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手根管症候群術後の pillarpainの検討

-ステロイドの反応性
こにしいけたいぞう まちだふみ たけした あゆむ

小西池泰三， 町田芙美，竹下歩

手根管症候群術後の pillarpainはよく知られた合併症であるが，その発症メカニズムは未だ不明である.

我々は pillarpainの原因について腔滑膜炎の関与を疑い， pillar painの性状を検討した群 (146手)，術後に

手根管内にベタメタゾン (54手)， トリアムシノロン (51手)を注入した群に分けて検討を行った.ステロ

イド未使用群では圧痛は時間の経過とともに軽快し増強したものはなかった.ペタメタゾン群では術後 1ヶ

月で 8手，術後 2ヶ月で 9手が増強した. トリアムシノロン群では術後 2ヶ月で 3手，術後 3ヶ月以降で 8

手が増強した. トリアム シノロンはベタメタゾンより作用時聞が長く ，pillar painの増強例が遅れて出現す

るのではないかと考えている. pillar p出nはステロイドの有無，種類により反応する.手根管症候群ーの術後

にステロイドを使用しでも， pillar painを完全に消失させることはできなかった.

[緒言]

著者らは1992年以降，鏡視下手根管開放術(ECTR)

を行っているが， しびれはとれたが手を机につくと

痛いと訴える症例を経験した.その造影 M悶の所

見(図 1，2) では痔痛の強い時期では滑脱が強く

enhanceされるが，痔痛が軽快していた時期では

enhance効果は減弱していた.このことから，手掌

部痛に対する腿滑膜炎の関与を疑った. p iIlar pain 

を[術後 3ヶ月を経過しでも持続する手掌基音ISの圧

痛Jと定義し ll，pillar painの頻度，性差，持続期

間などの性状について検討を行った(第 47回日手

会)1). また，術後に手根管内にベタメタゾンを注

入した群との比較について報告した(第 52回日手

会).今回術後に トリアムシノロンを注入した症例

を加えて検討を行ったので報告する.

図 1 44歳男性術後3ヶ月.手掌部に腫脹
と圧縮を認める.造影 MRIでl燈i1-1股が

enhanceされる.

[対象と方法]

当院で手術をおこなった 1999年からの 146手(男

26手，女 120手，平均年齢 60歳) (A群，ステロ

イド非使用). 2007年よりの 54手(男 15手，女 39

手 平均年齢 66歳)は術直後に手根管内にベタメ

タゾン 2.5mg(B群)，を 2009年8月以降の 51手(男

8手，女 43手，平均年齢 62歳)にはトリアムシノ

ロン 20mgを注入した (C群).手掌基部の圧痛の

図2 44歳男性術後5ヶ月 圧痛は軽快し
た.造lf診M悶 でi腔滑j換の enhance効果

は減弱している.

受理日 2012/11/28 
岡山赤十字病院整形外科 干700-8607 岡山県岡山市帰宅青江 2.1-1
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図3 術後 1ヶ月の pill訂 pam陽性率.ステロ
イド使用群は早期には有効.

最も強い部位において，術後 1週， 2週， 4週， 8週，

12週，半年で圧痛計(イマダ・豊橋市)を用いて評

価，健側との比較を行い健側と同等になった時点を

圧痛の消失としたt)

[結果}

A群において圧痛は時間の経過とともに軽快し増

強したものはなかった.術後 1ヶ月以内に 57%(85 

手，男 13手，女 72手)， 3ヶ月以内に 91%，6ヶ月

で全例が消失した. 3ヶ月以上圧痛が持続したもの

は9%(13手，男 5手，女8手)であった.B群で

は術後 1ヶ月の時点で 38手 (70%)に圧痛は消失

したが，術後 1ヶ月で 8手， 術後 2ヶ月で9手が増

強した (17手，男 4手，女 13手).最終的に 1ヶ月

以内で圧痛が増強することなく消失したものは 28

手 (51%)，3ヶ月以内は 46手 (85%)であった.6 

ヶ月で全例が消失した.c群では術後 1ヶ月の時点

で42手 (82%)に圧痛は消失したが，術後2ヶ月

で3手，術後 3ヶ月以降で 8手が増強した (11手，

女 11手).最終的に 1ヶ月以内で圧痛が増強するこ

となく消失したものは 38手 (75%)，3ヶ月以内は

43手 (85%)であった.8ヶ月で全例が消失した(図

3，図 4).著者らの奥津法術後 3ヶ月の pillarpain 

の発生率は 9-15%であった.ステロイドを使用する

と術後 1-2ヶ月の早期では pillarpainを抑制できる

が，最終成績は同じであった.

[考察}

鏡視下手線管開放術 (ECfR)はpillarpainをなく

NS 

100% 

95% 

90% 

85% 

80% 

75% 

A群 B群 C群

図4 術後3ヶ月の pill創.pam陽性率(最終評
価時).憎悪例があるため最終評価I侍で
は各群に有意差はない.

すことを目的に導入されたが，手掌部の切開創はな

くても pillarpainは消失しなかった2)3)4).Wilsonら5)

はこの原因を皮下神経損傷とし， ECfRは手根菅内

からの操作であるので皮下の操作は盲目的であるか

らとしている.このことがECfRの限界とされ，皮

下組織を直視でき小侵製であるとする小切開手術へ

の展開に繋がってきた. しかし，小切開手術でも

pillar painは消失していない.牧らは小切開手術の

3ヶ月の時点で 63手中 17手 (27%)にpillarpainが

存在したと報告している 6) このことは pillarpain 

の原因が皮下神経損傷ではないことを意味してい

る.ステロイドの手根管内注射は，手根管内の滑膜

増生や軽度の滑膜炎，神経周囲血管透過性の変化や

浮腫になどに作用すると考えられ， Phalen 7)の報告

以降数多くなされている.ベタメサゾンを使用した

報告別もあるが，卜リアムシノロンの長期成績が比

較的よくトリアムシノロン 20mg前後を使用する報

告が多い 9)10) 著者らは術後にステロイドを使用し

たが，術後 1-2ヶ月の早期には pillarpainを抑制で

きるが，増強例を認めた. 1ヶ月以内ではベタメタ

ゾンの抗炎症効果により pillarpainを減弱させるが，

時間の経過とともに効果がなくなり， pillar painが

増強するのではと考えている. トリアムシノロンは

ベタメタゾンより作用時間が長く， pill創'painの増

強例が遅れて出現するのではないかと考えている.

Pillar painはステロイドの有無，種類により反応す

る. PilIar painの原因は皮下神経損傷ではなく，手

根管内に持続する浮腫などの内因性のものではない

かと考える. Pillar painの原因が内因性のものなら

n
J
U
 



手根管症候群術後の pil1arpainの検討

ば，小切開手術が優位な訳ではない. Pillar painは

いずれおさまるものであるが，要求度の高い症例に

対しては今後の課題である.その際， pillar painが

ステロイドに反応することは重要な知見と考える.

[まとめl
Pillar painはステロイドの有無，種類により反応

する.手根管症候群の術後にステロイドを使用しで

も， pillar painを完全に消失させることはできなか

った.
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手作
.........園調FIt唱、r

血液透析患者に対する手根管開放術後の pillarpainの

検討

田中啓之*
のぐちりょうすけ

野口亮介**
しまだニうぞう

島田幸造**

Pillar p血1は手根管症候群(以下crs)の術後合併症の一つであるが，血液透析に伴う crsに対する手根

管開放術後の pillarpainの特徴について，特発性crs患者群と比較検討を行った.手掌部小切開にて初回

手根管開放術を施行し，術後に 3か月以上経過観察が可能であった crs135例 160手を対象とした.血液

透析に伴う crsが28例 33手，特発性crsが 107例 127手であった.血液透析に伴う crsでは特発性

crsと比べて，術後1.5か月， 3か月で有意に pillarpain発生率の低下を認めた.血液透析に伴う crsでは，

手術側がシャント側であるか非シャント側であるかについてや血液透析導入後の期間は pillarpain発生率に

影響を及ぼしていなかった.血液透析に伴う合併症が術後の pilIarpain発生率低下に影響を及ぼしている可

能性が考えられた.

[緒言1
手根管症候群(以下crs)の術後合併症のーっ

として，創部の槙側あるいは尺側に痔痛を引き起こ

すpillarpainが挙げられるが，その発生原因はいま

だに解明されておらず，どのような背景の患者群に

出現するのかも不明である.本研究の目的は，血液

透析に伴う crs患者群に対する手根管開放術後の

pilIar pain発生の特徴について，特発性crs患者群

と比較検討を行うことである.

[対象と方法1
2008年3月から 2011年7月までに手掌部小切聞

にて初回手根管開放術を施行し，術後に 3か月以上

経過観察が可能であった crs135例 160手を対象

とした.そのうち慢性腎不全により血液透析を施行

されていた患者を透析群，特発性crsの患者を特

発群とした.透析群は 28例33手，特発群は 107例

127手であった(表1).両群間で男女比，擢患側，

手術時年齢の差は認めなかった (Chisquare test). 
透析群の血液透析期間は 1・30年で，中央値 17年で

あった.

創部の樟側および尺側を検者が母指の指腹で圧迫

(ピンチメーターで3kgを示す強さと同程度の力で

圧迫)することで，罪事痛を訴えたものを p出訂 pain

受理日 2012/12/08 

ありと定義した.術後1.5か月(透析群 30手，特

発群116手)， 3か月(透析群31手，特発群113手)， 

6か月(透析群24手，特発群80手)， 9か月(透析

群7手，特発群 26手)と経時的に p迎訂 p甜1の有

無について調査を行った.術後経過観察期聞は透析

群で中央値7か月，特発群で中央値6か月であった.

Pill釘 p血1の有無に関して，透析群と特発群の比

較，性別による影響，また透析群においては，血液

透析期間が与える影響，シャント側が与える影響に

ついても検討を行った.

統計学的処理はChisquare testおよびSpearman's
correlationを用いて行った.

[結果1
Pillar pain発生率は，特発群において術後1.5か

表 1 透析群と特発群のまとめ

透析群 特発群

症例数 28例33手 107例127手

性別
男性 13手 32手

女性 20手 95手

擢患側
右手 15手 80手

左手 18手 47手

手術時平均年齢 64歳 64歳

・大阪大学医学部整形外科 干565-0871
..大阪厚生年金病院整形外科

大阪府吹田市山田丘2-2

-4-
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[考察]

手根管開放術の術後合併症の一つである pillar

painは，術後のADL低下を引き起こす一因となるが，

その原因はいまだに解明されていない.Ludlowら1)

は手根管開放術後の pillarp血1発生の要因として，

1. Neurogenic， 2. Alteration to血eStructure of白e

Carpal Arch， 3. Edematous， 4. Ligamentous or 

Muscularの4項目の可能性について述べている.

まず神経原性のものかどうかに関して，通常のopen

法では創部を横切る掌側皮枝を損傷する可能性が指

摘されるようになってきているが，その掌側皮枝を

損傷しないように手術を行うことでpillarpain発生

率が減少した 2) あるいは消失した 3)という報告が

ある一方で，両側擢患例のcrs患者に対して，片

側は通常の open法で，反対側は掌側皮枝を損傷し

-5一

月で 69.8%，3か月で 50.4%， 6か月で 23.8%，9 

か月で 19.2%であったのに対して，透析群ではそれ

ぞれ， 43.3%， 12.9%， 8.3%， 0%であり，術後1.5

か月， 3か月の時点で透析群の方が有意に pillar

p血1発生率が抑制されていた(図 1).性別が与え

る影響については，両群とも術後早期に女性の方が

男性よりもpillarp血1発生率が高い傾向を示したが，

有意差は認めなかった(図 2)• 
透析群において，手術側がシャント側であるか，

非シャント側であるかについては， pillar pain発生

率に関して有意差は認めなかった(図 3).また血

液透析導入後の期聞がpi1larpainに及ぼす影響につ

いても検討を行ったが，手術までの血液透析期間は

pillar pain消失時期には影響を及ぼしていなかった

(図4).
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る.術後の浮腫による影響については， pillar pain 

が半年以上持続する症例があることから考えても，

術後の浮腫がpillarpain発生に関与している可能性

は低く，また血液透析患者に対する影響も不明であ

る.最後の項目の靭帯や筋の軟部組織変化について

は，創部への積極的なリハビリ介入により piIlar

pain発生率が低下した 9)という結果は，横手根靭帯

切離後の癒痕形成の関与を示唆しており，創部の樟

側および尺側の両側に pillarpainが発生することか

ら考えても，矛盾しないものと思われる.血液透析

患者では，色素沈着，皮膚乾燥，萎縮，発汗障害，

描捧症などの様々な度膚症状が出現するが，これら

は皮膚の栄養障害により惹起されるとされており，

蛋白質欠乏が細胞外基質やコラーゲン合成に影響を

与え，ビタミン C欠乏がコラーゲン合成を減少し，

-6一

ないようにする open法で手根管開放術を施行した

ところ，両側でpillarpain発生率に差は認めなかっ

たという報告 4)もあり，見解の一致は得られていな

い.また掌側皮枝を損傷しない方法として，鏡視下

手根管開放術の報告も多数認めるが，こちらに関し

でも鏡視下法よりも open法の方が発生率が高い 5)と

するものから，発生率に差は認めないとする報告側

まで様々である.いずれにせよ鏡視下法でも pillar

painは発生しており， neurogenicな原因だけで pil-

l訂 p血1が発生するとは考えにくく，また血液透析

患者で発生率が低下することの説明はできない.次

に手根管開放術後の carpalarchの変化については，

open法より鏡視下法の方が，アーチの拡大は少な

い8)とされており，鏡視下法での発生率減少の説明

は可能であるが，血液透析患者での影響は不明であ
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ビタミンA欠乏により表皮細胞増殖が抑制される

とされている 10) これらの影響により，血液透析患

者では横手根靭帯切離後の断端の癒痕形成が抑制さ

れ，その結果として pillarpain発生率が抑制された

可能性が考えられたが，詳細な発生メカニズムにつ

いては今後のさらなる研究が待たれるところであ

る.

[まとめ]

血液透析手根管症候群と特発性手根管症候群にお

いて，手根管開放術後の pillarpain発生率について

検討を行った.透析群では特発群と比べて，術後

1.5か月， 3か月で有意に pillarpain発生率の低下を

認めた.血液透析に伴う合併症が，術後の pillar

p泊1発生率低下に影響を及ぼしている可能性があ

る.

[文献1
1) Ludlow KS， et al. Pillar pain as a postoperative compHα・

tion of carpal tunnel release: a re討ewof血elliterature. J 

Hand Ther 10: 277.・.282，1997.
2) Ahcan U， et al. Surgical techniqueωreduce scar dis-

comfort after carpal tunne1 surgery. J Hand Surg Am 27: 

821-827，2002. 
3) Tomaino MM， et al. Identification and PI明 ervationof 

pa1mar 叩凶leousnerves during open carpal tunnel re-
lease. J Hand Surg Br 23: 607-608， 1998. 

4) Siegmeth AW， et a1. Standard open decompression in 

carpal tunnel syndrome compared wi血amodified open 

technique preserving the superficial skin nerves: a prか

spective randomized study. J Hand Surg Am 31: 148~ト

1489，2006. 
5) 官lomaA， et a1. A meta-analysis of randomized con-

仕olled仕ialscomparing endoscopic and open carpal tun-

ne1 decompression. Plast Recons仕 Surg114: 1137.・1146，
2004. 

6) Ferdin阻 dRD， et al. Endoscopic versus openωrpal tun-
nel release in bilateral carpal tunnel s:戸ldrome.A pro-

spective， randomised， bHnded assessment J Bone Joint 

Surg Br 84: 375-379， 2002. 
7) Atroshi 1， et al. Open compared with 2.・por旬1endoscop-

ic carpal tunnel release: a ら.ye釘 follow-upof a random-

izedcon仕olled凶al.J Hand Surg Am 34: 266-272， 2009. 
8) Viegas SF， et al. Carpal arch alteration and related clini-

cals匂加safter endoscopic carpal tunnel release. J Hand 

SurgAm 17: 1012-1016， 1992. 
9) Nathan PA， et al. Rehabilitation of carpal tunnel surgery 

patients using a short surgical incision and an e紅Iyprか

gram of physical therapy. J Hand Surg Am 18: 1044・
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1050，1993. 
10)荻原洋子.身体所見からの CKD患者の栄養評価の重

要性皮膚所見の評価.臨床透析26:1659-1666，2010. 
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小皮切による手根管開放術後の創部痛の評価

、.-.It 

守hλ;掛 川
I 

河本正昭

手根管開放術に対して，遠位手首皮線(以下 DWC)から少なくとも遠位 1cm(以下手掌基部 1cm)の皮

膚を温存する手掌内皮切法(以下 PI法)と手掌内皮切に加え DWC近位に別皮切を加える二皮切法(以下

百法)の創部痛について比較検討した.

対象・方法:2004から 2011の聞に加療され，術後転帰について評価可能な手根管症候群の 32例 38手を

調査対象とした.術後の創の痔痛，圧痛を創痛とし，母指球部，小指球部の痔痛，圧痛，違和感を pilIar

p泊nと定義し，術後経時的に評価した.

結果:術後 1か月で創痛を 14手， pilIar painを10手に，術後6か月で創痛を 1手， pilIar painを4手に，

術後 1年で創痛， pillar painそれぞれ 1手ずつ認めた.両法において発生率に差を認めなかった.PI法によ

る1手において横手根靭帯(以下TCL)近位部不完全切離のため再手術を要した.

結語:手掌基部 1cmを温存する方法は従来法と同等の術後成績を得ることができ，創部痛の予後も良好

であったが， TCLの近位縁完全切離に関して PI法では不十分なことがあると思われた.

[緒言]

手根菅症候群に対する手根菅開放術においては

TCLを完全切離することで良好な成績を期待でき

る.しかし術後の創部の痔痛は成績不良因子とな

る.特に手掌基部の創は術後愁訴の原因となるとい

われている1)手関節より有鈎骨鈎遠位 1cmまでの

部位や 2) 以下手掌基部 1cmは皮神経の横走する頻

度が高いといわれている 3) 以上を考慮に入れ筆者

らは手根菅を開放する際，手掌基部 1cmには皮切

を加えないように工夫している.手掌内のみに皮切

を加える PI法と手関節部にも皮切を加える TI法を

おこなってきた.本研究の目的は PI法と TI法にお

ける臨床成績，術後の創部痛も含めた合併症につい

て比較検討することである.

[対象と方法1
2004.1.1より 2011.1.1までに当院で手術した手根

菅症候群の症例は 48例 56手である.そのうち， 6 

か月以上経過観察し，臨床成績，創部痛を含めた合

併症について評価可能な 32例 38手(男 4例5手，

女 28例 33手)を対象とした.手術時平均年齢は

65.4歳 (33-84歳)であった.

受理日 2012/12/07 

術前診断は主訴(正中神経領域のしびれ，手事痛，

夜間痛，把持動作障害)，臨床所見 (Tine1様徴候，

Phalenテスト，母指球筋麻輝)，こ拠った.補助的検

査として Semmens-Weinsteinフィラメントによる知

覚評価，電気生理検査(振幅，運動および知覚神経

の遠位潜時:32手)も実施した.重症度は浜田の病

期分類を用いた.

手術手技:PI法は 24手に実施した.手掌基部

1cmの皮膚を温存し，術中視野の状況に応じて皮切

を延長した.創長は平均 28mm(12-40mm)であっ

た手掌腫膜または皮下組織と TCL聞を十分剥離

した後， TCL直下にスリット付エレパトリウムを挿

入しこれを切離した.反回枝剥離を1手に実施した.

TI法は 14手に実施した.PI法の手技で手掌に 2cm

皮切と DWC近位に 1cmの皮切を加えた.遠位か

らのTCL切離に加え，近位度切からも必要に応じ

て切離操作を加えた.反回枝剥離を5手に実施した.

いずれの術式も駆血下に局麻で実施した.

術後評価:Kellyの術後臨床評価を用いた.復職

時期，最終調査時の DASH，合併症を調べた.創部

の終痛評価については創自体の痔痛，圧痛を創痛と

し，母指球または小指球の痔痛，違和感，圧痛を

浜松労災病院整形外科 干430-8525 静岡県浜松市東区将監町25

-8-
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表 1 術式別の年齢，性，擢病期間，術前病期，術前症状

表1.年齢，性，擢病期間，術前病期，術前症状

表2 各術式の術後評価

TI PI 
皮切(n=14) 手掌内 (n=24)

年齢 65(33-83) 65(50-84) }匂lIy(ElG/F/P) 3/6/5/0 9/10/2/3 
男/女 2/12 2/22 
-寵病期間(m) 21 (2-144) 16(2-77) DASH 18.7(0-45.8) 21(か75)

右/左 9/5 13/11 V姐(/100) 17.8 19 
浜田病期(I1II/ill) 7/2/5 1216/6 
知党鈍麻 11 14 復職(週) 3.7(2-14) 2.9(1-16) 

Tinel sign 9 20 
Phalen test 11 13 

夜間痛(術前/術後) 9/1 14/1 

しびれ 13 21 sw一段階以上改善 7 6 
夜間痛 9 14 
把持障害 6 8 
争術者経験年数 20(7-28) 22(9-30) 

表3 創部痛の経時的変化および術式聞での比較

1m 2m 3m 6m final 

TIf去pillarpain 4/14 4/14 4/14 1/14 1/11 

PI~去pillar pain 6/24 5/24 4/24 3/24 0/23 

ロilalroain総残存数 10/3日 9/3日 日/38 4/38* 1134 

1法倉l踊 6/14 2/14 2/14 1/14 1111 

PI法創痛 9/24 7/24 3/24 0/23 0/22 

創痛総残存数 15/3日 9/38 5/38 1/37* 11/33 
(痛み残存例数/調査例数)*:p(0.01 

pi1lar painとし， 1， 2， 3， 6， 12か月の時点で直接診察

または本人への聞き取り調査にて評価した.

[結果]

年齢，男女差，擢病期間，擢患側，術前病期，知

覚鈍麻 (21手)， Tinel様徴候 (29手)， Phalenテス
ト(24手)， しびれ (34手)，夜間痛 (23手)，把持

障害 (14手)，術者経験年数については PI法と百

法において有意な差を認めなかった(表 1).SCV 
導出不能を 13手，1L導出不能を 4手に認めた.ば

ね指を 14手にドケルパン病を 4手に認めた.透析

例は 1例 1手であった.

臨床成績(およびDASH平均)は Excellentが 12

手 (6)，Goodが 15手 (16.3)，Fairが8手 (36.7)， 

Poorが3手 (52.8)であった.DASHは平均 18.8(0 

-51.3)であり臨床成績との聞には相関を認めた (p

<0.001; Pearson相関係数).専業主婦も含めて 18

例 20手が職業従事者であったがうち 17例 19手に

おいて術後平均 3.2週 (1-16週)で元の職に復帰し

ていた.臨床評価， DASH，復職までの期間，夜間

痛の改善， SWの改善について両術式の聞で差を認

めなかった(表2).術前病期 grade3はgrade1に比

べて臨床成績が劣っていた (p<0.05;Mann Whit-

ney検定).擢病期間，年齢，性別，執万医の経験

年数，手術手技の違いによる臨床成績の差は認めな

かった.

創周辺部痛:術後 1か月で 15手に創痛を， 10手

にpillarp出1 (母指球9手，小指球 1手)を認めた.

創痛は術後3か月で4手に 6か月で 1手 (7%) に

のみ認めたのに対して pillarpainは術後6か月で4

手 (40%)に残存していた (p<O.01;カイ二乗検定). 

12か月後に残存していたのは創痛， pillar painそれ

ぞれ 1手のみであった.PI法と司法の聞ではこれ

ら痔痛の各観察時点における発生率に有意差を認め

なかった(表3).

その他の合併症:再手術は PI法の 2手で実施さ
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れ，ともに臨床成績は poorであった.1手は病期

grade3で術後 1年で再発した例であった.もう 1手

はTCL近位部の切離不全例であった.

TCL不全切離による再手術例について症例を呈

示する.56歳男.病期 gradel.PI法(術者経験年

数7年と 8年)を実施した.手術時間は 22分であ

ったが，術後~痛は増悪した.初回手術 5 か月後に

再手術した.TCL近位部の切離不全を認めたのでこ

れを完全に切離した.正中神経断裂は認めなかっ

た術後痔痛は著明に改善し最終評価ではVASは

Oであり復職した.

[考察1
手根官開放術後の創周辺部痛は術後成績を低下さ

せる.DWCに皮切が及ぶ従来術式 (stdOCTR)か

ら鏡視下手術 (ECTR)や小皮切手術 (miniOCTR)

が開発されたのはこれらの痔痛を軽減させるためで

ある. しかし早期の職場復帰，術後早期の痔痛につ

いてはこれら低侵襲手術の意義はあるようだが，長

期成績については従来法とは差がないというのが最

近の reviewにおける見解である 4) そのうえ度切を

小さくすることによる合併症リスクの増加が指摘さ

れている.筆者らの術式は手掌基部 1cmの聞には

皮切は加えないが遠位には適宜皮切を延長してお

り，他の手掌内小皮切法に比べて決して小皮切とい

うわけではない.手掌基部 1cmより以遠には横走

する神経皮枝が極めて少ないと報告されている.創

を遠位に延長することで比較的良好な視野が得ら

れ，なおかつ創部周辺痛も miniOCTRと同等に抑

制できるものと期待して本術式を実施してきた.

臨床成績，職場復帰の結果については，術前病期

の影響は無視できないものの，再手術2手を除けば

寒痛の改善は良好であった.また職場復帰に関しで

も再手術の 1手以外は平均 3週で復帰していた.

Brownらは ECTRとstdOCTRとの比較研究におい

て， ECTR例は平均 14日， OCTR例は平均 28日で

復職したと報告している 5) 他の ECTRとOCTRの

比較した研究でも ECTR例の復職は2週間から 3週

間程度であり， OCTR法はそれよりも遅くなるとい

う報告が多い.筆者らの症例は ECTR法と stdOC-

τR法の間ぐらいの時期に復帰していた.手掌基部

に皮切を加えないことの利点のひとつと考えられ

た.

創部周辺痛については， Brownらは術後 14週で

ECTR例の 36%にOCTR例の 61%に創圧痛を認め

たと報告している 5) またWongらは ECTRとl.5cm

皮切による OCTRとの比較にておいて， 8週では

OCTR例に PPを27%に認めたと報告している 6)

定義や評価法はまちまちであるが発生率は Oから

60%程度である.筆者らの症例では 3か月で創痛は

13%にPPは21%に認めた.従来皮切法に比べて創

部痛発生を著しく低下させたわけではないが，これ

らの小皮切法に比べて著しく劣ることはなく，手掌

基部 1cmの皮膚，皮下を温存することに意義ある

ものと思われた.

その他の合併症については，再手術例が2例でい

ずれも PI法であった.うち 1例は近位縁切離不全

であり，切離追加で最終的にはまったく愁訴がなく

なったが，職場復帰まで半年を要した.本手術の目

的はTCLの完全切離である.Meansは屍体研究で

TCL切離のみでは手根管内圧の減圧は不十分であ

り，前腕筋膜遠位部も含めた切除が必要と報告して

いる 7) Cobbは手根管を構成する手掌腫膜， TCL， 

前腕筋膜の境界は明確ではなく遠位近位縁ともに注

意が必要と報告している 8) 筆者らの手掌内皮切の

近位縁は DWCから 1cm遠位であり，他の小皮切

手掌内の手技に比ベイrCL近位縁への距離は近い.

しかし前腕筋膜肥厚例においては手掌内の皮切のみ

では盲目的にならざるを得ない.OCTRは多くの整

形外科医が日常かかわるべき手術であるといわれて

いる.TI法と PI法は臨床成績，職場復帰，創部痛

においては有意な差を認めなかったが， PI法を実施

する際には近位縁不全切離の可能性を念頭に置くべ

きと思われた.

[まとめ]

手掌基部 1cmだけ皮膚皮下を温存するこつの術

式の術後成績，術後創部痛，合併症について述べた.

臨床成績，職場復帰は stdOCTRと同程度の効果が

得られた術後創部痛に関して ECTRやより小皮切

なOCTRに比べても同等の発生率であり予後良好

であった.二皮切法はTCL近位縁のみならず前腕

筋膜に肥厚している場合，手掌内皮切法に比べて安

全，確実に切離できる方法と思われた.

[文献1
1)藤尾圭司ほか.二皮切を用いた直視下手根管開放術の

手術術式.日本手の外科学会雑誌 14:638-641， 1997. 
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2) Wilson KM， et al. Double incision open technique for 

CaI下a1tunnel release: An a1ternative to endoscopic re-
lease. J Hand Surg Am 19: 907-912， 1994. 

3) Ahcan U， et a1. Surgical technique to reduce scar dis-

comfort after carpal tunnel surgery. J Hand Surg Am 27: 

821・827，2002
4) Ashworth NL， et al. Carpa1 tunnel syndrome. C1in Evid 

(On1ine) 1114: 1・28，2011.
5) Brown RA， et a1. A prospective， randomized assessment 

of open and endoscopic methods. JBJS Am 75: 1265-

1275，1993. 
6) Wong KC， et al. A prospective randomised study of en-

doscopic versus limited open me白ods.JBJS Br 85: 863-

868，2003. 

7) Means I武 etal. Release of the仕組sversecarpa11iga-
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血edista1 volar forearm fascia泊 acadaver model of car-

pal tunnel syndrome. J Hand Surg Am 32: 1533-1577， 

2007. 
8) Cobb TK， et al. Anatomy of the f1exor retinaculum. J 

Hand Surg Am 18: 91-99， 1993. 
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両側特発性手根管症候群の片側手術後における

非手術側の臨床経過
、 I - .• 
~~$'ilA:事毎日一 かよらぎひでと L わかばやLよしあき にむらあきもと ひらいたか L おおかわ あっし

鏑木秀俊*若林良明*二村昭元*へ平井高志*大川 淳*

両側特発性手根管症候群において，一側の手術後に反対側である非手術側の症状が軽減することをしばし

ば経験する.当施設において両側特発性手根管症候群の片側のみに手根管開放術を施行した30例中， 7例 (23

%)で非手術側の自覚症状軽減を認めた.7例中4例でPadua分類の 1段階改善を認め，改善例 7例の運動

神経遠位潜時，知覚神経伝達速度 SemmesWeinstein testも統計学的に有意に改善していた.両側手根管症

候群に対する手術方針は，軽症側の Padua分類が severe，ex仕emeよりも軽症であれば，重症側のみの手術

後に非手術側の症状が軽減する可能性があるので，軽症側の手術適応は重症側のみの手術後の臨床経過を見

極めてから判断すべきであり，両側同時手術等の適応は慎重であるべきと考えられた.

[緒言]

両側特発性手根管症候群において，一側の手術後

に反対側である非手術側の自覚症状が軽減すること

をしばしば経験する.非手術側の自覚症状が軽減す

る割合と，神経伝導速度などの客観的な他覚所見の

改善を伴っているかについて検討し，この現象の起

きる機序を考察した.また，軽症側の治療方針を考

える目的で，術前評価項目の中で，非手術側の術後

経過を予見する因子についても検討したので報告す

る.

[対象と方法1
2006年5月から 2011年2月までの聞に両側特発

性手根菅症候群に対し，当施設において片側にのみ

手根管開放術を施行した 30例を対象とした.男性

7例，女性23例，手術側は右 14例，左 16例，手術

時年齢は 40歳・85歳，平均 64歳であった.一側の

術後に非手術側のしびれなどの症状が軽減または消

失した群をA群とし，症状が不変または悪化した群

をB群とした.A群において，電気生理学的な重症

度分類である Padua分類へ運動神経遠位潜時(以

下DML)，知覚神経伝達速度(以下SCV)，Semmes-

Weinstein test (以下 SWT)，握力，指腹つまみ力を

術前と術後 6か月時で比較した.SWTは正中神経

領域において，最も知覚闇値の高い部位におけるフ

受理日 2012/12/07 

イラメント径を順序尺度として統計学的に検討した.

また非手術側の術後経過を術前の評価項目で予見で

きる可能性を探るべく， A群と B群の間で手術時年

齢，性別，術前のDML，SCV， Disabilities of the Arm， 

Shoulder and Hand日手会版(以下 DASH)を比較

検討した.なお，統計学的検討についてはWilcoxon

の符号付き順位検定を用い， p<0.05を有意差あり

とした.

[結果I
A群は 30例中 7例 (23%)で，術前の非手術側

Padua分類の内訳は moderate6例， mild 1例であっ

たが，術後は 7例中 4例で 1段階改善を認め， mod-

erate 2例， mild 5例となった(図 1).非手術側 DML

は術前平均 5.5msから術後 4.3msへ(p=0.018)，

SCVは術前25.1m/sから術後33.5m/sへ(p=0.018)

と，統計学的に有意に改善していた(図 2).SWT 

も7例全例で改善または不変であり(図 3)，術前・

術後で統計学的な有意差を認めた (p=0.039).筋力

に関して検討したところ，握力は術前平均 17.8kg，

術後 19.0kg，指腹つまみ力は術前 2.6kg，術後 2.η{g

であり，術前・後で統計学的な有意差を認めなかっ

た.

次にA群7例と B群23例の比較を行い，術前評

価項目から予後の予測ができるか検討した(表 1).

!事京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科整形外科学分野 干113-8519 東京都文京区湯島 1・545
.帯東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科臨床解剖学分野
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例

B 

7 
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3 

。
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図 1 片側手術における非手術側の Padua分類の
変化
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• p<0.05 

図3 片側手術における非手術側の Semmes-Weinsteintest 

表 1 非手術側の症状軽減の有無と術前評価

との関係

症状軽減 症状悪化・不変
年齢本 56歳(40-79) 67歳(48-75)

性別* 男oOlJ女7例 男7例女16例

DML (ms) 5. 5:!:1. 6 6. 3:!:2. 3 

SCV (m/s) 25. 1 :!:9. 1 22. 8:!: 13.4 

DASHスコア 30. 4:!:24. 2 28. 9:!:19. 1 
Wik回聞の符号付者順位値定

.p<O.05 

Wllcoxonの符号付~.位極定

• p<O.05 

図2 片側手術における非手術~Wの運動神経巡位潜l時
DML と知~l神経伝導速度 SCV

A群は 7例全例女性で，手術時 40歳ー79歳，平均 56

歳であり， B群は男性 7例，女性 16例，手術時 48

歳 ー75歳，平均 67歳であった_A若干，すなわちー

側の手術後に反対側の症状が改善 した群において，

手術時年齢が有意に若く 男女比も有意に女性が多

かった.また A群の非手術側術前 DMLは 5.5ms，

SCV 25.1m/s， DASH 30.4であったのに対し， B 群

の非手術側術前 DMLは6.3ms，SCV 22.8m/s， DASH 

28.9であり，これらの評価li項目ではA， B群聞での

有意差は認められなかった(表1).

[考察]

両側擢患の手根管症候群において， 一側の手術後

に反対側である非手術側の症状がしばしば軽減する

ため，軽症側の手術のタイミングや，両側同時手術

の適応が問題となることがある.Yoonら2)は両側

手根管症候群において，一方を手術する と，もう一

方の症状改善を認めることがあるので，必ずしも

両側同時に手術する必要はないと述べている.一方

で， Ahmadrezaら3)はー側への手術が反対側の症状

に大きく影響することはないと報告している.自験

例では約 1/4の症例で非手術側症状の軽減を認め

た術前評価項目で非手術側の術後経過を予見でき

る因子が明らかとなれば軽症側の治療方針立案の

一助になるため検討を試みたが， A群と B群で有意

差を認めたのは年齢 ・性別だけであり，術前の電気

生理学的検査や患者立脚型アウトカムによる評価で，

予後を予測することはできなかった.しかし非手術

側術前 Pac¥ua分類で severeとextremeに分類され

た3例は全例術後に症状の軽減を認めなかったため，

反対側の術前電気生理学的評価で重症な症例ほど，

非手術側の経過が不良となる傾向はあった豊泉ら 4)

も両側手根管症候群のうち 時期をずらして両側手
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術した群とー側のみ手術をした群で初診時所見につ

いて比較検討した結果から，両側手根管開放術は常

時しびれ感を有し，短母指外転筋萎縮の中等度以上

で適応があると述べている.

一側の手術後に非手術側，すなわち軽症側の症状

が軽減したのは 30例中 7例 (23%)で，電気生理

学的な回復も伴っていたことも考えると，対側の症

状改善は，手術側の除痛が得られて痔痛闘値が正常

化するような中枢性の機序だけでは説明しがたい.

その機序を推察すると，まずは手術側の症状が軽減

し非手術側の使用頻度・負荷が相対的に減少したこ

とや，周術期における家事休止や休業などによる間

接的な安静効果の関与が考えられた.Paduaら5)に

よると手根管症候群未治療でも 10-15か月の時点

で約半数は症状不変， 2-3割の症状で改善傾向を

示すとし，自験例の症状改善率と変わりなかった.

また手根菅開放術による血流や軸索流の変化が，脊

髄後角と後根神経節の神経細胞体に何らかの変化を

生じ，介在ニューロンなどを介して非手術側の神経

に影響を及ぼす可能性が考えられた.Carlら6)は末

梢神経損傷の二次的変化として，脊髄後角や脊髄後

根神経節における発芽やグリア細胞の増殖が生じ痔

痛に関与しているとしており，手術によってこれら

の神経系の構造変化が改善した可能性も考えられ

る.

今回の我々のシリーズでは，症状の強い方の手術

後に 23%で非手術側の自覚症状の改善を認め，神

経伝導速度などの他覚的所見の改善も伴っていた.

男性例や高齢者，術前の電気生理学的に重症に分類

される例では回復が劣る傾向が認められた.症状に

左右差のある両側手根菅症候群の軽症側に対する治

療方針は，まず重症側の手術を行って，軽症側(非

手術側)の術後臨床経過を見極めてから，手術適応

を判断すべきと考えられた.

[まとめ]

両側手根管症候群に対する手根管開放術を施行し

た30例中， 7例 (23%)で非手術側の自覚症状軽減

を認めた.両側手根管症候群に対する手術方針は，

軽症側の Padua分類が severe，ex甘emeよりも軽症

であれば，重症側のみの手術後に非手術側の症状が

軽減する可能性があるので，軽症側の手術適応は重

症側のみの手術後の臨床経過を見極めてから判断す

べきであり，両側同時手術等の適応は慎重であるべ

きと考えられた.

【文献1
1) Padua L， et al. Neurophysiological classification and 

sensitivity泊 500carpal tunnel syndrome hand. Acta 

Neurol Scand 96: 211-217，1997. 
2) Yoon ES， et al.官leoutcome of血enonoperated con回ー

later百1hand in carpal tunnel syndrome. Ann Plast Surg 
47: 20.24， 2001. 

3) Ahmadreza A， et al. Clinical co町宮eof血enon-operated 
hand in patients with bilateral idiopathic carpal tunnel 

syndrome. J Hand Surg 32A: 1160.1170，2007. 
4)豊泉泰洋ほか.両側手根管症候群における手術時期の

検討.末梢神経 16(2):202.・204，2005.
5) Padua L， et al. Multiperspective follow-up of un仕eated

carpal tunnel syndrome. NEUROLOGY 56: 1459-1466， 
2001. 

6) Carl Y， et al. Remote neuroimmune signaling:a long-

range mechanism of nociceptive network plasticity. 

Trends Neurosci 32(2): 110.117，20凹.
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平常
寸守"'.¥1...日本語宇曜、r

重度手根管症候群に対する固有示指伸筋臆を用いた

母指対立再建術
まっきひろゆき なかっちゆきお

松木寛之，中土幸男

[目的]手根菅症候群に伴う母指対立障害に対しては Car凶包法や環指の浅指屈筋腫を用いた方法が広く行

われている.我々は移行臆として固有示指伸筋腫を用いる Burkhalter法による母指対立再建術を行ってき

たので，今回それらの追跡調査を行い，治療成績を検討した.

[対象と方法]当院にて母指対立再建術を施行した 2008年9月以降の 15例 16手を対象とした.男性3例・

女性 12例，右 10手・左6手，手術時平均年齢は 71.8歳，術後経過観察期間は平均 23.5ヵ月であった.

[結果]術後の可動域は掌側外転が平均 450，機側外転が平均 44.70，対立はKapandjitestで平均 9であっ

た.ピンチ力は指腹つまみが平均 3.8kg，側方つまみが平均 4.6kgであった.DASHは術前平均 34.1から術

後平均 11.5へと改善した.

I考察]固有示指伸筋腫を用いる母指対立再建術は，侵襲が小さく，腫採取による機能的損失も少なく，

良好な母指対立運動と十分なピンチ力が得られる有用な方法である.

[緒言I
手根管症候群に伴う母指対立障害に対しては

Camitz法1)や環指の浅指屈筋腫を用いた方法 2)が

広く行われている.しかし， Camitz法は侵襲が大き

く，対立時の囲内不良や腫の浮き上がりなどが問題

点として挙げられている 3)4) また環指の浅指屈筋

腫を用いる方法では術後の握力低下や環指PIP関節

の過伸展，屈曲拘縮等が問題点として指摘されてい

る5) 我々は移行腫として固有示指仲筋躍を用いる

Burkhalter法 6)による母指対立再建術を行ってきた

ので，今回それらの追跡調査を行い，治療成績を検

討した.

[対象と方法]

対象は当院にて母指対立再建術を施行した 2008年

9月以降の 15例 16手で，男性 3例・女性 12例，

右10手・左6手，手術時年齢は平均71.8歳 (60-81歳)

であった.全例で母指球部に萎縮による陥凹を認め

た.術前の電気生理学的検査所見は， Dista1 motor 

latencyは導出不能が6手で，残りの 10手の平均が

1O.11ms (7.29 -14.61ms)， SCV は導出不能が9手で，

残りの 7手の平均が 23.33m/s(17.5-27.5 m/s)で

あった.術後経過観察期間は平均 23.5ヵ月 (6-42

ヵ月)であった.手術は，小切聞による手根管開放

術を行った後，固有示指伸筋腫を MP関節近位で切

離し，伸筋支帯近位部へ引き出し，尺骨尺側部の皮

下を通して手根管開放部に引き出し，母指球部の皮

下を通した後，手関節屈曲位・母指最大掌側外転位

とした状態で，移行躍を短母指伸筋躍に回し短母指

外転筋腫へ inter1acingsu旬reを行った(図 1).術

後の後療法は，術直後に母指最大掌側外転位・手関

節屈曲位にてギプス固定を行い，術後 1週で長対立

装具装着，術後3週より Dynar凶ctenodesis action 

を用いた母指対立運動開始，術後4週で母指自動対

立運動開始とした.

[結果]

術後の平均可動域は，母指の掌側外転が450 (35 

-500
) ，横側外転が 44.70 (45-500

)，対立はKa-

pandji testで平均9(7-10)，爪面対向角が1300 (110 

-1400
)， MP関節の屈曲は 54.10 (35-600

)，伸展

は1.30 (・10-150)であった.手関節の屈曲は 61.60

(40-700 )，伸展は 58.80 (40-650
) であった.ピン

チ力の平均は，指腹つまみが 3.8kg(2.0 -6.0kg)， 

受理日 2012/11/30 
抱生会丸の内病院整形外科 〒390-8601 長野県松本市渚 1丁目 7番45号
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474 固有示指令I1筋腿を用いた母指対立再建術

図 1 固有示指イEI'筋腿を用いた母指対立再建術.
a:小切1mによる手根管開放術.
b固有示指伸筋腿を MP関節近位で切自11し{II!筋支帯近位部へ引き出す
c:尺符尺側部の皮下を通して手根管開放部に引き出す
d:母指球部の皮下を通し手関節屈曲位・母指最大掌側外転位として固有示指

{中筋腿を短母指伸筋阪IIに回し短母指外転筋腿!に縫合
e:術前母指対立陣筈.
t 術直後所見.

側方つまみが 4.6kg (3.0 -6.8kg)であった.握力

は17.9kg (7-35kg)であった.DASHは術前 34.1

(10.2-87)が術後 11.5(0.9-33.6)へと改善した.

示指の単独伸展は全例で可能であった.母指の掌側

内転制限を 2手， MP関節の{Ijl展不全を 2手に認め

た.

{考察I
Burkhalter法 6)は， Burkhalterによ って 1973年

に報告された母指対立再建法で，固有示指仰筋腫を

移行躍として用いる術式である.高位正中神経麻癖

や尺骨神経との合併麻揮に適応があるとされている

が，我々は本術式を手根管症候群による母指対立障

害に対して行ってきた.母指対立再建のための移行

腿としては長掌筋腿，環指の浅指屈筋!挫が主に用い

られているが，長掌筋腿を用いる場合，手根管開放

術の皮切を用いて行うことができる， J健移行による

機能的損失が少ない，長掌筋腿が短母指外転筋腿の

共同筋l躍であるため後療法が比較的容易という利点

がある一方，侵襲が大きい，移行腔の浮き上がり ，

母指対立時の囲内が不良になる 3)4)等の問題が指摘

されている.また，環指の浅指屈筋腿を用いる場合，

十分な母指対立筋力が得られる一方 Pulleyを作製

する必要があり，術後に握力低下や環指 PIP関節の

過伸展，屈曲拘縮が出現する可能性がある 5) 固有

示指伸筋躍を用いる場合，侵襲が小さい，腔移行に

よる機能的損失が少ないという利点がある一方，移

行腿の筋力・滑走距離不足が指摘されている.

固有示指伸筋腿はl挫移行術の力源として用いられ

ることが多いが，術後の示指伸展障害に関しては

様々な報告があり 7)8) interosseous hoodや示指総

指伸筋の筋腹，神経支配の分離等との関連が指摘さ

れている.我々は interosseoushoodの近位部で臆

断端がなるべく長くなるように腿の切離を行ってい

るが，術後全例で示指の単独伸展が可能で，日常生

活上支障をきたしている症例は認めなかった.また，

固有示指伸筋腫は 4%9)程度の頻度で欠損している

と報告されているが，我々は術前に示指の伸展にて

MP関節の近位部に示指総指伸筋腿，固有示指伸筋

腿がともに触れることを確認したうえで手術を行っ

ており，手術の際に固有示指伸筋艇が欠損していた

症例を認めたことはないが， 万が一固有示指伸筋j躍

が欠損していた場合は，長掌筋!躍を用いて母指対立

再建術を行う旨は説明している.

移行腿の選択においては，筋力や滑走距離が重要

とされている. J躍の滑走距離は筋繊維長に比例する
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固有示指伸筋臆を用いた母指対立再建術

が，短母指外転筋の筋繊維長が 3.3cmである一方，

長掌筋，環指の浅指屈筋，固有示指伸筋の筋繊維長

はそれぞれ4.9，7.5， 5.5cmである 10) 我々は固有

示指伸筋腫をなるべく遠位部で切離し，固有示指伸

筋を周囲から十分剥離して，十分な可動性が得られ

たことを確認してから移行するようにしている.今

回の調査で母指の掌側内転制限を認めた 2手におい

ては，固有示指伸筋の周囲からの剥離が不十分であ

ったと考えられた.前腕から手部のすべての筋力の

合計に対する個々の筋力の割合 (tensionfraction) 

は短母指外転筋，母指球筋の合計が1.1， 3.8である

一方，長掌筋，環指の浅指屈筋，固有示指伸筋の

tension企actionはそれぞれ1.0，2.2， 1.1である 10)

固有示指伸筋の筋力は母指球筋の合計筋力に比べ低

いが，母指対立再建術の対象の多くが中高年者であ

り，術後母指球筋の筋力が回復してくる可能性があ

ることより，移行腫としては固有示指伸筋腫で十分

と考えている.実際，今回の調査結果においては，

母指対立動作がKap祖母itestで平均 9，母指囲内動

作が爪面対向角で平均 130.，ピンチ力は指腹つま

み，側方つまみがそれぞれ平均 3.8kg，4.6 kgと十分

な母指対立・囲内動作とピンチ力が得られていた.

[まとめ1
1.母指球筋に高度な萎縮を伴う重度手根管症候

群15例 16手に対し，固有示指伸筋臆を用いた母指

対立再建術を行った.

2. 固有示指伸筋腫を用いる母指対立再建術は，

侵襲が小さく，臆採取による機能的損失も少なく，

良好な母指対立・囲内運動と十分なピンチ力が得ら

れる有用な方法である.
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手根管症候群の臆滑膜における LOX-lの発現について
いりえひろき

入江弘基本
かとうていじ

加藤悌二事事
やすおかひろみち

安岡寛理キ**
みずたひろし

水田博志*

手根管症候群 (crs)では，腫滑膜の滑膜増生，小動脈の動脈硬化を認める一方で，高lowdensity lipか

prote泊 (LDL)血症では高頻度に crsを認めるとの報告がある.酸化LDLが血管内度細胞のlectin・likeoxi-

dized LDL receptor-1 (1βX・1)と結合して，動脈硬化性疾患の発症と関連することが知られている.そこで

本研究では， crsの腫滑膜における ω引の発現について検討した.

crs患者21名(平均 69歳)において，手術時に臆滑膜を採取し， LOX-1免疫染色を行った.LOX-1発現

強度，血管狭窄.術前血中 LDL値を評価した.

全例で血管狭窄を認めた.腫滑膜の血管内皮細胞，血管平滑筋細胞に IβX・1発現を認めた.高LDL血症

では，凶'X-1発現は強く，小動脈の高度狭窄を認めた.

LOX-1の活性化により，血管内度機能低下や接着因子等のケモカインが誘導され，腫滑膜増生に関与する

可能性が示唆される.

【緒言]

手根管症候群 (crs)の病態として臆滑膜肥厚が

注目され，多くの組織学的研究を認める.腫滑膜の

組織では，非炎症性滑膜増生，間質の浮腫や線維化，

新生血管の増生とともに小動脈の血管壁肥厚を認め

ることが報告されている1l2)

一方， Nakamichiらは crs患者に高脂血症の合

併率が高いことを報告している 3) 血中lowdensity 

lipoprotein (LDL)の上昇は，酸化LDLが血管内度細

胞のlec出品.eoxidized LDL receptor-1 (1βX-1)と

結合して接着分子の発現誘導などを介して，動脈硬

化性疾患の発症と関連することが知られている 4)

crsの腫滑膜の変化と高脂血症の関係が疑われる

ため， crsの腫滑膜における LOX-1の発現につい

て検討した.

[対象と方法1
対象は， 2010年9月から 12月まで手根管症候群

の診断にて直視下手根管開放術を行った患者21例

である(男2例，女19例，平均年齢69歳， 42・91歳).

なお，関節リウマチなどの腰原病患者，透析患者は

除外した.

受理日 2012/12/10 
'熊本大学大学院医学薬学研究部
柿かとう整形外科光の森
判事公立玉名中央病院

運動骨格病態学分野

手術は，手掌部に約2cmと手関節部に 1cm切開

による 2皮切による手根管開放術を行ない，手術時

に臆滑膜を採取し，ホルマリン固定を行った.高脂

血症の評価として，術前に行った血液検査より血中

LDL値を測定した.動脈硬化病変における LOX-1

のリガンドが酸化LDLであることより，酸化LDL

と関連が強い血中LDL値を評価の対象とした.

組織学的検討として，ホルマリン固定した腫滑膜

にHE染色およびLOX-1に対する免疫染色を行った.

IρX-1発現強度を Grade0 : none， Grade 1 : mild， 

Grade 2 : moderate， Grade 3 : severeの4段階に分

類した.血管病変は森田ら用いた Banffscoreを参

考に Grade1:狭窄が血管内径の1/3以内に留まる，

Grade2 :狭窄が血管内径の 1/3から 2/3に及ぶ，

Gr叫 e3:血管内径の 2/3以上の高度の狭窄あるい

は血栓による閉塞を認める，の3つに分類した llS)

LOX-1発現と血中LDL，LOX-1発現と血管狭窄との

聞で統計学的検討を行った.なお，統計学的検討に

は， Spearman検定と ANOVAを用いた.

[結果]

血中LDL値は，平均 118.2mg/dl(I59-181mg/dI) 

〒860-8556 熊本県熊本市本荘 1-1-1
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手根管症候群のl健滑j肢における LOX-lの発現 477 

図 1 手根管腿滑j肢の病理組織像

上段:HE染色下段:LOX-l免疫染色

11ll管内皮細胞 (a)，1血管平滑筋細胞 (b)，滑膜表層細胞 (c)にLOX-lの発現を認める.

'"曲}

10 
-LDL孟140mg!dl

・LDL<140mg!dl

? 

Grade 1 Grade 2 Grade 3 

LOX-Iの発現強度

図2 LOX-lの発現数

全例で小動脈の血管内皮に LOX-lの発現を認

めた.高LDLJ血症の 3例は Grade2にlf)iUと
Grade 3に2例であった.

であった.140 mg/dl以上の高脂血症は 21例中 3例

に認めた.

組織学的検討の結果， HE染色では全例で間質の

線維化および血管狭窄を認めた.血管狭窄は，過酸

化脂質蓄積(プラーク形成)による狭小化ではなく ，

血管内膜肥厚を伴う増殖性変化を認めた.lfll管狭窄

は， Banff scoreを元に， Grade 1 : 5例， Grade 2 : 

7例， Grade 3: 9例に分類された.

腔滑膜の血管内皮細胞，血管平滑筋細胞や滑膜表

層細胞に LOX-1発現を認めた(図1). 血管内皮刑11

{剛t!dl)

160 

140 
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80 

60 

40 

20 

Grade 1 Grade 2 Grade 3 

LOX-Iの発現強度
品川V叫

図3 LOX-l染色の gradeと血中 LDL値の関係
Gradeの上昇とともに血中 LDL値は高くなってい
るが，有意差は認めなかった.

注)バー内部の数値は，血中LDL値の平均値である.

胞では， Grade 0:なし， Grade 1:3例， Grade 2:8例，

Grade 3: 10例であった.血管平滑筋では， Grade 0: 

なし， Grade 1 : 2例， Grade 2: 9例， Grade 3: 10 

例であった.

LOX-1の発現は全例認め， 10例は Grade3で，高

LDLlUl症の 3例は Grade2に1例と Grade3に2例

であった(図 2).LOX-1の発現が強いほど LDLが

高い傾向であるが， 3群聞に統計学的有意差は認め

なかった(図 3). 

血管狭窄と血中 LDL値の関係では，血管内腔の高

-19ー
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，.録"
10 

_LDl孟140mg/dl

・lDL< 140mg/dl 

o -ー一一一一
Grade 1 Grade 2 

血管狭窄の程度

図4 血管狭窄の発現数
全例で小動脈の血管狭窄を認めた.

Grade 3 

高脂血症の 3例はいずれも Grade3であった.

度狭窄を 9例に認め，高 LDL血症の 3例はいずれ

もGrade3であった(図 4).血管狭窄が強いと LDL

が高い傾向ではあったが，統計学的有意差は認めな

かった(図 5). 

[考察]

腫滑膜の病理組織の中で小動脈に注目して今回の

検討を行った.J陸滑膜の血官狭窄は認めるが粥状動

脈硬化病変のようなプラーク形成ではなく，血管内

膜肥厚を伴う血菅内腔狭窄であり， Hirataらが報告

している増殖性動脈硬化病変に類似していると考え

られる.血管内膜肥厚を伴う動脈硬化では，炎症性

サイトカイン，酸化ストレス，低酸素刺激で血管平

滑筋細胞が形質変換するとされている.

今回の検討では，高脂血症に関連する内皮に発現

する LOX-1を標的として，検討を行った.動脈硬化

における LOX-1は細胞膜に存在し，酸化 LDLをリ

ガンドとして，活性化し血管内皮障害，過酸化脂質

の蓄積，アポトーシス，炎症に関与するとされてい

る.LOX-1は約 50kDaのタンパク質で血官内皮に発

現する酸化 LDL受容体として同定された 4) LOX-1 

の発現は通常低く，酸化LDL，炎症性サイトカイン，

高脂血症，糖尿病，高血圧などで発現が充進される

ことが報告されている.LOX-1と酸化 LDLが結合

すると血管内皮で、は活性酸素の産生， NO遊離に減

少， ICAM-1， VC品目， MCP-1などの接着分子 ・ケ

モカインの発現誘導，アポトーシス，活性化 MMP

(."，，61) 

160 

140 
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80 
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20 

Grade 1 Grade 2 Grade 3 

血管狭窄の程度

図5 血管狭窄の Gradeと血中 LDL値の関係
各Gradermに， 有意差は認めなかった.

AN)、.̂

遊離などが引き起こされ，血管内皮は向炎症性，向

動脈硬化性，向血栓性に機能変化するとされる 5)

動脈硬化モデルにおいても，血管内皮以外に血管平

滑筋やマクロファージに LOX-1の発現を認める 6)

との報告があり， 今回の結果を支持するものであっ

た.今回の検討では，健常者からの滑膜を対照とし

て比較検討できていないことより， LOX-1がcrs
の誘因と断定はできないが， crsの進行とともに

血管狭窄の進行が指摘 1)されており，動脈硬化に

関連のある LOX-1がcrs発症に関与する可能性を

示唆するものと考える.

一方で，創傷治癒過程において，酸化ストレスや

接着分子の発現が筋線維芽細胞を介して，細胞外基

質が産生される.LOX-1の活性化は， VCAM-1， ICAM-

1， MCP-1などを発現させることより，創傷治癒過

程と同様に細胞外基質を増加させ， 1陸滑膜肥厚に関

与するのではないかと考えられる.

森田らは，手根管症候群における痔痛メディエー

ターとして MMP-2活性に注目し，権病早期に強く発

現し，その後低下することを報告しているl) crs 
では病期によって発現する因子の活性が変化するこ

とが示唆され，今後は擢病期間や血管狭窄と LOX-1

活性の変化との関連も検討する必要がある.

今回の結果からのみでは，高 LDL血症がcrsの

発症誘因とは言えないが， crsの発生要因として生

活習慣病と関連するとの報告 8)もあり，今後 LOX-1

発現と crs発症の関連について検討が行う必要が
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手根管症候群の腿滑膜における LOX-1の発現

あると考えられる.

[まとめ1
crsの臆滑膜における LOX-lの発現について検

討した.腫滑膜の血管内度および血管平滑筋に

LOX-l発現を認めた.
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USEシステムを用いた鏡視下手根管開放術の適応と限界
一術中超音波検査を併用した安全性の検討一
おおのかつのり いしづっねひこ

大野克記*石津恒彦**

当科における手根管症候群の手術は原則として鏡視下手根菅開放術 (ECfR)を行ってきた.ECfRによ

る合併症を回避するため，症例によっては従来法 (OCfR)を選択してきた.最近は術中に超音波検査 (US)

を行い， ECfRの適否の判断に有用であった.ECfR例に合併症は認めず 6か月以上経過観察例の成績はお

おむね良好であった.USを用いた手術例で術前に手根管内の異常を 1例認め OCfRとした.ECfR例は手

根管内を動的に観察し，外套管挿入前後の正中神経と尺骨動脈問距離を評価した.外套管挿入前の正中神経

は手指屈伸で生理的に槙尺側へ移動し，外套管挿入前の正中神経と尺骨動脈聞の生理的最長距離は外套管挿

入後と比し長かった.ECfRは合併症が問題とされ外套管挿入時の損傷も危倶されている.以前は手根管内

の構造異常や鏡視悶難と予想される例に OCfRを行ってきたが， USを併用すれば正中神経，外套管，血管

の位置関係は明瞭で ECfRの適否を判断しうる.また，正中神経分枝がtransligamentoustypeでも外套管

挿入時の牽引損傷は考えにくいと考えられた.

[緒言1
著者らは手根管症候群(CfS)手術例に対し，原

則として奥津法1lによる USEシステムを用いた鏡

視下手根菅開放術 (ECfR)を行ってきたが，症例

により従来法 (OCfR)も選択し合併症を回避して

きた.しかし， ECfRは神経血管損傷の報告が散見

され，外套管挿入時に正中神経反回枝損傷を危慎す

る可能性がある.そこで，最近は ECfRの術中に超

音波検査 (US) を行い，外套管挿入時の安全性を

評価し ECfRの適否の判断にも有用であったので

報告する.

[対象と方法1
1998年 6月-2012年 3月にCfSと診断し手術を

行った 173例を対象とし，これらの術式と病因を調

査した.

全 173例のうち， ECfR後6か月以上観察し得た

41例47手(男性7手女性40手.平均 60.3歳.術後

平均観察期間 6.8か月)については術後合併症の有

無，術前および最終調査時のしびれ感，握力， Pinch 

力， Semmes-Weinstein test (SWT) ，短母指外転筋

運動神経遠位潜時 (DML)，手関節部の感覚神経伝

導速度 (SCV)を評価した.手術成績は Kelly分類 2)

を用いた.

ECfRは oneportal法である USEシステムを使

用した1l遠位掌側手首皮線から 3cm近位で長掌

筋腫の尺側に約1.5cmの皮切を加え，前腕筋膜に小

切聞を加えた後，透明な先細形状の閉鎖性外套管を

屈筋支帯直下に挿入した.外套菅内に関節鏡を挿入

し横手根靭帯の横走する線維を確認した後，鏡視下

に外套管尺側に hookknife挿入して切離操作を行

った.

また， 2011年8月以降の 15手に術中 US(Aplio 

MX，東芝メデイカル社)を併用し，探触子は 12Mhz

を用いた.外套管挿入前後の正中神経と尺骨動脈問

距離を動的に評価した.測定項目として i)正中神

経および尺骨動脈定行異常の有無 ii)正中神経と尺

骨動脈問距離を外套管挿入前と外套管挿入時に計測

した.測定距離は尺骨動脈官腔中心から正中神経へ

の最短距離とした.外套管挿入前は手指屈伸で距離

が変わるため，屈伸動作で最長となる距離(生理的

最長距離)を計測した.測定部位は手根管近位部に

おいては遠位掌側手首皮線レベルで，手根管遠位部

においては有鈎骨鈎レベルで、いずれも短軸像にて測
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鏡視下手線管開放術の適応と限界

手根管近位部
(遠位掌倶l手首皮綴レベル)

481 

手根管遠位部
(有鈎骨鈎レベル)

図 1 超音波検査測定書1¥位(破線内は正中村I経および尺骨動脈
矢印が測定距離).

表 1 ECfR手術成績(6か月以上経過観察例

計測値は平均±標準偏差)

術前 最終調査時 日値
握力 14.51 :t8B9kg 16.38士7.73kg 0.18 

Pinch1:! 4.59:t1 B2kg 5.30土1.31kg pく0.05
しびれ感 47手(100%) 11手(234%)

Semmes-Weinstein test pく0.05
Green 3手 G問en26手
Blu巴 22手 Blue 19手
Purple 19手 Purpl巴 2手
Red 3手 R巴dO手

DML(導出例のみ} 7.04士1.74ms 4.74:tOB7ms pく0.05
SCV(導出例のみ} 30.9:t5.82m/s 424士7.74m/s pく0.05

定した(図1).同一検者による測定であり，測定

値は 3回の平均値とした.

統計処理は術前後の握力， Pinch力， DML， SCV， 

正中神経と尺骨動脈問距離について対応のある t検

定を用い，術前後のS羽rrについてど検定を用いた.

p<0.05を有意とした.

[結果]

全 173例中， ECTR155例で特発性 152例，透析

例 3例であった.OCTR18例で ECTR手術時の外套

管挿入困難 1例，横骨遠位端骨折後 3例，手根管内

占拠性病変 4例(滑膜切除術 3例，筋肉内脂肪腫 1

例)，Kienbりck病 1例，対立再建術の併用 7例，前

医での OCTR後再手術 2例であった.また，ECTR 

全 155例中に再発，神経血管損傷は認めなかった.

6か月以上経過観察しえた ECTR47手について，

術前と最終調査時を比較した.しびれ感は47手(100

%)全例に認めたが，最終調査時には 11手 (23.4%)

に減少した握力(平均±標準偏差)は術前 14.51土

8.89kgに対し，最終調査時に 16.38:t7. 73kgで増加

しているが有意差は認めなかった (p=0.18). Pinch 

力(平均±標準偏差)は，術前 4.59土1.82kgが 5.30

:t 1.31kgと有意に改善した (p<0.05). SWTは術前

が Green3手， Blue 22手， Purple 19手， Red 3手

であったが，最終調査時で Green26手， Blue 19手，

Purple 2手， Red 0手と有意に改善した (p<0.05).

術前導出しえた DMLおよびSCV(平均±標準偏差)

について，術前はそれぞれ 7.04:t1.74ms，30.9:t 

5.82m/sであったが，最終調査時で 4.74:t0.87ms，

42.4士7.74m/sといずれも有意に改善した (p<0.05)

(表1).手術成績は優 28例，良 7例，可 12例，不

可O例であった.

術中における手根管内の US所見 (15手)につい

て，正中神経，尺骨動脈走行異常がなかったのが

14手で，これらは手指屈伸により正中神経は槙尺側

に可動性を認めた.神経，外套管，血管の位置関係

は明瞭に確認可能で、安全に外套管の挿入が可能であ

った.また，正中神経の走行異常を 1例認め OCTR

q
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482 鋭視下手根管開放術の適応と限界

表2 正中村l経と尺骨動脈問距離(平均±標準偏差)

手被管近位部
手被管遠位部

外套管挿入前
(手指屈伸による生理的最長距灘)

10.3土2.85mm
9.87:t2AOmm 
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外套管掃入前 外套管挿入後

手根管近位部

7.33mm 6.77mm 

手緩管遠位都

5.93mm 

図2 症例1.正中村I経と尺骨動脈問距離(矢印).

5.63mm 

に変更した.usによる正中神経と尺骨動脈問距離

(平均±標準偏差)は，外套管挿入前は手根管近位

部で1O.3:t2.85mm，手板管遠位部で 9.87:t2.40mm 

であったが，外套菅挿入後は手根管近位部で 8.90士

2.59mm，手根菅遠位部で 9.21:t2.33mmとなり，

いずれも外套管挿入前の生理的最長距離は外套管挿

入後より有意に長かった(表 2) (p<0.05). 

[症例供覧1
・症例1. 77歳，女性 (ECfR施行例).

外套管挿入前に us短軌像で、手根管内を動的に観

察した. 手根管近位部および遠位部において，いず

れも手指屈伸により正中村l経は梼尺側に可動性を認

めた.また，外套菅挿入時においても正中神経，外

套官，尺骨動脈の位置関係は明瞭であり，正しく挿

入されているのを確認しえた.正中神経と尺骨動脈

問距離について外套管挿入前は手根管近位部で最長

7.33mm，遠位部で 5.93mmであったのに対し，挿入

後は近位部で 6.77mm遠位部で 5.63mmとなり，外

套管挿入時より生理的最長距離が長かった(図 2).

図3 症例 2.術前超音波検査像.正中村l経尺側に

隣接した腫務像を認めた (尺骨動脈はパワ
ードップラーで摘出.) 

-症例 2. 88歳，女性 (OCfR施行例). 

平成 23年 1月から，手掌のしびれ感に気づいて

いたが放置していた.同年 5月転倒し，槙骨遠位端

骨折で当科初診後，掌側プレートを用いた観血的骨

接合術をうけた.その後，右前腕遠位掌側尺側部に

腫癒があることも気づき 10月に，抜釘も兼ねて腫

路切除と ECfRもしくは OCfRを予定 した. 手根
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管近位部のus像では手根管内まで腫擦が及び，正

中神経に隣接しているため， OCfRとした(図 3). 

正中神経は腫蕩と癒着して尺側へ偏位し，中指浅指

屈筋腫由来の筋肉内脂肪腫であった.本症例では

usを併用し，術前に手根管内の状態が確認できた

ため，安全に手術を施行しえた.

[考察1
著者らは crs手術例に対し原則として ECfRと

してきたが，鏡視が困難と予想される症例や外套管

挿入時に何らかの合併症を来たすと予想される症例

には OCfRとしてきた.当科で施行した OCfR例の

うち，対立再建術 (7例)と前医で施行された OCfR

後再手術例 (2例)における OCfRの施行は言うま

でもないが，外套菅挿入国難例，横骨遠位端骨折後，

手根管内占拠性病変， Kienbock病について OCfR

を施行してきた.一般的に ECfRの適応外症例は

母指対立再建術や腫鞘滑膜切除が必要な症例，腫揚

などの占拠性病変，手根管内の構造変化を疑う症例

とされている.自験例における OCfRもこれらに

該当しており，これまで重大な合併症を回避しえた

と考えられ，手術成績もおおむね良好と考えられた.

ECfRの問題点として，正中神経本幹および浅掌

動脈弓損傷，尺骨神経損傷などの重大な合併症 3)4)

が挙げられているが，上記の手術適応に従って

ECfRを施行し，外套管挿入後については横走する

靭帯部分を確実に鏡視しながら切離できれば合併症

は生じにくいと考えられる.しかし，症例によって

はECfRの外套管挿入時に合併症を回避できない

とする意見がある.すなわちLanzの分類 5) した正

中神経反回枝の走行について， ex回 ligamentous

type (46%)， subligamentous type (31 %)は外套

管挿入時の損傷は考えにくいが，仕組sligamentous

type (23%)については挿入時に損傷すると危慎さ

れている.つまり ex凶 igam印刷stypeは手根管

外に分枝しているため外套管挿入の影響はなく，ま

たsubligamentoustypeも反回枝は手根管内で可動

性があり損傷の可能性は少ない.しかし仕組sliga-

mentous typeは反回枝の靭帯貫通部が正中神経本

幹のアンカーとなり外套管挿入時に牽引損傷される

可能性があると考えられている.また，これまでに

経験はないが，正中神経の高位分枝等の走行変異 5)

などの破格についても挿入時に危険性がある.著者

らは外套管の挿入が困難であった症例を経験し，術

前と術中により安全な方法で外套管を挿入する必要

があると考えられた.そこで， 2011年8月以降は術

中にusを併用し外套管挿入時の危険性について検

証してきた.その結果，全例において正中神経，尺

骨動脈の位置関係は明瞭に描出され，外套管挿入時

の位置関係も動的に確認可能であった.過去に報告

されている ECTRによる神経血管損傷 3)4)は外套管

が不適切な位置に挿入されたまま切離操作を行った

ためと考えられる.実際， hook knifeを用いた 1回

の切離操作で屈筋支帯を完全に切離することは困難

である.遺残した横走線維に対して何回か切離操作

は必要とする.この時に神経血管損傷をきたす可能

性があり，外套管の挿入位置は保ちつつ，遣残部を

みきわめて，慎重に切離しなければならない.著者

らはこのような合併症を経験していないが，術中に

何度かusを用い外套管の位置を確認して安全性の

向上に役立てている.

また，手根管内の正中神経はus上手指屈伸によ

り横尺側に十分な可動性を認めており，正中神経と

尺骨動脈問距離は，屈伸動作で最長となる生理的最

長距離は外套管挿入時の距離よりも長かった.この

ため正中神経反回枝が位加sligam印刷stypeであ

っても，外套管挿入によって神経が牽引される可能

性は低いと考えられた.その結果， usを用いて明

らかな手根管内の異常を認めず，正中神経の十分な

可動性が確認できれば，外套菅挿入による合併症は

生じにくいと考えられた.

以前は樟骨遠位端骨折後をはじめ，手根管内の癒

着や構造変化を危倶される症例は OCfRとしてい

た.樟骨遠位端骨折後の症例2は， usで異常がな

ければECfRを予定していたが，手根管内に腫療が

及んでいるため OCfRとした.過去に経験した外套

管挿入困難例などについては OCfRの際，特異な所

見を認めなかった.非常に手根管内が狭く正中神経

や屈筋腫の可動性が悪い症例であったか，挿入方向

や位置が不適切であった可能性も否定できない. し

かし術中にusを施行すれば， ECfRが可能か判断

しえた可能性がある.us上，手指屈伸による正中

神経の側方移動は，コントロール群と比し crs群

の方が少ないとする報告 6)があるが， usを用いて

動的に評価できれば，再手術例や腫癌などの手根管

内占拠性病変を除き，従来OCfRを選択していた手

根官内の癒着や構造変化を危慎する症例などについ

ては ECfRで対処しうる可能性がある.また，今後
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必4 鏡視下手根管開放術の適応と限界

はECfRの適否を正中神経の可動性から定量的に

評価するのが課題と考える.

今回 15手と少数であるが.usを併用し正中神経

の十分な可動性を含めた構造が確認できた.ECfR 

は手術手技の習熟が必要であるが.OCfRと合併症

の差はないとの報告 7)8)9)もあり.usを併用すれば

より安全なECfRが施行可能と考えられ，従来OCfR

を選択した症例でも ECfRで対処しうる可能性が

ある.usの評価は検者間誤差を検討する必要があ

るが，今後も症例数を重ねて安全性を評価する予定

である.

[まとめ1
1.当科における ECfRの治療成績を報告した.

2. US上，外套管挿入による正中神経反回枝の牽

引損傷は生じにくいと考えられた.

3. US上，正中神経，外套管，血管の位置関係は

明瞭であり，より安全に ECfRを施行できた.

[文献1
1)奥津一郎.Universal endoscopeの開発と皮下鏡視下
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尺骨遠位端骨折を伴う榛骨遠位端骨折の治療成績
おおっかじゅんニ はっとりたつや ひろいしまき申書
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大塚純子*洪 淑貴* 堀井恵美子* 服部達哉*ぺ広石将行*

樟骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位端骨折の治療は，どこまで積極的に内固定すべきか意見の分かれると

ころである.当院における尺骨遠位端骨折を合併した横骨遠位端骨折の治療成績について検討したので報告

する.

2009年 1月から 2010年 12月までに観血的治療を行った樟骨遠位端骨折で尺骨遠位端骨折を合併し 4か

月以上経過観察した 41例を対象とした.男性 14例，女性27例，平均年齢62.4歳であった.尺骨遠位端骨

折は，茎状突起骨折37例，尺骨頭・頚部骨折は4例であり，尺骨頭・頚部骨折の 1例に対して内固定した他，

内固定は行わなかった.

尺骨頭・頚部骨折は全例で骨癒合したが，茎状突起骨折は 22例で骨癒合が得られなかった.最終診察時

軽度の尺側部痛を 3例に認めた.術後成績は優5例，良30例，可5例，不可 1例であった.尺骨茎状突起

骨折偽関節の有無は臨床成績，尺側部痛の有無と統計学的に有意な関連はなかった.

尺骨遠位端骨折の治療は，遠位横尺関節の高度の不安定性をきたす症例，あるいは，尺骨頭・頚部骨折で

高度の不安定性・遺位槙尺関節の関節面不整を認めた場合以外は内固定不要と考える.

[緒言]

尺骨遠位端骨折は榛骨遺位端骨折にしばしば合併

する.手関節尺側部痛や不安定性の原因になりうる

ため内固定すべきであるという意見と1)2) 槙骨が

強固に固定できれば内固定は必要ないという意見も

あり制，その治療法に関してどこまで積極的に内

固定すべきか意見の分かれるところである.

当院では，尺骨茎状突起を含めた尺骨遠位端骨折

に関して，樟骨遠位端を骨接合後，遠位梼尺関節

(DRUJ)の不安定性を認める場合，尺骨頚部に転位

や粉砕があり不安定な場合，もしくは尺骨頭関節面

に不整を認める場合にのみ整復内固定を施行してい

る.当院における尺骨遠位端骨折を合併した樟骨遠

位端骨折の治療成績について検討したので報告す

る.

[対象と方法1
2009年 1月から 2010年 12月までに，当院にて

観血的治療を行った槙骨遠位端骨折 103例のうち，

尺骨遠位端骨折は64%，66例(尺骨茎状突起57例，

尺骨頚部・尺骨頭骨折9例)に合併していた.その

受理日 2012/12/05 

うち両側例，他の上肢外傷を合併した症例を除き，

4か月以上経過観察可能であった 41例を対象とし

た.男性14例，女性27例で，平均年齢は62.4歳 (21

-84歳)だった.平均年齢は，男性 44.9歳，女性

71.5歳と女性のほうが高かった.受傷機転は転倒

25例，転落7例，スポーツ 4例，その他 2例で，

手術待機期間は平均 5.9日 (0-15日)，術後経過観

察期間は平均 8.4か月 (4-21か月)だった.

榛骨遠位端の骨折型はAO分類で， A2: 7例，

A3: 5例， B3: 1例， C1: 18例， C2: 7例， C3: 3 

例であった.経皮ピンニングを行った1例を除いて，

全例，掌側ロッキングプレート (33例アキユロック，

7例LCP DRP プレート)にて内固定した.

尺骨茎状突起骨折 37例は，中村の分類 5)で， tip : 

4例， middle: 10例， base: 19例， proximal: 4例

だった.尺骨遠位端骨折は Biyar註分類 6)でtype2: 

3例，防pe4:1例であった.尺骨遠位端骨折type4

の1症例に対してアキユトラックスクリューを使用

した他，内固定は行わなかった.術後は， 27例肘上，

14例肘下ギプス国定を 2-4週(平均 2.4週)施行

した.tip， middleは肘下ギプス， base， proximal， 

事名古屋第一赤十字病院
"服部整形外科皮フ科

〒45与8511 愛知県名古屋市中村区道下町3-35
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486 尺骨遠位端骨折を伴う榛骨遠位端骨折の治療成績

表 1 尺側部痛を訴えた 3症例

年齢 機骨 尺骨 尺骨 尺側部痛
掌背屈 団内外

窪力(健 最終
性別l

(歳) 骨折型 骨折型 骨癒合 出現
可動械 可動場

側比) 威績c ) c ) 
症例1 女 69 C1 proximal 癒合 尺屈 105 155 94.7% 良

線維
症例2 女 79 C2 pro泊m剖

性癒合
囲内 110 150 75.0% 良

症j?1)3 女 73 A3 B甲宙1I4 癒合 国内 110 155 82.6% 良

表 2 臨床成績不良例6例

経過 f露骨 掌背屈 囲内外 健力
最

年齢 観察
骨折

尺骨 尺骨
可動域 可動域 (健明1) qDASH HAND20 

終
(語己 期間 骨折型 骨癒合 成

(月) 型 C) (・) 比〕 車産

症例1 81 自 C1 岡田 癒合 70 145 50.0% 
可

症例2 51 B C1 ba副3 癒合 回 140 72.7% 13.6 3.5 
可

症例3 71 4 A3 B加ni2 癒合 1∞ 1箆 44.4% 38.6 42 
可

症伊1)4 75 自 C1 pro珂m副
線維性 65 110 71.4% 
癒合 可

症例5 72 7 A2 middle 
線維性

80 150 562% 2.3 10.5 可
癒合

症例8 75 4 c2 middle 線維性
75 145 37.5% 2.3 1.5 不

癒合 可

(症例1.4:認知機能低下のた陶DASH.HAND20実施困給

尺骨遠位端骨折は肘上ギプス固定とした.

検討項目は，単純X線にて槙骨の矯正損失の有

無，尺骨の骨癒合を評価した.臨床所見では，握力，

掌背屈・囲内外可動域，手関節尺側部痛の有無を調

査し， Cooneyの評価基準を用いた.また，主観的

評価として quickDASH， HAND20を用いた.尺脅

茎状突起骨癒合の有無と臨床成績の関連を統計学的

に検討した.統計は t検定， t検定を用い， p< 

0.05を統計学的に有意差ありとした.

[結果]

榛骨は全例骨癒合した.単純X線写真の計測で

は， Volar首Itは，術前平均 -17.0:1:15.0。から術直後

7.3:1:4.5。と改善を示し，最終評価時も 7.9:1:4.40 と

矯正損失は認めなかった.U1nar varianceは，術前

平均 2.5:1:2.2mmから術直後-O.3:t2.1mmに改善し，

最終評価時には 0.4:t1.8mmと若干の矯正損失を認

めるもののほぼ維持していた.尺骨茎状突起骨折は

37例中 15例 (41%)で骨癒合が得られた.尺骨頚部・

尺骨頭骨折では全例骨癒合が得られた.

握力の健側比は平均 75.0:t13.9%であった.可動

域は掌屈が平均45.1:t8.7"，背屈は平均54.7:t11.70 ， 

囲内が平均 69.8:t8.60，国外が平均 81.7:t6.60であ

った.3例で軽度の尺側部痛を認めた. Cooneyの

評価基準では優 5例，良 30例，可5例，不可 1例

であった.尺骨茎状突起骨折の骨癒合の有無と臨床

成績の関連に関しては，骨癒合の得られた 22例中，

優・良 18，可・不可 4，骨癒合の得られなかった 15

例中，優・良 13，可・不可2と統計学的に有意な

関連はなかった (χ2検定， p=0.69). 

Quick DASHは平均 8.4点， HAND20は平均点

7.1点で， ADL障害の訴えもほとんどみられなかっ

た.

軽度尺側部痛を訴えた 3例の臨床成績の詳細を表

1に示した.茎状突起 proximaltype2例で，骨癒合

を得られたものと，得られなかったもの1例ずっと，

尺骨頭に粉砕があった Biyanitype 4の症例であっ

た.いずれも最終診察時の評価では良であった.

Cooneyの評価基準での成績不良 6例は全例女性
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図 1 A:受{忽|時単純X線写真 B:術後単純X線写真

B 

で，平均年齢 70.8歳，尺骨遠位端骨折は， 3例は骨

癒合が得られ， 3例で線維性癒合となったが，全例

尺側部痛は認めなかった(表 2).成績不良となっ

た要因は，掌背屈可動域(平均 78.3度)の不良と

握力低下であった.特に握力は健側比 55%と回復

が不良であった.

握力に関して，年齢的要因を検討すると， 70歳

以上の女性 21名の最終握力は健側比平均 68:t14% 

で，その他の群が 82.1:t9.1%と 70歳以上の女性群

では有意に握力の改善が乏しかった (t検定， p= 

0.0008) . 

[症例175歳女性，転倒受傷.椀骨骨折型は

AO: C2でmiddle typeの尺骨茎状突起骨折を合

併していた(図1A).横骨は掌側プレー トにて固定

し， DRUJの不安定性を認めなかったため尺骨茎状

突起は内固定せず 2週間の外固定を追加した.最終

的に，尺骨茎状突起骨折は線維性癒合となったが

(図lB)，尺側部痛は認めなかった.可動域は掌背

屈 75度と制限はあるが回旋可動域は 145度と比較

的良好であった.握力が 37.5%と改善に乏しく術後

4か月の最終成績は Cooneyの評価基準で不可であ

った.

[考察]

横骨遠位端骨折に合併する尺骨茎状突起骨折につ

いて， Geissler，中村らは特に基部の骨折では尺側

部痛や DRUJの不安定性を来たすため積極的な内固

定を推奨している川.一方国m，Zenkeらは椀骨

を強固に内固定した場合，手関節機能や DRUJの不

安定性に影響はないとして尺骨茎状突起骨折を固定

する必要はないと述べている 3)4) さらに，尺骨遠

位端骨接合の合併症として，尺骨神経浅枝損傷の危

険性，骨質が不良な高齢者では内固定が脱]1去し，刺

激症状を呈することなどがあげられる.このような

諸家の報告および¥当院での経験から， 2009年以降

は，槙骨骨接合後 DRUJの不安定性を認める場合，

尺骨頚部に転位や粉砕があり不安定な場合，もしく

は尺骨頭関節面に不整を認める場合以外は骨接合を

せずに，ギプス国定を追加することで治療してきた.

そのような治療方針の結果，観血的治療が必要であ

った症例は 1例のみであった.

軽度尺側部痛を呈した 3例について検討してみる

と，茎状突起骨折の骨癒合の有無と尺側部痛には有

意な関連はなく，偽関節自体が尺側部痛の原因とは

言えなかった.尺側部痛の原因として軟部組織の損

傷なと、様々な原因が考えられる 7) しかし，本研究

では 3症例ともさらなる精査・治療を希望していな

かったため，関節鏡， cr， M悶等の評価は行って

おらず終痛の原因は不明である.今後，遺残する終

痛に関する検討も必要と思われた.

次に，総合|臨床成績に関 しでも， 尺骨茎状突起骨

折の骨癒合の有~!\~と有意な関連はなかった . 槙骨に

対してプレート固定を積極的に行った結果，良好な

整復が得られ，かつ，矯正損失もわずかであったた

めか， DRUJの不安定性を認めるものは少数であり，

大多数の症例で尺骨の内固定は必要ないと考えた

総合評価の不良因子として握力低下を認め，成績

向上には早期からの筋力維持訓練が重要と考えた.

一方，握力に関しては長期的なフォローにて改善が

見られるとの報告があり 8) 今回の術後経過観察期

間が 8.4か月と短かったことも要因のーっと思われ

た.
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必8 尺骨遠位端骨折を伴う横骨逮位端骨折の治療成績

Iまとめ】
・樟骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位端骨折の治

療は， DRUJの高度の不安定性をきたす症例，ある

いは，尺骨頭・頚部骨折で高度の不安定性・ DRUJ

の関節面不整を認めた場合以外は内固定不要と考え

る.

・尺骨茎状突起骨折の肴癒合の有無は臨床成績や

尺側部痛と有意な関連がなかった.

・臨床成績不良例は主に高齢女性で握力不足によ

るものであった.
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辺疾患診断と治療尺側手関節痛の診断理学所見

と画像診断.MB Orthop 10(2): 17.・26，1997.
8) Swart E， et al.官leeffect of pain， supination， and grip 

strength on patient-rated disability after operatively 

仕eateddistal radius fractures. J Hand surg Am 37(5): 
957.・962，2012.
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高齢者榛骨遠位端粉砕骨折に対する術中創外固定を
用いた掌側ロッキングプレート固定の有用性、純

一守1Ji~寄人目$ft.rftY'
河井秀夫**

くりやまこうじ

栗山幸治*
うえすぎあやこ

上杉彩子*
おおうらけいいちろう

大浦圭一郎*
がもうかずしげ

蒲生和重*

当科では，高齢者樟骨遠位端粉砕骨折に対して術中に創外固定を用いて掌側ロッキングプレート固定を行

っている.その術後成績を調査し，有用性を検討した.2009年10月から 2011年8月までに，当科で術中

創外固定を用いて掌側ロッキングプレート固定を行った 8例を対象とした.手術方法は，創外固定器を用い

て手関節部に牽引を加えて整復位保持を行い，掌側ロッキングプレート固定を行った.創外固定は，プレー

ト固定直後に抜去した.手術時平均年齢は 77.3歳で，骨折型は， AO分類C2が2例， C3が6例であった.

全例良好な術後成績を得た.掌側ロッキングプレート固定を行う場合，整復位を保持するために銅線で仮固

定を行うことが多いが，高齢者は骨質に問題があり安定した固定力を得ることが難しい.本法は，術中に創

外固定を用いることにより， ligamentotaxisで関節面の大まかな整復と骨長の維持を行い，最終的に良好な

整復位で強固な掌側ロッキングプレート固定を行うことができるため，高齢者樟骨遠位端粉砕骨折に対して

有用な術式と考えられた.

手術方法は，図 1に示す知くである.まず中3mm

のKwireをハーフピン代わりに第2中手骨基部と

槙骨骨幹部に刺入する(図1A).Wris血DistalRa-

dius Fixator (Biomet)を装着し ligamentotaxis2)を

効かせて大まかな整復を行う(図 1B).必要なら適

宜ピンニングを追加する(図 1C).Acu-Loc System 

(Acumed)を用いて掌側ロッキングプレート固定

を行う(図1D).骨欠損が生じた場合には，人工骨

移植を行う.場合により尺骨の ORIFを施行し，最

後に創外固定器を抜去する.

[緒言]

横骨遠位端骨折に対する治療は，掌側ロッキング

プレート固定が主流となっており，その術後成績

は，おおむね良好である.しかし，高齢者で骨粗懸

症の強い症例では，プレート固定に難渋することも

ある.当科では，高齢者榛骨遠位端骨折で粉砕が強

い症例に対して，術中に創外固定を用いて掌側ロッ

キングプレート固定を行っている.今回，術後成績

を調査し，その有用性を検討したので報告する.

[結果】

術後経過観察期間は，平均245日間(90-555日間)

であった.単純X線評価の結果を表 1に示す.矯正

損失に術直後と最終経過観察時に有意差を認めず，

全例に骨癒合を認めた.臨床評価では，客観的評価

である日手会評価が平均 96.8点で全例 Excellentで

あった.主観的評価である DASHとPRWEは，各々

平均 14.9と12.3であった.術後合併症を認めず，

おおむね良好な術後成績を得られた.

【症例1
72歳女性でAO分類 C3の槙骨遠位端骨折の症例

[対象と方法1
2009年10月から 2011年8月までに術中創外固定

を用いて掌側ロッキングプレート固定を行った症例

を対象とした.男性が2例，女性が6例で，平均年

齢は 77.3歳であった.骨折型は， AO分類でC2が

2例で C3が6例であった.尺骨頚部骨折を合併し

たものは 3例であり，そのうち 2例に ORIFを施行

した.開放骨折は 3例に認め， Gustilo type 1が2例

であり， type IIIが1例であった.術後成績の評価は，

最終経過観察時に行った.単純X線評価として，

矯正損失と骨癒合の評価を行った.臨床評価とし

て，日手会評価 1)とDASHとPRWEを行った.

大阪府枚方市星丘4-8-1
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表 1 単純X線評価

術直後 最終経過観察時 P値
Mcanand引dnd.f)cv. Mcan and Sldlld. OCV 

Radiallnclination(O ) 

Volar Tilt (0 ) 

Ulnar Variance (mm) 

24.9:t5.0 

10.3:t3.6 

0.8:t0.7 

25.1:t4.2 

9.7:t3.6 

0.3:t 1.1 

0.59 

0.45 

0.17 

図 1 手術方法

Aφ3mmKwireをハーフピン代わりに刺入
B:創外国定器を装着し.ligamentotax.isで大まかに整復
C:ピンニングを適宜追加
0:掌側ロッキングプレート固定

である. Gusti!O typeIの尺骨頚部開放骨折を合併し

ている(図 2A). 前述の通り，創外固定を用いて整

復位を保ち. Acu-I..ocで掌側ロッキングプレート固

定を行った.骨欠損部にオスフェリオン 60を充填

し， 尺骨頚部骨折はそのままとした(図 2B).術後

6ヶ月において，骨癒合を認めており(図 2C).日手

会評価は 90点で Excellentであり. DASHは 15.5.

PR羽TEは 12.5であった.

[考 察]

高齢者の槙骨遠位端骨折に対する治療は議論の分

かれるところであるが.2012年に発表された機骨遠

位端骨折診療ガイドラインによると. r高齢者に対

する手術的治療は必ずしも保存的治療より有効では

ないが，活動性が高いJ患者には手術を考慮しでもよ

いJとされている 3) 日本では，急速に高齢化が進

んでお り，今後，手術適応となる活動性が高い高齢

者の梼骨遠位端骨折の増加が予想される.横骨遠位

端骨折の手術治療は，経皮的銅線刺入固定術や創外

固定術やプレート固定術があり，現在では掌側ロッ

キングプレート固定が主流となっている.Gehrrnann 

らは，活動性の高い高齢者槙骨遠位端骨折に対し

て，掌側ロッキングプレー ト固定を勧めている 叫.

掌側ロ ッキングプレート固定を行う場合，整復位を

保持するために銅線による仮固定を行うことが多い

が，高齢者の場合，骨質に問題があり安定した固定

力を得るこ とが難しい.特に粉砕骨片を伴う AO分

類C2やC3の症例では，骨片をさらに粉砕させてし

まうことがあり，治療に難渋することがある.Chung 

らは，槙骨遠位端の重度粉砕骨折の手術治療は，掌

。，“。J
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A 

B 

C 

図2 症例 72歳女性検骨遠位端粉砕骨折

(AO分類C3)，尺骨頚昔日開放骨折 (Gustilo

typeI)合併

A:受傷時単純X線像

B:術直後

C:術後 6ヶ月

側ロ ッキングプレー卜と K-wireと創外聞定を組み

合わせる必要があると指摘している 5)

我々は，高齢者の槙骨遠位端骨折で粉砕の程度が

強p場合の治療方法として，整復位を出来るだけ牽

引によって維持し ligamentotaxisにより関節面の整

復を行う目的で，術中創外固定を用いて掌側ロ ッキ

ングプレート固定を行う方法を選択した.術中の葱

引は助手に行ってもらうのが一般的であるが，粉砕

の程度が強い症例に対して良好な整復位を維持し続

けるのは現実的ではない.またチャイニーズフィン

ガートラップを用いて重錘で持続的に水平輩引を行

う工夫引が報告されているが，この方法では長軸

方向の牽引のみとなり，それだけでは良好な整復が

得られないことがある.創外固定を用いると， 3次

元的な整復を維持 しつづけることができる.これに

より，脆弱な骨片に仮固定をする回数が減り，骨片

の粉砕を防ぐことができる.また我々が行っている

方法は，ハーフピンの代わりに中3.0mmKwireを用

いるので，創外固定のために皮切を大きく聞ける必

要がなく，固定性に不安が残る場合術中の判断で創

外固定器をつけたままにすることもできる.一方，

欠点としては，棋骨神経背側枝の損傷リスクと，術

中術後にピン刺入部である中手骨や槙骨に骨折を起

こす可能性があることが挙げられる.

今回経験 した症例では，大きな合併症がなく ，お

おむね良好な術後成績を得られており，本法は，高

齢者擁骨遠位端骨折で粉砕の程度が非常に強い症例

に対して，考慮しでも良い手術方法であると考えら

れた.

[まとめ]

高齢者椀骨遠位端粉砕骨折に対して，術中に創外

固定を用いて掌側ロッキングプレート固定を行っ

た.大きな合併症がなく，術後成績はおおむね良好

であり，粉砕の程度が強い症例には考慮しでも良い

手術方法であると考えられる.

[文献1
1) 日本手の外科学会機能評価委員会.手の機能評価表.

第四版日本手の外科学会 :66-67， 2006. 

2) Viclal]， et al. Treatment of articular fractures by “lig仕

mentota氾s"with external fixation. 1n External Fixation 

The Current State of the Art. Baltimore. ¥司Tilliamsand 

Wilkins. pp 75-81， 1979. 

3) 日本整形外科学会日本手外科学会 椀骨遠位端骨折診

療ガイドライン.2012 東京.南江堂.pp51-52，2012. 

4) Gehrmann SV， et al目 DistalRaclius Fracture Manage-

ment in Elderly Patients: A Literature Review. ] Hancl 

Surg Am 33: 421-429， 2008 

5) Chl1ng KC， et al. Tr巴atmentof Unstable Distal Raclial 

Fractl1res with the Volar 1ρcking Plating System: Surgi-

cal Technique. J Bone ]oint Surg Am 89 Suppl 2 Pt.2: 

256-266， 2007 
6) 松本泰ーほか.[整形外科 office-basedsl1rgery-1人で

できるテクニック]肩，肘，手関節 機骨遠位端骨折

に対する掌側ロッキングプレートの工夫.別冊整形外

科 51:73-78， 2007. 
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高齢女性における榛骨遠位端骨折に合併した
尺骨遠位端骨折に対する髄内釘法
っついさだあき かわさきけいきち いながきかっのり い吋だ じゅん まえだと Lお

筒井完明，川崎恵吉，稲垣克記，池田 純，前田利雄

我々は高齢女性における樟骨遠位端骨折に合併する尺骨遠位端骨折に対し肘頭からの髄内釘法を行い，治

療成績を検討した.対象は 60歳以上女性の 11例 11手.右4例，左7例，平均年齢76.3歳，平均観察期間

は13.5ヶ月であった.骨折型は Biyani分類Type1，3の関節外骨折を対象とし， Type1: 8例， Type3: 3例

であった手術は横骨を全例掌側からの Iρckingplate固定とし，尺骨は肘頭からの髄内釘法を施行した.

方法は樟骨を固定後に髄内釘として肘頭から細工したK-wireを3本挿入した.結果として全例に骨癒合を

認めた.Cooney scoreは平均 86.8Point，Exellent5例， good5例， Fair1例であった.平均可動域は囲内 860，

国外90。と良好であった.今回報告した我々の髄内釘法は簡易でありながら成績は良好であり，有用である

と考えられる.

[緒言]

槙骨遠位端骨折に合併する尺骨遠位端骨折の治療

には様々な方法がとられているが，一定のコンセン
サスが得られていないのが現状である 1)2)3)4)5)6)7)8)9) 

我々は，高齢女性の BiyaniType1， 3の尺骨遠位端

関節外骨折(尺骨茎状突起単独骨折を除く)に対し

て肘頭からの髄内釘による固定を行っており，その

手術手技および治療成績について報告する.

{対象と方法]

対象は 2008年1月から 2011年7月の聞に当院に

て手術加療を行った 60歳以上の女性の榛骨遠位端

骨折に合併した尺骨遠位端骨折 11例 11手を対象と

した.症例の内訳は年齢 64-89歳(平均 76.3歳)， 

受傷側は右4例，左7例，経過観察期間は 6-26か

月(平均 14.3か月)であった.骨折型として尺骨は

Biyani分類を用い 1) 単純関節外骨折のType1，単

純関節外骨折に茎状突起骨折が合併した Type3を

対象とし， Type1 (8例)， Type3 (3例)であった.

また，榛骨遠位端の骨折型としてはAO分類でA3(2

例)， B3 (1例)， C1 (3例)， C3 (5例)であった.

開放骨折は5例であった.手術方法は榛骨を先に全

例掌側ロッキングプレート固定を行い，次に尺骨に

対しては，細工した回目chner-wire(以下匹wire)を

受理日 2012/12/08 
昭和大学病院 干142-0064 東京都品川区旗の台 1ふ8

用いて肘頭からの髄内釘固定を行った.

以下，我々が施行している尺骨髄内釘法について

述べる.まず，肘頭より1.8もしくは 2.0mmのK-

wireを尺骨遠位端まで挿入する(図 1a).長さを計

測した後に-8抜去する.計測値+5mmの位置で

180。屈曲させ，断端を 5mm残して鋭角に切断.Ender 

釘の様に先端を軽度湾曲させ，同じ長さのものを 3

本作成(図 1b). 同サイズの K-柄reで刺入口を作

成し順次挿入.K-wireは肘頭に打ち込んだ後，皮下

に埋没した(図 1c).

後療法として，外固定を前腕以遠の掌側シーネ固

定を 2週間施行し，その聞の囲内外運動は患者自身

で極力控えていただく程度の制限とした.その後は

愛護的に囲内外を含めた可動域訓練を開始.骨癒合

後に，匹前reを抜去とした.

評価項目は，画像評価として骨癒合， radial incli-

nation (以下回)， volar tilt (以下VT)，Ulnar vari・

ance (以下 UV)，また，臨床評価としては Cooney

score，囲内外可動域，握力，また，合併症について

評価を行った.統計学的検定はt検定で行い有意水

準を両側 5%とした.

[結果】

画像評価として，全例に脅癒合を認めた.また，

-34一
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K-wire 

A 

C. 

B. 

手術手技

a.車IJ入方向

図 1

C.完成図b.訓11工 した K-wire.
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合併症として， K-wire逸脱は3例3本に認めたが，

骨癒合後であったため (6週から 6か月)に，その

時点でK-wireは抜去した.また，Type3の症例で関

節内穿破を 1例に認めたが，終痛の訴え無く，骨癒

合後に抜去した.

感染，神経症状，棋尺骨交叉癒合などの合併症は

認めなかった.

症例 1

64歳女性.転倒して受傷.横骨は AOC3， 

はBiyaniType1であった.

機管をロッキングプレート

尺骨

で固定後，(APTUS) 

F
h
d
 

q

、υ

RIは術直後 23.1:t3.3，最終観察時 25.4:t4.0，矯正

損失 2.3:t3.1であった.vrは術直後 9.2:t3.4，最終

観察時 11.8土5.6，矯正損失 2.6:t4.5であった.uv 
は術直後 0.97土1.55，最終観察時 0.19:t1.62，矯正

損失 -0.78士1.06であった術直後と比べ最終診察

時の間に有意な差は認められなかった.臨床評価と

して Cooneyscoreでは，平均 88.1point(75-100)， 

Exellent5例，Good5例， Fairl例， PoorO例であった.

主要減点項目は握力であった.平均可動域は掌町1

61
0

，背屈74
0

，囲内88
0

，回外90。と良好であった(表

1) . 
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A受傷時

図2 症例 l

a術前

B術直後

b術直後

C.6ヶ月

c最終診察|時単純レントゲン写真

肘頭から1.8mmk-wireの髄内釘で固定した.

術後2週より可動域訓練を開始.術後 6か月の評

価では，掌/背屈 75/75
0

，囲内/外 85/90
0

，握力は

健側比 104%，Cooney score 100point， DASH score 

は7.5であった. (図 2.)

症例 2

73歳女性.転倒して受傷.椀骨は AOC3，尺骨

はBiyaniType1であった.

槙骨をロッキングプレート (AYfUS)で固定後，

肘頭から 2.0，1.8mm k-wireの髄内釘で固定した.

術後 2週より可動域訓練を開始.術後 22か月の

評価では，掌/背屈 60/70
0

，囲内/外 90/90
0

，握力は

健側比 92.9%，Cooney score 90point， DASH score 

は8.6であった. (図 3.)

[考察]

検尺骨遠位端骨折は不安定性の強い骨折の一つで

ある.Biyaniら1)は両骨とも保存療法を行い， DRUJ 

の離解，両骨の仮骨架橋形成など様々な合併症が起

こったと報告している.最近の報告は槙骨に閲して

は内固定を行っているものがほとんどである.尺骨

に対しては，保存療法の報告として，難波ら 2)は榛

骨をプレート固定後，尺骨は全例に保存的加療を施

A受傷時 s，術直後 C.11ヶ月

図 3 症例 2

a術前

b術直後

c最終診察l時単純レントゲン写真

行し，良好な成績を報告しているが，尺骨頭萎縮，

頚部の尺屈変形，尺骨神経麻簿症状を呈した症例も

あり，保存的治療のみでは限界があると考えられ

る.ただし， Biyani Type2， 4のより不安定な症例を

対象とした報告であった.また，葉梨ら 3)はType1，

3の治療法について保存的治療をしたが，尺骨骨折

部の転位を認めた症例もあり，後療法に工夫を要す

ると注意を促している.

一方，手術療法の報告として， Ringら4) 寺浦ら 5)

富永ら 6)は槙骨をプレート固定後，尺骨もプレート

固定を施行し，良好な成績を報告している.プレー

ト固定の問題点として，骨粗慈症患者での固定性の

問題，血管・神経・腿損傷の可能性，関節の拘縮，

手術の煩雑さと手術時間の延長などが挙げられる.

米田ら 7) 後藤ら 8)は，一期的に尺骨頭切除を施行

し，固定群，保存群に劣らず良好な成績であったと

報告しているが，症例の適応については年齢，活動

性など詳細な検討が必要と述べている.また，経皮

的銅線固定では十分な固定性が得られにくいため早

期運動は難しく，外固定の長期化，さらには関節の

拘縮を引き起こす可能性がある.

髄内釘法の報告としてはこれまで，西川ら9)によ

り良好な成績が報告されている.尺骨髄内釘の長所
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としては，手技が比較的容易であるということ，手

関節部において低侵襲であるということ，骨膜・軟

部組織が温存され，骨癒合に有利であり，また，関

節外操作であることにより拘縮の予防に有用だと考

えられる.また，骨粗題症の脆弱な骨質においては，

プレートからのスクリューでは支えられないことも

あり，髄内釘固定の本法は有用と考える.短所とし

ては，尺骨突き上げ症候群の可能性，長wireの逸脱，

適応症例が関節外骨折に限られること，可及的整復

による相対的安定性の固定であることなどが挙げら

れる.直視下の整復と異なる為，若干の変形治癒は

認めたが，治療成績に影響を及ぼすものはなかっ

た.我々の髄内釘工夫点としては骨孔作成と挿入物

の太さを同径にすること，また，骨内に打ち込むこ

とで逸脱の予防，皮下に埋没することで早期リハビ

リを可能としている.また，同じ長さのものを同時

に3本作成することで手術時間の短縮， 3本の銅線

の遠位が可及的に広がるように作成することで固定

性の向上を図っている.注意点としては ulnarvari-

anceが plusとならないように， K"叫reの長さの調

節には慎重を要する.

我々の施行している髄内釘法は手術手技が簡便で

あり，可及的早期に可動域訓練が可能である.また，

使用器具として通常の応叫reであることから，手

術を行っているどの施設においても施行可能という

汎用性に富んでいると考えられる.本症例群では，

横骨遠位端骨折についてはロッキングプレートによ

る内固定で良好な初期固定性が得られたため，尺骨

についてはより低侵襲な手術手技を用いることで良

好な成績が得られていたと考えられた.また，今回

は適応を限定して良好な成績が得られたが， Biyani 

分類のそれ以外の句碑の関節内骨折例については，

手術侵襲は大きくなるものの各種ロッキングプレー

トを用いた内固定法，もしくは保存的加療などが望

ましいと思われる.

[まとめ】

高齢女性における樟骨遠位端骨折に合併する尺骨

遠位端骨折に対し，肘頭からの髄内釘法を施行し

た.

簡易でありながら成績は良好であり，我々の髄内

釘法は有用であると考えられた.

[文献1
1) A BIYANI， et al. Fractures of the dista1 radius and u1naJ 

Hand Surg. J Hand Surg 20B: 357-364， 1995. 
2) 難波二郎.高齢者機骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位

端骨折に ORIFは必要か?.骨折29:680-6回，2007.

3) 葉梨大輔ほか.榛尺骨遠位端骨折の治療における尺骨

内固定の必要性に関する検討.日手会誌22:712-716， 

2005. 

4) D RING， et al. Condylar blade plate fixation of unstable 
仕'acturesof the dista1 ulna associated with fracture of 
the dista1 radius. J Hand Surg 29A: 103-109， 2004. 

5) 寺浦英俊ほか.高齢女性の不安定型尺骨遠位端骨折に

対するプレート固定.骨折31:681回685，2009.
6) 富永康弘ほか.榛骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位端

骨折に対するプレート固定術.骨折33:289-291， 2011. 
7)米田英正ほか.榛骨遼位端骨折に合併する尺骨逮位端

骨折の治療法尺骨頭切除と尺骨骨接合.日手会誌

25: 83-97， 2008. 
8) 後藤真ーほか.高齢者の榛骨遠位端骨折に合併した尺

骨遠位端骨折に対する一期的尺骨頭切除術.日手会誌

27:47司51，2010.
9) 西川真史ほか.検骨骨折に合併した尺骨遠位骨折に対

する髄内固定法の応用.日本最小侵童話整形外科学会誌

3:11・12，2003.
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手係
守~tをλ 自事'"やr

榛骨遠位端骨折掌側ロッキングプレート固定術後に
撮影した CTの検討
ーインプラント設置位置について一
はせがわやすひろ なかごきえ

長谷川康裕*中後貴江**

掌側ロッキングプレート固定後に撮影された crより，インプラントの設置位置について検討した.掌側

ロッキングプレート固定を行い，術後にcrを撮影した樟骨遠位端関節内骨折 33例を対象とした.男 9例，

女24例，年齢は 19-81歳，平均年齢 64歳，受傷側は右 14例，左 19例，骨折型はAO分類でC1:4例，

C2: 9例， C3: 20例であった.術後のcrの画像より，遠位部スクリユーの設置位置，長さを，また，プ

レートと榛骨遠位部の適合性を検討した.スクリユーが関節内に穿破した可能性のあるものは 5例5本であ

った.遠位部スクリューが背側骨皮質を貫通していたものは 4例7本であり，うち 3本はLister結節周囲を

スクリユーが貫通していた.プレートと横骨遠位部の適合性が不良なものが5例あった.これらの評価に

crは有用であり，これらを認めた場合は再手術もしくは骨癒合後の早期の抜釘が望まれる.

[緒言]

樟骨遠位端骨折に対する，掌側ロッキングプレー

トによる固定は良好な成績が報告されている山

しかし，関節内骨折では骨欠損の存在や整復が不完

全な場合は関節内のスクリューの穿破やプレートと

樟骨速位部の適合性が不良となる可能性がある.最

近ではインプラントに関連した臆断裂の報告も散見

され制5) 抜釘が勧められている.今回，著者らは

掌側ロッキングプレート固定後に撮影されたcrよ

り，骨とインプラントの関係を検討した.

[対象と方法1
2008年1月より 2010年 12月までの聞に当院で掌

側ロッキングプレート固定を行った樟骨遠位端関節

内骨折で，術後にcrを撮影した33例を対象とした.

男9例，女24例，年齢は 19-81歳，平均年齢64

歳，受傷側は右 14例，左 19例，骨折型は AO分類

で， C1: 4例， C2: 9例， C3: 20例であった.使

用した加plantはAcuLoc 15例， Var泊x6例， Smart 

Iρck6例， AODRP2例， AOEx仕aArticular plate 3 

例， Stellar 1例であった.crは術後 1-6ヵ月の期

間に撮影されていた.

これらの症例に対し，腫断裂，腫の刺激症状，運

受理日 2012/12/03 

勤時の関節内の楳音等の関節内へのスクリューの穿

破を疑わせる症状の有無を調べ，術後のcr画像よ

り，矢状断画像でスクリューの関節内穿破の有無，

水平断の画像で背側骨皮質の貫通の有無を，矢状断

の画像でプレートと横骨遠位部の適合性を調べた

(図 1).

[結果]

腫断裂，明らかな臆の刺激症状，スクリューの関

節内穿破を疑わせる症状を呈したものはなかった.

画像上，スクリューより遠位に骨を認めず，スク

リューの関節内穿破が疑われた症例は 5例 (14%)

に認め，最尺側のスクリユーが5例中 4例と多かっ

た.スクリューが背側骨皮質を貫いたものも 4例

12%に認め，計7本のスクリユーが突出しており，

うち 3本はLister結節周囲をスクリューが貫通して

いた.プレートと横骨遠位部の適合性が不良であっ

たものは 5例 (14%)に認め，骨折の粉砕の強いも

のに多かった.

[考察1
Orbayは掌側ロッキングプレートの合併症を挙

げ，その原因として整復不良で、はアプローチの不良，

J神戸赤十字病院整形外科 干651-0073 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通 1ふ1
$兵庫県災害医療センター
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合併症

表 1 著者らの合併症に対する対策と問題点

対策 問題点

イ申筋腿障害 |複数回、方向を変えての計調独特の形状
(screwの背側への突出 計測値より2mm短いscrewの使用 | 骨粗f~1i:E

透視での確認 |背(則骨皮質の粉砕

庖筋腿障害 I Volartiltに留意した整復位の獲得|粉砕骨折
(ブレ』トと綾骨遠井部の適合不良) 1透視での確認

関節内へのscrewの突出 透視での確認 粉砕骨折

図 1 術後の口と単純X線写真
a. スクリューの関節内苦手破

b. スクリューの背側への突出

C. プレート述位端と検骨述{立端の迎合不良
単純X線写真では不明|僚であるがcrでは上記事象が明確である

手術までの待機期間の長かったことを，イ[1'筋l挫障害

では遠位部スクリユーが長すぎること，整復損失で

は粉砕骨折，不適切，特に小さいプレートの使用を，

また屈筋腫障害ではプレートと樟骨遠位部の不適合

(プレートの浮き上がり)を挙げた 6)

これらのうち，インプラントに起因する合併症で，

今回検討した項目に対する対策として著者らは表の

如く行なっている.すなわち，スクリユーの背側へ

の突出による伸筋腿障害に対してはデプスゲージで

の計測を先端の方向を変えて複数回計測し， 一番短

いものを基準とすること，計測値より 2mm短いス

クリユーを選択すること 7) 透視での確認を行うこ

とを行なっている. しかし，横骨遠位端の独特の形

状のため，透視での評価は不確かで、，骨組揺症や背

側骨皮質の粉砕のため，デプスゲージでの計測が困

難なことも多々経験する.プレートと棋骨遠位音I~の

適合不良による屈筋腿障害に対しては特に volartilt 

に留意した整復，透視での確認を行なっているが，

粉砕骨折で，特に遠位骨片の掌側骨皮質に粉砕があ

る場合は整復が難しい.また，関節内へのスクリユ

ーの穿破に対しては，透視での確認を行なっている

が，関節面の粉砕骨折や骨欠損がある例では透視の

みでは判断が難しい.

今回のcrの検討では背側骨皮質の貫通を4例に，

関節内へのスクリユーの穿破の可能性，プレートと

椀骨遠位部の不適合を各々 5例に認めたが，これら

は決して少ない数字ではない.単純レントゲン写真

による評価のみではこれらの事象は見逃される可能

性もあり，その評佃lにはcrが有用であった(図1).

また，対策としては手術手技の向上もさることなが

ら，もし，これらの事象が明らかになれば，注意深

い経過観察の上，問題があれば早期に再手術を行う
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こと，骨癒合が得られれば早期に抜釘を行うこと，

及びもし，粉砕骨折などでこれらのことが危慎され

るのなら初回手術前からのインフォームドコンセン

トが重要であると考える.

{まとめ]

掌側ロッキングプレートを行なった樟骨遠位端骨

折の症例で術後の crより骨とインプラントの関係

を調べた.スクリューの背側への突出が4例，プレ

ートと槙骨遠位部の適合不良，スクリューの関節内

への穿破の可能'性のあるものが各々 5例あった.こ

れらの評価に crは有用であった.

[文献1
1) Arora R， et al. A comparative study of clinical and radio-

logic outcomes of unstable colles type dis凶 radiusfrac-

tures in patients older白阻 70years: nonoperative廿eat-

ment versus volar locking pla出g.J Orthop Trauma 23: 

237・242，2009.

2) Osada D， et al. Prospective study of distal radius仕ac-

tures仕eatedwi廿1a volar locking plate system. J Hand 

Surg Am 33: 691・700，2008.

3) 阻ugRA， et al. Rupture of the flexor pollicis longus ten-

don after volar fixed-angle plating of a dis凶 radiusfrac-

ture: a case report. J Hand Surg Am 32: 984-988， 2007. 
4) Soong M， et al. Volar locking plate implant prominence 

叩 dflexor tendon rupture. J Bone Joint Surg Am 93: 

328-335，2011. 
5) Al-Rashid M， et al. Delayed ruptures of the extensor 

tendon secondary to the use of volar locking compres-

sion plates for distal radial企'actures.J Bone Joint Surg 

Br 88: 1610-1612， 2006. 

6) Orbay]. Volar plate fixation of distal radius仕actures.

Hand Clin 21: 347・354，2005.

7) Musgrave DS， et al. Volar fixation of dorsally displaced 

distal radius仕acturesusing the 2.4-mm locking com-

pression plates. J Hand Surg Am 30: 743-749， 2005 
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平常
守'tì1~をAa 本ヨ争喰r

榛骨遠位端骨折に使用した DVR⑧アナトミックプレート

の解剖学的適合性および関節面支持性の評価
もりたにしろう いまたにじゅんや こんどうひでのり たけLた あゆむ きりたゆきこ かわかみゆきお

森谷史朗，今谷潤也，近藤秀則，竹下歩，桐田由季子，川上幸雄

DVR⑧アナトミックプレート(以下 DVR) を使用した樟骨遠位端骨折の治療成績を調査するとともに，

術後撮影した Multi-detectorcf (以下 MD-Cf)を用いて，実際の臨床症例における本プレートの解剖学的

適合性および、関節面支持性の評価を行った.28例(男性6例，女性 22例)を対象とした.平均年齢は 57.8

歳 (20-87歳)，骨折型は AO/OTA分類A2:3例， A3: 10例， C2: 13例， C3: 2例であった.単純X線

像上の各種パラメータの推移は術直後と最終調査時で統計学的有意差はなくほぼ整復位が保たれ，各臨床評

価もおおむね良好な成績が得られた.合併症は腿損傷，神経障害などはなかったが，関節内へのスクリュー

穿孔を 2例に認め，いずれも術後3か月で抜釘を行った.MD-Cfの評価では DVRの槙骨掌側面への適合性

は良好で，屈筋腫損傷を回避するうえで有用であると考えられた.また， 2列に配置されたスクリユーで構

築された 3D-Scaffoldによる安定した関節面支持が得られていた.しかし，整復位が獲得できていない症例

やプレート遠位端が梼骨掌側面に密着せずに設置された症例ではスクリユーを至適位置へ挿入で、きず，関節

内穿孔をきたす可能性がある.また， DVRの2ndrowスクリユーは平均約 30。打ち上げて挿入されるため，

背屈転位が残存する症例では関節内穿孔をきたす可能性があり，骨折部の解剖学的整復位の獲得が最も重要

である.

[緒言]

DVR⑧アナトミックプレート(以下 DVR)は，榛

骨遠位掌側面の局所解剖に適合すること，また 2列

の遠位lockingscrewで構築された 3D-Scaffoldによ

る関節面支持が得られるなどの特徴を有するとされ

るプレートである.本研究の目的は， DVRを使用

した横骨遠位端骨折患者の治療成績を調査するとと

もに，術後撮影した Multi-detectorcf (以下 MD-

Cf)を用いて，実際の臨床症例における本プレー

トの解剖学的適合性および関節面支持性の評価を行

うことである.

[対象と方法]

対象は当院で DVRを用いて内固定を行った 28例

で男性6例，女性 22例，平均年齢は 57.8歳 (20-87

歳)であった.受傷機転は転倒 10例，転落 14例，

スノーボード外傷4例，骨折型はAO/OTA分類A2:

3例， A3: 10例， C2: 13例， C3: 2例，手術までの

平均待機期間は 5.5日 (2-11日)，術後平均経過観

察期間は 9.4か月 (6-15か月)，使用したプレート

はnarrowが 19例で全例女性， standardが 9例でう

ち男性が6例であった.この 28例に対し，臨床評価

として画像評価 (Volartilt : VT， Radial inclination : 

阻， Ulnar variance : UVの各パラメータおよび C

typeに対しては cf評価による gapとstepoffの推

移)，機能評価(日本手外科学会機能評価:JSSH， 

Mayo Wrist Score : MWS， QuickDASH score : Q-

DASH， Patient-Rated Wrist Evaluation : PRWE) ， 

合併症について調査した.DVRの解剖学的適合性

の評価として近藤ら1)の MD-Cfによる計測方法を

用い，図 1に示す 1-6番の各位置でのプレートの

掌側への突出距離 (V値)を計測した.関節面支持

性の評価として近藤ら 2)の計測方法により，図 2

に示す 1-9番の各位置での関節面から各スクリユ

ーまでの距離 (L値)を計測した.

[結果I
各パラメータの推移は，受傷時/術後/最終調査

受理日 2012/11/28 
岡山済生会総合病院 整形外科 〒700-8511 岡山県岡山市北区伊福町 1-17-18
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500 DVR@を用いた検骨遠位端骨折の治療

時でそれぞれVT(0) : -14.9:t 13.7/10.8:t3.5/10.5 

:t3.6， RI (0) : 15.9:t6.1/22.3:t2.6/21.5:t2.8， 

UV (mm) : 1.7士2.4/ー0.1士1.5/0.2士1.6であった.

各パラメータで術直後と最終調査時で統計学的有意

差はなく，整復位はほぼ保たれていた.C typeにお

ける gap(mm)は，受傷時/最終調査時で 2.4士1.4

/0.6:t0.9， step 0任 (mm)は1.1:t1.0/0.2:t0.5で

あり，両者とも最終調査時平均 1mm以内であった.

機
側

①~⑥各位置での plateの盤側への突出距離(v値:mm)を計調IJ

S点(最も掌側に突出した骨性隆起 s.rcty line) とプレート遺位部掌側緑とを通る

機1t長馳に平行な銭線開の距厳 (文献1より引用)

図 1 解剖学的適合性の評価

①~⑨各位置でのスクリューから関節面までの距離(L値:mm)を計測

{文献2より引用}

図2 関節面支持'性の評価
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DVR@を用いた税骨遠位封ii骨折の治療

各機能評価は]SSH，Mayoとも経過とともにおおむ

ね順調に改善し，患者立脚型の評価である Q-DASH，

PRWEでも同様の結果が得られた(図 3).合併症

は腿損傷，神経障害などはなかったが，関節内への

スクリユー穿孔を 2例に認め，いず、れも術後 3か月

で、抜釘を行った.解剖学的適合性について， 他機種

(Acu-Loc:小林メデイカル社， VariAx: stryker社)

の結果とも比較して評価すると， DVRは最も掌側

に突出した部分である 5番の位置でさえ，平均

1.3mmの突出にとどまっており横骨遠位掌側面の

(Il¥ln) 

圃・-Acu-Loc

V 

値

ー1

.， 

DVRは⑤番の位置での最大1.3mmの突出にとどまり(白矢印)

他機種よりも隼仮'1への突出が少ない

図4 各スクリユ一位置でのV値(平均値)

11'1 row 1 下

~ 

L 4 

f直

501 

傾斜にほぼ適合していると考えられた.さらに他機

種と比較しでも掌側への突出が少ない結果であった

(図 4). 一方，関節面の支持性について， 1strow 

尺側 2本の A，Bのスクリユーはほぼ関節面の中央

を支持していた.また 2ndrowはD-Gの各スクリ

ユーとも中央から背側を支持しており，臨床症例で

も3D-Scaffoldによる関節面支持が得られていた(図

5) . 

[症例]

症例 1: 58歳，女性.転倒による受傷でAO/OTA

分類 C2.2であ った(図6-a).DVR narrow shortに

て内固定を行った.術後 CTによる評価ではプレー

ト遠位端は浮き上がることなく掌側面に適合してお

り， 1strowスクリューはほぼ関節面の中央を支持

し， 2ndrowスクリューは中央から背側を支持して

いた(図6-b).術後 6か月の時点で矯正損失なく骨

癒合 し，各機能評価は ]SSH: 95， Mayo: 95， Q-

DASH : 2.3， PRWE: 3.5と良好な機能回復が得ら

れた(図6-c). 

症例 2:70歳，女性.転落による受傷でAO/OTA

分類 C3.2であった(図 7-a). DVR narrow shortに

て内固定を行った.整復位は不良で尺骨のプラス変

異が残存 し， 2ndrow最尺側のスクリユーは DRU]

へ向かうため挿入されておらず，プレート遠位端は

浮いていた(図下b). 術後 3か月時， UVは増大し

ており 'CTによる評価では関節内へのスクリュー

I 2nd row 1 

-噌恒・A
-・・・0

-司・-E

-・8

・司・-c
-圃・~，

..・.G 

• 02側 中央 一一 背側 ~側 中央 背傍

図 5 各スクリュ一位置での L値(平均値)
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502 DVR@を用いた榛骨遠位端骨折の治療

穿孔およびプレート遠位尺側部の浮き上がりを確認

した(図8-a}.抜釘時の関節鏡所見で穿孔したスク

リユーを確認し，月状骨の骨・軟骨損傷を認めた(図

8-b) .術後 6か月時，尺骨は著明なプラス変異をき

たして骨癒合し(図8-c)，各機能評価は JSSH: 80， 

Mayo : 70， Q-DASH: 11.4， PRWE: 14.5であった

a.初診時

b.術後CT

C.術後6か月

a.初診時

b.術後

1st rowスクリューは関節商の中央を支持(U)

2nd rowスクリユ}は中央から背側を支持({・)

図6 症例 1

整復位は不良で.2ndrow最尺側のスクリューは

挿入されておらず，プレート逮位端は浮いている

図 7 症例 2
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DVR@を用いた椀骨遠位端骨折の治療

[考察]

Orbayら3)は槙骨遠位端骨折に対する掌側ロッキ

ングプレート固定の重大な合併症である屈筋腿損傷

の回避のために， Watershed lineの概念を報告 した

がその定義は不明確であった.今谷ら 4)は同音1)の

詳細な解剖研究を行い，その尺側部は棟骨掌側面の

最も掌側に突出した骨性隆起線である Safetylineと

Pronator fossaの最遠位の骨性隆起線の間で骨折型

や使用インプラン卜により移動する不確定な lineで

あると結論した. Soongら5)は DVRとAcu-lρcの

比較を行い， DVRの遠位端は Watershedlineより

1.25 -1.45mm近位に設置されており， Acu-Locよ

り槙骨に適合した形状を有しているのに対し，Acu-

503 

IρcはWatershedlineにおいて有意に掌側に突出し，

73例中 3例に屈筋腿断裂きたしたと報告している.

Soongらの研究は単純X線での評価であったが，

今回著者らはMD-crによる評価を行い，その結果

からも DVRは掌側面の傾斜に適合しており，屈筋

腿損傷の回避に有用と考えられた.

関節面の支持性について， Drobetzら6)は関節面

から 4mm以内の pegの設置が関節商沈下のリスク

を軽減すると報告した.今回の結果でも 1strow， 

2nd rowスクリユーとも関節面から 3mm以内に設

置されており，矯正損失はほとんどなく骨癒合が得

られた.DVRの 3次元的 pegの配置は関節面の支

持性に有用と考える.

a.術後3か月ー関館内へのスクリュー穿孔および
プレート述位尺側部の浮き上がりを認、める

b. 術後3か月・抜釘時関節鏡視所見

スクリューの関節内穿孔および C. 術後6か月・尺'H'は著明な
月状骨の骨 ・軟骨損傷を認めた プラス変異をきた している

図8 症例 2(術後経過)

図9 プレー トの椀側設箇による KeyStone支持の欠如

「
内
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504 DVR⑧を用いた榛骨遠位端骨折の治療

しかし， DVRはKeyStoneと呼ばれる掌尺側骨

片を確実に固定できるスクリューは主に 1strow最

尺側の 1本であり，しかも掌側から背側へ広がるよ

うに配置されるため，プレートが榛側よりに設置さ

れると KeyStoneを支持できない可能性がある(図

9). Phillipsら7)は屍体での研究で， 25G針を横骨

手根関節 (RCJ)と遠位榛尺関節 (DRUJ)に刺入し，

針と最適なプレート位置との距離(各針とプレート

遠位端および尺側端との距離)はほぼ一定で，それ

はデプスゲージの柄の幅(約 5mm) とほぼ一致す

ると報告した.それにより，プレートを設置できる

最遠位と最尺側の範囲を術中に前もって確認できる

指標として有用であったと述べている.Fixed-angle 

である DVRは至適位置への設置が必要不可欠であ

ると考える.

また，今回合併症として関節内へのスクリュー穿

孔を 2例経験したが，いずれも C3症例であった.

整復位が獲得できていない症例や例え良好な整復位

が得られでもプレート遠位端が樟骨掌側面に密着せ

ずに設置された症例ではスクリューを至適位置へ挿

入できず，関節内穿孔をきたす可能性がある.また，

DVRの2ndrowスクリューは平均約 30。打ち上げ

て挿入されるため，背屈転位が残存する症例では関

節内穿孔をきたす可能性があり，骨折部の解剖学的

整復位の獲得が最も重要である.

[まとめ1
1.短期少数ではあるが， DVRを使用した樟骨遠

位端骨折の、冶療成績は良好であった.

2. 臨床症例においても DVRの横骨掌側面への

適合性は良好で屈筋腫損傷を回避するうえで有用で

ある.

3. 2列に配置されたスクリューで構築された 3D-

Scaffoldによる関節面支持が得られていた.

4.骨折部の解剖学的整復および至適位置へのプ

レート設置が得られていない症例では， 2ndrowス

クリューが関節内穿孔をきたす可能性があり注意を

要する.

[文献1
1)近藤秀則ほか.Multislice crを用いた榛骨遠位端骨折

用掌側ロッキングプレートの遠位部スクリュー刺入位
置の検討.骨折30:548-553， 2008. 

2) 近藤秀則ほか.屈筋臆障害予防を目的とした検骨遠位

端骨折用掌側ロッキングプレートの設置位置の検討.

日手会誌27:252・255，2010.

3) Orbay JL， et al. Current concepts凶 volarfixed.angle 

fixation of unstable distal radius fractures. Clin Orthop 

Relat Res 445: 58-67， 2006. 

4) 今谷潤也ほか.掌側ロッキングプレートは安全・安心
な手術法となりうるか?一榛骨遠位端部の機能解剖
からの検討一.骨折34:5-8， 2012. 

5) Soong M， et al. Volar locking plate implant prorninence 

and flexor tendon rup仙re.J Bone Joint Surg 9~トん 328-

335，2011. 

6) Drobetz H， et al. Osteosynthesis of distal radial frac-

tures with a volar locking screw plate system. Int Or-

出op27: 1-6， 2003. 

7) Phillips AR， et al. Optimal positioning of白eDVR plate 

in dista1 radius仕actures:A cadaveric exarnination of a 

referencing technique. Injury 43: 209-212， 2012. 

-46-



505-509， 2013 第5号日手会誌(JJpn Soc Surg H組 d)，第29巻

榛骨遠位端骨折術後のダーツスロー・モーション
一手関節動態X線との比較ー
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槙骨遠位端関節内骨折術後の 21症例について，手関節のダーツスロー・モーション(以下DTM)の可

動域の経時的変化を調査し，手根骨のX線動態と比較検討した.方法は，術後 1，3， 6， 12か月目に DTM

を含む手関節の可動域を測定し，また同時に手根中央関節と横手根関節の可動域を動態X線側面像の有頭

月状骨角と樟月状骨角から計測し，それらの結果を統計学的に検討した.その結果，手関節の可動域は，

DTM方向では術後3か月で，横尺屈方向では術後6か月で健側と同等に改善していた.また有頭月状骨聞

の可動域は術後3か月で，横月状骨聞の可動域は術後6か月で健側と同等に改善していた.これらの結果か

ら樟骨遠位端関節内骨折では術後3か月で横手根関節より先に手根中央関節の可動性が改善し，また手根中

央関節と関係の深い DTMの可動域も改善することが分かつた.骨遠位端関節内骨折の術後早期における

DTMの改善と手根中央関節機能との関連性が示唆された.

計測信頼性や 7) 実際の症例でその可動域を調査報

告してきた 8)

今回は特に手関節可動域への影響が強い樟骨遠位

端骨折の関節内骨折の症例について，術後のダーツ

スロー・モーションの可動域の術後の経時的な変化

を調査し，その特徴について検討した.また同時に

手関節の動態X線像撮影を行い，ダーツスロー・

モーションを含めた手関節の可動域と手根骨の動態

との関連性について検討した.

【対象と方法}

対象は梼骨遠位端骨折に対して掌側ロッキングプ

レートを用いて手術加療した症例のうち，計測や可

動域に重大な影響があった炎症性疾患や変形性関節

症，痴呆などの合併症のある症例と抜釘手術を行っ

た症例を除いて，動態X線撮影とダーツスロー・モ

ーションを含めた可動域計測を行い経過が追跡可能

であった 21例とした.年齢は 25才から 78才まで

の平均 60才で，性別は男性7例，女性 14例であっ

【緒言】

ダーツスロー・モーションは 1985年に職業的で

機能的な手関節の運動方向として P油narなどによ

り文献で報告されペその後は手関節のバイオメカ

ニクスの研究で度々取り上げられてきた・ 2)制. 2007 

年の国際手の外科学会議の委員会で，ダーツスロ

ー・モーションは樟背屈から尺掌屈時に起こる機能

的な斜め方向の運動として定義することが報告され

た5) またダーツスロー・モーション時には，舟状

骨や月状骨など近位手根列の動きが最小限になるこ

とから 2)3) 手関節手術の術後早期でも実施可能な

比較的安全な運動としてリハビリテーションへの応

用が期待された 3) また実際にダーツスロー・モー

ションを取り入れた術後のリハビリテーションの結

果が報告されている 6) しかし臨床症例におけるダ

ーツスロー・モーションの可動域についてはこれま

で調査や報告は我々が渉猟しえた範囲では見られな

かった.そこで我々はダーツスロー・モーションの

計測用に特化したゴニオメーターを考案して，その

受理日 2012/12/14 
'東大寺福祉療育病院 干630-8211 奈良県奈良市雑司町406-1
"白鳳女子短期大学総合人間学科
紳命平成記念病院 リハビリテーション課
*...国保中央病院整形外科
.....奈良県立医科大学鐙形外科学教室
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図1 ダーツスロー・ゴニオメーター(写工(左上 ・内側上前方
から，写真左下:外~!IJ上前方から， 写真右:正面から)

た.受傷機転は転倒 19例，転落 1例，交通事故 1

例で，受傷から手術までの期間は 2日から 16日ま

での平均 10日であった.骨折型は AO分類の type

Bが2例， type Cが 19例であった.検骨遠位端用

プレートは日本ユニテック社製ステラプレートを

15例，小林メデイカル社製アキュロックを 4例，

デピュ一社製 DVRを2例に使用した.術後は 1週

間のパルキー包帯または前腕ギプスとし， 2週目か

らは外固定を除去した.後療法は外固定中に手指の

可動域訓練から開始して，固定除去後に手関節およ

び前腕の可動域訓練を開始した.ダーツスロー・モ

ーションを意識したような特別な後療法は行わなか

った.最終経過観察時の DASHスコアは平均 8.7ポ

イントであった.

評価は術後 1か月， 3か月， 6か月，および 12か

月自に可動域計測と手関節の動態X線撮影を行っ

た.

可動域計測は，手関節の榛背屈から掌尺屈のダー

ツスロー ・モーション (Dart-ThrowingMotion，以

下 DTM)，および掌背屈 (flexion-extensionmotion， 

以下FEM)，検尺屈 (radioulnardeviation，以下RUD)

の最大自動可動角を計測した. DTMは，我々が開

発した専用のゴニオメーターで計測した(図1)7). 

計測方法は，まず被験者の肩関節を中間位，肘関節

を屈曲 90度にした.ダーツスロー・モーションの

回転軸が通る舟状骨結節を目印として 3) 被験者の

ダーツスロー・モーションの回転ililliとゴニオメータ

ーの回転軸が一致する位置で，被験者の前腕をゴニ

オメーターの上に徒手的に固定した.そのままゴニ

オメーターの先に斜め 45度に固定されたパーを患

図2 検骨月状骨角と有頭月状骨角の百十

iHlJ:;ぢ法(図は手関節最大背l面H寺)

肢で把持させ，前腕を囲内 45度の服位に固定させ

た.その服位でパーを把持したまま手関節を鉛直方

向上方の槙背屈から下方へ掌尺屈へさせることで，

ダーツスロー・モーションをさせた.その時の最大

の椀背屈角度と掌尺屈角度をゴニオメーターの目盛

から読み取った.可動域は測定に習熟した験者がそ

れぞれ二回ずつ測定し平均した.

また動態X線像は手関節側面像の最大掌屈位と

最大背屈位で撮影し，得られた画像から図 2で示す

ように作図を行い 2) 樟月状骨角の最大掌背屈角

(radiolunate motion arc，以下阻.A)，および有頭月
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術後1か月 1桁後3か月 術後6か月 1背後12か月 1自主1則

図3 可動域計百!U結果 (EFM:最大学背屈角， RUD:最大様尺
屈角， DTM:最大ダーツスロー・モーション角， *術
後12か月までのEFMより有誌に高値， t :術後3か月
までの RUDより有意に高値， 土:術後 1か月の DTMよ
り有志、に高値， P<0.05) 

状骨角の最大掌背屈角(capitolunatemotion arc，以

下 CLA)を計測した.術後経過期間による各計測値

と健側値の有意差検定を一元配置分散分析で行い，

有意差の得られたパラメーターについて Tukeyの

多重比較検定を行った.また FEMとRlA，および

DTMとCLAの関係性について Pearsonの相関係数

を求めて検討した.統計解析は SPSSfor. Windows 

ver.12日本語版を用い，有意水準は 5%とした.

[結果]

可動域計測の結果を図 3に示す. FEMは術後 1

か月で 75.0土26.3
0

，3か月で 102.5:t22.0
0

， 6か月

で 100.8:t17.5
0 

， 12か月で 107.5:t11.6
0 

，健側が

128.8:t17.4。であり，健側の値が 1，3， 6および 12

か月に対して有意に高値であった (P<0.001).同

様に RUDは32.5:t15.8
0

， 47.1:t 12.2
0

， 50.8:t 9.3
0

， 

49.4:t 12.9
0

と変化し，1:建側が 58.5:t12.4。であった.

術後 1および3か月の値に対して 6か月以降は有意

に高値であ った (P<O.OO1). DTMは26.9:t20.9
0

， 

56.1:t 18.2
0

， 52.7:t 15.8
0

， 53.1:t 16.0。と変化し， {:建

側が65.0:t14.1。であった.術後1か月の値に対して，

3か月以降は有意に高値であった (P<0.001). 

X線動態計測の結果を区14に示す.阻Aは術後 1

か月で 29.9:t8.5
0

， 3か月で 30.4:t8.9
0 

6か月で 36.9

:t6.10

， 12か月で 41.3:t11.6。であり，健側 (45.7:t

10.2
0 

)と術後 6および6か月の値が有意に高値であ

った (P<0.001). 同様に CLAは 32.6:t13.3
0

43.2:t 

11.5" 45.9:t 10.9
0 

54.3:t 11.3
0

であり，健側 (53.8:t16.5
0

)

と術後 3，6，および 12か月の値が有意に高値であ

った (P=0.002).

FEMとRlAの聞に有意な相関を認めた(R=0.743; 

P<0.001). また DTMとCLAとの聞には有意な関

連性は見られなかった (R=0.264; P=0.119). 

[考察]

術後3か月の可動域は DTMのみが改善 し，また

X線の動態では CLAだけが改善していた.ダーツ

スロー・モーションの回転軸は CLAで評価した有

頭月状骨間関節を含む手根中央関節に一致するとい

う報告やり，ダーツスロー・モーションは中間位付

近の可動範囲内では手根中央関節の単独運動である

という報告がされている 2)3) そのためこの時期の

ダーツスロー・モーションは手根中央関節の機能に

より改善したと考えられた.

また術後 6か月では可動域計測の RUDとX線動

態の阻Aが正常化していた.近位手根列は手関節

椀屈時に掌屈し，尺屈時に背屈する.その時に月状

骨が約 30度掌背屈方向に回転すると報告されてい

る2) 榛尺屈には横手根関節の掌背屈方向の可動性

が関与するが，今回の結果では椀手根関節の可動域
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図4 手関節側面1動態 X 線計浪~結果 (RLA: ;憐月状骨間最大可
動角， CLA:;有頭月状骨間最大可動角*・術後 3か月
までの阻Aより有意に高値，術後 1か月の CLAより有
意に高値，P<0.05) 

の改善に伴い，掌背屈より先に槙尺屈が改善してい

た.

術後6か月以降に阻Aは改善していたが FEMは

回復していなかった.槙骨遠位端関節内骨折後の鏡

視所見で横手根関節内に綴痕性の隔壁形成が生じて

関節拘縮が発生することが報告されている 9) 今回

は調査に対象を関節内骨折後の症例に限ったことも

あり，横手根関節の拘縮が掌背屈の可動域を制限し

た可能性がある.ただし手関節の掌背屈|時には近位

手根列の舟状骨や月状骨は掌背屈に加えて回旋や検

尺方向への変位など複雑な動態を示すことが報告さ

れている¥0) そのため阻Aで評価した梼月状骨聞

の掌背屈の可動性だけが改善していても手関節全体

の可動域が完全に回復しなかったと考えた.また舟

状月状骨聞も手関節掌背屈時には動きを生ずること

から¥0) この部分の障害が手関節全体の可動域に

影響した可能性もあり今後の更なる検討が必要であ

る.

今回のこれらの結果から横骨遠位端関節内骨折の

術後早期の手関節機能は，損傷された横骨遠位関節

面を含む横手根関節より，手根中央関節から先に回

復すると考えられた.また樟骨遠位端関節内骨折術

後の受傷後早期の後療法にダーツスロー・モーショ

ンを取り入れることはへ今回の結果からも可動域

の回復の経過に反しない自然な方法であると考えら

れた. しかし今回の結果でダーツスローは改善して

も掌背屈の制限が残存していたことから，最終的に

手関節の可動域制限を残存させないためには横手根

関節の多方向への動きを意識した可動域訓練を骨折

部が安定する適切な時期より開始する必要があると

考えられた.

今回の調査ではダーツスロー・モーションと手根

中央関節の回転軸が一致すると過去に報告されてい

ることからペ DTMが手根中央関節可動性の指標に

なることを当初期待していた. しかし DTMとCLA

との聞に統計学的に有意な関連性は見られなかっ

た.今回の動態X線の側面像はダーツスロー・モ

ーションの運動面に対して 45度に傾斜した tangen-

凶 viewに過ぎず，有頭月状骨聞のダーツスロー・

モーション時の動態を十分に反映できなかったと考

えられた.また中間位付近のダーツスロー ・モーシ

ヨン特に槙手根関節は最小限の動きしか生じない

が 2)3) ダーツスロー・モーションの最大可動域で

はある程度の動きが生じている 4) そのためダーツ

スローの可動域が増大した時期にはダーツスローの

可動域は手根中央関節の可動域と必ずしも一致しな

かったと考えられた.

手根骨の動態を評価するには CTやM悶などを用

いた 3次元での解析が理想的であるが〈実際の症

例ではそれらの頻固な検査は困難である.今後は臨

床症例でダーツスロー・モーションの可動域と手根

中央関節機能の関連を明らかにするために， X線の
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榛骨遠位端骨折術後のダーツスロー・モーション

側面像の動態に正面像の横尺屈の動態を組み合わせ

たり 2110) ダーツスロー・モーションの側面像にな

る手関節回外斜位像を用いるなどして 4) 手根骨の

動態を計測する必要があると考えられた.

[まとめ]

槙骨遠位端関節内骨折の術後では，まず手根中央

関節の可動性の改善に伴いダーツスロー・モーシヨ

ンが改善した.次いで横手根関節の可動性の改善に

伴い樟尺屈が改善した.

[文献1
1) Pa1mer AK， et al. Functional wrist motion: a biomechani. 

cal study. J Hand Surg 10: 39-46， 1985. 
2) Cooney WP.百eWrist. 2nd. Philadelphia PA Lippin. 

cott Williams & Wilkins. pp77・118，2010.
3) Ishikawa J， et al.τne effects ofv而stdistractionon carpal 

kinematics. J Hand Surg Am 24: 113-120， 1999. 
4) Moritomo H， et al. Capitate-based kinematics of the 

midcarpal joint du巾 gwrist radioulnar de吋ation:an in 

vivo three-dimensional motion analysis. J Hand Surg 
Am 29: 668-675， 2004. 

5) Morimoto H， et al. 2007 IFSSH committeereport 0伽巾t

biomechanics committee:biomechanics 0他 eso-called 
dart throwing motion 0抽 ewrist. J Hand Surg Am 32: 

1447-1453，2007. 
6) 桂理ほか.梼骨遠位端関節内骨折術後ハンドセラピ

ィにおける検脅手根関節に対する早期アプローチの試

み.日本手外科学会雑誌28:578-581， 2012. 
7) 粕測賢志ほか.ダーツスロー・モーション面用ゴニオ

メーターの開発と信頼性の検討.臨床バイオメカニク

ス33:157.・162，2012.
8) 粕測賢志ほか.利き手受傷症例のダーツスロー・モー

ションと DASHの関係.奈良理学療法学4:53-54， 2012. 

9) Ha社:oriT， et al. Arthroscopic mobilization for contrac-

ture of血.ewrist. Arthroscopy 22: 850-854， 2006. 
10) Horii E， et al. A kinematic study of luncト凶que住aldisscト

ciations. J Hand Surg Am 16: 355-362， 1991. 
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榛骨遠位端骨折内固定時と抜釘時における

長母指屈筋健滑動部位の変化
'. . -.. 
"'~<It*人;がやゆ かんだと Lひろ おおいひろゆき むニヲだまさし すずきあゆみ

神田俊浩，大井宏之，向田雅司，鈴木歩実

[緒言]榛骨遠位端骨折術後の長母指屈筋!躍(以下 FPL)断裂を防ぐために 掌側プレートの遠位部を軟

部組織で被覆し， FPLとの接触を回避する術式を施行したこの術式で FPLープレート間距離を保てること

を報告したが，内固定後も維持されるか抜釘時にも調査した.

[対象と方法12009年から 2011年までに内固定し，抜釘まで施行した 26例 26骨折を対象とした.内固

定から抜釘までの期聞は平均 8.4か月であった.ペンローズドレーンを FPLに縫合固定し， X線イメ ージ透

視下に FPLの滑動部位を確認した.内固定時と抜釘時に FPLープレート間距離を計測し変化を調査した.

[結果1FPLープレート間距離は，内固定時平均 2.0mm(0.5-3.0mm)，抜釘時は平均1.4mm(0.5-2.0mm) 

であり，変化量(内固定時距離ー抜釘時距離)は平均 0.63mm(0-2.0mm)であった.

[考察]抜釘時までに FPLープレート間距離は変わらない，もしくは接近する傾向にあったが，接触した

例はなかった.プレート遠位部を被覆する術式により抜釘可能な時期まで FPLープレート間距離を保てる可

能性がある

[緒 言}

槙骨遠位端骨折に対する掌側プレート固定術の合

併症である長母指屈筋腿(以下 FPL)断裂を予防する

ためにプレー ト遠位部をintermediatefibrous zone 1) 

の軟部組織(以下IFZ)で被覆する術式を施行した

本術式で内固定時に FPLとプレートの聞を IFZで

隔てることができると報告したが 2) 内固定したそ

の後も FPLープレート聞の距離が維持されるかを抜

釘時に調査したので報告する.

[対象と方法1
2009年 2月から 2011年 8月までに日本ユニテツ

ク社製 Stellarプレートで内固定し，抜釘術まで施行

した 26例 26骨折を対象とした.男性 8例，女性 18

例で，平均年齢 55.8歳(16-79歳)であった内固

定から抜釘までの期聞は平均 8.4か月 (5-15か月)

であった.骨折型は AO分類で，A2が 1例， A3が6

例， B3が2例， C1が5例， C2および C3が各々6例

であった.

術式:trans FCR approachで展開し，方形囲内筋

(以下 PQ)とIFZを横側から尺側へ概転する.骨折

受理臼 2012/11/28 

を整復しプレートを設置した後に，プレー トを被覆

するように PQとIFZを修復する. PQとIFZは榛

側の骨膜に縫合するが，できなければ腕槙骨筋腫に

縫合する(図 1). この方法により，遠位部4穴のプ

レートであれば樟側から 2穴目を含み，それより尺

側を十分に被覆することができる.骨折部の骨断端

により PQもしくは PQとIFZの境界で断裂を生じ

ている場合， IFZおよびそれに付着する PQ遠位部

は近位から遠位に向けて剥離翻転し， PQ近位部は

a. b. 

図 1 IFZとPQを検側から尺側へ線転し (a)，
プレート設置後修復 (b)

聖隷浜松病院 手の外科・マイクロサージャリーセンター 〒430-8558 静岡県浜松市中区住吉 2・12.12
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u. b. C. 

図2 IFZおよび PQ遠位昔11を遠位に， PQ近位部を尺側に締
転し (a)，プレート設置後遠位部を被磁 (b，c) 

aぃ b. 

図 3 FPLにぺンローズドレーンを被せ縫合固定 (a)，
イメージ下にFPLープレート間距離を計測 (b)

槙側から尺側に向けて献転する.プレート設置後は

同様にプレートを被覆するように修復する(図 2).

調査法:ペンローズドレーンを X線不透過ライン

が腫の背側中央となるように FPLにかぶせて縫合固

定し， X線イメージ透視下に FPLとプレートとの距

離を計測した 2)(図 3).計測時の手関節肢位は，艇

とプレートが最も近接するよう最大背屈位と した.

骨折内固定時と抜釘時に FPLープレート間距離を計

測し，その変化量を調査 した.

[結果]

内固定時は全例でプレート遠位部を IFZで被覆可

能であり ，FPLとプレートが接触した例はなかった.

内固定時の FPLープレート問距離は O.5-3.0mmで

平均， 2.0mmであった抜釘時は O.5-2.0mmで平

均1.4mmであり，内国定時と比較し有意に減少し

ていた (t検定 :p=O.03). 距lijftの変化量は 0-2mm

で平均 O.63mmであった. 9例で内固定時と抜釘時

の変化がなく， 17例で内固定時より抜釘時の距離

が減少していた.内固定時より抜釘時で距離が増加

した例はなかった.

[考察]

掌側プレート固定術後の屈筋腿断裂の原因として

は，スクリユーの逸脱，背側転位の残存とそれに伴

うプレート遠位部の浮き上がり設置，そしてプレー

トの遠位設置 3)が報告されている.プレートの遠

位設置については，ロッキングプレートが登場する

以前から断裂の原因として報告されており，近年で

はwatershedline 4)とプレートとの位置関係が重視

され，近位設置型プレートが主流になりつつある.

しかしながら，金沢ら 5)は梼骨のアライメントが良

好で，プレートの浮き上がりもなく，近位設置型プ

レートであったにもかかわらず FPLが断裂した例を

報告している.また，近位設置型プレー卜であって

もFPLと干渉しうることを，過去に著者らも報告し

ている 2) すなわち，近位設置型プレートであって

もFPL断裂を生じる危険性はある.屈筋l挫断裂の予

防としての早期抜釘を推奨する報告もあり，多国ら 6)

は屈筋腿刺激症状を認めたら早期に抜釘すべきと報

告している. しかしながら，かなり早期に屈筋臆断

裂が生じたという報告もみられる.竹内ら 7)は術後

2か月での FPL断裂を，若見ら 8)は術後 8週での

FPL断裂を報告している.このような術後早期の屈

筋j陛断裂例があることからも，抜釘l時期がどの程度

早期であれば屈筋腿断裂を予防できるかは明確では

ない.

プレートと屈筋腿の接触を避けるには，その聞に

軟部組織を介在させるべきである.中村ら 9)は内固

定時にプレート遠位部を軟部組織で被覆できなかっ
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た例において，抜釘時にFPL損傷を確認したと報告

している.また，善財ら 10)はintermediatefibrous 

zone切離法として，本法とは異なるもののプレート

遠位を被覆する方法を報告し，抜釘時までプレート

の露出はなかったと報告している.今回の著者らの

調査結果では，抜釘時までに FPLープレート間距離

は変わらない，もしくは接近する傾向にあったが，

接触した例はなかった.さらに長期経過後には接触

するに至る可能性もあるため，プレート遠位部を被

覆する術式だけで抜釘が不要にできるとまでは明言

できない. しかしながら，抜釘可能となる時期まで

はFPL-プレート問距離を保てる可能性がある.

[まとめ1
1)榛骨遠位端骨折26例に対し IFZの軟部組織で

プレート遠位部を被覆する術式を施行した.

2) 内固定時FPLープレート聞の距離は平均 2.0

mm，抜釘時FPLープレート間距離は平均1.4mm

であり，抜釘時までに距離が接近する傾向にあった

がプレートと FPLの接触例はなかった.
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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

固定術後の正中神経障害についての検討
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[はじめに】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の正中神経障害について調査検討

した.

[対象・方法]掌側ロッキングプレート固定後3か月以上経過観察した 103例を対象とした.

経障害発生の頻度および時期，障害発生例における使用インプラントおよびプレート設置位置，

成績を調査した.

[結果18例 (7.8%)に術後正中神経障害を認めた.発生時期は術後平均2か月 (5日-5か月)であった.

正中神経障害発生は近位設置型プレート，遠位設置型プレート双方にみられたが，半数にプレート遠位部の

浮き上がりかつ watershedline近傍のプレート設置を認めた.治療は抜釘1例，手根管開放術 1例，抜釘+

手根管開放術 1例，保存的治療および経過観察5例であった.手術例では全例改善を得た.

[考察および結論]正中神経障害の原因として掌側ロッキングプレートの設置位置不良に伴う手根官内圧

上昇および、手術部での正中神経周囲癒痕形成，手術時の神経葱引・圧迫刺激によるものが示唆された.

術後正中神

治療方法と

typeA36例， type B 5例， type C 62例であった.受

傷前に手根管症候群や頚椎症などで神経症状を有し

た症例，関節リウマチ症例および樟骨遠位端骨折受

傷直後から正中神経症状を呈した症例は対象から除

外した.VLP固定の適応は保存的治療で整復位維持

が不可能な症例，転位を有する関節内骨折症例のう

ち，観血的手術を同意された症例とした.手術は全

例Henryアプローチ (FCRアプローチ)にて展開し，

骨折整復後にVLPを用いて固定した.骨折型に応

じて適宜Kirschner銅線やスクリューを併用した.

なお予防的手根管開放術を施行した症例はなかっ

た.

正中神経障害の診断基準は Hoらの診断基準を参

考として一部修正を加えた 2) 本研究では正中神経

固有支配領域の感覚障害に加え， Phalen test陽性，

Tinel sign陽性，母指球筋萎縮，母指対立運動障害

のうち lつ以上が存在し，これらの所見が連続2回

以上の診察時に認められた場合に正中神経障害あり

と診断したなお正中神経伝導速度検査は診断基準

に含めなかった.

103例に対して術後正中神経障害の発生頻度およ

[緒言]

樟骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート

(volar locking plate，以下VLP)固定後の合併症と

して屈筋腫障害，伸筋腫障害，遠位スクリューの関

節内穿破，正中神経障害， CRPSなどが報告されて

いるJ)屈筋腫障害については多数の報告があり，

watershed lineという概念の報告を期に屈筋臆障害

回避のための榛骨遠位端の解剖学的研究，インプラ

ントの至適設置位置の調査やインプラント開発が行

われている.一方，それと比較し正中神経障害につ

いての報告は少なく，その発生機序，治療法につい

ては十分に検討されていない 2) 本研究の目的は槙

骨遠位端骨折に対する VLP固定後の正中神経障害

について調査し，その原因を検討することである.

[対象と方法1
2007年から 2011年までの 5年間に当院で治療し

た樟骨遠位端骨折 170例中， VLP固定施行後 3か

月以上経過観察可能であった 103例をレトロスペク

ティブに調査した.性別は男性 26例，女性 77例，

年齢は平均 61.2歳 (16-85歳)，骨折型はAO分類

岐車県岐阜市野一色4-6-1
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び発生時期，使用インプラントおよびプレート設置

位置と術後正中神経障害との関係，正中神経障害に

対する治療と結果を調査した.なおインプラント設

置位置の評価は単純レントゲン正面像にて舟状月

状骨間レベルで槙骨遠位関節面からプレート遠位端

までの距離(jointto plate distance ; JPD)，側面像に

て横骨骨皮質からプレート遠位端までの距離 (bone

to plate distance ; BPD)にて行った(図 1).JPDお

よびBPDは電子カルテ画像計測ソフト Vox-BASE/

図 1 左・検骨遠位関節面からプレート退位端ま

での距雌(jointto plate distance ; JPD) ，右:
検骨骨皮質からプレート述位端までの距離

(bone to plate distance ; BPD) 

Browser 2 (ジェイマックス)を用いて討ー測 した.

統計学的手法として χ2検定， Mann-Whitney U検

定を用い， P<0.05を有意差ありとした.

[結果1
1)術後正中神経障害の発生頻度および発生時期

正中神経障害の発生は 8例 7.8%に認め，うち 1

例は掌枝のみの障害であった.発症時期は術後平均

2か月であったが，術後 5日から 5か月まで様々で

あり，一定の傾向はなかった(表 1).

2)使用インプラントおよびプレー ト設置位置と

術後正中神経障害との関係

103例における使用インプラントの内訳を示す

(表 2).Juxta Articular-DRPや Acu-Lockなどの遠

位設置型プレート， Variable angle screwを有する

VA-TCP， APTUSなどの近位設置型プレートともに

正中神経障害を認めた.遠位設置型プレート，近位

設置型プレート聞で正中神経障害発生に統計学的有

意差は認められなかった (P=0.52).JPD， BPDは

正中神経障害あり 8例で平均 3.4mm，1.5mm，正中

村l経障害なし 95例で平均 3.2mm，0.9mmであった.

JPDおよびBPDは両群において統計学的有意差は

認めなかった (P=0.89，0.16) (図 2). 

表 la 正中神経障害例の詳細

年齢 AO 術後 術後経過敏 Tinel 母指王事筋萎縮
症例性月 歳) 分類発生時期 察期間 slgn 母指対立障害

女性 83 A2 2由、月 5か月 手根管
(ー)(+l 

2 女性 69 C2 2由、月 5か月 手術創部1
(ー)

(十)

3 女性 62 C2 5か月 8か月
手根管

(ー)(+l 

4 女性 62 C1 2遇問 2年 手術創部 (ー)(+l 

5 女性 79 C2 3遇間 7か月 近位手首皮線
(+l 

6 女性 70 C2 3由、月 1年3か月 手根管
(ー)(+l 

男性 59 C2 5日 3由、月 手術創部 (ー)(+l 

B 女性 57 B3 7日 6か月 手術創部
(一)(+l 

-56一
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3)正中神経障害に対する治療と結果

術後正中神経障害を認めた 8例中， 3例(症例 1

-3)に対して手術治療が施行された.手術内容は

手根管開放術，抜釘，手根管開放術+抜釘それぞれ

1例であった.手根管開放術を行った 2例では術前

Phalen test陽性であり，術中所見では手恨管内での

正中神経圧迫を認めた.抜釘のみを行った 1例では

手術創部での正中神経周囲癒痕形成を認めた.これ

ら3例では術後神経症状の改善を認めた.残る 5例

515 

に対しては薬物療法または経過観察とされた. 3例

(症例 4，6， 7) で症状は改善または消失したが， 2 

例(症例 5，8) では症状不変であった.症例 5は

Phalen test陽性，プレートの遠位かつ浮き上がり設

置を認め，プレー ト設置に伴う手根管症候群が示唆

された.症例 8は手術創部に母指球に放散する Ti-

nel signを認め，手術展開に伴う正中神経掌枝障害

が示唆された.2例とも薬物治療にて症状改善はな

かったが，追加手術は希望されなかった(表1).

表 lb 正中神経障害例の詳細

Pllalen JPD BPD 
症例 治療方法結果

test (rnrn) (rnrn) 
追加手術時所見/その他

(+) 2.6 1.8 手根管開放術 改善 手根管肉での正中神経圧痕像

2 ー 2.7 1.7 

3 (+) 1.8 

4 ー 6.5 0 

5 (+) 3 

抜釘

1.9 
手根管開放lf.i

改善
+抜釘

改善
手術創部での

正中神経周囲癒痕形成

経過観察 改善

2.9 
薬物療法

不変(プレガノヤJン)

手根管内での正中神経圧痕像

6 ー 3 0.6 経過観努 消失

5.1 

(一) 2.8 不変 掌枝のみの障害

表 2 使用インプラントの内訳

設置位置 使用インプラン卜 総数

Stryker VariAx 10 

Stryker Smart Lock 3 

SYNTHES VA-TCP 18 

SYNTHES EA-DRP 4 

SYNTHES Volar Column DRP 1 71 

MES APTUS 2.5 27 

MEIRA D.plate 4 

DePuy DVR 3 

JMM OSR plate 1 

SYNTHES JA-DRP 28 
32 

AcuMed Acu-Loc DRP 4 

近{立型

遠位型

3 
薬物治療

(VB12) 

薬物治療

(VB12) 

消失

。

正中神経際害

発症数。。
2 。
l 6 

2 

1 。
D 

1 

1 

図2 JPDとBPDからプレート最遠位端の位置を

i憐骨i主位端にプロットした図目

ム正中神経障害あり， 。正中村l経障害なし

ゥ
，

P

、υ



516 掌側ロッキングプレート固定術後の正中神経障害

[考察]

正中神経障害は槙骨遠位端骨折後の主要な合併症

の一つである.原因は受傷時および手術時に生じる

直接的な正中神経外傷，受傷後および、術後の手根菅

内の血腫，浮腫，骨折部の転位などによる正中神経

圧迫によるものがあり，受傷後および術後急性発症

から遅発性発症まで様々である 3) また潜在的手根

菅症候群が受傷後および術後に顕性化する可能性も

考えられる.正中神経障害の発生頻度は 0-23%と

され，治療方法毎では保存治療後で 7%，掌側プレ

ート固定後で 10.1%と報告される 2) 著者らの調査

でも VLP固定後の正中神経障害発生率は 8.7%であ

り，諸家の報告と同等であった.では羽P固定後

の正中神経障害発生はどのようにして生じるのであ

ろうか.

手根管症候群における手根菅内圧を調査した研究

からは，その正常域の上限は 40-50mmHgと言わ

れ，それ以上では手根菅症候群が発生する危険性が

あるとされている 4) また急激な手根管内圧上昇も

手根管症候群発症の一因とされている.VLP固定

後の手根管内圧変化の調査によると，手根管内圧は

術後 24時間で最大 65mmHgまで上昇した症例があ

り， VLP固定後手根管内圧はその正常上限を超え

る恐れがある 5) 文献上掌側プレートのなかでも

non-locking plateより VLPにおいて手根管症候群の

発生頻度が高いようであり，その原因としてプレー

ト設置位置がVLPでより遠位であることが指摘さ

れている 2) Orbeyらは watershedlineは境骨手根

関節尺側部にて関節面に最も近づき，その距離は

2mmであると報告している 6) 著者らの調査では

正中神経障害を認めた 8例中， watershed lineを超

えるプレート遠位設置(症例 3)は1例のみであっ

たが， watershed llne近傍に設置され，かつプレー

ト遠位部の浮き上がりを認める症例が3例(症例 1，

2， 5)存在した.プレートが遠位かつ浮き上がった

状態で設置されることで手根管狭小化が生じ，手根

管内圧が上昇する可能性，またプレートと屈筋腿の

摩擦による屈筋腫周囲滑膜炎から遅発性に手根管内

圧が上昇する可能性も考えられた.

しかし一方で良好なプレート設置にも関わらず神

経障害を呈した症例も存在する.VLP固定後の正中

神経障害は手根官内圧上昇のみが原因なのであろう

か.Nourbakhshらは VLP固定後に手術創部での正

中神経周囲の著明な癒痕形成による正中神経障害を

呈した症例を報告している 7) また手術アプローチ

による正中神経障害発症頻度を調査した研究からは

Henry approachに対して directvolar approachでは

正中神経障害の発生が多く，その原因として正中神

経の制離，展開を要すること，レトラクターによる

神経障害が指摘されている 8) 著者らの調査でも

Phalen test陰性かつ Tinelsignが手根管ではなく手

術創部付近の正中神経上に存在した症例があるこ

と，抜釘のみを行った 1例ではプレートの設置異常

があったものの，手術創部での正中神経周囲癒痕形

成を認めたことから，手術創部周囲での正中神経障

害の存在も考えるべきであろう.

以上から，正中神経障害を呈するメカニズムとし

てVLP設置異常および屈筋腫周囲滑膜炎による手

根管内圧上昇，または手術時の過剰な正中神経展開

による神経周囲癒痕形成，レトラクターによる正中

神経の圧迫，牽引障害など，複数の原因の存在が示

唆された.正中神経障害の発生を予防するため，骨

折部の良好な整復位獲得，患者の樟骨遠位部の骨形

状に適合する VLPの選択，そして適切なVLP設置，

さらに手術時の愛護的な操作が重要であると考える.

なお本研究からは予防的手根管開放術の是非につい

ては言及しえなかった.現時点ではそれについての

一定のコンセンサスは得られておらず，症例ごとに

その必要性を検討すべきであろう 2)3)5)8)9) 術後正

中神経障害の治療法についても症例が少ないため明

言はできないが，手根管症候群を疑う症状 (Phalen

test陽性，手首皮線~手根管での Tinelsign陽性)

かつプレートの設置異常があれば，手術治療が必要

になる可能性が高いと考えられた.手根菅開放術，

抜釘術単独か両者併用かについては現時点では臨床

症状，画像から総合的に判断せざるを得ないと考え

る.

今後， V日固定後の正中神経障害の理解を深める

ために，電気生理学的検査を行い正確な正中神経障

害診断を行うこと， VLP抜釘時の手根管内圧測定な

どにより手根菅内圧と正中神経障害の関連を調査す

ることが課題である.

[まとめ]

樟骨遠位端骨折に対する VLP固定後の正中神経

障害の頻度は 8.7%であった.正中神経障害の原因

として VLP固定後の手根管内圧上昇および手術部

での正中神経周囲癒痕形成，神経牽引，圧迫障害な
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どが考えられた.愛護的な手術操作，骨折部の良好

な整復位獲得，骨形状に適合する VLPの選択，適

切なVLPの設置が必要であると考えられた.

[文献1
1) Arora R， et a1. Complications following interna1 fixation 
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遠位榛尺関節障害と榛尺骨遠位端骨折に対する

Darrach法の治療成績
ごとう Lんいち かわち Lゅんたろう

後藤真一，河内俊太郎

Darrach法はその合併症のため，治療の第一選択とされることは少ないが，当科では手技の簡便さから高

齢者に対し症例を選んで施行している.その短期~中期成績を調査した.

対象は当科で Darrach法を施行した 24例.遠位榛尺関節障害 11例 (DRUJ群)，横尺骨遠位端骨折 13例

(骨折群)であった.痔痛，握力，可動域，手根骨尺側偏位などについて調査した.

終痛，可動域，握力は概ね良好な結果を得られた.手根骨尺側偏位は多くの症例にみられたが，その程度

は軽度であった.しかし DRUJ群の 1例で，尺骨断端部障害を認め，握力が術前比42.9%と不良な例があっ

た.本例では尺側偏位の程度が大きく，また， radial inclinationも33。と大きかった.一方，別の症例で尺

側偏位が大きいが，握力の健側比92.5%と良好な例もあった.この例では術前より樟骨尺側縁に棚状の骨練

形成があり，関連が考えられた.骨折群に対する Darrach法の成績は良好であった.

Darrach法の成績はおおむね良好であったが， radial inc1inationが大きく，かつ槙骨尺側縁に骨耕形成が

ない場合，その適応は慎重にすべきと考えられた.

[緒言]

Darrach法は，握力低下，尺骨断端部障害，手根

骨尺側偏位などの合併症のため，近年では治療の第

一選択とされることは少なくなっている.当科では

その手技の簡便さなどから，高齢者を中心に遠位境

尺関節障害例や，槙尺骨遠位端骨折例に対して症例

を選んで施行している.今回その短期から中期成績

を調査した.

[対象と方法1
2004年 10月から 2011年 3月までに Darrach法

を施行した 24例で，遠位樟尺関節障害 11例(以下

DRUJ障害群).榛尺骨遠位端骨折 13例(以下骨折

群)であった.DRUJ障害群は 10例に伸筋腫皮下断

裂を合併し，腫移植また腫移行術を同時に施行した.

1例は外傷性 DRUJ亜脱臼例であった.骨折群で，

榛骨遠位端骨折に対しては全例掌側 lockingplateで

内固定を行った. 13例中 11例は横骨遠位端骨折の

内固定と同時に(一期的に)Darrach法を施行した.

各群について，終痛(主に尺側痛).握力(術前

または健側比).可動域(鍵側比).手根骨尺側編位

受理日 2012/12/02 

の有無，肘関節関節症性変化 (OA変化)の有無に

つき調査した.統計処理は. Mann-WhitneyのU検

定またはWilcoxon符号順位和検定を用い，危険率

5%未満を有意差ありとした.手根骨尺側偏位は，

単純X線で carpcトradialdistance ratio (CRDR)を測

定し，術前 (DRUJ群)または健側(骨折群)より

増大している場合に尺側偏位ありとした. CRDR 

は，手関節の回転中心である有頭骨近位 1/3の中心

と樟骨の横側接線との水平距離を第3中手骨長で除

して計測した(図 1). Carpal-heighe ratio (CHR)も

同時に計測し参考とした(図 1). 

手術方法について，尺骨頭は尺骨断端が横骨と干

渉しない範囲で最少切除量としたが，骨折群は骨折

部まで切除した.尺骨茎状突起骨折合併例では茎状

突起は切除しなかった.遠位断端については，関節

包， τ'FCC，方形囲内筋などを骨へ縫合したが，尺

側手根伸筋などでの制動は行わなかった.

[結果]

DRUJ群は，男性 7例，女性4例，年齢は 64歳

から 89歳(平均 74.1歳:!:6.7歳).経過観察期間は

鶴岡市立荘内病院整形外科 干997・8515 山形県鶴岡市泉町4-20
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図 1 CRDR， CHRの音hfllJ方法

CRDR=a/b， CHR=c/b 

1年8か月から 6年 5か月(平均 4年 5か月)，尺

骨頭切除量(単純レントゲン前後像より)は 15mm

から 21mm(平均 18mm)，術後外固定は O日から

22日(平均 18日)であった.骨折群は，男性 1例，

女性 12例，年齢は 67歳から 90歳(平均 79.8歳±

6.4歳).経過観察期間は 1年から7年 8か月(平均

3年4か月)，尺骨頭切除量は llmmから 18mm(平

均 14mm)，術後外固定は O日から 29日(平均7日)

であった(表 1).

尺側部痛は骨折群に 1 例(il~度)認めた.断端部

不安定感を DRU]群の 1例に認めた.手根骨尺側偏

位はDRU]群 10例，骨折群7例に認めた.CRDR (平

均)は DRU]群で術前 0.37:t0.03，経過観察時0.40

:t0.04で.術前と比較して有意差を認めなかった (p

=0.10). 骨折群の CRDRは，健側 0.34:t0.04，経過

観察時 0.36:t0.05で，健側と比較しでも有意差を認

めなかった (P=0.36). CHRはDRU]群で術前 0.52

:t0.05，経過観察時 0.52:t0.05で，術前と比較して

有意差を認めなかった (P=0.75).骨折群のCHRは，

健側 0.52:t0.05，経過観察時 0.52:t0.04で， 健側と

比較しでも有意差を認めなかった (P=0.85).肘関

節の OA変化は DRU]群の 3例に認めたがいずれも

無症状であった.握力(平均)は DRU]群で術前ま

たは健側 18.8kg，経過観察時 18.4kgで術前または

健側と比較して有意差を認めなかった (P=0.74).

骨折群の握力は，健側 16.1kg，経過観察時 11.1kgで

健側と比較して有意差を認めた (P<0.05).可動域

(健側比)は，伸展/屈曲が DRU]群 95.3/88.0%， 

骨折群 94.6/93.4%，囲内/回外がDRU]群 87.2/94.8

%，骨折群が 95.9/97.0%でいずれも良好であった

(表 2). 

症例呈示

症例 1:86歳女性.

現病歴:玄関で階段を踏み外し右手をついて転倒

し受傷した.

表 1 症例の概要

DRUJ詳(11例) 骨折群(131列)

男性11911女性12例性別

年齢

観察期間

尺骨珂切除量

術後外固定

男性7例女性4(911

64~日9歳 (平均74.1 士 6 .7歳
1 年日か 月~6年5か月(平均4年5か月)

15~21 mm(平均18士2mm)

0~22 日〔平均1 日日 )

表 2 結果

DRUJ群(11(91D 

尺側部痛 0(911 

断端部不安定感 1 (911 

CRDR 0.4010.04 

CRDR術前または鍵側 0.3710.03 

CHR 0.52土0.05

CHR術前または健仰l 0.52土0.05
肘関節OA変化 3伊IC無症状)

握力(I(.g) 18.8士7.2

握力(kg)術前または健保11 18.4士7日

可動域(健側比也〕

伸展/1歪曲 95.3/日日%

囲内/国外 日7.2/94.8拡

61一

67~90歳(平均79 .8士 6 .4歳)
1 :年~7年日か月(平均3年4か月)

11 ~1 日 mm (平均1413mm)

0~29 日(平均7 日 )

骨折詳(13(91D

1 (911(軽度)

0(911 

0.36土0.05

0.34:t 0.04 

0.52:t 0.04 
0.5210.05 

0伊l
11.1 14.1 

16.113.7 

94.6/93.4% 

95.9/97% 
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図2 症例 1初診l時，術後単純レ線， Darrach法を施行

図3 症例 1術後2年時所見，単純レ線，良好な結果が得られている

検査所見:単純レ線で榛尺骨遠位端骨折を認めた

(図 2). 

手術所見 :榛骨は掌側 lockingplateで内固定した

が，尺骨は骨粗懸症が高度であったため Darrach

法を選択した(図 2). 

術後経過:術後2年，痔痛なく，尺骨断端部の不

安定性を認めない.可動域は伸展 45
0

，屈曲 75
0

，囲

内75
0

，回外 90。と大きな制限を認めない(図 3). 

握力は 12.4kg(健側 11.5kg)で健側比 108%と良好

である.単純レ線で健側と比較して尺側偏位を認め

ない(図 3). 

症例 2:75歳男性.

現病歴:誘因なく右環指，右小指 MP関節伸展

不全を自覚した(図 4). 

検査所見:単純レ線で DRU]の OA変化を認めた

(図 4). 

手術所見:腿移植術， 1躍移行術に加え， Darrach 

法を施行した.

図4 症例 2初診時所見，単純レ線

術後経過:術後 3 年 10 か月，~痛なく手指の動

きは良好で，可動域は伸展 50
0

，屈曲 45
0

，囲内 70
0

，

国外 90
0

と健側同等である(図 5). しかし，尺骨断

端部に不安定感， clickを自覚し，握力は術前 20.9kg

から経過観察時 8.8kg(術前比 42.9%) と大きく低

η
L
 

C
O
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図5 症例 2術後 3年 10か月1F，'f所見，単純レ線で尺側偏位を認める

下した. CRDRは術前 0.39であったが経過観察時

0.46と尺側偏位を認めた(図 5). 

[考察]

DRU]障害に対する Darrach法は，握力低下や尺

骨断端部障害などの合併症のため，特に若年者で愁

訴が残り，問題となるとされている1)2)3) また，

Darrach法術後に肘関節の関節症性変化の報告もあ

る4) 一方で，高田ら 5)は， 5年以上経過した 12例

を調査し，早期には尺骨断端の不安定性や握力低下

が問題となるが，長期的には改善するとしている.

本研究でも DRU]障害に対する Darrach法は，終痛

なく可動域良好，握力も術前または健側比 106%と

概ね良好な結果であった.単純X線で 10例に尺側

偏位を認めたが， CRDRの平均は術前と比較しでも

有意差はなく，わずかな偏位であったと考えられる.

患側優位の肘関節 OA変化を 3例に認めたが，全例

利き手で健側にも OA変化があり， Darrach法が関

係しているかは不明である.しかし，症例 2で尺骨

断端部の不安定感， click，力の入りにくさを自覚し，

握力も術前比42.9%と不良であった.本例ではCRDR

が術前 0.39から最終0.46と尺側偏位の程度が大き

かった.また，本例では radialinc1ination (Rl)が33。

図6 ~発骨の尺側縁に棚状の骨!停~を認める

と大きい特徴があった.藤井ら 6)は遠位樟尺関節

関節症に起因する伸筋l陛皮下断裂例は，町が高値

であり， Darrach法を行うと術後尺側偏位を生じる

傾向があり， Sauve-Kapandji法を行うべきとしてい

る. しかし，本研究の別の症例 (70歳:男性，術

後5年 1か月経過)で， CRDRが術前 0.39から最

終 0.44と比較的大きな尺側偏位を生じたにもかか

わらず，握力の健側比が92.5%と良好な症例も存在

した.本例では術前より槙骨の尺側縁に棚状の骨~

を認めていた(図 6).この棚が臨床症状への影響
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を軽減している可能性も考えられた. DRUJ障害に 9)戸部正博ほか.高齢者の榛骨遠位端骨折後の変形治癒

対する Darrach法は，高齢者であっても男性で活 に対する Darrach法の治療成績.骨折23:279-282， 2∞1. 
動性が高く，かつ術前に radialinclinaionが大きく，

樟骨の尺側縁に棚状の骨耕の形成がない場合，その

適応は慎重にすべきと考えられた.

一方，横尺骨遠位端骨折に対する Darrach法につ

いて，本研究では痔痛，可動域で良好な臨床成績で

あった.握力は健側比 82.5%と有意な低下を認めた

が，これは，経過観察期闘が異なるものの，尺骨頭

を温存した当科の樟尺骨遠位端骨折例の握力が健側

比68.1%であったことと比較しでも良好であった 7)

また，高齢者の樟尺骨遠位端骨折に対して，一期的

にDarrach法を行い良好な結果の報告白)や，高齢者

槙骨遠位端骨折変形治癒後に施行して良好な結果を

得たという報告もある 9) 高齢者樟尺骨遠位端骨折

への Darrach法の成績は良好といえる.

[まとめ]

高齢者の槙尺骨遠位端骨折に対する Darrach法

の短期から中期成績は良好であった. DRUJ障害に

対する Darrach法は全体には良好な結果であった

が， 70歳代の男性 1例で握力の大幅な低下と尺骨

断端部障害を認めた.高齢者であっても男性で活動

性が高く，かつ術前に radialinclinaionが大きく，榛

骨の尺側縁に棚状の骨聴の形成がない場合， Dar-

rachの適応は慎重にすべきと考えられた.
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6) 藤井一晃ほか.遠位榛尺関節症に起因する伸筋健断裂

の治療経験.日手会誌 13:182-185， 1996. 

7)後藤真ーほか.高齢者の榛骨遠位端骨折に合併した尺

骨遠位端骨折に対する一期的尺骨頭切除.日手会誌
27:47・51，2010.

8) 米田英正ほか.榛骨遠位端骨折に合併する尺骨遠位端

骨折の治療法一尺骨頭切除と尺骨骨接合一.日手会誌
25: 83-87， 2008. 
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臆滑動部位での榛骨掌側縁の高さ
Lみずひろたか に Lだけいいちろう てらだちゅうじ

清水弘毅ぺ西田圭一郎**寺田忠司帥*

[はじめに]梼骨遠位端掌側の骨形状は，掌側ロッキングプレートの設置位置に影響を与える.屈筋腫損

傷という合併症を防ぐためには，プレートがWatershedlineを越えないことが重要であるとされているが，

この評価はX線写真では困難である. [目的]臆滑動部位での梼骨遠位掌側縁の高さを計測し， Watershed 

lineを掌側に越えないプレート設置位置を推定. [対象と方法1解剖実習用毘体の 20手関節を cr撮影し多

断面再構成像から，榛骨月状骨嵩掌側骨性隆起の頂点(以下L点)から 30mm近位の樟骨掌側面から， a) L 

点までの高さ， b) L点の樟側 10mmの横骨掌側縁の高さを測定.c) L点近位において， L点の樟側 10mm

の榛骨掌側縁の高さになるまでの距離を測定. [結果】 a)平均 9.8mm(標準偏差SD1.4).b)平均 7.1mm

(SD1.4). c)平均 4.5mm(SD1.3)であった. [考察1Watershed lineを掌側に越えないで，適切な位置にプ

レートを設置するのが困難な形状の梼骨があり，設置位置には注意を要する.

[緒言]

榛骨遠位端骨折の手術的治療として，その良好な

短期成績のため掌側ロッキングプレートの使用が一

般的になりつつある.しかし，その使用件数の増加

とともに，合併症の報告も散見される.特に長母指

屈筋臆損傷をはじめとする屈筋腫損傷は，頻度は少

ないが，掌側ロッキングプレートの重篤な合併症の

一つである1)2)3)倒的7) Orbayらは，屈筋腫損傷を防

ぐために，プレート設置の目安として方形囲内筋が

存在する Pronaωrfossaの最遠位の骨性隆起をWa-

tershed Lineとして提唱した.それを越えないこと

が屈筋腫損傷を防ぐのに重要であるとしている.ま

た， Watershed lineを越えない近位設置型のプレー

トのデザインも考案している 8) プレート設置につ

いては，合併症としての屈筋腫損傷を回避するため

には近位設置が良いとされているが，どれくらい近

位設置をすればWatershedlineを越えないのかとい

う定量的な評価が必要なのではないかと考える.著

者らは，第 53回本学会で樟骨月状骨寓掌側骨性隆

起(以下，月状骨嵩隆起)の頂点(以下， L点)よ

り横側に示指深指屈筋腫，長母指屈筋臆が並列に走

行しており，その幅は平均で 10.5mmであると報告

した 9) Watershed lineを越えない目的が，屈筋腫

損傷の回避であるならば，この腫滑動部位でプレー

トがWatershedlineをこえないことが重要であると

考える.本研究の目的は，腫滑動部位での横骨遺位

掌側縁の高さを計測しWatershedlineを掌側に越え

ないプレート設置位置を推定することである.

[対象と方法1
10%ホルマリン固定後70%アルコールにて防腐処

置された解剖実習用屍体より採取した 20手関節を

cr撮影(AquilionTM 64，東芝製)し， ZIOSTATION 

(ザイオソフト社)にて，多断面再構成像 (MPR)か

ら，次の 3項目 a)b) c)について測定した.

測定項目 a)樟骨矢状断でL点から 30mm近位の

榛骨掌側面を通り長軸に平行な線から L点までの

垂線の高さを測定した(図1).

測定項目 b)榛骨矢状断でL点の樟側lOmmの

横骨掌側縁から 30mm近位の樟骨掌側面を通り長

軸に平行な線から L点の樟側 10mmの横骨掌側縁

までの垂線の高さを測定した(図1).

測定項目 c)L点における樟骨矢状断でL点を通

る長軸に平行な線からの垂線と， L点の樟側 10mm

の樟骨掌側縁を通る長軸に平行な線と樟骨掌側の交

点を通る垂線との距離を測定した(図 2). 

受理日 2012/12/02 
・岡山労災病院 干702-8055 岡山県岡山市南区築港緑町 1丁目 10番25号
"岡山大学大学院医歯薬学総合研究科人体構成学
$事事福山市民病院
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図1 測定項目 a) L点から 30mm近位の検骨準側面

から， L点までの高さを測定した.

b) L点から 30mm近位の検t:r:t;t側面
から， L点の検側 10mmの検骨掌

側縁の高さを測定した

図2 測定項目 c) L点近位において， L点の検側 10mm
の機骨掌側縁の高さになるまでの距

離を測定した.

表 1 結果 (単位 mm，小数点第二位を四捨五入)

測定項目:t) 測定項目 h) 高低差 iR11定項目叶

襟本l S.2 

標本2 IO..l 

標本3 7..l 

標本4 12.2 

標本予 12..l 

標本白 10 

標本7 II.S 

標本目 7 

標本リ S.6 

標本III 11 

標本 11 り.6

標本12 S.6 

標本n IO.S 

標本l.t 10.6 

標本lラ Hl.6 

襟本 16 リ2

標本 17 リ.2

標本 IS リ.6

標本 lリ り.6

標本20 III 

平均 リ.S

標準偏差 I..t 

[結果]

測定項目 a)L点の高さは平均 9.8mm標準偏差

1.4であった(表 1，図 3).

測定項目 b)L点の槙側 10mmの掌側縁の高さは，

平均 7.1mm標準偏差1.4であった.そしてその高

5.2 

6.S 

.t.H 

7 

S.6 

7..l 

9..l 

.t..l 

予Z

7..t 

5.S 

H 

7.S 

X.2 

7.6 

7.2 

6.S 

リ

7.1 

I..t 

7.1 

.1.6 6.5 

2.6 。
予.1 5.H 

:u 5.S 

2.6 5.1 

2..l 4り

2.6 」り

月..l .t.予

2 .t.5 

2.2 .t.5 

2.X .t.1 

2.X .1.リ

2.X J.5 

2..l J..l 

1.6 J.2 

J.2 .1.2 

2..l .1.1 

2.S 3 

u 

2.S .t.予

I.J 

低差は平均で 2.8mmであった(表 1，図 3)

測定項目 c)L点近位において， L点から L点の

槙側lOmmの槙骨掌側縁の高さになるまでの距離

は，平均 4.5mm標準偏差1.3であった(表 1，図 4). 
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図4 測定項目 c)の結果
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図5 測定項目 c)の距離が最も短い (2.4mm)

検骨の L点での矢状断 MPR像

[ 考察1
Orbayらは，屈筋l陸損傷の回避のために， Water-

shed lineという概念を提唱し，プレートがそれを掌

側や遠位に越えないことが重要であるとしている 8)

また，それに伴いプレート設置についても注意が払

われるようになり，近位設置という言葉が使われる

ようになってきたが，どれだけ近位設置をすれば腔

滑動部位でWatershedlineを掌側に越えないかとい

うことが重要なはずである.検骨遠位端掌側におい

て，月状骨簡隆起の横側約 10mmに示指深指屈筋

腫，長母指屈筋!躍が滑動している 9)10) 月状骨簡隆

起が遠位端で掌側に急峻に隆起しているためプレー

トが遠位設置されると，月状骨笛隆起の横側でプレ

ートが張り出し，これが屈筋躍を刺激する可能性が

ある 10) プレートの近位設置の目的が，屈筋腿損傷

の回避であるならば，このl挫滑動部位で掌側にプレ

ートが張り出さないことが重要であると考える 月

状骨嵩隆起の槙側面はその近位部 15mm-30mmの

榛骨掌側の平坦部に対して 遠位に行くほど傾きの

大きくなる傾斜を有しており 10) そのために， L点

の検側lOmmの横骨掌側縁の高さは， L点の位置で

は，測定項目 c)の距離だけ近位になる.プレート

の遠位端と近位端がプレート長軸方向に対する横断

面で平行であり，かつプレートの遠位端が椀骨長軸

に対して垂直である場合は，この測定項目 c)の距

離より遠位にプレートが設置されると腔滑動部位で，

Watershed lineを掌側に越えることになる.つまり，

測定項目 c)の距離が短いほどプレートの遠位設置

が可能となる.ただし，プレートの厚さ，横断面で

の傾きなどは考慮されていないのでこの数値がすぐ

図6 i![lJ定項目 c)の距離が最も長い (7.1mm)

機骨の L点での矢状断 MPR像

に実際のプレートの近位設置の距離に反映されるわ

けではないが，プレート設置位置の一つの目安とな

ると考える.本研究では測定項目 c)は2.4mmから

7.1mmと槙骨により差がある(図 4).これは，月状

骨筒隆起の形状の違いによるものと考える(図 5，

6) .測定項目 c)が長い形状の横骨では， Watershed 

lineを掌側に越えないで，適切な位置にプレートを

設置するのが困難であり，そのような槙骨において

掌側ロ ッキングプレートを使用した場合は，掌側に

プレートが張り出しやすいと推定される.今後は，

このような形状の横骨を単純X線写真等の簡便な

検査で推測する方法の研究が望まれる.

[まとめ]

月状骨簡隆起の頂点の高さと，その横側 10mm

の掌側縁の高さは，それぞれ，槙骨近位 30mmの横

骨掌側面から平均 9.8mm標準偏差1.4と平均 7.1mm

標準偏差1.4であった.月状骨簡隆起の頂点の近位

において，その頂点の横側 10mmの樟骨掌側縁の高

さになるまでの距離は，その頂点より近位平均4.5mm

標準偏差1.3であった.Watershed lineを掌側に越

えないで，適切な位置にプレートを設置するのが困

難な形状の槙骨がある.

{文献1
1) Arora R， et al. Complications following internaI fixation 

of unstable d.istaI radius fractur巴witha palmar Iocking-

plate. J Orthop Trauma 21 (5): 31&-322， 2007 

2) Casaletto JA， et aI. Flexor poIIicis Iongus tendon rup-
tures after palmar plat巴色cationof frac旬 resof the distaI 

-68-



腿滑動部位での検骨掌側縁の高さ

radius. J Hand Surg Eu 34(4): 471-474， 2009. 

3) Cross AW， et a1. Flexor tendon injuries foIlowing locked 
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33(2): 164-167，2008. 

4) Drobetz H， et al. Osteosynthesis of distal radial frac-

tures with a volar locking screw plate system. Int Or-
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5) 阻ugRA， et al. Rupture of the flexor pollicis longus ten-
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8) Orbay JL， et al. Current concepts in volar fixed-angle 
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-69一

527 



日手会誌(JJpn Soc Surg Hand) ，第29巻 第5号 528-531，2013 

手術
マ'$j詩人a事券喰V

近位手根列切除術の治療成績
ベっしょゅうき なかむらとしやす おかぎきまさと さとうかずき とやまよしあき いけがみひろやす

別所祐貴，中村俊康，岡崎真人，佐藤和毅，戸山芳昭，池上博泰

著者らが行った近位手根列切除術 (proximalrow carpectomy:以下 PRC)の症例について検討した.対象

は6例8手で，終痛，手関節掌背屈可動域，握力， Modified Mayo Wrist Score，単純X線所見の評価を行っ

た.痔痛は全例で軽快し，手関節掌背屈の可動域は，術前平均 68.1度，術後平均 111.6度，握力は術前平均

11.5kg，術後平均 10.8kgであった単純X線所見では， 5手で榛骨有頭骨閣の関節症性変化を認めたが，症

状の進行は認めなかった.PRCはその手法から侵襲が大きく感じられるが，手技が比較的容易であり，安

定した成績が得られ，部分手関節固定術などに比べ合併症も少ない.適応となる症例に対して，積極的に行

ってよい手段と考える.また，樟骨や有頭骨の軟骨欠損が存在する症例に対しでも，近位手根列からの脅軟

骨移植の併用で採取部位への侵襲なく実施可能であり， PRCの適応を拡大する有用な手段であると考える.

[緒言}

近位手根列切除術 (proximalrow carpectomy:以

下PRC)は変形性手関節症などによく行われる sal-

vage手術であるが，本邦におけるまとまった報告

は少ない.今回，著者らが行った PRCの症例につ

いて検討したので報告する.

[対象と方法]

症例は6例8手で，その内訳は男性2例，女性4例，

右3例，左 1例，両側2例であった.手術時年齢は

32-69歳(平均 43.4歳)，術後経過観察期間は 12

-70か月(平均 38か月)であった.原因疾患は，

Kienbock病(Lich回 anStage4) 5手，陳旧性月状

骨周囲脱臼 2手， Volkmann拘縮 1手であった.検

討項目として，痔痛，手関節掌背屈可動域，握力，

modified Mayo Wrist Score，単純X線所見(横骨有

頭骨聞の関節症性変化)の評価を行った.

{結果]

(表 1)痔痛は全例で軽快した.全く痔痛のない

ものが3手，重労働時のみの痛みが3手であった.

手関節掌背回の可動域は，術前平均 68.1度であり，

術後平均 111.6度であった.握力は術前平均 11.5kg

であり，術後平均1O.8kgであった(片側例におけ

る健側比:81.0%).片側例4例における Modified

Mayo Wrist Score は Good1例， Fair 2例， Poor 1 

例であった.単純X線所見では， 5手で榛骨有頭骨

聞の関節症性変化を認めたが，症状の進行は全例認

めなかった.

表 1 症例一覧

症例 年品百歳)性別 原因疾患
術後経過

F事痛観察期間{月)
掌背屈(')術握力(Kg)術 X線篠骨有頭骨間狭 ModlfiedMa四

前/術後 前/術後 小化/硬化 WristS回国

1c右〉 35 男性 陳旧性月状骨周囲脱臼 60 なし 51/96 。10 一1+
1(左) 陳旧性月状骨周囲脱臼 60 なし 26/102 010 +1+ 
2(右) 67 女性 KiIョnbock病 43 重労働であり 40/93 21/21 ー/ー
2(左) K巴n出ck病 17 重労働であり 70/116 24/1日 ー/ー

3 69 女性 Kien岡山病 70 ADL'で時にあり 日日1140 13/15 +1+ Fair 
32 女性 K倍n岡山病 12 重労働であり
44 男性 Volkmann拘縮 23 ADしであり

12日1136 14/17 +1+ Fair 
10/40 。/0 ー1+ Poor 

6 67 女性 K担n出ck病 22 なし 140/170 20/15 ー/ー Good 

受理臼 2012/11/29 
慶慮義塾大学病院整形外科 干16Q.8582 東京都新宿区信濃町35
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a b 

C d 

図 1 症例 267歳女性

a術前左手
C 術後早期左手
e術後 1年 5か月左手

[症例呈示]

症例 2:67歳，女性. (図 1)

10年来の両手関節痛で当院を紹介受診した.手

関節掌背屈可動域は右が40度，左が70度，握力は

右が 21kg，左が24kgであった.単純X線所見で両

手関節ともに月状骨の圧潰と舟状骨周囲の関節症性

変化を認めた.右手関節は月状骨の圧壊が著しく，

槙骨月状骨簡，有頭骨近位の関節軟骨は保たれてい

たため， PRCの適応とした.経過が良好であったた

め，右手関節術後2年で左手関節にも PRCを行っ

た.右術後 3年半，左術後 1年半の時点で痔痛は重

労働時のみであり，掌背屈可動域は右が 92度，左

が 116度，握力は右が 21kg，左が 18Kgであった.

単純X線所見で樟骨有頭骨聞の関節症性変化は認

めていない.

症例 4:32歳，女性. (図 2)

右Kienback病に対して，他院で有頭骨短縮術が

行われたが，終痛の改善なく当院を受診した.術前

の手関節掌背屈可動域は 138度で握力は 14Kgであ

った.単純X線所見では月状骨の圧潰を認め，有頭

骨にはスクリューが挿入されていた.術中所見では

有頭骨近位関節面からスクリューが突出しており，

周囲の軟骨は欠損していた また，槙骨舟状骨寓の

軟骨変性も認めた.摘出した舟状骨からの骨軟骨移

529 

e 

b術前右手
d術後早期右手
f術後 3年 7か月右手

植を併用し PRCを行った.術後 1年の時点、で痔痛

は労作時にわずかに認め，掌背屈可動域は 133度，

握力は 17.2Kg，Modified Mayo Wrist Score はFair

であった.単純X線所見ではスクリユ一周囲に透亮

像を認めるものの，骨軟骨片の癒合は得られている.

また，棋骨有頭骨聞の関節症性変化を認めている.

[考察]

本邦における PRCの報告が少ないのに対し 1) 海

外では比較的多くみられる.適応となる疾患の症例

数の差，近位手根列を切除することに対する抵抗感

の差がその主たる理由と考える.海外の報告例を検

討すると，終痛は良好に改善し，掌背屈可動域は 70

-1000

，握力は健側の 60-70%程度との報告が多

い(表 2)2)3)4)5)6)7). 握力に関しては，術後経過期間

が長い報告ほど改善している.握力低下は手根骨高

の低下による腔の緩みが原因と考えられるが，時間

とともにこれに適応し，握力は改善していく.手関

節掌背可動域は， Kienbりck病例では良好で， SLAC 
wristでは不良で、ある.

今回の著者らの検討では， 過去の PRC報告例に

比べより良好な掌背屈可動域が得られた.このこと

は著者らの症例の 8手中 5手がKienback病である

ことに起因すると思われる.月状骨周囲脱臼，舟状

唱
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a 

b C 

i 

e 
図2 症例 4 32歳女性

a 術前 Xp

-・'‘・・・

b 術中所見有頭骨軟骨欠損部(矢印)

d 

c 術中所見 ;II}状骨からの骨軟骨片を移植(矢印)

d 術後早期 Xp

e 術後 1年Xp 検骨有頭骨11.¥1の硬化・狭小化を認める

f 術後 1年手|長l節掌背!沼

表 2 PRC報告例

文献 主主背屈 握力(健但!J比) 対象 経過観察期間

Andreas KD et al 
75

0 

50百
30例

27か月
2008 SLAC，SNAC 

Thomas K et al 
70

0 

51弘
45例

32か月2008 SLAC，SNAC 

J. Richou et al 76。 78協
24例

116カ、月
2009 SLAC，SNAC 

Alexander SC et al. 105。 87首
18例

10年2008 kienbock 

DiDonna ML et al 
72

0 

91弘
22例

14年2004 SLAC，SNAC 

Boyd CL et al。
88

0 

92部
13例

15年2008 l引enbock

著者ら 111.6
0 

81弘
8例

38か月
Kienbock etc 

-72-



近位手根列切除術の治療成績

骨ー月状骨間靭帯損傷などの高エネルギー外傷と比

較し， Kienbock病では榛骨月状骨間関節面や月状

有頭骨聞の関節軟骨が比較的温存され，さらに手関

節軟部組織の状態がより良好で、あることが， Kien-

bock病例で、の良好な可動域獲得の要因と考えられ

る.

一方，術後の関節軟骨の状態は臨床成績とは帯離

しており， PRC術後の単純X線所見で，榛骨有頭

骨聞の関節症性変化は 8手中 5手に認め，特に 5年

以上経過した 3手では全例で関節症性変化を認めた

が，経過中に痔痛の増強や可動域・握力の低下など

は認めず，臨床成績との相聞は認めなった.平均術

後観察期間 14年の DiDonnaらの報告では，有頭骨

聞の関節症性変化が82% (14/17例)に認められて

いるが，著者らと同様に臨床成績との相関はなかっ

たとしている 4)

症例4は，有頭骨の近位関節面に軟骨欠損を認め，

本来であればPRCの適応ではない.また，月状骨

の圧潰，樟骨舟状骨寓の軟骨変性が存在し，部分関

節固定なども適応にならない.残る手段は全手関節

固定となるが，若年女性であり，避けたい手段であ

る.そこで，舟状骨の骨軟骨片を有頭骨に移植して

PRCを行った.同様の手技が 2007年Tangらによ

り報告されているがへ摘出する近位手根列から骨

軟骨を採取するため，新たな採取部位への侵襲はな

く，効率の良い手技である.本症例では，横骨有頭

骨聞の関節症性変化を認め注意深い経過観察を要す

るが，現在のところ良好な臨床成績が得られている.

Volkmann拘縮の症例 5は握力が得られず，手関

節可動域も軽度の改善に留まった.この症例は臆移

行，剥離などを行なうも手関節の有効な動きが得ら

れず，更なる可動域の獲得を目的に PRCを行った

例である.術後早期にはより良好な可動域が得られ

ていたが，精神状態に問題があり長期間来院せず，

その聞に可動域も悪化し，現在に至っている.両側

陳旧性月状骨脱臼の症例 1も握力は得られなかった

が，腫剥離なども同時に行い手指の動きは術前より

改善し，手関節の痔痛，可動域も改善している.受

傷後 1年以上経過した例であり，術中に十分に剥離

を行うも月状骨の整復が困難であったため PRCを

行っている.

PRCはその手法から侵襲が大きく感じられるが，

手技が比較的容易であり，安定した成績が得られ，

合併症も，癒合不全，固定金属による障害などを有

531 

する部分手関節固定術などに比べ少ない.今回の著

者らの検討でも良好な成績が得られている.回en-

bりck病の進行例(横骨舟状骨聞の関節症性変化を

認めるもの)，陳旧性月状骨周囲脱臼， SlAC wrist 

などの適応となる症例に対して，積極的に行ってよ

い手段と考える.また，槙骨や有頭骨の軟骨欠損が

存在し，従来であればPRCの適応となりにくい症

例に対しでも，近位手根列からの骨軟骨移植の併用

で採取部位の侵襲なく実施可能である.この手法は

PRCの適応を拡大する，有用な手段であると考え

る.

[まとめ1
1. PRCを行った 8症例の臨床成績・画像所見を

検討した.

2.良好な除痛・可動域・握力が得られ，単純レ

ントゲン所見で変形性変化が出現した症例でも，症

状の悪化は認めなった.

3.摘出する近位手根列からの骨軟骨移植の併用

は， PRCの適応を拡大する有効な手段となり得る.

[文献1
1)市川誠， et al.近位手根列切除術の長期成績の検討.

日本手外科学会誌 15巻 5号:677-681， 1999. 

2) Croog AS， et al. Proximal Row Carpectomy for Ad-

vanced Kienbock's Disease:Average 1かYearFollow-Up. 

J Hand Surg 33A: 1122・1130，2008.
3) Dacho AK， et al. Comparison of proximal row carpectφ 

my and midcarpal arthrodesis for the treatment of 

scaphoid nonunion advanced collapse (SNAC-wrist) 

and scapholunate advanced collapse (SLAC-wrist) in 

stage 11. J Plast Reconstr Aesthet Surg 61: 1210-1218， 

2008. 

4) DiDonna ML， et al. Proximal row carpectomy: study 

wi仕1a minimum of ten years of follow-up. J Bone Joint 

Surg8らん 2359-2365，2004. 

5) Kremer T， et al. Functional results after proximal row 

carpectomy to salvage a wrist. Scand J Plast Reconstr 

Surg Hand Surg 42: 308-312， 2008. 
6) Lumsden BC， et al. Treatment of Advanced-Stage Kien-

bock's Disease With Proximal Row Carpectomy:An Av-
erage 15-Year Follow-Up. J Hand Surg 33A: 493・502，
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7) Richou J， et al. Proximal row carpectomy: Long-term re-
sults. Chir Main 29: 10-15，2010. 

8) TangPほか.Osteochondral resurfacing (OCRPRC) for 

capitate chondrosis in proximal row carpectomy. J Hand 
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Kienbock病に対する榛骨短縮術と有頭骨短縮術の

治療成績、.-_It 
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いのうえごろう

井上五郎隼事
きえきま苔おみ

佐伯将臣*
あきのけんいち

浅野研一***

Kienbock病に対して， uIna zero -minus varianceの症例に対しては横骨短縮術を， plusv;副 anceの症例に

対しては有頭骨短縮術を施行してきたので治療成績について報告する.1999年以降，樟骨短縮術 (R群 :6例)

もしくは有頭骨短縮術 (C群 :4例)を施行した 10例を対象とした.男性9例，女性 1例.手術時平均年

齢は 23歳 (14-40歳)で，術前の stageは2:1例， 3A: 4例， 3B: 5例であった.観察期間は平均 36か

月 (12-100か月)で， Nakamuraのscoresystemで評価した.術後成績はR群が優1例，良4例，可1例，

C群が良2例，可2例であった.嬉痛は 9例で消失し， 1例 (C群)で軽い痛みが残存した.Stahl's index 

はR群では全例が不変もしくは低下したのに対し， C群の 1例 (18歳， plus v副 ance例)では術前よりも

増加し骨硬化像や分節化の改善などの月状骨の remodelingが認められた.plus variance症例に対して有頭

骨短縮術は有効な方法と考えられた.

[緒言l
Kienbock病の治療は病期(I1ch岡田分類)に応

じて行われおり， Stage 2， 3に対しては様々な月状

骨の除圧術や血行再建術などが行われている.当科

では uInavarianceによって 2種類の月状骨の除圧術

を行ってきた.つまり， uIna minus variance症例に

は樟骨短縮術を， uIna zeroもしくは plusvariance 

症例には有頭骨短縮術1)を行ってきたのでその治療

成績について検討した.

[対象と方法1
1999年以降，当科で手術治療を行ったKienbock

病で，樟骨短縮術を行った 6例(以下R群)と有

頭骨短縮術を行った4例(以下C群)を対象とした.

性別は R群が男性 5例，女性 1例 C群が4例と

も男性.手術時平均年齢はR群が21歳 (14-40歳)， 

C群が26議 (18-40歳).日ch凶 m分類は， R群

が3A:2例， 3B: 4例， C群が2:1例， 3A: 2例，

3B: 1例.経過観察期間は R群が平均 28か月(12

-72か月)， C群が平均 49か月 (12-100か月)で

あった(表1).

術式と後療法は，樟脅短縮術は掌側から樟骨遠位

受理日 2012/11/30 

を展開し，遠位槙尺関節より近位で脅軸に垂直に

2・3mm切除短縮して plate固定した.術後2-4週

間ギプス固定した.有頭骨短縮術は，背側から有頭

骨を展開し，中央で長軸に垂直に 2-3mm切除短

縮して miniHerbert screwもしくは D刀screwで固

定した.術後4週間ギプス固定した.

検討項目は，手関節痛，握力(健側比)，手関節可

動域， carpa1 height ratio (以下 CHR)， Stahl's index 

(以下SI)等のX線所見で， Nakamuraの成績判定

基準 2)で評価した.

[結果】

全 10例の結果は，術前全例にあった手関節痛は9

例で消失し， 1例で軽度の痛みが残存した.握力は

術前 62%が術後89%と有意に改善した.手関節屈

曲は術前45。から術後 560，伸展が術前490から術後

540 と屈伸ともに改善傾向であった.CHRは術前

0.49から術後0.48，SIは術前 0.33から術後0.34と

ほとんど変化が認められなかった.成績は優4例，

良4例，可2例であった(表1).

R群のみの結果は，手関節痛は全例で消失し，握

力は術前 70%が術後98%に有意に改善した.手関

*豊橋市民病院 〒441-8570 愛知県豊橋市青竹町字八開西50番地
柿医療法人整友会豊橋整形外科江崎病院

"‘浜松医療センター

-74一
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表 1 全 10症例

症例 年齢 性別
vanan 

術式
短縮霊 固定 観察期 %握力 掌屈C

O

) 背屈C
O

) CHR SI 
成綴判定stage 

ce(mm) (mm) 材料 悶(m)
paln 

術前後 術前後 術前後 術前後 術前後

14 男 illb 1契骨短縮 2 T-plate 12 消失 68 98 30 ， 45 30 50 0.46 0.48 

2 15 男 illb -2 機骨短縮 3 T -plate 15 消失 84 88 60 ; 55 40 40 0.43 045 029 1032 

3 20 勇 illa -3 1発骨短縮 3 T -plate 12 消失 74 45 ， 45 45 70 0.50 0.50 0.30 1026 24 I i憂

勇 illb 模骨短縮 消失4 40 2 T -plate 72 90 117 45 ， 55 50 50 0.49 0.49 029 1027 22 I良

5 16 男 illb 模骨短縮 2 T-plate 34 消失 72 93 45 ， 60 45 55 0.48 047 026 1028 28 イ憂

6 19 女 illa 1実骨短縮 2 APTUS 20 消失 34 96 25 ; 60 65 65 043 044 0.37 10.37 26 1優

7 40 男 illa 。有頭骨短縮 2 Herbert 24 消失 40，50 55 150 0.56 0.56 045 043 16 可

8 26 男 E 。有頭骨短縮 2 Herbe門 12 経減 89 I 88 70 ， 60 60 1 60 052 047 13 可

9 18 男 illa 有頭骨短縮 2 DTJ 100 消失 66 1102 70 ' 70 60 160 0.53 0.52 。叩3 21 良

10 20 男 illb 。有頭骨短絡 3 Herbe門 62 消失 23 1 67 15 I 55 40 1 40 045 0.45 030 10.32 20 良

平均値 23 36 62 189 45 156 49 54 049 0.48 

図 1 19歳，女性(税骨短縮術例)

A:術前 B:術直後 C:術後 l年 8か月l時

節の屈曲は 42。から 530

，伸展は 46。から 55。と屈伸

ともに改善傾向であった. CHRは術前後ともに

0.47， SIも術前後ともに 0.30と不変であった.成

績は優4例，良2例であった.

C:t詳のみの結果は，手関節痛は 3例で消失し， 1 

例が軽減した.握力は術前 50%が術後 78%と改善

傾向であった.手関節屈曲は 49。から 59。と改善傾

向であったが，伸展は 54。から 53。と不変であった.

CHRは術前 0.52から術後 0.50と低下傾向であった

が， SIは術前 0.37から術後 0.40と増加傾向であっ

た.成績は良 2O1J，可 2例であった.有頭骨の壊死

や中枢移動は認めなかった.

症例提示

症例1. 19歳，女性.横骨短縮術例.

3か月前から右手関節痛が出現したため当科受

診.単純X線で異常なしと診断され経過観察とな

るも痛みが継続するため半年後に再診しKienbock

病stage3Aと診断した.ulna minus variance (ー1mm)

にて椀骨短縮術を施行した.最終観察時(術後 1年

8か月)には痛みは消失し，握力(健側比)は術前

34%から術後 96%に改善し，手関節可動域(屈伸

F/EO

) は術前 25/65
0

から術後 60/65。と屈曲lが35。

改善した.CHR (術前 0.43から術後 0.44)とSI(術

前後ともに 0.37)はほぼ不変であり，成績は優であ

った(図 1). 

症例 2. 18歳，男性.有頭骨短縮術例.

1年前に筋 トレを開始してから右手関節痛が出現

し，就職後に痛みが増悪したため近医を受診し

Kienbock病と診断され当科紹介受診.単純X線か

らstage3Aと診断し， ulna plus variance (+ 1mm)に

て有頭骨短縮術を施行した.最終観察時(術後 8年

4か月)には痛みは消失し，握力(健側比)は術前

66%から術後 102%に改善した.手関節可動域は術

前後で不変 (F/E= 70/600 

)で， CHRは術前 0.53か

ら術後 0.51と低下し， SIは術前 0.30から術後 0.43

と著明に改善し，月状骨の圧潰および分節化の改善

に
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図2 18歳，男性(有頭骨短縮術例)
A:術前 B:術直後 C:術後8年 4か月時

が認められた.成績は良であった(図 2)

[考察i
Kienbock病に対する槙骨短縮術は， u1na minus 

variance症例については一定の成績が得られている

が， u1na zeroもしくは plusvariance症例について

は槙骨短縮により u1nocarpalabutment syndromeを

きたす報告が散見されており，必ずしも良好な成績

が得られるとは言い難い. Zeroもしくは plusvari-

ance症例に対する月状骨の除圧術としては，槙骨

棋状骨切り術 2) 有頭骨短縮術，およびそれらと血

管柄付き骨移植との併用 3)等が用いられてきたが，

模状骨切り術は openwedgeとcIosedwedgeとどち

らが betterか未だ一定しておらず，血管柄付き骨

移植は手技が煩雑であり月状骨に直接的な侵襲を加

える riskを抱える. Horuら4)や Violaら5)は，有

頭骨短縮により radio-lunatepressureが25-40%減

少すると報告しており，有頭骨短縮術は十分な月状

骨除圧効果が期待できる.また手技も比較的容易で

月状骨への血流を阻害しないことから，筆者らは

zeroもしくは plusvariance症例に対しては有頭骨

短縮術を行ってきた.有頭骨短縮術の治療成績につ

いての報告 6)はあるが，槙骨短縮術と治療成績を

比較した報告はほとんどないため，今回筆者らは両

術閉式での治療成績を比較検討した.

R群と C群の成績を比較すると，手関節痛につい

ては両群ともに消失または軽減が得られており，十

分な除痛効果が得られていた.握力については R群

は有意に改善し， C群も有意差はないが同等の改善

率が得られた.手関節屈曲については 2群とも同程

度の改善が得られたが，伸展については R群は改善

傾向であったが， C群は改善を認めなかった.この

理由は，術前の伸展制限が C群の方がより少なく，

術後に改善する余地があまりなかったためと考えら

れた.x線学的には， CHRとSIはR群で不変で、あり，

少なくとも月状骨圧潰の進行を予防する効果がある

ことが再確認された.一方， C群では有頭骨短縮に

より CHRが低下するのは当然のことであるが， SI 

は改善傾向であった.これは plusVaJ泊nce(+lmm) 

であった 1例で SIが著明に改善したことが大きく

影響していた.月状骨の除圧効果が十分あり，血流

増加と修復による月状骨の remodelingが生じたた

めと考えられた. しかし，他の 3例 (zerovariance) 

では著明な SIの改善は認めなかった. SIが著明に

改善した 1OlJは18歳と比較的若く，経過観察期聞

が8年4か月と長いことが一因ではないかと考えら

れた.

Nakamuraの成績判定では R群が C群より良好

な傾向であったが，これは C群では術前の手関節可

動域制限が少なかったため術後の増加可動域が少な

かったこと，および握力が術前からより低く，その

回復がR群ほど十分でなかったことが主因と考え

られた全例で手関節痛の改善が得られ，術後の平

均手関節可動域は R群と C群であまり差がないこと

から， C群も R群とほぼ同等の治療成績が得られる

ものと考えられた.

[まとめ1
1. 1999年以降手術治療した阻enbock病 10例(槙

骨短縮術 6例，有頭骨短縮術 4例)の治療成績を検

討した.

2.榛骨短縮術群と有頭骨短縮術群はほぼ同等の

治療効果が得られた.

3. 月状骨の除圧術としては槙骨短縮術が第一選

択であるが， plus variance症例に対しては有頭骨短

縮術も有効な選択肢のーっと考える.
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機骨短縮術と有頭骨短縮術の治療成績

[文献1
1) Alrnquist EE. Kienbock's disease. Hand Clinics 3: 141・

148，1987. 

2) Nakamura R， et al. Radial wedge osteotomy for Kien-

bock's disease. JBJ5 73-A:. 1391・1396，1991.
3) 柿木良介ほか. Kienbock病に対する新しいアプロー

チ:榛骨，有頭骨短縮を組み合わせた血管柄付き榛骨

移植術.日手会誌 16:661・664，2000.

4) Horii E， et al. Effect on force transmission across the 

carpus in procedures used to treat Kienbock's dis回 se.

JH51らん 393-400，1990. 
5) Viola RW， et al. Biomechanical analysis of capitate 

shortening wi白 capitatehamate fusion in出etrea凶 ent

Kienbock's disease. JH5 23戸.A:.395-401， 1998. 

6) 岡本雅雄ほか.キーンベック病に対する有頭骨短縮術
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豆状骨および豆状三角骨関節の障害に起因する

手関節尺側部痛の臨床像
いしいせんいち いLづきまさふみ しらさかりつろう

石井宣一，石突正文，白坂律郎

はじめに:手関節尺側部痛は豆状三角骨関節(以下 PT関節)または豆状骨そのものの障害に起因する事

があるが，まとまった臨床例の報告は少ない.当科で経験した 27例について外傷・変性・炎症に分けて報

告する.

症例と臨床像:

1)外傷:豆状骨骨折 5例と PT関節脱臼・亜脱臼 6例を経験した.手関節の単純X線正面側面像では異

常を見落とされる事がある.回外斜位や手根骨撮影が有用である.治療としては豆状骨摘出が簡便で有効な

方法で合併症も少ない.

2) PT関節の変性:8例を経験した.国外位単純X線で診断可能であり，ストレスにて痔痛を誘発できる.

PT関節内に遊離体を認める症例を 2例経験した.痛みの強い場合は豆状骨摘出術の適応と考える.

3)炎症:尺側手根屈筋(以下FCU)の付着部に炎症が生じ， X線で石灰沈着が確認された 7例と PT関

節自体の関節炎の 1例を経験した.保存療法にて症状は軽快した.

まとめ:手関節尺側部痛の診断に手関節X線国外斜位像，手根管撮影， crが有用である.豆状骨骨折，

PT関節脱臼， PT関節の変形性関節症(以下 OA)などにおいて寒痛が改善しない場合は豆状骨摘出術が有

効である.

[緒言]

手関節尺側部痛の原因として三角線維軟骨複合体

損傷，尺骨突き上げ症候群，尺側手根伸筋腫鞘炎な

どがよく知られている.手関節尺側・掌側の痔痛は

PT関節または豆状骨そのものの障害に起因する事

があるが，まとまった臨床例の報告は少ない.阿部

の障害を外傷・変性疾患・炎症性疾患に分類し，そ

れぞれについて症例を提示してその臨床像を報告す

る.

[対象と方法]

対象は，過去40年間において当科及び関連施設

において経験した PT関節または豆状骨の障害の症

例のうち記録の残っている 27例27手である.症例

の内訳は外傷 11例，変性8例，炎症8例であった.

[結果1
1)外傷:豆状骨骨折5例と PT関節脱臼・亜脱

受理日 2012/12/09 

臼を 6例経験した.このうち 4例に豆状骨摘出， 1 

例にスクリューによる PT関節固定術， 6例には3-4

週間のギプス固定による保存療法を行い，いずれも

痔痛は軽快した.以下に代表症例を提示する.なお，

すべての症例の主訴は手関節尺側部痛であるため省

略した.

症例 1:38歳，男性

現病歴:屋根から転落して胸椎骨折など多発外傷

を受傷.受傷後3カ月経過して手関節尺側部痛が遺

残したため当科受診.X線正面像・側面像では骨折

ははっきりしなかったが， X韓国外斜位像にて豆状

骨遠位部の骨折を認め， crにて確認された(図 1).

経過:終痛強いため摘出術施行.術後痔痛は軽快

した.

症例 2:30歳，女性

現病歴:転倒にて受傷.X線回外斜位像では骨折

線が明らかではなかったが， X線手根管撮影で縦骨

折が確認された(図 2).

土浦協同病院整形外科 干30ω053 茨城県土浦市真鍋新町 11-7
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図1 症例 1:骨折症例

A:正面像 B:側面1像
C 回外斜位像 0: cr 

経過:保存療法にて骨癒合は得られた.

症例 3:19歳，男性

現病歴:バイク事故による骨盤骨折などの多発外

傷後 5カ月経過して手関節尺側部痛が泊残したた

め，受診.手関節背屈にて豆状骨が遠位に脱臼し，

掌屈にて整復された(図 3). 

経過:終痛が強かったため豆状骨摘出術を施行し

た.術中， FCUおよび小指外転筋(以下ADM)の

付着部が剥離している事が確認された.術後， 1客痛

は軽快した.

2) PT関節の変性:OAが原因と考えられる症例

を8例経験した.このうち 2例には PT関節内に遊

離体を認めた. PT関節の OAに対しでも痛みの強

い場合は豆状骨摘出術の適応と考え， 2例に施行し

た.他の 6例は保存的に加療し，いずれも痔痛は軽

快した.以下に代表症例を提示する.

症例 4:52歳，女性

現病歴 :6年前に転倒して右手を突いて受傷し，

以来，手関節尺側部痛があり，受診.x線回外斜位

像にて PT関節の裂隙狭小化，辺縁骨硬化があるほ

か， PT関節の近位に遊離体を認めた.手関節造影

を行なったところ， PT関節からの造影剤は遊離体

周囲に広がり， PT関節からの遊離体と判断された

(図 4). 
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図2 症例 2:骨折症例

A:国外斜位像 B:手根管撮影

図3 症例 3:脱臼症例(文献 4より
著者の承諾を得て改変して転戦)
A:背屈位 B:中間位

図 4 症例 4:OA症例

A:回外斜位像 B 手関節造影
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538 豆状骨及び豆状三角件関節の障害による手関節尺側部痛

図5 症例 5:関節炎症例
A:図外斜位像 B:左手関節のl副長を認める

経過:豆状骨の摘出を行い，終痛は改善された

3)炎症:豆状骨周囲の炎症による手関節尺側部

痛の 8例を経験した. 6例においては豆状骨の近位

に石灰沈着を認めた. 1例は小指屈筋腿断裂にて発

症し， PT関節周囲に石灰沈着を認めた.この例に

対しては腔移行術を行い，経過観察中である.術中

検体よりピロリン酸カルシウム結晶が検出され，偽

痛風に伴う腿断裂と診断された.また， PT関節自

体の関節炎の 1例を経験した. j躍断裂を生じた 1例

以外の 7例は保存療法によりいずれも痔痛は軽快し

た.以下に代表症例を提示する.

症例 5:57歳，女性

現病歴:約 10年前より繰り返す誘因の無い左手

関節尺側部痛あり，受診.PT関節に一致する腫脹・

痔痛を認めた.発赤や熱感は無く， x線回外斜位像

において，関節裂隙の聞大を認めた(図 5). 

経過:対症療法にて終痛は軽快した.

症例 6:40歳，女性

現病歴 :誘因なく右手関節尺側部痛を生じ，受診.

X線回外斜位像において FCUの付着部付近に石灰

の沈着を認めた.

経過:終痛部位に トリアムシノロン 10mg及び 1

%リドカイン 1mlを注入した.また NSAIDsの内服

薬と外用薬を処方した.終痛は間もなく改善し， 4 

週間後のX線像において，石灰は消失していた(図

6). 

[考察1
1)外傷

豆状骨骨折は手根骨骨折全体の約 1-3%と比較的

図6 症例 6:石灰沈着

A:初診l時 B:1か月後再診時

まれであり 1) 約半数は他の上肢損傷と合併する 2)

ため見逃され易い.また手関節単純X線の正面像

と側面像においては豆状骨が他の手根骨と重なるた

め，異常が見落とされやすい.国外斜位像や手根管

撮影では，豆状骨を単独で見ることができ，骨折や

脱臼の診断が可能となる事がある.Vasilasらは手関

節掌背屈中間位かつ前腕囲外 10-30度での撮影を推

奨している 3) 症例 2のように縦骨折の症例では，

回外斜位像でも骨折がはっきりせず，手根管撮影に

骨折線が写る場合がある.三角骨との関節面や骨折

の詳しい状態の把握には crが有用であり，治療方

針の決定にも重要であるが，スクリーニングとして

は，回外斜位や手根管撮影の x-pが迅速でコストパ

フォーマンスに優れる.

脱臼の症例においては，手関節の屈伸に伴う豆状

骨の脱臼が見られる症例があり， positional disloca-

tionとして報告されている 4) 豆状骨には， FCU， 

ADM，横手根靭:幣， pisohamate ligament， pisometa-

carpal ligamentなどが付着しておりへ 脱臼の病態

は，直達外力もしくは FCUによる牽引力により FCU

付着部などが断裂するために豆状骨が遠位方向に移

動する事と考えられている 6) 治療としては豆状骨

摘出が簡便で、有用な方法で合併症も少ない.Carroll 

らは， 67例の外傷後の豆状骨部の終痛に摘出術を

行なったところ， 65例において完全に除痛され，

筋力低下や可動域制限を生じなかったと報告してお

り7) 保存療法にでも残存する終痛に対しては摘出

術も検討すべきと考える.

2)変性

小指球部の終痛を有する高齢者に PT関節の関節
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症性変化が原因と思われる症例が認められる.Ya-

maguchiらは屍体の PT関節の解剖を行い， 60歳以

上の 66手のうち 62手において豆状骨の軟骨変性や

摩耗が見られたと報告しており 5) 潜在的な患者は

多いと考えられる.身体所見においては，豆状骨の

掌側からの圧迫や，尺側から榛側方向への圧迫によ

る豆状三角骨関節へのストレスにて終痛を誘発で

き，これは Yamaguchiらの屍体解剖の結果におい

て豆状骨の遠位や榛側が変性している手が多い事か

らも説明され，自由度が高く，かっ平面関節である

ために摩耗が生じやすいと考えられる 5)8) PT関節

のOAはX線回外位像で診断可能である.保存療法

にでも症状が軽快しない場合， OAの症例において

も豆状骨の摘出も選択肢の一つである.

3)炎症

FCUの豆状骨付着部に炎症が生じると，強い痛み

と発赤・瞳脹が小指球部に生じる.X線で石灰化を

確認すれば診断可能である.安静， NSAIDsの内服

や外用，ステロイドの局所注射などの保存療法が有

効である.PT関節の石灰沈着性関節症に伴い，小

指屈筋腫断裂を生じた症例を 1例経験した.有拘骨

鈎骨折に伴う臆断裂の報告は散見される 9)が，豆

状骨骨折や PT関節の変形性関節症に伴う臆断裂 10)

も報告されており，低エネルギーでの屈筋膿断裂症

例においては，その断裂の要因の検索として，豆状

骨やPT関節の障害を念頭に置くことも必要である.

[まとめ]

豆状骨および豆状三角骨関節の障害に起因する手

関節尺側部痛の臨床像を，外傷・変性・炎症に分け

て報告した.

1.手関節尺側部痛の診断に手関節X線回外斜位

像，手根管撮影， crが有用である.

2.豆状骨骨折， PT関節脱臼， PT関節の OAな

どにおいて痔痛が改善しない場合は豆状骨摘出術が

有効である.

[文献1
1) Bo仕eM]， et al. Fractures of血eCarpUS excluding the 

scaphoid. Hand Clin 3 (1): 149-161， 1987 
2) Munir A， et al. Fractures of the carpal bones excluding 

the scaphoid. JASSH 2 (3): 12与140，2002.
3) Vasilas A， et al. Roentgen aspects of injuries ω出episi-

form bone and pisotriquetral joint. J. Bone Joint Surg 

42-A: 1317-1328， 1960. 

4) Ishizuki M， et al. Positional dislocation of出episiform. J 

Hand Surg Am 16(3): 533-535， 1991. 

5) Yamaguchi S， et al. Anatomic sutudy of the piso凶qu争

tral joint: Ligament anatomy and cartilaginous change. 

]. Hand Surg Am 23 (4): 600-606， 1998. 
6) Immermann EW， et al. Dislocation of the pisiform. J 

Bone Joint Surg Am 30(2): 48'与492，1948.

7) Carrolle RE， et al. Dysfunction of the pisotriquetral 

joint:甘'ea伽lentby excision of the pisiform. J Hand Surg 

Am 10: 703-707， 1985. 
8) 山口哲史ほか.豆状三角骨関節の解剖および動き.日
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9) Pajares-Lopez M， et al. Rupture of small finger flexor 

tendons secondary to asymptomatic nonunion of the 
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10) Saitoh S， et al. Rupture of flexor tendons due to pisotri-
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舟状骨偽関節に対する治療成績の検討
生らざきしんじ
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橋詰博行**
こだままさゆき

児玉昌之**

舟状骨偽関節に対する治療成績を検討した.対象は 24例26手，全例男性.年齢は 15歳から 68歳(平均

32.7歳)，受傷から手術までの期間は 3か月 -48年(平均 8.7年)であった SNACwristは6手であった

手術方法は，関節症のない症例は自家骨移植とスクリューによる固定を行い， SNAC wrist stage1の3手は

槙骨茎状突起の切除術を追加した.その他の 3手は舟状骨近位骨片の部分摘除と!躍球置換術を行った(その

内の 2手で槙骨茎状突起切除を行った).x線学的検討およびCooneyclinica1 scoring chartでの臨床成績評

価を行った結果は excellent13手， good 10手， fair 2手，poor 1手であった.骨接合術を行なった 23手

中22手で骨癒合を得た.骨接合術を行った症例の成績は概ね良好であったが 術前 DISI変形を伴っていた

症例の矯正は十分とは言い難いものであったその要因は Humpback deformityの矯正不足，舟状月状靭帯

の損傷などが考えられた.

{緒言]

舟状骨骨折は受傷直後には診断がつかず見落とさ

れ，偽関節となって受診する事は稀ではない.放置

されれば舟状骨近位骨片および月状骨が背側回転す

ることにより dorsiflexedinterca1ated segmenta1 insta-

b出ty(以下 DISI変形)を生じる.さらに DISI変形

を長期放置すれば関節症を生じ， scaphoid non-union 

advanced collapse (以下 SNACwrist) I)へと進展す

る.今回著者らが行った舟状骨偽関節に対する治療

成績について検討したので報告する.

[対象と方法]

舟状骨偽関節に対して外科的加療を行った 24例

26手(両側受傷例2例)を対象とした.全例男性で，

年齢は 15歳から 68歳(平均 32.7歳)であった受

傷から手術までの期間は 3か月 -48年(平均8.7年)

であった 18年， 30年， 40年， 48年という長期経過

例が存在した術前単純X線で Herbert分類 typeD1

20手， typeD26手であった.また SNACwristに進

展しているものが6手あり，その内訳は stage13手，

stage2 1手， stage32手であった術後経過観察期

間は 3か月 -8年(平均 18.5か月)であった.手術方

法は，関節症を生じていない 20手に対しては偽関

節部の新鮮化を行い， hump back deformityを矯正

受理日 2012/12/11 

するように腸骨から採取した皮質海綿骨を移植し，

スクリュー (Herbertscrewもしくは doublethread 

screw)による固定を行った(図 1). SNAC wristを

生じた症例は， stage1の3手に対して自家骨移植と

スクリユ一回定および関節症変化が限局している模

骨茎状突起の切除術を行なった.その他の 3手に対

しては舟状骨近位骨片の部分摘除を行い，長掌筋!躍

を用いたl撞球置換術を行った(その内の 2手に槙骨

茎状突起切除も行った).これらの症例に対して骨

図 1 手術方法(自家骨移植+スクリユー固定)

a.皮切

b.偽関節部の展開
c.偽関節音1¥の新鮮化
d.自家骨移植(*)とスクリュー固定(←)

率総合病院岡山市立市民病院 〒700-8557 岡山県岡山市北区天瀬ら10
件笠岡第一病院 手外科 ・上肢外科センター
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図2 症例 l

a術前単純X線 RL角 -26度
b_披終調査|侍単純X線 RLj'fJ -15度

癒合の有無および臨床成績については Cooneyc1ini-

cal scoring chart 討を用いた評価を行なった. トー

タルスコアーが 100-90点を excellent，89-80点を

good， 79-65点を fair，65点未満を poorとしたま

たスクリュー固定を行った症例については，単純X

線学的評価として術前後の radiolunateangle (以下

RL角)を測定し， DISI変形の有無と術後矯正の有

無について検討した.

[結果]

Cooney c1inical scoring chartを用いた臨床成績は

excellent 13手， good 10手， fair 2手， poor 1手で

あった骨接合術を行なった 23手中 22手で骨癒合

を得た. しかし近位端骨折の 1例で骨癒合を得る事

が出来ず，再手術にて舟状骨部分切|徐およびl挫球世

換術を行なった.スクリユ一固定を行った症例のう

ち術前に DISI変形を認めた 5手の RL角は，術前

平均 -19.1。から術後平均 -12.0。となっていた.手術

においては humpbackdeformityの矯正に心がけて

手術を行っているが， DISI変形の残存を認めた.

症例 1(図 2): 64歳男性.主訴 :右手関節痛.

現病歴 :約 40年前に右手関節部の骨折を指摘され

たが放置していた.近頃になって右手関節痛が出現

したために受診となる.単純X線にて舟状骨偽関節

を認め， RL角は -26度と DISI変形を認めた.受傷ー

から長期経過例であるにも関わらず，術前単純X線

では槙骨茎状突起と舟状骨聞には関節症変化を認め

図3 症例 2

a術前単純X線背側脱転した舟状骨近
位骨片(→)

b.初診時所見手|羽節背側に隆起自9!知
C.術中所見脱転した骨片を摘出して!健

球世J奥術

ず， SNAC wristへ進展していなかった症例といえ

る.手術所見 :hump back deformityを過矯正する

ことを意識して，腸骨からの模状自家骨移植を行い

double thread screwによる固定を行った.術後経

過:術後RL角は-15度となり幾分矯正されていたが，

DISI変形は残存した.術後 8か月の成績は goodで

ある.

症例 2(図 3): 48歳男性.主訴:左手関節痛.

現病歴 :約 30年前にバイクで転倒受傷された舟

状骨骨折として加療されたが偽関節となった.約半

年前から次第に終痛が出現し， 重いものを持ち上げ

たときに終痛とともに手関節背側に腫癒触知するよ

うになり当科紹介となった.初診時局所所見として

は右手関節背側に隆起を触知した.単純X線およ

びcrでは分節化した近位舟状骨骨片が背側に脱臼

しており，また RL角 -20度と DISI変形も認めた.

手術所見:手術は背側アプローチから脱臼した近状

舟状骨骨片を摘出し，長掌筋腿を使用した部分!腔球

置換術を行なった.術後経過:術後 1年での成績は

fairである.過去の単純X線は確認できていないの

で，近位骨片が脱臼した正確な時期は判断できな

い.約 30年前の受傷にも関わらず症状を呈したの

が半年前であり，長期にわたり次第に不安定性が出

現して最終的に近位骨片が脱臼したのではないかと

考えた.舟状骨偽関節では骨折部の不安定性のみな
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らず，手根骨聞の不安定性も出現しうることを示唆

する症例である.

[考察1
舟状骨偽関節は放置されればDISI変形を生じ，

さらに二次的な関節症を生じ最終的には著明な機能

障害を生じる可能性がある.このような DISI変形

発生の原因としては，その骨折部掌側における骨欠

損に起因するという考え 3)は一般的なコンセンサ

スを得ている.その他の要素としては靭帯損傷 4)に

よる不安定性の発生などの考えがある.DISI変形

は二次的に変形性手関節症を誘発し機能障害を生じ

る可能性があるので，矯正するほうが良いとする考

え5)が主体である.しかし偽関節が治癒しておれば

変形が残存していても臨床成績には関係ないとする

報告 6)もありいまだ意見の一致をみない.今回の著

者らの検討においては概ね良好な成績であり， DISI 

変形の残存は成績に強い影響は与えていないようで

あった. しかし長期的な成績については検討してお

らず，今後関節症の発生を考えれば矯正するほうが

いいと考えている.著者らの舟状骨偽関節の治療方

針 7)は，舟状骨の解剖学形態の回復と骨癒合の獲得

である B). DISI変形を生じている症例に対しでも十

分な模状骨移植を行えば自ずと矯正されると考え，

DISI変形に対する整復操作は特には行っていない.

しかし今回の検討では骨移植のみで DISI変形の矯

正はある程度可能ではあるが充分とは言いがたい結

果であった.要因は Humpback deformityの矯正不

足，舟状月状靭帯損傷の存在の可能性などが考えら

れる.著者らは偽関節長期経過例で分節化した舟状

骨が背側脱臼した症例を経験した(症例 2).この

症例から舟状骨偽関節では靭帯損傷の可能性もあ

り，長期間の経過でさらなる不安定性が発生する可

能性があることを考慮した.つまり舟状骨偽関節の

治療においては骨折の治療のみでなく，手根骨聞の

不安定性の評価や治療も重要になると考えた.

SNAC wristに対する治療方針は stage1では自家

骨移植とスクリュー固定および槙骨茎状突起切除，

stage2では舟状骨近位骨片摘出と腫球置換術および

梼骨茎状突起切除， stage3では舟状骨摘除および

four corner fusionと考えている 7) しかし今回の対

象では，本来であればfourcorner釦sionの適応で

あろう stage3の症例に対しでも樟骨茎状突起切除，

近位骨片摘出および、腫球置換術を行っていた.これ

は患者の臨床症状を考慮した除痛目的での選択では

あったが，機能性や長期的な予後を考慮すればfour

corner fusionとするべきであったかもしれない.

舟状骨骨折の治療は，優れた内固定具の開発によ

り進歩を遂げてきた. しかし未だ舟状骨偽関節とこ

れに伴う二次性の関節症変化に関しては見解の一致

を見ない.長期経過例においても比較的変形が少な

い症例も存在するようであり，二次性変化への進展

の仕方は症例に応じて異なることが予想される.つ

まり，それぞれの症例に応じた詳細な病態の評価を

するべきではないかと考える.たとえば関節鏡によ

る評価は，舟状骨関節面や横骨茎状突起での関節症

の程度・滑膜炎の有無・靭帯損傷の有無などを評価

可能であり，個々の症例に応じた治療方針の決定に

有用であると考えられ，今後の治療方針を決定する

際の補助診断として検討したい.

[まとめ1
1.舟状骨偽関節に対する治療成績について検討

した.

2. Humpback deformityを矯正することを心掛け

て模状骨移植を行っているが， DISI変形の矯正が

十分ではなかった.

3.今後舟状骨偽関節の治療に当たる際には，偽

関節部のみでなく靭帯損傷にも着目したい.
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変形性手関節症に対する月状有頭骨関節固定術の

治療成績
かとうなおき よLざわたかひろ

加藤直樹，吉津貴弘

近年，著者らは SlACwristやSNACwristなどの手関節痛を生じる stage2以上の変形性手関節症に対し，

月状有頭骨関節固定術を施行してきたので，その術後成績について報告する.対象は 7名7手，男性5名，

女性2名であり平均年齢は 46.5歳であった.変形性手関節症の原因は舟状月状骨解離3手，舟状骨偽関節 1

手，舟状骨壊死3手であり，内固定には Acutrakscrew， Acutr北 2screw (Acumed社)を用いた.X線上

の骨癒合，手関節可動域，握力， Carpal Height Ratio (CHR)およびDASHscoreを評価項目として検討した.

結果は 2例に偽関節を認め追加手術が必要となった.この 2例を除く 5例で手関節痛は著明に改善したが，

変形性手関節症の進行を認めたものや CHRの低下を認めたものがあった.本法は月状・有頭・三角・有鈎

骨間固定術 (4corner固定術)と比較して，特に三角骨の生理的可動性を残す事に特徴があると思われるが，

偽関節の発症率も高く，実際に施行する際には，月状骨有頭骨のアライメントの取り方や， screwの刺入位

置に注意を要する.

[緒言I
SlAC wristやSNACwristなどの変形性手関節症

に対し，これまで月状・有頭・三角・有鈎骨間固定

術 (4corner固定術)に代表される様々な手関節部

分関節固定術の除痛に対する有効性が報告されてき

た02) こうした中で，著者らは SlACstage 2以上

の変形性手関節症に対し，舟状骨全切除に加えて，

三角骨を固定関節に含めないことが特徴である月状

有頭骨関節固定術を施行してきた.これまで本邦に

おける月状有頭骨関節固定術の有効性について詳細

に述べられた報告は少なく，今回その術後成績につ

いて報告する.

[対象と方法1
2010年以降に施行した月状有頭骨関節固定術のう

ち，術後6ヵ月以上経過した症例について検討した.

行った対象は7名7手，男性5名，女性2名であり

平均年齢は 46.5歳 (37-58歳)であった.変形性手

関節症の原因は舟状月状骨解離3手，舟状骨偽関節

1手，舟状骨壊死3手であり， stage3が2手， stage 

2が5手であった.全例左手であり，合併症として

慢性腎不全による透析患者が 1名， systemic lupus 

受理日 2012/12/14 

erythematosus (SLE)や mixedconnective tissue dis-

ease (MCfD)の診断で prednisolone(PSL)を長期

間内服していた患者が2名含まれていた.内固定は

Acutrak screw， Acu甘ak2 screw (Acumed社)を 1

本もしくは 2本挿入して行った.今回，評価項目と

して，単純X線写真上の骨癒合，掌背屈・榛尺屈

の手関節可動域，握力， Carpal Height Ratio ( CHR) 

および日本語版DASHscoreのそれぞれについて検

討した.尚，統計学的処理は studentt検定を用い

て行い p<0.05で有意差有りとした.

手術方法は手背に縦皮切を置き，第 4compart-

mentを開放した後，背側関節包を Bergersplitting 

approachを用いて展開した.第 4compar回 ent内

に存在する後骨間神経関節枝については全例手関節

近位において切除した.まず舟状骨を周囲の関節包

から剥離した後にLuerを用いて全切除する.その

後，月状骨にKirschnerwireを背側から刺入し，こ

れを joy-stick状に用いて月状骨の背屈転位を矯正

し，加えて手部を輩引して有頭骨を月状骨対して整

復する.この時，術前に有頭骨が近位槙側に転位し

ている症例では掌側手根靭帯の短縮により，月状有

頭骨関節を完全に整復することが困難な場合があ

埼玉医科大学総合医療センター整形外科 干350-8550 埼玉県川越市鴨田 1981
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表 1 各症例の治療成績

術品有

f正f!iJ 担量カ・ 本背Iiil 機尺胤 IlASII l11K 握力・

69.7 100 1:; 27.5 0.17 71. 2 

2 69.8 日5 .15 22.5 0.19 80.8 

3 38.6 65 30 32.5 0.60 66. <¥ 

4 55.1 40 35 30 。.fi5 38.8 

5 60.8 105 15 35 O. .17 70.8 

6 58.0 105 10 27.5 0.38 64.7 

同， 61. 8 70 30 30 0.47 61. 2 

平J$J 59.1 82.9 38.6 29.3 0.18 61.8 

る.このような症例における有頭骨の整復は，月状

骨と有頭骨間で可能な限り接触部分が得られるよう

にした.こうして月状骨と有頭骨の接触部分の関節

軟骨を軟骨下骨が露出するまで削り， Kirschner wire 

を刺入して仮固定を行い，術中レントゲン写真で

dorsiflexed intercalated segment instability (DISI) 

変形が矯正されていることを確認する.その後，

Acutrak screwかAcu仕ak2 screwをl本もしくは 2

本挿入して内固定を行う.梼骨背側関節縁に骨iWIiが

形成されており，背屈時に手根骨と干渉する事が確

認された場合は，背側の関節靭帯付着部を温存して

可及的に骨練を切除する.最後にイメージ下での固

定性の確認を行い，術後の外固定期間は，内固定に

screwをl本用いた場合に 5週， 2本のもので 3週

とした.

[結果]

全症例の結果を表 lに示す.術後観察期間は 8か

月-2年3か月(平均 l年4か月)であった.握力(健

側比)は術前 59.1%から術後 64.8%に増加していた

が，掌背屈は術前 82.9度から術後 67.9度に，横尺

屈は術前 38.6度から術後 32.9度に低下していた

日本語版 DASHscoreは術前 29.3から術後 15.0と

改善していた.

術前と最終診察時の単純X線写真でCarpa1Height 

Ratio (CHR) を計測したところ， CHRは術前 0.48

から術後 0.46に低下していた.これらの評価項目

のうち，有意差をもって改善を認めたのは DASH

術後

f求背削l 検尺恥l DASII ClIR 'iN事即t;;.J日:... 鋭敏期間

95 60 1.5 0.49 (十) 2年3カ‘FJ

10 3~ 7.5 0.13 (+) 2年1か月

70 25 12.5 0.50 (+) l年2か月

40 20 30 0.16 4品関節 I ff主2晶、月

85 35 20 0.41 偽関節 l年1か月

。。 25 1.5 0.40 (+l 12泊‘月

60 30 20 0.55 (+l 81).月

61. ¥1 32.9 15.0 0.46 1年4か月

$綬力1:l:XJ総i岡Jttを示す。

図 1 初診H寺単純X線写真および MRl

scoreのみであった (p<O.01).なお 7例中 2例で

骨癒合が得られず，追加手術が必要となった.

[症例呈示]

症例 2:58歳，女性

SLEの診断で PSLを9mg/day内服していた. 1 

年ほど前から誘因なく左手関節痛が出現し当科受

診.初診l時の手関節可動域は掌背屈 95度憐尺屈

45度と制限を認め，握力は健側比 69.8%であった.

手関節単純 2方向 X線で，舟状骨の圧壊と横骨舟

状骨関節の狭小化を認め，遠位手根列が梼側近位に

変位していた.また M町の T1強調画像では舟状骨

は低信号を呈しており，舟状骨壊死がl京因で生じた

stage 3の変形性手関節症と診断した(図1).

手術は舟状骨を全切除し，月状有頭骨関節固定は

Acutrak 2 mini screwを1本用いて行った.術後 2

年1か月の現在，骨癒合を認め(図 2)，手関節可動

域は掌背屈 70度，横尺屈 35度，握力は健側比 80.8

%であり， DASH scoreでも術前 22.5が7.5に改善

していた.
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図2 術後 2年 1か月における単純X線写真

図3 初診時単純X線写真および MRI

症例 3:38歳，男性

22年前に左手関節の怪我をしたが，医療機関を受

診しないで放置していた.3年前から誘因なく左手

関節痛が出現し当科受診.初診時の手関節可動域は

掌背屈 65度，横尺屈 30度と著明な制限を認め，握

力は健側比 38.6%であった.手関節単純2方向X線

で，舟状骨に骨硬化像と襲胞性変化を認め，月状骨

の背屈転位も生じていた.MRIのT1強調画像では，

舟状骨は分断されており，舟状骨全体と横骨茎状突

起部が低信号を呈していた.加えて椀骨舟状骨関節

面のil次骨層の非簿化も認めた.舟状骨偽関節が原因

で生じたstage2の変形性手関節症と診断した(図3).

手術では，まず最初に舟状骨近位および椀骨舟状

骨関節面にil次骨が存在していないことを確認した.

そこで予定通り，舟状骨を全切除し，月状有頭骨関

節固定は Acutrak2 mini screwを2本用いて行った.

術後 1年2か月の現在，骨癒合を認め(図 4)，手関

節可動域は掌背屈 70度，横尺屈 25度，握力は健側

比66.4%であり， DASH scoreでも術前 32.5が12.5

に改善していた.

症例 4:42歳，男性(偽関節例)

10年以上前から左手関節痛を自覚していた. 6か

月前に重い荷物を運んでから手関節痛が憎悪し，洗

顔動作も困難となったため当科を受診した.初診時

の手関節可動域は掌背屈 40度，樟尺屈 35度と著明

図4 術後 1年 2か月における単純X線写真

図 5 術直後の単純X線写真

図6 術後2か月における単純X線写真

な制限を認め，握力は健側比 55.1%であった.手関

節単純X線およびM悶画像から，舟状月状骨解離

が原因で生じた stage2の変形性手関節症と診断し，

月状有頭骨関節固定を行った(図 5). 

関節固定は Acutrak2 rnini screwを2本用いて行

ったが，術後 2か月の時点で，このうち 1本が骨外

に逸脱したため(図 6)，抜去と再手術を要した.術

後 1年2か月の現在，手関節可動域は掌背屈 40度，

椀尺屈 20度，握力は健側比 38.8%であり， DASH 

scoreは術前と閉じ 30.0で改善を認めなかった.

[考察]

今回，舟状月状骨解離や舟状骨偽関節，舟状骨壊

死などが原因で生じた stage2以上の SLACwristや
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SNACwristなどの変形性手関節症に対して，著者ら

は月状有頭骨関節固定術を行ったが， Watsonらは

全ての stageにおいて 4corner固定術を推奨してお

りへ特に本邦では 4corner固定術が選択されるこ

とが多い山これは 4corner固定術での安定した

治療成績に加えて，月状有頭骨関節固定術は 4cor-

ner固定術と比較して，偽関節や合併症発生率が高

いとした Siegelらの報告に起因しているものと考え

られる 6) 一方では，彼らの報告における合併症の

原因となった舟状骨全切除後の si1iconeimplantを

使用せず，加えて固定方法を工夫することによっ

て，月状有頭骨関節固定術で良好な成績が得られた

とする報告 7)8)や，本邦においても，月状有頭骨関

節固定術は，良好な可動域と握力の回復が得られ，

有頭骨に関節症変化が存在する stage3には良い適

応であるとした報告も存在する 9)

三角骨は樟尺屈で回旋移動し，尺骨と手根骨の適

合性に関与することが知られている.またこうした

可動性をもっ三角骨を固定関節に含めることで

p泊nfulpisotriquetrum jointが生じるとした報告 10)

もあり，月状有頭骨関節固定術の有効性を支持する

著者の多くは，三角骨の生理的運動を保持できる点

で4corner固定術より理にかなった手法であると

述べている.こうした現状に加えて，近年，内固定

材料の発展に伴い，強固な固定が可能となったこと

を考慮して，著者らは月状有頭骨関節園定術を行っ

てきた.

その結果，本術式により， DASH scoreは術前29.3

が術後 15.0と有意な改善が得られたことを確認し

た.術前の DASHscoreの記載が無いため正確な比

較は出来ないが，小野らは 4corner固定術 18例の

術後の DASHscoreが 19.8と報告していることか

ら5) 本法は 4corner固定術同様，優れた術式の 1

つであることが示された.一方，握力の健側比は術

前59.1%が術後 64.8%と増加を示したものの，術前

後で有意差を認めなかった.小野らは 4corner固

定術で術前 38.6%が術後 66.4%に増加したと報告し

ておりペ香月らは 4corner固定術で健側比 81%

の握力が得られたと報告している 4) これらを考慮

すると，握力の増加については 4corner固定術の

方が優れている可能性がある.

今回， 7例中 2例 (28.6%) に偽関節を認め，追

加手術が必要となった.この偽関節例のうち，症例

5は長期の透析患者であり，術後 1年で有頭骨近位

-88 

の骨吸収が生じていた.もう 1例である症例 4は，

screwの1本が骨外に逸脱したため，抜去と再固定

を要したものであった.この症例は screwの刺入部

位に問題があったと考えられ，今後，特に screwを

2本用いて固定する場合は， DISI変形の矯正だけで

なく，可能な限り月状骨と有頭骨の縦軸アライメン

トを整復し，これら手根骨の中央に刺入するよう注

意が必要であると考えられた. しかしながら，この

高い偽関節発生率が，こうした技術的な問題からだ

けでなく，接触面積が小さく，力学的ストレスが集

中する 1関節のみの固定であるが故に生じている可

能性も否定できず，今後は本法の適応を慎重に検討

していく必要があると考えている.

[まとめ1
SlAC wristやSNACwristなどの手関節痛を生じ

るstage2以上の変形性手関節症7名 7手に対し，

月状有頭骨関節固定術を施行した.本法により，

DASH scoreは有意な改善を示したが， 7例中 2例

(28.6%)に偽関節を認め，追加手術が必要となった.

[文献1
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関節リウマチに対する手関節固定術後の合併症
一固定法別の問題点一
たかむれひろ L

高群浩司* 十字琢夫* 森 俊仁* 関 敦仁** 三浦俊樹***

関節リウマチに対する手関節固定術において，固定法別に術後合併症と X線変化を調べ，その問題点を

調査した.対象は 21症例， 22関節で，固定法は， Kirschner銅線が 11関節 (multiplepinning 5関節，髄内

釘 6関節)， Wrist Fusion Rodが 6関節，槙骨遠位端骨折用ロッキングプレートが5関節であった.骨癒合

は22関節中 19関節で得られた.偽関節となった 3関節はすべて multiplepinning固定であった. Multiple 

pinningと髄内釘ではKirschner銅線による合併症が多くみられた WristFusion Rodによる固定やロッキン

グプレートによる固定では良好な横骨手根関節での固定は得られたが，手根中手関節の不安定性を示唆する

所見が3例でみられ，今後の経過観察が必要と考えられた.関節リウマチの手関節固定術にKirschner銅線

を用いる場合，固定力不足から生じる合併症に注意を払う必要がある.

[緒言]

関節リウマチ(以下 RA)患者では，手関節が破

壊されて不安定となり， ADL障害が顕著となる場合

がある.その場合に選択される手術法は，軟部組織

を利用した関節形成術，部分固定術， fibrous stabi-

lization procedure 1)2)3) ，人工関節置換術など手関節

の可動性を温存する方法と，手関節を全固定する方

法に分けられる.固定法としては骨移植州，髄内

釘 6)7)， multiple pinning，プレートなど様々な方法

が報告されてきた.

本研究の目的は， RA手関節固定術において，固

定法別に合併症と問題点を調査することである.

[対象と方法I
RAの高度手関節変形に対して 2002年 8月から

2011年 8月までに手関節固定術を行った 21症例，

22関節(男性1関節，女性21関節)を対象とした.

手関節再固定術の症例は除外した.平均権病期間

21年(8-37年)，手術時平均年齢54歳 (30-70歳)， 

同時に伸筋腫再建術を行ったのは 9関節であった.

術後平均観察期間は 50か月(8-117か月)であった.

国定法として， 2008年までがKirschner銅線， 2008 

年から WristFusion Rod (ナカシマメデイカル社)， 

受理日 2012/12/06 
市国立病院機構相模原病院 リウマチ・人工関節センター
柿国立成育医療研究センター 整形外科
料事東京大学医学部整形外科・脊椎外科

2009年から樟骨遠位端骨折固定用ロッキングプレ

ート (Syn也es社 LCPDRP， Syn血es社 VALCP，

Depuy社 DVRplateを使用)を用いた. Kirschner 

銅線による固定は 11関節で，そのうち multiplepin-

ningとしたものが5関節(以下 MP群)，髄内釘と

したものが6関節(以下髄内釘群)であった.Wrist 

Fusion Rodは6関節(以下WFR群)，ロッキング

プレートは 5関節(以下 LP群)に用いた(図 1).

LP群では，すべて榛骨手根骨閣のみを背側から固

定し，プレートは関節包と骨膜で被覆して伸筋腫と

接触しないようにした.術後外固定にはギプス又は

手関節固定用装具を用い，術後平均固定期間は 6週

間 (3・16週間)であった.固定法別に合併症と X線

変化の差を検討した.

1.合併症

主な合併症として，術後癖痛，創部の皮膚障害，

偽関節，追加手術の有無を調査した.術後痔痛は，

F奪痛なし・軽度あり・中等度あり・高度にありで評

価した.

2. X線上の変化

石川ら 8)による手根骨の尺側移動・掌側移動の

指標である ulnarcarpal shift ratio (e/MC)とpalmar

carpal subluxation ratio (h/MC)，また手関節X線

整形外科 干252-0392 神奈川県相模原市南区桜台 18-1
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図 1 手関節固定方法
A: Kirschner銅線による multiplepinning， 

B : Kirschnel鋼線による髄内釘画定，

C : Wrist Fusion Rod， 
D:検骨途位端骨折田定用ロ ッキングプレート

(Syn由民社 LCPD即)

図2 ulnar angle， extension angle 
i憐骨長lr.lll と第 3 中手骨長~llll との角度

正面像と側面像における樟骨長軸と第 3中手骨長軸

との角度(u1narangle， extension angle) を測定し

た(図2).これらを術直後と経過観察時で比較した.

統計学的検定は pairedt testを用いて行い，危険率

5%未満を有意差ありとした.また測定誤差による

影響を考慮し， X線計測値は 2回分の平均値を用い

た.

[結果]

樟骨手根骨聞の骨癒合は 22関節中 19関節で得ら

れた.

1.主な合併症は， MP群 (5関節)では全例で

Kirschner鋼線の backoutやゆるみによる突出があ

り，~痛や皮膚の穿孔による表層感染のため全例で

骨癒合前でもKirschner鋼綿を一部抜去せざるをえ

なかった. Kirschner鋼線を一部抜去した症例で，

その後外固定を継続しなかった 3関節で偽関節とな

り，そのうち再固定術を行ったのが 1関節あった.

再固定術を行った症例は， X線上で手根骨の尺側移

動や掌側脱臼の再発はなかったが手関節尺側への動

的不安定性と支持性低下のため初回手術から 7年後

に再固定術何TristFusion Rodを使用)を行った.

髄内釘群 (6関節)では， Kirschner銅線の backout

による突出が 1関節， Kirschner銅線の折損が 1関

節あった. WFR群 (6関節)では，軽度の痔痛が残

存したのが 1関節，創部の遷延治癒が 1関節であっ

た. LP群では主な合併症はなかったが，平均経過

観察期間が18か月 (8-33か月)と短期であった(表

2. X線上の変化を(表 2)に示す.LP群のほten

sion angleで術直後と経過観察時で統計学的有意差

があり，程度は軽度であるが術後掌屈傾向であった

(図 3).その他症例全体と各群における ulnarcarpal 

shift ratio (e/MC)， palmar carpal subluxation ratio 

(h/MC)， ulnar angle， extension angleでは術直後

と経過観察時で統計学的な有意差はなかった.WFR 

群で経過観察時の X線にて手根中手関節の不安定

性を示唆する中手骨の骨融解像が 3関節でみられた

が(図 4)，終痛などの症状はなかった.
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偽関節司動埴 X韓中手itM前世

手関節1~廃20' 屈曲20'

合併症

主主全盛.![
'量百厚痛、同回初の突出、1亙去(帰後2か月}、偽関節

一7年後再固定術

K銅線の突出.1車去(術1動力、月〉
KI同線の突出 l車去{術盟2か 月上偽関節

同国緑町突出、l車去(術直1か月)

K!1il姐白書点機入 j車去(術確2か月>'1為関節
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術直後と経過観察時で統計学的有意差あり
程度は軽度であるが術後掌屈傾向であった

5 L_ 

のは偽関節の方であった.

[考察]

本研究では， MP群，髄内釘群でKirschner鋼線に

よる合併症が多くみられた.特に MP群では，固定

力不足によると考えられるKirschner銅線の backout
やゆるみによる移動が多くの症例であり，偽関節症

唱
E
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n
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d
 

偽関節となった手関節のX線では ulnarangleが

7。進行した症例が l例あったが(表 1症例 5)，手根

骨の尺側移動や掌側脱臼の再発はなかった(図 5)

(図 6).偽関節となった 3症例の経過観察11寺の手関

節平均可動域は 53
0 (40-800

) であった.両側手関節

固定術後の症例 (30歳)で，一方が固定， 他方が

偽関節となったが，手関節可動域は固定 0
0

，偽関節

400 

，患者満足度VisualAnalogue Scale (100点)は

固定 35点，偽関節目点であり，満足度が高かった
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例も多かったことから，手関節固定術にKirschner

鋼線を用いる場合は固定力不足から生じる合併症に

注意を払う必要があると考えられた.羽TFR群では，

主な合併症は少なく槙骨手根関節の良好な固定性が

得られていたが，手根中手関節の不安定性のために

WFR遠位端での中手骨の骨融解像がみられる症例

があり，手根中手関節の国定を追加する必要性も考

えられた. LP群では良好な横骨手根関節の固定性

が得られたが，程度は軽度で、あるが術後手根中手関

図5 偽関節例
安定した線維性癒合が得られた

e/MC 

0.2 ~ 

0.1 
J~ 

O 

-ー症例1 .. ・・症例2 叫炉症例3

h/MC 
0.3 .，.. 会

0.2 

続直後 経過観察時

0.1 

圃'喧倒1 .. ・・鐙例2 .. 炉建例3

節で掌屈する傾向がみられ，経過観察期闘が短期で

あるため今後のさらなる経過観察が必要であると考

えられた.

手関節固定術において手根中手関節の処置に関す

る議論は少ないが，術前のX線にて第 2，3手根中

手関節の骨破;綾や骨I吸収があり，手根中手関節の掌

背屈だけでなく槙尺側にも明らかな不安定性がある

ような症例では，少なくとも第 3手根中手関節の骨

性癒合または骨癒合しなくともせめて線維性癒合に

よる安定化の必要性があると考えられる.本研究症

例では術後手根中手関節の不安定性による重篤な合

併症はなかったが，長期合併症の可能性を考慮し今

後のさらなる経過観察が必要であると考えられた.

しかし， WFRによる固定や著者らのロッキングプレ

ートによる固定では手根中手関節の強固な固定は困

難であるため，その場合はKirschner鋼線や軟鋼線

などの追加の固定が必要となる.今後は lowprofile 

で軟部組織への影響が少なく，手根中手関節と槙骨

手根関節を固定可能な新しい固定材料の開発も望ま

れる.

本研究にて偽関節となった 3症例のうち 1例で経

過観察時の X線で手関節尺屈変形が進行していた

が，いずれも手恨骨の掌側脱臼の再発や尺側移動は

)
 

-(
 

ulnar angle 

22 
4雪

J/  
17 

12 

術直後 経過観察時

圃・・症例1 剖酢吋定例2 .. ・・症例3

図 6 偽関節となった3症例のX線変化
ulnar angleが70進行した症例が1例あったが，尺側移動
や掌側j即日の再発はなかった
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なかった.また 1例で固定手術後7年で不安定性の

再発により再手術となったが，他の2例では術後経

過は安定していた.線維性癒合を得る方法つまり安

定した偽関節を作る方法(肋rousstabilization prか

cedure}は，過去に少数ながら報告がある. Ryuら

やBiyaniらの報告によると，術後比較的早期に榛骨

手根間癒合が起こるとされている 2)3) Ryuらの報

告では，術後平均 7.3年で線維性癒合となったのは

31.3%，他は樟骨手根間癒合または梼骨月状骨間癒

合になったが，経過観察時に中等度以上の痔痛を訴

えた患者はおらず，横骨手根間癒合になった症例を

含めても平均 51.8。の可動域が得られたとしている.

Biyaniらの報告においても，術後平均2年で 57.1%

の患者が樟骨手根聞癒合または手根中央関節癒合に

なったとあるが， 17例中 2例で軽度の痛みを時々

生ずるのみで他はすべて完全な除痛が得られたとし

ている.線維性癒合を得る方法は，手関節可動性を

部分的でも残したいという要望の強い人が良い適応

であると考える.

本研究の問題点は，後向き研究であり X線計測に

おける測定誤差の可能性があること，各群内でのX

線変化を比較するには症例数が少ないことである

が，症状を呈するような高度なX線上変化を示した

症例はなかった.

[まとめI
RAに対する手関節固定術21症例， 22関節を対象

とし，固定法別に術後合併症と X線変化を調べ，そ

の問題点を調査した.

骨癒合は 22関節中 19関節で得られた.偽関節と

なった 3関節はすべて multiplep泊ning固定であっ

た.multiple pinning固定，髄内釘固定ではKirschner

銅線による合併症が多くみられた.Wrist Fusion 

Rodによる固定やロッキングプレートによる固定で

は良好な横骨手根関節での固定は得られたが，手根

中手関節の不安定性を示唆する所見が3例でみら

れ，今後のさらなる経過観察が必要と考えられた.

関節リウマチの手関節固定術に阻rschner銅線を

用いる場合，固定力不足から生じる合併症に注意を

払う必要がある.また，術前のX線にて手根中手関

節の骨破壊や骨吸収があり，手根中手関節に明らか

な不安定性があるような症例では，安定化の必要性

があると考えられた.
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TFCC鏡視下縫合術後の DASHに影響を及ぼす

要因について
、a 圃-.It 

"'4<，冶旬。ポ ひらさわよしかず みやもとさだはる たけうちひきたか にしむらりゅういち ふじおけいじ

平沢良和ぺ宮本定治*竹内久貴ぺ西村隆一*材，藤尾圭司***

本研究の目的はTFCC鏡視下縫合術後の DASHに影響を及ぼす要因について検討することである.対象

は当院にてτ'FCC鏡視下縫合術が施行された 23例24手とした.リハビリテーション最終時の DASHが20

点未満を良好群， 20点以上を不良群とした.2群聞における性別，利き手，受傷機転， Pa1mer分類， DRU] 

ballot1ement test， ulnocarpal s仕esstest，合併症との関係について χ2検定を用いた.また DASHと年齢，

術前期間，術後期間，察痛， ROM，握力との関係についてスピアマンの順位相関係数を用いた.2群聞に

おける比較で有意差を認めた項目はなかった.DASHと有意な相関を認めたのは痔痛と握力であった.先行

研究では回外ROMがDASHに影響を及ぼしていたが，当院では有意な相聞を認めなかった.リハビリテー

ションは癖痛と握力の改善に着目して実施する必要があると考える.

[緒言]

三角線維軟骨複合体(以下τ'FCC)損傷に対して，

保存療法や手術療法が施行され良好な治療成績が報

告されている.近年は関節可動域(以下 ROM)や

握力などの他覚的な機能評価だけでなく， the Dis-

ability of the Arm， Shoulder， and Hand questionnaire 

(以下 DASH)などの患者立脚型のADL評価を合わ

せて用いることが多い.今回， TFCC鏡視下縫合術

後の治療成績に DASHを用いて評価を行い， DASH 

に影響を及ぼす要因について検討したので報告す

る.

[対象と方法1
対象は 2007年6月から 2010年6月までに当院に

てτ下CC鏡視下縫合術が施行され，当院の術後プロ

トコールに沿ってリハビリテーションを実施しDASH

による評価をし得た 23例24手とした.年齢は 15歳

から 51歳で平均 29.8::!::1O.7歳，内訳は男性 16手，

女性8手，右 19手，左5手であった.明らかな外傷

があるものは 23手，特に誘因なく終痛が出現した

ものは 1手であった.

当院では，遠位横尺関節(以下 DRU])の不安定性

を有し，身体所見として pianokey sign， fovea sign 

受理日 2012/12/11 

やulnocarpals仕esstestが陽性で， MRIや関節造影

などの画像所見で、尺骨小寓から I下CCが剥離してい

ると診断された症例に対してτ'FCC鏡視下縫合術を

施行している.縄合方法1)は， insid令out法にて

TFCC辺緑と尺骨小嵩に向けて穴あき銅線を刺入し

尺骨骨膜上で縫合する廿叩s-osseous法である(図

1). Pa1mer分類1A型を合併している場合は debride-

mentの目的で鏡視下に三角線維軟骨の中央部を開

窓する.

当院の術後プロトコール(表 1)に従い，術直後

は上腕ギプスにより肘関節 90度屈曲位・前腕囲内

外中間位にて 3週間固定とする.ギプス除去後に手

関節や肘関節の自動運動を開始する.前腕回旋運動

はDRU]を徒手やテーピングにて整復位に保持し樟

図1 縫合方法(文献 1より引用)

:関西電力病院リハビリテーシヨン科 〒553-0∞3大阪府大阪市福島区福島2-1-7
$神戸市立医療センター中央市民病院整形外科

判事関西電力病院 整形外科

-94一



1下CC鏡視下縫合術後のDASHに影響を及ぼす要因 553 

表 1 TFCC鏡視下縫合術後プロトコール

上腕ギプス(肘関節屈曲位・前腕回内外中間位〉固定

術直後~ 肩関節の自動挙上運動
手指の6pack exercise 

上腕ギプス除去

術後3週~
肘関節屈曲・伸展の自動運動
手関節掌背屈・鏡尺屈の自動運動
前腕回内外の自動運動〈囲内は45度までで制限)

前腕回内45度以上許可

術後6週~ 前腕囲内外(最終域}の他動運動
ADLでの患肢の使用を促す

術後8遇~
事務的な仕事を許可
筋力増強〈手関節背屈筋群・握力)

術後12週~
重量物の把持や手をつく動作の指導
重労働やスポーツ復帰を許可

尺骨を圧着させた状態で実施する.回外の自動運動

を積極的に行い，囲内は 45度まで許可する.術後6

週から前腕囲内外の他動運動を開始する.国外では

最終域における尺骨の掌側偏位を，囲内では尺骨の

背側偏位を誘導する.術後8週から筋力増強(手関

節背屈筋群や握力)を開始し，事務的な仕事を許可

する.術後3ヶ月を目安に重量物の把持や手をつく

動作を指導し，重労働やスポーツ復帰を許可する.

リハビリテーション終了時に DASHdisability / 

symptomを評価し， Ruchら2)の分類をもとに DASH

が20点未満を良好群， 20点以上を不良群とした.

検討項目は年齢，性別，受傷側，受傷機転， Palmer 

分類，術前期間，術後期間，痔痛， ROM，握力，

DRUJ ballotiement test， U1noc値下als仕esstest，合併

症の有無とした.なお受傷側は利き手か非利き手

か，受傷機転は手関節背屈強制か前腕回旋強制か，

Palmer分類は 1B単独型か1A+1B合併型かに分類

した.痔痛はなし，軽度(労働時の軽い痛み)，中

等度(安静時痛や労働時常に痛い)，高度(耐え難

い痛み)に分類した.ROMは日本整形外科学会お

よび日本リハビリテーション学会制定の関節可動域

表示ならびに測定法に準じ，手関節撃屈と背屈，前

腕囲内と回外を測定した.握力はJAMAR型握力計

を用い，測定股位は座位にて上腕を体側につけ肘関

節90度屈曲位，前腕と手関節を中間位とした.全例

ハンドルを 2段階目にて測定し健側比を算出した.

DRUJ ballotiement testは掌側または背側の 1方向ま

たは両方向に健側と比較して明らかな不安定性を有

しているものを陽性とした.U1nocarpal stress test 

は痔痛や clickがある場合を陽性とした.統計解析

は， DASH良好群と不良群の 2群聞における性別，

受傷側，受傷機転， Palmer分類， DRUJ ballotiement 

test， ulno伺 rpalstress test，合併症の有無との関係

についてピ検定を用いた.また DASHと年齢，術

前期間，術後期間，痔痛， ROM，握力との関係に

ついてスピアマンの順位相関係数を用いた.有意水

準は 5%とした.

[結果】

リハビリテーション終了は術後平均5.2:t2.3か月

で， DASHは平均 17.6:t15.0点であった.DASH良

好群は 15手で平均 7.6:t5.1点， DASH不良群は 9

手で平均34.2:t10.2点であった(図2).DASH良好

群と不良群の結果を表2に示す.性別は DASH良好

群で男性11手，女性4手， DASH不良群で男性5手，

女性4手であった.受傷側は DASH良好群で利き

手14手，耕作手1手， DASH不良群で利き手5手，
非利き手4手であった.受傷機転は DASH良好群

で背屈強制 10手，回旋強制 5手， DASH不良群で

背屈強制6手，回旋強制3手であった.Palmer分

類はDASH良好群で1B単独型8手，1A合併型7手，

DASH不良群で1B単独型7手，1A合併型2手で
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表 2 DASH良好群と不良群の結果

DASH良好群 DASH不良群

年齢 ~8.9歳 :3 L~歳

男性 11例 5例
性別

4伊l 4例女性

利き手 1-1例 5例
受傷側

非利き手 119リ 4伊j

背屈強制 10191j 6伊l
受傷機転

回旋強制 5例 3伊l

1B単独型 819リ 7例
Palmar分類

1A合併型 7伊l 2例

術前期間 8.8か月 10 ~か月

術後期間 53か月 52か月

なし 3伊j 0伊l

J4痛 軽度 D伊l 4例

中等度 0伊l 5伊l

~屈 i5.3度 ，L1度
背屈 75度 77.2度

ROIlI 
回外 896度 88.3度

回内 86度 82 . ~度

握力 健側比 1010
0 "7800 

DRUJ ballot.tement test 1例 0伊l

uln∞3l:P<U stres8 test. 0例 l例

合併症 0例 1例mSBl別"')

※DSBUN : transient neurapraxia of dorsal sensory branches ofulnar nerve 
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図3 DADHと痔痛との関係

70 

60 

50 

40 

ヱ 30 
U《。3 20 

10 

。」一一ー
30 50 

高度

r=・0.63p<0.01 

70 110 130 90 

握力(健側比%)

図4 DASHと握力との関係

あった.Pa1mer分類 1B型は全例尺骨小嵩での損傷

であった.DRU] ballottment test陽性は DASH良好

群で 1手であった.Ulnocarpal stress test陽性は

DASH不良群で 1手であった.合併症は DASH不

良群の 1手に尺骨神経背側枝の神経障害を認めた.

DASH良好群と不良群の 2群聞における性別，受傷

側，受傷機転， Pa1mer分類， DRU] ballottment test， 

ulnocarpal stress test，合併症との関係については有

意差を認めなかった.DASHと有意な相聞を認めた

のは痔痛 (r=O.71，p<O.Ol，図 3)と握力 (r=・0.63，

p<O.Ol，図4)であり，年齢，術前期間，術後期間，

ROMとは有意な相関を認めなかった.

[考察1
TFCC鏡視下縫合術後の長期成績において，諸家

の報告 2)3)4)5)によると DASHは平均 10-20点であ

り，当院の DASHはリハビリテーション終了時で平

均 17.6点と諸家の報告と同様の治療成績であった.

今回の当院の DASHは術後約 5か月の短期成績で

あるため， DASH不良群ではより長期的に経過観察

を行う必要がある.

TFCC鏡視下縫合術後の DASHに影響を及ぼす要

因について， Ruchら2)は加齢， ulnar v:訂 i釦 ce，回

外ROMの低下，握力低下を挙げている.

加齢と TFCCの関係において， Mikicはτ下CCの

変性断裂は加齢とともに増加し， 40歳以上になると

三角線維軟骨の穿孔が8%から 18%へ増加すると報

告している 6). TFCCの変性断裂の原因は転倒など

による外傷性というよりはむしろ，反復動作などで

繰り返す小外傷により生じた変性であることが多

い.しかし，今回の検討においては明らかな外傷歴

があるものが24例中 23例と大半を占め，特に誘因

なく痔痛が出現したものはわずか 1例であった.

Palmer分類においても，全例尺骨小宮での損傷であ

る1B型であり，中央部損傷である1A型が9例に

合併していたが， DASHとの関連はなかった.40歳

以上の症例は 24例中 5例であり DASHは平均 19.7

点であった.DASH良好群は 5例中 3例で DASH

勾，.
nwu 



556 τ'FCC鏡視下縫合術後の DASHに影響を及ぽす要因

は平均 7.6点， DASH不良群は 5例中 2例で DASH

は平均 37.9点であった.Ruch 2)らは 50歳以上にな

ると DASHが20点以上になると述べているが，今

回の検討では 50歳以上が2例存在し， 1例は DASH

が13点と良好であったが，もう 1例は尺骨神経背

側枝の神経障害を認め DASHは38.3点と不良であ

り，年齢との関連は不明であった.ただし1下CC

の変性断裂が疑われる 40歳以上の症例が少ないた

め，今後さらなる検討が必要である.

Nakamuraらの M阻を用いた解析 7)では， DRU] 

は最大国外位から囲内 45度までは回転運動が中IL'
で，囲内 45度から最大囲内位では並進運動が生じ

るとしている.またKingら8)は梼尺靭帯， τ下CC，

尺側手根伸筋，骨間膜を切離すると，回外位では

DRU]は整復位にあるのに対し，囲内位では脱臼す

ることを報告している.回外運動では DRU]は整復

位にあり，尺骨小嵩に対する樟骨の相対的距離や前

腕回旋軸の変化は少ないため，結合部への伸張スト

レスは少ないと予測される.当院では術後3週間の

外固定除去後より回外運動を自動運動にて積極的に

実施し，国外ROMの拡大を図っている.そのため

今回の検討では DASHと回外 ROMに有意な相関

を認めなかったと考えている.

当院における TFCC鏡視下鑓合術後の寒痛の特

徴として，安静時や夜間時ではなく労働時の訴えが

87.5%と大半を占め握力低下を呈していた.DASH 

平均2点以上の質問項目は「ピンのフタを開けるJ
「重い物を運ぶJrレクリェーション活動Jr特定の

運動をしたときJr自分の能力に自信がないjなど

であり，重量物の把握動作，前腕の回旋が伴う把握

動作や手関節背屈荷重動作であった.τ下CCの機能

は遠位樟尺骨間と尺骨手根骨聞の支持と掌固，背

屈，榛屈，尺屈，囲内，国外の 6方向の可動性およ

び尺骨手根骨聞の荷重伝達・分散の 3つがあげられ

る9) 今回の検討ではI下CC鏡視下縫合術により

DRU]不安定性と手関節 ROMは改善しており，遠

位榛尺骨間および尺骨手根骨聞の支持や手関節の各

方向の可動性よりは，尺骨手根骨聞の荷重伝達・分

散の機能に問題があると考えられる.グリップ動作

によって樟骨の見かけ上の短縮が生じて ulnarvari-

anceが増大し，手根骨は掌側に(尺骨頭が背側に)

移動する 10) この手根部が前腕部に対して相対的

に回外する現象は尺骨頭と手根骨の impingement

(τ下CCimpingement) を減少させると報告されて

いる 10). TFCC鏡視下縫合術後はこの軸圧に対する

DRU]の緩衝作用が破綻している可能性がある.運

動療法を行う上で，ただ握力増強に努めるのではな

く，把握時の手関節や DRU]の動態を注意深く観察

しながら，痔痛の原因を検討する必要がある.

[まとめ]

τ'FCC鏡視下縫合術後の DASHに影響を及ぼす

要因を検討した結果，痔痛と握力に有意な相関関係

が認められた.
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締?
手指 PIP関節側副靭帯損傷の治療成績
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関節不安定性を呈する手指 PIP関節側副靭帯損傷に対して靭帯修復術を施行した.対象は 2003年 1月か

ら2010年2月の聞に手術を施行した 24例，男性 21例，女性3例，平均年齢 36.2歳，右 14例，左 10例，

示指4例，中指4例，環指 8例，小指 8例，平均経過観察期間 3.5か月であった.靭帯実質部断裂に対して

は縫合術，骨よりの裂離あるいは裂離骨折を伴う断裂に対してはスーチャーアンカーやプルアウトワイヤー

を使用した修復術を施行した.術前の関節聞大度は 12-45(平均 29.6)。であった.術後2週より可動域(以

下ROM)練習を開始し，術後4週時での伸展 00，屈曲 90。を目標とした.全例不安定性が消失し，平均

ROMは伸展_20，屈曲 95。であった.最終時に伸展制限が残存した症例は3例で， 3例とも術後4週時での

ROMが不良であった.術後4週の ROMが最終ROMに影響するため初期の ROM練習が重要である.

[緒言]

関節不安定性を呈する手指 PIP関節側副靭帯損

傷に対して靭帯修復術を施行しており，その治療成

績を報告する.

[対象と方法1
2003年 1月から 2010年2月の聞に手術を施行し

た24例を対象とした.男性 21例，女性3例，年齢

15-81 (平均36.2)歳，右14例，左10例，示指4例，

中指4例，環指 8例，小指8例，受傷機転はスポー

ツ12例，転倒 5例，交通事故4例，労災事故2例，

傷害 1例，経過観察期間 2-11(平均 3.5)か月で

あった.示指の 2例は尺側側副靭帯断裂，あとの

22例は横側側副靭帯断裂であった.断裂部位は基

節骨頼部よりの裂離 16例，基節骨頼部の裂離骨折

を伴う裂離2例，中節骨基部よりの裂離 1例，靭帯

実質部断裂 5例であった.掌側板損傷は 20例に認

め，うち 8例で裂離骨折を伴っていた.観血的骨接

合術が必要な中節骨基部掌側関節内骨折を伴ってい

たのは 2例であった.

全例に通常のX線およびPIP関節伸展位での両

側のストレス X線撮影を施行し，関節聞大度を計測

した.関節聞大度の健側との差が 100以上であり，

かつ slidingを認める症例に対して手術を施行した.

ストレスの定量化は実際には困難であるが，まず患

受理日 2012/12/07 

側のストレスX線を施行し，その直後に健側にも同

様のストレスがかかるように施行した.

手術は側正中切開で靭帯損傷部を展開し，損傷状

態を確認した.術式は，靭帯付着部よりの裂離に対

しては縫合糸アンカーあるいはプルアウトワイヤー

を使用した靭帯修復術を施行した.縫合糸アンカー

は Mitek@ミニアンカー(Johnson&J ohnson社，

Raynham)を使用した.靭帯付着部よりの裂離骨折

を伴う症例に対しては，裂離骨片が小さい場合は骨

片を摘出した後に靭帯修復術を施行した.骨片が大

きい場合は骨接合術を施行した.靭帯実質部の断裂

に対しては縫合術を施行した.掌側板断裂に対して

は修復術は施行せずにそのままとした.靭帯修復後

に軽く側方ストレスをかけて安定性を確認した.

後療法は，術後2週間は PIP関節伸展位でシーネ

固定とした.術後2週より隣接指とテーピングした

状態で関節可動域(以下ROM)練習を開始した.

術後4週でテーピングを除去して ROM練習を継続

するが，負荷は禁忌とした.術後8週より徐々に負

荷を許可した.ROMは術後4週時での伸展00，屈

曲90。を目標とした.

検討項目として，術後の不安定性，庵痛，自動

ROMを調査した.ROMは術後4週時と最終時に計

測した.またストレス X線での関節聞大度を，健側

と患側，掌側板損傷を認めた症例と認めなかった症

本清恵会病院整形外科
*本馬場記念病院

大阪外傷マイクロサージャリーセンター 干59Q.0024 大阪府堺市堺区向陵中町4-2-10
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表1 術後4週時と最終時の平均 ROM

A 

B 

C 

A:全症例
B:最終時に伸展制限を認めなかった症例:21例
C: :忌終時に伸展制限が残存した症例 :3例

例， PIP関節脱臼が生じていた症例と生じていなか

った症例とで比較した.統計学的処理には Mann-

Whitneyの U検定を用い， p値 0.05未満を有意差

ありとした.

[結果]

全例で関節不安定性は消失した 20例では終痛

を認めなかったが， 4例で軽度の悲痛が残存した.

平均ROMは術後4週時で伸展_9.1
0

，屈rHl84.2
0 

(arc 

of motion (以下AOM):75.1
0

)，最終lJi!jで伸展 _20

，

屈曲目。 (AOM: 930

) であった(表 1).最終時に

伸展制限が残存した症例は 3例 (2例が_100
，1例

がー20
0

) で， 3例とも術後4週時での ROMが不良

(AOMで 60
0

，55
0

， 40
0

) であった.

関節聞大度は表 2の如くで，健側と患側との間，

掌側板損傷のある症例とない症例との聞に有意差を

認めた.脱臼が生じていた症例と生じていなかった

症例との聞には有意差は認めなかった.

[症例呈示]

症例 :28歳，男性.

主訴 :左小指 PIP関節の怒痛

現病歴 :サッカー中に転倒し受傷，左小指 PIP関

節の変形および終痛が生じたため当院受診となっ

た.

身体所見・検査所見 :初診時のX線で PIP関節

の背尺側方向への脱臼を認めた(図 1).脱臼整復後

A 8 

図 1 初診n寺X線

A:正面像 B:側面像

E.， 

d問
図2 PIP関節尺屈ストレスX線

図3 術中写真

のPIP関節尺屈ストレス X線では，関節聞大度 28。

(伝~側との差は 220

)， slidingが生じていた(図 2).

手術所見:側副靭帯(cord-likeportion) ，副靭帯

(fun-like portion) とも基節脅頼部より裂離してい

た.掌側板断裂も認めた(図 3).Mitek@ミニアン

カーを使用して靭帯修復術を施行した(図 4).

術後経過:術後 3か月の時点で，不安定性および

痔痛は認めず， ROMは伸展 0
0

，屈曲目。であった.
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[考察] 認める症例に対しては手術が必要である.

PIP関節側副i間帯損傷はスポーツや日常生活の場

で発生しやすく捻挫 ・突き指として安易に取り扱わ

れ，終痛や関節不安定性を残しやすい.関節不安定

性を残したまま指を使用すると，将来的に変形性関

節症に移行し得る.ある程度以上の関節不安定性を

関節聞大度により，手術適応が決定される報告が

多い.諸家により異なるが， 20。以上の報告が多い.

橋詰ら 1)は，靭帯損傷状態による関節聞大度につ

いて， I臨床例と屍体指で調査している.側副靭帯の

みの損傷では関節聞大度は 15。以内に止まるが，側

副靭帯と副靭帯さらに掌側板まで損傷されると 20。

以上の関節開大とともに slidingを示したと報告し

た.

A B 

図4 術後X線

加藤ら 2)も|臨床例と切断指で、調査しており，関節

聞大度が 20
0

以上の場合は，側副靭帯と副靭帯さら

には掌側板の損傷も合併している可能性が高いと報

告 した.これらは自験例とほぼ同様の結果である.

20
0

以上で側副靭帯 ・副靭帯の両方が断裂している

可能性が高い(表 3). 側副靭帯と副靭帯の両方が

断裂している場合，靭帯断端が付着部より離間して

おり，保存的加療では離れたまま癒痕組織で治癒す

るので関節不安定性が残存する可能性が高く，手術

加療が妥当であるのは異論がないであろう.
A:正面像 B 似1)而像

表 2 ストレス X線での関節|非!大度

患1ft1j 12-45' 

{建側 0_10' 

12-45' 平均31.3'

14-22' 平均18'

表 3 籾;出損傷状態による|主IW聞大度

W で 慣Ij副靭帯 側高Ij鞍l帯十寄l靭帯
側j冨Ij靭帯+晶Ij靭帯

+1.il:側板

臨床例 12.4 :t3. 7' 38.3:t5.9' 
4需詰ら
( 1985) 

屍{本指 15。以下 40回以上20-30' 

加蕨ら
臨床例 17.3:i:4.9' 22.7土6.4。 31.0土9.6'

( 1989) 切断指 16.8土 2.7。 31.6:i:3.7' 51.4土 12.7固

実験

自験伊j 臨床例 18:i:5.7' 20:t6.5' 32.7:t8.1' 
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一方，著明な不安定性を伴わない陳旧例に対する

手術症例の報告がある.近藤ら 3)は， PIP関節の捻

挫や突き指として放置され，痔痛が持続する場合は

関節包損傷の可能性が高く，不安定性を認めなくて

も手術適応であると報告している.岩倉ら 4)は，陳

旧例では関節聞大度が20.未満でも自覚症状の強い

ものに対して手術を施行としており，不安定性のみ

では論じきれない点もある.以上のことを考慮し，

著者らは関節聞大度の健側との差が 10。以上であ

り，かつ slidingを認める症例を手術適応とした.

手術方法はアンカー固定的， pull out wiring変法6)

4-0ネスプロン糸を用いた靭帯修復術 7)などが報告

されている.

側副靭帯は PIP関節軽度屈曲位 (15-20.)で最

も緊張し，副靭帯・掌側板は PIP関節伸展位で最

も緊張する.術後の伸展制限は掌側にある副靭帯・

掌側板などが屈曲位で拘縮することが原因と考えら

れるため，術後の屈曲拘縮を防止するために PIP関

節は伸展位固定としている 8)

術後の ROM練習開始は 1-2週から開始するとの

報告が多い 9)10) 著者らは， 2週間の PIP関節伸展

位固定ののち，隣接指とのテーピングをした状態で

ROM練習を開始している.最終時に良好な ROM

を獲得するには初期の ROM練習が重要と考える.

[まとめ1
1)関節聞大度が20。以上の場合は，側副靭帯・

副靭帯ともに断裂している可能性が高く，手術適応

と考える.

2)術後の伸展制限予防のためには術後2週間の

PIP関節伸展位固定，その後の ROM練習が重要で

ある.

3)術後4週時の ROMが最終ROMに影響するた

め，初期の ROM練習が重要と考える.

[文献1
1) 橋詰博行ほか.PIP関節側副靭帯損傷の病態と治療.

日手会誌2:493-496， 1985. 
2) 加藤貞利ほか.PIP関節側副靭帯断裂の手術成績.日

手会誌6:00ト臼8，1989.
3) 近藤真ほか.指 PIP関節側副靭帯損傷の手術成績一関

節包損傷に関する考察一.日手会誌14:143-146， 1997. 
4) 岩倉菜穂子ほか.手指 PIP関節側副靭帯損傷の治療成

績の検討.日手会誌25:707.・7ω，2∞9.
5) Kato H， et al. Surgical repair of acute collateral1igament 

i吋町iesin digits with the Mitek bone su飢reanchor. J 
Hand Surg 23B: 70-75， 1999. 

6) 鶴岡敏幸ほか.手指 PIP関節側副靭帯損傷に対する

Pull Out Wiring変法とその治療成績.日手会誌 15:
153-156，1998. 

7) 清水隆昌ほか.4-0ネスプロン糸を用いた手指側副靭

帯損傷の治療経験.日手会誌24:528-531， 2008. 
8) 瀧川宗一郎ほか.PIP関節側副靭帯損傷治療における

指固定肢位，固定期間についての検討.日手会誌 11:

139-142，1994. 
9) 加藤博之.Bone anchorを用いた指 PIP関節側副靭帯

修復術.J MIOS 20: 19-25， 2001. 
10)佐々木孝ほか.指PIP関節側副靭帯損傷の手術成績.

日手会誌 11:136-138， 1994. 
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変形性PIP関節症に対する掌側アプローチによる
人工指関節置換術の治療経験

、A 圃-~. 

，.~~取;酬が跡調 はLもとたかひろ しげとみみつのり むらまっけいいち おがさひろよ L とみながやすひろ

橋本貴弘*重冨充則料，村松慶ーへ小笠博義ぺ富永康弘本

一次性変形性指PIP関節症に対する掌側アプローチによる人工指関節置換術の術後成績を報告する.

[対象と方法12例6指を対象とした.セルフロッキング人工指関節を使用し経過観察期間は平均 27か月

であった.自覚症状やX線所見につき評価した.

[結果】自覚症状では最終観察時に痔痛を訴えたものはなかった.関節可動域は術前平均 380 (伸展平均/屈

曲平均:_140/520
) から術後平均 790 (・30/820

) となっていた.X線所見では，弛みを認めたものはなかった

が3指に骨韓形成を認め，うち 1指に授動術を行った.

[考察]掌側アプローチにより伸展機構の温存と早期のリハビリテーションが可能となること，またセル

フロッキング人工指関節の使用により術中の軟部組織の緊張の調節が容易となることで，良好な可動域を獲

得できた.術後，骨耕形成を生じた関節も認めたが，授動術により再び術直後の可動域を獲得できた.

[緒言]

一次性変形性指PIP関節症 (PIPOA)は保存的

に治療される場合が多いが，治療に抵抗する例も存

在し人工関節置換術による治療も行われている.

使用インプラントは Swansonによりシリコンイン

プラントが報告されたが，その破損やシリコン滑膜炎

などの合併症も報告されている.1997年にLinsheid

らにより表面置換型人工指関節置換術の成績が報告

され 1) 本邦でも石突式 2)や南川によるセルフロッ

キング人工指関節 3)などが開発された.

アプローチ法としては背側アプローチと掌側アプ

ローチの 2通りが主に報告されている.今回，少数

であるが当科で行った掌側アプローチによる人工指

関節置換術の術後成績を調査したので報告する.

[対象と方法1
PIPOAに対し掌側アプローチによる人工指関節

置換術を行った 2例6指を対象とした.2例とも男

性で，手術時年齢は平均61歳 (54-65歳)であった.

擢患指は，示指3指，環指 1指，小指 2指で，使用

機種は 6指ともナカシマメデイカル社製セルフロッ

キング人工指関節であった.経過観察期間は平均

27か月(12・67か月)であった.

受理日 2012/12/08 
事山口大学医学部 干75ら8505 山口県宇部市南小串 1-1-1

H 山口県立総合医療センター 整形外科

手術法は， PIP関節の掌側にジグザグ切聞を加え，

C1 -A3 -C2 pul1eyを片側のみ骨付着部付近で切離，

その際，掌側板は近位部から副靭帯および、中節骨付

着部までを切離し鍵鞘とー塊にして反対側へ引く.

その後PIP関節を過伸展させながら背側脱臼させ基

節骨頭を切除し，滑膜や骨聴の切除を行い，人工指

関節を設置する.本機種はセメントレスのネジ構造

となっており 90。回転するごとに 0.2rnrnインプラン

トが髄腔内へ進むため設置時に靭帯などの軟部組織

の緊張を調整することが容易で、，術中に十分に可動

域を獲得できるようにインプラントの位置を調整す

る.また，骨耕切除に関しては，特に中節骨基部背

側の骨練は屈曲時の妨げとなり得るため伸展機構を

損傷しない範囲で十分に切除を行う.術後は翌日よ

り自動運動訓練を開始している.

これらに対し，経過観察期間中における痔痛など

の自覚症状，可動域，骨聴形成や弛みなどのX線所

見の変化の有無につき評価した.弛みは 1rnrn以上

のインプラントの移動を認めるものとした 4)

[結果]

自覚症状では，最終観察時には終痛を訴えたもの

はなかったが，術中の指神経の牽引によると思われ
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図 1 A:示指 PIP人工指関節置換術後
B:基節骨頭検側の何'}腕i形成

図 1 C:小指 PIP人工衛関節置換術後
D:基節骨頭両側の骨線形成

る一過性しびれ感を 5指に認めた.いずれも経過観

察のみで自然に軽快していた.関節可動域は，術前

平均 38
0 (100 -700

，伸展平均/屈曲平均:_14
0

/52
0

) 

から術後平均 79
0

(60
0 

- 90
0

， _3
0 

/82
0 

)となってい

た 腿の bows廿ingや過伸展変形を生じた指は認め

なかった.

X線学的評価では，弛みを認めたものはなくイン

プラント周囲の骨透亮像も認めなかった. 3指に骨

糠形成を認め，そのうち 1指は骨聴のインピンジメ

ントによる著明な可動域制限のため授動術を行っ

た.3 指とも基節骨頭側に骨~が形成されており，

形成される部位の詳細は骨頭の樟側に 1指，尺側に

1指，両側に形成されていたものが 1指で，手術時

にpulleyを切開した側との関連性は認めなかった

(図 1).

症例呈示

症例:54歳，男性

図2 A:環指 PIPOA
B:人工指関節置換術後

図 2 C:基節骨頭尺側の骨棟形成
D:関節受動術後

主訴 :左環指 PIP関節部痛，および可動域制限

現病歴 :約 6年前より左環指 PIP関節部の痔痛，

可動域制限が出現し近医にて保存的加療を受けるも

症状が徐々に悪化してきたため当科紹介となった.

身体所見・検査所見 :左環指 PIP関節部の腫脹，

圧痛を認め，可動域は伸展_200
，屈曲 40。であった.

X線所見では，関節裂隙の狭小化と骨騨形成を著明

に認め PIPOAの診断となった(図 2A).

手術所見:掌側アプローチにより展開した.関節

軟骨の大部分が消失していた.側副靭帯はその一部

を切離した.人工指関節設置後の可動域は伸展 00

， 

屈曲 100。であった設置後，掌側板， pul1eyを可

及的に縫着 した(図 2B).

術後経過 :手術直後の可動域は伸展 00

，屈曲 80。

と良好であったが，経年的に基節骨頭尺側部に骨J線

形成が生じ， それと伴に徐々に可動域の悪化を認め

た.約 4.5年後には，伸展 _15
0

，屈曲40。にまで悪
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化したため，骨練切除を中心とした関節授動術を追

加し，初回手術直後の可動域を再獲得することがで

きた(図 2C，D). 

[考察l
PIP関節における人工関節置換術後の関節可動域

は諸家により多少の違いがあるものの概ね 40-500

前後と報告されており，それらと比較すると本検討

での掌側アプローチによる人工指関節置換術の可動

域は良好であった.Linsheidらは掌側アプローチの

利点は中央索付着部を温存できる事で欠点は bow-

S甘ingが生じうる事と述べており，その治療成績は

背側アプローチより劣っていたと報告した1) Field 

らは，伸展機構の温存に加え背側の静脈を温存でき

腫脹を軽減できる反面，背側アプローチよりも関節

レベルが分かりにくいため基節骨の骨切りが難しい

事を指摘している 5) Jenningsらは背側アプローチ

を36指に，掌側アプローチを 6指に行い獲得可動域

に有意差はなかったと報告した 6) 一方で， Stoeck-

leinらは伸展機構を温存し術後早期より運動を開始

し伸筋腫の癒着を防止することで，術後可動域が600

と良好な成績であったことから掌側アプローチを推

奨している 7) 白川らも同様の理由から PIPOAに

は掌側アプローチを用いていると報告した 8) 本検

討からも PIPOAに対しては掌側アプローチが有用

であると考えている.

また，術後の可動域を最大限に獲得するために当

科で注意している点は，中節骨基部背側の骨聴を可

及的に切除する事，およびインプラントを適切に髄

腔内へ進めて軟部組織の緊張を緩める事によって，

術中にできるだけ良好な可動域を獲得しておくこと

である.ネジ構造を有したセルフロッキング人工指

関節を使用することでそういった術中の調整が容易

となり，本機種の利点のーっと考える.

一方，今回の検討では骨聴形成を 6指中 3指で認

め，これまでの報告の発生率 (4/24関節， Lutherら)

よりもやや高率であった.Lutherらの報告では骨耕

形成を認めた 4例中 3例は workerであったとしへ

本検討での 2例もともにゴルフプレーヤーであるこ

とから，活動性の高い症例は生じやすいと考えた.

骨椋形成部位についてはインプラント周囲に発生す

るという記載以外，どちらのインプラント側なのか

など，詳細な報告は渉猟し得た範囲ではなかった.

唯一，白JIIらの報告で基節骨頭部に形成された症例

が提示されていた 8) 今回，形成されていた骨聴は

全て基節骨頭部のものであり，基節骨側インプラン

ト周囲に形成されやすい可能性がある.そういった

骨線形成による可動域制限に対し，白川らの報告同

様，関節授動術により再び可動域を獲得する事がで

きた.

PIP人工関節におけるゆるみの発生について，こ

れまで特に欧米ではセメントレスで高率に発生する

ためセメント固定が推奨されている報告が多い.一

方，南川の報告ではセルフロッキング人工指関節で

はセメントレスであっても特に PIP関節ではほとん

ど弛みは認めなかったとしている 10) 短期間ではあ

るが同機種を用いている本検討でも弛みの徴候は認

めておらず，本機種の利点のーっと考える.

[まとめl
PIPOAに対する掌側アプローチによる表面置換

型人工指関節 6指の治療成績について検討した.掌

側アプローチにより伸展機構の温存と早期の積極的

リハビリテーションが可能となること，またセルフ

ロッキング人工指関節の使用により術中の軟部組織

の緊張の調節が容易となることで，良好な可動域を

獲得できた.術後，骨聴形成による可動域制限を生

じた指も認めたが，骨腕切除を中心とした授動術に

より再び術直後の可動域を獲得できた.

[文献]

1) Linscheid RL， et al. Development of a surface replac守

ment arthroplasty for proximal interphalangeal joints. J 

Hand Surg 22企 28ら298，1997.

2) 石突正文ほか.表面置換型人工指関節の開発と臨床応
用.日手会誌 15:188-191， 1972. 

3) 南川義隆.セメントレス表面置換型人工指関節.骨・
関節・靭帯 14:1019-1029，2001. 

4) Johnstone BR， et al. Cemented versus uncemented sur-
face replacement arthroplasty of the proximal interpha・

langeal joint with a mean 5-ye訂 fol1ow-up.J Hand Surg 

33-A: 726-732， 2008. 
5) Field J. Two to five year follow-up of the LPM ceramic 

coated proximal interphalangeal joint arthroplasty. J 
HandSurg岱 E:38-44， 2008. 

6) Jennings CD， et al. Surface replacement arthroplasty of 

the proximal interphalangeal joint using the PIP-SRA 

implant: results， complications， and revisions. J Hand 

Surg33・-A:156ら1572，2008.
7) Stoecklein HH， et al. Surface replacement arthroplasty 

of the proximal interphalangeal joint using a volar ap-
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陥没骨片を伴った PIP関節背側脱臼骨折に対する側方
アプローチ:動的創外固定と牽引ギプス固定の比較

|自由投稿論文|

ゃぎき主 おや やじまひろき ささき ひろL きのよしたけ わた主ベけんたろう

矢11暗尚哉，矢島弘毅，佐々木 宏，木野義武，渡退健太郎

[目的]陥没骨片を伴った PIP関節背側脱臼骨折の後療法による術後成績の相違を検討した. [方法]1998 

年から 2011年の 14年間に当院で観血的治療を行った陥没骨片を伴った軸圧型 PIP関節背側脱臼骨折 19例

20指を対象とした.10指は中節骨に挿入した鋼線とギプスに装着した鋼線との聞をゴムで牽引した(以下，

牽引ギプス群).他の 10指に動的創外固定を追加した(以下，自IJ外固定群).創外固定の内訳は pinsand 

rubbers traction 2指， Compass PIP Hinge 2指， DDA II 6指であった. [結果]牽引ギプス群と創外固定群

の聞に有意差を認めなかった.創外固定法による詳細の検討では DDA11の成績が最も良かった. [考察]

PIP関節屈曲は牽引ギプス群に成績不良例が 1指あったが，創外固定群は全例が95度以上で良好だった.

動的創外固定を使用することにより， PIP関節屈曲は満足すべき結果が得られたが，半数の例に PIP関節伸

展制限が残り，今後改善が必要と考えられた

[緒言l
PIP関節背側脱臼骨折は PIP関節に拘縮を残しや

すく，適切な治療が必要である. 1987年に木野らが

報告したように，陥没骨片を伴った PIP関節背側脱

臼骨折に対して当院では側方アプローチにより-EI

側副靭帯を切離して，直視下に観血的整復術を行っ

てきた 2)3)4) 後療法は2009年までは長軸方向の牽

引装置を装着したギプスで 3週間固定し， 3週後か

らPIP関節の運動を開始した(図 1).DIP関節はギ

プス固定中から運動を行った.2009年以降は創外固

定を利用しながら， PIP関節の早期運動を行った.

本研究の目的は， I創外固定を使用した PIP関節

早期運動療法は，牽引ギプスよりも良好な術後成績

が得られるJ という仮説を検討することである.

また創外固定法の使用機材による治療成績を検討し

た.

[対象と方法1
1998年から 2011年の 14年間に当院で治療した

陥没骨片を伴っ た軸圧型 PIP関節背側脱臼骨折の

症例で，受傷 3週以内に手術を施行した症例を対象

とし，術後 8週以内に通院を中断した症例を除外し

た. 19例20指が対象とな った.率引ギプス群は 9

図 1 後療法

A 翠引ギプス B pin and rubber traction 
C Compass PIP hinge D DDA II 

受理日 2012/12/09 
名古屋被済会病院整形外科 干454-8502 愛知県名古屋市中川区松年JI汀4-66
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566 陥没骨片を伴った PIP関節背側脱臼骨折の成績の比較

表 1 牽引ギプス群と創外固定群の比較

n PIP!til耐 (0) PIP伸展(0) DIP屈曲 (0 ) DIP伸展(" ) 

牽引ギプス

創外固定

10 95.4 (70~105) ・9.1 (-25~0) 65.2 (6~85) 

61.7 (40~54) 

-6.5 (-30~0) 

10 100.1 (95~105) ー 1 1.5 (・35~0) -0.5 (-5~0) 

表 2 創外固定法による比較

n PIP胤曲 (0) PIP伸展(0 ) DlPIE目的 (0) DIP伸展(0 ) 

Pin and Rubber Traction 2 97.5 (95~100) -17.5 (-25~- 1O) 57.5 (40~75) 。 (O~O)

Compass PIP hinge 2 98.5 (95~102) ー17.5 (-35~0) 67 (50~84) o (O~O) 

DDA Il 6 101.5 (98~105) ー7.5 (ー20~0) 61.3 (45~70) -0.8 (-5~0) 

例 10指.全例男性で平均年齢31.5歳.平均 follow-

upは268日.創外固定群は 10例 10指.全例男性

で平均年齢35歳.平均follow-upは132日.創外固

定の内訳は pinsand rubbers traction 2指， Compass 

PIP hinge (スミス・アンド・ネフユー)2指， DDA 

II (エム・イー・システム)6指であった(図 1).牽

引ギプスの装着期間は平均 24日 (20-33日)であ

った.創外固定装着期間は pinsand rubbers traction 

が平均 30日 (29-31日)， Compass PIP hingeが平

均 47.5日 (47-48日)， DDA IIは平均 22.5日 (15

-28日)であった.後療法は牽引ギプス群では手術

翌日から DIP関節可動域訓練を開始したが， PIP関

節可動域訓練はギプス除去後から開始した.創外固

定群は全例，手術翌日から PIP，DIPの可動域訓練

を行った.牽引ギプス群では全例にプルアウト法に

よる側副靭帯縫合を行っていたが，創外固定群では

8指にアンカーを使用した.合併損傷は，牽引ギプ

ス群に末節骨骨折 1指，創外固定群には末節骨骨折

1指， MP関節内骨折 1指であった.創外固定群の

1指に関節授動術を行った.最終診察時の可動域を

測定し，牽引ギプス群および創外固定群について

は， Mann-Whitney U testをもちいて比較検討を行

った.その際， P<0.05を有意差ありとした.

[結果]

可動域の平均値と範囲を表 1に示した(表 1).

PIP関節の屈曲可動域は，牽引ギプス群95.4:t10.50 ， 

創外固定群 100.1土3.40，P=0.43，伸展可動域は牽

引ギプス群・9.1:t7.80，創外固定群ー11.5:t11.80， P 

=0.85， DIP関節屈曲可動域は牽引ギプス群 65.2:t

23.80，創外固定群 61.7:t15.40， P=0.31，伸展可動

域は牽引ギプス群ー6.5:t9.60，創外固定群・0.5:t1.60 ， 

P=O.lOであり，いずれについても有意差を認めな

かった.牽引ギプス群のうち 1指に掌側骨片の再転

位と亜脱臼の再発を認め， PIP関節屈曲は 70度で

あった.創外固定群は全例に 95度以上の屈曲が得

られた.PIP関節伸展は両群ともに良好とは言えず，

半数の症例に 10。以上の伸展制限を残した.

次に創外固定法の使用機材による治療成績の相違

を検討した(表2).Pins and rubbers仕actionは2指

ともに陥没骨片が再転位した.関節面の状態は不良

だが， PIP関節屈曲 950，100。と短期成績は良好で

あった.Compass PIP hinge2指のうち 1指は良好な

整復位を維持し， PIP関節屈曲 102。を得たが， 1指

は創外固定が破損し，骨片が再転位した，関節授動

術を行い， PIP関節屈曲は 95。であり，関節面に軽

度の不整を認めた.DDA IIは全例が良好な整復位

を維持し，亜脱臼は無く， PIP関節回曲は 98-105。

であった. 1指にごく軽度の関節面不整を認めた.

[症例提示1
35歳男性.野球のボールが右環指に当たって受

傷.終痛と腫脹がひかないため，受傷 11日で近医

を受診，当院に紹介された.受傷2週4日で手術を

施行.x線およびcrでは背側骨片と掌側骨片の聞

に陥没骨片を認めた(図 2，3).骨折部の尺側がやや

聞いていたため尺側アプローチで行うことにした.

側副靭帯を基節骨側の付着部から切離して，関節を

開くと関節面が観察できた(図4A).耳小骨用エレ

パトリウムを背側骨片と掌側骨片の聞に挿入して，

陥没骨片を整復した.横骨遠位端背側から海綿骨を

採取した.背側骨片と掌側骨片の聞から陥没骨片の

裏側に移植すると陥没骨片は安定した.0.7mmキル
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図 2 単純X線.

A術前 B DDAII装着中 C最終診察|時

図 3 CI'. 

A術前冠状断 B術商]矢状断

C術後冠状断 D術後矢状断

シュナー鋼線を尺背側から軟骨下骨に沿って，背側

骨片，陥没骨片，掌側骨片を貫くように刺入した(図

4B). 整復位を保持するため，基節骨と中節骨に 1

本ずつのピンを挿入し， DDA IIを装着 した. 基節

骨のピンは PIP関節の回転中心に挿入した.この

ピンの背側に MicroQUICKANCHOR Plus (ジョン

ソン・エンド・ジョンソン)を帰入して側副靭帯を

縫合した.手術翌日から DIP関節およびPIP関節の

自動可動域訓練を行い，術後3週時の可動域は PIP

図4 術中写真.

A整復前 B整復後

関節屈曲 87
0

，伸展rであった.術後 4週で創外固

定を除去.術後単純X線およびcrでは関節面の整

復は良好であった(図 2，3). 最終診察時の可動域

はPIP関節屈曲 1040

，DIP関節屈曲 68。で，伸展は

ともにげであった.

[考察1
1987年に木野らが側方アプローチによる陥没骨

片を伴う PIP関節背側脱臼骨折の観血的整復術を

報告した.池田らが報告した掌側アプローチによる

プレー ト固定と比較すると，関節面の骨片をすべて

直視下に観察できることが利点、であるが，内固定は
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キルシュナー銅線で行っており，固定性は良好とは

言えないことが欠点であり，牽引や創外固定による

整復位の保持が不可欠である1)

牽引ギプス群と創外固定群の比較ではどの値にも

有意差は認めず，仮説は棄却された.牽引ギプス群

には PIP関節屈曲 70。の例を認めたが，創外固定群

の短期成績は全例が良好であった.また牽引ギプス

は，牽引方向の調整が難しく，また銅線のフレーム

をギプスに巻き込むためかさ張るという欠点もあっ

た.

創外固定法の使用機材による治療成績の比較で

は， pins and rubbers tractionは2指ともに陥没骨片

の再転位を認めた.この方法は既製品ではなく，そ

の場で銅線を曲げて創外固定を作成するため，技術

的に難しいかもしれない的.Compass PIP hinge 2指

のうち1指は創外固定器が破損，骨片が再転位した.

既に販売中止となったが強度に問題があったと考え

られる.

DDAIIは6例全例が良好な整復位を維持し，平

均PIP関節屈曲 102・と良好であった.森谷らも同

様の方法で，平均 PIP関節屈曲94¥伸展・12・とい

う成績を報告しており，現状では最も良い方法のー

っと考える 5) PIP関節伸展は・.20。から 0・で，エキ

サイカイ式ジョイントジャックを使用しでも可動域

制限を残す症例が多く，今後の課題と考えられた.

[まとめ】

牽引ギプス群とと創外固定群の比較では PIP屈

曲伸展， DIP屈曲伸展に有意差を認めなかった.創

外固定の使用機材による比較では DDAIIの成績が

最も良好であった.半数以上の症例に 10。以上の

PIP関節伸展制限を残した.

{文献1
1)池田全良ほか.l.ow-profile mini-pIateを用いた指PW

関節背側脱白骨折の手術療法.日手会誌23:132-136， 
2006. 

2) 木野義武ほか.指PW関節脱臼骨折の治療陥没骨片

を合併する症例の手術.手術41:1431-1437， 1987. 
3) 木野義武ほか.指PW関節背側脱臼骨折の治療.日手

会誌5:985-989， 1988. 
4) 木野義武ほか.陥没骨片を伴った指PIP関節脱臼骨折

の治療.日手会誌12:149-153， 1995. 
5) 森谷浩治ほか.陥没骨片を有した手指近位指節間関節

背側脱臼骨折の治療成績.整形外科59:1201-1205， 2∞8. 

6) Suzuki Y， et a1.百lepins and rubbers tI百，ctionsystem for 

trea'回 entof comminuted in凶 articularfractures and 

fracture-dislocations in the hand. J Hand Surg B 19: 98-
107，1田4.
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超音波を用いたばね指の定量評価-超音波解剖と
ステロイド臆鞘内注射の治療効果判定一
しげまっこうじ おおにしただのぷ おおたひろよし おもかわしようへい たなかやすひと

重松浩司六大西正展ぺ大田大良*ぺ面川庄平**田中康仁**

今回ばね指患者 96例 109指に対して A1プーリ一直上での超音波横断像で靭帯性腔鞘および屈筋躍の詳

細な測定を行い，靭帯性腔鞘および屈筋!躍の前後径が健側に比較して統計学的に優位に高値を示すことがわ

かった.また， トリアムシノロン腿鞘内注射前と注射後 1か月， 3ヶ月の経時的超音波測定を施行できた 38

例 38 指を対象として注射後 6ヶ月以内の再発の有~n~から再発群と非再発群に分け測定値の検討を行なった

両群ともに注射後 1か月ではその測定値は低下し，I臨床的にも終痛，弾発現象は改善した.非再発群は注射

後3ヵ月でも測定値の改善を維持できたが，再発群では注射後 3か月の時点で再発症状の有無にかかわらず

増悪していることが判明した.このことから腿鞘内注射後の経時的超音波測定を行うことで 6か月時の再発

を予想できると考えられた.

[緒言]

手指に発症するばね指は，日常最も多く診療する

手の疾患の一つである.しかしながらその成因をは

じめとして病態はいまだ不明な点が多いのも事実で

ある.本研究の目的は，大きく 2つあり，その 1つ

はばね指の病態を解明するため，健側と患側の屈筋

腫および靭帯性j陸鞘を超音波測定によりより詳細11に

評価し，定量的に比較検討することである.2つめ

は，現在一般的となったばね指に対するトリアムシ

ノロン腔鞘内注射の治療効果を，注射後の超音波測

定値を経時的変化に観察し評価することで腿鞘内注

射の効果判定を予想可能かどうか調査することであ

る.

[対象と方法]

(研究 1)

対象は 2009年 10月から当院を受診し超音波測定

が施行できたばね指患者のうち，両側の比較が可能

であった 96例 109指である.男性 35例 44指，女

性61例65指で，検査時年齢は平均64歳 (23-91歳)

であった樫患指は母指32指，示指8指， 1:1:1指41指，

環指 27指，小指 1指であった.両側恨患例や対側

が手術を受け健側・患側の比較ができない症例，関

節リウマチなどの慢性炎症性疾患，透析患者，外傷

性ばね指，術後再発例，小児例を研究の対象から除

外した.

検討項目は，ばね指患者の A1プーリー直上の横

断像を用いて， A1pulleyの1.天蓋と 2.2'.両側壁，

屈筋l躍の 3.前後径と 4.横径を超音波測定し(図 1)， 

この 4測定を健側と比較検討した.統計には Stu-

dent t-testを用い p<0.05を有意差ありとした.母

指は長母指屈筋)躍のみであるのに対し，他指では浅

図 1 A1プーリー直上での超音波横断像
① 靭;冷性i陸鞘の天護部

②②'靭帯性j陛鞘の側壁

① 周筋!陸前後径

④ !毘筋l健横筏

受理日 2012/12/20 
*東大阪市立総合病院整形外科 干578-8588 大阪府東大阪市西岩田 3丁目4-5

H 奈良県立医科大学整形外科
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570 超音波を用いたばね指の定量評価

指屈筋腫と深指屈筋腫がA1プーリー内に存在する

ため上記測定結果は母指と他指とを分けて検討し

た.

(研究2)

上記の症例のうちトリアムシノロン腫鞘内注射を

行い，注射後6か月間経過観察し同時に超音波測定

が経時的に施行できたぱね指患者38例38指を対象

として， トリアムシノロン腫鞘内注射後の超音波測

定値の変化を調査した.男性 13例 13指，女性 25

例25指で検査時年齢は平均 64歳 (23-84歳)で

あった.全例にトリアムシノロン 10mgの腫鞘内注

射を施行した.躍鞘内注射前，注射後 1か月， 3か

月での超音波検査を行い，注射後6か月までの再発

の有無から 2群に分類した.A群は再発例 13例で

B群は非再発例 25例であった.この 2群聞の比較

を経時的に行うことで，治療予後判定が可能かどう

か調査した.それぞれ同一群聞の測定値の比較なら

びに両群聞の経時的な比較は Studentt-testを用い

検討し， p<0.05を有意差ありとした.

【結果】

(研究 1)

全例で測定が可能であり，全測定値の平均値は以

下のごとくであった(母指/他指).A1プーリーの

天蓋は 0.81:1::0.34mm(0.78:1::0.30/0.88:1::0.31)，側壁

は平均 1.57:1::0.55mm(1.40:l::0.27/1.72:1::0.34)で屈筋

腫の前後径が4.48:1::O.84mm (3.84:1:: 0.47 /4.98:1::0.77)， 

横径が5.85:1::1.16mm (4.64:1::0.66/6.15:1::0.75)であ

った.これに対して健側ではA1プーリーの天蓋が

0.47:1::0.17mm (0.47:1::0.10/0.46:1::0.14)，側壁は平均

0.89:1:: 0.21mm (0.倒:1::0.31/0.98:1::0.27)で屈筋腫の

前後径が3.78:1::0.91mm(2.97:1::0.50/4.20:1::0.82)，横

表1 超音波横断像の測定結果

ぽね指側 鍵側

① A1プーリ一天蓑 0.81 ::1::0.34 p(O.05 0.47::1::0.17 

②②， A1プーリー側壁1.57::1::0.55 p(ω5 0.89::1::0.21 

③屈筋陸前後経 4.48土0.84p(O.05 3.78土0.91

④屈筋健機径 5.85::1:: 1.16 p=O.1I 5.51::1:: 1.26 

単位はmm

径が5.51:1::1.26mm (3.86:1:: 0.71/5.96土0.81)であっ

た(表 1). 母指，他指ともに健・患側の比較では

A1プーリーの天蓋，側壁共に患側が統計学的に有

意に肥厚していた.また，屈筋腫の前後径も同様に

患側で優位に肥厚を認めた.しかしながら，横径で

は他指のみ明らかな差は認めなかった.

(研究2)

トリアムシノロン臆鞘内注射後A1プーリーでの

超音波測定値は，腫鞘内注射後再発の有無にかかわ

らず臆鞘内注射後1か月の時点で両群すべての測定

値で改善を認め両群聞にも有意差はなかった.B群

では臆鞘内注射後3か月の時点でもすべての測定点

で改善を維持していたが， A群では臨床症状の有無

にかかわらず再上昇を認めた.腫鞘内注射後3か月

の時点ですべての測定点でA群では B群と比較し

有意差をもって増加を認めた(図2，3). 

[考察l
今回の研究 1から全例でA1プーリー直上での超

音波測定がかのうであり，その測定値は屈筋腫の横

径を除く靭帯性腫鞘および屈筋臆前後径が有意差を

持ってばね指で肥厚していることが判明し，超音波

検査を用いることでぱね指の診断が可能であること

が分かつた.弾発現象を伴う場合ぱね指の診断はさ

ほど難しくはないが，手指屈曲伸展時の違和感や

A1プーリーの圧痛のみのいわゆる初期の患者や，

手指の特に母指での自動屈曲が不能となった症例な

どではその診断に悩むことも少なくない.このよう

な症例でも両側のA1プーリーの超音波学的解剖を

検討することで診断の一助となり，また，言うまで

もなく無侵襲で簡便に測定でき早期治療が可能とな

る有用な検査方法であると考えられた.過去にも

我々と同様に靭帯性臆鞘や屈筋腫の肥厚について超

音波を用いて測定した報告1)2)3)があるが，いずれ

も靭帯性腫鞘の天蓋部のみであったり，屈筋腫前後

径のみであった.しかしながらその測定値は今回の

我々の研究と非常に類似しており，本研究の整合性

が確認できた.

本研究2の結果から， トリアムシノロンの臆鞘内

注射により靭帯性腫鞘および屈筋臆の腫脹が改善し

ていることが判明した.これにともない臨床的に全

例で手指の弾発症状，痔痛は改善していた.ぱね指

の原因としてA1プーリ一部での解剖学的構築の破

綻 4)や組織の硬さへ炎症に伴うケミカルメデイエ
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ーターの放出など様々な要因の関与が報告されてい

る.ぱね指に対するトリアムシノロンの有用性が示

唆されて久しいが，本研究からトリアムシノロンの

抗炎症作用により組織の腫脹・肥厚が改善すること

で各種ぱね指の症状が改善することが証明された.

また， トリアムシノロンの腫鞘内注射後 1か月では

トリアムシノロンの薬効により A群， B群ともに腫

鞘および屈筋臆の肥厚が改善することが判明した.

しかしながら B群では注射後3ヵ月の時点でも改善

を維持したが，一方， A群ではトリアムシノロンの

薬効の減弱に伴い， 3か月時点では臨床上は再発を

認めないものの既に腫鞘および屈筋腫の肥厚は再度

増悪していた.このことからトリアムシノロンの腫

鞘内注射後，経時的に超音波測定を行うことで注射

後3か月の超音波測定値から術後6か月の再発が予

想できるかもしれない.今後さらに詳細に検討を重

ねることで侵襲的治療である臆鞘内注射の適応およ

び限界を無侵襲の超音波検査により判断できる可能

性が示唆された.

事，事*， ~: p<O.05 

(mm) 料

ω! 

0.4+ 
注射後注射後

注射前
1か月 3か月

(m11 

1.8 

L6 

L4 

L2 

0.8 

0.6 

事事

注射後注射後
注射前

1か月 3か月

a ~ 

図2 トリアムシノロン臆鞘内注射後の靭帯性臆鞘の経時的変化

+A再発群

+8非再発群

a.天蓋部と b.側壁の経時的変化.臆鞘内注射後1ヵ月では両群ともに測定値は低下
した.注射後3か月ではB群では改善を維持したが， A群では再発を認めている.

*. **， ~: p<O.05 

(11m) (nrn) 

5.51 事事

4F二 ~5 

γ 
+A再発群

I~JM 司、唱 ゃ~~再発群

結!
2.51 

注射後注射後
注射前 1か月 3か月

注射後注射後
注射前 1か月 3か月

a. b. 

図3 トリアムシノロン臆鞘内注射後の屈筋臆の経時的変化
a.縦径と b.横径の経時的変化.靭帯性臆鞘と同様に注射後1か月では両群ともに
測定値は低下したが， A群では3か月の時点で再発を認めている.
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[まとめ1
今回ぱね指患者に対してA1プーリー直上での超

音波横断像で靭帯性腫鞘および屈筋臆の詳細な測定

を行い，靭帯性腫鞘および屈筋腫の前後径が健側に

比較して統計学的に優位に高値を示すことがわかっ

た.また， トリアムシノロン臆鞘内注射前後の経時

的超音波測定を行うことで，非再発群は注射後3ヵ

月でも改善を維持できたが，再発群では注射後 1か

月では非再発群と同様に改善したが，注射後3か月

の時点で再発症状の有無にかかわらず増悪している

ことが判明した.

【文献1
1) Guerini H， et al. Sonogr百，phicappear溜 lceof凶ggerfin-

gers.Jm回 soundMed 27: 1407-1413，2008. 
2) Serafini G， et al. High resolution sonography ofthe f1ex-

or tendons in凶ggerfingers. J m回 soundMed 15: 213ト

219，1996. 
3) 応mHR，etal.四位'asonogr百.phicassessment of clinically 

diagnosedむiggerfingers.関leumaω1Int 30: 1455-1458， 
2010. 

4) Drossos K， et al. Corre1ation between clinical presenta-
首onof adu1t甘iggerdigits叩 dhisωlogical aspect of the 

Apull句:J Hand Surg. Am 34: 1429-1435，2∞9. 
5) Miyamoto H， et al. Stiffness of血e針starm叫.arpulley in 

normal and trigger fingers. J Hand Surg. Am 36: 1486-

1491，2011. 
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鏡視下腿鞘切開術と直視下腿鞘切開術の比較

岡本雅雄市*
あベむねき

阿部宗樹*瀧川直秀*平押
"õl'$'，i番人日本"，ot-~

鏡視下腫鞘切開術と直視下腫鞘切開術の術後成績を比較するため QuickDASH日手会版(以下 Quick

DASH)を用いて前向きに調査したので報告する.2010年7月以降に受診したばね指症例で3か月以上の保

存療法無効例に対し，鏡視下臆鞘切開術(以下E群)および、直視下腫鞘切開術(以下 O群)を行った 31例

38指 (E群19指， 0群 19指)を対象とした.手術時平均年齢は E群61歳， 0群66歳であり，平均擢病

期間は E群7.9か月， 0群6.1か月であった.両群の手術時間，術前後の PIP関節の伸展制限，再手術の有

無を調査し，治療成績は術後2週， 6週， 12週での QuickDASHを比較検討した.術後全例で弾発現象は

消失した.平均手術時間は E群:10.8分， 0群:10分であり，術前後の PIP関節の伸展制限は E群 :6.90 

から 1.10，0群 :9.20から 3.30へと有意に改善した.感染，神経・腫損傷などの合併症や再手術例は両群と

もなかった.術後2週，6週， 12週の QuickDASHは， E群:22.5， 14， 5.6点， 0群:43.9， 21， 8.5点で

あり，術後2週では E群の方が有意に優れていた.

鏡視下腿鞘切開術は直視下法と比べ長期での成績に差はなかったが，創部痛が少なく，創治癒も早いこと

から術後早期での成績は優れていた.本術式はより早期復帰が可能であり有用な術式と考えられた.

群:66歳)で，性別は男性13例(E群:7例， 0群:

6例)，女性 18例 (E群:8例， 0群 :10例)であ

った.擢病期間はE群:7.9か月， 0群:6.1か月で，

合併疾患は E群 :DM1例， 0群 :DM2例， RA2 

例であった.擢患指は E群:中指 11例，環指 7例，

小指 1例であり， 0群:示指6例，中指7例，環指

6例であった.これらにつき，手術時間，術前後の

PIP関節伸展制限，合併症，再手術の有無を調査し，

治療成績は QuickDASH (Disability/symptom)を

用いて術後2，6， 12週に評価した.統計学的処理

はpairedT検定を用い， p<0.05を有意差ありとし

た.

[緒言]

安静や腫鞘内注射などの保存療法に抵抗するばね

指症例は，主に直視下腫鞘切開術が施行されている

が，近年鏡視下腫鞘切開術がNakaoら¥)により開

発され，その有効性が報告されている.著者らは 60

例 77指の鏡視下腫鞘切開術の治療成績を，その合

併症を中心に報告した 2) 鏡視下腫鞘切開術は，皮

切が小さく早期復帰可能な方法と考えられるが，直

視下法と比較した報告は未だ少ない.今回，鏡視下

腫鞘切開術と直視下臆鞘切開術の術後の短期成績を

Quick DASH日手会版(Disability/ symptom)を用

いて比較調査したので報告する.

[結果】

平均手術時間は E群 10.8分， 0群 10.0分で両群

聞に有意差はなかった(図1).術後 12週での PIP

関節の伸展制限は E群が術前平均 6.90 に対し，術後

平均 1.10に，0群が術前平均 9.2。に対し，術後平均

3.3。とどちらも有意に改善した(図 2).その伸展制

限の術前後の改善角度は E群5.80，0群 5.90であり

両群の改善角度に有意差はなかった(図 3). また

[対象と方法]

対象は 2010年7月から 2011年9月までに手術を

行った母指以外の 31例38指である.鏡視下腿鞘切

開術(以下E群)19指，直視下腫鞘切開術(以下O
群)19指で，手術適応は 3か月以上の保存療法無効

例で， Quinnell分類 3)のGrade2以上とした.母指

は神経損傷を危慎して全例直視下手術を施行してい

るため除外した.平均年齢は 64歳 (E群:61歳， 0

兵庫県西宮市今津山中町11-1

Fhυ 

唱
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唱
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A

干663-8211
受理日 2012/12/18 
*西宮協立脳神経外科病院整形外科
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術前後における PIP関節伸展制限(平均角度)

0群

事 Pぐ

E群

る2)4)5)6)7)

従来から行われている直視下腔鞘切開術は安全か

っ確実に鍵鞘切聞が可能であり，最も一般的な方法

であるが，創部の硬結，不快さをはじめとする合併

症を併せ持ち日常生活への早期復帰は難しいと考え

る8) 一方経皮的鍵鞘切開術は低侵襲で直視下法に

みられる創部の合併症はなく良好な報告 9)も多く

みられるが，切開不足や神経損傷，隠れた腿損傷の

問題も指摘されている 10) 鏡視下腿鞘切開術にお

いて仲尾ら 4)は神経血管損傷が 1例もなく，カニュ

ーラ開窓部を通して切離する本法は神経血管損傷の

危険性は低いと報告している.また腿鞘の切離を鏡

視で確認でき，その後の屈筋腿の動きを確認するこ

図4図2

15。以上の拘縮が残存した症例は両群ともなかった.

E群， 0群とも創部感染，神経損傷などの合併症は

なく再手術例もなかった.Quick DASH (Disability / 

symptom)による臨床成績の比較では術後 2週では

O群の平均 44.3点に対し， E群の平均は 22.5点と

有意に低かった.術後 6週では O群の平均 22.3点

に対し， E群の平均は 13.7点であり，術後 12週で

はO群の平均 10.5点に対し， E群の平均は 5.6点と

低かったが有意差はなかった(図 4).

[考察]

鏡視下腿鞘切開術は Nakaoら1)により開発され，

本邦を中心にその治療成績について報告されてい
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とにより絞掘が解除されたことも確認できる.よっ

て本法は直視下腫鞘切開術と同様の確実性，治療成

績に加え，経皮的臆鞘切開術に匹敵する低侵襲性を

併せ持つ治療方法である.

鏡視下腫鞘切開術と直視下腿鞘切開術を比較した

報告として， Pegoliら7)は独自の治療成績判定基準:

Trigger Finger Evaluation Questionnaireを用 pて，

4つのパラメーターをもとに点数を算出し治療成績

を評価している.これらの結果では術後 1，3， 6， 12 

か月で両群を比較し術後3か月以降では両群に差は

なかったが，術後 1か月では成績に差がみられたと

報告しており，鏡視下腫鞘切開術は創の問題が少な

く，早く回復できると述べている.今回著者らは

Quick DASHを用いて術後2，6，12週に治療成績を

評価し， Pegoliら7)よりさらに早期からの成績を比

較した.両群の臨床成績の比較では，術後2週の早

期では有意に E群が優れており，鏡視下臆鞘切開術

は早期復帰可能な有用な術式であることが証明され

た.しかし本研究では両群の症例数がやや少ないた

めさらに症例数を増やして検討する必要がある.

鏡視下臆鞘切開術は優れた治療方法と考えられる

が未だに広く普及していない.これは機械のコスト

と腫鞘切開術の手術点数が釣り合わないことが原因

のーっと思われる.鏡視下腫鞘切開術への手術点数

の加点が強く望まれる.

[まとめ]

鏡視下臆鞘切開術と直視下腿鞘切開術の術後短期

成績を比較検討した.鏡視下腿鞘切開術は Quick

DASHによる比較で術後早期の治療成績が優れてお

り，早期復帰が可能で有用な術式と考えられた.

[文献1
1) N紘aoY， et al. Endoscopic release of A1 pullley in trig-

ger thumb and宣ngers.J Jpn Soc Surg Hand 16: 363-

367，1四9.
2) 瀧川直秀ほか.狭窄性隠鞘炎に対する鏡視下腿鞘切開

術の合併症についての検討.日手会誌28:414-416， 2012. 
3) Quinnell RC. Conservative management of trigger fin-

ger. Prac出 oner224: 187・190，1980.
4) 仲尾保志ほか.パネ指に対する鏡視下腿鞘切開術.新

OS Now 27: 190-197，2005. 
5) 内田和宏ほか.屈筋臆狭窄性腿鞘炎における内鏡視所

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

の治療成績.日手会誌23:229-232， 2006. 

7) Pegoli L， et al. A comparison of endoscopic and open 

位iggerfinger release. Hand Surgery 13: 147・151，2008.
8) Ry叩 W，et al. Complication of open凶ggerfinger re-

lease. J Hand Surg 35-A: 594-596， 2010. 
9) Tanaka J， et al. Subcutaneus release of仕iggerthumb 

組 dfingers in 210 fingers. J Hand Surg 20-A: 280-283， 
1995. 

10) B血 GI，et al. Percutaneus A1 pulley release: A cadaver-

ic study. J Hand Surg 20-A: 781-784， 1995. 
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守'..A園事•. 喰r

術中指の自動屈曲を可能にした超音波ガイド下前腕部
神経ブロックと前腕ターニケットを用いた
屈筋臆縫合術の試み
〈 ぽたまさひと

久保田雅仁事 岡本秀貴*事
たてまつ主おえ

立松尚衛*

屈筋腫鑓合術において術中，指の自動屈曲を可能とするための超音波ガイド下前腕部神経プロックと前腕

ターニケットを用いた手術について報告する.前腕部において正中，尺骨，横骨各神経に対し必要に応じて

超音波ガイド下プロックを行い更に前腕にターニケットを装着し手術を行った.腫縫合後，指の自動屈曲を

行ない臆の滑定状態，縫合部のギャップ形成の有無などをチェックした.症例は 7例7指.全例男性で手術

時年齢は平均29.9才，受傷部位はZone11が5例， Zone皿が2例であった.全例追加麻酔無しで手術を遂

行できた.ターニケット使用時聞は平均 54.7分であった.2例で術中の自動屈曲が弱く不十分で， 1例では

不可能であった.術後TAMは平均 245。であった.本法では指外来屈筋機能が温存され指の自動屈曲が可能

となる.また 1時間程度のターニケット使用は可能である.至適な麻酔部位と局所麻酔剤の量については更

なる検討が必要である.

[緒言】

屈筋腫1次槌合術において術中指の自動屈曲がで

きれば，縫合した縫の腫鞘内での滑走状態を確認し

たり自動屈曲によって縫合部にギャップを生じてい

ないかを確認することができ，その後の再断裂や癒

着の防止につながると考えられる.これを可能とす

るため筆者らは前腕部での超音波ガイド下神経プロ

ックと前腕部ターニケットを用いて手術を行ってい

るので報告する.

[対象と方法】

(麻酔手技)超音波ガイド下，前腕部にて神経プ

ロックを行った.超音波診断装置は高周波リニアプ

ロープを用い，プロック針はポール針⑧(トップ社

製)18G 50mmを用いた.局所麻酔剤は 0.75%ロピ

パカインと 1%メピパカインを同量混和したものを

用いた.ブロックの対象は正中神経，尺骨神経，横

骨神経浅枝であり，正中神経と尺骨神経は前腕遠位

約 1/3の部位(前骨聞神経およびFDPIV，Vへの運

動枝の分岐部より充分遠位)で，境骨神経浅枝は前

腕近位部で超音波で確認できる最遺位部でブロック

した.交差法でプロック針を刺入し，目的の神経が

受理日 2012/12/02 

局所麻酔剤で全周性に固まれるのを目標とした.通

常1本の神経あたり約ら7mlの局所麻酔剤を使用し

た.

(手術手技)前腕中央かやや近位寄りにエアター

ニケットを装着した.駆血圧は原則として230mmHg

とし，収縮期血圧や前腕の太さにより適宜調節し

た.5凶cklandの方法に準じ浅指屈筋腫は4-0ポリ

エステル糸を用いた水平マットレス縫合と6-0モノ

フィラメント糸による補助結節縫合を行い，深指屈

筋腫は4-0ポリエステル糸を用いた 4s回 ndsの主

縫合 (Kessler-Tajima+水平マットレス)と6-0モ

ノフィラメント糸を用いた全周性連続縫合を行っ

た.なるべく縫合部が太くならないように心掛け，

臆鞘は可及的に修復した.腫縫合終了後ターニケッ

トを解除し患者による指自動屈曲と術者による他動

的指完全伸展を何回か行い臆の滑走状態，縫合部に

ギャップ形成がないか，縫合糸のゆるみがないかを

確認した.その後腫鞘を可及的に修復し再度自動屈

曲，他動伸展にて臆の滑走に問題ないことを確認

後，創を閉鎖した.後療法は原則として術翌日から

凹a目 &holdによる自動屈曲から開始し2週後より

手関節中間位での自動屈曲運動， 4週後より手関節

'春日井市民病院整形外科

帥名古屋市立大学整形外科
干486-8510 愛知県春日井市腐来町1-1・1
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機骨神経浅校

尺骨神経

・正中+尺骨+榛骨 : 3倒
口正中+尺骨 : 4倒

図1 受傷部位と事11経ブロックの部位

背屈位での自動屈曲運動を開始した.

(対象)2010年 5月以降本法を用いて手術を行っ

た新鮮屈筋腫損傷 7例 7指を対象とした.全例男性

で，手術時年齢は平均 29.9才(10-55才)，受傷指

は示指 I例，中指 1例，環指 1例，小指4例であっ

た.受傷レベルは zoneII 5例， zone III 2例であっ

た.示指，中指，環指の 3例では正中，尺骨，梼'骨

神経の 3本を，小指の 4例では正中，尺骨神経の 2

本の神経ブロックを行った(図1).全例浅指・深

指両屈筋腫が損傷されており浅指屈筋l躍が非常に低

形成であった小指の 1例を除いた全例で両腿の修復

を行った. 3例で指神経損傷を合併しており神経縫

合術を併せて行った.これらの症例も後療法は通常

通り行った.術中十分な除痛が得られていたかどう

か，ターニケット使用時間とターニケットペインの

有無，術中の自動屈曲の状況，および治療成績につ

き調査した.

[結果}

全例で麻酔効果は十分であり，手術操作に関して

痛みを訴えることなく追加麻酔無しで手術を完遂で

きた.ターニケット使用時間は平均 54.7分 (23-

73分)であった.ターニケットペインの訴えは 2

例で認めそれぞれ 23分， 57分であった.これらの

症例ではその時点でターニケットを解除し手術を続

行した.術中，指の自動屈曲は2例で弱く不完全で，

1例では不可能であった.これは麻酔薬が中枢側ヘ

広がりすぎて運動神経がブロックされたためと考え

られた.術中自動屈曲の後，縫合部に問題が生じた

例はなく，またj陸滑走の問題で腔鞘の追加切離など

を要した例もなく結果的に問題ないことを確認した

だけに終わった術後 12週間経過時のTAM(Total 

active motion)は平均 249
0

(230-262
0

) であった.

局所麻酔薬中毒，血腫形成，神経煩傷などの麻酔に

図2 術中自動屈曲

図3 術中自動作11展

関する合併症を認めず， J陸の再断裂，感染などの手

術合併症も認めなかった.

(症例提示)20才，男性.右小指 zoneII近位寄

りの浅指屈筋l健，深指屈筋!腫損傷である.前腕遠位

1/3 部で正 1:1~神経，尺骨神経のブロックを超音波ガ

イド下に行い，前腕中央やや近位寄りにターニケッ

トを装着し手術を行った.浅指，深指屈筋l躍の縫合

を行いターニケット解除後 指の自動屈曲伸展を行

い腿縫合部が大きな守|っ掛かりなく滑走し完全屈曲

が可能で、あることを確認した(図 2，3).また縫合

部にギャップ形成やゆるみなどを認めなかった.術

翌日からリハビリを開始し術後 12週経過時の TAM

は244
0

であった(図 4，5).

[考察l
Lolandeは屈筋健縫合術においてエピネフリン添

加リドカインを固有指部へ皮下浸潤麻酔として用い

rWide awakeアプローチjとして報告した1)この

方法ではターニケットが不要でまた手内在筋を含む

運動機能が保たれるため術中指の完全な自動運動が

可能である.これにより腔の滑走状態の確認や縫合
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図4 術後 12週時屈曲

図5 術後 12週時伸展

部のチェック，更には術中からハンドセラピーを開

始できる利点などを述べている.優れた方法であり

エピネフリン添加局所麻酔剤の安全性についても述

べられているが，我が国では用法上禁忌となってお

りその使用はやや鰭踏される.

静脈内区域麻酔を用いた場合，ターニケット解除

後自動運動が可能となるが 1回のターニケット耐容

時聞が短くまたターニケットの繰り返しの使用は煩

雑で困難である.ボランティアによる研究では麻酔

無しでの前腕ターニケットの耐容時間は平均 25分

であり 2) これに較べ筆者らの前腕部神経ブロック

を行った上での前腕ターニケットではより長時間の

使用が可能であった.

ターニケットペインの発生機序は諸説あるが未だ

明らかになっていない 3) ターニケット直下の筋組

織への局所麻酔剤の浸潤がターニケットペインの出

現を抑制しているとの考えがある 4) 一方，服寓ブ

ロックのみならずより近位の鎖骨下ブロックでもタ

ーニケットペインが良く抑制されるという事実 5)

からは筋肉内への局所麻酔剤の浸潤よりもターニケ

ット直下の主要神経がブロックされていることがよ

り重要であるという可能性も示唆される.筆者らの

症例で比較的長時間ターニケットを使用できたのは

前腕部神経ブロックを行ったためと考えられるが局

所麻酔剤の筋組織への浸潤と神経自体のブロックの

どちらが重要な役割を果たしているかは今回の研究

では明かでない.

今回筆者らは前腕部神経ブロック下では上腕ター

ニケ ットを長く使用することができないため前腕タ

ーニケットを用いた.当初この方法では術野にター

ニケットが近いため手術を行いにくい可能性がある

こと，また他動的なl躍の滑走が制限される可能性な

どが危慎されたが実際には屈筋腫の縫合術を大きな

問題なく行うことができた.もし腔縫合時に中枢側

の腿断端を充分に引き寄せられない場合はその時点

でターニケットを解除すれば問題ないと考えられ

る.

前腕部での末梢神経ブロックの報告として， Li-

ebmannらは救命救急室での簡単な処置に超音波ガ

イド下神経ブロックを用い，初学者でも上級医と閉

じように良好な麻酔効果が得られ誰にでもできる良

い麻酔方法であると述べている 6)

また 2006年以降，前腕部へカテーテルを留置し

持続神経ブロックを手外科手術後の鎮痛のために用

いた報告が散見される.Broekhuysenらは皮膚切

聞を加えて直視下にカテーテルを留置し，その後

Wa刷 abeらは超音波ガイド下にカテーテルを留置

する方法を報告している.これらの報告では術後リ

ハビリテーションのため指の自動運動を可能とする

目的でカテーテルの位置を前腕遠位側と し良好な結

果を得たとしている 7)8) しかし局所麻酔剤として

用いたのが低濃度のロピパカインであり運動機能が

温存された要因として低濃度ロピバカインの選択的

ブロック作用が関与している可能性も否定できな

い.手術の麻酔として用いる場合はより高濃度の局

所麻酔剤を使用する必要があるため運動機能温存の

ためにはブロックの部位やその使用量の決定にはよ

り厳格さが求められるであろう.

指外来屈筋への運動枝としての前骨聞神経は肘関

節内上頼から約 5cmのところで正中神経から分岐

し，同じく環小指の深指屈筋への運動校は肘関節内

上煩から約 3cmのところで尺骨神経から分岐する

とされている.また正中神経手掌枝，尺骨神経背側

枝はそれぞれ手関節から 8.5cm，8cmのところで分

岐しており，尺骨神経手掌枝は前腕中央部で分岐す
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醸璽盟手議枝 前骨聞神経

i事 .....i

盤璽重量背側枝 3cm FDP (IV， V)への筋枝

図6 正中，尺骨神経からの各分枝の分岐位置

るとされる 9) (図 6).これらの分岐部の位置とター

ニケット装着部位を勘案すると手術において十分な

麻酔効果を得てなおかつ指外来屈筋の運動機能を温

存するための正中，尺骨神経のブロック部位として

は前腕遠位 1/3から中央付近までが望ましいと考え

られる.ただし局所麻酔剤の量が多すぎると先の運

動枝にまで麻酔効果が及んでしまう恐れがある.し

かし一方，少なすぎるとターニケットペインの制御

が不十分になる可能性があり，至適なブロックの位

置，局所麻酔剤の量の決定には多くの事項を考慮す

る必要がある.今回の筆者らの結果でも 3例で指外

来屈筋に麻酔が及んで、自動屈曲が充分にできなかっ

た.これらについては更なる検討の余地があると思

われる.

早期自動運動を行う場合の腫縫合法については現

在我が国では主縫合として 6s仕andsを用いること

が主流となっているがTrumbleらは S凶clandらの

お仕組ds縫合で制限付きの早期自動屈曲運動 (Place

and hold) を行い臆断裂のリスクが増加することな

く良好な成績を得たと報告している 10) 筆者らも

この方法を基本として手術，後療法を行っている.

4s仕組dsを採用する理由は縫合部をなるべくスリム

にすることで臆鞘内での腫の滑走をよりスムースに

し，また腫鞘の修復も可及的に可能とするためであ

る.

前腕部神経ブロックと前腕部ターニケットを用い

神経ブロックの部位を工夫することで指外来屈筋の

機能を温存できある程度の運動と知覚の解離状態を

つくることができる.また前腕部に装着したターニ

ケットの耐容時間を長くすることができると考えて

いる.ただ手内在筋の麻捧は避けられないためLo-

landeの方法の様に術中すべての運動を再現するこ

とはできないが屈筋臆の滑走状態の確認のためには

579 

充分で、あると考えられる.

この方法は当然他の手外科手術へも応用可能であ

り特に屈筋腫剥離術においては術中の指自動屈曲の

意義は大きくその真価が最大限に発揮されると思わ

れる.しかし近年，術後早期自動運動の導入により

屈筋腫1次縫合術の成績が向上し腫剥離術の症例が

減少したためその出番はあまりない. しかし本法は

手外科手術におけるひとつの手段として有用である

と考える.

[まとめ1
1)前腕部神経ブロックと前腕ターニケットの組

み合わせにより屈筋腫縫合術が施行可能であった.

2)ある程度の知覚と運動の解離状態をつくること

ができ術中の指自動屈曲を可能とした.3)屈筋腫縫

合術以外の手外科手術にも応用可能である.4)ブロ

ック法の詳細については更なる検討が必要である.
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吉津 1法による臆縫合後に早期自動運動療法を
施行した手指屈筋臆断裂症例の長期成績
もりやニうじ よ Lづたかえ ま量 ゆたかっ1.かわなおと なりきわひろニ くらいしたつや

森谷浩治，吉津孝衛，牧 裕，坪川直人，成津弘子，倉石達也

I目的]吉津1法による屈筋腫縫合後に早期自動運動療法を施行した症例の長期成績を調査した.【対象1
1993年-2009年の 17年間に加療した新鮮手指屈筋臆断裂 101例中，呼び出し調査で直接診察可能であった

16例 19指を対象とした.損傷部位は zonel7指， zone 11 12指，受傷から最終診察までの期間は平均23週，

呼び出し調査までは平均7年であった. [結果】総自動運動域は最終診察時平均 232¥呼び出し調査時平均

233。と有意差はなかった.S凶c凶釦d評価は最終診察時が優 11指，良7指，可1指であるのに対して，呼

び出し調査時は優 11指，良5指，可2指，不可 1指と，経年的に 3例3指が悪化していた.その主因は近

位指節間関節における伸展制限の増悪であった. [考察]本法の長期成績は良好であった.ただし，経年的

に伸展制限が進行する症例もあるため，術後6か月程度で治療を終了する場合は自己による伸展訓練の継続

を奨励したほうがよいと思われる.

I緒冨】

現在，新鮮手指屈筋臆断裂に対しては強い張力の

腫縫合と早期運動療法を組み合わせた治療が主流に

なっている.本法は経過観察期聞が0.5-5年の中・

短期成績であれば多数の論文聞が存在する反面，

長期成績に関する報告は非常に少ない Z河川.著者ら

は1993年から吉津1法施行後に早期自動運動療法

を導入しており 5) 第 1例目を含め 10年以上経過

した症例が多数存在する.今回，このような背景を

踏まえて当院で治療した新鮮手指屈筋腫断裂症例の

長期成績を調査し，総自動運動域 (TAM)の経年

的な変化ならびに問題点について検討したので報告

する.

I対象と方法]

著者らの治療方針 5)6)は1993年から多少の変更

はあるものの，断裂腫を全て可能な限り解剖学的に

修復することに関しては変わっていない.深指屈筋

(FDP)腫はらstrand縫合である吉津 1法で修復し，

浅指屈筋 (FDS)躍は太さや幅に応じて 8字縫合や

津下法， Kessler法等で可及的強固に離合する.腫

鞘は臆滑走の障害となれば切除し，癒着や縫合部の

通過障害が問題となっていたA4腫鞘も 1999年か
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らは C1・必-C2(C1・A3やA3-C2の組合せでも可)の

いずれかが温存できれば薦諾うことなく切除してい

る7) 腫周囲の浮腫による腫滑走抵抗の増大を考慮

して，術後1週間は他動屈曲自動保持運動を中心と

し，その後はハンドセラピストの監視下にゴム牽引

を外して手指の自動屈曲を開始する早期自動運動療

法にも多少の変遷がある.当初，軽度掌屈位であっ

た背側シーネの手関節角度を 2004年からは掌・背

屈0。とし，同時期より術後1週からの FDS腫と FDP

臆の分離運動や術後4週からの手指を軽く握つての

手関節自動屈伸運動も追加した 8)

本研究は 1993年から 2∞9年の 17年間に加療し

た新鮮手指屈筋腫断裂 101例中，呼び出し調査で直

接診察可能であった 16例19指を対象とした.男性

14例，女性2例，受傷時年齢は 19-58歳(平均36

歳)，損傷指は示指4指，中指6指，環指4指，小

指5指であった.国際分類に基づく損傷部位はzone

17指， zone 11 12指，術前状態は良好 11例，不良

5例であった.合併損傷はFDS臆断裂を 12指，近

位指節間 (PIP)関節掌側板損傷を 5指，指神経損

傷を9指に認めた.受傷から最終診察までの期聞は

12-47週(平均 23週)，呼び出し調査までは 2-

16.2年(平均7年)であった.以上の対象症例に対

財団法人新潟手の外科研究所新潟手の外科研究所病院 干957-0117 新潟県北蒲原郡聖徳町諏訪山 997
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早期自動運動療法を施行した屈筋臆断裂症例の長期成績

し，最終診察時と呼び出し調査時のT品4および

S凶ckland評価，呼び出し調査時の QuickDASH日

本手外科学会版(官leQuick Disability of出eArm，

Shoulder， and Hand， the JSSH Version) と手指のX

線所見を調査した.検定には Pearsonの相関係数や

対応のある t検定を用い， P<0.05を統計学的に有

意差ありとした.

[結果}

1.TAM 

最終診察時の T品川ま 1690 -2670 (平均 2320
)， 

%TAMは66%-100%(平均 91%)，呼び出し調査

時のTAMは 1400 -2650 (平均 2330
)，%1'，品川ま 55

% -100% (平均 91%)であり，両者に有意差はな

かった(対応のある t検定， P>0.05). ただし，最

終診察時と呼び出し調査時では， TAMおよび中手

指節関節以遠の自動屈曲角の総和である ωtalactive 

flexion (TAF) ，伸展制限角の総和である to凶 ex-

tension lack (τ'EL)において，いずれも正の相関を

認めた(図 1).

2. Strickland評価

最終診察時が優 11指，良 7指，可 1指であるの

に対して，呼び出し調査時は優 11指，良5指，可

2指，不可 1指であった.経年的に悪化した 3例3

指はいずれも TAFより τ'ELの変化量が大きく，伸

展制限の進行が悪化の原因になっていた(表 1).

なお， TELは主に PIP関節で増加していた(表 2). 

3. Quick DASH 

術後長期間経た呼び出し調査時の QuickDASH 

スコアは 0-9.1点(平均1.7点)と非常に良好であ

った.機能障害・症状の項目で加算があったのは 4

例で，内3例は痔痛が原因になっていた.この3例

は多数指損傷や両側の指神経を断裂していた術前状

態不良の 2例と経年的に PIP関節の伸展制限が進

行した 1例であった.加算があった残りの 1例は

PIP関節の伸展制限が進行したため，食事でのナイ

フ使用が困難になっていた.

4.呼び出し調査時の手指X線所見

患側手指に極軽度の関節症性 (OA)変化を 68歳

男性と 63歳男性の 2例に認めたが，健側にも同様

の所見があった(図 2a).患指の OA変化が著しい

症例や経年的に進行していた症例はなかった(図

2b). 

[症例呈示】
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図 1a最終診察時TAMと呼び出し調査時TAMの関係
正の相関を有していた.

TAF (0) 
270 

260 

240 

230 
←@骨

220 

210 
210 

噛申

由

220 230 240 250 260 270 

億餓診療時 (P<O・"しR2= 0.522) TAF (") 

図 1b最終診察時TAFと呼び出し調査時TAFの関係
正の相関を認めた.
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図 1c最終診察時TELと呼び出し調査時τ'ELの関係
正の相関があった.

症例 1:19歳男性(会社員).ナイフで受傷した

国際分類zone1の左小指囲筋腫断裂に対して，吉

津 1法による臆縫合後に早期自動運動療法を施行し

た.術後 12週の最終診察時， TAMは2510，%TAM 

は95%に回復し， S凶ckland評価は優であった.術

後 16.2年の呼び出し調査時， TAMは2500，%TAM 

は94%と維持されており， S廿ickland評価も変わら

ずに優であった(図 3).
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582 早期自動運動療法を施行した屈筋!陛断裂疲例の長期成績

表 1 S廿ickland評価が惑化した要因

経年的に悪化した 3例 3指はいずれも TAFより TELの変化

宣が大きく，伸展制限の進行が悪化の主因であった.

最鍵E雲E員時 呼び出し調査時 変化

症例 1 St討ckland!i平価
TAM 227・ 195・ 良『 可

T好 267・ 260。 7。濡

TEL 40・ 65。 25。鎗

定例 2 Strickland評価
TAM 169・ 140' 2事『不可

TAF 213・ 225。 位。tI

τEL 44・ 85。 41' ~普

察側 3 Strickland評価
TAM 225・ 165。 良一 可

TAF 245。 230' 15。滅

TEL 20・ 65' 45。封書

表 2 伸展制限の発生部位

主たる発生部位は PIP関節であった.

伸展制限 最総診療時

発生音書館

定例 1例P 40。

DIP 。。

症例 2PIP 39' 

DIP 5・

護側 3PIP 0・

目IP 20。

図2a68歳男性zoneII損傷(術後9年経過)

rili¥側手指に極II径皮の関節症性変化を認

めるが，健側にも同様の所見がある

呼び出し調査時 指滅

-124一

60' 20・槽

5' 5・m

85。 46。繕

。。 5' ~事

45・ 45。僧

20' 不変

図2b28歳男性zoneII損傷(術後5年経過)

思指に経年的な関節症性変化の進行
はみられない.
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図3 症例 1
最終診察|時のT品川ま 2510，St:ricldancl評イmiは
優であった呼び出し調査l時のT品川正 2500，
StJicklancl評価も変わらずに催であった

症例2:24歳男性(製造業).左示指を鉄板で切り，

国際分類 zoneIIでの手指屈筋腿断裂を受傷した

腔交差部で断裂していた FDS)躍を津下法で修復し

た後， FDP躍を吉津 1法で縫合し，術翌日から早期

自動運動療法を施行した.術後 15週の最終診察時，

PIP関節には39
0

の屈曲拘絡が残り ，T品 4は169
0

(% 

TAM 66 %)， Stricldand評価は可であった術後

14.8年の呼び出し調査時， PIP関節の屈曲拘縮は

85。とさらに進行し，TAMは 1400 (%T品 155%)，

Strickland評価は不可と悪化していた(図 4).

{考察]

屈筋)躍縫合後の早期自動運動療法に関して，悶回 4)

は39指の TAMが平均 10.6年経過しでも変化なく

維持されていたと報告している.一方， Strickland 2) 

は平均経過観察期間1.4年， 19指の TAMには経年

的な改善がみられたと述べている.本研究ではRi砲

の報告と同様に TAMの経年的変化は認められず，

これには悶砲や著者らの経過観察期間が Stricldand

のものより長かったことが影響しているのかもしれ

ない.また，本調査で認められた長期経過時のTAM

と最終診察時のTAMとの相関関係は，新鮮手指屈

筋!陛断裂症例の永続的な機能が最終診察|時までにほ

ぼ決定することを意味するものと思われる.

長期経過例を Stricldand評価で判定した場合，優

と良を併せた症例は全体の 77-92%に達すると報

告され 2)3)4) 本研究も 84%が優または良と遜色が

583 

図4 症例 2
術後 3週の可動域は良好であったが，最終診
察H寺には 390のPIP1期節周IIJI拘縮が巡残した.
術後 14.8年の11手び出し調査H寺， PIP関節の仲
展I1司|伎はさらに進行していた

なかった.しかし， 3例 3指は PIP関節における伸

展制限の増加を主因として，最終診察時よりも

Stricldand評価が悪化していた.この 3例はいずれ

もFDS)躍の腿交差部断裂を合併した製造業男性の

zone II損傷であり，さらにこの 3例中 2例は最終診

察H寺の PIP関節伸展制限が30。を越えていた(表3). 

以上から， FDS)胞の断裂部位や患者の性別，職種

には注意を払い，最終診察時に PIP関節の屈曲拘縮

が30。以上過残している症例では，経年的に伸展制

限が悪化しかねないことについて十分なインフォー

ムドコンセントをしたほうがよいと思われる.

経合された屈筋j世は術後 9か月経ても縫合部に多

数のl陛細胞が不均一に存在し，細胞自体の代謝が高

く9) 成熟には 1年以上の期間を要するとされる 10)

つまり，本研究の平均最終診察時期であった術後 23

週時点は腔修復過程の途上といえ，注意しないと組

織学的には伸展制限が生じかねなかった状態であっ

たのかもしれない.また，伸展制限が悪化した 3症

例は全て肉体労働者であり，労作における手の使用

状況も屈曲拘縮の進行に寄与していることが疑われ

る.いずれにせよ術後 6か月程度で治療を終了する

場合は，自己による PIP関節伸展訓練の継続を奨

励したほうがよいと思われる.

[まとめ1
1)吉津 1法による腔縫合後に早期自動運動療法

を施行した手指屈筋腿断裂 16例 19指の長期成績を
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584 早期自動運動療法を施行した屈筋臆断裂症例の長期成績

表3 伸展制限が増大した症例の概要

鐙倒'

性副 男憧

銅傷指 環錨

観笛留位 Zane日

観傷状飽 良

醐調節位 隠褒盤留

t処置方副 {修聞

鴎察 製鎗禽

母鎗診穣鴎PIP 40" 

関節仰属魁限

報告した.

2)最終診察時と呼び出し調査時でTAMに有意

差はなかった.

3) Strickland評価が悪化した 3例の原因は PIP

関節伸展制限の増加であり，最終診察後も自己によ

る伸展訓練を継続させる必要がある.

[文献1
1) Chow JA， et al. Con甘olledmotion rehabi1itation after 

自位。rtendon repair and gr百組ng;a multi-cen甘'estudy.J 
Bone Joint Surg 70-B: 591・595，1988.

2) S剖ck1andjW， et al. Flexor tendon repair;百leIndi釦 ap-
olisme血od，In: Hunter JM， et al， ed. Tendon and nerve 

surgery in the hand; a third decade. 1st ed. Mosby. 

StLouis. pp 353-361， 1997. 
3) 阻tsisCK， et al. Con甘olledactive motion following pri-

mary flexor tendon repair; a prospective study over 9 

years. J Hand Surg 23必:344-349， 1998. 
4) Riaz M， et al. Long term outcome of early active mobili-

zation follo叫ngfl位 ortendon repair in zone 2. J Hand 

Surg 24-8: 157.・160，1999.
5) 吉津孝衛ほか.Zone nでの両屈筋臆断裂一次修復へ

の早期自動屈曲・伸展複合療法後の不良例の検討.日

手会誌22:6比 657，2005.

6) 吉津孝衡.屈筋腿損傷後の早期運動療法.骨・関節・

靭帯9:881-890， 1996. 
7) 吉津孝街ほか.Zone 1での周筋臆一次修復早期運動例

における A4pulleyの影響.日手会誌15:781-785， 1四9.

8) 牧裕ほか.Zone nにおける6-s回 nd屈筋縫一次縫

合，早期自動運動の成績.日手会誌25:763-765，2009.
9) Abrahamsson SO. Ma凶xmetabolism and healing in出e

flexor tendon; tendon healing. Scand J Plast Reconstr 
Surg Hand Surg 23(SuppI): 8-11，1991. 

S倒2 鋸腕2

男性 男性

示宿 小指

ZaIIo D Zanoll 

a 島

圏実醤偲 踊実怠留

{修旬 t切隠3

観泡第 思週第

調・ 0・

10) Sharma P， et al. Tendon injury叩 dtendinopathy; heal-

ing and repair. J Bone Joint Surg 87企 187・202，2005.
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肩甲骨烏口突起骨折に潜在する肩甲上神経麻癖
ひらち かずひこ さ く ま たかしうしろやまつねのり

平 地一彦，佐久間隆，後111恒範

肩甲骨烏口突起骨折に伴う肩甲上神経麻簿の 3例を報告する.全例男性の右側で，年齢は 34-42歳(平

均 38歳)であった.神経麻薄の診断が確定したのは術前が 1例 術後経過観察中が2例であった.全例が

不全麻癖であった.骨折に伴う終痛により術前麻輝診断は困難で，確定診断にはl躍板断裂の除外も必要であ

った.知覚検査を行った 2例は， 肩後面に知覚低下領域があり，運動麻簿の回復に先行して知覚障害が改善

していた.肩後面の知覚検査は肩甲上神経麻揮の診断と予後予測に有用とおもわれる.骨折の手術の際に神

経を触診すると，骨折転位により者11経は牽引され，骨折整復により神経牽引は消失したことが確認できた.

神経麻簿は 1-3ヵ月で全例が完全回復し，麻癖の機能予後は良好であった.

[緒言]

肩甲上神経の単独麻簿は稀である.純粋な運動神

経で知覚障害を伴わないと考えられているため，肩

周辺の外傷に伴う神経麻療は見稽とす可能性が高

い.われわれが経験した肩甲骨烏口突起骨折に伴う

肩甲上神経麻癖の 3例について報告する.

[対象と方法]

症例は 3例で，全例が男性の右肩であった年齢

は34-42歳(平均 38歳).受傷機転はすべて転落

外傷で(階段 10段転落，急発進した車から転落，

2mの高所落下)であっ た.神経麻療は術前の診断

が 1例，術後の診断が2例で，いずれも M悶もしく

は超音波検査で腿板断裂を否定した上で針電極筋電

検査を行い麻簿の診断確定を行った.全例不全麻癖

であり，知覚検査を行った 2例では肩後面の痛覚低

下を認めた.全例が肩鎖関節脱臼と肩甲骨烏口突起

骨折を合併していた.骨折部位はすべて烏口突起基

部で，うち 2例は肩甲切痕を含む骨折であった.

Eyres分類 I)(図1)では Typerv 1例， Type V 2 

例であった. 骨折に対しては全例に手術を行い，最

初に肩鎖関節脱臼を観血的整復し，内固定(ワイヤ

ー固定 1例，フックプレー ト固定 2例)を加え，次に

烏口突起を中空の海綿骨スク リュー1本(中3.5mm)

で固定した. 3例中 2例は術中に肩甲上神経の191t診

を行った.転位した骨片により牽引され神経が緊張

していたが，骨折の整復により神経の緊張は消失し

たことが確認できた.術後 1-2週間の外固定のの

ち肩の運動を開始した.

[結果]

観察期間は 8-12ヵ月(平均 10ヵ月)であった.

全例で骨癒合が得られ，肩甲上神経麻痔は術後 1-

，eFYh 
EYRES 1 I995 

図 1 肩甲骨烏口突起基部骨折に伴う肩甲上神経麻簿
発生のシェーマと烏口突起骨折の EYRES分類.

肩甲切痕を含む骨片が転位すると肩甲上布11経が

率引される.肩甲骨烏口突起骨折でTyperv，v 

は神経腕i仰を起こしやすいと考えられる.

受理日 2012/12/19 
市立札幌病院整形外科 〒060-8604 北海道札幌市中央区北 11条西 13丁目
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586 肩叩付烏口突起骨折に潜在するl司IfI上神経麻抑

図2 症例1.39歳男性.肩甲上神経不全麻簿
a. 受fßr時 X線.蔚鎖!刻節脱臼と}~口突起'骨折
b. 3DCT 肩甲切痕を含む骨片の上方転位.
c.術後X線肩鎖関節脱臼はフックプレート，

烏口突起はワッシャー付きrl'空スクリユー
で内固定した.

3ヵ月に全例で完全に回復した.1例では術後速やか

に麻輝が消失したが， 2例では回復に 3ヵ月を要し

た.また麻簿により肩自動挙上が十分でないため 2

例では肩関節拘縮が生じた.最終的観察時の肩関節

ROM制限・ 終痛 ・筋力低下が遣残した症例はなか

った.

症例供覧

39歳男性.警察官.急発進した自動車に振り落と

されて受傷.肩鎖関節脱臼を合併した右肩甲骨烏口

突起基部骨折 (Eyres分類TypeIV) (図 2).サーベ

ルカットの皮切 6cmで肩鎖関節脱臼を整復し，フ

ックプレートで内固定のあと烏口突起をイメージ下

で整復し中空スクリュ-1本で、内固定を行った.整

復前は触診により烏口突起基部で肩甲切痕を通る肩

甲上神経が骨片に持ち上げられていたが，骨折整復

後は神経の緊張は消失した.神経麻癖の診断は術後

1ヵ月の針電極筋電図で確定したが， J線上筋の筋力

正常化まで3ヵ月を要した.術後 1年で肩屈曲 160
0

外旋 60
0

，内旋官110で終痛はなく JOAスコア 100

点であった.

[考察]

外傷性肩甲上神経麻簿は，骨折に伴う痔痛により

肩の自動運動は困難なため，神経麻癖は見落とされ

る可能性が高い.しかし肩甲上神経は肩甲切痕を通

過するため肩甲骨の骨折では麻簿が生じる可能性が

指摘されている 2) 経験した 3例はいずれも烏口突

起基部骨折であり，骨折転位もしくは骨折線が肩甲

切痕を横断すると神経が損傷される可能性がある

(図 2).骨折に伴う肩甲上神経麻簿について詳細に

述べた論文は少なく，実際には神経麻揮を見逃して

いる可能性が高い.烏口突起基部骨折では肩甲上神

経麻揮を合併することを念頭に置き，受傷時から麻

痔の評価と回復の観察をするこ とが望ま しい. 肩甲

上村l経は腕上筋・腕下筋を支配するが肩周辺外傷直

後では終痛のため正しい筋力評価ができず，麻揮の

有無を確定できない.しかし肩甲上神経には知覚繊

維を含むことが知られており 3)4) 肩後面の知覚低

下があれば補助診断となる.術前に麻癖の診断がつ

いても，肩甲上神経は深部を走行するため術中の神

経展開は容易ではない.ところが骨折部の確認のた

め烏口突起基部に指を挿入すると肩甲切痕は触知で

き，その下を走行する神経を触れるこ とは容易にで

きる.従って触診により神経の連続性や圧迫の有無

を磁認することを推奨する.骨折では神経の有連続

性損傷が多く，神経断裂がなければ神経展開は不要

である.重要なことは骨折を整復して神経の緊張を

解除することである.

[まとめ]

肩周辺外傷に伴う肩甲上神経麻簿は見落とされる

可能性が高く，特に肩甲骨烏口突起基部骨折では肩

甲上麻療の潜在を疑うべきである.診断は腔板断裂

の除外，肩後面の知覚障害の有無，最終的には筋電

図を行なって確定診断する.麻揮がある場合には，

術中に骨折整復により肩甲上神経の緊張が消失する

ことを触診で確かめることが望ましい.

[文献1
1) Eyres KS， et al. Fractures of the coracoid process. J 

Bone joint Surg Br 77・425-428，1995. 

2) 仲川普一之ほか 肩甲骨烏口突起骨折の検討.整形災害
外科 31:581・588，1988.

3) 末永直樹ほか.肩外側後面の感覚障害は肩甲上神経麻

揮の所見として有用か?.肩関節 32:661-664， 2008. 
4) 池上博康ほか.肩甲上神経麻簿に対する女1]覚検査.肩

|員|節 31:429-432， 2007. 
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自傷行為による上肢損傷症例の治療経験
っちだよLひニ ないとうたかムみ

、a 圃-.. 

h 明 ..，.<f!.-

いりふねひでと

入船秀仁* 土田芳彦ぺ内藤貴文***

1995年1月から 2010年 12月までの過去 16年間に札幌医大高度救命救急センターに搬入された上肢自傷

症例93例 105肢について調査を行った.男性44例，女性49例で，平均年齢は 41歳であった.損傷側は左

側肢が71例，右側肢が 10例，両側例が 12例であった.精神疾患との関係では，心因反応が最も多く，全

体の 63%を占めていた.精神疾患ごとの特徴としては，統合失調症では深創例が78%であり，うつ病では

他部位自傷例が73%であった.経過観察し得た手関節部切創の深層例29例30肢での獲得手指機能は手指

関節可動域が全例%TAMでexcellent/goodであったが，知覚は S3以上に回復したものは全体の 20%強し

かなかった.本外傷の治療成績向上のためには手外科医，ハンドテラピスト，精神科医が密に連携して治療

に当たる必要があると考えられる.

【緒言]

自傷行為では，上股がその対象となることが多

く，リストカットとして我々手外科医が関与する機

会も多い.しかし，精神面での問題で治療に難渋す

ることも多い.今回，当センターに搬入された自傷

行為による上肢損傷症例について調査を行ったので

報告する.

[対象と方法]

対象は 1995年1月から 2010年 12月までの聞に

当院高度救命救急センターに搬入された自殺企図患

者のうち，自傷行為による手外科領域切創症例(上

肢損傷症例)を対象とした.これらを対象とし，受

傷時年齢，性別，受傷年月日，損傷部位，損傷組織，

合併損傷，精神疾患について調査した.精神疾患は

国際疾病分類第 10版(ICD・10)にしたがって精神及

び行動の障害を分類し， F10-19のアルコールをはじ

めとする「精神作用物質使用による精神および行動

障害jを便宜的にアルコール精神病F1，F20-29の「統
合失調症，統合失調症型障害および妄想性障害jを

統合失調症F2， F30-39のうつ病をはじめとする「気

分(感情)障害jをうつ病F3， F40-48の「神経性

障害，ストレス関連障害および身体表現性障害」を

心因反応F4として 4群に分類した.損傷の重傷度

受理日 2012/12/03 

は，腫損傷2本以内の損傷を浅部組織損傷例(以下，

浅層例)，臆損傷3本以上，神経損傷 1本以上を深

部組織損傷例(以下，深層例)と定義して区分し，

精神疾患と損傷の重傷度との関係を調査した.さら

に，手関節部切創例のうち，深層例の最終経過観察

時の獲得手指機能を手指可動域，手内在筋回復，知

覚について評価した.

[結果】

過去 16年間の当センター全搬入患者数は 14，797
例 (925例/年)で，このうち，自傷行為による搬入

件数は 1，053例 (66例/年)であった.このうち，上

肢自傷症例は 93例105肢 (5.8例/年)であった.男

性44例，女性49例，平均年齢は41歳 (15-72歳)

であった.うち，死亡例は 3例あり，いずれも心因

反応例で上腕動脈断裂による出血死と考えられた例

であった.自傷側は右側肢22肢 (21%)，左側肢83
肢 (79%)で，自傷部位は上腕部1肢，肘関節部8肢，
前腕部23肢，手関節部68肢，手部3肢，指部2肢
であった(図 1).浅層例は 58例65肢，深層例は

35例38肢であった.上肢以外の自傷(切創)を加

えていた例は 27例36部位で，上肢自傷に加えて高

所墜落を行ったものが3例あった.自傷患者の月別

発生を調査したところ， 1月 (13例)， 10月 (13例)

対L幌医科大学救急医学講座 干060-8556北海道札幌市中央区南1条西16丁目 291番
紳札幌徳洲会病院北海道整形外科外傷センター
***おおあさクリニック
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--上競都 1肢

--- 一肘関節部 8厳{死亡Z倒}

前腕部 23肢{死口例}

手関節部 68肢

手部 3厳

指部 Z肢

図 1 上肢自傷部位

でその発生が多く， 8月 (3例)， 11月 (4例)で少

なかった(図 2). 

精神疾患と自傷行為との関係であるが，心因反応

による自傷行為が圧倒的に多く全体の 70%を占め

ていたが，精神疾患と重傷度との関係では統合失調

症を基盤に有するものでは深層例 78%と重傷例が

多く，また，うつ病を基盤としたものでは上肢自傷

に加え，頚部，腹部，胸部などの他部位自傷を合併

しているものが73%と高率であった(表1).深層例

における精神疾患との関係であるが，統合失調症と

心因反応によるものでは腫損傷の本数が多く，重傷

度が高い傾向にあった(表2).獲得手指機能に関し

てであるが，深層例 35例38肢中，継続診療可能で

あった手関節部切創 29例30肢(平均腫損燭6.4本，

正中神経損傷 15肢，尺骨神経損傷 2肢，正中神経

+尺骨神経損傷 12肢)に関して調査を行った.手

指の機能は to凶 activemotion (以下， TAM)の健側

比である%TAMを用いて評価し，アメリカ手外科

学会の判定基準にしたがい， 100%をexcellent，75 

120 -， 

60 ・

40 

20:13γ…10…6…ザ…語'1 .37…13… 4…7

0 
1F.1 2月 3月 4月 5F.1 6月 7月且四 9四 10月 11月 12月

..... 月sg件数

吋署傷付15年1日あたりの自殺死亡数

(厚生労働省自殺死亡統計より)

図2 月別上肢白傷搬入件数

-99%をgood，50-75%をfair，<50%をpoorと

して評価し，全例 75%以上の excellentlgoodと腫

損傷の回復は良好であった.神経機能に関しては，

正中神経損傷 27肢中 pulppinch可能となったもの

は24肢あったが，動的 2点識別覚(以下， m2PD) 

でS3以上に回復したものは 7肢であった.また，

尺骨神経損傷例は 17肢で，鈎爪手を認めなかった

例は 9肢あったが， m2PDがS3以上に回復したも

のは3肢であった(表3).

I代表症例供覧]

症例 45歳，男性.既往歴に特記すべきことなし.

表 1 精神疾患と損傷の重傷度

金症例
鎗層倒 深層倒 徳留位自信 その他

Fl 柑4j(肢4%) 2例2(5肢0%) 2例2(5肢0%) 1例1{都2位5%) 
アルコール繍神病

F2 9OIJ(10%) 2例3(2肢2%) 7例8(7肢8%) 2例5(部22位%) 投身1例
統合失調書E 11肢

F3 15例19(1肢6%) 11例14(7肢3%) 4伊l5(2肢7%) 111例3(郎73位%) 
うつ病

F4 65例7{17肢0%) 43例48(6肢6%) 22例23(3肢4%) 131例7(部20位%) 投身2例
心底反応 死亡3例

合計 93~J 58例(63%) 35例38(3肢7%) 273例6(部2位9%) 
105肢 65肢

※浅層例;I陸損傷2本以内
深層例;鍵鏡傷3本以上、神経損傷1本以上
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表2 深層例における損傷内訳

深魁例
腿銅傷 樽緩銅銅 動脈銭信

Fl Z例 3.0本 1.0本 0本
アルコール鰭縛病 2肢 (3本) (0~2本) (0本)

F2 7例 6.5本 1.1本 1.3本
統合失調症 8肢 (3~17本) (0~2本) (0~2本)

F3 4例 4.2本 2.0本 1.5本
うつ病 5肢 (3~7.本) (1~2本) (1~2本)

F4 22例 6.4本 1.3本 0.9本
心周反応 23肢 (3~12本) (0~2本) (0~2本)

合計 35例 5.9本 1.3本 1.0本
38肢 (3~17本) (0~2本) (0"'2本)

表3 深層例における獲得手指機能

正中縛緩損傷 尺骨神経鼠傷

症例数 27肢 14肢

題得手機飽 %TAM 

>75% 27践(1∞%) 14鼓(100%)

<75% 0肢(0%) 。肢(0%)

tI:指対立
可能 24肢(89%)

不能 3肢(11%)

鈎爪手
なし 9肢(64%)

あり 5肢(36%)

知覧 54"'53 7肢(26%) 3肢(21%)

52"'50 20肢(74%) 11肢(79%)

借金苦による自殺企図にて左手関節部と右頚部をカ

ッターで切創し，当院救急搬送された.搬入時は出

血性ショックの状態であったため，各創部の洗浄，

止血と皮膚縫合のみ行った.受傷後翌日にリエゾン

外来受診し， ICD・10による精神疾患分類は F4の心

因反応で，問診と向精神薬の投与により，精神状態

は安定化した.全身状態の安定化した受傷後 5日目

に左手関節部の手術を行った.損傷組織は長掌筋

腫，梼側手根屈筋腫，尺側手根屈筋腫，浅指屈筋腫

(2-4) ，正中神経，尺骨神経，尺骨動脈の完全断裂で，

すべて一次修復を行った(図 3a).術後は社会復帰

に意欲的となり，リハビリテーションも順調に進み，

受傷後5ヶ月目に腫剥離，神経剥離，母指対立再建

(固有小指伸筋腫移行)を行った(図 3b).受傷後2

年経過時での手指の%TAMは100%のexcellentで

母指の pulppinchも可能で，知覚も正中神経，尺骨

神経とも S3まで回復した(図 3c).

[考察]

自傷行為による上股損傷患者を， Paoら1)は創の

浅い“delicatecu悦 r" と創の深い“co釘 secutter" 

の2群に分類している.その大多数は浅層損傷を繰

り返す，いわゆるリストカットが多く，その典型的

な臨床像として Rosentha1ら 2)は，若年女性で自殺

の意図はなく手首の自傷を繰り返すことで他者にア

ピールをするという自己愛的，抑うつ的，演劇的な

傾向が強い心因反応によるものと述べている.一

方，精神疾患の観点からは，内因性精神病を有する

ものでは深層損傷や他部位自傷の合併が多く，心因

反応によるものでは浅層にとどまることが多い傾向

にあるといわれている 3) 本研究は高度救命救急セ

ンターでの集計であり，重症例が元々多い傾向にあ

るが，過去の報告同様に内因性精神病患者では深層

例が多く，他部位自傷合併例が多い傾向にあった.

上肢自傷の発生時期に関する報告はほとんどなさ

噌
E
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唱
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図3a初回手術時所見

図3b母指対立再建手術時(受傷後 5ヶ月)

図3c最終経過観察時所見

れていないが，厚生労働省の統計調査結果によると，

自殺死亡の調査結果では 4月を中心とした春の時期

が自殺死亡のピークとなっている.公表されている

統計はないものの，自殺企図による自傷もこれに準

じた結果と推察される. しかし，本研究の結果では

上肢自傷症例全体からみれば極々一部でしかない

が， 1月と 10月に上肢自傷症例が多く搬入されてお

り，自殺死亡の統計とは異なった分布となってい

た.上肢白傷と月別の発生件数との因果関係は不明

であるが， 1月は年末年始の様々なイベント事が過

ぎ去った時期， 10月は冬が訪れる時期といずれも精

神面で情緒不安定になりやすい時期なのかもしれな

通常，損傷自体は鋭的損傷であることがほとんど

で，一期的修復が容易なものがほとんどである.し

かし，清水ら 4)が指摘しているように，内因性精神

病患者では他部位自傷の合併や深層例が多い傾向が

あり，なかには四肢を切断するものや損傷の著しい

場合もあり，マイクロサージャリーを用いた再建を

必要とすることもある.本研究では，内因性精神病

患者では深層例が46%，他部位自傷合併例が 50%

で，心因性反応患者の 24%，20%と比べて圧倒的

に高率となっていた.特に統合失調症を有する例で

重症例の頻度が圧倒的に高く (78%)，損傷内容も
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その一万で複数臆，神経，血管損傷に至ったものか

ら，自らの指をはさみで切断した例や，ナタで自ら

の腕を何度も切りつけ挫減させた症例 5)など，考え

もよらない自傷を行うものが認められていた.ま

た，うつ病を有する症例では他部位白傷を合併して

いる例が高率 (73%) に見られ，通常の手外科領域

の治療よりも，出血性ショックのための救命処置を

優先しなければならない症例が多く見られていた.

しかし，自傷による死亡例3例はいずれも心因反応

によるものと考えられる症例であり，心因性反応患

者でも重傷例が一定頻度(自験例で深層例 24%，

他部位自傷例 20%) で存在していることを忘れて

はならないと思われる.

自傷行為による上肢損傷は鋭利損傷であるため，

その多くは外科的治療が容易なことが多く，十分な

リハビリが継続施行されれば機能予後は良好となる

ことが予想される. Puckettら6)は手指可動域，手

内筋回復，知覚回復すべてにおいて良好であったと

報告しているが， Kabakら7)，Weinzweigらへ別府

ら9) 清水ら 4)や当センターからも土田ら 10)が過去

に報告しているが，知覚回復は必ずしもよくはな

く，治療成績は精神疾患のコントロールに依存する

との報告が多い.自験例でも精神的要因のために後

療法が不十分となり，最終的に複合性局所痔痛症候

群(complexregional pin syndrome ; CRPS) に陥り

治療に難渋している症例も 1例 2肢と少なからず存

在している.このような重篤な後遺障害を回避する

ためにも，手外科医，ハンドテラピストに加え，精

神科医やカウンセラーなどを含めたチーム医療が治

療成績向上ばかりで無く，再自傷防止のためには重

要であると考えられる.

[まとめ1
1.過去 16年間に当院高度救命救急センターに搬

送された上肢自傷症例 93例 105肢について調査し

た

2. 浅層例 63%，深層例 37%であった

3. 1月， 10月の搬入件数が多かった

4.統合失調症例では深層例が多く，うつ病例で

は他部位自傷例が多かった

5. 深層例の手指可動域は全例 excellent/goodで

あったが，知覚回復は不良で、あった
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再接着を行った avulsiontypeの完全切断指の検討
うさみ 事とL かわはら菩んしろう とベま菩ひろ たいらたか L やまぐちとしひと

、.・ .. 司、h固$."'.-
宇佐美聡，河原三四郎，戸部正博，平良貴志，山口利仁

当院で再接着術を行った avulsiontypeの完全切断指， 18患者 18指(平均年齢44.8歳)について検討を行

った.部位は母指6例，その他 12例であり，切断レベルは玉井分類でzone1: 6例， zone2: 8例， zone3: 

2例， zone4: 2例であった.18症例中 10例(母指3例，その他7例)が完全生着し， 2例(全て母指)は

生着したが一部指尖部に壊死を認めた.これら 12例の術後指尖部の知覚は Semrnes-Weinsteintestでred:

8例， purple: 4例(平均観察期間 10.9ヶ月)であり，術後関節可動域は測定した 10例の内，健側比%TAM

で母指が4例で 63.6%(IP+MP)，その他の指が6例で加.5%(DIP+PIP+MP)であった.また，術後循環

不全が起きた切断指について検討すると，術後平均4.5日(1-8日)でうつ血や指尖部度膚色の変化などの

所見が見られており，血栓形成は鋭的切断や鈍的切断の切断指と比較して遅い日数で起きる傾向があった.

【緒言】

Avulsion typeの切断指再接着術は成功率が低く，

生着が得られでも他のtypeの切断指再接着術に比べ

て関節可動域，知覚面で機能的予後が悪いことが知

られている1)今回著者らは当院で施行したAvulsion

typeの完全切断指の術後機能評価と共に，術後循環

不全が発見された日数について調査を行った.

[対象と方法1
20ω年9月より 2011年12月の聞に再接着術を行

った avulsiontypeの完全切断指 18患者 18指(平

均年齢44.8議，男性16例，女性2例)を対象とした.

切断レベルは玉井分類2)でzone1:6例， zone2:8例，

zone3 : 2例， zone4: 2例であり，部位は母指6例，

示指3例，中指 5例，環指4例であった.Avulsion 

typeの切断指の定義として，骨の切断レベルと動脈

を含む軟部組織の切断レベルが異なり，骨または骨

膜の露出を認めるものを対象とした.

再接着術は一般的な治療法に従った.まず損傷の

状態を確認し，必要であれば5mrn以内の骨短縮を

行う.その後，骨接合して腫縫合を行うが，場合に

より DIP関節を関節固定する.その後動脈吻合およ

び神経緯合を行い，最後に静脈を吻合して閉創とし

ている.血菅の欠損や挫誠に対して適宜veingra食

受理日 2012/12/10 

やartery仕ansferなどを行っている.術後 1週間は

患肢の拳上および抗凝固薬(ヘパリン Na10000単

位/日，ウロキナーゼ 12万単位/日，低分子デキス

トラン 50伽叫/日，プロスタグランディン E180μgj

日)の点滴を行い，その後は切断指の循環を見て中

止を指示している.リハビリテーションは術後循環

動態が安定してから速やかに開始とした.

検討項目は生着率，機能的予後(関節可動域，知

覚)，術後血栓形成までの日数とした.関節可動域

は健側比での%TAM(母指:IP+MP，その他の指:

DIP+PIP+MP)にて屈曲・伸展の評価を行い，知覚

はSemrnes-Weinsteintest (以下Sw.・t)で評価した.

術後血栓については全壊死症例，指尖部部分壊死症

例において術後血栓形成日数について調査した.

[結果1
18症例中 10例(母指3例，その他 7例)が完全

生着し， 2例(全て母指)は生着したが指尖部に部

分壊死を認めた.これら 12例の術後の知覚は SW-t

でred:8例， purple: 4例(経過観察期間 7-14か

月:平均 10.9か月)であり，防御知覚が十分に得

られていない症例も目立つた.術後の関節可動域は

10例において測定しており， %TAMで母指が4例

で63.6% (IP+MP)，その他の指が6例で 80.5%

東京手の外科・スポーツ医学研究所高月整形外科病院 干192-0002 東京都八王子市高月町360番地
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ーが右手に絡まって受傷した(図2A).環指は玉井

zone4，小指は zone1の引き抜き切断であり，同日

再接着術を施行した.環指は骨固定後に深指屈筋腫

を手根管部末梢で縫合し，その後動脈2本，神経1

本，静脈2本を鑓合した.小指は断端形成術を行っ

た.術後9か月でTAMは1200，知覚は SW-t:red 

である(図 2B，C).

a刊 lsiontypeの完全切断指の検討

【考察l
avulsion injuryの分類として Urbaniak分類 3)や

Kay分類4)などが知られているが，完全切断例は最

も治療が難しく，予後が悪い.切断片全体の圧挫に

伴う血管内膜の損傷が存在するため，血栓形成率が

極めて高いと考えられる.その他，骨膜と周囲軟部

(DIP+PIP+MP)であった(表1).また，術後血栓

形成の起きた 8症例(全壊死6例，指尖部部分壊死

2例)に着目すると，術後平均 4.5日 (1-8日)で

うつ血や指尖部皮膚色の変化などの所見が見られた

(表2).
I症例 1]27歳男性.仕事中にエンジンベルトに

右中指を巻き込まれて受傷した(図1A).玉井zone2

の引き抜き切断であり，同日再接着術を施行した.

動脈1本，静脈1本を縫合して終了とした.術後 14

か月後の現在，爪甲の変形は認めるものの指尖部の

形態は良好であり， TAM (MP+ PIP+ DIP)は2540，

知覚は SW-t:red，静的2点識別覚:1伽nm，動的

2点識別覚 :5mmである(図 1B，C).

[症例7]38歳男性.機械作業中に機械のワイヤ

症例一覧(生着&部分壊死)表 1
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組織聞の血管網が分断されていることも術後の循環

不全に与える影響が大きいと考えられ，再接着率が

低い原因のーっと予想される.

Davis Sears Eら5)の systβmaticreviewによれば

術後生着率は completeavulsion injuryで 66%， in-

complete avulsion injuryで78%であった.著者らの

症例では指尖部の部分壊死を生若に含めると， 18症

例中 12症例が生着し， 67%の生着率であった.

術後の知覚は白験例では簡易 SW-tで半数以上が

redであり，神経の縫合本数が少ないことが影響し

ている(1.1本/指)と考えられるが，神経縫合側の

知覚回復も十分とは言えない結果であった.また，

図 lA受傷時

図1B 受傷後 6 か月な似~

図 lC受傷後 6か月背側

受傷時に神経が引き抜かれている症例も目立ち，説

的切断や鈍的切断と比べて神経の縫合が難しい症例

が目立つた.指尖部の再接着後に限つては神経縫合

なしでも良好な知党回復を認めている症例も存在す

る 6)が，基本的には可及的な神経縫合が望まれる.

しかし avulsiontypeの切断指では神経縫合を行っ

ていても回復の悪い症例も見られ 7) 神経線維自体

の圧挫が存在する場合は縫合後も回復に支障をきた

すものと思われる.

術後循環障害が起きた切断指について検討する

と，術後平均 4.5日(1-8日)で循環障害の兆候が見

られており， 8例中 5例(62%)が術後 4日を経過し

図2A受傷時

図2B受傷後4か月指伸展時

図2C受傷後4か月指屈曲l時
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avulsion typeの完全切断指の検討

てからの発生であった.一般的に切断指再接着後の

多くは術後3日以内に循環障害が多いとの統計 8)9)

があるが，著者らの今回経験した症例では遅い日数

で、の循環障害が目立つた L術後 1週間しでも血栓

形成が起こる， 2.指尖部のみ部分壊死をきたす症例

があるという理由などから，吻合部の technicalな問

題による血栓形成ではなく，血管内膜損傷に伴う指

尖部の微小血官・毛細血管における微小血栓の形成

が循環に悪影響を与えているのではないかと推察さ

れる.Betancourtら8)によれば切断指再接着後の血

栓の多くは 3日以内に生じるが， 2週間は血栓形成

のリスクがあるとし，特に喫煙者が危険であると報

告している.今のところ血栓の予防法として，術後

の抗凝固療法(点滴もしくは動注)による薬理学的

な血栓形成防止法や，術中の血管吻合数の増加によ

る血流欝滞の防止などが有効ではないかと考えら

れ， Sanmartinら7)は2本以上の静脈をつなぐこと

が生着率の向上につながると報告している.その他

の手段として術後早期の delayedvenous anastomo-

sis 10)も有効であると考えられる.

[まとめ1
L Avulsion typeの完全切断指に対する再接着後

の術後評価を行った.2.術後の知覚回復は悪く，神

経縫合を行っても十分な知覚回復が期待できない症

例が目立つた.3.血栓形成は鋭的切断や鈍的切断の

切断指と比較して遅い日数で起きる傾向があり， 2 

週間は十分な経過観察が必要であると考えられた.

【文献1
1) Karaoguz A， et al. Finger-level avulsion匂peinjuries. 

Microsurgery 26 (3): 16ら170，2006.

2) 玉井進.切断手指の治療.整形外科MOOK15.東京.

金原出版. pp159-171，1980. 

3) Urbaniak JR， et al. Microvascular management of ring 

avulsion i吋uries.J Hand Surg 6: 25-30， 1981. 

4) Kay S， et al. Ring avulsion injuries: classification and 

prognosis. J Hand Surg 14A: 204-213，1989. 
5) Davis Sears E， et al. Replantation of finger avulsion inju-

ries: a systematic review of survival and functional out-

comes. J Hand Surg Am 36(4): 686-694， 2011. 

6) Ozcelik IB， et al. Sensory outcome of fingertip replanta-

tions without nerve repair. Microsurgery 28(7): 524-

530，2008. 
7) Sanmartin M， et al. Analysis of prognostic factors in 

ring avulsion injuries. J Hand Surg 29A: 1028-1037， 
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8) Betancourt FM， et al. Timing of critical thrombosis after 

replantation surgeryof the digits. J Recons仕 Microsurg
14(5):313・316，1998.

9) 森谷治治ほか.再接着指における術後循環障害の発生

状況.日本マイクロ会誌25(3):127・132，2012.

10) Koshima 1， et al. Successful delayed venous drainage in 
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園田盟

基節骨骨折・伸筋臆損傷術後の拘縮に対する

有茎筋膜弁を用いた伸筋腫剥離術の経験
「・ I -_.""~ 

u 命誕人目移蜂令!
すがひさ L ほんじようまさ L

須賀久司，本城昌

手指基節部における骨折や伸筋臆損傷はその後の癒着により高度な伸展拘縮をおこすことが少なくない.

そのような症例に対する臆剥離術はその後の再癒着により成績が不良となることが多く，治療に難渋する.

そのような症例に対して著者らは背側中手動脈系に存在する穿通枝によるネットワークを利用した逆行性有

茎浅筋膜弁を用いて臆剥離術後の再癒着につとめた.症例は 3症例3指で2例が基節骨骨折， 1例がPIP関

節背側脱臼を伴う伸筋腫断裂であった.術後成績は良好であり， %TAMの平均値は94%(83-100)であった.

基節部における伸筋腫再癒着を予防する手段として有効な滑走床の再建が重要であり，そのような用途とし

て著者らが行った逆行性有茎浅筋膜弁は挙上も容易であり，背側中手動脈を軸とした脂崩筋膜弁に比較して

挙上に際して伸筋腫の処置も必要がないことがその利点と考えられる.

[緒言]

手指基節部における骨折や伸筋腫損傷後の伸筋臆

癒着に対しては臆剥離をしても再癒着により成績が

思わしくないことが多い.そのような症例に対して

背側中手動脈を軸とした有茎脂肪筋膜弁を用いて再

癒着を防止する報告がされるようになってきた 3)

今回我々は同様な症例に対して背側中手動脈系に存

在する皮膚穿通枝・皮下血管網を用いて作成した比

較的薄い逆行性有茎浅筋膜弁を用いて比較的良好な

成績を得ることができたので手術手技を含め報告す

る.

{対象と方法]

対象は 2010年 10月より伸筋腫剥離・観血的授動

術を施行した 3例3手3指である(表 1). 2例が基

節骨骨折， 1例は PIP関節脱臼を伴う伸筋腫断裂で

あった.骨折例は 2例ともロープロファイルプレー

トによる内固定術を施行されていた.平均年齢は 43

歳 (30-51)，初回手術からの待機期間は平均 6.3ヵ

月(4-8)であり，全例男性であった.

手術は全身麻酔または伝達麻酔で行う.皮切は

MP関節近位から PIP関節に至る背側アプローチと

し，側索および、中央索の鋭的な剥離操作及び，必要

があればPIP関節の fan-likeportionを切除し， PIP 

関節背側関節包切除を行しE他動的に十分な可動域が

得ることを第一とする.

浅筋膜弁の作成は Quaba2)らによって報告された

distally-based dorsal hand flap (図 1) に準拠して行

う.すなわち， MP関節近位に存在する中手動脈か

らの穿通枝を用い，手指伸筋腫における p訂 atenon

の周囲に存在する血菅ネットワークを用いた滑膜・

浅筋膜弁を挙上する.手術はメスを用いて鋭的に行

い，皮膚・皮下脂肪浅層と皮下脂肪深層~浅筋膜と

の聞を剥離していくが，この際に皮下静脈は可能な

表 1 対象

受理日 2012/12/20 

年齢・伎思IJ

53歳、男性

指歳、男性

31“歳、男性

原疾患

右小指基筋骨骨折

右中指.g話指基節符開放骨折

右中指 PIP際節脅伽j観臼・中央索断裂

多根総合病院 整形外科 〒550-0025 大阪府大阪市西区九条南 1-12-21
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限り，筋膜弁に含ませるように留意する.筋膜弁の

下床は伸筋!躍の滑膜を含ませるように挙上していく

がparateonは温存するように留意し，浅筋膜上に存

在する梼骨・尺骨神経背側枝は鋭的に剥離を行い傷

っけないようにすることが大事である.挙上操作が

MP関節近位 1cmに到達すると深層から立ち上がる

皮膚穿通枝を含む血官束を確認することができるの

でその手前で剥離操作を止め，浅筋膜弁を柵転する

(図 2). ターニケットを解除して筋膜弁からの出血

を確認後に基節部から PIP関節背側で伸筋l躍の下に

しきつめるように浅筋膜弁を移動し，過度な緊張が

かからないように注意して周囲軟部組織固定した.

術後の固定は行わず可能な限り術当日から可動域訓

練を開始した評価は術前他動可動域，術後自動可

動域を用いた%T品 4法にて行った.

図 1 Distally based dorsal hand f1ap 
(文献 2)より引用)

図2 術中写真

{結果]

全例において術後成績は goodとなった(表 2). 

PIP関節， DIP関節における術前他動可動域の平均

値は 45(30-60)， 35 (10-50)度であり，各関節におけ

る術後自動可動域の平均値は 56(40-70)，81(50-110)

度であった.%TAMの平均値は 94%(83-100)と

良好であった.全ての症例において術後数ヶ月での

就業復帰が可能であった.

症例 2:36歳，男性.

現病歴 :仕事中に工作機械に右手をはさまれて受

傷.右中指・環指基節骨の皮膚挫滅を伴う開放骨折

の所見にて同日当直医による骨接合を施行された.

内固定は IρwProfile Plateにて行われその後早期の

リハビリを施行されたが中指の可動域制限が強く，

日常生活に著しい支障を生じていた.そのため骨癒

合を待って，抜釘時に伸筋j陸剥離，関節授動術を施

行し第 3指聞からの有茎浅筋膜弁を挙上し伸筋l躍及

び側索の滑走床として用いた.術後の評価は good

である. (図 5)

[考察]

基節骨背部は軟部組織も疎であること，中央索・

側索および矢状索を含めたl睦膜から成る複雑な伸展

図3 Distally based dorsal hand f1apの血行

(文献 1) より引用)
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皮

図4 有茎浅筋!民弁の血行動態

図5 術後写真(症例 2)

機構を有するために同部位での骨折や腿損傷の治療

成績は伸筋l躍の癒着による著明な可動域制限を残し

やすい.同部位での鍵剥離・ (PIP関節の)授動術

後の成績はしばしば不良であり，その原因として上

記機構での再癒着が大きな原因となり得るため腔剥

離と同時に良好な滑走組織を再建することがひとつ

の解決方法となりうる.

近年，吉津ら 3)は背側中手動脈を車UIとした脂肪筋

膜弁を用いることにより良好な成績を報告している.

それら皮弁・筋膜弁は手背の深筋脱下に存在する

deep vascular networkを用いるものであるが，挙上

時に伸筋艇の聞を通す際に煩雑になることがあるこ

と，また組織も厚いため移植に際して苦労すること

がある. Distally based dorsa1 hand flapはDautel1
)，

Quaba 2) らによって報告された.本邦では奥田ら 4)

が手背，指背の重度の皮膚軟部組織欠損に対して応

用し，良好な成績を報告している. Distally based 

dorsa1 hand flapはMP関節近位に存在する皮j首穿

通枝を栄養血管とする(図 3)皮弁であり，従来の

背側中手動脈皮弁とは異なり，皮弁内に背側中手動

脈を含まないことが特徴である.その利点としては

1)挙上が比較的容易であること， 2)挙上に際し背

側中手動脈を犠牲にすることなく比較的薄い皮弁を

得ることができる， 3)挙上に際して伸筋腫の処置

を必要としないことなどが挙げられる.その血行動

態は背側中手動脈よりも表層に存在する皮膚穿通枝

を中心とした superficialvascular networkを利用し

ていると考えられるが， Quaba 2) らによればほぽ全

ての症例において MP関節近位約 1cmの部位にそ

のような穿通枝を認めることができることが報告さ

れている.また，背側中手動脈とは異なり第 2/3指

聞から第 4/5指聞の全てに存在することが示されて

おり， ドナーの選択の面からも便利である.著者ら

の行った逆行性有茎浅筋膜弁はそのような superfi-

cial vascular network (図 4)から成ると考えられる

伸筋腿滑膜・浅筋膜・深部皮下脂肪・皮下静脈から

成る薄い筋膜弁であり，イ申筋腿の滑走床として移動

するも手技的に容易であった.
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[まとめ]

軟部組織損傷を伴う基節骨部での骨折・伸筋腫損

傷は術後腫剥離をしても伸筋機構の高度な再癒着に

より，成績が悪くなることが多い.今回我々は皮膚

穿通枝を用いた薄い有茎浅筋膜弁を用いたが，背側

中手動脈を用いる際の伸筋腫の処理も不要で挙上も

比較的容易であり，術後性成績も比較的良好であっ

た.

[文献1
1) Dautel G， et al. Direct and reverse dorsal metacarpal 

f1aps. Br J Plast Surg 45: 123-130， 1992. 

2) QuabaAAほか.百ledistally-based dorsal hand flap. Br 

J Plast Surg 43: 28-39， 1990. 

3) 吉津孝衛ほか.高度挫滅による基節骨骨折，伸筋腿損

傷後の拘縮に対する伸筋腿剥離，有茎脂肪弁移行の検

討.日本手の外科学会誌23:552-557， 2000. 
4) 奥田良三ほか.長軸方向に長いDistallybased dorsal 

hand f1apの経験.形成外科45:1155-1161，2002. 
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末節骨骨折に対するピンニングの検討

、 .ι.
"'~$~λ;*!f..p~" 

むこうだまさ L

向田雅司
おおいひろゆき

大井宏之
かんと・と しひろ

神田俊浩

末節骨骨折に対するピンニングで， DIP関節ごと骨折部を固定(以下，固定例)した方がよいのか，関節

面は貫通しない(以下，非固定例)方がよいのかを比較検討した.対象は 2007年4月1日から 2011年7月

31日に，当院でピンニング手術を行った末節骨開放骨折症例とした.ただし，他部位の骨折を伴う例，腿

断裂合併例，再接着(血行再建)例，マレット骨折例は除外した.検討項目は，骨癒合期間(抜釘までの期

間)，ピン感染や偽関節の頻度， DIP関節可動域とした対象となった症例は非固定例 10指，固定例 9指で

あった.骨癒合期間は，固定例 49.1日，非固定例 63.4日，ピン感染率は固定例 33.3%，非固定例 30%，偽

関節率は固定例 22.2%，非固定例 30%であった.最終的な DIP関節の可動域は，偽関節例を除くと，固定

例は伸展 -13.4
0

，屈曲 57.8
0

，非固定例は伸展 2.10

，屈曲 54.80

で，伸展角度でのみ有意な差が得られた. こ
れらから DIP関節は， (可能ならば)固定しない方がよいと考えられた.

[緒言]

手指の末節部は外傷を受けやすく，末節骨骨折は

頻度の高い外傷である.また，末節骨の骨折は開放

骨折を来たしやすい.この骨折部の固定には，通常，

鋼線によるピンニングが行われるが，骨自体が小さ

いため，骨折部の安定を得る目的で DIP関節ごと

骨折部のピンニングが行われることもある.ただし

DIP関節の仮固定期間が長くなると関節拘縮や伸筋

腫の癒着といった問題が出てくると考えられる.今

回，末節骨の開放骨折に対して， DIP関節ごと骨折

部を固定した場合(以下，固定例)と DIP関節を

仮固定しなかった場合(以下，非固定例)について

骨癒合期間や関節可動域を検討した(図1)(図 2). 

{対象と方法]

対象は， 2007年 4月 1日から 2011年 7月31日

までの期間に，当院で鋼線によるピンニング手術を

行った末節骨開放骨折症例とした.ただし，除外し

た症例は，中節骨骨折などの他部位の骨折を伴う症

例，腿断裂を合併した症例，再接着(血行再建)を

行った症例，マレツト骨折例や DIP関節内骨折の

症例である.検討した項目は，骨癒合までの期間，

ピン刺入部の感染の有無，偽関節の頻度， DIP関節

の可動域とした.なお，骨癒合期間は抜釘を行うま

受理日 2012/12/20 
聖隷浜松病院 手の外科・マイクロサージャリーセンター

図 1

図2

間定例 (DIP関節ごと骨折部をワイヤー
で固定した症例)

非固定例(骨折部の固定のみで DIP関節
を仮固定しなかった症例)

〒430-8558 静岡県浜松市中区住吉2・12・12
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表 1 症例の一覧

末節骨骨折 DIF調節仮固定 偽関節化 骨鋸合 ピン感染症例 性別 年齢
卸位 (なし:0・あり・1) (なし:0・あり:1) 期潤(日)

伸展(.) 毘曲¥)
(なし:0・あり:1)

女 27 左環指 。
2 男 38 右示指 。
3 男 49 左小指 。
4 男 49 右示指 。
5 男 63 左環指 。
6 女 66 右小指 。
7 男 84 左環旨 。
8 男 59 右勝目 。
9 女 59 左示指 。
10 女 59 左中指 。
11 女 11 右小指

12 男 21 右中指

13 女 38 左示指

14 男 56 右中指

15 男 61 右小指

16 見 67 左環指

17 女 83 右小指

18 男 43 右示指

19 男 53 右小指

での期間とした.

[結果]

対象となったのは 19名目指で，全体の平均年齢

50.7歳，そのうち男 12指，女7指で，非固定例は

10指，固定例は 9指であった(表1).

骨癒合が得られるまで(抜釘まで)の平均期間は，

固定例で 49.1日，非固定例では 63.4日であった.

ピン刺入部の感染率は，固定例 30%，非固定例

33.3%で，偽関節率は固定例 22.2%，非固定例 30%

であった.なお，偽関節例には骨移植などを行い，

最終的に全例骨癒合が得ることができた.最終的な

DIP関節の平均関節可動域は，偽関節例を除くと，

固定例は伸展・13.40，屈曲 57.80 で，非固定例は伸

展2.10，屈曲 54.80であった.これらのうち，伸展

角度については Studentのt検定で p=0.03と有意

な差を得ることができた.

【考察1
末節骨開放骨折の骨折に対する治療は，鋼線によ

るピンニングが行われることが多いが，他の指骨の

ピンニングと違って以下のような問題点がある.ま

ず，末節骨自体が小さいため，太いワイヤーを複数

。 36 。 68 。
。 92 10 40 。
。 35 。 50 。
。 86 -5 54 。 133 20 60 。
。 30 -10 40 

。 32 。 70 。
-15 50 。 64 。
-16 56 。

。 29 -5 85 。
。 74 -32 64 。
。 36 -10 50 。
。 42 。
。 36 -15 35 。
。 53 -5 55 。
。 74 

ー15 15 

-10 35 

本入れることが難しい点である.1.伽nm径のワイ

ヤーより太くなると 2本目の挿入は，ワイヤーの干

渉などもあって挿入する方向の自由度が制限され

る.また末節骨が細い症例の場合は 2本目自体の挿

入ができないこともある.もう一つの問題点とし

て，骨片自体も小さいことが挙げられる.特に DIP

関節面に近い骨折になると，関節面に干渉しないで

ワイヤーを挿入できる部位が限定されてしまい，進

入方向の上手なコントロールを要求されるという手

術手技の難しさがある.これら骨折部の固定性とい

う問題点は，ワイヤーを， DIP関節を貫いて骨折部

を固定する，いわゆる DIP関節を仮固定すること

でかなりの部分が解決される.しかし， DIP関節を

仮固定することで別の問題点が出てくる.DIP関節

の関節拘縮や伸筋躍を含めた周囲組織の癒着等によ

る関節可動域の低下である.またワイヤー挿入によ

る関節面の損傷も問題となる可能性がある.

末節骨骨折の骨癒合期聞は，今回の結果では，骨

癒合(抜釘)までの平均期間は，固定例で49.1日，

非固定例で 63.4日であり， DIP関節を仮固定した方

が短い傾向が見られた.これは， DIP関節ごと骨折

部を固定した方が，骨折部が強固に固定できたため

と考えられる.なお，過去の報告1)では，全末節骨
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骨折の骨接合例は平均 8.2遇とあり，今回の結果と

ほぼ同じ期間であった.

末節骨骨折の偽関節率は，固定例で22.2%，非固

定例で 30%であり，この結果は 28.3%2)や 15.7%3) 

といった過去の報告よりも高い値であった.理由と

しては，過去の報告が全ての末節骨折の症例をまと

めた結果であるのに対して，今回は，全症例が開放

骨折であったためと考えられる.

最終的な DIP関節の可動域は，固定例は伸展

・13.40，非固定例は伸展 2.10 と有意な差となった.

屈曲については差を認められなかった.また伸展と

屈曲をあわせた全可動域は非固定群の方が大きい傾

向にあり，その差はほぼ伸展不足分であった.DIP 

関節を伸展位で仮固定していた方が，伸展位で関節

拘縮や周囲の組織が癒着するため，最終的な伸展不

足角度が固定法の方が少ないと予想されたが実際は

逆の結果となってしまった.この原因として DIP関

節を仮固定していたワイヤーを抜釘後に，関節拘縮

に対して行ったリハビリが考えられる.関節拘縮以

外に周囲組織等の癒着が存在するために，伸展拘縮

をとる方向にリハビリをおこなっていくと，拘縮の

軽減だけでなく最終的に伸筋躍が延長してしまった

可能性がある.

[まとめ]

末節骨開放骨折に対するピンニングで， DIP関節

ごと骨折部を固定した場合と固定しなかった場合を

比較した.骨癒合期間は非固定例が長くなる傾向に

あり，偽関節率・ピン刺入部の感染率は差がなく，

最終的な関節可動域は非固定例の方が大きい傾向に

あり，固定例の方が伸展不足角が大きいという結果

が得られた.

これらのことから DIP関節は， (可能ならば)固

定しない方がよいと考えられた.

[文献1
1) 畑中渉ほか.手指末節骨骨折の治療成績.日手会誌

24: 153-156， 2007. 
2) 畑中渉ほか.手指末節骨骨折の遷延治癒・偽関節例の

検討.日手会誌21:414-419， 2004. 

3) 野田武志ほか.末節骨骨折遷延治癒例の検討.整・災

外 36:169-175， 1993. 
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VATER associationにおける榛側列異常の特徴と
治療について

L 圃-.. 

匂 'JIU.:$1t*+‘
中村千恵子* 高山真一郎** 関 敦仁*事

ふ〈おかまきとし

福岡昌利料
たに.1<ち晶やの

谷測綾乃*命

今回， V!¥.τ'ER associationに合併する横側列異常の特徴とその治療について検討する.2003-2011年に，樟

側列異常にて当科を受診した 13例を対象とした.母指多指症は 2例2肢に認め，いずれも尺側母指低形成

の非典型例であった.梼側列形成不全は 11例 17股に認め，母指形成不全のみが2肢，母指形成不全と横骨

形成不全を合併するものが 15肢であった.横骨形成不全の ModifiedBayne分類と母指形成不全のB1auth

分類で示す重症度については， Spearman順位相関係数は 0.76(p < 0.0005) ， Kendall順位相関係数は 0.68(p 

<0.005)で，横骨形成不全と母指形成不全の重症度に相関関係が認められた.手術治療は9例に行っており，

その中の 3例では，全身合併症により手術時期が遅れていた.特に気管軟化症や気管支晴息を合併する症例

では，周術期の呼吸器系の管理が必要であった.

[緒言]

VATER association は， Vertebral defects， Anal 

atresia， Tracheo刷esophagyealfistula with esophag-

yeal fistula， Renal dysplasia， Radial dysplasiaが同一

個体に合併する傾向があることから，それぞれの頭

文字をとって， 1972年に QuanとSmithによって命

名された奇形の連合である 1) その後， Cardiac mal-

formation， limb anomaliesを加えて， VACTERL 蹄

sociationとも言われている.一般的には， limb 

anomaliesを除いた 6大奇形のうち， 3つ以上をも

ってVATERassociationと診断する.

6大奇形の頻度については，いくつかの報告があ

り， Vertebral defects 55-100%， Anal a甘'esia57，・75%，

Trache何 sophagyealfistula wi血 esophagyealfistula 

57-80%， Renal dysplasia 38-86%， Radial dysplasia 

25-45%， Cardiac malformation 21・78%と報告されて

いる 2)3)4) この中で，整形外科的治療を要するのは

椎体異常と榛側列異常であるが，その重症度は症例

によって様々である.そこで，今回はVATERasscト

cia首onに合併する横側列異常の特徴を明らかし，

その治療について検討することとした.

[対象と方法1
2003年-2011年に， V!¥.τ'ER associationに合併す

受理日 2012/12/20 
事水野記念病院 干123心841 東京都足立区西新井6-32・10
.事国立成育医療研究センター整形外科

る横側列異常にて当科を受診した 13例(男児9例，

女児4例)を対象とした.両側例は 6例，片側例は

7例であった.調査時平均年齢は 5歳 Oか月 (1歳

7か月 -13歳 10か月)であった.これらの症例に認

められた槙側列異常は，軸前性多指症と樟側列形成

不全で，これらについて，単純X線像の特徴を調査

した.樟側列形成不全については，梼骨形成不全は

Modified Bayne分類 5) 母指形成不全はB1au血分

類6)を用いて重症度分類を行った.梼骨形成不全の

Modified Bayne分類と，母指形成不全のB1au血分

類による重症度については， Spearman順位相関係

数およびKendall順位相関係数を用いて相関関係を

検定し， p<0.05を有意差ありとした.また，本症例

の中で，これまでに手術的治療を行った症例につい

て，その治療方法，手術時期について検討した.

[結果】

軸前性多指症は2例2肢に認め，いずれも片側の

みの擢患で(図 1，2)，2例とも，尺側母指が低形成

を呈する稀なタイプの軸前性多指症であった.症例

1は，基節骨型の多指症で，尺側母指がより低形成

で，横側母指にはE関節の屈曲拘縮を認めていた

(図 1).全身合併症のため整形外科的治療は遅れ，

4歳 10か月で尺側母指の切除を行った.この際，
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604 VATER associationの続側列異常

図 1 症例 1 図 2 症例 2

表 1 検側列形成不全の重症度分類

Radius: Modified Ba戸 e分類

τ'ype O 

O 

E O 

Thu皿b: illA 1 
Blauth 
分類 illB 

rv O 

V O 

計 2 

横側母指 IP関節の強い屈曲拘縮改善のため，切除

した尺側母指掌側部分の有茎皮弁として利用した.

しかしながら樟側母指のが残存したため， 7歳 5カ

月で IP関節の関節固定術を行った.術後の母指対

立運動は良好となっている.症例 2は，槙側母指は

対立位を取れるものの指尖及び爪の低形成が強く，

浮遊型の尺側母指の方が爪の形状が良好であったた

め(図 2)，乗り換え手術をおこなったが，移行した

指尖部の一部が壊死に陥り，良好な爪の再建は得ら

れなかった.

横側列形成不全は 11例 17肢に認められた憐骨

形成不全の ModifiedBayne分類では，ザpeO:2肢，

type1 : 5肢， type2 : 2肢，ザpe3:1肢， type4: 7肢

であった.これらの症例の母指形成不全について

は， Blauth typelIlA : 2肢， typeIIIB : 3肢， typeV1 : 

8肢， typeV: 4肢であった(表 1). 槙骨形成不全の

Modified Bayne分類と母指形成不全の B1au出分類

O 

。
1 

3 

。
D 

ワ】 3 4 言十

O O O O 

O O O O 

O O O 2 

1 O O 3 

1 1 3 8 

O O 4 4 

2 l 7 17 

で示す重症度については， Spearman順位相関係数

は0.76(p < 0.0005)， Kendall順位相関係数は 0.68(p 

<0.005)で，横骨形成不全と母指形成不全の重症度

に相関関係が認められた.

横側列異常の母指形成不全に対する手術治療は，

17 J肢中 8例に行った(表 2).小指外転筋移行術を，

Blauth typeIIIBの2例に施行した.第 1中手骨基部

への第4中足骨移植および小指外転筋移行術は，

B1au出typeIIIBの 2例とB1au出 typeV1の 1例に施

行した.母指化術は， Blau出 typeVの2例に施行し

た.この中で， 2例 3肢に対しては，全身合併症の

ため手術治療時期が学童期となった.代表症例を提

示する.症例 3の左側は正常であるが，右側は母指

形成不全がBlauthtypeIIIB，検骨形成不全は Bayne

type1であった(図 3).3歳 5か月で第 1中手骨基部

への第4中足骨移植， 3歳 11か月で小指外転筋移行

術を施行した術後，母指対立位は良好で，把持力
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VATER associationの機側列異常 605 

表 2 母指形成不全に対する手術治療

Blauth Modified 手術時
分類 Bayne分類 年齢

IDA 1 2歳9か月

IDA 0 8議0か月
小指外転筋移行術
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2歳10か月

9該8か月

4 

3 

図3 症例 3 レントゲン正面像術前

図3 症例 3 術前

も保たれている.症例 4は，両側の棟側列形成不全

であり，最も重症型である(図 4).両側とも，母指

形成不全については母指欠損の Blau出 typeVで 憐

骨形成不全についても槙骨完全欠損の Baynetype4 

である.示指，中指の合指も存在し，内反手を呈し

ている.

図3 症例 3 レントゲン正商像術後

図3 疲例 3 術後

[考察]

VATER associationは3つ以上の奇形を合併するも

のの，生命予後は良好であり，整形外科的な合併症

の治療も積極的に行うことがADLの向上に有用と

考えられる憐側列異常は上肢機能に大きな影響を

与えるが，これらの病態における詳細な特徴や重症
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606 VATER associationの検ll!iJ列異常

図4 症例 4 1r.手 レントゲン正面像

度についての報告は少ない.Lawhonらは，VATER 

association 28例を調査し， 13例に Radialdysplasia 

を認めたと報告している.これらの症例において，

母指形成不全が最も多く 54%を占め，次いで軸前性

多指症が 38%，その他，検骨欠損，内反手，上腕

骨低形成，肘関節癒合を認めている 3) 本研究では，

母指形成不全は 85%であり，この中の 88%に検骨

形成不全を伴っていた.また，軸前性多指症は 15

%に認められた.

ip山前性多指症については， Oginoらは，母指多指

症 113例中，検側母指低形成は 107例，尺側母指低

形成は 2例，槙側 ・尺側とも同じ大きさは 4例であ

ったと報告している 7) 典型的な軸前性多指症は検

側母指が低形成であるが，本症例における VATER

associationの2例では，尺側母指低形成の非典型的

な軸前性多指症を呈していた.

母指形成不全について，一般的に母指再建術の適

応、となる Blauthtype 1， II， IIIAと，母指再建術の

困難な Blau出匂rpeIIIB，VI， Vの2群に分けると，

本研究での VATERassociation の患者若手では，前者

が13.4%，後者が86.6%であった.一方，すべての

母指形成不全を対象として調査した Jamesらの報告

では，前者が66.3%，後者が33.7%であった.また，

母指形成不全と槙骨形成不全の合併については，本

症例の中で母指形成不全に槙骨形成不全を合併する

図4 症例 4 右手 レントゲン正面像

ものは 88%であった.一方， Jamesらの報告では，

すべての母指形成不全患者の中で，榛骨形成不全を

伴うものは 50.3%であった 8) 以上より， VATER 

associationでは，重症型の槙側列形成不全が多いこ

とが明らかとなった.

当院では，軸前性多指症は 1歳ごろに手術を行な

っている.また，母指形成不全に対しては， Blau出

匂rpeIIlAには小指外転筋移行術， Blau出 typeIIIB，VI 

には，第 1中手骨基部への第 4中足骨移植と小指外

転筋移行術， Blauth type VI， Vには，母指化術を選

択し，その手術時期は 2-3歳頃としている 9) 本症

例では，手術治療を行った 9例中 3例で，手術時期

が遅れていた.これは全身合併症の治療が優先され

るためであり，特に気管軟化症や気管支11崩息を合併

する症例では，周術期の呼吸器系の管理が必要とな

っていた.

{まとめ1
1) VATER associationの横側列異常において，軸

前性多指症を 2例 (15%)，横側列形成不全を 11例

(85%)に認めた.2)軸前性多指症の 2例では，尺

側母指低形成の非典型的な軸前性多指症を呈してい

た 3)榛側列形成不全では，母指形成不全と榛骨

形成不全を合併する重症型が多いことが明らかとな

った. 4)手術治療を 13例中 9例に行っており，そ
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VATER associationの榛側列異常

の中の 3例では，全身合併症により手術時期が遅れ

ていた.特に気管軟化症や気官支端息を合併する症

例では，周術期の呼吸器系の管理が必要となってい

た.
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4) 小崎健次郎ほか.VATER症候群の臨床診断基準の確

立と新基準にもとづく有病率調査およびDNAバンク・
iPS細胞の確立 厚生労働科学研究費補助金・難治性
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7) Ogino T， et al. Long-term results of surgical treatment 

ofthumb polydactyly. J Hand Surg A 21: 47ふ486，1996.
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合指症に対する背側長方形皮弁と背側の直線皮膚切開
による指分離術
はなか主おみ さたけひろ L わたなべただよし おぎのとしひニ
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[目的】合指症の指分離手術に背側皮弁と植皮を併用した方法がある.背側をジグザク切開すると創痕が

目立つ場合がある.一方，背側直線切開では創痕が背側から見えにくいため整容面で優れているが，術後の

拘縮が問題となる.今回，背側の度膚を直線切開し治療した症例の臨床成績を報告する. [対象と方法I対

象は 1992年から 2007年の聞に，合指症に対して背側長方形皮弁に背側直線皮膚切開と植皮を併用した指分

離手術が施行された症例である.このなかで2年以上の経過観察が可能であった 7例， 9手に対して合指症

術後成績評価表を用いて手の機能と整容を検討した. [結果】指変形が2手，掌側の線状癒痕が2手に認め

られた.整容評価は 10点満点中， 10点が7手， 9点が2手であった.指の伸展や屈曲拘縮を生じた症例は

なかった. [考察】手の機能，整容ともに良好な成績が得られた.掌側の線状癒痕を認めた 2手に対して Z

形成術と植皮による修正手術を行った.

[対象と方法1
1992年から 2007年までに同一術者により合指症

に対して背側直線切開と背側長方形皮弁，および掌

側のジグザグ切聞により指分離術が施行され， 2年

以上の経過観察が可能であった 7例9手を対象とし

た合指症の内訳は，骨性合指症が2手，度膚性合

指症が7手であり，皮膚性合指症では，不完全型が

3手，完全型が4手であった.擢患側は右5手，左

4手であり，示中指聞が1手，中環指聞が8手であ

った.手術時年齢は6か月-2歳(平均1歳3か月)

であった.最終観察時年齢は， 3歳7か月 -13歳9

か月(平均 7歳9か月)，術後経過観察期間は， 2 

年7か月 -12年3か月(平均6年7か月)であった.

これらの症例に対して，日本手外科学会先天異常

委員会(日手会)の合指症(皮膚性)術後成績評価

表 4)を用いて，主観的評価を除いた機能と整容につ

いて評価した.評価項目は， 1)機能:屈曲制限と

伸展制限， 2)整容:a)指間水かき形成の有無， b) 

植皮片の色素沈着・発毛の程度， c)爪の変形の有無，

d)指の変形の程度， e)手術醜状創痕の程度(創

痕の状態は掌側と背側に分けて別々に評価)， f)整

容の総合評価 (10点満点で評価)とした.評価は

術者以外の 2者で行った.

[緒雷】

合指症において指間分離を行う場合，掌背側の皮

膚をそれぞれジグザグ切開し指を分離し，指側面の

度膚欠損部分に遊離全層植度を行うのが一般的であ

る!l2) 背側をジグザグ切開すると術後に背側の創

痕が目立ちゃすくなる.一方，背側を直線状に切開

した場合，鑓合線の創痕と植皮部位が背側から見え

にくくなり，ジグザグ切開より整容面で優れている

と予想される.しかし，関節拘縮が起きやすいと一

般的に考えられている.合指症の手術は 1から 2歳

頃に行うことが多い.手は人目に触れやすいため，

創痕は患者本人の心理的な負担や学童期のいじめや

登校拒否といった問題に関わってくる.手の機能制

限は経過とともに患者に受容されていくが，整容面

の問題は年齢が上がるにつれ受容されにくくなると

言われている 3) 筆者らは， 1992年より合指症の

分離に際して背側のジグザグ切開より直線の切聞を

用いた方が術後に創痕と植皮片が目立たないと考え

て，背側に直線皮切を用いて合指症を分離してき

た.

今回，合指症に対して背側の長方形皮弁と背側の

直線皮膚切聞を組み合わせた術式で指の分離を行

い，術後成績の評価を行ったので報告する.

山形県山形市飯田西2・2・2
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合指症指分隊術の背側直線切聞の成績 609 

手術方法 :掌側は隣接指の指間部を弧状に結んだ

位置まで分離するように線を描き，その指聞の中央

に相当する部に三角の頂点が来るよう に三角皮弁を

作製した.背側は MP関節を屈曲させ中手骨頭の

頂点のやや内側を皮弁の基部として基節骨遠位 2/3

程度の長さまで長方形をデザインし，それより遠位

は指間部を直線に切開した(図 1). 長方形皮弁の

長さを事前に計測し，十分指間部を覆えるかどうか

を確かめておいた.分離した指側面の皮膚欠損部に

は全層植皮を行った.植皮の採皮部位は足関節外果

遠位部を原則としたが， 実際には，足関節外果遠位

部が8例，腹壁が 1例であった.腹壁から採取した

図 1 背側直線切開と学側ジグザグ切|非1，背側

近位に指間部を覆う長方形皮弁を作製

1例は左骨性合指症と右裂手症の同時手術例で、あっ

た.左手の合指は完全合指であったため，仮に足か

らの植皮で覆うとすると，両足からの採皮が必要と

なる.麻酔医より両手足の同時手術は避けて欲しい

との要望があったことと， 1回で希望している手術

を終わらせたいとの両親の希望があり，腹壁から採

皮した.植皮部には 1週間の tieoverを行った.

[結果1
1)機能評価:初回手術後，修正手術後を通して

屈曲制限やや11展制限を生じた症例はなかった.

2)整容評佃i: a)指間水かき形成を生じた例はな

かった. b)植皮の色素沈着 ・発毛を生じた例もな

かった.c)爪の変形もなかった. d)指の変形はな

しが7手，中等度が2手であった.中等度の指の変

形を認めた 1例， 2手(表 1，症例 4) は，両手と

もに合指の環指基節骨に三角状骨がみられ， 三角状

骨による指の変形であった. e)手術醜状創痕はな

かったが線状創痕を 2手に認めた.線状創痕の部位

は，掌側が2手，背側にはみられなかった.f) a) 

-e)の整容の総合評価は， 10点が7手， 9点が2

手であった(表 1). 

症例呈示

症例 1: 

手術時年齢は 2歳の女児であり，診断は左中環指

皮膚性完全合指症であった.術後観察期間は 3年9

表 1 聖書容評側 (EI本手外科学会先天異常学会)の結果

手術時
最終

観察 合指 指r.l
備底片の

爪の 指の 手術症例 観察時 福島指 色素;;1;着 f耳.9.(9)
年齢

年齢
期間 型 ..b形成

発毛
変形 変形 院伏掻痕

2歳 5愈 3年 皮膚性
左中環f量

"" 
帯、 揮眠 煮 無 10 

∞、月 9か月 9力、月 完全

1歳 13歳 121芋
骨性 左中環m 無 ~ 無 煮 線状婿痕 10 

4力、月 8か月 3か月

1歳 4綾 3年 皮/OI性 右示中 I~ 無 帯、 無 薫 線状痘痕 10 
9力、月 11b、月 2力、月 不完全

4(右)
2最 9鰻 71手 皮膚性

右中環li 無 帯、 無 中等度 煮
∞、月 8か月 8か月 不完全

4(左) 10か月
9服 8年 皮膚性

左中1畳f旨 無 薫 無 中等度 無
8か月 10力、月 完全

8か月
4愈 3写 皮膚性

右中場指 無 無 無 無 意 10 
5由、月 9か月 不完全

6(右) 6力、月 8歳 81手 皮膚性
右中Jlll旨 無 無 無 意 無 10 

2か月 8力、月 完全

6(左)
1設 9飯 8年 皮膚性

左中海1旨 無 溝、 煮 無 窯 10 
0か月 2か月 2か月 完全

1蝕 3鼠 2'手 骨性 右中環1. 無 無 煮 繁 無 10 
Ob、月 7力、月 7力、月

151一
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図2 左中環指皮膚性完全合指症
(症例 1)

A:術前(左背側，右掌狽1))

図 2 B:術後3年(左背側，右 :港側) 図2 C:術後3年

(足関節外来採皮部)

図 3 左中環指骨性合指症(症例 2)

A:術前(左背'IJ!lJ，右 :学側)

か月.整容点は 10点であり，採皮した足関節外果

遠位部にも目立った創痕は生じなかった(図2r
症例 2:

手術時年齢は 1歳 5か月の女児であり，診断は左

中環指骨性合指症であった.採皮は腹壁から行っ

た.術後観察期間は 12年 3か月.整容の総合点は

10点であったが，経過中に中環指指間部掌側から

中指 PIP関節までの線状創痕を認めた初回手術

後 5年で Z形成術と左足関節外果からの全!苗植皮

による修正手術を施行した.修正手術後 7年を経過

し創痕による掌側皮膚の引きつれは消失した(図

3) . 

{考察]

手の先天異常では，手術時期が早すぎると手技が

難しく，遅すぎると二次的な変形をきたす可能性が

ある 5)6) 合指症の手術は 1から 2歳に行うのが一

図 3 B:中指掌側の線状搬痕形成(術後 5年)

左:中指の自動伸展時検側の線状線痕に

より指|昔i陥凹の上昇が見られる.
右:仁Il指の他動伸展時に線状癒痕により

指問のj支弁が遠{立に守|かれている.

図 3 C:修正手術後7年
左背側，右掌側

般的であり，本症例の手術時年齢は平均 1歳 3か月

であった.両側催患例の 2例は 6か月と 10か月に

η
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合指症指分離術の背側直線切開の成績

片側の手術を行っており，比較的早期に手術を行っ

ていた.母示指聞や環小指聞のように長さの違う指

の癒合では，成長とともに長い方の指が偏位する可

能性があるが 6) 本症例では偏位を認めなかった.

指の変形をきたしたのは三角基節骨を有する症例の

みであった.

色素沈着を予防するために足関節内果から採皮す

る報告が多いが 7)8) 筆者らは足関節外果から主に

採皮を行っている.本症例でも植皮部位の色素沈着

をきたすことなく，採皮部位の創痕も目立たなかっ

た.外果の皮膚は可動性が良く，十分な量を採度す

ることができる.屋内では靴を脱ぎ，床上動作を行

う日本文化においては内果の創痕は患者自身の目か

ら触れやすくなる.外果の方が目に触れる機会が少

なく，精神的な負担の軽減となる利点もある.整容

面での問題は患者満足度に大きく関わってくる.心

理的負担を最小限にするために外果からの採皮は有

用であると考える.

皮弁は掌側から起こす方法と背側から起こす方法

とがあるが，現在では背側から起こす方法が主に用

いられている.掌側と背側の度膚の性質は異なる

が，指間皮膚は背側皮膚の性質を有している.指聞

は背側から掌側へカーブを描いているが，背側皮弁

によりほぼ正常なカーブを形成できる 9) また色調

の面でも掌側皮弁に勝り，整容的にも優れている.

以上のことから，筆者らも背側皮弁を用いている.

修正手術を行った 2例(症例2と3)を検討する.

症例2は術後，徐々に創痕によるつっぱりを認めた.

成長に伴い更に緊張が強くなる可能性があり，初回

手術後5年で修正手術に至った.正常皮膚と創部皮

膚には成長差があり，学童期以降に癒痕拘縮形成術

を必要とする症例も多いと言われている 10) その

ため，術後は長期の経過観察が必要である.症例 3

は掌側のジグザグ切開の数が少なかった.他の症例

とは異なり長い掌側直線度膚切聞を行ったことによ

り線状創痕が形成された可能性がある.線状創痕は

指基部や指間部に生じており，直線となった部位に

生じたと考えられる.沢辺ら 7)の報告によると，

背側も掌側も両方直線切聞を行った結果，掌側には

全例創痕による拘縮を軽度認めたが，背側には拘縮

を生じなかった.本例でも線状創痕を生じた 2例は

いずれも掌側にみられ，背側には生じなかった.拘

縮予防には掌側の切開線はジグザグが有用と思われ

る.背側は拘縮を認めず，背側直線切開は整容面の

611 

改善に有用であったと言える.線状癒痕を生じた 2

例に対しては， Z形成術と全層植度を行い，その後

は線状癒痕を認めていない.

[まとめ1
1.合指症の指分離手術において，背側の長方形

皮弁と背側の直線皮膚切聞を組み合わせた術式を 9

手に行った.

2.背側の直線切開は整容面で問題なく，関節拘

縮もきたさなかった.

3. 2手 (22%) に修正手術を施行し，その原因

は掌側線状創痕であった.
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軟部腫蕩に対する超音波検査と局所所見による
術前診断の正確性と限界
むらなかひでゆき

村中秀行
ふくもとけいぞう

福本恵三， 久能隼人 小久保健一， 津村卓哉，児島忠雄

手外科領域に発生した軟部腫湯手術例において，超音波検査と局所所見による術前診断と病理診断とを照

合し，術前診断の正確性と限界について検証したので報告する.

2006年より超音波検査を行い，病理組織診断(以下病理)された 377例，男性 120例，女性257例を対

象とした.検査は臨床検査技師が，読影は手外科医が行った.

病理は嚢胞性腫虜(以下嚢胞性)153例，充実性腫癌(以下充実性)177例，腫癌類似疾患が47例であっ

た.悪性腫蕩は存在しなかった.術前に嚢胞性と診断した181例中，病理で充実性と診断されたのが34例(19

%)，術前に充実性と診断した 196例中，病理で嚢胞性と診断されたのが6例 (3%)であった.

超音波検査は質的診断に限界があるが，症状や身体所見，周囲組織との関連から診断に近づける場合も多

い.超音波検査は簡便で無侵襲であり，最初に行われるべき有用な検査と思われた.

[緒言]

超音波検査は，手外科領域の軟部腫蕩に対して簡

便で無侵襲であることから用いられることが多い.

しかし超音波による質的診断には限界があるため，

しばしばMRIや他の検査を必要とする.我々は手

外科領域に発生した軟部腫蕩手術例において，超音

波検査と局所所見による術前診断と病理診断とを照

合し，術前診断の正確性と限界について検証したの

で報告する.

I対象と方法]

期間は 2006年から 2011年までの聞に，当科にお

いて，手外科領域に発生した軟部腫場または軟部腫

凄疑例に対し超音波検査，手術を施行し，病理で診

断が確定した 377例を対象とした.男性 120例，女

性257例.機種は GEhealthcare社製Logic500を使

用した.検査は臨床検査技師が行い，読影は手外科

医が行った.M阻など別の方法を用いた症例は除

外した.超音波画像の読影方法は長谷川らの方法1)

に準じて行った.まず腫蕩を嚢胞'性と充実性に分類

した.嚢胞性腫療の判定基準は， 1:腫傷の境界が

明瞭， 2:内部エコーが無または低エコー， 3:内部

構造が均一の 3項目をすべて満たすものとされてお

受理日 2012/12/03 

り，我々もこの基準を用いた.嚢胞性腫虜と診断し

たら，ガングリオン，類上皮嚢腫，いずれでもない

ものに区別して診断した.充実性腫蕩と診断した

ら，境界が明瞭であるか否かで良性，悪性を区別し，

超音波画像の特徴と，主訴，理学所見などを手外科

医が総合的に判断して術前診断とした.そして，各

病名毎に，病理診断が術前診断と一致した症例数を

術前診断数で除した割合を術前診断率とした.な

お，腫蕩と腫癌は別の表記にすると煩雑になるた

め，今回は腫虜で言語を統ーした.

[結果1
嚢胞性腫揚は 153例で，ガングリオンが 128例，

類上皮嚢腫が25例であった(図1).充実性腫蕩は

177例で，グロームス腫蕩が26例，血菅腫が24例

などであった(図 2).腫蕩類似疾患は 47例で，内

訳を図3に示す.悪性腫蕩は存在しなかった.

術前に嚢胞性腫湯と診断した 181例のうち病理で

充実性腫療と診断されたのは 34例 (19%)であり，

その内 26例がガングリオン(14%)，8例が類上皮

嚢腫 (4%)であった.術前に充実性腫揚と診断し

た196例のうち，病理で嚢胞性腫虜と診断されたの

は6例 (3%)であり，腫蕩類似疾患は47例 (24%)

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

-154-
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表 1 術前診断と病理診断との対比

ーガングリオン128例
う題i惚1t充実1'11: ~服則務夫悲倣 17 ，汁

術前袋)f悦t 1'17例 311例 OfyiJ 181例

類上I皮制限25例 診断充実性 6f5>il 113例 17例 196f列

{';-寸M吾I 153例 177fyil 47例 377{国j

図 1 褒胞性j医務 153例の内訳

充実性麗療 177例 盤グロームス』耐~~26似l

.lfllWI/'fi24{炉l

.ri釦|胞!川22例

.1Jil維肌2lf同

.肉.ii腕16例

.IJllJJ}is.[n4例

.その他541:月

図2 充実性!医務 177例の内訳

麗蕩類似疾患47例
.首IIJ斑Mi$:17例

.111l7r病変(1疑IIIl地)12例

.縦jt[飢餓7例

- 腿峨(lJupu )'L rc l1 {~) II~J 

.結合組織1fタl

• ~I'純耐l織 Hタ1

. hiiJl\\~Mìi1仰l

l勾品 自l織H叫

JJ!'iJlJi耐l般1例

結創刊筋脱炎1例

その他H同

図3 服務類似疾患47例の内訳

であった.術前診断と病理診断との対比結果を表 1

に示す.

術前診断でガングリオンとしたが，病理で充実性

腫蕩だった 26例の内訳を図 4に示す.滑膜炎が最

も多かったが一定の傾向は見られなかった.

術前診断で充実性腫療としたが，病理で襲胞性腫

傷だった 6例を表 2に示す.術前診断では脂肪腫と

したが，病理では類上皮譲腫と診断されたのが2例

と最も多かった.

-iI'I膜炎6例

・神経断鴎5例

・手掌線維贈4例

-軟m重3例

-巨細胞服l例

・皮虜線維脈1例

・血管蝋l例

脅軟骨蹴I例

脂肪腫1例

・肉芽腿lf珊

・神経姐I例

尋常性/.01'1例

図4 術前にガングリオンと診断したが，病理

で充笑性)匝湯と診断された 26例

表 2 術前に充実性服務と診断したが，病
理で畿日包性j問者と診断された 6例

グロームスJ冊減 Jifi上J主14U盛

I/I1JI方JJoII 額 i二皮袋鰍

JJI1JJ)iJJ，tl 1話七皮1iJJ'直

11111.防JJifi

li踊'"陶IJ，R

ガングリオン

怒U:s正当住IJ'Ji

1-(和IJI包il'R ガングリオン

各充実性腫蕗の術前診断率は，線維腫 100%，グ

ロームス腫蕩 96.3%，脂肪腫 80%，肉芽腫 77.8%，

ガングリオン 75.9%，血管腫 73.7%，巨細胞腫 61.9

%などであった.

症例を供覧する.症例 1 主訴は右環指の痛みと

煉れ.視診にて爪基部に青色の病変を認めた. Car-

ro11の3徴， pin test共に陽性であった.超音波検

査では爪基部に 1.6x 1.7 x 0.8rnmの境界明瞭，無エ

コー域の腫癒を認めた(図 5).以上よりグローム

に
d

F
h
d
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図 5 症例 1の超音波画像(グロームスl血筋).爪

基部に1.6X1.7XO.8mmの境界明l療，無エ

コー域の!団協を認めた

図6 症例 2の超音波画像(巨細胞j凪).小指DIP
尺側に 10.2X 19.7 X 10.4mmの低エコー域の境
界明瞭な服務性病変を認めた.

ス腫蕗と診断， }毘湯切除施行した.病理の結果，グ

ロームス腫療であった.

症例 2，主訴は右小指の腫蕩性病変.痛み，癖れ

等の訴えなし.視診では小指 DIP尺側に約 10X

20rnrn，弾性硬の腫蕩性病変を認め膨隆していた.

Tinellike signは陰性だった.超音波検査では小指

DIP尺側に 10.2X 19.7 x 10.4rnrnの低エコー域の境

界明際な燈傷性病変を認めた(図 6).内部の血流

を認めたため充実性腫蕩と診断した.以上より巨細

胞腫と診断，腫場切除施行した病理の結果，巨細

胞腫であった.

症例3，主訴は右前腕の腫揚性病変と痛み.視診，

触診にて同部に 5rnrn大の弾性硬の腫療を認め， Ti-

nel凶<esign陽性であった超音波検査では右前腕

に4.6x 4.0 x 3.1mmの境界明瞭の腫揚性病変を認め

図7 症例 3の超音波画像(神経鞘腿) 右前腕に

4.6 X 4.0 X 3.lmmの境界明!僚の腿湯'性病変を認
めた内部エコー均一，境界明瞭，辺縁整で，

事11経との連続性は確認できなかった.

図8 症例 4の術前に脇肪腫と診断したが，病理で
類上皮差是!屈と診断されたl路銘の超音波画像

た(図 7).内部エコー均一，境界明瞭，辺縁整で，

神経との連続性は確認できなかった.画像のみでは

襲胞性腫湯の可能性も否定できなかったが，阿部の

Tinel like sign を認めたため神経鞘腫と診断，腫~

切除施行した.病理の結果，神経鞘腫であった.

症例 4，主訴は右肘の腫蕩性病変.痛み，薄れ等

の訴えなし.視診，触診にて阿部に 3cm大の弾性

軟の腫癒を認めた.可動性は良好であった.Tinel 

like signは陰性であった.超音波検査では 35.0X

12.6 x 32.5mmの無~低エコーの腫蕩性病変を認め

た.辺縁低エコー，内部エコーは比較的均一で、あっ

たが，所々高エコーが点在していた.境界明瞭，辺

縁整.神経の圧迫は認めなかった(図 8).以上よ

り脂肪腫と診断，手術を施行した.病理の結果，類

上皮襲腫であった.
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超音波検査と局所所見による術前診断の正確性と限界

[考察]

腫療に限らず手外科領域の超音波検査は，近年の

超音波機器の品質向上により，種々の臆鞘炎，臆断

裂，手根管症候群などの診断に有用との報告が散見

される.

llnke 2)は日常の診断に絶対必要というわけでは

ないが，診断の可能性を拡大させるため有用である

と述べている.

腫湯の超音波画像上の特徴は次の通りである.

ガングリオンは境界明瞭，表面平滑，内部均一な

無エコー像として認め，後方エコーの増強を認め

る.何らかの原因で内部に出血などが起こると，時

として低エコー像を示すことがあるため術前に診断

困難なことがある.屈筋腫臆鞘やオカルトガングリ

オンなどがあり，身体所見だけでは判別困難な場合

も多く画像診断が有用である.また，穿刺に際しで

も超音波ガイド下での穿刺が有用である 3)州6)7)8)

類上皮嚢腫は表皮に接し，皮膚に食い込むように描

出される境界明瞭な低エコー像として認める.後方

エコーの増強が特徴である 6¥グロームス腫蕩は爪

下に境界明瞭な円形ないし楕円形の低エコー像を示

す.腫揚に一致して末節骨が陥凹していることがあ

る3)4)目的.血官腫は度下に発生した場合，比較的境

界が明瞭で内部エコー均一な充実性腫虜像を呈す

る.後方エコーは軽度増強することが多く，脂肪腫

や線維腫とは異なった像を示す.また，静脈石を有

する場合は，石灰化像が描出される.線維腫は辺縁

平滑で境界明瞭，内部が低エコーで比較的均一，点

状又は線状の高エコー像を伴うことがあり，後方エ

コーの増強は見られないのが特徴である 9) 肉芽腫

は内部が充実性の低エコー像であるが，境界は明瞭

なもの，不明瞭なもの，内部エコーも比較的均一な

ものから不均一なものもあり，超音波画像のみでの

診断確定は困難である.異物の存在や外傷の既往な

どの情報が診断の一助となる 9) 脂肪腫は典型例で

は紡錘状の比較的均一な高エコー像として認める.

内部に横走する線状エコーが確認できれば有力な所

見である州.神経鞘腫は内部はしばしば不均一，

平滑で球形，側方及び後方エコーの増強を認める.

長軸像で神経との連続性を認めれば確定診断に繋が

る3)4)5)6) 巨細胞腫は不均一な低ないし高エコー像

として認める.滑膜の肥厚や関節水腫を伴う.腫鞘

や関節との連続性を認めることがある 4)7)

超音波検査の利点は， 1:簡便で無侵襲であるこ
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と， 2:リアルタイムの動的診断が可能であること，

3 :周囲組織との関連性が明瞭であること， 4:何度

でも繰り返し検査可能であることなどが挙げられ

る.欠点として， 1:検査，読影において技量，経

験などに左右されること， 2:検査の度にプローベ

の当て方にずれが生じるため，経過を定量的に追跡

するのが困難なこと， 3:関節内や骨内など，超音

波が反射してしまう部位については診断困難である

こと， 4:超音波検査器は分解能において MRIに匹

敵するレベルまで進歩したものの，診断能力に限界

があることなどがある.

術前診断が困難だった例として，症例4が挙げら

れる.超音波検査で，境界が明瞭で内部が無~低エ

コーであることは嚢胞性腫療の判定基準に一致して

いた.しかし内部構造が比較的均一であったにもか

かわらず，腫場内部に所々高エコー像がある点が診

断基準と完全に一致しないため，充実性腫虜と診断

した.本来は比較的均一の画像であったため，嚢胞

性腫療の診断を付けるべきと思われた.画像の描

出，読影の仕方に問題があると思われた.

このように超音波検査の診断能力には限界がある

が，症例 1-3のように主訴や局所所見を組み合わせ，

腫蕩の性質を超音波検査でとらえることで，正しい

診断に至ることも多かった.

[まとめ]

手外科領域の軟部腫虜に対し超音波検査を施行し

た377例を検討した.その診断能力には限界がある

が，主訴や局所所見を組み合わせ，腫蕩の性質をと

らえることで，正しい診断に至ることも多かった.

簡便，無侵襲な超音波検査は，軟部腫揚の診断とし

てまず最初に行ってみる価値のある検査だと考えら

れた.

[文献1
1) 長谷川恭弘ほか.上肢軟部腫痛の超音波断層像の検

討.日手会誌13(2): 353-355， 1996. 
2) Linke E. Is sonography useful in the diagnosis of hand 

surgery. Handchir Mikrochir Plast Chir 18: 222-224， 

1986. 
3) 長岡正宏.手関節と手指の疾患.MB Orthop 19(11)・

41-46， 2006. 
4) 中島浩志ほか.手の外科における超音波検査の有用

性. MB Orthop 19(13): 25-33， 2006. 
5) 荻野利彦ほか.手関節部および指における超音波診
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上肢軟部腫療に対する M阻診断の正診率

、園-... 
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申かわみつひと ちのひろゆき さかいのよひで まえだかずひろ みつはし まこと まるもけい L

湯川充人，千野博之，酒井伸英，前田和洋，三橋真，丸毛啓史

!自由投稿論文|

[目的]軟部腫蕩の精査に M悶は必須であるが， M阻のみで診断を確定することは困難である.特に脂肪

腫，神経鞘腫以外の軟部腫蕩の正診率は低いことが知られている.本研究では，術前の M悶診断と術後の

病理診断を re仕ospectiveに比較し，各軟部腫癌別の正診率を調査した.

[対象および、方法12005年から 2010年までに上肢の軟部腫蕩に MRIを施行し，その後に手術を行い，診

断が確定した 131例.性別は男性;82例，女性;49例，年齢は 10歳-79歳(平均 49歳)であった.

[結果]病理診断では，ガングリオン;30例，巨細胞腫;16例，グロームス腫揚;14例，神経鞘腫;12例，

脂肪腫 ;6例，神経線維腫，血管腫;各5例，などであった.術前 M悶診断で正診率が高い腫療は，脂肪

腫 (100%)，ガングリオン (87%)，巨細胞腫 (81%に神経鞘腫 (75%)，などであった.一方，正診率が

低い腫癌は血管平滑筋腫，デスモイド，血菅腫，線維腫などであった.

[結論]近年， M阻の精度は著しく向上しているが，上肢軟部腫療に対する M阻の正診率はバラツキが

大きいため，他の補助診断法を併せて，多角的に評価する必要性がある.

[緒言]

M悶は，その優れたコントラスト分解能により軟

部腫蕩の局在，伸展範囲，周辺の重要な血管や神経

との関係などを把握するうえで最も有用な補助診断

法である 1) その性能・解像度は年々向上し，画像

が鮮明になるにつれ，現在の手外科診療において軟

部腫療の精査を行う際には欠かせないものになって

いる.

しかし上肢に発生する軟部腫蕩は多種多様で，非

特異的所見を有することが多い.とくに手・指に発

生する腫蕩はサイズが小さく，同定が難しい症例も

少なくない.このため脂肪腫，神経鞘腫以外の軟部

腫療は MRIの正診率は低いことが近年報告されて

いる 2) 本研究では，上肢の軟部腫蕩(腫蕩類似疾

患を含む)に対する術前M阻診断と術後の病理診

断とを re仕ospectiveに比較し，腫蕩別の正診率を

検討したので報告する.

[対象と方法1
対象は 2005年から 2010年までに当院で手術加療

した，上肢発生の軟部腫場および腫寵類似疾患の 131

受理日 2012/12/18 

例である.年齢は 10歳から 79歳で平均 44歳，性別

は男性;82例，女性;49例であった.各腫療の局在

は手指;104例，前腕;23例，上腕;4例であった.

撮像には SIEMENS社製 MAGNEIひMAvanto1.5テ

スラ装置を使用し，撮像条件はT1・T2強調画像お

よびSTlRとした.また造影MRIを併施したものが

7例，他施設の M悶が9例であった.今回の MRI

診断には，当院放射線科専門医3名(いずれも運動

器画像診断を専門とする，経験年数 10-30年の放

射線科医)による読影結果を用いることとし，診断

が1つに絞れず，複数の鑑別診断名が挙げられてい

る場合は，第 1に考えられうる診断名を MRI診断

とした.術式は画像所見ならびに肉眼所見をふま

え，全例に腫湯全切除術を行ったが，このうち予め

開放生検術を行ったものが1例あった.M阻診断と

病理診断との比較を行い，腫傷ごとに M阻の正診

率を算出した.

[結果1
病理診断の内訳は，発生頻度が高かったものから

順に，ガングリオン 30例，腫鞘巨細胞:16例，グ

東京慈恵会医科大学付属病院 〒105-8461 東京都港区西新橋3-25-8
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表1 病理診断の内訳

良性1重楊 ガングリオン 30 悪性腫罪事 未分化多形肉1重
鍵鞘巨細胞臆 16 類よ皮肉腫

グロームス1重傷 14 滑1真肉1重
神経鞘腿 12 MPNST 
脂肪腫 6 1重湯類似疾患 静脈癌 7 

神経線維臆 5 
血管腫 5 

線維腹症 4 
類上皮嚢腫 3 

血管平滑筋謄 3 
線維1重

線維上皮性ポリープ

黄色線維臆

毛根種

デスモイド型線維1重症

ロームス腫癖:14例，神経鞘腫:12例，脂肪腫 :6

例，神経線維腫 :5例，血管腫 :5例，線維腫症4例

などであった(表1).

良性腫癌について M悶診断と病理診断が合致し

たもの(正診率)は，脂肪腫では 6例中 6例が正答

(100%)，ガングリオンでは 30例中 26例 (87%)，

グロームス腫療では 14例中 12例 (86%)，腿鞘巨

細胞腫では 16例中 13例 (81%)，神経鞘腫では 12

例中9例 (75%)，類上皮襲腫では3例中2例 (67%)，

血管腫では 5例中 2例 (40%)，神経線維腫では 5

例中 O例 (0%)であった(表 2). 

悪性腫療は 3例で，未分化多形肉腫 (MFH)，類

上皮肉腫，滑膜肉腫，悪性末梢神経鞘腫路 (MPNST)

が各 1例であり(表 1)，悪性腫協に限れば正診率は

25% (MPNSTの 1例)であった. )匝路類似疾患の

正診率は静脈摘では 7例中 O例 (0%)，滑膜炎組織

では 5例中 1例 (25%)，線維化組織では 4例中 O

例 (0%)，結節性筋膜炎では 2例中 O例 (0%)であ

った化膿性肉芽腫，結節性偽痛風，脂肪壊死，静

脈拡張組織，炎症性肉芽組織，感染後血管増殖性結

節が各 1例であったが(表 1)，これらはいずれも正

答はなく感染後血管増殖性結節のみが正答 (17%)

であった.

[考察]

上肢軟部腫蕩の発生頻度は，ガングリオン，鍵鞘

巨細胞腫，類上皮嚢腫，神経鞘腫，グロームス腫療

などが多い 3)4) 著者らの施設においてもこれまで

滑膜炎組織 5 
線維化組織 4 

結節性筋膜炎 2 
化膿性肉芽腫

結節性偽痛風

脂肪壊死

静脈拡張組織

炎症性肉芽組織

感染後血管指殖性結節

合計 131 

表2 術部ijMR1の正診率

a・・・・・・・・・圃・・・・・・___1-:(認書展望畠3姐・・・・
脂肪鍾 6 6 100 

ガングリオン 30 26 87 

グロームス腰調書 14 12 86 
援鞘直純胞腫 16 13 81 

神経鞘鹿 12 9 75 

類上皮.腫 3 2 67 

血管痩 5 2 40 
事申経線維腰 5 。 O 

の報告と同様の傾向を示す結果であった(表 3).一
方， 1例しかなかった腫蕩および腫蕗類似疾患は 15

種であり， 131例中に 29種類の軟部腫痛がみられ，

上肢に発生する軟部腫擦の多種多様性を示す結果で

あった(表 1).また今回経験した悪性腫擦は 4例で

あったが発生頻度は 3.1%で諸家の報告とほぼ同様

の結果であった(表 1，表 4).

自検例の M悶の正診率は，若杉らの報告 2)と同

様，発生頻度の高い腫揚群に限れば75%以上であ

り， M悶はスクリーニング検査として有用な検査法

であると評価できる.特に脂肪腫に対しては脂肪肉

腫が含まれていなかったこともあり，全例において

術前診断が可能(正診率 100%)であった.これは

脂肪腫がT1強調像で内部に均ーな高信号を呈し，

周囲がほぼ脂肪ないし薄い隔壁構造からなるとい

う，特異的な所見を有するこ とによる.同様にτョ
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表 3 上j刷吹l:1fSJl重傷の発生頻度

29 17 

グロームス臆錫 10 3 

神経華同腫 18 5 

脂肪腫 3 1 

血管燈 39 11 

類上皮畿騒 24 

血管平滑筋腫 4 1 

表4 上肢での悪性軟昔日腿湯の発生頻度

小林ら 739例中 19~J (2. 6%) 
(2002) 

細川ら 47例中4~J (8.5%) 
(2006) 

若杉ら 55~IJ 中2~J (3.6%) 
(2010) 

-画通掴・・匝幽函幽置箇幽姐圃圃

強調像で低信号を呈する軟部腫療は限られており，

これも比較的特異的な所見である. I躍鞘巨細胞腫が

その 1つであり ， j~l!践例での正診率においても 81

%と高かった.また，信号変化に特異性がなくとも，

内部パターンに特異的所見を示す腫蕩として，神経

鞘j置が挙げられる.神経束に沿った表面平滑な!毘摘

で， τヨ強調像で辺縁が著明な高信号で縁取られた

ような，いわゆる“targetsign"を呈していれば診

断は容易とされている.自験例でも正診率は 75%

(12例中 9例正答)と高かった.一方，残り 25%(3 

例)はいずれも M問診断ではガングリオンと診断

されていた.これらはいずれも前述のような内部構

造の特徴が MRlに反映されておらず，正答に結び

つかなかった原因と考えられた.

このように軟部腫擦が必ずしも特徴的な所見を呈

するとは限らず，むしろほとんどの軟部腫療は， T1 

強調像で低信号，T2強調{象で高信号を呈するため，

組織型の予測や良悪'性の診断は困難なことが多い1)

さらに手・指に発生する腫療はサイズが小さいため，

十分な画像情報が得られないなどの問題が指摘され

る.自検例においても 131例全ての正診率を算出す

ると 60%にまで低下した.さらに悪性腫湯や 1例し

か認めなかった発生頻度の低い腫揚だけで MRl正
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診率を求めるとわずか 20%であった.

当院で経験した悪性腫蕩4例における M阻の画

像所見はいずれも非特異的であり， M悶だけで良悪

性を判断することは諸家の報告にあるように困難で

あった.藤本は， ili大部腫癒の良悪4性の鑑別に役立ち

そうで，実はほとんど意味のない MRl所見として，

辺縁の整・不整や周囲の浮腫，ガドリニウム製剤の

造影パターンなどを挙げている 5) 一方，近年の進

歩として拡散強調像を軟部腫療の M悶に応用し，

その質的判断，良・悪性の鑑別が可能で、あるかの試

みがなされ，その有用性が報告されている 6) それ

によればT1強調像，T2強調像，STIRでは非特異的

な所見を呈していた軟部腫傷が，拡散強調画像を用

いることで明瞭な信号変化をもって描出され，悪性

リンパ!盟，平滑筋肉腫およびMFHなどの画像診断

が得られており，今後 MRlで良悪性を判定しうる，

あらたな撮像法として注目されている.

近年， M悶は新たな撮像法や，マイクロコイルの

使用，あるいは高磁場 (3.0テスラ)機種の登場な

どによりその分解能は飛躍的に向上しているが，と

くに上肢に発生する軟部腫療の画像診断には限界が

あることに留意すべきである.すなわち，軟部腫癒

に対する術前診断に際しては詳細な病歴聴取と身体

所見， M悶を含めて他の補助診断法を併せた多角的

な評価を行うことが求められる.また， M悶で非特

異的所見を呈した!匝携を手術する場合には，全切除

術のまえに生検術を行う必要がある.この際，縦皮

切で進入する，筋聞からアプローチするなど，悪性

腫協を想定した生検術の手技を選択すべきである 7)

[まとめ]

当院での上肢軟部腫療に対する MRlの正診率に
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620 上肢軟部腫療に対する MRI診断の正診率

ついて報告した.発生頻度の高い軟部腫蕩は M阻

での正診率も高くスクリーニング検査として有効で

あるが，上肢に発生する腫揚は多種多様であり，か

っサイズが小さいこともあり， M悶診断と病理結果

が一致したものは全体で 60%であった.特に悪性腫

蕩を含めた発生頻度の低い軟部腫蕩に対しては正診

率は低かった.M阻で非特異的な画像所見がある場

合には，悪性腫痩を想定したアプローチが必要であ

る.

【文献1
1) 岩本幸英.骨・軟部腫湯診断の基本一外来で見逃さ

ないために一.日整会誌81:961・972，2007.
2) 若杉琢磨ほか.上肢発生の軟部腹湯例の検討-M悶

所見を中心として日手会誌26:423426， 2010. 
3) 小林宏人ほか.手の腫第一40年間の症例検討一.日

手会誌 19:776-779， 2004. 
4) 細川哲ほか.手の腫蕩症例の検討.日手会誌23:637-

640，2006. 
5) 藤本肇.MRI骨・関節アトラス.改訂新版.東京.ベ

クトル・コア.pp267・271，20凹.

6) 入江健夫ほか. [軟部麗揚診断20091軟部腫湯画像診

断の最近の進歩.臨床画像 25:32-43， 2009. 
7) Murray P， et al. Soft tissue sarcoma of the upper e訪問ー

ity. Hand clinics 20: 325-333， 2004. 
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指に発生した血管内乳頭状内皮過形成の治療経験
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血管内乳頭状内皮過形成は血栓に関連して生じる反応性血管性病変で稀な病変である.指の血管内乳頭状

内度過形成5例の診療経験を報告する.いずれも皮膚から青色に透見され，痩痛または圧痛を有した.M聞

は全例に施行，穿刺吸引細胞診は 3例に施行したが血管内乳頭状内皮過形成の診断には至らず，術前診断は

血菅腫または血腫であった.摘出手術を施行したところ組織学的診断は血管内乳頭状内皮過形成であった.

全例が指に発生する pu陀 formであり，いずれも血管腫などの前駆病変を伴っていなかった.平均経過観察

期間21か月で再発の兆候は認めていない.pureformの臨床診断は困難であり特に血管腫との鑑別は難しく，

M阻像や細胞診などの知見の今後の積み重ねが必要である.組織学的診断は血管内乳頭状内皮過形成の認

識があれば比較的容易であり治療も単純摘出により治癒しやすい.

らかにするために自験例 5例について検討した.

I対象と方法]

当科にて最近の 7年において経験した指の IPEH

の診療経験について診療録と画像資料をもとに後ろ

向きに検討した.

【結果1
症例は 5例で，平均年齢は 39歳 (22-66歳)， 

性別は女性2例，男性3例であった(表1).発生

指は母指1例，示指 1例，環指3例であった.病変

の自覚から受診までの期間の中央値は8カ月 (1-
30ヶ月)で比較的長期であった.既往歴に特記すべ

【緒言]

血管内乳頭状内皮過形成 (In仕avascularpapillary 

endothelial hyperplasia，以下IPEH)は血栓に関連

して生じる反応性血管性病変である稀な病変であ

り，皮膚や軟部組織に発生する血菅系腫寝の 2-4

%を占めるにすぎない1)指は IPEHの好発部位の

一つであり有痛性の皮下小腫癌の形をとることが多

く，同部に発生した場合，血管腫などの前駆病変を

伴わない pureformであることがほとんどであり摘

出により容易に治癒するとされている1)しかし，

発生頻度が稀であることや皮膚から青く透けて見え

るなど血管腫などに間違われやすく術前に診断する

ことは難しい.今回，指の IPEHの臨床的特徴を明

症例

症例 年・性 協位 長億mm) 皮膚色 E翁 診察前錦繍{月)

1 22M 環鑓 8 育 + 12 

2 31F 示指 s 脅 + 1 

3 22F 母指 11 育 + 初

4 66M 母指 7 育 + 3 

5 54M 議指 12 管 + 7 

平均 39 B 11 

表 1

東京都多摩市永山 1-7・1
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622 指に発生した血管内乳頭状内皮過形成の治療経験

きものはなかった.病変の長径の中央値は 8mm(7 

-13mm)であった.いずれも皮膚から青色に透見

された. 5例で圧痛を， 3例で安静時痛を有した.

拍動は伴わなかった.M悶は全例に施行した.T1 

強調像で不均一で筋肉に比べ等信号からやや高信号

を示し，T2強調像では中心部に等信号からやや高

信号をまた周辺に高信号を示す傾向を示した.穿刺

吸引細胞診は 3例に施行した.血液を背景に紡錘形

細胞が散在性に，また，無構造物も認められ，異型

性はなく良性病変と考えられたが IPEHの診断には

至らなかった(図 1). 術前診断は血管腫または血

腫であった(表 2).全例摘出手術を施行した. 4例

は皮下に存在した. 1例は滑膜性l睦鞘の下に存在し

腿と一部癒着していた.いずれも複数の血管が周囲

より入り込んでいた.組織学的には既存の血管壁の

中に器質化した血腫と乳頭状の血管内皮細胞の増殖

を認めた.乳頭状の突起は一層の血管内皮細胞で覆

われ異型性や核分裂像に乏しく IPEHと診断され

図 1 症例 3:穿車IJ吸引細胞診 (Papanicolau染

色， 200倍).無構造様物質を認める.

表 2 術前診断および術後経過

症例 術前診断 治痕 Form 再発

血管霊 摘出 Pure 

2 血管穫/血護 嫡出 Plle 

3 血管窪 油出 Plle 

4 血管墜 情出 Pure 

5 血謹 油出 Pぽe

平均

た.全例前駆病変を伴わない pureformであった.

術後順調に経過し痛みは消失した.平均経過観察期

間21か月で再発の兆候は認めていない.

症例呈示

症例 3:22歳，女性.

主訴:右母指腫癌と圧痛.

現病歴 :2年半前に誘因なく突然に右母指に 「パ

チッjとした感じがした.その後，右母指基部掌側

に腫癌が出現した.腫癌は徐々に増大し，母指を使

い過ぎると痛みがあり，同部に圧痛を自覚し受診し

た.

身体所見 :検査所見 :母指基節掌側に約 2cm大

の腫痛を認めた.皮膚から青く透見され圧痛を有し

た(図 2).M悶像では皮下に長径 llmrnの境界明

瞭な結節を認め， T1強調像で等信号， τヨ強調像で

周辺が高信号を示した(図 3).

手術所見:血管腫を疑い全麻下に手術を施行した.

病変はi暗紫色で軟らかかった(図 4).複数の細い

血管が入り込んで、いたがその他周囲との癒着はなく

一塊として摘出した.

組織所見 :中心に器質化を伴う血栓があり周辺に

乳頭状に増生する多数の血管内皮細胞を認め IPEH

と診断した(図 5). 

術後経過 :術後 17カ月のフォローア ップで再発

を認めない.

[考察]

IPEHは 1923年 Masson6)により腫傷性病変とし

て初めて報告された.その後検討が進み現在では血

観察期間{月)

55 

27 

17 

4 

21 
図2 症例 3・母指基節l復側のl匝癒.

皮府が青く透見される.
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指に発生した血管内乳頭状内皮過形成の治療経験 623 

図3 症例 3:MRl像.τヨ強制画像で周辺に高信号領域を認める

図4 症例 3・術中所見.IJili摘は赤黒色で軟らかい

栓に伴う反応性病変と考えられている.明らかな病

因は不明で、あるが，基礎実験から小外傷や刺激が加

えられた部位でマクロファージから sFGFが放出さ

れ，その日FGFが毛関内細胞の;増殖を促す.これら

の現象がさらに sFGFの放出を促進する，というポ

ジティブフィードパックループが生じているとの仮

説が提唱されている 5) 組織学的には既存の血管内

に血栓とともに血管内皮細胞の乳頭状増殖が認めら

れ，この乳頭状増殖部分が血管肉腫との鑑別を要す

るが， IPEHの場合は内皮細胞の増殖が単層性であ

りまた著明な異型性や核分裂像を認めないことが血

管肉腫とは異なる 2) Hashimotoら2)は拡張した血

管内に生じた病変を pureform，血管l屈などの前駆

病変の一部に生じた病変を mixedform，両者に分

類できない病変を thirdformの 3型に分類した.

Pure formは指の皮下に最も多く発生するが，

mixed formは特定の好発部位を有さない.

IPEHは臨床症状や身体学的所見から血管系腫協

が疑われるが， IPEHと診断することは難しい 3) し

かし， IPEHのpureformは摘出により容易に治癒

図5 症例 3・病理組織像 (HE染色， 400倍).

乳E賀状に増殖した血管内皮を認める.

する病変であリ，このことからこの病変と他の血管

系腫践との|臨床的鑑別は重要といえる.IPEHの

M悶像に関する報告は散見されるが，指に多い

pure formについては限定的でありその所見も多機

であるとされている 4) その M悶像は血栓部分と

血管内皮増殖部分からなり，1'2強調像は血栓部分

が多ければ低信号な領域が多く血管内皮細胞増殖部

分が多ければ高信号の部分が多いことが推測されて

いる 4) 細胞診に閲する報告はこれまでにほとんど

みられない. しかし，われわれの経験から血液を背

景に した類円形から紡錘形の細胞がみられること，

また，血栓部からl取引されたと思われる無構造物が

認められることがあることなどは，今後症例を重ね

ることにより細胞診は有用な診断になりうる可能性

があると思われる.組織診断学的には一般に血管肉

腫，化膿性肉芽腫，糸球体様血管腫， Dabska腫擦

などとの鑑別が重要で、あるとされる 7)が，自験例

の結果からも IPEHの認識があればこれらの鑑別は

容易と考える.

IPEHの治療は，指で多くみられる pureformの
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624 指に発生した血管内乳頭状内皮過形成の治療経験

場合は摘出により治癒する.基本的には周囲との癒

着も少なく鈍的に剥離することにより全摘が可能で

あると思われるが，指骨に破壊像を生じた症例も報

告されているので注意が必要である 8) mixed form 

では前駆病変である血管腫の取り残し等による再発

もみられる.

[まとめI
IPEHのpureform 5例について検討した.Pure 

formの臨床診断は困難であり特に血管腫との鑑別

は難しく， M阻像や細胞診などの知見の今後の積

み重ねが必要である.IPEHの認識があれば組織学

的診断は比較的容易であり治療も単純摘出により治

癒しやすい.
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1) Clearkin KP， et al. Intravascular papillary endothelial 
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2) Hashimoto H， et al. In仕'avascularpapillary endothelial 

hyperplasia. A clinicopathologic study of 91 cases. Am J 
Dermatopathol 5: 539-546， 1983. 

3) 今西淳悟ほか.手指に発生した血管内乳頭状内皮細胞

過形成の2例.関東整災外会誌41:97-101， 2010. 

4) Lee SH， et al. In仕avasαi1arpapillary endothelial hyper-

plasia of the extremities: MR imaging findings with 

pa出ologiccorrelation. Eur Radio114: 822-826， 2004. 

5) Levere SM， et al' In回vasαi1arpapillary endothelia1 hy-
perplasia: a neoplastic“actor" representing叩 exagger-

ated attempt at recana1ization mediated by basic fibro-
blastgrow出factor.J Hand Surg Am 19: 559-564， 1994. 

6) Masson P. Hem皿 gioendo血eliomevegetant in甘avascu-

laire. Bul1 Soc Anat Paris 93: 517-523， 1923. 
7) Sartore L， et a1. Masson's disease in hand surgery: a 
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lar papillary endothelial hyperplasiaの1例.関東整災
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肘部管症候群を伴う肘関節症に対する
鏡視下関節形成術の試み

大野義幸*
ひらかわ晶きひろ はまだ

平川明弘へ潰田 生日**
Lみずかっじ

清水克時**

可動域制限と肘部管症候群を伴う肘関節症に対し鏡視下関節形成術を試み，その成績を検討した.対象は

12例 13肘.手術時平均年齢は 64(46-78)歳.男 10例， 11肘，女2例， 2肘.右9肘，左4肘.赤堀病

期分類では 1期:2肘， 2期:1肘， 3期:2肘， 4期:5肘， 5期:3肘.前後鏡視下群3肘.前方鏡視下・

後方直視下群 5肘.直視下群 5肘.肘部管症候群に対しては血菅柄温存尺骨神経皮下前方移動術を鏡視下関

節形成術の前後に実施した.術前評価では赤堀 s句ge，可動域，痔痛 score，JOA scoreで各群聞に有意差は

なかった.全例，術後，各項目で改善が得られ，最終評価時，各項目で群聞に有意差はなかった.合併症と

しては術後一過性の異所性石灰化が 1例.肘部管症候群を伴う肘関節症では内側アプローチにより神経手術

と同時に直視下関節形成術が可能だが，鏡視下で行うことで屈曲囲内筋群起始部を温存して前方関節腔の骨

練切除が可能となり，手術の低侵襲化の点で有用である.

[緒言]

当科では従来，肘部管症候群に対して血官柄温存

尺骨神経皮下前方移動術(以下，皮下前方移動術)

を標準術式として行ってきた.近年，人口の高齢化

に伴い，変形性肘関節症(以下，肘関節症)に起因

する肘部管症候群が増加してきた.可動域制限と肘

部管症候群を伴う肘関節症に対して，従来は可動域

制限が重度であれば尺骨神経皮下前方移動術と直視

下骨親切除関節形成術(以下，直視下関節形成術)

を同時に施行し，可動域制限が軽度であれば尺骨神

経皮下前方移動術のみを行なってきた.近年，肘関

節症に対する鏡視下骨親切除関節形成術(以下，鏡

視下関節形成術)が本邦でも報告され，当施設でも

可動域制限を有する肘関節症に対し鏡視下関節形成

術を積極的に導入し，手術の低侵襲化を図ってき

た手術手技の向上とともに最近の症例では鏡視下

のみで関節形成術を達成できることが多くなってき

ている.本研究の目的は可動域制限と肘部官症候群

を伴う肘関節症に対して，尺骨神経皮下前方移動術

と同時に鏡視下関節形成術を試みた手術の成績を検

討することである.

受理日 2012/12/10 
*岐阜市民病院 〒500-8513
.事岐阜大学整形外科

岐阜県岐阜市鹿島町 7-1

[対象と方法I
対象:2006年 1月から 2011年 7月までの 5年7

ヵ月間に機能的可動域(伸展-30-屈曲 1300
) を下

回り，同時に肘部管症候群を伴った肘関節症に対し

尺骨神経皮下前方移動術と同時に鏡視下関節形成術

を試みた 12例 13肘を対象とした.性別は男 10例，

11肘，女2例， 2肘.手術時年齢は平均 64(46-78) 

歳.左右別では右9肘，左4肘.赤堀病期分類では

1期:2肘， 2期:1肘， 3期:2肘， 4期:5肘， 5期:

3肘.術後平均経過観察期間は 14(2-37) ヵ月で

あった.手術方法:鏡視下手術の体位は側臥位が5

肘，仰臥位が8肘，麻酔方法は全身麻酔が9肘，上

肢伝達麻酔が4肘.全例，ポンプシステムを用い，

40-70mmHgで関節内圧を一定になるように管理し

た.使用機材は， 4mm径 30。斜視鏡を主に使用し，

必要に応じて 70。斜視鏡や 2.7mm径 30。斜視鏡を適

宜使用した.ポータルは前方関節腔鏡視には前内側，

前外側の 2箇所，後方関節腔鏡視には後方，後外側

を用い，さらに腕槙関節の鏡視，処置をかねて so食

spot porta1などを適宜作製して，鏡視ならびに骨親

切除など関節内処置を行った.遊離体摘出のみで関

節内処置を終了した例はない.関節内滑膜切除は

ShaverあるいはRadio企equencydeviceを用いて視
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表 1 症例一覧
症例 1-3は前後鏡視下群症例4-8は前方銭視下・後方直視下群症例9-13
は直視下手術群症例3と症例 11は同一症例で異なった時期に左右肘手術施行例

筆倒 年齢・ 左 審鍾 審智子信爵 省首情皐緬抽

@噴3 性 右舗司e 信聾準

46M 右 2 1昼 -3日1115

2 68F 右 3 (昼 -201125 

3 64M 左 4 偏 -15112日

4 74M 右 可 -201120 

5 12M 左 (昼 -301110 

6 57M 右 5 可 -2日1125

7 7日M 左 4 可 -20112日

日 53M 右 1 1I -2日11日5

g 59M 左 3 可 -251115 

10 68M 右 5 可 -30/115 

11 62M 右 4 (長 -201110 

12 78F 右 5 {長 -2日112日

13 67M 右 4 可 -201115 

野を確保した後，パンチによる遊離体摘出， 3_5mm

径電動アプレーダーパーおよびノミにて肘頭，鈎状

突起の骨耕切除，肘頭嵩，鈎状嵩，樟骨寓の骨練を

切除した.腕尺関節内側の骨耕に対しては鏡視下で

の切除は行わず，症状の原因と考えられる場合には，

尺骨神経度下前方移動術を行った後に腕尺関節内側

関節包を切開して直視下に骨親切除を行った.第2

例目，第3例目では尺骨神経皮下前方移動術を行っ

てから，関節鏡を挿入して鏡視下関節形成術を行っ

た.しかし，尺骨神経皮下前方移動術後に鏡視下関

節形成術を行うと手術中の潅流液の液漏れが激しい

ことが判明し，その後の症例では第 1例目と同様，

鏡視下関節形成術を最初に施行した.伸展制限を改

善する目的での意図的な前方関節包切除は行わなか

った.後療法はいずれの方法でも 1週間以内に自動

運動を主体とした可動域訓練を開始した.検討項目

と統計学的手法:術前及び最終調査時の肘関節可動

域(伸展，屈曲， arc of movement) ，日本整形外科

学会肘機能評価法(以下， JOA score) ，およびJOA

scoreの痔痛項目(痔痛score)，赤堀予後評価基準，

術後合併症について検討した.統計学的解析には分

散分析を用い，各群の比較では p<O.05を有意差あ

量興情昆届撞E 鱒信 JOA 縄諸盟。re JOAs拍 're

score score 領鶏紛 頃鵠防
~雌》 ~前〉

-151125 5 66 25 88 

-101135 20 72 30 91 

-151135 20 81 25 自7

-151125 25 85 25 88 

-10113日 10 54 25 86 

-2日113日 20 79 30 91 

-151135 15 71 3日 88 

日1135 10 64 30 86 

-51125 25 日目 30 88 

-2印13日 15 66 30 日目

-151135 20 86 25 93 

-1町13日 15 78 30 91 

-15112日 10 68 25 78 

りとした.

[結果】

鏡視下のみで前方および後方関節腔で目的とした

骨親切除を完了できたもの(以下，前後鏡視下群)

は3肘(初期の 1肘では尺骨神経皮下前方移動後に

鏡視下関節形成術をおこない，その後の 2肘では鏡

視下関節形成術を終了した後に尺骨神経度下前方移

動術をおこなった)のみであった.前方関節腔の鏡

視下関節形成術を達成し屈曲が改善したが，後方関

節腔の鏡視下関節形成術は不十分であったので，尺

骨神経を度下前方移動した後，後方関節腔を直視下

におこなったもの(以下，前方鏡視下・後方直視下

群)が5肘であった.残り 5肘は前方関節腔の鏡視

下関節形成術を試みたが，不十分であったため，屈

曲囲内筋群起始部を Hotchkissのアプローチ 4)に準

じて-B骨から切離して前方関節腔の直視下関節形

成術を行うと同時に，内側側副靭帯後斜走線維を切

除して屈曲制限を改善した後，続けて後方関節包を

切離して後方関節腔の直視下関節形成術を行った

(以下，直視下手術群)【表 1].術前の評価では赤堀

S匂.ge，可動域(伸展，屈曲， arc of movement)， f.奪

-168一



Jlす部管症候群を伴うJJサIMj節症に対する鋭視下関節形成術の試み 627 

表 2 各j詳の術研lの各評価fi項目の比較

赤堀 {申展(・) 屈曲C) 8ftロf f専痛 JOA 
stage movement score score 

c ) (点) (点)

前後鋭1見 3:t1 -22士B 120士5 98:t 12 15:t9 73土日
下群
(n=3) 

前方鋭視 3:t1.9 -22:t 5 116:t 8 94士11 16士7 71:t 12 
下群
(n=5) 

直視下手 4.2:t0.8 -23:t5 115:t4 92土E 17:t6 76士日
出i群
(n=5) 

P(<0.05) 0.35 0.93 0.54 0.66 0.92 0.73 

表 3 術前と最終調査時のwHmi項目の比il安

赤娼予後 伸展改善 屈曲oj(警 Arc of F写痛 JOA 

評価 c ) (' ) 作loveme score score 
nt 改善(点) 己宣誓(点)
己主善{・) 

前後鏡視 優3 日土日 12I3 20:t 5 12土日 16:t 9 
下群(n=3)

前下方群銑(n=視5) 
1量2，可3 11土11 16:t 12 27:t 23 12土日 17土11

直術視群下(n=手5) 
優2，可3 1 O:t 6 13:t8 23土日 11:t7 12士6

P(<0.05) 0.91 0.79 日目2 0.97 0.64 

痛スコア， ]OAスコアでは各群聞に有意差はなかっ

た[表 2]. 1例で熔痛 scoreが術前，最終調査時と

もに 25点で不変であったが，悪化した症例はなく，

全例で， ]OA score，可動域の改善が得られた.合併

症としては術後異所性石灰化が 1例あった.最終評

価時，赤堀予後評価では全例尺骨神経症状の改善が

得られた.術後成績では各評価項目で各群聞に有意

な差はなかった[表 3]. [代表症例]68歳，女性.

右尺骨神経領域のしびれと右肘屈曲時痛を訴えて来

院.右肘関節症に起因し赤堀分類 stage3に相当す

る肘部管症候群と診断した.右肘関節可動域は伸展

_200

，屈曲 1250

(左肘は伸展 _10
0

，屈曲 135
0

) と可

動域制限を認め，最大屈曲時に肘内側痛を訴え，洗

顔，シャツのぼたんかけが軽度困難であった.術前

]OA score: 72点，終痛 score: 15点.X線像では肘

頭簡，鈎状簡に骨堤の形成を認め， crでは鈎状笛，

肘頭閣に骨堤および鈎状突起，肘頭突起に骨腕形成

を認めた.全麻下，側臥位にて鏡視下のみで前方，

後方関節腔で目的とした骨赫切|徐を達成できた.そ

の後，右肘内側に皮切をくわえて，血管柄温存尺骨

図 1 症例画像 (j;1刊iIJ)

(単純x-p(正，側)， cr像(側面断層))

相l'経皮下前方移動術を行った. 1週間のギプスシャ

ーレ固定後，肘関節可動域訓練を開始した.術前術

後のX-P，およびcr像の比較では，目標とした骨堤，

骨林が適切に切除されたことがわかる(図 1，2).術

後 2ヵ月で肘関節前方，後方で異所性石灰化が確認

されたので NSAIDS，ダイ ドロネルを服用し，石灰

化は消失した.術後 6ヵ月の時点で，屈伸可動域は

それぞれ 10。づっ改善し，計 20。の改善が得られた

]OA scoreでも術前 72点から術後 91点へ 19点の

ハ
刊
》

n
h
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図2 症例画像(術後)

(単純x-p(正，仮1])，cr像(側面断層))

改善が得られた.痔痛 scoreでは術前 15点から術

後 30点へ 15点の改善が得られた.

[考察]

肘部菅症候群に対する手術治療としては種々のも

のが報告され，近年では鏡視下肘部管形成術も報告

されているが，我々は 1988年の菅原らの報告 1)に

準じた血管柄温存尺骨神経皮下前方移動術(以下，

尺骨神経皮下前方移動術)を標準術式として行なっ

てきた.肘部官症候群による症状を主訴に来院する

患者の多くは肘関節症に起因しており可動域制限を

有する例が多い.Morrey等の研究によると機能的

肘関節可動域は伸展-30。から屈曲 130。であり，これ

を下回る場合には何らかの ADL障害がある.片側

性の障害の場合には実際の ADL障害は少ないが，

よく聞くと電話機を耳に当てづらい，第 2ボタンが

かけづらいなどの症状がある 2) 当科では従来，比

較的強い可動域制限と肘部官症候群を伴う肘関節症

に対しては尺骨神経皮下前方移動術と同時に直視下

関節形成術を施行してきた. しかし，直視下法では

内側あるいは外側アプローチなど，いずれのアプロ

ーチを用いるにせよ前方，後方関節腔の展開操作を

要し侵襲が大きい.機能的可動域をわずかに下回る

程度の症例に対しては，尺骨神経皮下前方移動術の

みを行い，関節形成術を実施しないことも多かっ

た.鏡視下関節形成術の最大の利点は，その低侵襲

性であり，早期社会復帰，スポーツ復帰が可能で，

比較的軽症例にも積極的に適応できる 3) そのため，

最近では肘部管症候群を伴い，さらに機能的可動域

を下回る肘関節症に対して尺骨神経皮下前方移動術

と同時に鏡視下関節形成術を積極的に実施してき

た.鏡視下のみで前方および後方関節腔での関節形

表4 /1す関節症に対する鏡視下関節形成術および直視

下関節形成術の成績

鏡視下法

Kelly(20日7)

小笹(初日町

恵木(2口1日)

崎浜(2010)

我々の戯E

直視下法

W副 a(2日目的

Oka(1998) 

可動域改善()(伸展+屈曲)

21 (11+1町

18 (7+12) 

18 (6+12) 

18 (9+9) 

前後鏡視下群・20(日刊2)

前方銀ネ見下+後方直観下群。 27(16+11) 

直視下群:23 (1日+13)

24 (7+17) 

24 (6+18) 

成術を達成できたのはわずか3肘に過ぎなかったが，

前方関節腔操作を鏡視下で達成できた例が 5肘あっ

た.この 5肘では鏡視下で前方関節腔の骨赫切除が

十分行え，かつ屈曲制限が改善した.内側アプロー

チによる前方関節腔の直視下関節形成術で十分な視

野を得る為には屈曲囲内筋群起始部を-8骨から切

離して前方関節腔を展開する操作が必要である州.

鏡視下で前方関節腔の関節形成術が完了し屈曲制限

が改善すれば，屈曲囲内筋群起始部を温存でき，そ

の利点は大きい.一方，前方関節腔の鏡視下関節形

成術が十分に行えなかった場合や，鏡視下関節形成

術を行ったにもかかわらず屈曲制限が改善しない場

合には，前方関節腔の直視下観察と同時に内側側副

靭帯後斜走線維の切除と腕尺関節内側の観察が必要

であり，内側アプローチによる前方関節腔の直視下

関節形成術は合理的である.さらに，そのまま腕尺

関節内側関節包の切離を中枢に延長することで後方

関節腔での直視下関節形成術も容易に実施可能にな

る.直視下関節形成術となった5肘はこれに当たる.

したがって，可動域制限と肘部管症候群を伴う肘関

節症では鏡視下で前方関節腔操作を完了し，屈曲制

限が改善できるか否かがポイントとなる.鏡視下あ

るいは直視下関節形成術は肘関節に精通した外科医

が行うべき手術であり，誰もが良好な成績を得るこ

との出来る手術ではない.今回の我々の成績をこれ

までの報告と比較してみると，前後鏡視下群では可

動域改善が平均 20度であり，表4のごとく近年の

報告 別)9)と遜色はなかった前方鏡視下 ・後方直

視下群では平均 27度であり，鏡視下では不十分と

判断し直視下操作を前方，後方操作ともに内側から
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実施した直視下手術群では平均 23度の可動域改善

が得られ， Wada 4)， Oka 6)らの直視下法の成績と遜

色ない結果が得られ，ほぽ満足すべき成績が得られ

たと考えている.当初，手術体位を側臥位あるいは

仰臥位のいずれにするか明確な基準はなかったが，

近年，手術手技の向上に伴い，鏡視下のみで関節形

成術を達成できる場合が多くなってくると側臥位が

特に後方関節腔の処置がしやすいと感じている.今

回の症例群でも前後鏡視下群3肘は手術体位では仰

臥位8肘のうち 1肘，側臥位5肘のうち 2肘であっ

たことから，現在，鏡視下で前後関節形成術を目指

す症例では極力，側臥位で実施するようにしている.

[まとめ1
1，可動域制限と肘部官症候群を伴う肘関節症に

対して血管柄温存尺骨神経皮下前方移動術と同時に

鏡視下関節形成術を試みた.2，予定した前方関節

腔の鏡視下関節形成術は 13肘中， 8肘で達成でき，

屈曲囲内筋群を温存しながら前方関節腔操作を達成

できる鏡視下関節形成術は特に有用であった.3， 

可動域制限と肘部菅症候群を伴う肘関節症に対する

鏡視下関節形成術は鏡視下手術に精通した外科医で

あれば有用な手術法である.

[文献1
1) 菅原誠:肘部管症候群に対する血管柄温存尺骨神経

前方移所術の実験的・臨床的研究.日整会誌， 62:755-

765，1988. 
2) Morrey BF: A biomechanical study of normal functional 

elbow motion. J Bone Joint Surg Am， 63:872-877，1981. 

3) 島田幸造:変形性肘関節症の鏡視下関節形成術.J 
MIOS， 56:51・58，2010.

4) Wada T， et al: Debridement arthroplasty for primary 08-

teoar出ritisof the elbow. J Bone Joint Surg Am， 86:233-
241，2004. 

5) Morrey BF:百 eElbow and its Disorders， 3rd ed. Phila-

delphia， W.B.Saunders Co.:lO与134，2000.

6) Oka Y， et al.: Debridement arthroplasty for osteoarthri-
tis of the elbow. Clin Or出op，351:127-134，1998. 

7) 小笹泰宏，他:変形性肘関節症に対する鏡視下関節形

成術の短期術後成績.日肘会誌. 15:85-87，2008. 

8) 恵木丈，他:変形性肘関節症に対する鏡視下関節形

成術の治療成績.日肘会誌， 17:25-31，2010 

9) 崎浜智美，他:変形性肘関節症に対する鏡視下手術の

治療経験.整形外科と災害外科 59:533-535，2010.
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肘部管症候群に対する再手術例の検討
いのうえあみこ いしだ おさむ むらかみひろあき なかむらみつひろ

、a 圃 - AI1t 
V~It.!l人;掛川一

井上亜美子，石田 治，村上弘明，中村光宏

肘部菅症候群の術後再発6例に対し筋層下前方移動術を行った症例から，初回手術時の注意点を明らかに

することを目的に検討した.初回術式は阻ng変法2例，単純除圧術 1例，皮下前方移動術 1例，筋層下前

方移動術 1例，ガングリオン切除術 1例であった.年齢は 35歳から 78歳で，初回手術から再手術までの期

聞は 5か月から 27年(平均9年)であった.初回術式が単純除圧術やKing変法の症例では FCU両頭聞で

の絞掘や，内上頼付近で神経の扇平化を認め，初回術式が筋層下前方移動術の症例では，上腕骨滑車での圧

迫を認めた.全症例において再手術後に自覚的なしびれの軽快を認めた.単純除圧術や阻ng変法では再絞

掘を防止するため， Osborne bandを広く，末梢まで十分に切離すること，筋層下前方移動術では，移動が

不十分となり圧迫が生じないよう上腕骨滑車を超えて前方に移動することが肝要である.著者らは肘部管症

候群の術後再発6例に対して筋層下前方移動術を行い，良好な成績を得た.

[緒言]

肘部管症候群の治療法は，保存療法に抵抗する場

合には単純除圧術，阻ng変法，皮下前方移動術，

筋層下前方移動術などの外科的治療が選択されるこ

とが一般的であり，いずれも安定した治療成績が得

られている.しかし，時に経過不良例や再発例を経

験することがあり，再手術を余儀なくされることが

ある.

今回著者らは，肘部管症候群再発に対して筋層下

前方移動術を行った症例から，初回手術時の留意点

を明らかにすることを目的に，過去の再手術例を検

討したので報告する.

[対象と方法1
2002年から 2011年までに当科で経験した肘部管

症候群の再手術例を対象とした.性別は男性5例，

女性 1例の計6例で，年齢は 35歳から 78歳，平均

58.5歳，右肘3例，左肘3例であった.初回術式は，

阻ng変法が2例，単純除圧術1例，皮下前方移動術

1例，筋層下前方移動術 1例，ガングリオン切除術

1例であった.初回手術から再手術までの期間は 6

か月から 27年，平均 9年 10か月であった(表1).

再手術となった理由は主に，術後-8軽快していた

しびれの再発であった.再手術の術式はすべて筋層

受理日 2012/12/12 

下前方移動術で行った.

著者らが行う筋層下前方移動術は以下のごとくで

ある.内側弧状切開にて展開し，内側筋間中隔を切

除， Osborne bandを切離し，尺骨神経の除圧・剥離

を行う.その後，屈筋群と円囲内筋の起始部を内側

上頼から剥離をすすめ，正中神経が確認できるまで

十分外側に剥離し，尺骨神経を前方へ移動させる.

その際尺側手根回筋 (FCU)への筋枝は可及的に温

存する.その後，内側上頼に骨孔を作製し，剥離し

た屈筋群を元の位置に縫着する.屈筋群による神経

圧迫や肘関節の可動域制限がないことを確認し閉創

する.

術中所見から再発の原因を明らかにし，初回手術

時の留意点を検討した.また，術後は症例により 7

週間から 1年6か月の聞で経過観察を行った.

[結果]

再手術時の術中所見により再発の原因は，尺骨神

経の内側上頼での圧迫が2例，上腕骨滑車での圧迫

が1例， Osborne bandから FCU内での圧迫が1例，

FCU両頭間での癒痕形成による圧迫が1例，明らか

な圧迫所見を認めなかったものが1例であった(表

1). 

また，全症例において，再手術後には自覚的なし

広島市立広島市民病院 干730-8518 広島県広島市中区基町 7-33
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表 1 症例の概要

症例 年齢-性別 初回術式
再手術まで

術中所見
の期間

42歳女 筋層下前方移動 7年日力月 上腕骨滑車での圧迫
2 71歳 男 力ツゲリオン切除 3年 内側上頼での圧迫
3 74歳男 皮下前方移動 11力月 05凶rne~FCU内で圧迫
4 35歳男 King変;去 10年 明らかな圧迫所見なし
5 50歳・男 単純除圧 6力月 FCU両時間での癒痕
6 79歳男 King変法 27年 内側上穎での圧迫

図1 上l腕骨滑車での圧迫例(症例1)

a: 前方移動された尺骨神経(→)

は，上!腕骨滑車(二字)の上で

圧迫されている

b:上l腕骨滑車を超え十分外側ま

で尺骨神経(→)を移動させる.

図2 内側上穎での圧迫例(症例 2)
a 外反肘変形により尺骨神経(→)が牽引され内側上頼部(コ)

で圧迫されている.

b:尺骨事11経(→)を十分前方に移動させる

c:内側上頼に骨袈l屈を認める. (→は尺骨神経)

d 屈筋群を元の位置に縫着する.

びれは軽快したが，短期間の経過観察では運動麻癖

の完全な回復には至らなかった.

症例 1: 42歳，女性

バレーボール中に転倒，左肘関節を脱臼し，翌日

より尺骨神経領域のしびれが出現した. 2か月後に

他院で筋層下前方移動術を受けたが， 2年後にしび

れが再発し，初回手術より 8年後に再手術を施行し

た.屈筋群を Z状に切開し深部を観察すると，前

方移動された尺骨神経は上腕骨滑車の上で圧迫され

ていた.尺骨神経を剥離 し，上!腕骨滑車を超えて十

分外側に移動させた(図 1).術後に自覚的なしび

れの軽快を認めたが，運動麻簿の完全な回復には至

らなかった.

症例 2:71歳，男性

3歳時に右上腕骨外頼骨折を受傷し，外反肘変形

および偽関節となった.60歳代後半より尺骨神経領

域のしびれが出現し， 68歳時に他院で肘のガングリ

オン切除術を受けた. しかし 3年後にしびれが再発

し，再手術を施行した単純X線写真では外頼の偽

関節，変形性変化および内側上頼に骨嚢腫を認め

た.や|守中所見では，外反肘変形により尺骨神経が筆

引され内側上頼部で圧迫されていたため，尺骨神経

を十分前方に移動し，屈筋群を元の位置に戻し縫着

した(1豆12).術後は自覚的なしびれの軽快を認めた.

今
、
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[考察]

肘部管症候群の術後再発に対する再手術例の報告

は，国内外で散見されるが，そのうち再発の原因を

抜粋する.Vogelら1lによると，初回術式が皮下前

方移動術 15例，阻ng変法2例，筋層下前方移動術

1例の計 18例において，神経周囲の癒痕組織による

ものが 16例，内側筋問中隔の取り残しによるもの

が10例， common flexor aponeurosisの残存が9例

と報告している.また，圏内では田島ら 2)によると，

初回術式が Osborne変法 11例， King変法8例，単

純除圧術3例，筋層下前方移動術 1例，不明5例の

計28例において，肘部管周囲での神経の癒痕と癒

着が 18例， Osborne band連位で尺側手根回筋筋膜

縁による絞掘が8例，ガングリオンによる圧排が2

例と報告している.自験例および文献から考察する

と，初回手術時の留意点としては，初回術式が単純

除圧術およびKing変法の場合，愛護的操作を行い

癒着を防ぐこと，さらに Osbornebandを十分末梢

まで切離することが挙げられる.また，初回術式が

筋層下前方移動術の場合，尺骨神経を上腕骨滑車を

超え十分前方に移動させることが肝要であると考え

られた.

再発例に対する術式については， Pa1marら3)は，

肘部管症候群に対し単純除圧術を施行した 69例の

うち，経過不良例 5例に対し，皮下前方移動術を行

い，全例に良好な成績が得られたと報告している.

Caputoら4)は，再手術例 20例に対し皮下前方移動

術を行い 15例 75%に良以上の成績を得たと報告し

ている.また，田島ら1lも，初回術式が主にKing

変法の 19例に対し， 16例 84%に良以上の成績を得

たと報告している.

一方，筋層下前方移動術の有用性については，

Amadio 5)によると，尺骨神経の圧迫部位は解剖学

的に5か所あり， arcade of Struthers，内側筋問中隔，

内側上頼，肘部管， common flexor aponeurosisを挙

げている(図3).単純除圧術や皮下前方移動術では，

前記5か所全てを露出しなくとも手術を行うことが

可能であるが，筋層下前方移動術では同時に 5か所

で除圧することになるため，筋層下前方移動術は再

手術において，有用でかつ安全な術式であると報告

している.また， Vogelら1lによると筋層下前方移

動術は，肘関節屈曲による尺骨神経の牽引・圧迫を

解除可能であり，筋層下に移動させることで術後癒

痕形成がより少なく，血流豊富な環境であるため良

好な結果が得られるとしており，主に皮下前方移動

術を行った術後再発症例 18例に対して，筋層下前

方移動術を行い， 78%に良好な成績が得られたと報

告している.

以上のように，再発例に対する術式については一

定の見解は得られていない. しかし，再手術時の所

見より，再発の原因は様々な部位で認められてお

り，筋層下前方移動術は解剖学的に幅広く除圧可能

であり，尺骨神経を十分前方に移動可能である点な

どから，著者らは再手術の術式としては筋層下前方

移動術が適切であると考えている.

[まとめ1
1.肘部菅症候群の再発原因は，尺骨神経の内側

上頼での圧迫， FCU両頭聞での癒痕による圧迫，

Osborne bandから FCU内での圧迫，上腕骨滑車で

の圧迫であった.

2.上記の再発原因に対して，筋層下前方移動術

を行うことで十分な除圧が可能であった.

3.初回術式が単純除圧術およびKing変法の場

合， Osborne bandを広く末梢まで切離すること，

筋層下前方移動術の場合は，上腕骨滑車を超えて十

分前方に移動することが肝要であると考えられた.

[文献1
1) Vogel RB， et a1. Revision anterior submus四 lar仕組spか

sition of出eulnar nerve for failed subcutaneous trans-

position. Br J Plast Surg 57: 311・316，2004.

2) 田島克己ほか.肘部管症候群再発例の手術所見からみ

た初回手術の留意点.日手会誌21:149-152，2004. 

3) Palmar BAほか. Cubital Tunnel Syndrome. J Hand 
Surg 35-A: 153-163，2010. 

4) CapuωAEほか.Subcutaneous anterior仕組sposition

of出eulnar nerve for failed decompression of cubital 

tunnel syndrome. J Hand Surg 25-A:臼4-551，2000.
5) Amadio PC. Anatomical basis for a technique of ulnar 

nerve transposition. Surg Radiol Anat 8: 155-161， 1986. 
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スポーツによる有鈎骨鈎骨折に対する鈎摘出術
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本研究の目的は，スポーツによる有鈎骨鈎骨折の臨床像と術後成績を検討することである.著者らは，有

鈎骨鈎骨折に対して，鈎直上の切開にて鈎摘出術を行ってきた.対象は， 22例で，平均年齢は 25.4歳，ス

ポーツ種目は野球が 20例，ゴルフ，テニスが各 1例であった.ファールチップなどの明らかな 1回の直達

外力による受傷は 19例あったが，そのうち 8例では，来院時の主訴よりも先行する漠然とした実痛を自覚

していた.他院を含め，初療i時から鈎骨折と確定できたものが 12例のみであり，他は骨折を同定されず捻

挫などとされていた.crでは全例に有鈎骨鈎に骨折線を確認され，大半の症例において鈎の手根管側や骨

折部に硬化像を認めた.

鈎摘出術後に，全例でスポーツ復帰が可能であった.合併症としては，環・小指の痔れや手指の鈎爪変形

を認めた.これらは一過性であり，全例で回復した.鈎直上での切聞のため手術創痕が問題になることが懸

念されたが，手術創痕は手掌腕砥部より近位にあることから，術後に創痕の熔痛のためにスポーツに復帰が

できなかった症例はなかった.

った.また，ゴルフ，テニスがそれぞれ 1例であっ

た(図 1).最終調査は，直接検診，電話または担

当トレーナーとの連絡にて行った.手術からの最終

調査期間は平均4年3か月 (5週-13年)であった.

手術方法

全身麻酔又は，}肢簡伝達麻酔にて手術を施行した

X線透視装置を用い，鈎の位置を確認し，鈎を中心

[緒言]

有鈎骨鈎骨折は，野球・テニス・ゴルフなどのス

ポーツ愛好者の増加に伴い，その発生頻度も高くな

っている.このため，さほど珍しい外傷ではなくな

ってきたが，単純X線の 2方向撮影では診断困難

なことが多く，初期治療においては，捻挫として扱

われることがしばしばある.スポーツ外傷における

手関節尺側痛では，本外傷も念頭において診察にあ

たることで，これを見逃すことを予防できる.

著者らは， 1997年以降，有鈎骨鈎骨折に対して，

手掌部からの鈎直上切開にて鈎を摘出している.今

回，本術式に対する手術成績を報告する.

高校野球[対象と方法1
1997年から 2012年までの 15年間に，有鈎骨鈎骨

折の診断で鈎摘出術を行ったのは 22例である.男

性は 21例，女性は l例であった.平均年齢は 25.4

歳 (14-55歳).スポーツ種目は野球が20例で，そ

のうちプロ野球選手は9例，社会人3例，大学4例，

高校 2例，中学とレクレーションレベル各 1例であ スポーツ種目の内訳.図 1

東京都盛田区横綱 2-1-11

-175一

干130-8587
受理日 2012/12/06 
容同愛記念病院整形外科
事キ草加l市立病院整形外科
*本本三烏社会保険病院整形外科
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とした約 3cmの縦切聞をおいた.尺骨神経浅枝を

愛護的に尺側によけた(図 2).再度， X線透視下に

注射針で鈎先端の位置を確認後，鈎直上の靭帯など

の軟部組織を鈎から切開した.尺骨神経深枝は展開

しなかった.メスやラスパトリウムで骨膜下に鈎を

剥離し，骨片を一塊として摘出した(図 3).摘出後

に屈筋腫を確認し，基部断端をリュエルで滑らかに

した.止血後皮胞のみを縫合し， ドレインを留置し

た.

後療法

包帯固定のみで，外固定は行わなかった.手術翌

園

日， ドレインを抜去し，手関節，手指の運動訓練を

開始，術後 10-14日で抜糸した.術後 3週からバ

ットスイング等を許可した.

[結果]

受傷から来院までの擢病期聞は平均 6週 (1日~

10か月)であった.受傷から手術までの期間は平均

7.5週 (2日-10か月)であり， 9例のプロ野球選手

では平均 10日，治療開始時には保存治療を選択し

た2例を除くアマチュアスポーツ選手の 11例では

平均 13週であった.ファールチップなどの明らか

国 E 
図2 a X線透視装置で鈎の位置を確認する.

b鈎直上で約 3cmの皮膚切聞を行う.矢印は手掌部JlJH底を示す.

c尺骨事l'経浅枝を確認し，愛護的によける.

E 園
図3 a皮切後に， X線透視装置で鈎の位置を再確認する.

b X線透視画像の拡大図.注射針で鈎を確認する.

C 骨J1免下に鈎を剥隊する.尺骨神経は筋鈎で保護している.
d 摘山した有鈎符鈎の骨片.
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スポーツによる有鈎骨鈎骨折に対する鈎摘出術

な1回の直達外力による受傷は 19例あり，受傷機

転が明らかでないものが3例あった.来院時の主訴

よりも先行する漠然とした終痛を自覚していたもの

は8例あった.

カルテ記載より確認された当院初診時の理学所見

では，手掌鈎部の圧痛が全例にみられた.他の陽性

所見としては，自覚する握力低下が9例，環指小指

の屈曲抵抗運動時の痔痛が9例，手関節背側尺側部

の自発痛が9例，尺骨神経の知覚障害が8例，尺骨

神経の運動障害が 1例であった.また，屈筋腿断裂

が生じていた症例はなかった(表1).術中の屈筋)挫

の摩耗所見は，鈎の骨硬化がある 1例であった.

初療時の当院，前医を含めた診断名は，当初から

有鈎骨鈎骨折と確定できたものが 12例，他は骨折

を同定されず捻挫とされたものが 5例， TFCC損傷

2例， I躍鞘炎 2 例，骨膜炎 1 例であった ( 1~14).

単純X線手根管撮影では 15例に， CTでは全例に

有鈎骨鈎の骨折線を認めた.著者により直接確認で

きた 17例では，基部骨折が 13例，鈎中央部骨折が

4例あり，先端部骨折はなかった. 17例'*， 16例に

骨折部または手根管側の骨硬化像を認めた.また 12

例に 1mm以上の骨折部聞大・転位を認めた.

表 1 初診時の理学所見.

・鈎部(掌側)の圧痛 22例

・握力低下 9例

・環・小指の屈曲抵抗運動痛 9例

・手関節背側尺側の自発痛 9例

・尺骨神経の知覚障害 8例

・尺骨神経の運動障害 1 f~IJ 

・屈筋腿断裂 0傍IJ

TFCC 

損傷2

図4 当院， 他院を含めた初療時の診断名.

635 

鈎摘出術後に，全例でスポーツ復帰が可能であっ

た.野球の場合，パットスイングの再開は平均 3.5

週 (2-6週)，完全復帰は平均 7.0週 (4-12週)で

あった.ゴルフでは，スイングの再開は 4週，完全

復帰は 8週，テニスでは，スイングの再開は 6週，

完全復帰は 12週であった.

合併症は，環・小指の簿れを 9例，手指の鈎爪変

形を 2例に認めた.環・小指の縛れは一時的であり

2-12週以内に全例で回復した.鈎爪変形の 2例で

は，術後2か月で回復した.また，握力低下を自覚

するものが 1例あった.鈎直上での切聞のため手術

創痕が問題になると懸念されたが，手術創痕は手掌

j附!抵部より近位にあることから，術後に創痕の熔痛

のためにスポーツに復帰ができなかった症例はなか

った.

[考察]

有鈎骨鈎骨折は，手掌鈎部の圧痛や手関節尺側背

側音1)の漠然とした終痛を主とし，尺骨神経症状や屈

筋!挫の炎症症状などの多彩な面をみせる il 手関節

の尺側部痛の代表的な疾患との鑑別が重要となる.

特に，手関節尺側背側に終痛が放散することで，

TFCC損傷や尺側手根伸筋!陸鞘炎などと診断される

ことがある.さらに，通常の単純X線では，しばし

ば骨折線が同定されることがなく，見逃されるケー

スが生じることになる.

鈎骨折があっても，全く症状がないものから，

徐々に終痛が増悪していくものがあり，このような

症例では，偽関節の痔痛や屈筋腫断裂が発生してか

ら，初めて医療機関を受診する例もあるために，初

期治療の遅れに繋がる.

有絢骨鈎骨折は，スイング時にグリップエンドが

鈎に衝突する際の直達外力で、鈎骨折が起こると解釈

されている 2) しかし，外傷を明白に特定すること

ができない症例や， 1回の直達外力による受傷より

先行する終痛を自覚する症例が散見されるため，疲

労骨折が関与しているとも考えられる 3) 有鈎骨鈎

では，周囲の筋 ・靭帯付着部が船のマストのように

鈎先端に集中して連結するために，手関節のあらゆ

る動作時に力が伝達 しやすい構造になっている 4)

また，手根管尺側の滑車の役割を果たし，環指小指

屈筋!挫の勇断力をつねに受け続けている 5) このた

めに鈎骨梁には微小骨折が生じやすい環境にある.

繰り返す小外力により脆弱化した鈎部に，さらに街

司，
.
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636 スポーツによる有鈎骨鈎骨折に対する鈎摘出術

撃となる大きな外力(野球のファールチップやゴル

フのダフリ)が加わることで骨折に至る過程が推測

される.実際に，スポーツにおける鈎基部骨折では，

鈎部の手根菅側に骨硬化像を認めることが多い 6)

さらに野球では，鈎骨折は競技レベルが高く，練習

頻度の高い選手に発生していることが報告されてい

る.

鈎摘出術では，術後の握力低下が危慎される.骨

接合術を推奨する Watsonらによると，鈎摘出で試

算上，手関節尺屈時での環指小指の Powergripが約

11%減弱すると述べている 7) また，生体力学的研

究でも，鈎切除により FDPの滑走距離の延長と尺

側移動が生るため，滑車効果が減弱することで握力

低下をきたす可能性が指摘されている 8) 実際の臨

床報告では，術後に一過性の握力低下が生じるもの

の，数か月で選手自身は全く自覚していない程度に

回復する事が示されている.鈎切除のかわりに，保

存治療や骨接合術を選択する場合，長期の安静期聞

を選手に強いることになり，廃用性の筋力低下の可

能性も念頭に置く必要がある.鈎の摘出は手技が比

較的容易であり，早期復帰が可能で，再発の危険性

がないことから，スポーツ選手には鈎摘出術が適し

ていると考えられる.

鈎摘出のための鈎への進入方法にはいろいろと報

告されている 9) 我々の方法は手掌部の有鈎骨直上

からである.長所は(1)鈎への最短ルートであり，

創内癒痕を縮小できる， (2)尺骨神経を直視下に観

察し，神経への盲目的な操作を回避する， (3)屈筋

腫の損傷状態の確認や処置を容易にすることであ

る.短所はパットなどのグリップエンドの近くに皮

切が生じることで競技に支障がでることである.さ

らに，諸家の報告と比べて，術後の尺骨神経のしび

れや運動障害が多いことがあげられる.しかし，実

際には，手術創痕は手掌勝砥部位よりも離れること

が多いこと，鈎を摘出することで，創痕下ではグリ

ップエンドに対向する鈎のあたりがなくなることで

痛みが生じなくなる.一方で，しびれを回避するた

めには，術中の筋鈎での神経牽引を愛護的に行うこ

と，度切をやや長めにすることに鴎暗しないことが

挙げられる.また尺骨神経知覚枝直上にて，皮膚癒

痕が形成されることによる神経刺激症状が生じる可

能性を考えると，須川らのアプローチ 10)に準じて，

現在の皮切よりやや携側から皮線に沿って進入し，

神経の直上には厚い脂肪組織を温存するのがよい方

法かもしれない.

[まとめ1
1.スポーツによる有鈎骨鈎骨折に対し，鈎直上

からのアプローチで鈎摘出をおこなった.

2. スポーツによる鈎骨折では，先行する終痛期

間を有する例や，鈎部手根菅側の骨硬化像を有する

例が多くあり，その成因に疲労骨折があることが示

唆された.

3.術後の創癒痕による痔痛や一過性の指のしび

れが，競技再開の支障になることはなかった.

4. しびれを軽減させる工夫として，切開創の拡

大，術中の筋鈎操作の配慮，神経直上の操作を避け

ることが考えられた.

[文献1
1) Bishop AT， et a1. Frac旬reof the hamate hook. J Hand 

Surg 13-A: 13与139，1988.
2) 伊藤恵康.有鈎骨鈎骨折の手術的治療.OS NOW， 1. 

東京.メジカルビュー社.pp8ω5，1991. 
3) A1dridge JM， et aI. Hook of the h釘nate企acturesin com-

petitive golfers: results of甘ea旬lentby excision of the 

仕acturedhook of the hamate. Orthopedics 26: 717-719， 
2003. 

4) Stark HH， et aI. Fracture of the hook of the hamate in 
athletes. JBJS 59-A: 575-582， 1977. 

5) 古川英樹ほか.有鈎骨鈎の役割に関する一考察.日手
会誌8:573-576， 1991. 

6) 谷野善彦ほか.スポーツにおける有鈎骨鈎骨折の発生

原因につLlて.日手会誌27:637品 0，2011.
7) Watson HK， et aI. Nonunion of血ehook of the hamate: 

An argument for bone grafting the nonunion. J Hand 

Surg 14-A: 486-490， 1989. 
8) Demirkan F， et a1. Biomechanical evaluation of flexor 

tendon function after hamate hook excision. J Hand 

Surg 28A 138-143，2003. 
9) 中川照彦ほか.スポーツ選手の有鈎骨鈎骨折に対する

鈎直上小切開による鈎摘出術.整形外科52:515-518， 
2001. 

10)須川勲.有鈎骨鈎骨折の治療.別冊整形外科51:111-

115，2007. 
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手および前腕の分層植皮術における頭皮の有用性
ふくだのりお

福田憲翁*
あさとひろたか

朝戸裕貴* 高田悟朗* 渡遺未来子*
うらべただひ吉

浦部忠久**

[目的]手や前腕部に対する分層植皮術において，大腿や殿部から採皮をすると，術後に植皮片の色素沈

着や採皮部の創傷遅延・醜状癒痕を認めることがある.著者らは頭皮を採皮部として選択し良好な結果を得

ているため報告する.

[対象と方法12008年1月から 2011年 10月までの聞で.7例8肢の手・前腕に対して頭皮からシート状

分層植皮術を施行した.内訳は男性6例，女性 1例で，年齢は 1-67歳であった.採皮はデルマトームを用

いて厚さ 1000分の 10-12inchで、行った.

[結果]植皮は全例で完全生着を認め，強い色素沈着をきたしたものはなかった.採皮部の治癒が遅延し

たり禿髪をきたした症例は認めなかった.

[考察]手および前腕は機能とともに整容面も重視されるが，露出部である頭皮からの分層植皮は適して

いる.また，頭部は治癒が早く癒痕が目立たないという利点を持ち，採皮部として理想的であると思われた.

[緒言]
手や前腕部に分層植皮術を行う場合，採取部とし

て非露出部である大腿や体幹・殿部を選択すること

が一般的と思われる. しかし，術後に植皮片の色素

沈着や採度部の創傷遅延・醜状癒痕を認めることも

稀ではない.著者らは，植皮部・採皮部双方の整容

面から積極的に頭皮を利用し良好な結果を得てい

る.多くの利点を有するため，文献的考察を含めて

報告する.

[対象と方法1
2008年1月から 2011年 10月までの聞で.7例8

肢の手・前腕に対して頭皮からのシート状分層植皮

術を施行した.内訳は男性6例，女性1例で，年隙

は1-67歳(平均 42.0歳)であった.原疾患は，新

鮮熱傷4例，外傷性皮膚欠損2例，癒痕拘縮 1例で

あった (1例は左右同時手術例であった).疾患部

位は，手背部単独が3例，前腕単独が4例，手から

前腕に及ぶものが 1例であった.

頭部の採皮にあたり毛髪は採皮の範囲に限定した

剃毛を行い，気動式あるいは電動式デルマトームを

用いて厚さ 1000分の 10-12inchで採取した.この

際，採皮をしやすくするために，頭度下に生理食塩

水の注入を行い，膨隆させた.植皮片は移植後パン

テージあるいはタイオーバ一法による固定を行っ

た.採皮部は軟膏処置あるいは創傷被覆材による湿

潤療法を行った.

植皮片の生着が安定した後は，採寸をして患者に

適合したサイズの弾性手袋あるいは弾性スリーブを

処方し，遮光と圧迫療法を行った.弾性装具は原則

として，術後6か月以上の間洗浄・入浴以外は常に

装着する様に指導し，洗浄後には保湿を目的にヘパ

リン類似物質のクリーム剤を薄く塗布した.

[結果]
症例の一覧を示す(表1).術後の平均観察期間は

511.4 (::t 191.1)日であった.対象となった 7例8肢

において，植皮は全例で完全生着を認め，経過観察

中に強い色素沈着をきたしたものはなかった.2例

で植皮部に毛嚢炎様の小膿療の出現をみたが，保存

的に治癒した.採皮部の上皮化までに要した平均日

数は 8.1(::t1.9)日であり，治癒が遅延した例や禿

髪をきたした症例，および、肥厚性癒痕が生じた症例

は認めなかった.

代表症例を提示する

症例 3:67歳男性(図1， 2) 

受理日 2012/12/20 
寧濁協医科大学形成外科学 干321-0293
事事足利赤十字病院整形外科

栃木県下都賀郡壬生町北小林田O番地
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高温・高圧蒸気により，両手に深達性 2度から 3

度の熱傷を受傷した.保存的加療にて熱傷深度・範

囲を見極めた後，受傷後 17日目に手術を施行した.

ンを行い，移植床を整えた. I躍の露出はなかった.

頭皮から 1000分の 12inchの厚さの分層採皮を行い，

複数枚の植皮片を皮線に継ぎ目が一致するように組

み合わせて移植した.熱傷潰協の外側に沿って直線基調でデブリ ードマ

表 1 症例の一覧(症例 2と3は同一症例の別部位)

症例 年齢 性別 植皮部位 原疾患 術後観照期間
植皮の~さ 纏皮部の 探皮部の 採皮部の上皮化

(inch) complication complication までに要した回数

男 右前腕 深遠性E度熱傷 637日 10/1000 なし なし 11日

2 67 男 左手背 深遠性E度然傷 644日 12/1000 なし なし B日

3 67 男 右手背 E度熱傷 644臼 12/1000 小型.. なし 6日(同上)

4 20 男 右前腕 事l脱換傷 387日 12/1000 なし なし 7日

5 46 男 右手、前腕 事l税損傷 739白 12/1000 なし なし 10日

6 35 女 右前線 IQ痕拘織 427日 12/1000 なし なし B日

7 36 男 右前腕 温度勲傷 154日 1211000 なし なし 6日

8 31 男 右手背 深遠性E度勲傷 459日 10/1000 小膿箔 なし 9臼

図 1 症例 3(植皮部)

a 受傷後 17日目に手術を施行した.

b 頭皮から採取した複数枚の植皮片を皮線に継ぎ目が一致するように組み合わせて移植した

c 術後 1か月 目 小さな出湯が散在しているが，保存的に上皮化した.

d術後 1年 9か月目.植皮の若干の収縮を認めるが，日常生活に支障はなく，明らかな色素沈

着はみられていない.

図2 症例 3(採皮部)

a頭皮から 1000分の 12inchの厚さの分屑採皮を行った.

b 術後 6日目には上皮化していた.

c 術後 1か月目 赤みはまだ残存しているが，肥厚や禿髪の傾向はみられない.

d 術後 1年 9か月目.赤みは消失し，綴痕は全くわからない.禿援も生じていない.
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術後 1か月目の時点では，小さな潰揚が散在して

いたが，保存的に上皮化した.この後，保湿クリー

ムの塗布と，手袋型の弾性装具による圧迫と遮光指

導を続けた. 1年 9か月目の時点で植皮の若干の収

縮を認めたが，日常生活に支障はなく，明らかな色

素沈着はみられなかった.採皮部の治癒に問題はな

く，術後 6日目にはほぼ上皮化が完了した数か月

の聞は椴痕の赤みを認めていたが，1年9か月目の

時点ではほとんどわからず 禿髪も生じていなかっ

た.

症例 5:46歳男性(図 3-6)

交通事故により右手・前腕の開放骨折，剥脱損傷

を受傷ーした.剥脱した皮膚軟部組織は正位置に復 し

図3 症例 5(46歳男性)

剥脱損傷後の皮膚欠損に対し，二期的に分屑

植皮術を行った.本例では下肢の皮膚欠損に

も植皮をする必要があり，皮胞が不足するた

め，頭皮と右大腿音rsの両者から 1000分の

12inchの厚さで採皮を行い移植した.矢印は

頭皮からの植皮片を示す.

図6 症例 5(46歳男性)採皮部

図4 症例 5(46歳男性)

術後 6か月日の状態.被痕の成熟はまだ得ら

れていないが，頭皮と大l腿剖¥の植皮片は頭j支

のものに比べて色素沈着が生じてきている.

図5 症例 5(46歳男性)
術後2年目の状態綴痕はすでに成熟してい

るが，大腿昔日からの植皮は頭皮からのものに

比べl明らかに色素沈着をきたしている.植皮

の収*foに関しては両者に差はみられない

a頭皮から 1000分の 12inchの厚さの分間採皮を行いその後は創傷被覆材で治療した.

b 術後2年目.毛髪で採皮痕はわからない
c大!腿部からの採皮も 1000分の 12inchの厚さで行い，同じ創傷被覆材で治療した.

d 術後 2年目.成熟しているものの，綴痕ははっきりと残っている.
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図7 生恕食塩水を採皮予定範囲よりも広く皮下に注入し
て頭皮を緊満させ，その後圧迫して平面状にするこ
とによって，容易に採皮が可能である(症例 6).

て縫合したが，壊死をきたし組織欠損となった.肉

芽の増生を誘導したのち二期的に分層植皮術を行っ

た.

本症例では下肢にも皮膚欠損が生じており，同時

に植皮をする必要があり，皮膚が不足するため，頭

皮と右大腿部の両者から 1000分の 12inchの厚さで

採皮を行った採皮部は頭部，大腿音15とも創傷被覆

材による治療を行った.

術後 6か月目の時点では癒痕の成熟はまだ得られ

ていなかったが，頭皮と大腿部の植皮片の色素沈着

に差がみられていた.術後2年目では，癒痕はすで

に成熟していたが，大腿部からの植皮は頭皮からの

ものに比べ明らかに色素沈着をきたしていた.植皮

の収縮に関しては両者に差はなかった.採皮部に関

しては，頭部は毛髪で採皮痕はわからないが，一方

大腿部の癒痕ははっきりと残存していた.

[考察]

手や前腕部に対する分層植皮術において，採皮が

容易，癒痕が衣服で隠れるといった理由から一般に

大腿近位部や体幹 ・殿部が採皮部と して選択され

ることが多い 9) しかし 術後に植皮片の色素沈

着や採皮部の創傷遅延，醜状癒痕・ 11巴厚性癒痕を認

めることも稀ではない 8) 一方，頭部を採皮部とす

る分層植皮は 1964年に報告 5)されて以来，以下に

示すように多くの利点を有することが指摘されてき

た1)3)6)7)10)

-採皮後の上皮化が早い

-採皮後の創管理が容易である

.採皮後の廃痛が少ない

-採取後の癒痕がほとんど目立たず， 肥厚性癒痕

になりにくい

-同一部位から繰り返し採皮を行う ことができる

(最高は 12回の報告がある)

-植皮片の色素沈着が少なく，露出部への color

matchが良好である

これだけ多くの利点を有するにもかかわらず，実

際に頭皮を採皮部として用いるのは，主に広範囲熱

傷など，他に採皮可能な健常皮膚が少ないといった

場合が多い 2)4) これは，曲面がある頭部からの採

皮のしにくさや，採皮にあたって頭髪の剃毛が必要

になることが大きな理由と思われる.

著者らは，頭皮からの採皮に際しては，生理食塩

水を採皮予定範囲よりも広く皮下に注入して頭皮を

緊満させ，その後圧迫して平面状にすることによっ

て，気動式あるいは電動式デルマ卜ームで容易に採

皮ができる様配慮 している (図 7).また，頭髪の

剃毛に関しては広範囲に行う必要はなく，周囲の毛

髪をゴム等で束ねてよけた上で，採皮をする範囲に

限局した最小限の剃毛で採取が可能である(図 8). 

なお，頭皮からの分!百植皮片は色素沈着をきたし

にくく，顔面への分居植皮には理想的であるとされ
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図8 剃毛の範囲(症例 1)

a 採皮をする範囲に限局した最小限の剃毛で採取が可能である.
b 術後 18日目.既に発毛がみられる.
c 術後 1年 9か月目.毛髪をかき分けても綴痕はわからない.

図9 毛髪を除去しないまま植皮をすると，
植皮下に小さなl政務が形成することが
ある(矢印)(症例 8).

る6)7) 手や前腕の分層植皮に積極的に用いた報告

は渉猟した限りではみられないが，露出部の皮膚に

よく調和するという利点は興味深い.手および前腕

は露出部であり，機能とともに整容的にも非常に重

要な部位である.著者らの症例でも実際に大腿部か

らの分層植皮とは色素沈着に関して明らかな差がみ

られており，利用価値が高いといえる.

一方，欠点、としては，文献的には禿髪の出現や出

血が報告されている.禿髪はデルマ卜ームの誤った

使用により厚く皮胞を採取しすぎた場合や，不適切

な創管理により治癒遅延や感染が起こった場合に起

こり やすいとされる 2)4) 普段より正しい分層採皮

の手技と創傷治癒の知識に習熟する必要があると思

われた.出血に関しては，もともと頭皮はliJl流がよ
く上皮化が早い要因のーっとなっているが，複数枚

の分層植皮片を採取した場合など気づくと思いのほ

か出血量がかさんでいることがある.特に小児で

は，体表にしめる頭皮の割合が相対的に大きく出血

量にも配慮が必要である.著者らは，採皮直後より

5000-10000倍に希釈したエピネフリン加生理食塩

水に浸したガーゼで止血を行った後，すぐに創傷被

覆材や非固着性の衛生材料をあてて圧迫ドレツシン

ク9を行っている.採皮後に必要な材料や物品をあら

かじめ器械台に並べておき，採皮から被覆までの一

連の流れを術者・助手 ・介助間で十分共有，把握し

ておくことが出血を最少に抑えるポイントと考えて

いる.

また，頭皮からの分層植皮では毛髪を除去しない

まま植皮をすると，植皮下に小さな服務が形成し，

潰蕩化したり，炎症が長引いて色素沈着の原因にな

ることがある(図 9). 

これを回避するためには，やや手聞はかかるが，

皮膚片を生理食塩水に浸しながら，ガーゼ等で丹念

に毛髪を除去することが必要で‘ある.この際には一

旦除去された毛髪が再び植皮片に付着するのを予防

するために，多目の生理食塩水を用いること，頻繁

に容器の生理食塩水を交換することが効率よく毛髪

を除去するこつであると考えている.

[まとめ]

手および前腕の分層植皮では，機能とともに整容

的な側面も重視されるが，頭部からの分層植皮術は

術後の植皮片の色調が良好であり，採皮部としても

治癒が早い，採取後の級痕が目立たないという利点

を有し，利用価値が高いと考えられた.
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第 26回東日本手外科研究会

期:平成 24年3月3日(土)

場:ホテルメトロポリタン盛岡ニューウィング

長:西田 淳(岩手医科大学整形外科)
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った.

平成 23年 3月 11日から 8月31日までの手外科

新患数は 161例で，そのうち震災に関連する症例は

23例であった.震災関連症例を震災による直接外傷

と，震災後に関連する症例とに分けた.震災による

直接外傷は 6例であり.肘関節脱臼， PIP関節内骨

折，開放性指神経損傷，切創や挫創等であった.震

災後関連症例は 17例であり，家屋倒壊修理中での

外傷 6例，震災後復旧作業での overuse4例，震災

休職による加療2例，その他 5例であった.

当院は震災の被害は軽微だ、ったが，海岸沿いの関

連施設は津波により甚大な被害を被った.震災直後

は救急患者を受け入れたが，原発事故の放射線漏れ

の危険性から患者受け入れが制限された.通常の診

療が再開されたのは 4月からだった.

震災後の手外科症例は，被災者による家屋倒壊修

理中の外傷や頻回の避難所移動による手の overuse 

によるものが多かった.復興作業の業者介入や仮設

住宅入居により外傷や overuseの症例は減少して

いる.

I・1岩手県における東日本大震災で発生した四肢外

傷患者の調査

岩手県立中部病院整形外科

岩手医科大学整形外科

I・5震災と上肢の外科

東北労災病院整形外科 O信田進吾

平成23年 3月11日の東日本大震災により，被災

地に立地する当院も被害を被り，被害が甚大であっ

た宮城県沿岸部に医療機関に対する後方支援の役割

も求められ，今回の手外科，上肢の外科医としての

経験を報告する.

震災直後から当院では災害対策本部を立ち上げ，

トリアージとして内科系，外科系，看護師，事務部

門を配置し患者受け入れ体制とした.配菅の破損に

より手術室が使用不能となった.整形外科は医師 10

名を 4班に分けて 4時間ずつ勤務の体制としたが，

当日は外傷患者 20名ほどが来院したのみで近隣の

0佐藤光太朗

古町克郎

田島克己

西田 淳

嶋村 正

[背景]東日本大震災では，岩手県は死者4000名

を超す甚大な被害を受けた.岩手県沿岸部で発生し

た四肢外傷について調査を行ったので報告する.

[対象および、方法13月 11日に岩手県沿岸部で受傷

し手術を受けた患者について，県内で整形外科医が

常勤する 22病院に，傷病名，受傷原因，震災から

受診までに要した日数についてアンケート調査を行

った. [結果]手術が行われた患者は 44例(津波に

よる受傷31例，その他 13例)で，上肢外傷が17例，

下肢外傷が 27例であった.受診までに要した日数

は，上肢外傷が平均 16.1日と，下肢外傷の平均 4.4

日に比し有意に遅かった. [考察]治療可能な病院

への到着が下肢に比べ上肢外傷が有意に遅かった原

因として，上肢外傷は緊急搬送になりにくいこと

や，災害現場ではトリアージタッグが緑であり，待

機や帰宅を指示されることなどがあげられた.今回

のように広域の災害では，交通機関が麻揮するため

に，帰宅を指示された患者は他院を受診できずに治

療が遅れる.緑タッグであっても治療が必要な患者

には，早めに受診可能な対策を講じる必要があると

考えられた.

I・4いわき市松村総合病院における東日本大震災と

手外科

松村総合病院整形外科 O田山信敬

福島県いわき市内にある松村総合病院整形外科で

の，東日本大震災に関連する手外科症例の検討を行
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住民の避難所としての役割が大きかった.翌日 12

日から当院へ搬送，紹介の患者が増え， 1日150名

ほどの来院患者が有り， 3日間で整形外科は 50名

ほどであった.上肢は 20名ほどで、いずれも手術適

応であったが，手術室が一部使用可能となったのが

1週間後であり，伸筋腫損傷，指神経損傷，肘関節

部骨折等7件の手術を行い，他の骨折は保存療法を

行った.徒手整復，外固定，機能的装具等の保存療

法の重要性をあらためて認識する機会となった.

I・7大震災と手外事ト被災隣接地域の立場から一

済生会山形済生病院 O石垣大介

昨年の東日本大震災に際して，山形県は被災地域

に隣接しており震度 5の揺れを経験したものの，被

害は比較的軽度にとどまった.そのため被災地への

物資供給の集配センター，人の移動拠点，被災者の

避難先としての役割を担った.医療の面では，県内

各病院で発災当初から被災地からの患者受け入れを

意識した体制を構築した.当院全体では 3月および

4月に 327名の被災者が受診し，うち 55名に入院

治療を行った.発災当初需要が多かったのは妊婦，

人工透析，在宅酸素療法の受け入れ要請であった.

受診経路は発災後2週間は県からの要請によるヘリ

コプター搬送，救急車や災害救援パスによる病院間

搬送が多かったが，その後は自主来院が主であっ

た上肢外傷は手指挫創，中手骨骨折，上腕骨骨折，

犬岐創等の軽症例であり，親戚を頼ったり自分であ

てを探したりして自家用車で受診していた.物資が

限られ重症者があふれる被災地の医療施設では，基

本的に凶agetagで緑に分類されることが多い上肢

外傷の治療は後回しにせざるを得ない.これらの患

者は医療を求めて域外に流出することになる.手外

科医は，移動可能である患者を広域で診療する体制

を構築する必要がある.

I・8局所麻酔下手術・術後早期運動療法を行った長

母指屈筋腫への環指浅指屈筋腫移行術の 2例

筑波大学医学医療系整形外科 O西浦康正

原 友紀

中島佳子

松本祐啓

村井伸司

落合直之

[症例 1]28歳，男性，建設現場作業員.ショベ

ルカーの先端部分の交換中に右前腕が挟まれて受

傷.前腕伸筋群の開放性断裂・両前腕骨骨幹部骨折

があり，筋縫合，骨接合術などを受けた.右母指の

屈曲不能で，回復がないため，受傷9か月後に局所

麻酔下に手術を行った.手根管の近位で，環指 FDS

躍を FPL腫に interlacingsu旬reを行った.

[症例 2]42歳，女性，主婦.スキーで左横骨遠

位端骨折を受傷し，手術を受けた.術後約 8週時に

左母指屈曲不能の訴えがあり，回復がないため，術

後6か月で手術を行った.肢嵩伝達麻酔下に抜釘を

行った後，局所麻酔を併用し，環指 FDS腫を FPL

の末節骨付着部に誘導し， pull out固定を行った.

いずれの症例とも，術中，自動運動により緊張を

決定し，術後は早期運動療法を行った.それぞれ術

後9ヶ月，術後4ヶ月の経過で，母指の屈曲は良好で，

ADLに支障なく回復している.

[考察]母指の屈曲障害に対し，環指 FDS腫を移

行する場合，緊張の決定がむずかしく，術後の後療

法においても脳でのスイッチングが問題となる.今

回，局所麻酔下に手術を行ったところ，術中に腫の

緊張を確認でき，術後の後療法への移行がスムーズ

で，良好な結果が得られた.

I・9化膿性腫鞘炎術後に生じた臆鞘欠損に対するべ

ンローズドレーンを用いた腫鞘再建

濁協医科大学越谷病院整形外科

0佐野和史

木村和正

橋本智久

大関 覚

「目的J化膿性腫鞘炎後に生じた臆鞘欠損に対し

て，ペンローズドレーンを用いた二期的腫鞘再建法

を報告した.

「対象と方法」症例はLoudon分類3，4期の 3症
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例3指.原因は腫鞘内注射1例，粘液のう腫破裂後

1例，不明 1例.起炎菌は 1例でα型溶連菌が検出

されたが2例で不明.全例抗生物質投与と外科的描

腿洗浄により感染が沈静化したが，屈筋腫健鞘をほ

ぼ消失し臆実質は高度に周辺組織と癒着していた.

これに対して癒着した屈筋腫を剥離し周囲をペンロ

ーズドレーンで覆いA2， A4臆鞘にあたる部分は手

指骨近傍に縫合固定した. 6週間後ペンローズ周囲

の偽性臆鞘を温存しペンローズと摘出した.

「成績J全例 DIP関節の可動域不良を認め，

H戸m評価基準でF必rであった.1例で残存した

FDSをA4相当高位での靭帯性腫鞘形成に用いた例

では PIP関節の可動域は健側同様であった.

「結論j化膿性腫鞘炎後の臆鞘再建においてペン

ローズドレーンを用いた偽性臆鞘作成は有用であっ

たが，より良い可動域を得るためには靭帯性腫鞘再

建を併用するべきと考えられた.

I・10 手根管症候群に対する手指屈筋腫滑膜切除術

0福本憲一

村中秀行

小久保健一

[目的]手根菅症候群の成因に屈筋腫滑膜の浮腫，

肥厚が関与することが指摘されており，鶴田は横手

根靭帯を切離せず屈筋腫滑膜切除のみを行う術式を

報告した.われわれも類似の方法を試みたので報告

する.

[方法]ステロイド手根管内注射で一時的にしび

れの軽快をみる手根管症候群患者 11例 12手に手術

を行った.全例女性で平均年齢 58.4歳，全例母指球

筋の筋力低下は無く， 8例にバネ指を合併した.初

診から手術までの期間は平均 23.7ヵ月で，ステロイ

ド手根管内注射は平均 6.5回行われた.手術は右手

6例，左手4例，両手 1例に行った.手術は手関節

掌側， PL， FCU臆聞に約3cmの切聞を加え， FDS， 

FDP腫滑膜を手関節，指を屈伸しながら横手根靭帯

のやや末梢まで切除した.

[成績]術後経過観察期間は 6-24ヵ月(平均

12.5ヵ月).術後しびれが消失したもの 8手，軽い

しびれが残存したもの 2手 一時的にしびれが消失

したが再発したもの 2手であった.術後の pillar

painはなかった.

[結論1われわれの屈筋腫滑膜切除術の成績はお

645 

おむね良好で，術後の痛みが少なく有用であった.

2手 (17%)に再発をみたが，鶴岡の術式と異なり

DHFFR部での除圧が不十分であったためと考える.

I・11 母指MP関節目ッキングに対する自動屈曲

整復法

鹿島労災病院整形外科 O板寺英一

小川泰史

千葉大学整形外科 園官一樹

母指 MP関節のロッキングは比較的まれな病態

であり，しばしば整復が困難となる.本疾患に対し

て，長母指屈筋の筋力を利用した整復法を考案した

ので報告する.

我々はA1プーリーの大部分が掌側板に付着して

いることに着目した.MP関節屈曲位で屈筋腫に強

い力がかかると掌側板は掌側方向にヲ|っ張られるこ

とになり，これを利用してロッキングが解除できる

のではないか，と考えた.

まず，母指 MP関節内に背側から局所麻酔薬を注

入する.術者は片手で患者の母指基節部を背側から

押さえ， MP関節を他動屈曲させる.次に，患者に

母指 IP関節を強く自動屈曲するように指示し，同

時に術者は他方の手で母指末節部に抵抗を加える.

これによってクリックとともにロッキングが解除さ

れる.

堀内らの徒手整復法は山中らの理論に基づいたも

のであり，ほぽ確率された手技と考えられる.これ

は，母指基節骨に軸圧をかけながら基節骨基部背側

から押し込むというもので，理にかなった方法では

あるが，無理をすれば暴力的な整復にならないとも

限らない.そこで，我々はより理にかなった安全な

方法として，本法を考案した.今後，症例を重ね，

有用性を検討していきたい.

I・13 尺骨神経皮下前方移所術における神経固定の

工夫

旭川進藤病院整形外科 O平山隆三

肘部管症候群に対し尺骨神経前方移所術を行った

際に滑車上肘靭帯一弓状靭帯を反転し神経を固定す

る方法を行ったので報告した.

[手術術式]肘部官にて尺骨神経を確認し尺骨神

経を覆う滑車上肘靭帯ー弓状靭帯を尺骨，尺側手根
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屈筋肘頭部より一体として切離し，内側上頼部を有

茎とする約 3.0cmx 3.0cmの靭帯弁を形成する.尺

骨神経を皮下前方に移所し靭帯弁を反転して前腕囲

内屈筋群筋膜と縫合し神経を固定する.術後早期に

自動運動を開始する.

【症例】症例は 13例 14肘，原因は変形性関節症5，

神経亜脱臼 3例，特発性 3例，滑車上肘筋 2例，

S廿uthers腫弓 1例である.肘関節可動域制限のな

い例 8例，屈曲拘縮例 5例，過伸展例 1例である.

[結果]術後 6ヶ月以上観察した全例に機能改善

をえた.全例前方に移所された神経の後戻り，再絞

掘は認めない.早期に術前の可動域に回復し肘部で

の神経刺激症状はない.

[考察とまとめ]術式は簡単で早期の可動域訓練

が開始でき靭帯弁ー神経聞の円滑な滑走が期待でき

る.靭帯弁の幅が広く神経の走行も直線的でkink-

ingが起こりにくく，合併症も少ない.神経固定保

持に優れた術式である.

I・14 n包町'Ovmini fixa旬rを用いた手指関節拘縮

の治療経験

東京慈恵会医科大学形成外科 O松浦慣太郎

小俣美香子

西村礼司

内田 満

[目的I関節拘縮例に対するIlizarovmini fixaor 

を用いた受動術を報告した.

[対象】対象は 11例で，平均年齢42.9歳，権患

指は，示指2中指 6環指6小指2指で，拘縮関節は

PIP関節目MP関節 7例であった.同一指の PIP，

MP関節を別々二種術した 1例， 2-5MP関節拘縮

を同時に手術した 1例を含む.

[方法]基本的な手術手技は，指節骨に径1.5ミ

リメートルワイヤーを 4本刺入し M4ユニットを組

み立てる.プレート，ロッド，ポスト，ブッシング

を用い関節受動モデルを組み立てた.2-5MP関節

伸展拘縮例は中手骨用特注リングを作成した全例

術直後から関節の牽引と関節受動を徐々に行った.

[結果]PIP関節で平均 29.90，MP関節で平均

27.10のROM改善を得た.

[考察]本邦における拘縮に対する創外固定器は，

1992年小田らから現在にいたるまで， Ortho色{，生

田式， mini-Hoffmann， Compass PIP joint hinge，中

島式，メイラなどの報告をみる.Ilizarov mini fix司

atorは， M4ユニットにパーツを用いて自由に組み

立てが可能で，牽引方向を随時変更できる特性を持

つ.術後の Handtherapyは関節可動域の維持と再

拘縮の防止のため重要である.本法は標準的ではな

いが最小侵襲手術であり拘縮治療の 1選択枝である

と考える.

I・15 キーンベック病に対する鏡視下自家腸骨移植

術と樟骨骨切り術の併用法

西能病院整形外科 O堂後隆彦

[はじめに]進行期キーンペック病2例に対して，

標記の手術を行ったので報告する.

[症例 1]59歳，女性，解体業.強い手部痛があ

り受診した.Iich伽lan分類 stage3Aのキーンベツ

ク病を認め手術した.手根中央関節鏡視にて月状骨

遠位関節面はブカブカと沈みこみ，下は空洞となっ

ていた.移植骨は骨髄生検針を用いて腸骨から採取

した.次に，骨髄生検針を関節内に挿入し，これを

介して月状骨内に骨移植した.樟骨手根関節鏡視に

て尺側に偏在した炎症所見を認めたため，槙骨骨切

りは内側 crosedwedgeとした.術後 5ヶ月にて月

状骨の圧潰の進行はない.

[症例 2]21歳，男性.誘因なく手部痛が出現し

受診した.stage3Aのキーンベック病を認め手術し

た.榛骨手根関節鏡視にて月状骨近位関節下に空洞

を認め，前述の方法で骨移植した.槙骨手根関節の

炎症所見は偏在しておらず，境骨骨切りは 2mmの

短縮骨切りとした.術後 11ヶ月にて月状骨の圧潰

の進行はない.

[考察}本法の長所は月状骨への血行を損傷する

ことなく骨癒合因子を多く含む腸骨の海綿骨を月状

骨内に充填できること，および、，鏡視所見から除圧

すべき部分を推定し，それに応じた骨切りができる

ことである.

I・16 骨，軟部組織延長と皮弁移植の併用による手

指再建術

清恵会病院大阪外傷マイクロサージャリーセンター

0五谷寛之

(はじめに)露出部位である手指の再建を行う際

には整容的かつ機能的見地から術式を選択する必要
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性がある.演者は様々な再接着や皮弁移植による再

建を行ってきたが，今回その中でもマイクロサージ

ヤリ一手技による再建や再接着後に創外固定器によ

る骨，組織延長を行い爪甲や指腹の延長を行った希

有な症例について報告する. (対象及び方法)対象

症例は8指で，内訳は母指3指，示指1指，中指2指，

環指 1指，小指 1指であり，年齢は 19歳から 67歳

までであった.創外固定による延長術施行前に行っ

たマイクロサージャリ一手術は Hemipulpflap， 2nd 

toeWAF，環指よりの Neurovascularisland flap，挫

滅指の再接着等であった.延長術追加の理由として

は指尖再接着指の欠損手指骨の bone廿ansportによ

る再建，爪甲の延長，指腹の延長，ピンチの改善等

であった. (結果)骨延長は全体の平均で 19.5rnrn

であった.骨移植例はなく，延長の影響による阻血

や-8獲得した知覚の低下はなかった. (考察とま

とめ)マイクロ手技による組織再建後に骨軟部組織

延長を行う併用手術は手指の整容，機能再建に有用

であった.

I・21 脳enbδck病に合併した手根管症候群

和歌山県立医科大学整形外科 O谷口泰徳

下江隆司

[目的】今回我々は， Kienback病に合併した手根

管症候群ついて検討したので報告する. [対象及び

方法]Kienback病に合併した手根管症候群 11例

12手関節を対象とした.症例は，男 2例女9例，年

齢 62歳-83歳で，患側は 8例が右手関節， 2例が

左手関節， 1例が両手関節であった. Kienback病

のUchtrnan病期， carpal height ra首o(CHR) ，臨床

症状を調査した.手根官症候群の病期は浜田分類で

判定し，健側の手根菅症候群発症の有無を検討し

た. [結果](1)10例は手根管症候群の診断を契機

にKienback病が発見され，手関節の臨床症状は全

例軽微であった. (2)病期は全例とも stageIVで，

CHRは0.40-0.55であった. (3) Kienback病に合

併した手根管症候群の病期は I期 2手， 11期3手，

m期7手であった.(4)健側に手根管症候群を 7

例で発症しており， 1期3手， 11期 1手， m期3手

であった. [考察]手根管症候群を発症した阻en-

back病の特徴は高齢女性で，過去にKienback病の

治療を受けおらず，臨床症状は軽微な症例であっ

た. Kienback病が未治療で長期間経過すると将来，
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重度の手根管症候群を発症する可能性が高いと考え

られた.

1-22 超音波短軸像における正中神経の手根管内で

の移動について

一手関節肢位変化およひ険手指運動による検討一

日本医科大学武蔵小杉病院整形外科

0南野光彦

堀口 元

日本医科大学整形外科 津泉卓哉

小寺訓江

高井信朗

[目的]手根菅症候群の手関節装具療法を行う上

で，正中神経と手関節肢位の関連を検討するため

に，超音波短軸像を用いて正中神経の手根管内での

移動を検討した.

[対象及び方法]健常成人男性 19例 38手関節を

対象とし，超音波は手関節の大菱形骨と有鈎骨聞を

描出できる部位にプローブを短軸方向に設置し，手

関節中間位，背屈位，掌屈位，尺屈位，横屈位にお

ける手指伸展，屈曲時の正中神経の移動を観察し

た.

[結果l手関節中間位から背屈位にすると，正中

神経は背横側に，掌屈位と樟屈位では掌尺側に，尺

屈位では掌槙側に移動した.また手指屈曲により中

間位，背屈位，尺屈位では屈筋躍が掌尺側に移動す

るため，神経は空きのできた掌樟側に移動した.樟

屈位，掌屈位では屈筋躍が神経を背側から掌尺側方

向に押し込むため，神経は扇平化し屈筋支帯で圧迫

を受けた.

[考察及び結論1近年手指屈筋腫滑動に伴い，手

根管内で正中神経が移動することが報告されている

が，中間位での検討が多い.本研究から，装具肢位

を中間位や背屈位にすると，手指運動時でも掌屈位

や梼屈位と比較して神経は屈筋支帯から離れ，国筋

腿群による圧迫や明断ストレスが軽減されるものと

推察された.
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I・23 手根管症候群における超音波工ラストグラフ

イによる正中神経評価

キッコーマン総合病院整形外科

0田中利和

小川 健

東京医科大学茨城医療センター整形外科

吉井雄一

[はじめに]特発性手根管症候群の手根管内滑膜

には線維組織の増生， Material propertyの変化を生

じることが知られており，これらの変化が，正中神

経の形態および動態に影響を与えている可能性があ

る.今回，組織の硬さをカラーで画像化する超音波

エラストグラフィ(以下 EG) を使用して，正中神

経の materialpropertyの一つの弾s性について検討し

た.

[対象と方法]手根管症候群の症状のある 14人全

例女性，平均年齢 56.7歳，全例右利きであった.

座位の状態で手台に載せた前腕を回外90度・肘90

度屈曲位として，遠位手関節撤を指標として阿部位

で行った.圧迫は用手的に行い，デスプレイ上のス

トレイングラフが 0.7位を示す程度の圧迫力で繰り

返し， EGを計測した.評価は描出した正中神経の

弾性を分子，正中神経直上の音響カプラの弾性を分

母として弾性比を求めた.検者は 1人で5回計測を

行ない，平均値を代表値とした.統計学的検討は t

検定を用いた.

[結果]全例で正中神経は描出された.EG値の

平均は患側 3.19健側1.77と有意に患側が硬かった.

遠位潜時との関係では，統計学的に有意さは認めな

かった

[まとめ]手根管症候群の遠位手関節雛での正中

神経は対側に比し硬かった.

I・26 重度肘部管症候群に対する腫移行衛によるつ

まみ動作再建の治療成績

一神経除圧群との比較ー

独立行政法人国立病院機構埼玉病院整形外科

0森 津 妥

目的:重度肘部管症候群に対して腫移行術による

つまみ動作を再建した症例(以下， T群)と肘での

神経の除圧のみ施行した症例(以下， N群)とを比

較検討した.

対象と方法:症例はT群は 5例5肘，男性3例，

女性2例，年齢は平均 69歳，経過観察期間は平均

15.3カ月， N群は 6例 7肘，男性3例女性4例，年

齢は平均 76競，経過観察期間は平均 30.5カ月であ

った.全例，赤堀分類で4期以上， ADM，FDIの筋

萎縮が存在し，愁訴としてつまみ動作に困難を有す

る症例とした.T群では術前に母指の内転力と示指

の外転力を健側と比較して著しく低下しているもの

を再建した.検討項目は 1)赤堀の予後評価基準， 2) 

ピンチ力 (a)術前と最終診察時， b) T群 5肘N群

7肘での術後から 12ヵ月までの経時的変化) (術前

のピンチ力を 1として)と 3)ADL障害の改善程度

(書字，ボタンかけ，箸の使用，つまみ動作) (利き

手であったT群4肘 N群4肘) (ADL障害の改善

は不変O点，軽度改善 1点，かなり改善2点，元通

りに改善3点として計 12点満点で計算した.)を調

べた.

結果:赤堀の予後評価ではT群は優 1，良2，可2，

N群は良 1，可 4，不可2であった.ピンチ力(術

前と最終診察時の比較)はT群， N群とも改善は

認めたが，術後 12カ月までの経時的変化は有意に

T群の方が優れていた.ピンチ力はT群では最終診

察時，全例で術前より改善を認めたが， N群では術

後一時改善をみとめるも再度悪化している症例があ

った.

考察:重度肘部官症候群では腫移行による再建術

は積極的に施行されるべきである.

1-27 尺骨管症候群の手術療法

中通総合病院整形外科 O千馬誠慌

成田裕一郎

野口英明

非外傷性の尺骨菅症候群を手術治療したので報告

する. 1994年 5月から当科で手術治療した 6例を

対象にした.男性3例，女性3例で，手術時の平均

年齢は 55歳であった.津下・山河らの麻薄型分類

では 1型が 1例， 3型が4例， 4型が 1例であった.

術前に超音波検査と M阻検査を全例に行い， 6例

中5例で尺骨菅内のガングリオンを認めた.発症か

ら手術までの期間は平均 8.7週であった.手術はガ

ングリオンのある症例はガングリオンを切除し，腫

性アーチを切離した.他の 1例は腫性アーチの下で

絞掘をうけており，臆性アーチを切離し除圧した.

術後の経過観察期間は 1年-11年であった.最終
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調査時に運動麻樺は全例で回復し，知覚障害もみら

れず，平均の健側比握力は術前の 74%から 101%に，

ピンチ力は術前の 25%から 99%に増加していた.

尺骨管症候群は尺骨神経の絞拒部位により多彩な症

状を呈するため，診断に難渋することがある.尺骨

管症候群の発症原因としてガングリオンが最も多

く，診断するための検査としては超音波検査と M阻

検査が有用で、あった.特に，超音波検査は簡便で，

腫性アーチより末梢の検索も同時に行え，初診時の

検査として勧められる.

I・28 肘関節を巡る紋掘性神経障害の種種相

一拘縮肘を作らないためにー

さいたま赤十字病院 O代田雅彦

白川 健

木村浩明

肘外傷治療後の比較的短期間に生じる尺骨神経周

囲環境の変化により，屈曲 900付近から神経の絞拒

痛が生じて可動域の改善が停滞し，絞掘を解除しな

いと肘関節拘縮に至る，外傷後亜急性尺骨神経紋拒

性障害が存在する.患者の我慢を強いた過度の他動

運動により神経障害を助長し樺れや知覚・筋力低下

を呈してから診断した発表を昨今認めるが，本病態

が看過されて拘縮に至ったと考えられる報告例は決

して少なくなく，患者の防御反応が勝り廃痛のみに

止まる時の診断が重要である.痔痛のみを主訴とす

る病態の存在を理解すべく，肘関節を巡る紋掘性神

経障害の種種相と題して，障害の原因となる神経周

囲環境の変化量と変化速度の違いによる神経の反応

様式・臨床像の相違について述べた.僅かな変化が

緩徐に進む肘部官症候群や遅発性神経麻癖では生体

の防御反応である絞掘痛が生ぜず絞拒域を超えて自

動運動が行われるので，神経障害が蓄積されて輝れ

や知覚・筋力低下が主訴となる.また紋拒障害では

急性の大きな環境変化は稀だが，ガングリオンなど

貯留性疾患の変化は時に神経の適応能力を勝るの

で，麻揮の進行が速く・程度が強い時にはその合併

に注意を要する.
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I・29 高齢者樟骨遠位端骨折に合併した重度正中・

尺骨神経麻癖の一例

北海道大学整形外科 O本宮 真

岩崎倫政

三浪明男

[はじめに]樟骨遠位端骨折に尺骨神経麻薄を合

併することは比較的稀である.今回我々は，高齢者

の槙骨遠位端骨折に合併した重度低位正中・尺骨神

経麻癖の 1例を経験したので報告する.

[症例]69歳女性.主訴:左示指の伸展障害，手

指の知覚・運動障害.樟骨遠位端関節外骨折を受傷

し，徒手整復後に 4週の外固定を受けたが，徐々に

麻簿症状が出現.受傷後6か月時，示指のかぎ爪変

形と手内在筋の著明な萎縮を認め，正中・尺骨神経

支配の重度運動・知覚麻揮を呈していた.x線写真

で樟骨の背屈・短縮変形を認めたが，手関節運動は

保たれていた.

[手術]手根管・ Guyon菅開放による両神経の除

圧を行い，早期の機能獲得を目指し， Car凶包法，

Neviaser法， Lasso法による示指かぎ爪変形矯正に

よる機能再建を一期的に行った.尺骨神経は尺骨遠

位部で著明な癒着を生じており，同部で尺側から

Guyon管入口の榛側に向かつて Z状に走行を変え

ていた.

[経過1術後3か月時，麻揮の回復は不十分であ

るが良好な母指対立・ピンチ機能を獲得した.

[考察]高齢者に重度の末梢神経麻揮をきたした

場合，早期のADL獲得を目的とした低侵襲の一期

的臆移行術は有用と考える.

1-30 深掌筋を伴った手根管症候群の 1倒

千葉市立青葉病院整形外科 O小林倫子

山田俊之

六角智之

[症例]55歳男性.半年前から右手掌のしびれ，

筋力低下を主訴に受診.母指球筋萎縮を認め，正中

神経の神経伝導検査では運動神経，感覚神経ともに

誘発不能であった.手根管症候群の診断で直視下手

根管開放術およびCamitz法を施行した.術中，横

手根靭帯を切開し手根管内を観察すると深掌筋と考

えられる異常な腫成分を認めた.異常臆は正中神経

尺側に存在，正中神経と癒着し横手根靭帯の遠位に

停止していた.近位は手根菅の入り口で筋腹が認め
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られたが起始は更に近位であり確認しなかった.深

掌筋は切除せずに剥離のみをおこなった.術後2カ

月の現時点では症状の改善を認めている.

[考察]深掌筋を伴う手根管症候群は 1982年

Drebyらが初めて報告した.文献によると深掌筋を

認めた場合，切除することが多いようであるが，切

除しなくても症状が改善し再発もないと報告したも

のもある.この理由として，深掌筋の起始や走行は

報告によって様々であり正中神経への影響も症例ご

とに異なることが考えられた.本例では横手根靭帯

切離と深掌筋の剥離により改善を認めたが今後も再

発増悪がないか注意深く経過観察するべきと思われ

た.

I・31 特異な経過をたど‘った石灰沈着による手根管

症候群の 1例

山形済生病院 O本間龍介

石垣大介

石灰沈着による手根菅症候群には，腫癒状石灰化

により正中神経が圧迫される慢性発症例と，びまん

性石灰化を生じ偽痛風様の炎症症状を伴う急性発症

例が報告されており，各々別個のものと考えられて

いる.慢性発症例と思われたが，途中で急性発症例

の経過をたどった 1例を経験したので報告する.

症例:52歳の女性.主訴は約 1年前からの右手

のしびれである.理学的所見，電気生理学的検査，

知覚検査により手根管症候群と診断した単純X

線検査で手根管内に石灰化陰影を認めた.M町検

査では， T1.T2強調像で手根管内に低信号の腫癒

を認めた.帰宅後に洗車作業をしたところ右手関節

部痛が出現した.手関節掌側部に腫脹と圧痛を認

め，痛みのため手指の自動運動と他動伸展が困難で

あった.単純X線と cr検査では，手根管内の石灰

腫癒が圧潰し近位側に広がっていた.急性炎症症状

軽快後に手根管開放術を行った.

考察:本症例では腫癒状の石灰化が経過中に圧潰

し，偽痛風様の炎症症状を発症した.渉猟し得た範

囲では，このような経過をたどった症例は報告され

ていない.慢性発症例と急性発症例は必ずしも別個

のものではなく，経過中に移行する症例も存在する

と思われる.

1-33 母指CM関節症に対する人工関節置換術の適

応について

慶慮義塾大学整形外科 O中山政憲

池上博泰

佐藤和毅

中村俊康

戸山芳昭

[はじめに]母指 CM関節症は保存療法である装

具療法以外に，手術療法として関節固定術・形成術，

人工関節置換術があるが，これらの術式の適応につ

いては未だ明確なコンセンサスが得られていない.

今回われわれは人工関節置換術の自験例について検

討しその適応について考察した.

[症例]当方で、人工関節置換術を行った 12人 12

指(男 2，女 10)を対象とした.手術時年齢は平均

69歳，術前Eaton分類でstagenが2例， mが9例，

Nが1例であった.術後観察期間は平均 47.5ヶ月で

あった.機種はAVANTA(SBi社)9例， SWANON 

(Wright rnedical社)3例であった.術後評価は二

見の基準で Excellent8例， Good4例であった.合

併症として脱臼を 1例，インプラントの sinkingを

3例に認めた.

[考察]合併症として自験例においてもインプラ

ントのゆるみや脱臼が一部にみられた. しかし一方

で固定術の合併症として隣接関節の関節症性変化や

偽関節が知られており，術前に隣接関節の関節症性

変化を認める症例や骨癒合に不安のある症例では人

工関節置換術を考慮しでもよいと考えられた.

11・1 尖刃による手掌中央部の刺創により長母指屈

筋腫の断裂をきたした 1倒

I..aceration of the f1exor pollicis longus 

tendon caused by stab wound ; A伺 se

report 

国立印刷局東京病院整形外科 O片倉麻衣

志村治彦

東京医科歯科大学整形外科 若林良明

二村昭元

[症例]35歳女性，右利き，手術室看護師.手術室

で術前準備中に 11番尖刃を左手掌に誤って刺して

受傷し当科受診した.手根菅出口部官lenarcrease 

の尺側には約 5rnrnの刺創を認めたが，刺入方向や

深度は不明であった.示指~小指の FDS/FDPに断
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裂はなく，知覚障害を認めないことを確認後，洗浄・

皮膚結合処置を行った.受傷4日後に左母指が回曲

しないことに気づき再受診した.左母指 IP関節の

自動屈曲は不能で， Dynamic Tenodesisは消失して

いた.長母指屈筋腫断裂が疑われ， 3D-CTにでも

長母指屈筋腫の途絶を認めたため，受傷 10日後，

臆縫合術を施行した.補助切聞を加えて皮下を展開

すると，刺創から榛側に向かつて尖刃が貫通した痕

跡を認めた.手根管を開放して長母指屈筋腫の遠位

断端・近位断端をそれぞれ同定し，吉津 I法で縫合

後，周囲を補強縫合した.術後は背側シーネ固定と

し，術後8日よりKleinert装具を装着し早期運動療

法を行った.術後 4か月の左母指 IP関節自動屈曲

は60度と良好である. [考察]刺創では創の部位か

らは予想しにくい神経血管や臆の損傷を認める場合

があり，注意深い診察を要する.

H・3 長母指屈筋臆縫合術後に対する早期自動運動

療法の経験

秋田赤十字病院 O土谷正彦

湯 本 聡

{はじめに]手指屈筋腫縫合術後の後療法では，

腫癒着予防を目的に早期運動療法が行われる. しか

し、母指に関する報告は少なく必ずしも成績良好で

はない.今回，長母指屈筋腫結合術後に早期自動運

動療法を施行した症例を経験したので報告する。

[対象と方法]対象は早期自動運動療法を行った鋭

的外傷による長母指屈筋臆断裂4例.発生部位は日

手会機能評価表による ZoneTll : 1例， Till: 2例，

V: 1例.最終観察時に日手会指屈筋健機能評価表

により評価し，長母指屈筋腫縫合後の早期自動運動

療法の有用性および成績不良例における問題点につ

いて検討した. [結果1日手会機能評価で Excellent

3例， Fair 1例であった. Fairであった 1例は Zone

Tllでの断裂で，伸展制限が顕著であった. [考察]

今回，症例数は少ないが比較的良好な結果が得ら

れ，長母指屈筋腫繕合術後に対しても早期自動運動

療法は有用と思われた.成績不良であった Tll症例

は高齢で動脈損傷合併など過去に報告されている成

績不良因子を含んでいた. しかし屈曲機能は健側と

同等であり伸展制限が顕著であったため， Duran法

などの併用で改善し得た可能性があると考えられ

た.
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11・5 母指ぱね指に対するコルチコステロイド注射

後に靭帯性屈筋腫鞘断裂を起こした 1例

帝京大学整形外科 O米元 崇

木村理夫

岩井俊也

黒島永嗣

松下 陸

母指ぱね指に対してリン酸デキサメタゾンナトリ

ウム(デカドロン)注射後に屈筋腫鞘断裂を生じ，

再建術を行った症例を経験した. [症例142歳女性.

右母指ばね指に対し，近医でデカドロン腫鞘内注射

を3回受けた.その 1ヶ月後，手をついた際に母指

IP関節が屈曲不能となり，当院に紹介された.長母

指屈筋腫は MP関節中心に皮下で bow-s凶ng状に

浮き上がり，靭帯性臆鞘の断裂と診断した. 4週間

保存療法を行ったが改善なく，手術を行った.基節

部の腫鞘はほとんど消失し，病理所見では滑膜壊死

と脂肪織変性を認めた.採取した長掌筋腫を伸筋腫

と基節骨の聞に3固まわして，腫鞘機構を再建した.

術後は 2週後から指輪型装具を装着して， IP関節

の可動域訓練を開始した.術後 6ヶ月の現在，完全

可動域を獲得した. [考察] トリアムシノロンアセ

トニド腫鞘内注射後に，腫や腫鞘断裂を引き起こし

た報告例が増えているが，本例のような水溶性コル

チコステロイド注射に起因した腫鞘断裂例は，渉猟

し得た限りでは報告がない.腫鞘再建の臨床報告は

少ないが，遊離腫移植による three-Ioop腫鞘再建法

(Okutsuら， 1987)の変法で，良好な成績を得た.

11・6 深指屈筋臆停止部皮下断裂の治療経験

東京慈恵会医科大学形成外科 O小俣美香子

松浦慎太郎

西村礼司

内 田 満

埼玉手の外科研究所 福本恵一

[はじめに]比較的稀な外傷である深指屈筋腫停

止部皮下断裂を 5例経験したので，若干の文献的考

察を加え報告した.

[症例]症例は 1958年から 2011年に経験した 5

例 7指で，その内訳は男 5例，受傷時年齢は平均

31.2歳 (24-48歳)，擢患指は，環指5，中指 1，小

指 1であった. 1例は，中・環・小指の 3指損傷で

あった. Leddy-Smi出.-Al.Qa伐m分類では， type 1が
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1指， type IIが5指， typeIDが 1指であった.受傷

機転は，乗馬，アメリカンフットボール，ラグビー

のスポーツ損傷が各 1例，転倒時に指を引っかけて

受傷が2例であった.深指屈筋腫の固定は， pull-

outwire法 5指， bone anchor1指，腔緯合 1指であ

った.術後は早期から handtherapyを開始し， ex-

tension block splintは術後3週間で除去した.腔縫

合を行った 1指に腫剥離術を追加した.

[考察]腫自体に病的変化を認めない深指屈筋健

停止部皮下断裂は， forced fleXIon typeとhyperex-

tension typeに分類される.我々の症例では全例

forced fleXIon typeであった.断裂形態は， Leddy-

Smi血 必.Qa出 n分類として 5型に分類され旬pelI

が多く， typeIDは非常に稀であるとされている.今

回の 5例中 1例がtypeIDであった.症例を供覧し，

深指屈筋腫停止部皮下断裂の本邦報告例について考

察した.

H・8 早期自動運動療法を施行した手指屈筋臆断裂

症例の長期成績

(財)新潟手の外科研究所 O森谷浩治

吉津孝衛

牧裕

坪川直人

成津弘子

[目的]吉津 1法施行後に早期運動療法を行った

新鮮手指屈筋腫断裂症例の長期成績について調査し

た. [対象と方法]1993-2009年の 17年間に治療し

た101例中，私達が直接診察可能であった 16(男 14，

女2)例 19指を対象とした.手術時年齢は 19-58(平

均36)歳，損傷指は示指4指，中指6指，環指4指，

小指 5指で，損傷部位はおne1 7指， II 12指であ

った.深指屈筋腫と浅指屈筋腫の両臆断裂を 12指

に認めた.受傷から呼び出し調査までの期間は

2-16.2 (平均 7)年であった. [結果]呼び出し調査

時の TAMは 140-265(平均 233)0， %TAMは 55-

100 (平均 91)%であった.s凶ckland評価では優

11指，良5指，可2指，不可 1指，日手会版Q凶ck-

DASHは(ト9.1(平均1.7)点であった. PIP関節に

おける屈曲拘縮の増悪が3例3指に認められた. [考

察および、結論]新鮮手指屈筋腫断裂に対する私達の

治療成績は，長期間経過しでも良好であった.但し，

PIP関節の屈曲拘縮が進行する症例があるため，治

療終了後も伸展訓練の継続を患者に喚起する必要が

ある.

11・9 Tendon callusを利用して再建した長母指伸

筋健皮下断裂の 3倒

筑波大学医学医療系整形外科 O村井伸司

西浦康正

原 友紀

野津大輔

中島佳子

松本佑啓

落合直之

症例1.25歳男性.作業中に樟骨茎状突起骨折，

第 2-5中手骨基部骨折，示指中節骨骨折を受傷 18

日目に母指伸展障害が出現し，受傷後 11週で手術

を行った.症例2.59議女性.転倒し槙骨遠位端骨

折を受傷.受傷後5週で母指伸展障害が出現し，受

傷後 15週で、手術を行った.症例 3.49歳女性.転

倒し榛骨遠位端骨折を受傷.受傷後 10週に母指伸

展障害に気が付き，受傷後 27週で手術を行った.

いずれも局所麻酔下で再建術を行った.術中 ten-

don callusによる臆断端聞の連続性を認め，断裂し

た両腫断端聞の直接縫合は不可能だった.Tendon 

callusには牽引しでも用意には断裂しない強度があ

った.手術は tendoncallusを元の両臆断端聞に b

terlacing su旬reした後， 4 -0ないし 3-Oloop針

による coresu悩reを追加し，自動運動で緊張を確

認した.術後は，手関節から母指 MP関節まで掌

側ギプスシーネ固定を 2週間行い， IP関節の自動

屈伸を許可した.術後 90%以上の総自動可動域

(TAM)を得た.Tendon callusを利用した再建術は

有用であった.

11・10前腕囲内位で起こる尺倒手根伸筋腫脱臼に対

し腫解離術を行なった一例

群馬大学大学院整形外科学 O小林裕樹

金子哲也

小林 勉

高岸憲一

尺側手根伸筋腫(ECU)はfibro-osseoustunnelに

より前腕国外位での偏位が抑制されることが報告さ

れており，前腕回外位を強制された際この膜が破綻
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していると躍が脱臼することが報告されている.今

回我々は，前腕囲内位で、習慣性に ECU脱臼を起こ

す症例に対し臆解離術を施行した症例は 40歳，

男性，趣昧のバドミントンでスマッシユを打ったあ

とに右手関節の激痛が出現した.近医で加療を受

け，痔痛は改善傾向にあったが前腕囲内位で重量物

(ポット等)を持つとクリックと共に手関節尺側に

痔痛が出現するとのことで，受傷から 7ヵ月で当科

紹介となった.エコー上，回外位ではなく囲内位で

手関節を掌屈すると ECUがulnargrooveより尺側

に脱臼することを確認した.Xp， cr上 DRU]に不

安定性はなかった.手術にて第 6区画を開放し，

ECUの掌側で伸筋支帯を修復し白oorを形成した

術後 1週間より特別な制限なく手関節の自動運動を

開始した.術後3ヶ月時点で手関節の可動域制限が

若干残存するもクリックによる痔痛なく趣味レベル

のパトミントンに復帰している.受傷時の肢位が

ECU脱臼の肢位に関わる可能性がある.

11・12当科で加療を行った musician'shand 

札幌医科大学整形外科 O花香 恵

和田卓郎

射場浩介

金谷耕平

[目的}楽器演奏家に発症する手の障害は musi-

cian's handとして知られる.楽器演奏による障害，

音楽家に発生した疾患・外傷，心理的要因の 3つに

大別される.今回は当院で加療を行った楽器演奏に

伴って発症した musician'shandの特徴について検

討した.

[方法]楽器演奏が原因で手・肘に障害を生じた

7例を対象とした.男性4例，女性3例，平均年齢

は30歳 (8-51歳)，平均樫病期間は 22ヵ月 (1カ

月-87ヵ月).検討項目は，診断名，治療法，治療

成績とした.

[結果]診断は上腕骨外上頼炎，中指・環指・小

指 DIP関節炎，屈筋腫滑膜腫鞘炎， Raynaud病，肘

部管症候群，示指・中指伸筋腫炎，中指伸筋腫亜脱

臼が各々 1例であった.演奏楽器はピアノ 4例，ベ

ースギター3例であった.治療法は薬物治療を 4手

に，演奏法の指導を 1手に，リハビリを 3手に，装

具治療を 2手に，手術を 2手に行った.全例，演奏

に完全復帰した.
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[考察]全例診断確定されたが診断は多様であっ

た全例，演奏に完全復帰した.病態を把握し，演

奏活動レベルを維持しながら治療法を工夫する必要

があった.

11・14骨傷を伴わない遺位犠尺関節掌側脱臼の 1例

駿河台日本大学病院整形外科 O冨塚孔明

長尾聡哉

豊泉泰洋

永井多賀子

長岡正宏

今回われわれは，全身麻酔下徒手整復で整復し得

た骨傷を伴わない亜急性遠位横尺関節掌側脱臼の 1

例を経験したので報告する.

[症例]39歳女性.主訴は右手関節の廃痛，腫脹，

可動域制限である.転倒し右手をついた後から右手

関節の痔痛と腫脹が出現しA病院を受診したが，

異常なしとされ経過観察となった.その後，可動域

制限も出現したため，受傷後4週でB病院を受診

した.右遠位槙尺関節掌側脱臼の診断で当科紹介初

診となった.初診時の可動域は，手関節背屈 600，

掌屈 200，囲内 00，回外90。と可動域制限を認め，

尺骨頭を掌側に触知した.局所麻酔下では整復不能

であり，受傷後5週で手術を行なった.全身麻酔下

に， 1長軸牽引 2囲内強制 3背側へ尺骨頭を強制的

に押し込む操作を行い整復することができた.術後

肘関節屈曲 900，前腕囲内 90。でギプス固定を 4週

行い可動域訓練を開始した.術後6か月で手関節に

可動域制限なく，遠位槙尺関節の不安定性も消失し

ている.過去の報告によると，徒手整復が可能な例

は受傷後 4-5週までで，陳旧例には観血的整復を

要するとされている.自験例は受傷後5週であった

が徒手整復により良好な成績を得ることができた.

11・15舟状骨骨折術後偽関節の 1例

独立行政法人国立病院機構埼玉病院整形外科

0森津 安

はじめに:他医で2回手術を施行されたが偽関節

となり，再手術時に若干の工夫を要した症例を経験

したので報告する.

症例:24歳男性，会社員.サッカー中に転倒し

て受傷した.舟状骨骨折と診断され，受傷後2日で
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手術を施行された (Acu仕北 screwで固定).術後に

転位がみられ受傷後4週で再手術を施行された.転

勤にともない当院初診となった.経過をみていた

が， X線，Cfで骨癒合はえられず，偽関節部の骨吸

収のため screwの遠位への突出がみられた.さらに

手関節部の痛みも改善せず，初回術後7カ月で再手

術を施行した.Acutrak screwは背側から刺入され

ており，背側から抜釘，偽関節部の位置・転位から

掌側も展開した.転位を整復して， screwの骨孔か

ら骨釘を刺入して humpback変形を矯正保持して

間隙に腸骨を移植し， K-WとDTJmini screwで固

定した.術後5カ月時点でX線上，骨癒合は得られ，

痛み及び手関節の可動域制限なく，握力，ピンチ力

も改善し，日手会評価で優であった.

舟状骨骨折術後偽関節症例ではすでにスクリュー

やK・Wが刺入されているため，金属抜去後に骨量

の低下が存在し，骨移植・再固定に難渋することが

多い.本症例では手術時点で末梢骨片が大きく転位

していることと末梢骨片に骨孔があいていなかった

ことから骨釘を近位骨片の骨量の増加，舟状骨の短

縮の改善，転位の矯正保持に用いた.

11・16舟状骨骨折に対する 3次元crに基づく骨折

分類の試み

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院整形外科

0内藤利仁

笹 益雄

川崎市立多摩病院整形外科 佐藤癒哉

松下和彦

聖マ リアンナ医科大学整形外科清水弘之

別府諸兄

[目的]舟状骨骨折の骨折線の走行を，単純X線

像や 2次元 cf像(長軸 cf撮影)から立体的に把

握することは容易ではない.我々は，単純X線像で

は腰部骨折に見えるが，実際は腰部掌側から proxi司

mal pole背側への斜骨折である症例を経験した.そ

こで， 3次元 cf(3DCf)像を用いて骨折型を分類

し，骨折線の走行について検討したので報告する.

[対象]対象は長軸 cf撮影を施行し，かつ 3DCf

像を構築した 40例である.

[結果13DCf像より骨折型は，骨折線が腰部掌

側から dorsalridge (DR)より遠位の腰部背側に向

かう腰部型 (25例)，腰部掌側から DRより近位背

側に斜定する近位背側斜走型 (8例)， DRより近位

に存在する中枢型 (6例)，遠位背側から近位掌側

に斜走する近位掌側斜走型 (1例)の4型であった.

また，単純X線正面像で見ている骨折線は，舟状骨

掌側面における骨折線であり，舟状骨背側縁は有頭

骨と月状骨と重なっている部分であった.

[考察]近位背側斜走型では，掌側遠位からの

screw刺入は近位骨片への screw刺入長が短くなる

ため注意が必要である.3DCf画像について森友ら

も報告しているが，骨折線の走行を立体的に把握し

手術プランニングを立てる上で有用である.

11・17エアバッグによって受傷した犠骨遠位端開放

骨折の一例

筑波メデイカルセンター病院 O田中健太

市村晴充

[はじめに]近年，自動車にエアバッグが搭載さ

れ致命的な外傷が防がれるようになってきた.一方

で，エアバッグによる外傷の報告も散見される.軽

微な交通事故にもかかわらず，エアバッグが作動し

たために樟骨遠位端開放骨折に至った症例を経験し

た[症例130歳女性.乗用車の助手席に乗車して

いた.運転手がパックとドライブを間違えて前進し

てしまい壁に衝突した.壁まではごく近距離で，ス

ピードも遅く，車の破損も軽度であったが，ダッシ

ユボードに手をついたときにエアバッグが作動した

ため横骨遠位端開放骨折を受傷した.可及的に洗

浄・デブリドマン・徒手整復を行い，受傷7日目に

手術を行った.横骨遠位掌側アプローチで進入する

と正中神経が3/4程度の部分断裂，長母指屈筋腫は

完全断裂していた.掌側ロッキングプレート固定，

正中神経縫合，長母指屈筋腫縫合を行った， [考察]

本症例は軽微な交通事故であったがエアバッグが作

動した際に手がダッシユボードと接触していたた

め，神経・屈筋臆断裂を伴う開放骨折という高エネ

ルギー外傷となった. [結論]上肢の重傷外傷の原

因としてエアパグ外傷に注意が必要である.
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H・18東日本大震災により手術までに待機を要した

揚骨遺位端関節内骨折の 1例

厚生連山本組合総合病院整形外科

0伊藤博紀

[はじめに]東日本大震災により，手術までに待

機を要した横骨遠位端関節内骨折(高度背屈転位

例)の 1例を経験したので報告する.

【症例162歳，女性.H23年3月，転倒し手をつ

いて受傷した.単純X線で，高度の背屈転位を有す

る梼骨遠位端関節内骨折および尺骨茎状突起骨折を

認め，徒手整復後にギプス固定を施行した.整復後

もdosaltilt 300 と転位が残存し，手術予定とした.

cr矢状面画像では，遠位骨片が掌背側に spIitした

関節内骨折を呈しており， dorsal roof企agmentの関

節内への進展もみられた.受傷5日後に東日本大震

災が生じ，手術を延期とした.受傷後 16日目に，全

身麻酔下に掌側アプローチによる観血的骨接合術を

施行した.横骨掌側の骨折線と radio-carpaljointと

の距離が短く， VA-TCPプレートを可及的に遠位設

置とし， condylar stabilizing法による整復を行った.

術後p油n訂凶t12。と良好に整復された.術後7ヶ

月経過時において，骨癒合が得られ， ~事痛なく良好

に経過している.

[考察]手術までに待機を要した横脅遠位端関節

内骨折(高度背屈転位例)に対して，掌側よりアプ

ローチを行い condylarstabi1izing法を併用すること

で良好な整復位を得ることができた.

ll-20掌側ロッキングプレートにおいて Condylar

S旬bilizing法のリダクションスクリユーが破

損した 1例

済生会川口総合病院整形外科 O太田 開

菅田祐実

東京医科歯科大学整形外科 若林良明

掌側ロッキングプレートによる横骨遠位端骨折治

療は近年種々のプレートが用いられている.特に

Dorsal tilt (以下DT)の整復のために掌側ロッキン

グプレートを用いる Condylars匂.bilizi昭法(以下

CS法)は，転位が大きく整復困難な樟骨遠位端骨折

に対して有効な方法である.今回我々は， CS法の

際にリダクションスクリューが破損した症例を経験

したので報告する.【症例163歳，女性.左横骨遠

位端骨折， AO分類:C3.アプタスプレートで手術
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を行った.レントゲン上の DTを整復する為 CS法

に準じてロッキングプレートと遠位骨片にロッキン

グスクリューを刺入した.プレートのオパール・ホ

ールにリダクションスクリユーを刺入し，それを用

いてプレートの柄を梼骨掌側面に締め付けていく際

にスクリューヘッドが折損した.骨折の転位は他の

スクリューホールを用いて CS法で整復した.術後

経過に問題なく骨癒合した. [考察1cs法はロッキ

ングプレートとスクリユーを reductionmanoevure 

として使用して，リダクションスクリューを横骨掌

側面に締め付けて接触させることにより整復位を得

る方法である.しかし，スクリユーを締め付ける時，

プレートとスクリューは斜めに接しており，一転に

締め付け力が集中すると，スクリューヘッドが折損

する事になる.スクリューの折損を防止する為に

は，プレートと樟骨掌側面疎接近させる為の整復紺

子等の補助手段が必要である.

H・22犠骨遺位端骨折掌側プレート固定術の約5年

後に長母指屈筋臆断裂を生じた 1倒

順天堂大学整形外科 O有冨健太郎

東京労災病院整形外科 楠瀬浩一

順天堂東京江東高齢者医療センター整形外科

岩瀬嘉志

佐々木研究所附属杏雲堂病院整形外科

富田普雅

目的

樟骨遠位端骨折に対して行った掌側ロッキングプ

レート固定術後約5年経過して，長母指屈筋腫(以

下FPL)断裂をきたした 1例を経験したので報告す

る.

症例

54歳男性，右利き.平成 18年8月階段から転落

して受傷.単純X線像上AO分類C3の左横骨遠位

端骨折認めたため， LCP Distal Radius Plate (シン

セス社)を用いて骨接合術施行した.術後経過は特

に問題なく，抜釘を希望しなかったために術後7カ

月で経過観察を終了とした.平成23年5月左母指

に力をいれてから突然左母指 IP関節の自動屈曲が

不可能になった.FPL断裂の診断で手術を行った.

方形囲内筋の遠位は脂肪変性しておりプレートは癒

痕様組織で覆われていた.FPLはプレート遠位で断

裂しており癒痕組織で連続しているのみであった.

-197 -



656 

プレート抜去後長掌筋腫用いて腫移植術施行.術後

5ヵ月の現在IP関節の可動域は0-70で電気工事に

復職している.

考察

槙骨遠位端骨折に対する掌側プレート使用後の遅

発性の FPL断裂の報告は術後2年以内が多く，本

症例のように約 5年での断裂の報告は少ない.プレ

ートが遠位に設置された場合は長期の経過観察が必

要と考える.

11・23樟骨遠位端骨折術後の長母指屈筋腫鹿下断裂:

4例から得た危険因子に関する知見

埼玉医大総合医療センター整形外科

0加藤直樹

吉津貴弘

近年，樟骨遠位端骨折掌側ロッキングプレート術

後の囲筋腫皮下断裂が多く報告されるようになって

きた.これまで原因として，遠位骨片の背側転位の

残存，スクリユーの弛み，プレート遠位部の軟部組

織での被覆不足などが挙げられており，特に water-

shed line以遠への設置が避けられない遠位設置型

のプレートは，腫とプレートが接触する危険性が高

く，可能な限り避けるべきだとした報告が多い.当

科においても， 4例の長母指屈筋腫皮下断裂例が紹

介され，治療する機会を得た.断裂までの期間は 2

年6ヵ月から 4年2ヵ月であり， 4例中 3例は ACU-

LOC Distal Radius Plate (小林メデイカル)が， 1例

はDistalWindow Plate (アラタ)が用いられていた.

4例中 3例ではプレートが近位設置されていたが，

プレート遠位尺側の浮き上がりが生じており，同部

での摩耗が断裂原因として考えられた.こうした合

併症を避けるためには，整復後に，まずプレート遠

位と遠位骨片を密着した上で内固定する Reduction

and Distal First Techniqueが有効であると考えられ

た.

11・24樟骨連位端部における長母指屈筋腫の滑動性

について ープレート固定例に対する超音波

短軸像による検討ー

日本医科大学武蔵小杉病院整形外科

0南野光彦

堀口 元

日本医科大学整形外科 津泉卓哉

小寺訓江

高井信朗

[目的]超音波短軸像を用いて，横骨遠位端骨折

のプレート固定例における手関節肢位変化による長

母指屈筋 (FPL)臆滑動について検討した.

[対象及び方法]掌側ロッキングプレート固定例

12例(平均 65.3歳)を対象とした.超音波検査は

近位手首皮線上にプロープを設置し，手関節中間位，

背屈位，掌屈位，尺屈位，榛屈位における母指伸展，

屈曲時の FPLの位置を測定し，健側と比較した.

[結果]プレート側は健側と比較して， FPLが全

肢位で背尺側に変位した.FPLは両側とも中間位か

ら背屈位と尺屈位にすると背尺側に移動し，母指屈

曲でさらにプレート設置位置に近づき， 5例がプレ

ートに干渉していた.一方FPLは掌屈位では掌尺側

に，横屈位では掌横側に移動し，母指屈曲によりさ

らに樟骨から離れる方向に移動した.

[考察および、結論]近年プレート固定後の FPL損

傷の早期予見を目的に，超音波長軸像による FPL臆

滑動の検討が行われているが，全て中間位や背屈位

に限定した評価である.FPLは手関節肢位の変化や

母指屈曲により短軸方向にも移動し，背屈位と尺屈

位の母指屈曲時に，プレート設置位置に最も近づ

き，プレートに干渉しやすいことが確認された.

H・25樟骨遺位端骨折のvolarlocking plate固定後

の早期運動療法

-short sugar tongs splintの使用経験ー

富永草野病院整形外科 O草野 望

安食孝士

外川誠一郎

[目的]榛骨遠位端骨折に対する VolarLocking 

Plate (VLR)固定後は拘縮の軽減のために外固定を

行わない考えがある.一方， TFCC (Triangular fibrか

cartilage complex)損傷等による前腕回旋時の手関

節尺側部痛の早期軽減のために手関節を 2週間ほど
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外固定する考えもある.そこで拘縮と痔痛の軽減を

両立するために，前腕の回旋を制限しつつ，手関節

の掌背屈を可能とする shortsugar tongs splintを考

案したので紹介する.(方法1Sugar tongs splintの

屈側遠位部を遠位手首皮線までとし，手関節肢位を

TFCCに大きな負荷をかけず，かつ手指の自動運動

が行い易いように背屈 100 とする.本装具を肘と，

前腕近位部屈側と前腕遠位部の形状に合わせて作成

すればsugartongs splintの手掌部が無くとも前腕

の回旋は防止できる.なお手掌部には弾力包帯を巻

かない.VLP固定翌日より本装具内で手指，母指の

自動屈伸と手関節の自動掌背屈(6-stepexercise) 

を行う.本装具は 2週間以内に除去するが，前腕回

旋時痛が軽減すれば早めに除去する. (結論]作成

が簡便で，特別な器具も不要な shortsugar tongs 

splintは， VLP固定後に手関節と手指の早期運動を

可能とし，同時に手関節尺側部痛の原因となる損傷

されたτ下CCへの負荷も減ずる有用な装具である.

H・27犠骨遠位端骨折変形治癒に対する背側口ッキ

ングプレートを用いた矯正骨切り術

済生会横浜市南部病院整形外科

0杉木 正

堀 桂子

背側転位型携骨遠位端骨折変形治癒に対して背側

から openwedge osteotomyを行い，背側ロッキン

グプレート (APTUS2.5背側用 Hプレート)を用い

て固定した.症例は 3例(男 1，女 2)で手術時年

齢は 62-78(平均 65)歳，受傷から手術までの期間

は2-9(平均 6.3) ヵ月，術後観察期間は 9・13(平均

10.7) ヵ月であった. 2例で前腕囲内可動域制限が

あり， 2 例で正中神経領域のしびれ.~痛を訴えた.

手術は背側からの骨切り後，腸骨を移植し，プレー

ト固定した.骨癒合後，全例抜釘した.臨床的評価

は終痛，握力，可動域， Mayo wrist scoreを用い，

術後の X線評価では radialinclination， volar tilt， ul-

nar varianceを使用した.痔痛，握力，可動域は全

例改善し，最終診察時の Mayowrist score はexcel-

lent 1例， good 2例であった.X線上の矯正損失は

認めなかった.本プレートは設置後の伸筋腫損傷に

配慮された形状を持ち，ロッキング機構により非常

に強固な固定が可能である.原則として抜釘を要す

るが，選択してよい内固定材と考える.

11・30操骨連位端骨折に対する MIS

-SingIe por阻lMIPOの検討一

657 

盛岡赤十字病院整形外科 O薄井知道

一戸克明

[目的]榛骨遠位端骨折に対し，単一の小皮切で

方形囲内筋を温存しての骨折整復，プレート固定術

を行ったので報告する.

{対象と方法12010年8月から 2011年 10月まで

に当科で上記手術を行った 31(男 5，女 26)例，手

術時年齢は平均 58(17-80)歳，経過観察期間は平

均3.1ヶ月，骨折型はAO分類A2:11例， A3: 5例，

B3: 2例， C1: 3例， C2: 8例， C3: 2例を対象と

した手術は1.5-2cmの単一の縦皮切で方形囲内

筋を温存し行った.最終診察時，機能評価は Mayo

wrist scoreを用い， X線学的評価はRadialtilt， Volar 

tilt， U1narVarianceを計測した.

[結果1Mayo Score はExcellent15例， Good 13例，

Satisfactory 3例で， X線計測は平均Radialt坦t220， 

Volar tilt 11 0， Ulnar Variance + 0.3mmであった.

[考察・結論]我々は本手技を Singleportal MIPO 

(S-MIPO)と呼んでいるが，長尺プレート使用を要

する症例を除く例に有用であり，粉砕骨折や整復困

難例では必要に応じて術中に皮切長を延長すること

が可能で，また方形囲内筋を切離し直視下操作を行

うこともできるため，幅広い症例に対応可能であ

る.整容面でも，皮切長が短いため患者満足度は高

いと考える.

11・31掌側ロッキングプレー卜固定に Darrach操

作を併施した樟骨連位端骨折

新潟中央病院整形外科 O原 敬

(財)新潟手の外科研究所 森谷浩治

牧 裕

坪川直人

成津弘子

吉津孝衛

(目的)樟骨遠位端骨折治療後に遺残する愁訴の

大部分は遠位横尺関節 (DRUJ)に起因する.私達

はDRUJ障害を未然に防ぐ目的で内固定に併せて

Darrach操作を行う場合がある.今回，掌側ロッキ

ングプレート (PLP)固定に Darrach操作を併施し

た榛骨遠位端骨折について報告する. (対象・方法)

200与2010年までに PLP固定を行った 261例中， Dar-

-199-



6日

rach操作を併施した 4例を対象とした.手術時年齢

は69-84(平均 78.5)歳，骨折型はAO分類A2.2が

1例， A3.3が2例， C2.2が1例だった.合併する尺

骨遠位端骨折は茎状突起基部骨折 1例， Biyani分類

Type4の頚部骨折3例だった.以上の症例に対し，

寒痛および患肢の使用状況， X線学的評価を行った.

(結果)全例，手関節痛なく，日常生活動作で患肢

を使用していた.術後，尺側傾斜 (UI)の増大とと

もに手根骨の尺側移動が2例に生じた. (考察)認

知症患者や 75歳以上の尺骨遠位端粉砕または開放

骨折合併例，著明な DRUJ不安定性を有する樟骨遠

位端骨折は DRUJを正確かつ動揺性なく再建するよ

りも，むしろ Darrach操作の適応があると考えてい

る.但し，手根骨の尺側移動が術後に発生する場合

があるため， P回固定では解剖学的整復に拘らず，

UIを減じたほうがよい思われた.

H・32掌側ロッキングプレートによる樟骨遺位端骨

折の治療成績

ー術後合併症と成績不良倒の検討ー

医療法人社団悦伝会目白病院 O野池勝利

佐々木研究所付属杏雲堂病院 富田善雅

順天堂練馬病院 野沢雅彦

東京労災病院 楠瀬浩

[目的1当院で手術を行った 173例の術後合併症

と成績不良例を中心に検討を行った. [対象]年齢

は18ー--91歳，男性 56例，女性 117例.手術方法は

掌側lockingplate単独 165例，架橋型創外固定器併

用が8例であった.骨折型はAO分類でTypeA71 

例， typeB4例， typeC98例で平均観察期間は 8.1ヶ

月であった. 10例 5.9%に同側上肢の骨折や脱臼を

認めた.また肺挫傷などの他臓器損傷や脊椎損傷，

下肢長管骨骨折などを 5例 3.5%に認めた.臨床成

績は最終経過観察時に MayoWrist Scoreにて評価

し，術後合併症は臆断裂・術後感染・ CPRSなどに

ついて検討した.【結果】術後感染はなかった.臆

断裂は 5例2.8%((FPL 2例 EPL2例 EIP1例)認

めた.架橋型創外固定器を併用した 1例に，術後早

期に関節面の Collapseを認めた.Mayo wrist score 

による成績不良例は 5例あり CRPSを3例2.1%に

認め，うち 2例は創外固定器併用例であった. [考

察】梼骨遺位端骨折の治療成績は掌側ロッキングプ

レートの出現でAO分類C3型のかなりの症例に良

好な臨床成績を得られるようになってきた.しかし

ながら高度関節内粉砕骨折に対して掌側ロッキング

プレートに架橋型創外固定器を併用した場合の臨床

成績は良好とはいえず，架橋型創外固定器の併用に

は慎重であるほうがよいと考えられた.

H・33中央手掌腔・臆膜下腔に膿需を発生した化膿

性腫鞘炎の 1倒

東京都済生会中央病院整形外科

0武田和樹

亀山 真

手塚正樹

[症例171歳女性， 2型糖尿病あり.平成23年 7

月より誘因なく左手関節痛が出現し，当院受診.当

初偽痛風を疑い安静目的でシーネ固定をするも，痔

痛，腫脹の増悪， 37度台の発熱が出現し再受診.

Kanavelの4徴候のうち 3徴を認め，血液検査上，

炎症反応の克進を認めた.超音波検査で，手背側は

伸筋腫深層，手掌側は屈筋腫深層に腫を圧排する病

巣を認めた.MRIでは，中央手掌腔および腫膜下

腔に，T1WI低輝度，官WI高輝度の占拠性病変を

認めたが，基節骨のレベルでは屈筋腫腫鞘周囲に明

らかな信号変化を認めなかった.以上より手掌・手

背側発生の深部膿癌を起点とする化膿性鍵鞘炎を考

えた.手掌・手背側2か所から進入すると，中央手

掌腔，腫膜下腔のいずれにも膿の貯留を認め，第3，

第4中手骨聞で交通していた.創部培養でMSSAが

検出された.術後6ヵ月の最終観察時点で感染の再

燃を認めていない.

【考察および結論}本例では第 3，4中手骨聞を中

心に，膿揚が中央手掌腔，臆膜下腔の双方向へ蔓延

したものと推察した.超音波検査は病巣の特定に極

めて有用であった.
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H・34入院創による手指化膿性関節炎の手術治療

新潟中央病院整形外科 O渡辺牧人

倉石達也

原敬

(財)新潟手の外科研究所 森谷浩治

成津弘子

坪川直人

牧 裕

吉津孝衛

[対象および方法]2005年 1月から現在までに手

術治療を行った 6症例を対象とした.手術時年齢は

14-32歳であり全例男性であった.擢患側は右 3

例，左3例であり，擢患指は示指2例，中指 1例，

環指 2例，小指 1例であった.擢患関節は MP関

節 5例， PIP関節 1例であった.治療は手術で徹底

的にデブリドマンをしたのち，疎に皮膚を纏合して

半開放とし，抗菌薬投与を行った.以上の対象の受

傷機転と創の状態，発症から手術までの期間と経

過，手術回数と内容，鎮静化に要した期間，経過観

察期間と最終受診時%TAMを調査した.

[結果]全例が拳で殴り歯に当たり，擢患関節上

に平均 8mmの創を受傷していた.発症から手術ま

での期間は平均3日であり，初診時もしくは前医で

縫合や消毒と抗菌薬の投与を受けていた.感染鎮静

化までに要した手術回数は平均 2.7回であり，平均

29日を要していた.経過観察期間は平均 3か月で

あり %TAMは平均 84%であった.

[考察]人岐創では創が小さいため過小評価され

やすく，初診時に深部の損傷が見逃され化膿性関節

炎に至ることがある.初診時に創の深度を見極め，

適切な初期治療を行うことが大切であると考えられ

た.

11・35化膿性屈筋臆鞘滑膜炎術後のwristblock併

用下でのリハビリ効果

由利組合総合病院 O白幡毅士

化膿性屈筋腫鞘滑膜炎は状況に応じ迅速な滑膜切

除術が必要となる.しかし，術後痔痛のため早期自

動可動域訓練を十分に行えず，腫癒着による指の可

動域制限を残す可能性があり，術後リハビリにおけ

る終痛管理が重要といえる.今回，擢患指に応じて

その知覚支配神経である正中神経あるいは尺骨神経

を手関節部でブロックする wristblockを施行し，無
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痛下に指自動可動域訓練を行った.ブロックはリハ

ビリ直前に毎日 1団施行し，痔痛の強い術後 1週間

継続した.2症例に施行し，感染鎮静化とともに，

比較的良好な指可動域を得られた.wrist blockは外

在筋をブロックしないため指自動運動を阻害しない

利点がある.また， wrist blockの手技は放散痛を得

る必要がなく，正中神経で、あれば手関節皮線レベル

で長掌筋臆尺側から針を刺入し，前腕筋膜下で 5ml

程度の局麻剤を注入させることで効果を得られると

いう手技の容易さもある.wrist block併用リハビリ

の有効性について報告する.

11-37手指に多発した痛風結節の 1例

中通総合病院整形外科 O成田裕一郎

千馬誠税

野口英明

[症例]75歳，女性.6年前から両手指に結節を伴

う腫脹と変形を自覚していた.前医にて右母指掌側

の結節に穿刺を受けたところ，創が治癒しないため

当科に紹介された.初診時，両側手指末節から MP

関節にかけて皮膚の非薄化を伴う多発性の結節があ

り，単純X線像で手指関節および、手関節周囲の石灰

沈着と関節軟骨下骨のpunchedout lesionを認めた.

検査所見では， CRPO.1mg/dl，白血球数 4870/μlと

正常であったが， Hb9.9g/dlと貧血があり， BUN 

29.5mg/dl， Cr1.4mg/dlと軽度の腎不全を認めた.

血清尿酸値は 6.2mg/dlで抗 CCP抗体は陰性であっ

た.結節の生検を行ったところ尿酸塩の結晶を認

め，痛風結節と診断した.右母指の創が治癒しない

ため，皮下の結節を掻腿して創を一期的に縫合し

た.術後 2日目に右手指，手関節に腫脹，痔痛が出

現し， CRP3.9mg/ dl，白血球数 7750/μlと炎症反応

を示した.手関節からの穿刺液に尿酸結品を認め，

痛風発作と診断した.プレドニゾロン 5mg/日の投

与で症状は軽快し，創は治癒した.以後，アロプリ

ノール 200mg/日，プレドニゾロン 2mg/日にて関

節炎の再発はないが結節の縮小は見られていない.

[考察]手指に初発する痛風結節はまれであり，高

齢女性に多いとの報告がある.手術を要することは

少ないが，手術侵襲により痛風発作を発症する可能

性があり注意を要すると考えられた.
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H・38PIP関節に発症した結緩性滑膜炎の 1例

順天堂大学附属練馬病院整形外科

0林 健太郎

野沢雅彦

金 勝乾

鎌田孝

前田公

手指における抗酸菌感染による肺外病変は，比較

的稀なものとされている.軟部腫療や腫鞘炎，滑膜

炎などとの鑑別が必要になることが想定される.術

後の病理組織検査の結果，抗酸菌性滑膜炎と診断さ

れた 1例を経験したので報告する.

I症例]70歳女性.2011年 1月より右中指PIP関

節の腫脹を自覚.近医にて腫鞘炎の診断にてステロ

イドの腫鞘内注射を MP関節の掌側に約 10回行っ

た.次第に PIP関節の腫脹が増強し可動域制限を

呈するようになってきたため.2011年9月に当院紹

介初診となった.右中指は PIP関節過伸展.DIP関

節屈曲位で swanneck様であった.レントゲン上

は，骨融解像を認めず，血液学的所見上WBCCRP 

で，明らかな細菌性の感染が続いている状況は考え

にくかった.M阻所見上は.PIP関節レベルにて骨・

腫の周囲を取り巻く増強効果のある腫癌性病変を認

めた.

[治療]発症から 8ヶ月経過後PIP関節滑膜炎に

対して掌側・背側よりアプローチし滑膜切除術を行

った.術中所見では関節内に黄色調の米粒体を多数

認めた.病理組織検査にて，滑膜組織の乾酪性嬢死

像を認め，特殊染色にて抗酸菌性滑膜炎と診断し

た.術後3週より，化学療法を開始し，腫脹は内服

開始後2ヶ月で終息した.

11・39結核性手関節炎の2症例

聖マリアンナ医科大学整形外科

0吉田典之

清水弘之

新井 猛

安藤 亮

田中雅尋

別府諸兄

比較的まれと考えられる結核性手関節炎を 2例経

験したので報告する.

症例 1:65歳，男性.n型糖尿病と MCfDがあり，

他院内科でプレドニン内服中であった.紹介の 2年

前から左手関節痛と腫脹を認めたていたが，手関節

滑膜炎の加療目的で受診した.単純X線上尺骨茎状

突起の融解像を認めた.手関節背側の自壊した嚢胞

からの培養で PCR陽性となり，病巣掻胞と抗結核

薬の 3剤併用療法を行った.術後3年で，手関節の

機能は低下したが，感染の再燃は認めていない.

症例 2:69歳，女性.糖尿病性腎症に伴い.2年

間維持透析を行っている. 8カ月前から手関節背側

の腫脹と痔痛が徐々に増悪，嚢胞が自壊し，潰蕩を

形成した.一般細菌培養は陰性であったが，症状軽

快せず，単純X線で手根骨と尺骨頭に骨融解像を認

め，加療目的で紹介となった.PCR陽性であり，結

核性手関節炎の診断で豆状骨を除く手根骨と尺骨

頭，中手骨の一部を掻J1Il:!.抗結核薬4剤併用療法を

行った.術後 1年で手関節痛や再感染は認めていな

い.2例とも診断が遅れ感染の沈静化のため，広範

囲な描艇を行い，機能障害を生じていた.基礎疾患

のある易感染性の患者では結核性病変も考慮して精

査を行う必要がある.

11-42開放創のない前腕部圧挫による筋腫移行部断

裂:MRI補助診断の有用性

帝京大学医学部附属病院外傷センター

0王 耀東

佐々木頭

[はじめに]鈍的外傷による筋腫移行部断裂はき

わめてまれである.前腕部圧挫による多発筋腫移行

部断裂の 1例を経験したので，治療経過およびM阻

補助診断の有用性について報告する.

[症例]33歳，男性，約1tの車体に右前腕をはさ

まれ受傷.開放創はなかったが，前腕背側の腫脹が

著しく，直達受傷部に陥凹を認めた.感覚障害はな

かったが，母指の伸展不全および外転不全を認め

た.骨折の合併はなかった.神経麻揮も鑑別となっ

たが，局所所見より筋腫移行部断裂を疑い.M国検

査を行った.M阻画像所見から EPL断裂が確定的

となり，受傷後4日目に手術を施行した.筋腫移行

部での EPL・EPB・4-EDC完全断裂.APL・EIP不

全断裂に対し，腫縫合術・臆移行術を行った術後

8ヵ月時点で，母指の完全伸展まではできないが，愁

訴は特になく，追加手術は希望していない. DASH 

scoreも0.8と良好である.
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[考察]鈍的外傷による筋腫移行部断裂に関し，

渉猟しえた範囲では，閉鎖性骨折に合併するものを

除くと報告例がなかった.他覚的所見を得るため

に，術前補助診断として MRI検査を行い，筋腫実

質の不連続性，断裂部周囲の血腫と思われるT2強

調像での低信号域が認められ，有用であった.

11-45陳旧性上脹麻療に対し Oberlin法を行った 1

例

筑波大学整形外科 O松本佑啓

原 友紀

西浦康正

村井伸司

落合直之

症例 :4歳女児. 3年 10ヵ月前にエンテロウイル

ス71に感染し，左上肢麻揮を発症した.発症時は

肩・肘・手関節・手指の動きがなかったが，肩・肘

以外の麻輝は自然回復した.術前筋力は腕下筋，上

腕二頭筋，大胸筋鎖骨枝，三角筋が [0]であった.

上腕二頭筋は筋電図上随意収縮を認めなかったが，

M悶では筋の著しい非薄化は免れていた.尺骨神経

の一部線維を筋皮神経に移行した.術後3カ月より

上腕二頭筋の筋収縮が認められ， 1年3ヵ月で筋力

[4] になったが指屈曲と肘屈曲の co-contractureが

認められた.発症後4年 3ヵ月で副神経を肩甲上神

経に，横骨神経の上腕三頭筋枝の一部を服嵩神経に

移行した.現在術後8年で，上腕二頭筋 [4]，三角

筋 [1]，練下筋 [2]，肘屈曲 110度，肩屈曲・外転

40度である.本症例はポリオによる麻簿と類似した

臨床像で，陳旧例に対しては一般的に筋移行術が選

択されてきた.本症例は幼児で神経および、筋再生能

に期待し，神経移行術を選択した.有用な肘屈曲力

を得たが， Oberlin法の欠点である co-contractureが

生じた.

11-45神経再建後早期腫移行術を施行した上腕骨開

放骨折 (GustiUoIIIC) に伴う高位正中，尺

骨神経損傷の 1例

札幌東徳洲会病院外傷部 O辻 英樹

[症例]63歳女性.診断)右上腕骨開放骨折

(GustilloIIIC) ，上腕動脈断裂，正中・尺骨神経断裂.

上腕二頭筋・上腕筋挫減損傷，現病歴)脱穀機に右
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上腕が巻き込まれ受傷.同日当院救急搬送.現症)

右上腕中央2ヵ所の挫滅開放創を認め，動脈性出血

(+) .榛骨動脈触知(・)，末梢循環fair. 手関節，手

指屈曲不可，手掌部の知覚脱失(+).上腕骨周径7

割，幅 10rnmの骨欠損(+).経過)受傷同日デブ

リドマン，上腕動脈再建術(静脈移植 (18cm))，正

中神経再建術(排腹神経移植 (15cm))施行.術後

6日目腸骨移植，有茎広背筋移植術 (Zancolli法)

施行.可動域訓練継続，術後 3ヵ月目母指，手指屈

曲再建術(臆移行 (ECRL→FDp，EIP→FPL))施行，

術後 5ヵ月目母指対立再建術(健移行 (EDM→

APB))施行.受傷 10ヵ月時比較的良好な手指運動

が得られているが，神経再建による FDp，FPLの筋

収縮(よ受傷 18ヵ月時筋収縮(+)，テノデーシス

運動から分離した手指屈曲，母指外転運動を獲得.

[考察]本症例では受傷早期に正中神経のみ神経移

植術を施行したが，年齢，受傷部位等考慮し，受傷

より比較的早期に腫移行術を施行した.受傷 18ヵ月

時神経回復は得られてきたが，早期健移行術による

手指機能再建術が適応になると考える.

11-47肘頭骨折術後に亜急性に生じた肘部尺骨神経

障害

横浜労災病院整形外科 O東 夏奈子

山本真一

一上容司

我々は，比較的稀な肘頭骨折術後の亜急性肘部尺

骨神経障害を経験した.症例は 74歳女性. 2011年

5月に左肘頭骨折を受傷後に当科を紹介受診し，受

傷9日目に tensionband wiring法による観血的手術

が行われ，以降は外来加療が継続されていた.術後

1ヵ月頃から，徐々に左環小指のしびれ感を自覚し，

2ヵ月過ぎからは肘屈曲訓練時に増強するようにな

った.術後 3ヵ月には，肘屈曲 900伸展・500 と制限

され，Osborne靭帯周辺に骨性隆起と圧痛・ Tinel

様徴候があった.骨間筋筋力は [3] と低下し，尺

骨神経領域の知覚障害があり，肘屈曲テストで増強

した.肘部MCVは 32.3m/sと遅延し，同部位で伝

導ブロックがあった.レントゲン・ CT上は肘頭尺

側に粉砕を伴う変形治癒があり，同部位での尺骨神

経障害および、関節拘縮と診断し，術後4ヵ月に再手

術を行った.尺骨神経を展開すると Osborne靭帯

部で絞掘されており，皮下前方移行術と同時に内固
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定抜去・関節授動術を行った.術後，神経症状と可

動域とも改善傾向である.肘頭尺側変形治癒と可動

域訓練に伴う機械的刺激により，亜急性に尺骨神経

障害が生じたと考えられた.

I1I-2 上腕三頭筋腫皮下断裂の 1例

帝京大学病院整形外科 O村橋 整

木村理夫

岩井俊也

松下 陸

初期診断が遅れ，陳旧性となった上腕三頭筋皮下

断裂の手術例を経験したので，報告する. [症例1
46歳，男性.ベンチプレス愛好者.階段から転落

した際に左上腕後面を打ち，近医で打撲と診断され

た.2ヶ月後，さらに二度転倒した後から肘伸展力

の低下が明らかとなり， M悶で左上腕三頭筋腫断

裂・筋膜下血腫と診断された.最初の受傷から 3ヶ

月目に当院で手術を行った.三頭筋腫は肘頭付着部

で完全断裂し，病理所見では筋断端組織の器質化を

認めた.短縮した臆断端を引き出し，肘頭に骨孔を

作成して， Kirchmayr法で非吸収糸を用いて縫着で

きた.術後はギプス固定し， 2週後から可動域訓練

を開始.次第に筋力回復し，術後3ヶ月でADL支障

なく職場復帰となったが，術後 4ヶ月の時点で筋力

低下は依然残存している. [考察]本例では，基盤

にベンチプレスによる筋腫組織の慢性炎症・易損性

が存在していた可能性がある.上腕三頭筋皮下断裂

は早期診断が難しいとされ，本例も当初は抗重力方

向以外の肘伸展は可能であったため，確定診断まで

に2ヶ月以上を要した.陳旧例の手術では，術中に

腫断端が寄らずに腫移植等の再建を要する可能性も

考慮して，準備しておく必要がある.

I1I-5樟骨遺位隆起骨折を伴った小児Monteggia

骨折の 1例

済生会横浜市東部病院整形外科

0松井秀和

山中一良

山脇朋宏

済生会神奈川県病院整形外科佐々木 孝

小児Monteggia骨折に横骨遠位隆起骨折を伴った

稀な BadoType4を経験したので報告する.症例は

2歳女児，走り回っているときに転倒し受傷.母親

が気付いたときには右腕を痛がり泣いていた.近医

受診し Monteggia骨折の診断にて徒手整復外固定

され，翌日当院受診.右前腕の痔痛，腫脹，変形，

肘関節可動域制限を認めるが神経学的所見は認めな

かった.x線にて尺骨骨幹部骨折，樟骨頭前方脱臼，

梼骨遠位隆起骨折を認め横骨遠位隆起骨折を伴う

Monteggia骨折 BadoType 4と診断.同日，全身麻

酔下にて徒手整復をおこなった.牽引にて尺骨骨折

の整復は可能であり，阻rschner銅線で髄内固定と

した.尺骨を固定することで樟骨頭脱臼は整復さ

れ，隆起骨折は保存療法とし外固定とした.術後3

週で銅線抜去.術後 3ヶ月で可動域制限なく経過良

好である.

本症例のような横骨遠位隆起骨折を伴う小児

Monteggia骨折は，我々が渉猟し得た範囲では散見

できなかった.受傷機転は長軸力と回旋力が同時に

働き，遠位にも損傷が生じたものと推定される.こ

のような症例を見逃さないようにするためには， x
線で肘関節周囲の観察に加え，前腕中央，手関節周

固まで隆起骨折など不全骨折を示唆するような皮質

変形まで注意深く観察することが重要である.

I1I-8先天性深指屈筋短縮症の 1倒

駿河台日本大学病院整形外科 O相馬大鋭

豊泉泰洋

長尾聡哉

長岡正宏

[目的]先天性深指屈筋短縮症の 1例を経験した

ので報告する.

[症例]28歳，男性.主訴:左中環小指の伸展障害.

現病歴:幼少時より左中環小指伸展困難を自覚し

た.近医受診し，当科外来紹介初診した.

初診時現症:中環小指の PIp.DIP関節の伸展制

限を認めた.手関節掌屈時，中環小指が伸展可能と

なり d戸1ar凶ctenodesis effect陽性だった.

単純X線にて，尺骨近位内側に 8mm大の骨練を

認めた.

単純cr，単純M阻，エコーでも同様に骨聴を認

め，先端から線維性組織の走行を認めた.

骨練による深指回筋の滑走距離短縮と考え，手術

を施行した. FDPを尺骨より剥離し，尺骨近位に骨

糠と遠位へ走行する索状の靭帯を認め，これらを切
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除し病理検査に提出した.ある程度中環小指が伸展

可能となるも不十分な為， FDPに対し muscleslid-
ing procedureを追加し，手関節300背屈位で MP関

節00，PIP' DIP関節 200まで伸展可能となった.

病理診断は脅糠だった.

[考察]尺骨近位に生じた骨耕より FDPの一部が

異所性に起始した先天性深指屈筋短縮症が 1例のみ

報告されており，本例はこれに類似した.幼少時の

発症で，明らかな外傷歴もなく，画像検査にて外傷

の既往を窺わせる変形はなかった.異所性起始は骨

聴に限局し，筋腹も正常であったことから，本症例

は先天性に生じたものと考えられた.

1lI・9 先天性小指深指屈筋欠損の 2例

国立成育医療研究センター整形外科

0福岡昌利

高山真一郎

谷沸l綾乃

日下部 浩

関 敦仁

先天性小指屈筋欠損は浅指屈筋ではしばしば認め

るが，深指屈筋(以下 FDP)は極めて稀である.

今回われわれは FDP欠損に対し手術を行った 2例
を経験したので報告する.

[症例]

症例は 4歳(症例 1)，8歳(症例 2)の男児2例.

生下時より小指の自動屈曲が不能で近医で経過観察

されていたが改善しないため当院へ受診となった.

2例とも小指の伸展は問題なかった.MP関節の自

動屈曲は可能であったが， PIP関節， DIP関節の屈

曲は不能であった.他動屈曲はほぼ正常であった.

他指には異常を認めなかった.小指FDPの障害と

判断し，手術を施行した.いずれも固有指部でFDP
臆が存在し， MP関節近位でこれを牽引すると指の

屈曲が得られた.手掌より中枢では FDP腫が線維

性組織に移行し，中枢側の連続性は失われていた.

それぞれ遺残した FDP腫中枢端を手掌部で環指の

FDP腿に端側縫合することで、再建を行った.症例 1

は術後3年で自動屈曲 PIP700，DIP600，症例2は

術後8か月で癒着剥離術を追加し，再手術後3か月

で自動屈曲 PIP600，DIP400が得られた.

[考察]極めて稀と考えられる先天性小指 FDP欠

損の 2例とその治療について報告した.小指の遺残
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FDP臆を環指FDP腫に端側縫合することで良好な

成績が得られた

1lI-12 尺骨近位端に発生し榛骨頭脱臼を生じた

Me旬chondroma加sisの1倒

順天堂浦安病院整形外科 O市原理司

原章

東京労災病院整形外科 楠瀬浩

順天堂大学整形外科 金子和夫

症例:5歳女児.転倒し左手をついた際に左肘が

腫れたため近医受診.X線で樟骨頭脱臼を指摘さ

れ， Monteggia骨折の疑いで当院紹介受診となる.

来院時のX線で尺骨近位に骨性隆起を認め，樟骨

頭が前方に脱臼し徒手的に整復不能であった.手

指，両側膝，股関節にも骨性隆起を認め，右示指中

節骨骨幹端部に内軟骨腫様の骨透亮像を認めた.家

族内での発症は見られなかった.初診から 2カ月後

に腫湯切除，および観血的脱臼整復術を施行した.

術中所見として輪状靭帯は非薄化し，樟骨頭は前方

に脱臼していた.尺骨近位部の腫虜切除を行ったの

ち，榛骨頭は徒手的に整復されたが，術中容易に脱

臼するため長柄reによる近位槙尺関節の仮固定を

行なった.術後 3週で抜釘し，術後4週でギプスを

除去した.術後3ヶ月で肘関節可動域は屈曲 1200，

伸展 100，囲内 300，回外80。と前腕回旋制限を認

めるも，榛骨頭の前方脱臼は整復されている.本邦

での Metachondromatosis発症の頻度は膝関節，股

関節，肩関節，手指での報告が多く肘関節では比較

的稀である.

1lI・15 s'ロバ百関節症変化を伴う有頭骨体部偽関

節の 1例

さいたま赤十字病院整形外科 O白川 健

代田雅彦

[症例139歳，男性，職業は電気工事. [現病歴]

明らかな外傷歴は無い.10年ほど前から右手関節

痛を自覚しており，最近になり終痛が増強したため

受診.背側手根間関節レベルに広範に圧痛を認め，

Xp， crでは，有頭骨体部偽関節の短縮変形に伴う

手根骨高の減少，軽度の釘T/τE関節症を， M阻で

は，有頭骨の近位優位に輝度変化を認め無腐性壊死

を示唆した. [手術所見]可動性を有する硬化性偽
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関節部を新鮮化した後に，有頭骨長再建のため腸骨

ブロックを挿入，血管柄っき第2中手骨を移植し，

創外固定を併用した.術後約 3ヶ月で骨癒合が得ら

れ，有頭骨長および手根骨高は改善した.術後 10ヶ
月時，寒痛はほぼ消失し，握力は術前 199から 38kg

へと改善した. [考察]本症例は，有頭骨体部偽関

節による短縮変形から SIT/TH関節症を続発し，

骨頭は圧潰には陥っていないものの二次性に壊死に

陥っていると考えられた.有頭骨長の再建による関

節症の進行防止と血行不良に陥っている偽関節部の

確実な骨癒合を一期的に解決するために，血管柄っ

き骨移植と腸骨ブロック移植の併用は有用であっ

た.

III-16 腸骨boneperios蜘 1boneで靭帯再建を

行った三角有鈎骨関節不安定症の 1例

(財)新潟手の外科研究所 O坪川直人

牧裕

成海弘子

森谷浩治

吉津孝衛

症例 :24歳男性 左手関節を最大屈曲尺屈して

品物を押さえハンマーで叩く作業を続けてから左手

関節尺側部痛出現した.近医で保存治療を行ったが

症状は軽減せず，症状発現1年後に当科を紹介され，

受診した.初診時τ'FCC，尺側手根伸筋腫，三角有

鈎骨関節部に圧痛を認めた.x線， MRI，手関節造

影で所見なく，ストレスX線，手関節鏡で三角有鈎

骨関節不安定症と診断した.関節を仮固定したが症

状続くため，腸骨稜から採取作成した boneperios-

teal boneを用いて，三角有鈎骨関節の靭帯再建術を

行った.

術後軽度の手関節痛，可動域制限を訴えるも職場

復帰した.尺側の手根骨中央関節不安定症は比較的

稀で，診断が非常に難しい.ストレス X線，シネグ

ラフィ一，関節鏡が有用と考えられるが手根靭帯損

傷が軽度の場合，診断は困難である.手根伸筋を用

いた靭帯再建術や，部分関節固定術が行われてい

る. bone ligament boneによる手根骨間靭帯再建に

は，榛骨第3区画伸筋支帯，第2中手骨と小菱形骨

間靭帯，第 3中手骨と有頭骨間靭帯，足根骨間靭帯

が使用されているが，今回使用した腸骨稜から厚い

骨膜を用いる方法は，大きさも比較的自由に採骨で

きるため有用な方法である.

III・17 ボウリングのツーフィンガー(サムレス)

投法で有鈎骨骨折を生じた 1例

独立行政法人国立病院機構村山医療センター整形外科

0田謹 聞

[症例l
症例は 22歳男性，母指をボールに入れず，中・

環指だけで投げるツーフィンガー投法(以下変則投

法)で4ヵ月間にわたり毎週 12-18ゲームボウリ

ングをしていた.右手掌部痛にて当院を受診した.

外傷歴ないものの，右手掌部の圧痛を認め， xp.cr
検査から右有鈎骨骨折と診断した.保存的治療にて

痔痛改善し骨癒合が得られた. Quick DASH score 

は0.0点， Modified Mayo Wrist score はexcellentで

あった.

{検証方法]

変則投法が本骨折の原因となり得るかを， 8台の

赤外線カメラを用いた 3次元動作解析装置 (MAC

3D system， Motion Analysis lnc.)を使用して測定・

検証を行った.肩・肘・手指・仮想ポール中心に，

計 13個のマーカーを貼付し，通常投法・変則投法，

それぞれについてサンプリング周波数 120Hzで測

定を行った.

[検証結果・考察]

水平面においてボールの中心軌跡と手指の軌跡に

ついて両投球動作を比較したところ，通常の持ち方

で、行った投球動作ではボールの中心軌跡は中指の軌

跡と重なったが，変則投法では中心軌跡は環指の軌

跡と重なった.

手根骨骨折の 2%に認める有鈎骨骨折の多くは直

達外力によるとされる.本症例では，変則投法によ

り尺側屈筋群から有鈎骨への力が強くかかり続けた

事による介達外力での骨折と考えられた.

-206-



III・18 有鈎骨鈎骨折に対する Hookof Hamate 

Pull Testの有用性

聖マリアンナ医科大学整形外科

0清水弘之

新井 猛

吉田典之

安藤 亮

田中雅尋

別府諸兄

川崎市立多摩病院整形外科 松下和彦

目的:最近の有鈎骨鈎骨折例に 2010年Wrightら

により報告された Hookof Hamate Pu11 Test (Pu11 

Test)を行い，この徒手検査の有用性について検討

した.

対象:新鮮例2例，偽関節9例の 11例(右側2例，

左側 9例，男性 10例，女性 1例)で，平均年齢 40

歳であった.受傷原因は野球2例，ゴルフ 5例，交

通事故2例，転倒2例であった.診断は最近の 4症

例にPu11Testを行い，画像は手根管撮影と cr検

査を行った.治療は新鮮例の 1例にギプス固定を行

い，他の 9例には鈎直上切開で骨片を摘出した.受

傷から手術までの期間は 4日から 14ヵ月(平均 8ヵ

月)であった.

結果:Pu11 Testは4例全例で陽性所見を示した.

保存例は癒合し，手術例では小指球部の痔痛は消失

し，術後2ヵ月で仕事やスポーツに復帰した. 1例

で小指のしびれを認めたが， 3週間で消失した.

考察:Pu11 Testは環・小指 DIP関節を屈曲させ

たまま検者が手関節を中間位から尺屈させ抵抗を加

えると有鈎骨鈎周囲に痔痛が誘発される検査で，新

鮮例と偽関節例でも有用性が示された.診断では受

傷機転と小指球部の圧痛があれば，本骨折を疑うこ

と，さらにPu11Testが陽性なら手根菅撮影で不明

瞭な場合でも cr検査を行うべきである.

III-21 ICG蛍光遺影法により穿通枝の同定を試み

たDistallybased Radial artery perfora-

旬rflapの経験

順天堂大学医学部形成外科 O林 礼人

水野博司

Distally based radial artery perforator flap 

(DBRAPF)は前腕の主要動脈である槙骨動脈を温

存する穿通枝皮弁として有用であるが，皮弁の Piv-
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ot pointとなる穿通枝の位置にばらつきがあり，通

常のドップラー血流計を用いても同定が困難である

ため，その術前評価がひとつの課題となっていた.

今回我々は， ICG蛍光造影法を用いて同皮弁の穿通

枝同定を試み，良好な結果を得たので，その有用性

と実際について報告を行う.

症例は 64歳男性.2歳時に受傷した右手母指背側

の熱傷蝦痕部に約 2cm大の皮角様結節を生じ，近

医にて手術施行されるも，有耕細胞癌の診断で断端

陽性であった為当科紹介受診となった.

熱傷癒痕部も含めた拡大切除を行い， DBRAPFに

て欠損部の再建を行ったが，皮弁デザインの際に

ICG蛍光造影法を施行し， Pivot point (pp)となる穿

通枝の検索を行った.その結果，茎状突起から近位

約 5cmにICGの集積部位を認め，同部を PPと考

え皮弁をデザインすると，集積部位に一致して穿通

血管を認め，円滑な手術が可能であった. DBRAPF 

並びに ICG蛍光造影法の有用性を検討する.

III-23 バレーボール全国大会に復帰した尺骨神経

損傷と多数屈筋腫損傷の 1例

岐阜県総合医療センター整形外科

0野々村秀彦

横井達夫

佐竹崇志

複数の屈筋腫損傷を伴う尺骨神経損傷の術後，バ

レーボール全国大会に復帰した 1例を経験した. 15 

歳女性，バレーボール選手.ガラスで前腕遠位を切

り，尺骨神経損傷，尺脅動脈損傷，中指 FDP・環

指 FDP/FDS.小指 FDP/FDS.FCU腫損傷を受傷.

受傷当日に手術(神経縫合，動脈吻合，屈筋腫縫合

(吉津 I法))を行い， 3週の外固定後，理学療法を

開始.術後3ヵ月時釦11grip可となり握力は健側比

25%，尺骨神経領域のしびれ軽減.術後 4ヶ月時，

握力は健側比 50%，レシーブ可能となる.術後 5カ

月時，試合に復帰.術後8ヶ月時に握力は健側比86

%， しびれ消失し小指のs-2PDはS4， S-W はblue，

電流知覚闘値(Current Perception官lreshold:CPT) 

も正常であった.インターハイなど高校バレーボー

ル全国大会にレギュラーとして出場.術後 1年 8ヶ

月時に握力は健側比 96%，S-W もgreenに回復.

尺骨神経麻癖は残存したが仕ickmotionで巧みに代

償していた.吉津 I法は非常に有用な健結合法であ
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った.巧織運動障害は残存したが積極的な理学療法

により全国大会レベルで競技に復帰した.

m-26 肩人工骨頭置換術後に生じた鎖骨遠位端骨

内ガングリオンの治療経験

済生会川口総合病院整形外科 O菅田祐美

太田 剛

東京医科歯科大学整形外科 若林良明

土浦協同病院整形外科 石突正文

[はじめに]骨内ガングリオンは上肢では手根骨

に好発し，鎖骨に生じることは非常にまれである.

今回我々は肩人工骨頭置換術後に生じた鎖骨骨内ガ

ングリオンを治療したので報告する.

[症例]71歳女性.主訴:右肩痛.平成 7年cuff

tear arthropa出yと診断され，人工骨頭置換術と腫

板修復術を施行された.術後廃痛なく経過していた

が，平成23年2月より右肩痛出現.圧痛は鎖骨遠

位端に存在.単純X線・ crにて同部に境界明瞭な

骨透亮像を認めた.上腕骨頭は上方・内方へmigra-

tion していた.病巣描~を施行したところ，嚢胞壁

の骨折や穿孔はなく，病巣は肉眼的には粘液状物質

を伴う変性線維組織であった.術翌日より痔痛消失

した.病理学的に骨内ガングリオンと診断した.

[考察]鎖骨発生の骨内ガングリオンはまれであ

り，我々が渉猟しうる限りでは数例の報告のみであ

った.本症例では骨頭置換術後 16年を経て腫板機

能不全を背景に，機械的ストレスから生じたものと

推察された.肩峰・関節嵩の変形に対する処置を行

わなかったが，術直後より除痛が得られたことか

ら，痔痛の原因が骨内ガングリオンの内圧上昇にあ

ったことが示唆された.

m・27 中指基節骨に広範な骨浸潤を伴った巨大腿

鞘巨細胞腫の 1倒

駒沢病院整形外科 O高野勇人

吉川泰弘

別所祐貴

[はじめに]近年，腫鞘巨細胞腫 (giantcell tumor 

of tendon sheath，以下 GCITS)は結節性腫鞘滑膜

炎 (nodul訂 tenosynovitis)とも称され，指祉に好発

する良性腫療である.今回我々は，中指基節骨の屈

筋腫腫鞘に発生し，対側骨皮質まで広範な骨浸潤を

伴った GCITSの治療に，骨移植術を要した 1例を

経験したので報告する. [症例]半年前より左中指

基節部に腫癌を自覚し，近医にてガングリオンと診

断されたが，その後も増大したため当院を受診し

た.単純X線およびM悶にて基節骨内に広範な骨

浸潤を認め，開放生検にて GCITSと診断した.手

術は全身麻酔下で腫蕩摘出後，骨欠損部に肘頭から

の骨移植術を行った. [結果]術後3か月の時点で

骨癒合は良好で，関節可動域は DIP0-700， PIP 5 

_840， MP -10-940であった.【考察]手指に発

生する GC口ちはその約 20%に骨病変を認め，骨浸

潤を呈するものは約 4%と非常に少ない.また本症

例のように，腫揚摘出後の広範な骨欠損部に，骨移

植術を要した症例は極めて稀である.今後は再発に

留意し，慎重な経過観察を要すると思われる.

m-28 手関節に生じた色素性繊毛結節性滑膜炎及

び臆鞘巨細胞腫の2倒

新潟中央病院整形外科 O倉石達也

護謹牧人

(財)新潟手の外科研究所吉津孝衛

牧 裕

坪川直人

成津弘子

森谷浩治

(はじめに)

色素性繊毛結節性滑膜炎(以下 PVNS) と腫鞘巨

細胞腫(以下 GCTIち)は両者とも滑膜由来腫蕩で

ありその本態は同じと考えられている.手関節に生

じた 2症例を報告する.

(症例 1 PVNS) 

83才女性.3ヶ月前より手関節に腫脹を生じ近医

を受診.穿刺にて血腫を 10回程度吸引されるも改

善しないため，当科を受診.x線にて DRUJに関節

症変化， M阻にて伸筋腫周囲に液体貯留， DRUJ周

囲に血液貯留を疑わせる所見を認めた.PVNSを疑

い，手術を施行.伸筋腫周囲の滑膜を切除，尺骨頭

を切除し， DRUJ内の病巣滑膜も十分に切除した.

病理結果は PVNSに矛盾しない所見であった.

(症例 2 GCITS) 

28才女性.半年前より右手関節榛掌側部の腫癒

を自覚.近医にてガングリオンと診断され放置して

いたが，徐々に増大してきたために当科受診.x線
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では異常なく， M阻にて手関節に接する腫療を認

めた.生検にて GCTISの診断を得，二期的に腫場

切除を施行した.

(考察)

両者は病理学的には似ているが，肉眼所見，関節

内出血の有無，発生場所に違いがみられる.治療に

は滑膜組織を含めた十分な病巣の切除が再発防止の

為に必要である.

III-29 コンパートメン卜を超えて存在した前腕巨

大指肪腫の 3例

川崎市立川崎病院 O河野友祐

堀内孝

越智健介

堀内行雄

駒沢病院 吉川泰弘

慶臆義塾大学病院 田島康介

[はじめに]今回我々は前腕深部に発生した脂肪

腫が骨間膜のレベルでコンパートメントを超えて増

大した 3症例を経験したので報告する[症例]症例

1. 60歳男性.右前腕部の腫癌を自覚し来院した.

M阻で骨間膜を貫くようにしてコンパートメント

を超えて存在する腫湯を認めたため前・後方の二つ

の皮膚切聞を用いて手術を施行した.術後一過性に

後骨聞神経麻癖が出現したが3カ月で改善し 4年が

経過した現在MRIでも再発を認めていない.症例

2. 59歳男性.右前腕の腫脹と中指の伸展障害を主

訴に来院した.M悶でコンパートメントを超えて

存在する腫蕩を認めた.同様に 2皮切を用い手術を

施行した.術後伸展障害も改善し術後 1年経過した

現在再発を認めていない.症例 3.60歳女性.右前

腕部の腫癒を自覚し来院した.M闘で症例 1，2と

同様の腫蕩を認めたため手術で摘出した.術後半年

が経過した現在再発を認めていない. [考察]脂崩

腫は軟部腫蕩のなかでも最も多い.しかしコンパー

トメントを超えて存在する前腕部腫揚は比較的稀で

ある.このような場合には術前に適切な画像評価を

行い皮膚切聞を前・後方の 2つ用いて腫蕩を全摘す

る必要がある.
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III・30 環指に生じた血管平滑筋腫の 1例;

A伺 seof leiomyoma of the ring finger 

札幌東徳洲会病院整形外科 O畑中 渉

[はじめに]血管平滑筋腫は下肢に発生すること

が多く，指に発生することは稀であり，その報告も

少ない.46歳男性の環指に発生した平滑筋腫の手

術例を経験したので報告する.

[症例]46歳，男性.受診8カ月位前より右手環

指MP関節掌側部に腫癌形成を自覚していた.腫

癌形成を主訴に初診となる. しびれ自覚はなし.環

指 MP関節掌側部に二房性の弾性硬の腫癒を触知

するが圧痛は認めなかった.単純X線像上は異常

を認めず.エコー検査にて，辺縁整で境界明瞭，内

部は不均一な無エコーの腫癌形成を認めた.腫鞘上

ガングリオンの疑いにて，腫虜摘出術を行った.腫

癌は実質性で，腫鞘とは別であった.病理学的に平

滑筋腫の診断であった.術後，機能障害は認めず，

再発もなかった.

[考察]血管平滑筋腫は， 30-50歳代の女性の下

肢，特に膝より遠位部に好発する腫楊で，手指での

発生は，全血管平滑筋腫の約 10%，手指軟部腫虜

の0.08%と稀な腫療である.手術摘出後の再発はほ

とんど無いとされている.

[結語]比較的まれな手指に発生した平滑筋腫の

1例を報告した.術前に診断されることは稀である

が，鑑別診断のーっとして念頭に置く必要はある.

III-32 所見が乏しいグ口ムス腫需の一例

泉整形外科病院 O撞谷純一郎

高原政利

加藤義洋

目的:グロムス腫蕩は指尖部とくに爪下に発生す

る有痛性腫療で， blue spot， pin-point tenderness， 

cold intoleranceを3徴とする.今回所見が乏しいグ

ロムス腫蕩の一例を経験したので報告する.

症例:51歳男性， 2年前から指の痛みを自覚して

いた.初診時小指指腹に pin-pointtendernessを認

めたが， blue spot， cold intoleranceはなかった.単

純X線やcrでは骨の圧痕はなく， M阻ではT1強

調像で低信号，T2強調像で淡い高信号の腫癌様陰

影 (3X4mm大)を認めた.グロムス腫楊を疑った

が，所見が乏しいため手術治療を麗踏した.しかし

痛みが継続していたので，相談の結果手術を施行し
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た.掌側アプローチにて切開生検を行い，径 3mm

程度の褐色の腫癌があったので切除した.病理組織

学的には腫蕩細胞は多角から紡錐形で広い胞体を有

しSMA染色も強陽性であり，グロムス腫蕩と診断

された.術直後から痛みと圧痛は消失した.

考察:3徴のうち一つしかないグロムス腫療もあ

るので注意を要する.

皿・33 手関節に発生した滑膜骨軟骨腫(症)の2例

弘前大学大学院医学研究科整形外科学講座

0藤田有紀

湯川昌広

鈴木雅博

藤哲

弘前記念病院 植山和正

[目的]滑膜骨軟骨腫は滑膜の結節性骨軟骨化病

変を生じる比較的稀な疾患であり，その中でも稀で

ある手関節に発症した滑膜骨軟骨腫(症)を 2例経

験したので報告する.

[症例】症例 1:75歳女性.50歳代後半から右手

関節掌側に腫痛を自覚し近医で右手根管開放術施

行.5年前より同部位に腫痛を自覚ししびれも出現

したため来院.正中神経・尺骨神経麻樺を認め，切

除術施行.腫蕩は屈筋臆の周囲・臆鞘内にも増生し，

正中・尺骨神経は絞掘されており剥離術も施行した.

症例 2:59歳女性.右手で物をとろうと回外位と

したところ右手関節痛出現.受傷後3カ月で当科初

診.M阻上， DRUJに掌側に腫蕩性病変を認め，被

膜ごと腫蕩を摘出した.

[結果12例とも病理組織診断で滑膜骨軟骨腫(症)

と診断され，症例 1では手関節掌側，症例 2では

DRUJ掌側関節包に断裂があり，手関節滑膜由来の

滑膜骨軟骨腫(症)と考えられた.

[考察]治療法は，本症例のように腫揚による症

状を伴う場合は腫蕩切除や滑膜切除を行うが，再発

の報告もある.無症候性のものでは保存療法も適応

となるが，腫湯増大により変形性関節症や悪性化を

生じる可能性があるため，定期的な経過観察が必要

である.

III-34 診断に難渋した豆状骨類骨骨腫の llJlJ
慶臆義塾大学整形外科 O堀 桂子

中村俊康

岡崎真人

佐藤和毅

戸山芳昭

池上博泰

まれな豆状骨類骨骨種の 1例を経験したので報告

する.

症例:35歳男性. 1年前の外傷後から遷延する右

手関節痛を主訴に来院した.初診時，豆状骨周囲に

圧痛を認め，手関節尺屈・背屈で痔痛は増悪した.

単純X線像では異常を指摘されず， MRIで手関節

と三角豆状関節の水腫を認めた.診断のため施行し

た手関節鏡では，月状三角靭帯損傷と滑膜増生を認

め，滑膜切除を行った. しかし症状は遷延し，手関

節尺側の腫脹は増悪した.経時的に単純X線像で

豆状骨が肥大し，手尺側への放散痛を訴えるように

なった.炎症性の豆状骨肥大による Guyon管症候

群と診断し， Guyon管開放と豆状骨部分切除を施行

したところ，一時的な痔痛の改善をえたが，数カ月

後には再び豆状骨が増大し，夜間痛を訴えた.これ

までの画像の再検討， cr， M阻画像から類骨骨腫

を疑い， nidusを含む豆状骨の近位半分を切除した

ところ，術直後より痔痛は消失した.病理では類骨

骨腫であった.術後 1年現在，再発を認めない.

考察:外傷を契機に発症した庵痛であっても骨腫

療を除外すべきでない.豆状骨発生の類骨骨腫では

豆状骨肥大が特徴的だ、った.

III-35 レックリングハウゼン病に合併した暢骨勤

脈破裂の 1症例

石心会狭山病院整形外科 O山田哲也

野本 栄

東京医科歯科大学整形外科 若林良明

[症例169歳のレックリングハウゼン病女性.主

訴は右前腕部腫脹.6歳時より右前腕から手掌にか

けて皮膚に弁状に下垂する軟部腫蕩を認めた.軟部

腫蕩部に突然著名な腫脹が出現し，当院受診.

右前腕に著明な腫脹を認めた.樟骨動脈は触知不

能で正中神経領域のしびれを認めたが，手指血流障

害，運動障害，コンパートメント徴候なし.エコー

造影cr，MRIにて樟骨動脈破裂による血腫と診断
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した.全身状態は安定しており，入院後，他部位の

動脈癒合併を否定して発症 6週で手術を施行した.

手術は血腫・腫蕩切除を行い，榛骨動脈は結殺した.

病理では榛骨動脈の動脈硬化，血管壁の破綻と，動

脈周囲に広範なびまん性神経線維腫を認めた.術後

再出血なく経過良好である.

[考察]

レックリングハウゼン病に伴う皮下出血は稀な合

併症で，本症例では神経線維腫による動脈圧迫虚

血，脆弱化が断裂の原因と考えられた.出血は弛緩

した神経線維腫内に巨大な血腫を形成する.手術で

は神経線維腫の血管が脆弱なため多量に出血し，他

部位の動脈破裂合併もありうるため，全身検索後の

待機手術とし，術中出血への準備が必要である.

1lI-38 手指に発生した Pacinianhyperplasiaの

2例

駒沢病院整形外科 O別所祐貴

吉川泰弘

高野勇人

[はじめに]手指痔痛の原因となる疾患は多々あ

るが， Pacinian hyperplasiaの認知度は低いと思わ

れる.今回，短期間に 2例の Pacinianhyperplasia 

を経験したので報告する.

[症例]症例 1，59歳女性.誘因なく 2か月続く

左環指痛で受診した.基節部掌槙側に圧痛を認め

た.触診，画像検査で明らかな腫蕩性病変は認めな

かったが，神経性腫療を疑い手術を施行した.神経

自体の病変は認めなかったが，顕微鏡下に神経周囲

に連なる 4個の Pacini小体を認め，摘出した.症例

2，36歳男性.誘因のない 10年来の右小指痛で受診

した.末節部尺側に圧痛を認めた.M闘でT1WI低

信号，T2WI高信号の腫虜性病変を認めた.手術を

施行し，顕微鏡下に細い神経線維に連続した 3個の

Pacini 小体(1個は肥大)を確認し摘出した.2例
共に，術後 1年の現在，終痛は消失している.

I考察)Pacinian hyperplasiaは知覚受容器の 1つ

である Pacini小体の形成異常であり，稀な疾患であ

る.外傷を由来とする説があるが，約半数は本症例

と同様に明らかな誘因がない.腫癒性病変として触

知される事もあるが，その大きさから M阻で描出

困難な例も多いと思われる.存在を知らないと診断

が困難であり，明らかな圧痛点を伴う手指痔痛例で
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は疑うべき疾患として認識する必要がある.

1lI-40 mallet血umbの1例(ACase of Mallet 

百四mb)

東京慈恵会医科大学形成外科学講座

0西村礼司

松浦慎太郎

森 克哉

内田 満

Iはじめに]骨性 malletthumbはまれな外傷であ

る.我々は，関節面3分の 1以上の骨片を伴う骨性

mallet thumbに対し， extention blockを利用した

closed reduction (石黒法)を行い良好な結果を得た.

[症例)29歳，男性.自転車乗車中に転倒して受

傷した.受傷後3日目に紹介受診し末節背側の EPL

付着部に骨片を認めた.受傷後5日目に手術を行っ

た.術後7ヵ月の関節可動域は， IP関節自動伸展

160屈曲 460であった.

[考察)mallet thumbは槌指全体の約 1割であり，

骨性 Malletτnumbは槌指全体の 1%以下のまれな

外傷である. mallet thumbの発生が少ない理由とし

て，母指が最も短く外傷を受けにくいこと， EPLが

太く断裂しにくいことが報告されていた.本邦にお

ける骨性malletthumbの詳細な症例報告は 6例の

みであり，全例観血的治療を行っていた.今回われ

われは非観血的治療を行い良好な結果を得た.

1lI-42 mallet骨折に対する microscrew固定法

一手術手技の改良点

国立印刷局東京病院 O志村治彦

片倉麻衣

東京医科歯科大学整形外科 若林良明

一村昭元

[はじめに]関節面の 30%以上の骨片で背側長が

3mm以上の mallet骨折に対して exiensionblockと

flexion blockを利用した microscrew固定法を行っ

てきた.第 25回東日本手外科学会や第 54回日本手

外科学会において，その手術方法や治療成績につい

て報告した.症例数の増加とともに，その治療方法

にも改良を加えてきたので報告する. [治療方法の

改良点)1 two exiension block法を用いて整復し

ている. Screw挿入時の転位を防ぐために有用であ
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る.2 flexion blockは末節骨掌側にわずかにかす

めるように blockするようにしている.ここに間隙

があると整復位の転位が起こりやすい.3 骨片の

大きさに応じて microscrewを使い分けている(径

1.0mm， 1.3mm， 1.5mm). 4 当初は外固定をしな

かったが，現在はアルフェンスシーネ固定を術後2

週間行なっている.手術侵襲が非常に小さいため，

患者サイドの治療に対する理解が必ずしも得られな

いためである. [考察]骨片が割れたり， screwが

折損したりという，本方法に特徴的な合併症はなか

った.全症例に適用できるわけではないが，適応を

選べば本方法は非常に有用である.

III-43 徒手整復不能であった示指 DIP関節開放

性脱臼の 1倒

佐久総合病院整形外科 O加瀬雅士

若杉蕗磨

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科整形外科学分野

若林良明

二村昭元

[はじめに]

徒手整復不能な DIP関節脱臼は稀な外傷であり，

FDPや掌側板の介在が報告されている.今回我々

はFDPの介在による 1例を経験し，整復方法につ

き若干の知見を得たのでこれを報告する.

[症例1
55歳男性.ソフトボール中にボールを示指に強

打し受傷.右示指 DIP関節は過伸展位となり，遠位

指節皮線上の約 1cmの開放創を認め，同部より中

節骨骨頭が露出していた.単純レントゲン写真では

DIP関節の背側脱臼を認め，末節骨は側方にも変位

していた.指神経ブロック下に徒手整復を試みたが

整復不能であった.術前の単純レントゲン写真から

整復阻害因子として FDPの介在を疑い，開放創よ

り愛護的に単鈍鈎を挿入して FDPを引き出すと容

易に脱臼は整復された.DIP関節を伸展位で2週間

シーネ固定し，可動域訓練を行った.術後 10週の

時点でDIP関節伸展O度屈曲 46度であった.

[考察]

徒手整復不能な DIP関節脱臼の場合，通常背側

または掌側から DIP関節を展開し整復阻害因子を

解除する必要がある.本症例は末節骨の側方転位か

らFDPの介在を疑い，開放創から FDPの介在を解

除し整復することが可能であった.

III-44 第2・第3CM関節掌倒脱臼骨折の 1例

慶慮義塾大学整形外科 O大橋麻依子

岡崎真人

佐藤和毅

中村俊康

戸山芳昭

池上博泰

[はじめに]今回，稀な外傷である第2・第3CM

関節掌側脱臼骨折を経験したので，若干の文献的考

察を加えて報告する.

[症例144歳男性.バイク走行中に自動車と接触，

転倒し受傷した.初診時，左手はびまん性に腫脹し

ており，手指はほとんど動かせない状態であった.

単純X線で第2中手骨基部および小菱形骨の粉砕

骨折を認め，第2・第3CM関節は掌側脱臼していた.

小指基節骨骨折，中指末節骨骨折も合併していた.

受傷後2日目に手術を行った.関節面の粉砕が高度

のため骨接合術は断念し，キルシュナー銅線による

関節固定術を施行した.術後 1年現在，骨癒合は得

られ，手指拘縮，~痛はない.握力は健側比 85.4%

で，現職に復帰している.

{考察]母指を除く CM関節脱臼骨折は比較的ま

れである.そのなかでも第 2・第 3CM関節損傷は

少なく，掌側脱臼骨折は非常に稀である.大きな外

力で生じるため，開放性損傷となることも少なくな

い.受傷機序には回旋力が関与したものと考えられ

る.骨折治療の基本は解剖学的修復だが，第2・第

3CM関節は元来ほとんど可動域を有さないことを

踏まえて一期的に関節固定術を行い，良好な結果を

得た.

III-45 徒手整復不能で観血的治療を要した中手骨

頚部背側脱臼骨折の2例

草加市立病院整形外科 O多嶋佳孝

東京医科歯科大学整形外科 ニ村昭元

若林良明

[目的]徒手整復が不能で，観血的に整復固定を

要した中手骨頚部背側脱臼骨折の 2例を経験したの

で報告する. [症例]症例 1，21歳男性.自動二輪

車で転倒受傷し，左環指中手骨頚部脱臼骨折と診断
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した.受傷当日の徒手整復は不能であったため， 2 

日目に手術を施行した.症例 2，50歳女性.自転車

で転倒し受傷，翌日当院受診し，左環指中手骨頚部

脱臼骨折と診断した.徒手整復は不能であり， 3日

目に手術を施行した.2例ともに背側より骨折部に

達し，骨片の整復を試みたが困難であったため，片

側の側副靭帯を一部切離したところ整復が得られ

た.骨折部は SuperFIXSORBピン 2本で固定した.

症例 1では関節包及び伸筋腫を修復し，症例 2では

伸筋腫のみ修復した.術後は， buddy taping下に早

期に可動域訓練を行った. [結果]2例ともに術後3

ヶ月で骨癒合した.症例 1では MP関節の可動域

制限を認めたため，術後3ヶ月後に授動術を施行し

た.術後6ヶ月で2例ともに骨頭に軽度の変形を認

めたが，痩痛や可動域制限はなかった. [考察]本

骨折は観血的整復を要したが，側副靭帯と基節骨が

整復の障害となったと思われた.

III-48 中手骨骨頭骨折後に生じた中指MP関節目

ッキングの 1倒

駿河台日本大学病院整形外科 O谷本浩一

豊泉泰洋

長尾聡哉

長岡正宏

[はじめに]中手骨骨頭骨折後に MP関節ロッキ

ングを呈し，観血的治療を要した 1例を経験したの

で報告する. [症例]14歳男児.サッカー中，左手

掌をつき受傷した.翌日 前医で左中指中手骨骨頭

骨折の診断で保存的加療が施行された.受傷3週後，

外固定除去した際に伸展障害を認め，当科紹介とな

った.当科初診時， MP関節可動域は自動・他動と

もに 34-86度の伸展制限を認めた.その他，異常

所見は認めなかった.画像所見では中手骨骨頭部槙

掌側に一部， C字状に変化した陥凹変形を認めた.

MP関節ロッキングの診断で観血的整復術を施行し

た.掌側アプローチで展開すると，骨折部に側副靭

帯の一部がヲ|っ掛かっていた.ヲ!っ掛かった靭帯を

切離した後，要因となり得た部位を骨切除し鈍的に

したところ，ロッキングは解除された.術後 7ヶ月

経過した時点で，患指の完全伸展は可能である.[考

察]本症例は， MP関節伸展位で掌側より手をつい

たことで，直達外力による陥凹骨折が生じた.その

後， Intrinsic plus positionで外固定が行われたこと
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で， fan like potionが弛緩し陥入したと考えられる.

その後，陥凹変形が進行し靭帯の引っ掛かりが取れ

ず，ロッキングが発生したと考えられる.

III-51 示指MP関節脱臼における側副靭帯損傷

の検討

帝京大学医学部附属病院外傷センター

0佐々木源

王 耀東

[はじめに]手指 MP関節脱臼は比較的まれであ

り，合併する側副靭帯損傷に関する報告は非常に少

ない.今回，示指 MP関節脱臼の榛側側副靭帯(以

下， RCL)断裂に対し鑓合術を行い，良好な術後成

績が得られた 1例を経験したので，文献的考察を加

えて報告する. [症例]24歳，男性.バイク事故で

受傷し，示指 MP関節脱臼の診断.非観血的に脱

臼整復されたが，ストレス撮影により RCL完全断

裂を疑い手術を行った.RCLのcordlike portionの

掌側半分と fanlike portionの実質部断裂を認め，断

裂部を直接縄合した.術後約 1年の時点で， pinch 

動作での愁訴はなく， MP関節の他動可動域も背屈

40度，掌屈 110度と良好である. [考察]示指 MP

関節の RCLはpinch動作に重要であるため手術適

応も広いと考える.Stilesらは，小指 MP関節背側

脱臼の観血的整復の際に，合併した RCL断裂を修

復し，良好な術後成績を得たと報告している.我々

は，非観血的に整復可能なMP関節脱臼であっても，

stabilityの評価を行い， instabilityが目立てば側副

靭帯の修復を検討する必要性があると考える.
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時:平成 24年10月20日(土)

所:産業貿易センタービル9階「横浜シンポジア」

長:山中一良 済生会横浜市東部病院

日

場

会

上腕骨骨幹部骨折に対する髄内釘手術

後に生じた外側前腕皮神経障害

一般演題2上腕骨解剖頚骨折をともなう 3-part

肩関節脱臼骨折に対する経皮ピンニン

グによる閉鎖的整復固定法

一般演題 1

彦

吾

子

敬

将

願

真

容

平

川

畑

本

上

田

中

黒

山

。
横浜労災病院整形外科

聡

雄

忍

郎
{示

川

島

畑

川

石

福

田

瀧

。
菊名記念病院整形外科

司

当科では， 2007年 4月以降の約 5年間に， 22例

の上腕骨骨幹部骨折に対して髄内釘手術を行ってい

る.そのうち 2例に術後の外側前腕皮神経障害が生

じており，過去の論文報告は圏内にはなく，注意す

べき合併症として報告する.症例 1:25歳女性.ス

ノーボードで転倒して左上腕骨骨幹部骨折を受傷

後，当科紹介受診し，受傷後 6日目に髄内釘手術を

行った.術後，外側前腕皮神経領域の知覚障害が生

じたが，徐々に軽減していた.術後 1年 4カ月の髄

内釘抜去時に，予め神経剥離術を行うと，外側前腕

度神経は遠位横止めスクリュー外側で一部断裂し癒

痕に埋まっていた.症例 2:39歳男性.温泉で転倒

して左上腕骨骨幹部骨折を受傷後，当科紹介受診

し，受傷後9日目に髄内釘手術を行った.術後，外

側前腕皮神経領域の知覚障害・痔痛が生じたため，

プレガパリンの内服を開始した.徐々に症状は改善

し，術後4カ月時点で現在経過観察中である.上腕

骨骨幹部骨折に対する髄内釘手術は一般的治療法で

あるが，その合併症としての外側前腕皮神経障害の

報告はこれまでに英文 1編のみである.発生原因は

遠位横止めスクリュー刺入操作に伴う神経損傷であ

り，症例 1では刺入方向がやや外側寄りであったた

めと推察した.本合併症の予防には，小切聞にこだ

わらず，上腕二頭筋・上腕筋筋腹を分けて周辺軟部

組織を確実に避け，内側の正中神経・上腕動脈だけ

でなく外側前腕皮神経にも注意する必要がある.
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30歳女性，スノーボードにて転倒して受傷.解

剖頚骨折をともなう脱臼骨折であり骨頭のみが脱臼

位にあった.前医にて整復を試みるが不能であっ

た.

翌日当院紹介初診となり同日手術施行した.整復

固定の方法として骨頭を解剖学的位置に整復するの

ではなく，まず前方脱臼位の位置で上腕骨と上腕骨

頭の関係を解剖学的にあわせる.そしてその状態で

3本の Kワイヤーにて上腕骨と上腕骨頭を固定しー

塊としてから脱臼を整復し合計 10本のワイヤーに

て固定した.手術時間は 35分であった.術後4ヶ

月で骨頭壊死の所見を認めず可動域は屈曲 155度で

日常生活の不便もほぼない.

この骨折は徒手整復不能であり高率に骨頭壊死と

なることを考えると人工骨頭がよい適応とされてい

る.閉鎖的な整復と低侵襲な経皮 pinningであれば

関節包周囲および骨頭の血流を温存出来る可能性が

あると考えた.本症例のような弱年者の肩関節脱臼

骨折に対して第一選択となり得る術式であると考え

た.



一般演題3 創外固定器M2MultiPlanar Min田ail

を使用した小児モンテジア骨折の治療

経験

北里大学医学部整形外科学 O小沼賢治

助川浩士

見目智紀

藤巻寿子

松浦晃正

難漉孝徳

高相晶士

北里大学医療衛生学部リハビリテーション学科

高平尚伸

[はじめに]小児モンテジア骨折2例に対し延長

と屈曲機構を併せ持つ創外固定器 M2MultiPlanar 

MiniRail (以下 M2) を用いた治療を経験したので

報告する.

[症例]症例 1:11歳男児. ドッジボール中に転

倒し受傷した.単純X線上 Monteggia骨折 Bado

分類 I型(塑性変形)であった.前医にて徒手整復

されたが樟骨頭が再脱臼したため，受傷後4カ月で

手術を行った.手術は，上腕骨小頭前方の擁痕組織

を除去後，尺骨近位に M2を設置し骨切りした.

M2を用いて延長，屈曲を繰り返し，槙骨頭が整復

された角度でロックした.術後6カ月の現在，榛骨

頭は整復位を保ち肘関節可動域は改善した.症例2:

7歳男児.自転車走行中に転倒し受傷した.単純X

線上 Monteggia骨折 Bado分類 I型(塑性変形)

であった.前医で徒手整復が行われたが整復されな

いため，同日，当院救命救急センターにて，プレー

トを用いた尺骨矯正骨切り術が行われた. しかし榛

骨頭が再脱臼したため，術後4カ月で、再手術を行っ

た.手術はプレートを抜去後，尺骨に M2を設置し

前回骨切り部で骨切りした. M2を用いて延長，屈

曲を繰り返し横骨頭が整復された角度でロックし

た.術後4カ月の現在，槙骨頭は整復位を保ち可動

域制限はない.

[結語]M2を用いた Monteggia骨折に対する尺

骨骨切り術は，術中に適切な尺骨矯正角度を容易に

決定できる有用な方法で、あった.
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一般演題4 同側の上腕骨小頭，滑車と肘頭に発生

した離断性骨軟骨炎の 1例

東海大学医学部外科学系整形外科学

0清水あゆ子

小林由香

石井崇之

持田譲治

東海大学大磯病院整形外科 池田全良

東海大学八王子病院整形外科費藤育雄

[はじめに]肘離断性骨軟骨炎 (OCD)は上腕骨

小頭の発生例が最も多いが，滑車，樟骨頭や肘頭で

の発生も報告される. しかし，これらが小頭病変に

合併した場合に，どの病変が痔痛や可動域制限の原

因であるかの判断は難しい.われわれは上腕骨小

頭，滑車と肘頭に発生した OCDの 1例について文

献的考察を加え報告する. (症例]14歳，男性.競

技は野球.投球時に右肘痛が出現し，前医で 5か月

間の投球中止による保存的治療を行うも症状改善せ

ず紹介受診となった.肘関節可動域は 25-1250と

制限を認め，X線で上腕骨小頭外側に透亮像を認め

た.crでは滑車と肘頭にも骨欠損像を認め， M悶

はT2で高輝度を呈した.上腕骨滑車は村中の M町

分類で萎縮型と考えた.装具による保存的治療を 4

か月間行い，小頭の外側はリモデリングがみられ

た.しかし日常生活動作での肘痛と可動域制限に改

善はなく，滑車と肘頭の病変は 9か月前と変化がみ

られないため，手術を施行した.肋軟骨移植術を行

い， 2週間固定後からダイナミックスプリントによ

る可動域訓練を開始した. (考察】上腕骨小頭以外

のOCDは比較的稀であり，自然寛解の報告もある

が，保存的治療で骨化像が出現せず，長期化する症

例では手術的治療も考慮する必要がある.
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潰癌性大踊炎に合併した有頭月状骨関

節症の 1例

一般演題6上腕骨外穎sleeve骨折後偽関節の 1例
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一般演題5

介

祐

之

吾

悠

郎

行太紳

知

佑

光

貴

健

端

尾

石

金

津

元

藤

川

松

上

針

根

杉

費

。
横浜市立大学整形外科

0酒

西

上

渥

昭和大学横浜市北部病院整形外科

川崎恵吉

松久孝行

昭和大学リハビリテーション病院スポーツ整形外科

筒井鹿明

健

也

志

敬

直

大

井

中

原

美

昭和大学藤が丘病院整形外科

潰蕩性大腸炎に合併する腸管外合併症の中でも末

梢関節炎は比較的頻度が高いが関節破壊を来たす例

はまれである.今回我々は有頭月状骨関節破壊を来

した関節炎に対し，手術加療にて良好な成績を得た

ので報告する.

[症例)23歳，女性.8歳時に潰蕩性大腸炎(全

結腸型)と診断され，以降内服加療されていた.

17.・18歳頃より軽度の左手関節痛を自覚していたが，

22歳頃より痔痛が増悪し可動域制限も出現した.

抗 CCP抗体，リウマチ因子は陰性，単関節炎であ

ることより，関節リウマチの診断基準を満たさなか

った.関節炎症状が腸管病変の活動性と並行して変

動することより，潰楊性大腸炎に伴う末梢関節炎と

診断した.潰蕩性大腸炎，関節炎のコントロール目

的にてInfliximab(INF)の投与を開始した.投与

を継続したが効果を認めず，痔痛，可動域制限が増

悪していった.単純X線写真にて月状骨，有頭骨

聞の関節狭小化，骨硬化を認めた.MRIのτ2強調

画像では月状骨，有頭骨聞の軟骨は消失し，同関節

周囲に高信号域を認めた.ステロイド関節内注射に

よる効果は短時間であり，保存的治療に抵抗性であ

ったため，手術加療を行う方針とした.手術は有頭

骨近位3分の lを切除し空隙に腫球を挿入した.術

後 1年8ヶ月の現在，軽度の可動域制限は残存して

いるものの痔痛は消失し，経過良好である.

[考察]本症例では，有頭月状骨関節における局

所的な切除関節形成および臆球挿入により，確実な

除痛効果が得られ経過良好であった.
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上腕骨外頼 sleeve骨折は画像診断が困難で，広

く認識されておらず見逃されやすい.今回我々は同

骨折後偽関節に対し，骨接合術を施行した症例を経

験したので報告する.

症例は 9歳女児.転倒して左手をついて受傷.近

医受診し，骨折はなしと診断され， 2週間 90。屈曲

位でシーネ固定による保存療法を行い，建痛が改善

したため終診となった.しかし 1年後，肘の変形と

痔痛，囲内外時の礁音を主訴に再診し，当院紹介受

診.外観上内反肘があり，運動時痛が強いものの，

可動域制限はほぼ認めなかった.x線・ CT像にて

上腕骨外頼部に骨片を認め，上腕骨外頼 sleeve骨

折後偽関節と診断し，手術を施行した.術中所見で

は骨片に外側側副靭帯が付着し外頼とは線維性組織

のみで連続していた.骨折部を新鮮化し整復する

と骨欠損部は軽度で，人工骨を少量補壊し， ten-

sion band叫re法にて固定した.術後2週間の固定

後，自動可動域訓練を開始.術後3ヵ月の CT像で

は骨癒合傾向を認め，庵痛も改善し経過良好であ

る.

井上は，上腕骨外頼 sleeve骨折は上腕骨小頭の

関節軟骨の 75%を含み， x線上は骨軟骨片内の殻状

骨片しか認めず，骨片の大きさや転位が過小評価さ

れ，後日機能障害を起こすことも多く，観血的整復

の絶対適応と述べている.骨折型には前方型と後外

側型があり，本症例は陳旧性の後外側型と考えら

れ，骨片の解剖学的整復固定が有用であった.
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Ulnar parame祖carpa1flapを用いて

治療した Dupuytren拘縮の 1例

一般演題8豆状三角骨関節症に対する関節鏡手術

の治療経験

一般演題 7

平塚共済病院整形外科・手の外科センター

O竹元 暁

勝村 哲

坂野裕昭

本田 淳

岡崎 敦

中村祐之

井出 学

辻 雅樹

聖マリアンナ医科大学整形外科学講座

0田中成明

新 井 猛

清水弘之

重松辰祐

内藤利仁

田中雅尋

三津寛子

別府諸兄

[症例]70歳男性

[主訴]右環指小指伸展制限

[現病歴]10年前より右環指 MP関節掌側に腫癌

が出現.半年前より右小指MP関節掌側にも腫痛

を触知し徐々に伸展制限が増悪したため近医受診し

た.Dupuytren拘縮の診断で当院紹介受診した.

[初診時現症]右環指小指の MP関節掌側に pit，
cordを認め， Meyerdingの術前病期分類は grade2
であった.術前の関節伸展角度は環指 MP・300，PIP 

00，小指MP-400，PIP・150であった.

[手術所見 zig-zagおよび、Skoogに準じた皮膚切

聞を用いて部分手掌腫膜切除術を施行した. 環指，

小指を完全伸展した際に生じた 3.5X1cmの皮膚欠

損に対し，手掌尺側に ulnarparametacarpal flapを

デザインし，小指外転筋膜を含めて挙上し仕組spo-

sitionさせ皮膚欠損部を被覆した.可動域訓練は術

翌日から開始し，術後3ヵ月の関節伸展角度は環指

MP 00， PIP 00，小指 MP00， PIP・50に改善した.

皮弁はトラブルなく生着し skincolor matchも良好

であった.Tubianaの術後判定基準では goodであ

った.

[結語]Ulnar parame匂C抑 alflapは手技も比較的

容易で血行も安定した度弁である.本法は長期的な

経過観察が必要で、はあるが， Dupuytren拘縮手術に

おける皮膚欠損部の被覆に有用と考える.

可，.
噌

E
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[はじめに]

外傷後の豆状三角骨関節症に対して，関節鏡視下

で滑膜切除および遊離体摘出術を行い良好な成績を

得た 1例を経験したので報告する.

[症例1
29歳男性.交通事故で右手をついて受傷.右手

関節尺側部痛精査目的にて当院紹介受診となった.

crにより右豆状三角骨関節面に変形性関節症およ

び遊離体を認め，~痛の原因は豆状三角骨関節症と

診断した.保存療法にて効果ないため鏡視下手術を

施行した.

[術中所見]

手術は上肢伝達麻酔下に豆状三角骨関節尺側にポ

ータルを作成し1.9mmスコープ挿入.さらに中枢

側約 1cmにワーキングポータルを作成しシェーパ

ーを挿入.滑膜増生および、関節内の遊離体 2個を確

認し滑膜切除並びに遊離体摘出を思考した.術後速

やかに痔痛は軽減した.

[考察]

豆状三角骨関節内遊離体の報告は少なく，遊離体

が明らかな場合は遊離体の摘出が必要とされ，観血

的に摘出されている.関節鏡下に摘出したという報

告は渉猟しえた範囲ではKatolikの1例のみであり，

本邦では報告がない.今回，我々も豆状三角関節症

に対し，関節鏡視下で滑膜切除および、遊離体摘出を

行い，低侵襲で術後成績も良好であった.
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一般演題9
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小林
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東海大学大磯病院整形外科

43歳男性.冷凍マグロを扱う仕事に従事してい

る.誘引なく左中指の腫脹，痔痛を認めたため近医

受診.抗生剤点滴を行うも症状改善しないため， 4 

か月後に他院を受診.ケナコルト注射を受け，一時

的に症状が改善したため，計5，6回の注射を行った.

2か月後頃から再度手の腫脹が強くなったため，当

院初診.初診時Xp上，明らかな骨融解は認めない

が， WBC: 10，080，好中球:70.7%と軽度炎症所見

を認めたため，化膿性臆鞘炎疑いで手術を行った.

手背の小切聞を行い，伸筋腫周囲に灰色の病的滑膜

を認め，組織の培養を行ったが菌は陰性であった.

術後2週頃より再度腫眠が強くなったため，非定型

抗酸菌症の可能性も考慮してクラリシッド (25仇ng，

4T2X)の内服を開始した. しかし症状の改善は認

められず， 2か月後に皮下膿蕩も認めてきたため小

切開後，再度培養を行ったところ， Mycobacterium 

marinumが検出された.以降，クラリシッド内服

及びdebridementによる加療を続けている.

-218-

[はじめに]成人の手根骨内骨嚢腫に関する報告

は散見されているが，小児例は極めて稀である.

我々は小児の有鈎骨に発生した骨嚢腫を経験したの

で文献的考察を含めて報告する.

[症例19歳男児.剣道歴2年. 8歳時より右手背

部腫脹が出現し，その後剣道中に痔痛が出現してき

た為近医を受診.骨腫蕩の疑いで当院紹介となっ

た.初診時，手関節背側尺側の腫癌と軽度圧痛を認

めたが，手指・手関節に明らかな運動制限はなかっ

た.単純X線像では，有鈎骨に一部膨化して隔壁と

辺縁硬化を有する骨透亮像を認め， CTでは有鈎骨

背側及びCM関節面の骨皮質は葬薄化し，一部病的

骨折を認めた. MRIではTl強調像で低信号，T2強

調像で高信号であり，骨透亮性病変の診断で手術施

行した.

I手術所見]有鈎骨直上よりアプローチし，血管

増生に富む骨膜を剥離すると，葬薄化・膨隆した有

鈎骨背側皮質が確認された.開窓すると内容は粘性

襲液性で，内部を十分に描順後，人工骨を充填した.

病理診断は骨嚢腫であった.術後6カ月の現在骨癒

合し再発は認めていない.

[考察]手根骨内骨嚢腫の発生部位は大部分が近

位列で，特に月状骨・舟状骨が多い.その成因とし

ては諸説述べられている.

本症例では剣道歴があり，竹万を振る際の手関節

背屈，尺屈の動作による有鈎骨に対する機械的スト

レスが発生要因のひとつと考えられた.

東海大学八王子病院整形外科
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一般演題 11 Watershed line以遠の樟骨遠位端骨 一般演題 12 TFCC損傷に対する sp祖国の工夫と

折の治療経験 選択について

昭和大学横浜市北部病院整形外科

OJII 崎恵吉

松入孝行

酒井 健

昭和大学医学部整形外科 稲垣克記

瀧川宗一郎

昭和大学藤ヶ丘病院整形外科小原賢司

入江悠子

[始めに]最近注目が置かれている watershedline 

(WL)は，掌側ロッキングプレート (VLP)の設置

位置の最遠位限界の目安とされている.この WLよ

り以遠の骨折は稀な骨折であるが，遭遇した場合，

プレート設置部位や固定材料の選択に迷うことがあ

る.今回これまで当院で経験した， WL以遠の骨折

5例について検討する.

[対象と方法]骨折型は，背側 Barton+ Chauffer 
骨折が5手で，脱臼は 2手に伴っていた.年齢は 19

-42歳で平均 31.8歳，男性4例，女性 1例，経過

観察期間は 8.2ヶ月，受傷原因はバイク，自転車，

柔道などであった.使用したプレートは，背側から

monoaxial locking plate 1手，背側から polyaxial

locking plate 2手， VLPに榛側から hookが付いた

プレートが2手であった.k-wireの追加を 3手に，

人工骨を 1手に使用した.外固定は 1・2週間であっ

た.臨床評価と画像評価を行った.

[結果]全例に骨癒合が得られた.UV/VT/悶の

矯正損失は-1.1mm/0.130/1.7。で，整復位の保持は

良好であった.Cooney scoreは平均 83.0pointであ

った.合併症として， 1例に伸筋腫断裂を認めた.

[考察]WL以遠の骨折は，青壮年の男性や若い

女性など，骨粗揺症のない人に多く，いかに整復位

を取るかが重要である.最適な固定法は未だ確立し

ていない.

川崎市立多摩病院リハビリテーション科

0杉村裕子

中館美保子

君塚有紀子

藤原有香

川崎市立多摩病院整形外科松下和彦

聖マリアンナ医科大学整形外科

別府諸兄

[はじめに]TFCC損傷で生じる庵痛に対して

splint療法が用いられる.5種類の前腕splintを用い，

健常者で囲内外制限角度を調査した.

[装具のデザイン】Ulnargu仕.er型splintの槙側に

斜めに帯を付け，囲内外共に制限する帯付き ulnar

gutter splintを考案した.

[方法]健常右利きの同一被検者の右手で帯付き

splint及び従来の前腕全周型，掌側型 cockup，ulnar 

gutter型， cuff型splintを同一 OTが作製，装着時

の囲内外角度を検者 3人が測定し平均角度を比較し

た.装着時のADL難易度は日本版 DASHのDisabil-

ity scoreを用い， splint別のスコアを比較した.

[結果]回外角度は cockup，帯付き，全周型，

ulnar gu仕.er型， cuff型の順に制限され，囲内角度

はulnar忠則er型，帯付き，全周型， cuff型， cock 

up型の順に制限された.DASHのDisabilityscore 

は帯付き，全周型， cock up， ulnar g1.出er型は 20点

代， cuff型は1.3点であった.

[考察]前腕 splintのみでも，ある程度囲内外の

制限が可能であった.国外時痛が強い例には cock

up型，囲内時痛が強い例には ulnarg1.出.er型，囲内

回外共に痔痛が強い例には帯付き splintの適応と考

えた.

-219一



脱臼を伴う陳旧性PIP関節尺側側副

靭帯損傷の 1倒

一般演題 14徒手聾復不能であった右小指PIP関

節掌側脱臼の 1例
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一般演題 13
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陳旧性 PIP関節側副靭帯損傷に対し，遊離臆移

植や腫固定術などによる治療成績が報告されている

が，脱臼を伴うものに対する報告は少ない.今回

我々は尺側脱臼と swanneck変形を伴う本損傷に対

し， 2度の手術を行い治療に難渋した症例を経験し

たので報告する.

症例は 35歳の男性で， 20年前にバレーポールを

していて受傷.その後放置していたが徐々に左小指

の痛みが増強し， PIP関節に尺側脱臼が出現してき

たため，当科を受診した.初診時，小指は尺側へ偏

位し，屈曲時には尺側に脱臼する著明な関節不安定

性と， PIP関節の過伸展を認めた.

初回手術は中手骨頚部で模状骨切りを行い，関節

面のアライメントを矯正後，断裂していた側副靭帯

をアンカーで中節骨に髄着した.術後，関節の不安

定性は消失したが， sw血 neck変形が残存した.

そのため，初回手術の 6か月後に再手術を施行し

た.伸展拘縮に対する処置と，浅指屈筋臆を用いて

掌側板の再建を行った.

術後 1年9か月の現在，寒痛は無いものの PIP関

節の可動域は，伸展-80，屈曲 500，DIP関節は伸

展-320，屈曲 50。と制限を認め，握力は右 56Kg，

左42Kgである.

本症例の術後経過を再検討し，問題点と改良すべ

き点について述べる.

-220一
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【症例117歳，男性.主訴は右小指 PIP関節の腫

脹，変形であった.野球の試合中にヘッドスライデ

ィングをした際にベースに右小指を引っ掛けて受傷

した.同日近医受診し，右小指 PIP関節脱臼骨折

の診断で徒手整復を受けたが，整復不能であったた

め，当科紹介となった.初診時，右小指 PIP関節

は腫脹し，軽度屈曲位をとり，自動伸展不能で，尺

側への不安定性を認めた.受診時の単純X線像で

は小骨片を伴う右小指 PIP関節掌側亜脱臼を認め

た.

徒手整復不能であったため観血的整復固定術を行

った.術中所見では，伸筋腫中央索の断裂を認め，

関節包の断裂部から基節骨骨頭が半分露出してお

り，様頓していた.骨頭の掌側には関節包，剥離骨

片を伴う樟側側副靭帯，付着部より剥離した中央索

の遠位端がー塊となって挟まり込んでおり，整復阻

害因子となっていた.これらを解除することで容易

に整復可能であった.樟側側副靭帯と中央索を付着

部に各々アンカーを用いて縫着した.PIP関節の不

安定性のないことを確認して閉創した.

術後3週から運動療法を開始し，術後2ヵ月から

野球復帰を許可した.術後5ヵ月で右小指PIP関節

のROMO-100。不安定性なく経過良好であった.

[考察1PIP関節掌側脱臼は，まれな外傷であり，

過去の報告でも徒手整復が困難とされている例が散

見される.整復阻害因子の存在を念頭に置き，早期

に観血的治療を行うべきであると考える.
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鎖骨遠位端骨折の治療成績テーマ演題2当科での鎖骨遠位端骨折手術の治療

成績

テーマ演題 1
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貴

健

康

英

剛

雄太郎

行雄

[目的]鎖骨遠位端骨折に対する治療成績を検討

すること.

[対象と方法12009年 1月以降，当院で治療し受

傷後 3ヵ月以上の経過観察が可能であった 72例を

対象とした.男性 55例，女性 17例，受傷時年齢は

平均 46.7( 15-82)歳であった. Craig分類では type

1 27例，匂rpeII A 13例，句rpeII B 18例句rpeill2例，

type N 2例， type V 10例であった.保存的治療は

38例，手術的治療は 34例に行われた.保存的治療

は三角巾固定を行った. 34例の手術的治療の内訳

はtensionband wiring 22例，プレート固定9例，

その他 3例であった.受傷後 12週以降に撮影した

単純X線写真で偽関節の有無を判定した.また，受

傷日から社会復帰までの期間を調査した.

[結果]偽関節は保存的治療 38例中 18例 (47.4

%)，手術的治療34例中8例 (23.5%)に認められた.

社会復帰までの期間は保存的治療で平均 41.5日，

手術的治療で45.6日であった.手術的治療の 34例

中 15例 (44%) にインプラントの緩みを認めた.

インプラントの抜去は 23例 (68%)に行った.

[結論]鎖骨遠位端骨折の偽関節は手術的治療よ

り保存的治療において頻度が高かった.社会復帰に

要する期間は保存的治療と手術的治療の聞に有意な

差はなかった.手術的治療においてインプラントの

緩み，インプラント抜去の頻度が高く手術方法の工

夫が必要と思われた.
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転位型鎖骨遠位端骨折は癒合し難いとされ，手術

治療が行われることが多い.当科では，基本的に引

き寄せ銅線締結 (TBW)法を行っており，その治

療成績を調査・検討した.対象・方法:2007年4

月以降に当科でTBW法を行った鎖骨遠位端骨折

で，術後6ヵ月以上の経過観察を行えた32例である.

骨癒合はX線で確認し，日整会肩関節疾患治療成

績判定基準による痔痛，屈曲・外転角度と合併症を

調査した.結果:内訳は男性 26・女性 6，右 13・

左 19，年齢 20-69(平均 48)歳であった.経過観察

期間はら60(15.9)ヵ月で，受傷後 1・20(7.6)日に手

術を行い，内固定抜去は術後 1ふ44(13.5)ヵ月であ

った.全例骨癒合し，終痛は JOA20-30 (28.3)点，

屈曲 90-180(167.8) 0，外転 100-180(164.7)。であっ

た.合併症は，感染 1例，皮膚穿破3例，銅線逸脱

後変形4例などであり， 12例 (37.5%) に何らかの

合併症が生じていた.考察:転位型鎖骨遠位端骨折

に対する手術法には， hook plate ・烏口鎖骨間固定・

TBW法などがあり，いずれも機能的予後に差はな

いが， hook plateとTBW法は合併症が多いと報告

されている.一方， τ'BW法の利点は安価で緊急時

にも対応でき，比較的早期から可動訓練が行えるこ

とである.合併症を軽減すべく工夫を重ねながら，

今後もτ'BW法を第一選択としていきたい.
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最近4年間で当院にて鎖骨遠位端骨折の手術治療

を実施した症例の治療成績について報告する.患者

数は 10名 10肩で，男性6名女性4名，平均年齢は

38.4歳であった.受傷日から手術までに平均 10.7

日を要していた.田久保分類によって骨折型を検討

すると， type 1が1名， typellaが3例， typellbが

3例，勿peVが3例， typeVIが 1例であった.内固

定材は BESTMEDICAL社の肩鎖関節プレートが7

例，ミズホ社のJープレート(肩鎖関節プレート)

が1例であり，その他 tensionband wi巾19のよる固

定例が2例であった.初回の整復固定手術から内固

定材の抜去までは平均 4カ月であった.

内固定材を抜去する前後の肩関節可動域を調査す

ると，抜去前ではプレート固定の方が可動域制限を

残している症例が多く，抜去することでそれが改善

する傾向を認めたが，最終的に機能障害が残存する

症例もあった.強固でありながら肩関節の動きによ

る鎖骨遠位端部のねじれにも対応できる固定法の開

発が望まれると思われた.

-222-

池上総合病院整形外科

[目的]鎖骨遠位端骨折に対して LCPclavicle 

hook plate (SYN湖町社製，以下 CHP)を使用し，

その有効性を検討した.

[方法]対象は新鮮例 21例句碑 11例， typell 

a3例， typell b 12例， typeV 2例， typeVI 3例). 

平均手術時年齢は 45.8歳 (18-71議)，平均術後観

察期間は 11.2ヵ月(4-25ヵ月).術後臨床評価とし

てJOAスコアと，骨癒合期聞を判定した.また術

後合併症と肩峰下面のフックの位置を明らかにする

ために，抜釘後の 3DCfにて骨潰蕩の位置と深さ

を計測した.

[結果]全例に骨癒合を認め，平均骨癒合期間は

4ヵ月(3-6)であった.JOAスコアは術前平均 43

点から術後 95.6点と改善していた (p<0.05).術後

合併症は遷延治癒と肩峰でのプレートによる cutout

の2例であった.全症例で抜釘後の 3DCfにて肩

峰下面に骨濃虜がみられ，骨潰療の位置が後方にな

るにつれて骨潰揚が深くなっていた (p<0.05). 

[考察・結語]臨床成績は比較的良いものの，

CHPフックの使用により全例に骨潰療がみられた.

さらにフック後方設置により骨潰療が深くなり，合

併症を引き起こす可能性が高くなる.したがって現

在，肩鎖関節を固定しないプレートと烏口鎖骨靭帯

再建を加えた手技をおこなっている.
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