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aw wψ 、ー
手指伸筋臆皮下断裂に対する遊離腿移植による

臆再建術の治療成績

ーダイナミックスプリント法とテーピング法の比較検討--
まっ きひろゆき タかっちゆきお

松木寛之，中土幸男

[目的]手指伸筋腔皮下断裂術後症例に対してダイナミックスプリント法とテーピング法による後療法を

行ってきたので，今回それらの治療成績を比較検討した.

[対象と方法1I陸移植による手指伸筋!腔再建術を施行した 22例 22手を対象とした 男性 5例 ・女性 17191]，

手術時平均年齢は 66.1歳，関節リウマチ 16191J・変形性関節症 6例，催患指は小指のみが4例， 環 ・小指が

14仔1]， 1中・環 ・小指が4例であった.後療法はダイナミックスプリ ント法を 12例，テーピング法を 10例に

行った.

[結果1I挫断裂指の平均自動可動域はダイナミックスプリント法においては， MP関節の屈曲が84.4
0

，伸

展が-5.8。であった テーピング法では， MP関節の屈曲が 84f，伸展が-4.5。であった.MP関節の伸展角

度がー20。以下の症例はダイナミックスプリント法で 2例，テーピング法で 1例認めた.

{考察1I挫移植術を施行した手指伸筋l陛皮下断裂例に対して ダイナミックスプリント法とテーピング法

による後療法を行ったが，両方法ともに十分な術後可動域が得られた.

[緒言]

手指11J:1筋腿皮下断裂の術後後療法として，従来固

定療法やダイナミックスプリントを用いた早期運動

療法 1)2)3)が行われてきたが，近年では!腿移行術を施

行した症例に対 して減張位早期運動療法 4)が行わ

れるようになってきている.我々は腿移植術を施行

した手指伸筋l陛皮下断裂症例に対しでも，テーピン

グにより j威張位を保持し術後早期より手指自動運動

を行 ってきた.今回それらの成績をダイナミックス

プリント法による成績と比較検討した.

[対象と方法1
2007年以降にl陸移植による手指伸筋l挫再建術を施

行し術後評価が可能で、あった 22例 22手を対象とし

た.後療法は 2009年まではダイナ ミックスプリン

ト法にて行い， 2010年以降はテーピング法にて行っ

た.ダイナミックスプリント法にて後療法を行った

群(ダイナミックスプリント群)は，男性 3仔IJ.女

性 9仔l上 手術時平均年齢は 65.4歳 (53.85歳)，関節

リウマチ(以下 RA)9仔IJ・変形性関節症(以下 OA)

3例，平均擢患期聞は 11.9ヵ月 (1-36ヵ月)，擢恵、指

は小指のみが 1例，環 ・小指が9例，中・環・小指

が2例であった.テーピング法にて後療法を行った

群(テーピング群)は，男性 2191J.女性 8例，手術

時平均年齢は 66.8歳 (56-83歳)， RA7例・ OA3191]，

平均擢患期間は 12.5ヵ月 (1-24ヵ月)， .罷患指は小指

のみが 3例，環 ・小指が 5例，中 ・環・小指が 2例

であった.手術は全例で Sauve-Kapandjir去による関

節形成術を行った後， 長掌筋!健移植による手指伸筋

!腔再建術を施行した(表 1).小指のみの断裂の場合

は，断裂l陛断端聞に interlacingsutureにより腿移植

を行い伸筋!躍を再建した.複数指断裂の場合は，遠

位 ・近位の断端をともに断裂腿の緊張を揃えて腿聞

を側々縫合にて固定しIfJT端をーまとめにした後，両

断端聞に interlacingsutureにより腿移植を行し】伸筋

腿を再建した.

ダイナ ミックスプリント法による後療法は，手関

節 30。伸展位， MP関節の屈曲角度を 300

に制限する

掌側シーネを装着し，示指~小指に牽引用ゴムを装

着(図 1).術翌日から手指自動屈曲，他動1~1展運動

受l¥l!日 2013/09/10

抱生会 丸の内病院 〒390-8601長野県松本市渚 1丁目7番45号
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218 手指伸筋l陛皮下断裂に対するl腿再建術の治療成績

表 1

ダイナミックスプリント法

患側 右 8手，左 4手

1性月1) 男性3例，女性9押1)

年齢 65.~歳 (53~35歳)

基礎疾患 RA9骨1)，OA3相1)

'Fm騨澗 1 1.9力月 (1~36ヵ月)

手術 S-K法+長室筋腿移砲術

得意f旨 1)11旨

環指 '1)¥十旨

中福 ・環f旨・小指

図 1 ダイナミックスプリン卜法

を開始術後 1，2， 3週で MP関節の屈曲角度を掌

側シーネの角度を調整してそれぞれ45
0

，60
0

，制限

なしとした.テー ピング法による後療法は，患指を

隣接指に overlapさせた位置でテーピング固定を行

い減張位を保持.手関節 30
0

伸展位，MP関節の屈

曲角度を 30。に制限する掌側シーネを装着(図 2). 

術翌日から手指白動屈[j札伸展運動を開始.術後 1，

2， 3週で MP関節の屈曲角度を掌側シーネの角度

を調整してそれぞれ 45
0

，60
0

，制限なしとした.術

後成績を手指の関節可動域，握力，DASHを用いて

評価した.統計学的検討は Mann-WhitneyU検定を

用いて行い，p<0.05を有意差あり とした.

[結果]

術後の平均経過観察期間はダイナミックスプリン

ト鮮が37.6ヵ月 (10-60ヵ月)，テーピング群が 16.7

1例

日持1)

2相1)

テーピング;玄

右 8手，左2手

1 
男性 2骨1)，女性的リ

66 .8歳 (56~幻歳)
ー....__........--

陥 7骨1)，OA3ii
'
)

12 .5力月 ( 1 ~2~ヵ月 )

s-K)去+長掌筋腿移4直祢j
i 

一手

1)可旨 3押1)

環f旨'1)帽 5押1)

中f旨・1最f旨・1)咋旨 2ii') 

図 2 テーピング法

ヵ月 (8-24ヵ月)であった.J健断裂指の平均自動可

動域はダイナミックスプリント群では， MP関節の

屈曲が 84.4
0

(45・90
0

)，何l展が 5.8
0

(-35-0
0

)， PIP関

節の屈曲が 93.6
0

(45-90
0

) 伸展が 0.2
0

(-5-5")であ

った.テーピング群では MP関節の屈曲が 84.7"

(60-90
0

) ，伸展が-4.5" (-35-0
0

)， PIP関節の屈曲が

92，6
0 

(75-100
0

)，伸展がO。で両群聞に有意差を認め

なかった MP関節の何l展角度が_20
0

以下の症例は

ダイナミックスプリント群の RA例で 1例，OA例

で 1例，テーピング群の RA例で 1例認めた.MP 

関節の屈曲角度が 70
0

以下の症例はダイナミックス

プリント群の OA例で 1例， テーピング群の RA例

で2例認めた 術後の平均握力はダイナミックスプ

リント群で 12.0kg(4.0-21.5kg)，健側比が96.5%(42 

~ 134 %) ，テーピング群で 13.0kg (4 . 0 ~3 1. 5kg) ，健

側比が 98.5%(80~124%) で両群聞に有意差は認め

-2ー
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ダイナミックスプリント法

関節可動域

(:寵患指)

九F関節 屈曲 84.4
0 (45~900 ) 

1申庭 5.8
0 

(-35~ぴ ) 

伸展角度

-20
0 
~ 2押IJ(RA， oA) 

屈曲角度

70
0 
~ 1例 (oA)

PIP関節 屈曲 936
0

(45~9ぴ )

伸展 0.2
0 

(-5~ゲ)

術後握力 12.0 kg (4 .o~2 15 kg) 

健制比 96.5 百 (42~134 略)

術後DASH 30.6 (0~85 3) 

なかった.術後の DASHはダイナミックスプリン ト

群で 30.6( 0~85.3) ，テーピング群で 20.9 (5.2~40) 

で両群聞に有意差を認めなかった(表 2)

[考察]

手指伸筋l腔皮下断裂術後の後療法として， 1世移植

後にはダイナミックスプリントを用いた早期運動療

法が， I~控干多1T1&には 夕、、イナミックスプリントを用い

た早期運動療法もしくはテーピング固定による減張

位早期運動療法が一般的に行われている.減張位早

期運動療法は石黒ら 4)によって報告された手指仲

筋腿皮下断裂再建術後のリハビリ方法で，断裂!腔を

隣接指!腿に interlacingsutureにより腿移行した後，

患指を隣接指に overlapさせた位置でテーピングを

行い，i!成張位を保持して術直後から手指自動運動を

開始するという後療法である.

ダイナミックスプリント法は手指の屈|曲角度を調

節できる， {I申展運動を他動的に行えるという利点が

ある一方，装具が大きい，健側手が不自由な場合，

牽引用のゴムを装着しづらい等の問題がある テー

ピング法は装具がシンプル， リハビリが容易という

利点がある一方，従来の適応では鍵移行術後に限ら

れていた 我々は，遊離腿移植術により手指伸筋健

再建術を施行した症例に対しても，手指屈曲角度を

段階的に拡大するための掌側シーネを併用して，テ

ーピング固定を用いた手指自動運動による後療法を

表 2

-3-

デービング法

屈曲 84)0 (日0~900 ) NS 
場 #晶戸_.... _... 

{申農 4.5
0 

(-35~ぴ ) N.S 

1例 (RA)

2例 (RA)

屈曲 目2.6
0

(75~ 1000 ) N.S 

{申展 。o (O~OO ) N.S 

13.0 kg (4 0~315 kg) NS 

98.5 弧 (80~124 略) NS 

20.9 (5 .2~40) N.S 

行ってきたが， MP関節の平均屈曲角度が 84.7
0

，伸

展角度が-4.5。であり， MP関節の伸展角度が 20。以

下の症例は 1例，MP関節の屈曲角度が 70
0

以下の

症例は 2例と良好な結果が得られた.掌側シーネに

関しては，減張位早期運動療法においては腿移行術

を行なっているが，我々の方法では腿移植術を行な

っているので，テーピング固定を行った隣接指とは

関係なく MP関節の過度の屈曲により腿縫合部に負

荷がかかると考え，MP関節の屈曲角度を段階的に

拡大するために用いている

RA症例では受傷前の ADL障害が強いため!腿断裂

後も放置され，初診時にはすでに断裂後長期間経過

していることがしばしばある 腿断裂を生じてから

長期間経過している症例においては総指伸筋がmyo

static contractureを生じている等の理由で腿移行術

が行われることが多いが複数腿が断裂している場

合腿移行術では力源として弱い，手指の独立イ11
'
展運

動を維持する，RA症例においては受傷前より MP

関節の尺側偏位を認めていることがあり，また病変

により MP関節の尺側偏位をきたしやすい状態にあ

るため，1健移行術によって総指伸筋腿が尺側に移動

することにより MP関節の尺側偏位が助長される可

能性がある等の理由で，我々は断裂後長期間経過し

た症例に対しても遊離腿移植術による手指伸筋腿再

建術を施行しているが， Ilfr裂l陛や筋腹周囲の癒着剥

離等を十分行うことにより隣接指とほぼ同等の可動



220 手指伸筋l雌皮下断裂に対する!陸再建術の治療成績

域が得られている

{まとめ1
1. 手指何l筋腿皮下断裂を生 じた 22例 22手に対

し，腿移植による手指伸筋腿再建術を施行した.

2. テーピング固定によ る手指自動運動を MP関

節の屈曲角度を段階的に拡大しながら行う ことによ

り，ダイナミックスプリント法による後療法と同様

に良好な結果が得られた.

[文 献1
1) Chow JA， et a1. A comparison of results of extensor ten-

don repair followed by early controlled mobilisation ver-

sus static immobilisation. J Hand Surg Br 14: 18-20， 

1989 

2) 土金彰ほか.手間腿損傷の運動療法 Dynamic splint 

を用いた仰筋!殴断裂後の早期運動療法.骨 ・関節 -籾

帯 9:90ら911，1996. 

3) Sylaidis P， et a1. Early active mobilization for extensol 

tendon injuries. The Norwich regime. J Hand Surg Br 

22: 594-596， 1997 

4) 石黒 |盗ほか.手指伸筋l腿皮下断裂に対する再建法減

張{立超早期運動について 日手会誌 6・509-512，1989. 
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リウマチ手関節手術における尺骨骨切り位置と
尺骨断端部障害の検討

協
w

綿
中川

、、

鈴木志郎
しろたまさひニ

代田雅彦
けん

健白川|

リウマチ手関節手術後の尺骨断端不安定症による断端部障害をときに経験する.今回，断端不安定性の指

標を』食言すした.

[方法]断端制動の無い S-K法または Oarrach法を行った リウマチ手関節 目 手を対象とした.手関節X線

正面像における ulnardistance (UO)， raclio-ulnar clistance (RUO) を計測し，断端部痛，術後の{EjI筋l陸断裂

についてJ食言すした.
[結果1RUOは，平均すると術前から術後，最終時へと経時的に減少したが， UO~25mm では術後に RUO

が増大した例が多く，うち 2例で術後にや11筋l陸断裂が生じた.断端部痛は 3手に認めたが，UOとの関連は

1!~ かった.

[考察1RUOが増大すると 断端が前腕回旋軸から遠ざかることになるため回旋動作における断端の変位

量が大きくなり，この不安定性がと きに伸筋腿断裂を引き起こすと考えられる.術後の RUO増大は，断端

不安定性を示す簡便な指標となりうる.

を基本とし，同時手術との兼ね合いで適宜固定期聞

を延長した.

術後検討項目は，術前 .WI後 ・最終観察時に撮影

した前腕回旋中間位での手関節 X線正面像におい

て，手関節面から尺骨近位断端までの距離 (ulnar

distance，以下， UO)，尺骨近位断端レベルでの榛骨ー

尺骨聞の距離 (raclio-ulnarclistance，以下， RUO)を

術前，術後，最終観察時に計測した ( ~I l).臨床

D • 

[緒言]

リウマチ手関節に対する Sauv己-Kapanclji法(以下，

S-K法)や Oarrachi去は，広く行われおおむね良好

な成績が得られているが 尺骨断端の不安定性に起

因すると思われる断端部痛や有痛性 clickが残存す

る例をときに経験 し，また重篤な合併症である術後

の伸筋!腿断裂も報告されている 1)2):1)4) これらの合

併症を予防するために断端の制動術を併用する報告

もあるが効果は不確実であり 5)(j) 制動術を行わな

くても断端部痛のほとんどは自然経過で消失するた

め， 実際に問題となる症例は限られている.そこで，

尺骨断端不安定性という動的な現象を捉える簡便な

指標を探るべく，術後ルーチンに撮影し，かつ，計

測誤差の少ない X線正面像を検討した.

E・4皿
RUD 

術後 UDと同じ位置での

RUD 

単純X線正面像における RUDとUDの言hftlJ方法.
A 術後 X線像.
B:術前 X線像では，

RUDを言hftlJ.

図 1

[対象と方法]

尺骨断端の制動を行わない従来法で手術を行った

リウマチ手関節 27例 31手で，内訳はS-K法 16手，

Oarrach法15手.手術時年齢は 55.3歳 (25-74歳)，

術後観察期間は平均 2年 9か月 (1年-7年 7か月)

であった.後療法は，術後 2週間の肘下シーネ固定

崎玉県さいたま市中央区上落合 8-3-33

5 

干338-8553
受.fリ!日 2013/09/05
さいたま赤十字病院整形外科
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評価では最終観察時における尺骨断端部痛および術

後経過で生 じた伸筋腿断裂について検討 した

[結果]

UDは平均 17.6mm(5.4-29.3mm)で，S-K法で

平均 22.5mm(14.8-29.3mm)， Oarrach法で平均

12.4mm (5.4-18.1mm)であった.RUDは，術前平

均 8.0mmが術後 7.6mm，最終観察時 6.5mmと経時

的に狭小してい く傾向がみられた.

次に，UDと手術前後における RUDの増減との関

連をみると， UD~25mm の 8 手中 6 手でやrij後に RUD

が増大していた(表 1). RUD 増大例 (n=6) と非

増大例 (n=25)との聞で UDに統計学的有意差 (p

<0.05， Mann羽lhitney'sU test)を認めた.すなわち，

UDが25mm未満では尺骨断端は術前に比べて経時

的に機側に偏位するが，骨切 り位置が 25mm以上近

位になる と術後に榛骨 一尺信断端聞が聞大する傾向

がみられた.

最終観察時における尺骨断端部痛は 3手に認め，

UDはそれぞれ 6mm，15mm， 25mmであった.全

図 2 症例1.

A 術前X線{象.RUD: 7.3mm. 

例と も終痛は軽度で自制内であり，また， 断端部痛

とUDとの関連を認めなかった.

討す後経過中の{EI呼i矧陛断裂を 2手に認めたともに

UDは25mm以上であり ，術後に RUDが増大して

いた.

症例呈示

症例 1: 59歳，女性.

術前 RUD: 7.3mm (図 2A).総指伸筋腿 (以下，

術前/後のRUDのi首i戚
(術後 -í~ã前) (mml 

日

4 • 
2 + 

10 20 企 一 φ
'司 UD

0...............φφ。%。l キザ 一一一 Imml
2 T.. ポ匂 25 30 

-4 • 企一 +φ 

-6 

表 1 UDと手術部I/後における RUDの増減 A は

|断端部痛の残存fylJ，.は伸筋腿断裂例.

B，C: j官後X線{象. UD: 29.4mm， RUD: 8.lmm.側面像において，尺骨断端の

掌背方向への不安定性は認めない

D 再手術所見 尺骨近位断端は銭出しており，同部位で EDCIIIが断裂して

いる他(実線矢1:[1)，固有示指伸筋!健の不全断裂も生じている(点線矢印)

E 最終観察|時 X線像. RUD: 4.8mm. 
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EDC) III/IV . IV /V .固有小指伸筋腿(以下， EDM) 

皮下断裂，母指 CM関節症を伴うリウマチ手関節に

対して， SK法，1盟移行 (EDCIII/IV . IV /V→ EDC 

III) ，母指 CM関節固定を施行し (UD: 29.4mm， 

術後 RUD: 8.1mm)，術後約 6週間の肘下の thumb

spica castを行った(図 2B，C).術後6週頃から中・

環 ・小指伸展障害が出現したため再手術を行ったと

ころ，被覆したはずの尺骨近位断端は露出してお

り，同部位で力j原とした EDCIIIが断裂していた(図

2D).尺骨断端を滑らかにトリミングして周囲軟部

組織にて再度被覆し，長掌筋l躍を用いた bridgegra此

により再建した.術後は 3週間の sugartong固定を

行った.最終調査時， i苓痛 ・clickとも認めていな

い(最終時 RUD: 4.8mm) (図 2E).

症例 2:56歳，男性.

術前 RUD:10.7mm (図 3A).EDM皮下断裂を

伴うリウマチ手関節に対して， SKr去を施行 し(UD

27.4mm，術後 RUD: 15.9mm)，術後約 2週間の肘

下シーネ固定とした(図 3B，C) 術後 2か月頃に

手関節尺側部の腫腹があったものの放置しており，

その後に環・小指伸展障害が出現した.再手術所見

では，被覆したはずの尺骨近位断端は露出し，同部

位で EDCIII/IV . rv /V .尺側手根伸筋腿(以下，

ECU)が断裂していた ECU遠位断端を半裁して近

位へ延長し，尺骨断端に聞けた孔ヘ通して縫着する

ことで断端を制動するとともに，腿移行 (EDCIII/ 
IV'IV/V→ EDC III)を行った.術後は 3週間の

sugar tong固定を行った.最終調査時，痔痛 ・click

とも認めていなII(最終時 RUD: 14.9mm) (図 3D).

図 3 症例 2.

A 術前X線像. RUD: 10.7mm. 

[考察]

リウマチ手関節に対する S-K法， Darrach法の術

後早期にみられる尺骨断端部痛は自然に軽減される

ことが多く， 最終的に残存するのは 0-10%程度と

報告されている 516)7) 自験例においても，31例中 3

例に最終観察時に前腕回旋時痛を認めたが，いずれ

も自制内であり日常使用で問題となることは無く，

断端制動の追加手術を要した例は無い.リウマチ患

者では手指の変形などを合併している例も多く，過

度な負荷のかかる手関節の使用は限定されるためと

思われる.

術後経過で生じた伸筋腿断裂については，いくつ

かの報告があるけ213141 Wadaら41の報告 した 1例

は何l筋腿が尺骨断端と何l筋支帯との問で挟まったた

めに断裂したと述べており，掌背方向への断端不安

定性が原因であったと思われる.一方，自験の 2{91J 

は術直後に RUDが増大しており，尺骨断端の榛尺方

向への不安定性が示唆された.一般的には. RUD 

は術前よりも術後，さらには術後経過において減少

傾向を示すことがわかっており 718191 Minamiら81は

radio-ulnar convergenceと称し X線正面像における

断端不安定性を示すと述べている. しかしながら，

術後早期にみられる尺骨断端の有痛性/11Il:痛性 click

は術後経過とともに軽減または消失することや， {申

筋!腔断裂は術後早期に発症することと照らし合わせ

れば，断端不安定性は術後早期に強く RUDの減少

とともに軽減されていくと考えるのが自然である

つまり，尺骨の骨切りにより遠位榛尺関節という骨

性支持を失った尺骨断端が，機側へ偏位することに

より機骨と尺骨小禽を結ぶ前腕回旋軸へ近づ、く変化

B，C:術後X線像.UD: 27.4mm， RUD: 15.9mm. RUDは著明に増大している.
D 最終観察時X線像.RUD: 14.9mm 
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図 4 A 

A B 

尺骨断端が榛側へ偏位すると，

前腕回旋申11

foヘ
〈コ;::⑨'"仁三つ

|折端は前l腕回旋車111へ近づ、くことになる.点線は

B.C: RUDが増大すると，断端は前!腕回旋車111から遠ざかる.大きな回旋運動を行う場

合には榛骨ー尺骨断端間距離を維持したままで可能であるが，その場で手を返す

半径の小さい回旋動作では様骨尺骨断端間距i殺を維持したままでは行えない.

は，榛骨 ー尺骨断端間距離を変えるこ となく前腕回

旋を行うための合目的的変化と考えられる(図 4A).
一方，術直後に RUDが増大すると，断端は前腕

回旋拙から速さやかることになる.尺骨骨切り後に，

前l腕回旋ilil1lの遠位端は尺骨頭から尺骨断端へと変化

するため 10) 聞大した椀骨一尺骨断端間距離を維持

したままではその場で手を返す回旋動作が行えず，

動作中に尺骨|断端が機側へ偏位することで携骨が尺

骨断端を乗り越え回旋が可能となり，その際にクリ

ックが生じると考えられる.つまり， RUDが増大

すると回旋動作における尺骨断端の変位が大きくな

り，この断端の不安定性がときに伸筋腔断裂を引き

起こすと考えられる(図 4B，C) 

[まとめ]

術後の RUD増大は尺骨断端の榛尺方向の静的不

安定性を示す簡便かつ安定 した有用な指標であり，

特別な撮影法を要さずとも，術後のルーチン検査で

ある X線正面像において評価可能である

やI::i後 X線正面{象において RUDの増大がみられた

場合には，術後の伸筋!陛断裂の発症に留意が必要と

思われた.

[文献]

1) Newmeyer WL， et al. Rupture of digital extensor ten-

dons following distallllnar resection. ] Bone Joint Surg 

んn64(2): 178-182， 1982. 

2) Pring DJ， et al. Closed rupture of extensor digitorum 

3) 

communis tendon following excision of distal ulna. J 

Hand Surg Br 11 (3): 451・452，1986. 

坂本相哲ほか Sauve-Kapandji法後に仲筋l股皮下断裂

をきたした 1例. 臨整外 33(8):1037・1040，1998. 

4) Wada T， et al. Closed rupture of a日ngerextensor fo卜

lowing the Sauve-Kapandji procedure: A case report. J 

Bone Joint Surg Am 22(4): 705-707， 1997 

5) 川端確ほか.リウマチ手関節に対する modifiedSall-

ve-Kapandji法における尺骨近位断端制動術の有効性

の検討 日手会誌 25(4):504-507， 2009. 

6) 岸田愛子ほか.Sauve-Kapandji it術後の尺骨断端部に

関する検討.臨床リウマチ 23:55-61， 2011. 

7) 坂本中目哲ほか.Sallve-Kapandji法後における尺骨近位

断端部痛の検討.日手会誌 18(3):312-315， 2001. 

8) Minami A， et al. The Sauve-Kapandji procedllre for os-

teoarthritis of the distal radiolllnar joint. ] Hand Sllrg 

んn20(4): 602-608，1995. 

9) Nakamura R， et al. The Sauve-Kapandji procedllre for 

chronic dislocation of the distal radio-ulnar joint with 

destruction of the articular surface. J Hand Sllrg Br 17 

(2): 127・132，1992. 

10)谷野善彦ほか.RA手関節手術 (Sallve-Kapandji)にお

ける尺骨近位端の安定化術 (Breen変法)の治療成績.

日手会誌 23(2):113-117，2006 
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こ みやせつろう

小宮節郎料#

当院における RA手関節に対する手術療法
つねよしやすひろ

恒吉康弘**キ
っちもちかねゆき

士持兼之容者
ささ き ひろみ

佐々 木裕美弓持え南 川義隆寺*
ありしまよしゃ

有島善也ネ
院

wj

緒川、
当院で最近 5年間に施行した RA手関節手術について検討した.症例は 88例 100関節， RA躍病期間は平

均 18年，手術時年齢は平均 59歳，術後経過観察期間は平均 3.7年であった.令官式は Sauve-Kapandji法66例，

全手関節固定術 11例， Darrach法6例，部分手関節固定術・滑膜切除術各 5例， tendon suspension and in-

terposition arthroplasty 4例，腔移行 3例であった.約 9割の症例で除痛が得られ，臨床成績も改善した X

線評価では圧潰の進行や手根骨の移動はほとんど見られなかった.合併症は表層感染，伸筋腫癒着，手根管

症候群， CRPSなどであった.手関節は RA治療において特に重要な関節であり，関節機能温存や手指変形

予防を考慮した積極的な手術的治療が必要と考える

grade 2 ; 3 %， grade 3 ; 40 %， grade 4; 44 %， 

grade 5 ; 13 %であった. Schulthess分類 1)では，

type 1 (ankylosis type) ; 42%， type 2 (osteoarthritis 

type) ; 40%，匂'pe3 (disintegration type) ; 18 %で

あった.検討項目は， 1) Schulthess分類別の術式，

2) 擢病期間別の術式， 3) 術後痔痛の有無， 4) 関

節可動域(手関節掌背屈及び前腕囲内外 (全手関節

固定術例を除く))， 5)握力， 6) DASH機能スコア，

7) 合併症， 8) X線評価(手根骨圧潰，尺側移動，

掌側亜脱臼(全手関節固定術例を除く))とした X 

線評価は石川の方法 2)に準じて行った すなわち，

手根骨圧演は単純X線前後像において手根骨高 (c)

を中手骨長 (MC)で除した傾 (c/MC)を測定した.

尺側移動は単純X線前後像において有頭骨中央と

機骨骨軸の最短距離 (e) を中手骨長 (MC)で除し

た値 (e/MC) を測定した. 掌側亜脱臼は単純X線

側面像において有頭骨近位端と榛骨背側皮質骨軸の

最短距離 (h)を中手骨長 (MC)で除した値 (h/MC)

を測定した.

[緒言]

関節リウマチ(以下 RA) において，手関節は最

も躍患される頻度が高い関節であり，長期間にわた

って擢息する傾向が強い.また手指の変形や機能障

害の発生にも影響を及ぼすことから積極的に治療に

介入する必要がある.当院で最近 5年間に行った

RA手関節手術について検討した.

[結果]

術式は Sauve-Kapandji法 (66関節)が最多で，次

いで全手関節固定j;jq(11関節)， Oarrach法 (6関節)，

部分手関節固定術 (5関節)，i骨膜切除術 (5関節)

[対象と方法]

2007年から 2012年に当科で施行した RA手関節

手術 88例 100関節，男性 3{yIJ 4関節，女性 85例 96

関節で. RA擢病期間は平均 18 (2~37) 年，手術

時年齢は 29~86 (平均 59)歳，術後経過観察期間

は 1~5.5 (平均 3.7)年であった 過去の骨関節手

術歴は 0回45%，1回29%，2回 14%，3回 5%，4 

回以上 7%であった 過去の術式は人工膝関節置換

術 31%，足関節・足祉関節手術 16%，対側手関節・

手指関節 12%，人工股関節置換術 6%，脊椎手術 4

%，人工肘関節置換術3%，人工上腕骨頭置換術2%，

同側手指関節手術 2関節であった.

薬物療法についてはステロイド使用 66% (プレ

ドニゾロン換算ト15(平均 4.7)mg/日)，メソト

レキサー卜使用 70% (2~16 (平均 7.1)mg/週)，

生物学的製剤使用 20%であった. Larsen分類では，

鹿児島県鹿児島市平川町 2545番地

-9一

受理日 2013/09/03 
*鹿児島赤十字病院整形外科 干891-0133
**東京手の外科・スポーツ医学研究所

材木鹿児島リウマチ研究班



226 当院における RA手関節に対する手術療法

Type 1 
N=42 

Type 2 

N=40 

Type 3 

N=18 

。% 20% 40% 60% 80% 1∞% 
.. SK:Sauve-Kapandji 

-滑脱ljJrft桁
蝕移行術

山 SK法 -

'" DlllrdCh法
)(TSlA・・

閣部分手関f面白定加

・金平関節回定術

.~SIA:tendonsu叩ensionand inte巾。sitiona代hropla武V

図 1 Schulthess分類別の術式:安定型である
typel， 2ではほとんどの症例で Sauve-
Kapandji法が選択されていた.不安定型
のtype3では部分手関節固定術または全

手関節固定術の比率が高かった

などであった.伸筋臆断裂に対する腿移行術に併用

した手術が多く (39関節)，手関節単独手術は 13関

節であった.

Schulthess分類別の術式を図 1に示す. type 1， 

type 2では，ほとんどの症例で Sauve-Kapandji法が

選択されていた.句'pe3では全手関節固定術が 61

%を占め，一部の症例で部分手関節固定術， tendon 

suspension and interposition arthroplasty 3)が行われ

ていた.権病期間により 4群に分けて各群の術式を

図2に示す.全ての群において， Sauve-Kapandji法

が多かったが， Sauve-Kapandji法以外の術式では，

擢病期間 10年以下で滑膜切除術や部分手関節固定

術が多く， 20年を超えると全手関節固定術や Dar-

rach法が多かった.

f割高については，術前には全例何らかの手関節痛

(遠位機尺関節を含む)を認めたが，術後調査時で

は， 88%で手関節痛は消失し，12%で1陸度の手関節

痛が残存していた.Sauve-Kapandji法や Darrach法

で， 3%に尺骨末端の圧痛を認めた.

開館j可動域は全手関節固定術を除く 89関節を調

査 した. 掌屈は術前 22
0

から 15。へ，背屈は術前後

とも 260

であり ，arcは術前 48。から術後 41。と軽度

低下していた.囲内は術前 66
0

から 69。へ，国外は

72。から 79。へ， arcは1380

から 148。へ改善 していた.

握力は，やl:r前平均 6.1kgから術後平均 7.2kgに改善

していた.DASH機能スコアは， や|可前平均 49点、から

術後平均 48点と変化なかったが，著明に改善した

症例や悪化した症例がそれぞれ少数ずつ見られた

10 

;;;;10年

N=12 

;;;31年

N=22 

日% 20% 40% 60% 80% 100% 

• SK:SauvcトI(apilndji

-滑限切除術

肺移行術

刷SK法・

=Dar岡山法

記TSIA・.
省部分手関節固定締

・金字凶節固定術

• "'SIA: tendon suspcns羽onand interpositiona代hroplasty

図2 権病J~j 悶別の術式.権病WI閉が長くなる
につれて全手関節固定術の告1)合が増加し

ていた.20年以下では部分手関節固定術
で対応可能な症例が少数ながら見られた

合併症(および対処法)は，表層感染 1例(保存治

療で治癒)，手根管症候群 1例 (手根管開放術を追

加1)，{EII筋腿癒着 3例(]世剥離術を追加1)，移行腿断

裂 1例 (再移行術を追加)， CRPS 2例(自然治癒)，

髄内ロッドの骨外逸脱 1例 (抜去術を追加)であっ

た.

X線評価は全手関節固定術を除く 89関節を調査

した手線骨圧演を示す c/MC値は，術前平均 0.475

から術後平均 0.473となり，その後大きく低下する

ことなく維持されていた(図 3A). 尺側移動を示す

e/MC値は，術前平均 0.143から術直後 0.151から，

その後大きく増大することなく維持されていた(図

3B). 掌側亜脱臼を示す h/MC値は術前平均 0.215

から，やl:r直後平均 0.221となり，その後悪化するこ

とはなく経過した(図 3C).

[症例提示]

症例 1:手術時 58歳女性，RA擢病期間 23年，

Schulthess分類 type1 

術前は midcarpaljointで掌背屈可動域が保たれて

おり， Sauve-Kapandji法を施行した. 掌背屈可動域

を悪化させることなく，前腕囲内外の可動域が改善

した (1~1 4).

症例 2:手術時 63歳女性， RA権病期間 17年，

Schulthess分類 type1 

術前は手恨骨が強直し検骨手根関節、lで、可動 してお

り，主に回内外時の終痛と可動域制限に対して，

Sauve-Kapandji i去のみ施行した. 終痛および囲内外
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A εIMC 

0.6 

osh ロ 予 知 町??92

術嗣 Op 1年 2年 3年 4写 5年

h/MC 

C 0.4 

0.3 

ア::::士::
備前 Op 1年 2年 3年 4年
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B e/MC 

0.3 

0.2 

0.1 

竺てれぱy令はで

鱗前 Op 1年 2年 3'事 4年 S年

図3 A:手恨骨圧演を示す c/MC値， B:尺側移動を示す e/MC値，C:掌ifllliJTIJJ児
臼を示す h/MC値.と、の値も術後大きく低下することなく維持されていた.

A B 

図4 症例 1:A 術前，掌回 30
0，背屈 300，囲内 600，回外 00，

B 術後2年，掌周 35。， 背周 350，囲内 700，回外800

可動域が改善 した (図 5). 

症例 3・手術時 67歳男性， RA:陪病期間 10年，

Schulth巴ss分類 lype2 

手関節掌背屈時にも強い終痛を呈 しており全手関

節固定術の適応もあるが，関節可動域の温存を強く

希望した. Sauve-Kapandji法と tendonsuspension 

'
E
A
 

l
 

and interposition arthroplaslyを行い，他動可動域が

改善 し，短期ではあるが終痛も消失している(図6)

[考察l
RA手関節においては無痛性，安定性，可動性，

適合性が求められる.不安定な手関節では，尺骨遠
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A 8 

図 5 症例 2:A 術前 ，掌屈 200，背屈 200，回内 600，回外 450，
B 術後 5年;掌屈 200，背屈 450，回内 700，回外 800

A B C 

図 6 症例 3:A 術前 ，掌屈200，背屈200，囲内 400，回外 400，

B 術直後， c 術後 2年 掌屈300，背屈 450，国内 600，回外 800

位端の背側亜脱臼や手根骨の尺側移動， 掌側移動，

槙側回転が生じ，さらに手指尺側偏位など手指の変

形の原因ともなる. 手の把持機能のためには無痛

性，安定性は特に重要であると思われる.

近年の RA治療はメソトレキサートが標準的に使

用され，生物学的製剤も徐々に普及して，今回の検

討症例でも， 7答IJにメソトレキサー 卜が使用され，

2割に生物学的製剤lが使用されていた また大関節

に対する手術数の減少を反映して，手関節が初回の

骨関節手術であった症例は約半数にのぼっていた.

術式は X線所見にて越智分類，Larsen分類，Schul-

thess分類などを参考にして決定している. 今回

-12一
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Schulthess分類を用いて検討したが，安定型である

typel， 2ではほとんどの症例で Sauve-Kapandji法

が選択されており，不安定型の type3では部分手関

節i固定術または全手関節固定術の比率が高かった.

擢病期間別にみると経過が長くなるにつれて全手関

節固定術の割合が増加していた 20年以下では部

分手関節固定術で対応可能な症例が見られた.臨床

的または X線学的検討においても，術後成績は短

期ではあるがいずれも良好であり，不安定型に対し

ては早期に部分手関節固定術を考慮するべきであ

る.術式別では， Sauve-Kapandji法が 66%と最も

汎用されていた.このうち半数は伸筋腔皮下断裂に

対する腔手術に併用して施行したものであり，尺側

偏位矯正手術や人工肘関節置換休日において手関節ア

ライメントや前腕囲内外可動域の改善を期待して併

用した症例など，純粋に除痛目的ではないものも含

まれていた.症例 1のように榛骨手根骨間関節が強

直して安定している遠位機尺関節障害に対 しては，

除痛，囲内外可動域改善，整容維持が可能であった.

症例 2のように手根骨が強直し，榛骨手根間関節を

固定すれば手関節の掌背屈可動域が失われてしまう

症例に対して，滑膜切除術と Sauve-Kapanclji法を

行い.その後の RAコントロールが奏功して除痛と

関節可動域が温存可能であった症例もある.このよ

うに依然 Sauve-Kapanclji法は有用で RA手関節に対

する標準的術式であると考える.

今後 RA治療の進歩に伴い，早期の関節i滑膜切除

術や不安定型手関節に対する部分手関節固定術の積

極的な適応が予想されるが，いずれにしても手関節

はRA治療において最も重要な関節であり ，関節機

能温存や手指変形予防を考慮、した， 積極的な手術的

治療介入が必要と考える

[まとめ]

当科で最近 5年間に施行した RA手関節手術につ

いて検討した.

術式は Sauve-Kapanclji法が最多 (66%) で，遠位

模尺関節障害に対して他の手術と併用 してまたは単

独で行われる，標準的な術式と考えられた.

関節機能温存や手指変形予防を考慮した，積極的

な手術的治療が必要と考える.

[文 献]

1) Flury MP. et al. Rheumatoid arthritis of the wrist. Clas-

sification related to the natural course. Clin Orthop 

Relat Res 366: 72-77， 1999 

2) Ishikawa H， et al. Rheumatoid wrists treated with syno. 

vectomy of the extensor tendons and the wrist joint 

combined with a Darrach procedure. J Hand Suほんn

17: 1109-1117， 1992 

3) 南川 義 隆ほか.Tendon suspension and interposition 

arthroplasty of the wrist. リウマチ手の外科研究会一

記録集 5: 11-24，2003. 

-13-



日手会誌(J]pn Soc Surg Hancl) ，第 30巻第3号 230-232，2013 

aw 

綿
w

、一4

Real time echo Elastographyを使用した

手根管症候群術前後の正中神経の弾性変化
た生かとしかず よしいゅういち おがわ たけし くまがい ひろし おちあいタおゆき

田中利和七吉井雄ーペ 小川 健七熊 谷 洋 1. 落合直之 j

我々は超音波エラストグラフィ (Real-TimeTissue Elastgraphy以下 EGと111各す)を使用して，手根管症候

群の自覚症状のない女性の経年的に正中神経の弾性が上昇することを報告してきた.今回手恨管開放術後の

正中神経の弾性の変化について評価検討したので報告する.

対象は 3か月間 EGによる追跡調査の可能であった手根管症候群手術例8例，54歳から 84歳(平均 69.0歳)

であった.観察期間は術前，術後 1か月， 3か月，観察方法は日立メディコ社製 HIvision Aviusを使用し，

探触子は 6-14MHzリニアプローブで音響力プラを装着して， EGモードを使用した 検者は 1人で 5巨l計

測を行ない，中央値 3回の平均値を代表値とした.統計学的には Friedman検定を行い， p<0.05を有意差あ

りとした.歪み比は術前 3.20(士1.34)，術後 1か月 2.03(:tO.72)，術後3か月 2.48(:t0.76)であり，術後

1か月 3か月ともに有意に低下した.

今回の検討から，特発性手根管症候群の術後には，手根管の開放とともに，正中神経の弾性についても，

改善 していた.

[緒言]

特発性手根管症候群の病態についての報告はさま

ざまされているが，手根管内圧の上昇がその本態で

あることは，一致するところである 11 その圧の上

昇の原因は多種に及ぶが 21 手根管内を占めている

腿と比較して，柔らかい正中神経への影響は大き

く，慢性圧迫により正中神経の変化は ‘hourglass'

と表現され，狭窄と近位の腫大としてとらえられて

いる 31 これらの変化は正中神経自体の組織特性に

も影響を与えている可能性がある.

今回著者らは，手根管内で圧迫された正中神経の

弾性は，術後改善するのではないかという仮説を立

てこれを検証したので報告する.

{対象と方法]

対象は手線管症候群により手術を行った 8例，全

例女性で年齢は 54歳から 84歳(平均 69.0歳)，観

察期間は術前，術後 1か月， 3か月であった.超音

波装置は日立メディ コ社製 HIvision Aviusを使用

し，採触子は 6-14MHzリニアプローブで音響カプ

ラを装着 して， Elastography (以下 EGと略す)モ

ードで正中和i'経を描出した.計測は手台に載せた前

腕を回外.n，j 90度屈曲位として，椀側手恨屈筋)腿

を弛緩させた位置で， 掌側手首皮線 (Palmarwrist 

crease) を指標として同部位で計測を行った 圧迫

は用手的に行い，ストレインゲージが 0.7程度の深

度で繰り返す圧迫力で，EGを描出する. 評価は摘

出した正中村l経をトレースしその範囲以内の平均弾

性を分子，正中神経直上の音響力プラの孫性を分母

として歪み比を求めた つまり組織が硬ければ歪み

比は高く， 柔ら かければ低くなるものと定義 した.

検者は l人で 5回計測を行ない，中央値 3巨|の平均

値を代表値とした ベ 統計学的には Friedman検定

を行い，p<0.05を有意差ありとした.

{結果]

歪み比は術前 3.20(:t 1.34)，術後 1か月 2.03(土

0.72)，術後 3か月 2.48(:t0.76)であり，術前と比

較して，術後 1か月， 3か月ともに，有意に低下し

ていた(図 1). 

[症例161歳女性 母指，示指の起床時のしびれ，

手のこわばりを主訴に来院された. 4か月間のスプ

受理日 2013/09/11 
本キッコーマン総合病院 整形外科手の外科センタ- '1'278-0005 千葉県野田市宮崎 100

H 東京医大茨城医療センター病院 整形外科
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手根管症候砕術前後の正中村I*Iの ~rì1性変化

図2-a 61歳女性術前 EG

正中神経は菱形に変形している

231 

図2ゐ 術後 1か月
正中神経は丸みを帯びてきている

図2-c 術後 3か月
正中神経は稿円形となった

リントを用いた保存的治療を行ったが改善な く，外

科的治療を選択され.手根管開放やlij を行った • WI前

平均歪み比は 5.67，Q-DASHは 57.5であ った 術

後平均 1か月l.99，3か月平均で 2.62と術前に比l険

して低下していた (~I 2-a，b，cl. Q-DASHは術後 3

か月 22.7と著明に改善 していた.エコー上の正中

神経の形態も，術前圧迫により菱形様に変形してい

たが，術後 1か月で術前より丸みを帯び，術後 3か

月では楕円形にな って いた.術後 3か月 Q-DASH

の改善が十分でないが，その原因は Q-DASHの最

初の項目の「きつめのまたは新 しいピンのフ タを聞

けるjが4点と高得点で 手掌音1)の痔痛残存が改善

の障害になっていたためであ った.

[考察]

手根管症候群の手術の際に屈筋腿と正中神経との

硬さの違いは明らかであり 内圧が高まれば必然的

に正中神経に影響が生じることは容易に想像がつ

く. しかし， 正中和l'経へ影響については電気生理学

的診断以外，物質特性と しての定量的評価をされた

報告は渉猟しえた範囲ではない.また，術後の回復

については神経伝導速度と重症度の比較として検討

されているが，決してパラレルなものではないと報

告されている日.

末梢神経に対する機械特性 (Young'smoduluslに

ついてはウサギを使った坐骨神経の圧迫実験でJuら

は1'111経の長平lli方向への圧迫 4l.6kPa，神経垂直方向

戸
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への圧迫 66.9kPaと報告している 6) また，Mainら

は，新鮮屍体標本を使った圧実験で FDS35.3kPa， 

FDP 39.4kPa， FPL 24.9kPaに比較して正中村l経は

12.9kPaと 1/2または 1/3程度しかないと報告して

いる 7)目これら神経の機械特性は疾患によっても変

化し，糖尿病ラットの坐骨神経では，正常ラットの

2倍に硬化してしまうとの報告がある 8) 慢性神経

圧迫モデルの病理学的変化の経過は，圧迫により神

経周膜の虚血，静脈の欝滞， 神経周囲の椴痕形成が

始まり，神経内浮腫が生じる.さらに進行すると神

経周膜の線維化により圧迫された神経は硬化してゆ

く9)と言われている.すなわち，神経の物質的特性

も神経の病態を評価する尺度になりうる可能性があ

ると思われた)

著者らは EGを使用した正中神経の評価を報告

し10) 手根管症候群の自覚症状のない女性の経年

的に正中神経の弾性が上昇するこ とを報告 して き

た 4) 手根管開放によ って手根管内圧は低下 し正中

神経への圧迫も改善するが 生体内での弾性の変化

は報告されてはいない.) 

今回の評価では，手根管開放術後に正中神経の歪

み比は低下していた.横手根靭帯切聞は手恨官内圧

を低下させ，同時に神経も除圧されたことにより ，

神経の弾性は回復 したと思われる しかし，術後 3

か月後には僅かであるが再度上昇した 今回の対象

者の年齢構成が 50代 3人， 60代 1人， 70代 2人，

80代 2人と高齢者に偏っているために，術後弾性の

改善が悪い可能性がある.前回報告 した手根管症候

群症状のない年齢別検討では 50歳までは弾性は上

昇 し，50代 60代は 2.29:t0.90程度の弾性を示して

おり，ほぼ同様の状況に安定したと思われる ，1) 今

後更に症例を重ね検討する必要がある.) 

今回の研究にも限界がある.8例と症例数が少な

く，さらに症例数を増やす必要があること，経過観

察期間が 3か月と いう短期間であったこと，また，

観察方法がマニュアルであり，客観的な評価方法が

必要と思われる.

[まとめ]

手根管症候群の術前術後の掌側手首皮線の正中神

経の弾性を超音波エラストグラフィにより計測し

た. 掌側手首皮線では正中神経の歪み比は術前に比

べ，術後 1か月，術後 3か月で有意に低下していた.
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1) Okutsu 1， et al. Measurement of carpal canal ancl mecli 

an nerve pressure in patients with carpal tunnel syn 

clrome. Tech Hancl Up Extrem Surg 8・124-128，2004 

2) Ettema AM， et al. Changes in the functional structure of 

the tenosynovium in icliopathic carpal tunn巴1synclrome: 

a scanning electron microscope stucly. Plast Reconstr 

Surg 118: 1413-1422，2026 

3) Arons JA， et al. Results of treatment of carpal tunnel 

synclrome with associatecl hourglass cleformity of the 

meclian nerve. J Hancl Surg Am 24: 1192-1195， 1999. 

4) 田中利和ほか. Real tim巴echoElastgraphyを使用した

正中神経の経年的弾性変化 日手会誌29:312-314， 2012. 

5) Longstaff L， et al. Carpal tu日nelsynclrome: the correla-

tion between outcome， symptoms ancl nerve concluction 

stucly finclings. J Hancl Surg 81' 26: 475-480， 2001. 

6) Ju MS， et al. Transverse elasticity ancl bloocl perfusion 

of sciatic nerves uncler in situ circular compression. J 

8iomech 39・97-102.2004

7) Main EK. et al. Apparent transverse compressive mat巴ー

rial properti巴sof the cligital f1exor t巴nclonsancl the me-

clian nerve in the call】altunnel. J 8iomech 44: 863-868， 

2011 

8) Chen町， et al. In situ transverse elasticity ancl bloocl 

perfusion change of sciatic nerves in normal ancl cliabet-

ic rats. Clin Biomech 25: 409-414， 2010. 

9) Tapaclia M， et al. Compressive neuropathies of the up-

per extremity: upclate on pathophysiology， classification， 

ancl electrocliagnostic finclings. J Hancl Surg A.m 35: 668-

677. 2010 
10)田中利和ほか.健常者の正中村l経に対するエラストグ

ラフィの評価.日手会誌 28:423-425， 2012. 

P
0
 

1
B
A
 



233-237， 2013 第 3号日手会誌(]J pn Soc Surg Hancl)，第30巻

Extra-ligal11entous approachを用いた l-portalr去による

鏡視下手根管開放術の治療成績
awj 

緒川、 山
寛

すずき ニういち かわさきゆ みこ ひ えだ

鈴木康一，川崎由美子，稗田

今回我々は extra-ligamentousapproachによる 1-portal鏡視下手根管開放術を行い，その治療成績について

報告した.対象は当科で治療した特発性手根管症候群82例 91手とした.術後経過観察期間は 3-16ヵ月(平

均 6.1ヵ月)であった.年齢は 36-87歳(平均 71.5歳)であった.浜田分類では grade1が25手， grade2が

51手， grade3が 15手であった.手術方法は遠位手掌皮線より近位の小切開から，手掌腿膜と横手根靭帯の

聞に皮下トンネルを作成し，自作のダイレーターを挿入，さらに潜付きヘラを手根管内に挿入 して鏡視下に

横手根靭帯を切自任する方法である.全例に症状の軽快を認め， kellyの評価法にて exceJlent59手， good23手，

fair9手， poorO手であった.手掌部痛はほとんどの症例において早期から消失を認め，術後 1ヶ月の時点で

91手中 84手 (92.3%)が痔痛闇値 4kgf以上であった.手掌部痛もほとんどの症例において早期から消失 し

た.

法)について説明する.使用する機器は径 2.7mmの

手関節鏡に加え，池田ら 2)の報告する溝付きエレパ

トリウム，その他，自作のプラスチック製溝付きヘ

ラ(コーキング用へラ 5mm幅(井上工具株式会社

製)の正中に潜を掘ったもの)，細長の筋鈎，長男刀，

鈍棒(径 5mmのアク リル棒の先端を丸く 加工 した

もの :著者らはさくら樹脂の製品を使用)である(図

1) .また，細菌培養用のスピッツを全周の約 1/3に

切離 したものをダイレーターとして準備する(図 2).

スピッツの先端は，細い鈍棒が通るように穴を開け

ることで図 3の様に鈍絡をガイドに して挿入できる

ように しておく .手術方法について説明する.まず，

近位手掌皮線より近位 2cmに約 2cmの小切聞を加

[緒言]

鏡視下手根管開放術には奥津法を代表とする

1-portal法， Chow法を代表とする 2-portal法がある.

いずれも手根管内から横手根靭帯を切離する手技で

あるが，我々は第 54回学術集会にて手根管外から

横手恨靭帯を切VJflする extra-ligamentousapproach 

による 2・portal鏡視下手線管開放術を行い，その治

療成績について報告 した.今回， 2-portal法から

1-portal法に改良して手術を行い，その治療成績を

検討 したので報告する.

{対象と方法]

当科で治療した特発性手根管症候群のうち母指対

立再建術を同時に希望しなかった82例91手とした.

男性 27例，女性 55例.年齢は 36-87歳(平均 71.5

歳)であった.やtij後経過観察期間は 3-16か月(平

均 6.1ヵ月)であった.病期は浜田分類で grade1が

25手， grade2が51手， grade3が 15手であった.検

討項目と して術後成績を KeJlyの評価法 1)を用いて

評価し， Pillar painの評価として.池田ら 2)の方法

に従い，圧痛討を用いて手根管直上の圧痛闇値を測

定した.

extra-ligamentous approachによる ETCR(以下 EL 使用器具図 1

福岡県八女市大字津江 538番地

勺
，
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える.長掌筋!躍を避け，掌側手根靭帯も横切し，直

下に正中神経が走行しているこ とを確認，剥自[f.子を

用い，正中神経を遠位，近位とも背側に剥離してお

く.次に長掌筋)陪を掌側に挙上し，剥肉[f.子を挿入し

つつ手掌腿膜と屈筋支持;の聞に皮下トンネルを作成

する (図 4).手掌l睦膜と屈筋支帯の剥離の容易さ

については症例によって若干差があり，特に遠位手

首皮線のレベルで剥離に若干力を要する症例があ

図2 細菌培養用のスピッツを使用した
ダイレーターの作成

図 3 スピッツの先端部分は鈍俸が通る
様に加工

る. しかし，長掌筋l躍をしっかり上方に挙上 しつつ，

剥1iJ!E子を横手栂靭帯の上を滑らすように挿入するこ

とで可能となる.その後，細長の筋鈎を皮下トンネ

ル内に挿入し十分に トンネル内を拡大する.次に鈍

棒を皮下 トンネルに挿入し それをガイ ドに して前

述のダイレーターを挿入する(図 5). 横手線靭帯の

下層に潜付きエレパ 卜リ ュウムを挿入し，内視鏡下

の操作に移る.最初は溝手Iきエレパトリュウムを挿

入した状態で長男万を用いて横手根靭帯を切離して

ゆく(図6a).その後，溝付きエレパトリュウムから，

プラスチック製溝村きヘラに交換 し，横手根靭帯の

遠位部分を電気メスにて慎重に切離(出力設定は通

常使用の 1/2の出力とする) してゆく(図 6b).奥

津らの述べる DHFFRまで切離することを目標に し

ているが， DHFFRの遠位縁がはっきりしていない

こともある.その|僚は，浅掌動脈弓が確認できる レ

ベルで操作を終了する.切自[f.後は，剥同[f.子を正中神

経に沿って挿入し除圧の状態を確認する.最後に，

ターニケッ 卜を開放 し，周囲からの出刷の状態，神

経上膜の血流状態を確認し，手術を終了する(図7)

[結果]

手術時間は平均 24.5士6.2分であり，術中合併症

図 4 手掌腿膜と周筋支帯の問に皮下トンネルを作成

。。
ー

図 5 鈍俸をガイドにダイレーターを押入
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を認めた症例はなかった.術後成績は Excell巴nt50

子， Good23手， Fair9手， PoorO手であった.電気

生理学的検査では MDLの値が術前平均 8.8:t3.1ms

から術後平均 5.2土1.3msに改善した.術後の手根

管直上の圧痛闇値は，術後 1週目での圧痛平均が

4.5kg重であった(表 1). また，術後 1ヶ月の時点

で92.3%が終痛闘値 4kg重以上であり，術後 3ヶ月

の時点では，痔痛闘値が 3kg重以下の症例は 1手の

みであった(表 1). 

[考察]

手根菅症候群に対する手術方法は，大きく観血的

手根管開放術，手掌内小皮切手根管開放術，鏡視下

手根管開放術に分けられ 鏡視下手根管開放術には

奥津法を代表とする 1-portal法， Chow法を代表と

する 2-portal法がある.いずれも手根管内から横手

図6 鏡視下に横手根初帯を切i!ilL
a)殉万を用し、た切l維.
b)電気メスを用いた切離

根靭帯を切離する手技であるが，合併症等の問題か

ら全国的に普及 しているとは言い難い.原ら 3)の

日本手外科学会会員を対象にしたアンケートでも

ECfRを主に行っているとの回答は 10.8%であっ

た. OCfRを主に行うという回答は 75.6%であり，

さらに手掌部小切開で行うとの回答は 55.5%であっ

た.これは鏡視下で行うまでもなく，手掌内小皮切

で十分と考えている術者が多いことを反映している

と思われる

鏡視下手根管開放術手術の利点として， 一般に小

侵袈であるため早期の社会復帰が可能であること，

手術創が小さく目立ちにくいこと， Pillar painが生

じにくいことが言われている. しかし， pillar pain 

については OTCRと同程度との報告も見られる 4)

pillar painの原因としては諸説あるが，手掌部の掌

側皮神経の損傷が原因であると述べている論文が多

図 7 横手恨籾帯切:~If後，周囲から

の出血の状態，神経上Jj英の血

流状fi!.を他認する

表 1 術後の手根管直 tの圧痛|謝値

(kgf) 7 

6 

4 

，、
コ

2 

。
1w 2w 1m 2m 3m 

術後経過期間

-19一
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2 

表2 術後 1ヶ月，術後 3ヶ月の時点で、の終痛闘値

術後1か月後の圧痛闇値

ぃ5).whorl6)は従来の ETCRの手技では，掌側皮

神経の損傷防止は困難であると述べている. 一方，

皮下組織を温存した池田ら 2)の小切開 OTCRの報

告では従来の OTCRに比べ術後2カ月までは手掌部

痛の軽減が可能であった.池田らは当初の 2皮切よ

り1皮切に改良した OCTRの術式を報告しており 7)

この方法を行うのであれば， 2-portalの鏡視下手根

管開放術を行うことの利点はないと述べている. し

かし， 小切開 OCTRは手根管近位部の操作H寺にど

うしても視野が不十分となりやすいことは否めな

い.それに対して，全工程を内視鏡を用いて行うこ

とは安全に手術を行う上で意義のあることと考え

る.

そこで我々は，手掌部皮下組織を温存しつつ内視

鏡手術の利点を生かせる EL法を考案した.術後の

pillar painの検討においても，術後 1ヶ月の時点、で終

痛聞値 4kg重以上であったのは 92.3%であった.し

かし，術後 3ヶ月の時点で終痛闘値が 3kg重以下の

症例が 1手に認められ，これは他の論文でも述べら

れているように掌側皮神経の損傷以外にも pillarpain 

の原因があることを伺わせるものであった.また，

従来の鋭視下手根管開放術の問題点として，合併症

の問題やLearningcurveの存在があり，トレーニン

グする施設，システムが全国に充足していないこと

が普及の妨げとなっていることも事実である.EL法

の利点として OCTRと同様に掌側から横手根靭帯を

切離するため，確実に手根管を開放し， I徐圧を確認

することが可能である.そのため， OTCRを行って

いた術者でも，大きな違和感なく行うことができ，

従来の鏡視下手根管開放術よりも比較的容易な方法

掴 2kgf以下

・3kgf
4kgf 

，15kgf 

・6kfg以上

術後3か月後の圧痛闇値

と考えている.横手根靭帯の切離に関して，当初は

全症例長男万を用いて全切離していたが， DHFFR 

の切離の際に裏面に静脈が横走している症例や母指

球筋が正中より尺側まで発達している症例がしばし

ば見られ，術後，恐らくその切除が原因と思われる

広範な皮下出血を認めた症例があった.そこで途中

から DHFFR，母指球筋の切離の際には溝付きエレ

パ 卜リ ュウムから自作のプラスチック製潜付きヘラ

に交換し，出力を低く設定した電気メスで切離する

ようにした.それからは やl;r後皮下出血を呈する症

例は認めていない 神経が直下にある部位での使用

であるため，電気メスの使用については異論がある

ことと思われるが，現在のところ術後に簿れの悪化

などを訴えた症例は認めていない

また，従来法では内視鏡を入れること自体が神経

損傷を起こす可能性が指摘されている 8)，9).EL法で

は手根管内に挿入するのはエレパトリュウム，ヘラ

のような断面積の小さい器具のみであり，神経に対

するダメージも最小に抑えられるのではないかと考

える.さらに，従来法では専用の器具が必要であり，

それが高額であることが普及しにくい原因と一端と

なっているが， EL法において使用するのは径 2.7mm

手関節鏡であり，元々手関節鋭を持っている施設で

は新たに特殊な機器を購入する必要がないというこ

とも利点の一つである.

一方，EL i去の問題点としては，長掌筋欠損の症例

に関する問題がある. EL i去では長掌筋!世を拳上し

つつ行うため，長掌筋腿欠損例では困難が生じる

が，掌側手線靭帯の上を丁寧に剥離し，慎重にスペ

ースを確保することで対応している.また，掌側か

ハU
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ら横手根靭帯を切離する場合，何を指標に切離する

かということも問題となるが，我々は奥津らの述べ

る DHFFRを切i維できるまでとしている.ただし，

本法で手術を行う際，横手線籾帯と DHFFRの境界

が不明瞭な症例も見受けられた.我々は久能 10) の

解剖学的検討にて横手根靭帯中央部遠位端から掌側

動脈弓の距離が 9.4::!::3.5mmと報告されていること

から，浅掌動脈弓が確認できた時点で，横手根靭帯

は完全切離できているものと判断し操作を終了して

いる.また，切離後に剥離子を正中和11経に沿って遠

位まで挿入し，神経を圧迫している構造物がないか

どうかを確認することは必須の操作と考える.

辺のfq砧IJ 日本整形外科学会雑誌 68:878-884， 1994. 

{まとめ1
1. 手根管症候群 82例 91手に対しExtra-ligamen

tous approach (l-portal法)による鋭視下手根管開

放術を行った.

2. 全体的に良好な成績が得られ， pillar painの出

現を低く抑えることが可能であった.

3. 手術の全行程において良好な視野が得られ，

合併症も認めなかった.

[文献]

1) Kelly Cp， et al. Early experience with endoscopic carpal 

tllnnel release. J Hand Sllrg Br 19 (1): 18-21， 1994. 

2) 池田和夫ほか.手根管|銅版術後の手掌部痛の検討.日

本手の外科学会雑誌 20(2):57-60， 2003. 

3) 原友紀ほか.特発性手根管症候群治療の現況.アンケ

一卜結果より.日本手の外科学会雑誌 25(5):580-585， 

2009. 

4) Feinstein PA， et al. Endoscopic carpal tllnnel release in 

a comn111nily-based series. J Hand Sllrg Am 18(3): 451・

454， 1993 

5) 児島忠雄ほか.手線管症候群手術における掌側皮神経

校l確認の重要'性.日本手の外科学会雑誌 17(4):435-

438，2000. 

6) Wilson Kl¥ιDOllble incision open techniqlle for carpal 

tllnnel release: an alternative to endoscopic release. J 
Hand Sllほんn19(6)ー 907・912，1994. 

7) 池田和夫ほか 手根管症候群に対する手:学部小皮切手

キ艮管開放術について日本手の外科学会主IE誌 25(5):

593-595， 2009. 

8) 大谷和l裕ほか.鏡視下手根管開放術と小皮切手根管院l
放術の比較.日本手外科学会雑誌27(6): 676-678， 2011. 

9) 大野克記ほか USEシステムを斤H、た鋭視下手根管

開J/J.術の適応と限界一術中超音波検査を併用した安全

性の検討ー.日本手外科学会雑誌29(5):480-484， 2013. 
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手根管症候群に対する最小侵襲母指対立再建術
ほそかわ あきら きくちかつひこ

細川哲，菊池克彦

母指対立機能が低下した重症手根管症候群 (CTS)に対してさまざまな母指対立再建術が報告されている.

しかし，移行l躍のプーリ一部での癒着， 作成したプーリーのゆるみ，移行艇の走行の方向の問題，手技の煩

雑性などが問題とされている.

対立再建術の代表的方法である Camitz法は長掌筋l陸および手掌腿膜を移行腔として利用するため，鍵移

行による機能障害がないという利点があるものの 手掌腔膜採取がやや困難で、十分な長さの移行腿を採取し

にくいという欠点もある.また 皮切も大きく低侵襲とは言い難い.

今回我々は母指対立再建術を低侵襲で施行するため，鏡視下手根管開放術 (ECIR)に加えて Guyon管の

掌側手根靭帯をプー リーとして用い 環指浅指屈筋雌 (FDS4) を移行l陸とした母指対立再建術を考案した

ので報告する.

本術式の利点としては手技が簡便で、手術時間も短く，早期からの運動療法が可能なこと，プー リーの位置

が豆状骨方向に近く，対立動作に効率的に作用すること， 1-1.5cmの小皮切 3ヶ所で施行できること， pillar 

zoneに侵襲を加えずに施行できることが挙げられる.

[緒言]

母指対立機能が低下した重症手娘管症候群 (CTS)

に対してさまさまな母指対立再建術が報告されてい

る.しかし，移行腿のプーリ一部での癒着，作成し

たプー リーのゆるみ，移行!拙の走行の方向，手技の

煩雑性などが問題と考えられる

対立再建術の代表的方法である Camitz法は長掌

筋!陛および手掌腿膜を移行腿として利用するため，

腿移行による機能障害がないという利点があるもの

の.手掌l腔/l美採取がやや困難で、十分な長さの移行腿

を採取しにくいという欠点、もある.また，皮切も大

きく低侵襲とは言い難い.

今回我々は母指対立再建術を低侵襲で、施行するた

め，鏡視下手根管開放術 (ECIR)に加えて環指浅指

屈筋腿 (FDS4)を移行腿とした母指対立再建術を考

案したので報告する.

図 1 ECfR前の手板管横手根靭帯の横走線維を認める

[対象と方法]

最初に手根部に約 1cmの皮切を加え， one portal 

法で ECIRを行う(図 1，2). A1プーリ一部に約 lcm

の縦切聞を加え Alプーリー近位で FDS4を同定す
図 2 ECfR後の手板管，横手根籾帯が切離され

聞大している

受理日 2013/09/20 
国家公務員共済組合連合会 千早病院 干813-8501福岡県福岡市東区千早 2-30-1
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る. FDS4の近位には誘導用のナイ ロン糸を縫い付

け，その遠位で FDS4を切離する(図 3).切離の際

には PIP関節を最大屈曲させて FDS4を引っ張るこ

とで卜分な長さを確保し かっ PIP関節に障害をき

たさないよう腿交叉やや遠位にて切離する.

ECTRの entryportalの皮切を尺側に約 lCll1延長

し，ECTRの entryportalで FDS4を同定し， entry 

portalに引 き抜く.皮切の遠位を展開し Guyon管を

同定する.さらに母指 MP関節機側に約 1.5cmの切

聞を加え，短母指外転筋腫および短母指伸筋!世を同

定しておく.ついで母指 MP部よ りentryportalへ
向かつて甜子を用いて皮下 トンネルを作成しておく.

先ほどentryportalより引き抜いた FDS4をGuyon

管の中を通し， Guyon管の掌側手根靭帯をプーリー

として Guyon管遠位部に引き抜き，母指球部の皮

下トンネルを通して母指 MP関節部に誘導する(図

4) . 

図3 FDS4を1I建交叉のやや遠位で切離し， entTy 
portal に号|き抜く

図 4 FDS4をGuyon管の掌側手根籾帯をプーリー
として，母指 MP関節部に誘導する

-23 

母指最大掌側外転位にて短母外転筋j躍に通し，短

母指外転筋腔背側より再度翻転して FDS4に縫着す

る(図 5).術後は 1週間，対立位でシーネ固定を行

い，その後自動，他動の可動域訓練を開始する(図

6). 

[結果]

症例 1:78歳女性

主訴:右手のしびれと巧織運動障害

現病歴:数年前より右手のしびれがあるも放置し

ていた. 1年ほど前より巧織運動障害が出現してき

たため当科紹介受診.

現症:右手正中神経領域の強いしびれと母指球筋

図 5 FDS4を母指最大掌側外転位にて短母外転
筋l陛に通し， ~i=I匂指外転筋肱n背側より再度
翻転して FDS4に縫着する

図6 術直後の状態
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の著明な萎縮を認めた.Kapandji testがstage5，CfSI-

重症度スコア (SS)が 3.7点，CfSI-機能状態スケ

ール (FS)が 2.1点であった.

検査所見 :正中神経の遠位終末潜時は測定できな

かった.

術後経過:術後 l年の状態ではKapandjitestが

stage5から stage10ヘ改善.CfSI-重症度ス コアは

3.7点か ら1.2点へ， CfSI機能状態スケールは 2.1

点から 1.4点ヘ改善した.また， 槙側外転は 70度，

掌側外転が 90度であった 本人も巧織運動の改善

に満足 している(図 7). 
症例 2:84歳男性

主訴 :右手掌の しびれと巧織運動障害

現病歴:数年前より右手のしびれがあったが，放

図 7 術後 1年，巧鰍運動の改善ーが認められた

図 8 母指球筋の萎縮が著明であった

置.徐々にしびれが強くなってき，細かい動作がし

にくくなってきたため紹介受診となった，

現症 :右手正中神経領域のしびれがあり ，手線部

にTinellike signが陽性.局指球筋の萎縮も著明で

あった(図 8).Kapandji testはstage2.CfSI-重症

度スコアが 2.9点，CfSI一機能状態スケールが 2.9点

であった.

検査所見:正中神経の遠位終末潜時は測定できな

かった.

術後経過 手術は症例 lと同様に行った(図 9)

術後 1年の状態ではCfSI-重症度スコアが 2.9点か

ら1.3点へ， crSI-機能状態スケールが 2.9点から 2.3

点ヘ改善 した. Kapandji testは stage2から stage5

へ改善.機側外転 60度，掌側外転 40度であ った.

この症例では MP関節の関節症による関節拘縮も

あったため，可動域制限が残存 した(区110). 

図 9 Wi直後の状態

図 10 術後 1年，巧級運動の改善が認められた
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[考察l
crsに対する母指対立再建方法として Camitz法

が代表的である.その長所としては移行腿として長

掌筋腔を用いるため機能損失がない，手掌の皮切が

利用できる等があり ，短所と しては手掌部で手掌!陛

膜を広く採取するため手技がやや煩雑なことや，皮

切が大きくなるため低侵襲とは言い難し、事，日本人

の約 4%で長掌筋腿の欠損があること，対立時の母

指囲内不良， MP関節伸展制限などが挙げられる.

これらの欠点を補うため，環指の浅指屈筋腿を用い

る方法.小指伸筋腿を用いる方法，固有示指伸筋

腿を用いる方法などが行われている 1)

母指対立再建における移行腿の最も理想的な作用

方向は，母指 MP関節から豆状骨に向かう 方向と

の報告がある 1) 移行腿の方向を変えるため，尺側

の横手根靭帯にプーリーを作成する方法，榛側の横

手根靭帯にプーリーを作成する方法，示指， 小指イrl1

筋!陸を利用する方法，Guyon管を プー リーとする

方法などが報告されている 2)3)4)5)

Guyon管をプーリーとする方法は Fritschiらの報

告の後，辻本らが良好な成績を報告 している 5)0)

この方法では腿の作用方向が母指 MP関節から 豆

状骨方向となり，移行l躍が掌側外転方向のみならず

母指回旋方向に も効果的に作用し，良好な指腹つま

みが可能となる利点がある.また，本法は新たにプ

ーリーを作成するのではなく， Guyon管をプーリー

とするため早期運動療法を行ってもプーリーに緩み

が出る可能性が低い

最小侵襲を目指す母指対立再建術については戸部

らの小切開手根管開放術に FDS4を用いた対立再建

術，長尾らの lwoportョlのECfRに FDS4を用いた

対立再建術の報告がある 7)8) 今回の我々の対立再

建術は oneportalでECfRを行い， FDS4を移行腿

として用い，作用方向が効率的となるよう Guyon管

をプー リーとするため，過去の報告に比べ侵襲が少

なく，対立作用が効率的と考えられた.

また，本術式の利点として手技が簡便で手術時間

も短く ，早期からの運動療法が可能なこと，プーリ

ーの位置が豆状骨方向に近く，対立動作に効率的に

作用すること， 1-1.5cm の小皮切 3ヶ所で施行で

きる こと， pillar zoneに侵袈を加えずに施行でき る

事が挙げられる.欠点としては握力の低下の可能性

や，環指の何l展制限や swan-neck変形の可能性が考

えられた.
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[まとめ]

鏡視下手根管開放術及び環指浅指屈筋腫を用いた

低侵袈母指対立再建術の手術手技を紹介した.

本術式は皮切が小さく，手技も決して困難ではな

いことから患者が低侵襲手術を希望 した場合には考

慮しでもよい術式と考えられる.

[文献]
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Surg 130: 829-834， 2010 

3) Burkhalter W， et al. Extensor indicis proprius opponens 

plasty. J Bone Joint Sl1rg Am 55: 725・732，1973. 

4) Schneider LH， et al. Opponensplasty using the extensor 

digiti minimi. J Bone Joint Surg A.m 51: 1297-1302， 1969 
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重度手根管症候群に対する母指対立再建術
おおたにかすひろ とみやまたか し あかぎまさお

大谷和裕， 冨山貴司，赤木H寄男

重度手根管症候群に対する母指対立再建術の術後成績につき検討 した. Camitz 法 14例と Bunnell法 13

例について比較検討を行った.手休7時間は Camitz法は平均 98分 Bunnell Y去は平均 136分と有意に Camitz

法で短かった 握力は Camitz法 13kg，Bunnell法 19k9，ピンチ力は Camitz法 2.9kg，Bunnell法 4.1kgと

Bunel法で有意に強かった.母指対立機能は Kapandjiテス トで Camitz法 6.2点， Bunel法 8.6点とBunnel

法で良好であった.DASHスコアは Camitz法 15.9点 Bunnell法 7.8点と後者で良好な傾向にあった 国

指対立再建術にはさまざまな方法がある.Camitz法と Bunnel法の比較では手術時間，ピンチ力の改普Jこは

有意差を認めたが握力や DASHスコアに有意差は認めなかった.個々の症例に応 じて適応を決定するのが

良いと考える.

[緒言]

手根管症候群は絞拒性神経|簿害の中でも っとも頻

度の高い疾患である.手術治療と して直視下もしく

は鏡視下に手根管開放術が行われることが一般的で

ある.しかし，母指球筋の萎縮が高度で母指対立障

害を認める重度の手根管症候併に対 してはしばしば

母指対立再建中l'iが必要となる.母指対立再建術には

さまざまな方法がある.当科では Camitz法と Bun-

nel法による母指対立再建術を行っ ている.今回こ

の両者の母指対立再建術の術後成績につき検討 し

た.

[対象と方法]

当科では手根管症候群に対し母指対立再建術を行

う適応は母指対立機能障害に起因する ADL障害を

有 し，術前運動神経伝導速度検査において短母指外

転筋の筋収縮が見られない症例としている.1999年

から 2006年までは Camitz法 1)による母指対立再建

術を行い， 2007年以降は Camitz法に加え男性や手

を酷使する機会のある女性に対 して Bunnel法 2)を

行っている この適応に合致 し母指対立再建術を行

った症例は手根管症候群にの手術症例 312例中 29

例であった.このうち Camitz法を施行した 14例と

Bunnell法 13例について比較検討を行った.

Camitz法は手線管開放術と 同一視野で長掌筋l腔

を手掌:)挫膜とと もに十分な長さに採取 し先端を二分

する.長掌筋腿を皮下トンネルを通し母指 MP関

節部で短母指外転筋と長母指伸筋l躍に縫合 した

Bunnel Y去は環指の浅指屈筋 (FDS)を MP関節 レ

ベルで切断し手関節音11にいったん引き出す.尺側手

根回筋の半裁!陸で作成したプーリーに FDSを通し

て皮下トンネルを通し母指 MP関節部で短母指外

転筋と長母指伸筋l腿に縫合する方法である.両者と

もに術後 3週間のギプス固定ののち母指外転装具を

装着 し可動域訓練を行った.他の手術を同時に行っ

た症例は今回の検討から省いた.

手術時年齢は Camitz法で 19から86歳，平均 66.8

歳， Bunnel Y去で 50から84歳，平均 68.4歳で，それ

ぞれの手術症例の男女比は Camitz法で男性 7例，

女性 7例， Bunnel法で男性6仔1]， 女性7例であった.

手術側は Camitz法では右 7手，左 7手 ，Bunnel法

では右 7手，左 6手で，いずれの手術法にも両側手

術例はなかった 経過観察期間は Camitz法で 6か

ら60か月，平均 20.6か月， Bunnel法で 6から 46か

月，平均 22か月であった.両群の手術時間，握力，ピ

ンチ力につき検討 し，日手会 DASHスコアの比較

検討を行った統計学的な有意差は Wilcoxon符号

順位和検定， Mann Whitney検定， Fisher直接確立

計算法を用いて検定 し，5%以下を有意と判定 した.

受理日 2013/09/19 
近畿大学医学部諮形外科 干589-8511 大阪府大阪狭山市大野東 377-2
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力およびピンチカの改善率で比較するとピンチ力は

術後有意な改善を認めたが，握力に差は認めなかっ

た.DASHスコアは Camitz法 15.9点， Bunnell法

7.8点と後者で良好な傾向にあった (p=0.07)(図 4).

[考察]

重度な手根管症候群では母指球筋の麻癖をきたし

母指対立障害をきたすことが予測される 母指対立

運動には短母指外転筋，短母指屈筋，母指対立筋な

どが関与 しているがもっ とも重要な筋肉は短母指外

転筋である.手根管症候群の際に短母指外転筋の麻

揮をきたすことが予測されるが，補助的な他の筋肉

が麻癖を免れていれば母指対立機能は温存される.

実際に，短母指外転筋は浅頭で 30%，?*頭で 80%，

母指内転筋は 96%が尺骨神経との二重支配といわ

可，
，

q
L
 

[結果]

手術時間は Camitz法は 85-115分，平均 98分，

Bunnell i去は 105-195分，平均 136分と有意に Camitz

法で短かった.握力は Camitz法では術前 12kgから

13kgヘ，Bunnell法では術前 17kgから 19k9両手

術法ともに軽度の改善を認めた(図 1).術後握力は

Bunnel法で強かった.母指対立機能は Kapandjiテ

ストで Camitz法では術前 1.6点から術後 6.2点，

Bunnel法では術前1.5点から術後 8.6点に改善 して

おり，いずれの方法で、も母指と小指の対立は術後に

可能で， Bunnel法で対立機能の獲得は良好で、あっ

た(図 2).母指一示指聞のピンチ力は Camitz法で

は術前 1.8kgから術後 2.9kgヘ，Bunnell法では術

前 1.8kgから術後 4.1kgと両手術法でとも に術後改

善を認め， Bunnel法で有意に強かった(図 3). 握
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れており，母指球筋の神経支配の破格の存在もあ

る 3) 重度の手根管症候群で母指球筋の著明な萎縮

があっても母指対立機能障害に起因した ADL障害

をきたさない症例もあり 母指対立機能再建術を要

する症例は正中神経障害の 14%以下にしか過ぎな

いといわれている 4) 母指対立再建術にはさまざま

な方法がある.長掌筋!世を用いる Camitz法は手根

管開放術の創をそのまま利用して行える簡便な方法

であるが厳密な母指対立再建術ではないためピンチ

力が弱いのが欠点である. 一方環指 FDSを用いる

Bunnel法は力強いピンチ力が再建できが，艇の採

取やプー リーの作成のために手術操作が煩雑となる

ことが問題である.

母指対立運動は母指外転，屈曲， 囲内の複合運動

であり，再建時にはすべての運動の再建が理想的で

あるが，単一の移行腿で再建できる運動は一つに限

られており，囲内運動は母指の外転と屈曲時に同時

に起こる.また，移行!挫の縫合方法もさまざまであ

り，この中で MP関節機側での短母指外転筋への

単独の縫合が最も理想的な対立運動を再現できるこ

とが報告されており 5) 現在では短母指外転筋への

単独縫合が一般的である.移行腿としては長掌筋，

浅指屈筋，回有小指伸筋などが用いられるが，健常

な短母指外転筋と母指対立筋に匹敵した滑走距離と

張力の両者を有するのは FDSといわれており 3) 浅

指屈筋と尺供Ij手根伸筋がも っとも強い母指対立運動

が再現可能といわれている 6)

今回の対象症例は両手術法ともに母指外転筋!躍と

長母指伸筋!日に縫合する津下法を行っているが，今

後，短母指外転筋単独への縫着法への変更も考慮す

る必要がある.我々の結果では術後 Kapandjiテス ト

は Camitz法で 6.2点，Bunnel法で 8.6点と両手術

方法ともに小指先端との対立は術後に可能となって

いるが，sunnel r去で高スコアでより良好な旬指対

立肢位の獲得ができた.またピンチメーターでのピ

ンチ力の測定でも Camitz法は 2.9kg，sunnel法で

4.1kgと?長いピンチ力もが獲得できた. しかし，

Bunnel r去では尺側手根屈筋腿にプー リーを作成す

る必要があり手術操作が煩雑で手術時聞が長く

Camitz法の症例の約 1.5倍の時間を要した.両手術

法での比較ではピンチカの改善は sunnelr去で有意

であったが握力や DASHスコアに有意差は認めな

かった.

強いピンチ力を必要とする職種，希望する症例に

おいては Bunn巴l法が有用であるが，日常生活での

母指対立機能の改善を目的とするならば Camitz法

で可能と考えられる.母指対立再建術は個々の症例

に応じて適応を決定するのが良いと考える

[まとめ1
1. 重度手根管症候群に対する母指対立再建術の

手術成績を検討した.

2， Camitz法は Bunnel法ともに術後に母指対立

機能の改善， ADLの改善が得られた.

3. Bunnel r去でピンチ力と握力の改善が良好で、あ

った.

4 強いピンチカを必要とする職種，希望する症

例においては Bunnel法が有用で， 日常生活での母

指対立機能の改善を目的とするならば Camitz法で

可能と考えられた.
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重症手根管症候群における第 2虫様筋複合筋活動電位

の有用性
すずき ひでつく' わかばやしよしあき に むらあきもと おおかわ あつし

鈴木英嗣七若林良明*， 二村昭元ぺ大川| 淳ネ

や11前に短母指外転筋複合活動電位 (APB-CMAP)の導出不能な重症手根管症候群 (CTS)19例 20手にお

ける，術前の第 2虫様筋複合筋活動電位 (SL-CMAP) と術後の APB-CMAPについて検討を行った.SL-

CMAPが術前に導出可能で、あった 16手では全例で術後 1年以内に APB一CMAPが導出可能となった.術前

SL-CMAPが導出不能であった 4手では， 2手が l年経過時でも APB-CMAPは導出不能であった. 重症 CTS

に対する術前検査としての SL-CMAPの有用性が示唆された.

[緒 言]

手根管症候群(carpaltunnel syndrome : CTS)の重

症例において，術前に導出されない短母指外転筋複

合活動電位 (abductorpolicis brevis compound mus-

cle action potential : APB-CMAP)が，手根管開放術

後に回復することも多い 1)2) このため， APB-CMAP 

に基づいた一期的な対立再建の適応については議論

が残るところである.このような APB-CMAPが導

出できない重症 CTSにおいても，第2虫様筋複合

活動電位 (seconcllumbricalis-CMAP: SL-CMAP)は

導出可能である ことも多く ，重症 CTSの術後成績

との関連を示した報告が散見される 山)5) 今回著者

らは重症 CTSにおけ る術前 SしCMAPと，術後

APB-CMAPの回復の相聞について電気生理学的検

討を行ったので，一期的対立再建の適応について若

干の考察を加えて報告する.

[対象と方法]

2007年1月から 2011年 12月までに当院にて CTS

と診断され，手根管開放術を施行した症例のうち，

術前 APB-CMAPが導出不能で、あったものを重症例

とし，重症 CTS19例 20手を対象とした診断は知

覚障害や筋萎縮の分布， Phalen testや手根管部での

Tinel様徴候などの身体所見から行い，電気生理学

的検査で手根管レベルでの正中神経の伝導障害を確

認 した. 男性 4例・女性 15例， 右 12手 ・左8手，

手術時平均年齢 72.9歳 (58-89歳)，母指対立再建

術を併用したのは 7例 7手であった 手根管開放術

は，手掌と前腕遠位の 2か所に小皮切を加えた 2皮

切にて行った.対立再建の適応としては，母指球筋

の萎縮が著明で， APB-CMAPが導出されなし、か著

しく低く ，患者自身が対立機能の障害を愁訴と して

自覚しており再建術を希望した場合とした対立再

建術は Camitz法も しくは蜂須賀ら 6)7)が報告 した

短母指伸筋腿を利用した対立再建術を行った 術後

のAPB-CMAPの導出の可否について術後最低 1年

まで追跡し，術前の SL-CMAP導出結果との関係に

ついて 2X2分割表を作成し， Fisherの正確確率検

定を用いて検討した.術前の SL-CMAP導出可能郡

と導出不能群の比較について Stuclentt検定を使用

した術前の DASHscore， CTSI (手根菅症候群質

問票)と術後 APB-CMAP導出の有無の相関には回

帰分析を使用 した.APB-CMAPの測定については，

従来通り APB筋腹中央にて記録を行い， APB末梢

を基準電極とした.SL-CMAPの測定は，Prestonら

の報告 別を元にして，記録電極を第 3中手骨中央

焼側， 基準電極を中指基部とした.APB-CMAP. 

SL-CMAPともに，100μVのスケールで明らかな波

形を認めないものを導出不能とした.

[結果]

術前に APB-CMAPを導出できなかった 19例 20

手のうち， SL-CMAPが導出可能であったのは 15例

16手，導出不能が4例4手であった(表 1) 平均

受理日 2013/09/02 
*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 干113-8510 東京都文京区湯島 lふ45
件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

-29 
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表 1 術前 SL-CMAP導出可能群 ・導出不能群の内訳

導出可能 導出不能
症例数 15例16手 4例4手
性別 男4例、女11例 全例女性

平均年齢 73.7歳 (58-89歳) 69.7歳(58-76歳)
擢病期間(2年以上) 8手(50%) 2手(50%)
術目ijOASHscore 36 35 
術前CTSI(SS/FS) 2.4/2.7 2.6/2.7 
対立再建術併用 5手(31笥) 2手~OO&)

表 2 術前SしCMAPと術後 APB-CMAPの関係術前 SL-CMAPと術
後APB一CMAPは相関していた (p=O.032Fisherの正確確率検定)

~ 
術前SL一CMAP

(1導5例出1可6能手) 導出4不手能) 
(4例

術後
導出可能 16 2 

APB-
CMAP 

導出不能 。 2 

年齢，催病期間で両群に差を認めなかった.術前の

DASH score . crsrといった患者立脚型機能評価で

も差を認めず，導出不能群が術前の自己評価でより

重症であるという結果は得られなかった. 一期的な

対立再建を併用したのは，SしCMAP導出可能群で

5手 31%，導出不能群でト 2手 50%であり併用率に

有意差を認めなかった.術前 SしCMAP導出可能群

15例 16手では， 全例で術後 1年以内にAPB一CMAP

が導出可能とな った.その一方で，術前 SL-CMAP

導出不能群 4191]4手のうち 2例では術後 1年以内に

APB一CMAPが導出可能であ ったが，残りの 2例は

1年経過時でも APB-CMAPは導出不能のままであ

った(表 2).術前 DASHscore . crsrと，術後APB-

CMAPの回復に有意な相関は認められなかった.

術前 SL-CMAPの導出と術後 APB-CMAPの回復は

有意に相関していた.すなわち，術前に SL-CMAP

が導出されれば，術後に APB-CMAPが導出される

可能性が有意に高いという結果であった.術前の

SしCMAP遠位潜時 10msec以上と 10msec未満の 2

群間で.術後 APB-CMAPの振幅に有意差を認めな

かった.

[症例呈示]

72歳女性， 3年前から右手指のしびれを自覚して

いた.当科受診時，右母指球に著明な筋萎縮を認め

た.術前の DASHscoreは24.2，crsrはSS2.1FS1.8 

であった 神経伝導速度では APB一CMAPは導出不

能であった. SL-CMAPは振幅が 0.12mV，遠位潜時

は 10.7msであった.手根管開放術後 2年で，APB一

CMAPは 6.1mV，遠位潜時は 4.8msと回復を認め

た(図1).

[考 察]

母指対立障害を認めるような重症 crsでは，母

指対立再建術の適応を検討することになるが，手恨

管開放術単独でも十分に症状が回復する症例も存在

するため，母指球筋力の術後回復の予後が議論の対

象となる.母指筋力回復の予測因子として年齢・術

前提病期間・ lヨ指外転筋力 ・掌側外転角・ Perfect

O形成などがある 9)が，検者による評価の差が大き

い 近年多用される DASHscore . crSIとい った

患者立脚型評価を用いても，本研究では術後の

APB-CMAPの回復予測は困難であった.このため

母指対立再建についての適応を考慮、する際には上記

予後因子のみでは十分とは言えず，電気生理学的検

査を併用することも多い.

cτsに対する電気生理学的検査として APB-CMAP

は広く用いられているが， 重症例では術前に導出さ

れないこともある. しかし術前に APB-CMAPが導

出で、きない重症例で、も，手根管開放術により 70-90%

で術後に導出されるとされており 2)9) 今回の著者

らの報告でも同様であった.術後 APB一CMAPが回

nu 

勺

J
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図 1 症例呈示 APB-Cル1APおよび SL-CMAP

復 した症例では筋萎縮が改善する 10)ことも見込まれ

る. すなわち， 重症例においては術前の APB-CMAP

が術後成績を反映するとは限らない.

APB一CMAPが導出できないような重症例におい

ても SL-CMAPが検出されるのは，手根管内におい

て，第 2虫様筋の神経束は母指球筋枝より深部背側

に存在するため，屈筋支帯による圧迫で障害をうけ

る可能性が低いためとされている 3)8) SL-CMAPは

APBの筋力を直接評価してい るわ けではないが，

SL-CMAPが術前導出可能であれば術後に APB一

CMAPも回復するこ とが多いとされており 4) 本研

究でも同様の結果で、あった. Nobutaらは，術前 Sし

CMAP遠位潜時が 10msec未満なら ば多くは良好な

回復が期待できる と述べている 10)が，本研究では

症例数が少ないこともあってか，術前 SL-CMAP遠

位潜時の有用性は明らかではなかった.

本研究にて術前も術後も APB-CMAPの導出され

なかった 2例はいずれも 術前から SL-CMAPが導

出されてお らず， 少なくと も術前 SL-CMAPも導出

されない重症 CTSでは一期的な対立再建を試みて

よいと考えられた

本研究の問題点として， 電気生理学的検査のみで

評価を行っており APBの筋力といった|臨床的評価

を検討していないこと，術前 SL-CMAP導出不能症

例が 4例と少ないこと，術後の追跡期間が最低 1年

と短いこと，症例によって対立再建術を併用してお

り術式が異なることなどが挙げ、られる

[まとめ]

術前 APB-CMAP導出不能例のうち， 80%で術前

SL-CMAPが導出可能であった.

術前 SL-CMAPが導出可能であった症例では全例

で，休日後に APB-CMAPの回復を認めた.

APB-CMAPが術前も術後も導出できなかった 2例

はいずれも術前からSしCMAPが導出されなかった

術前 SL一CMAPも導出されない重症 c1ち では一

期的な対立再建を試みてよいと考えられた.
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締山問、、
特発性肘部管症候群に対する USEsystemを用いた

鏡視下神経剥離術の McGowanGrade別術後経過
よしだ ゐや お くつ いちろう はま なか い っき

吉田 綾*，奥津一郎主七浜中一輝三ヰ

USE systemを用いた肘部管症候群の鏡視下神経剥離術における術前 McGowan分類 Grade(MG)別の術

後成績を調査し，経時的な臨床症状改善経過について検討した.特発性肘部管症候群の診断で手術を受け，

術後 2年以上経過観察可能であった 15肢 (MG-I:1肢， MG-II: 8肢， MG-III: 6肢)の， f，1'I前術後の臨床症

状(尺骨神経領域のしびれ，痛覚，触覚， MMTによる小指外転筋はDQ)筋力と第 1背側骨間筋 (FDI)筋

力)について調査した.手術時平均年齢は 61歳 術後平均追跡期間 4.4年.臨床症状回復率は術前 MG-I/

II/IIIの!II買に， しびれの消失 100%/88%/83%;痛覚障害の回復 100%/100%/100% ;触覚障害の回復

100%/88%/83%で認めた ADQ筋力の正常化を MG-II/IIIの順に 88%/83%; FDI筋力の正常化を 88

%/50%で認めた術後経時的回復は術前MG-I/II/IIlの順に知覚障害の回復が概ね術後 1/18/18か月，

運動障害の回復が(ー)/12/12か月で平衡状態になっていたが，術後4.4年程度まで改善傾向は認められた.

{緒言i
Univ巴rsalSubcutaneous Endoscope (USE) sys-

temを用いた肘部管症候群の鏡視下神経剥離術 1)2)

は， Jlサ部管部の 1-3cmのポータルから， 尺骨神経

の絞把が発生する可能性のある部位を全て観察・絞

拒解除可能な低侵室長手術である.本術式における術

前 McGowan分類 3)Grade(MG)別の術後臨床症状

を調査し， 重症度別の経時的な手術成績について検

討することを目的とした.

[対象と方法]

対象は， 2003年 7月から2010年 7月の聞に特発

性肘部管症候群の診断で USEsystemによる鏡視下

神経剥離術を受けた 41肢 37症例のうち，術後 2年

以上経過観察可能であ った 15肢 14症例 (MG-I:1 

肢， MG-II: 8肢， MG-III: 6肢)である.手術時平

均年齢は 60.5(49-72)歳男性 8肢 ・女性 7肢，術

後平均追跡期間 53.3(24.8-94.9) か月であった.

追跡期聞が2年未満のため対象外となった 26肢

23例の平均追跡期間は 9.2(1.4-21.2)か月で，術後

臨床症状回復状況は，正常化 14肢，改善 5肢，中

途脱落7肢であった.

手術は外来日帰り手術とし，局所麻酔で，空気止

血帯は使用せずに行った. 11す部管直上に約 1-3cm

の皮膚切聞を置きポータルとした.直視下に Os-

borne靭帯を切離し，同部からまず末梢方向ヘ，

USE systemを尺骨神経に沿って挿入した.内視鏡

下に肘音1I管の末梢側 10cmから中枢側 10cmの範囲

の尺骨神経を観察し，神経内視鏡所見として，神経

上膜の肥厚，神経束径の大小不同・蛇行，神経束間

脂肪組織の消失，神経束間血流の途絶がある範囲を

神経病変(異常所見)2)として同定し，除圧範囲を

決定した.プッシュナイフで尺骨神経と外套管を挟

んで対側にある筋膜などの軟部組織を切離した.和11

経除圧の判定は，観察範囲全長で神経束間血流が回

復していることを確認して除圧完了とした 術後特

に日常生活動作制限は行わなかった.

術前・術後の臨床症状(尺骨神経領域のしびれ， 3g 

痛覚計を用いた痛覚， 2g von Frey hairを用いた触

覚，徒手筋力テス 卜(MMT)による小指外転筋 (ADQ)

筋力と第 1背側骨間筋 (FOI)筋力)について術後 1，

3， 6， 12， 18， 24か月時で調査し，経時的な回復

状況を検討した休日後各診察時点で，術前から存在

したしびれや知覚障害が消失した状態および診察時

の MMTの改善 した状況を回復とし， 最初に臨床症

状が改善 した時点を回復期間とした また尺骨神経

受理日 2013/09/03 
*I!ll手北相馬保健医療センター医師会病院 盤形外科 〒302-0032 茨城県取手市野守井 1926

件おくつ援形外科クリニック
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の運動神経伝導速度 (MCV)，尺骨神経内視鏡所見

における神経病変の範囲についても調査した.

[結果]

術前尺骨神経領域のしびれを 15肢，痛覚障害を 14

肢，触覚障害を14肢， ADQ筋力低下(MMTO/1/2/3/4)

を各々2/0/3/7/2肢， FDI筋力低下 (MMTO/1/2/3/4)

を各々2/0/4/6/2肢，肘部管部での MCV低下を 15

肢で認めた.単純X線上の頭椎症性変化を MG-II: 

8肢， MG-III: 5服で認めた.

術中の尺骨神経内視鏡所見では，全例で肘部管部

の神経異常所見を認め，肘部管を中心として末梢平

均 3.9(3-5) Cll1，仁1"枢平均 6.0(3-10) Cll1に神経

上膜の肥厚，神経束径の大小不信J.蛇行，神経束聞

の脂肪組織の欠損や血流障害を認めた (n=14)

しびれ，知覚障害， MMTの術後臨床症状回復状

況は図 1-3に示す通りである. しびれの消失を

MG-Iでは l肢 (100%)，回復期間 17.7週， MG-II 

では 7肢 (87.5%)，平均回復期間1.6(0.1-4)週，

MG-IIIでは 5肢 (83.3%に平均回復期間 51.6(0.1 

-200)週で認めた.痛覚障害の回復を MG-Iでは 1

JJ支 (100%に巨|復期間 1.7週， MG-IIでは 8肢 (100

%)，平均回復期間 3.4(0.1-15)週， MG-IIIでは

6 JJ支 (100%)，平均回復期間 25.0(0.1-88)週で認

めた.触覚障害の回復を MG-Iでは 1肢 (100%に

回復期間1.7週， MG-IIでは 7肢 (87.5%)，平均回

復期間 2.0(0.1-8)週， MG-IIIでは 5肢 (83.3%に

平均回復期間 34.0(0.1-132)週で認めた. ADQ筋

力の正常化を MG-IIでは 7肢 (87.5%)，平均回復

期間 4.1(1-12)週， MG-IIIでは 5肢 (83.3%)，平

均回復期間 72.6(16-180)週， FDI筋力の正常化を

MG-IIでは 7肢 (87.5%) 平均回復期間 4.1(1-12) 

週， MG-IIIでは 3肢 (50%) 平均回復期間 132.0(16 

-348)週で認めた.

MCVは術後 2年程度まで明らかな改善は認めら

れない症例が多かったが，最終測定時には改普ーして

いるものが多かった(図 4) 術後電気生理学的に

悪化を認めた 1肢でも， しびれや知覚の改善は認め

られていた.

術後 McGowan分類は，術前 MG-I/MG-II/MG-

IIIの順に，術後正常 :1肢/6肢/311支，r，!:j後 MG-I:

o JJ支/1肢/0肢，術後 MG-Il: 0肢/lJl支/2JI支，

術後 MG-III: 0肢/0肢/1肢であった.
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[考 察]

肘部管症候群に対する手術治療では，単純除圧

術，内上頼切除術，皮下前方移所術，筋層下前方移

所術などがこれまで行われており，その成績は概ね

良好との報告が多いベ Tsai5
)の報告以来，近年行

われるようになった内視鏡を用いた手術において

も，その成績は良好とされている 6)7) 本対象の術

後 McGowan分類でも術前 MG-Iでは 100%，MG-II 

では 75%，MG-IIIでは 50%が術後正常となってお

り，従来の術式と比較しでも遜色ない成績であっ

たベ

肘部管症候群lこ対する鏡視下神経剥離術における

われわれの術式の特徴は主に三つあり，透明な閉鎖

性外套管を，鏡視しながら神経に沿って押入するこ

とで神経を剥離し，同時に拡大視野で神経所見を得

ることで障害範囲を診断可能であり，必要部位の筋

膜等切~llfによる除圧状況を内視鏡神経所見(神経束

問JIll流の視認)により確認することが出来る点にあ

る.これは従来手術における，神経絞把の可能性が

ある部位の広範な神経展開の後に，結果的に除圧と

診断がなされていた概念と根本的に異なっており，

われわれの術式が低侵袈手術と考える所以である.

本術式で尺骨神経に沿って外套管を挿入すること

による神経損傷を危倶する意見があるが，本対象で

も全例で肘部管部での尺骨神経絞拒が主因であり，

岡部位はポータルとなるため直視下に神経剥離を行

うこと，ポータル部で尺骨神経周囲に十分なスペー

スを確保してから外套管を挿入すること，また|徐圧

後に神経内血流が認められることを確認しているこ

とから，これらの問題は回避できるものと考える

神経剥離の範囲については肘部管部のみの除圧で

一定の成績が得られるとの見識もあるが 8) 単純除

圧術後 7%で症状が残存し筋層下前方移所術を要し

たとの報告や 9) 各種術後成績不良例に対して絞拒

可能性のある部位全て(A.rcacleof Struthers，内側

筋問中隔，尺側手恨屈筋腿膜，深屈筋囲内筋腿膜な

ど)の絞把解除を要したとの報告 10)を考慮すると，

従来の直視下神経剥離術における考え方と同様に，

神経異常所見のある範囲の剥離 ・除圧は必要である

と考える.

今回術前重症度別の術後経過を検討した今回の

結果から術前重症度が高い程最終的な改善率が低

く，回復期聞が長い傾向にはあったが，どの Gracle

においても，多くの症例が術後 6-12か月の聞にし

びれ，知覚障害，運動障害の改善を認めていること

がわかった.また術後臨床症状の回復経過と電気生

理学的検査としての MCVの改善傾向が，必ずしも

一致していないことがわかった.つまり術前 Mc-

Gowan Gracleが同等であっても，その中に様々な

病状の症例が含まれており，今後その見極めをする

必要があると考えられた.

肘部管症候訴に対する USEsystemを用いた内視

鋭手術の術後経過は概ね術前 McGowan分類 MG-I

/MG-Il/MG-IlIの順に術後 6か月/1.5年/2年

でしびれが， 1か月/1.5年/1.5年で知覚障害の回

復が， (なし)/1年/1年で運動障害の回復がおよ

そ平衡状態になっていたが，術後 53ヵ月程度まで

改善傾向は認められた.この結果は術前患者説明に

おいて一つの目安に出来ると考える.

本研究の限界として症例数が限られているため，

術後 6-12ヵ月で MG-IIにおける第 4-6頚椎前方

固定術後の症例の臨床症状が不安定であったことの

影響が表れており，今後症例の蓄積が必要である.

また MG-II，IIIのほとんどの症例で合併していた

頚推症性変化が臨床症状残存に関与している可能性

も考えられる また経過観察期間が短く除外となっ

た26肢について，うち 19肢は正常または改普こして

いるため本研究と同様の経過をたどったと予想され

るが 7肢(全体では 17%)が中途脱落している点

が本研究の問題点である.

[まとめ]

特発性肘部管症候群に対する USEsystemを用い

た鏡視下神経剥lillf術の術後臨床症状改善経過は，や|す
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前 McGowanGradeが重症にな るほ ど改善率が低

く，回復期間が長い傾向にあった Gradeに関係な

く多くの症例で術後 6-12か月の聞に改善がみられ

た.最終的な McGowanGradeは術前 MG-[:100%， 

MG-II : 75%， MG-[[[: 50%で正常となっていた
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腿鞘巨細胞腫と鑑別が必要だった軟部腫癌の検討-
いけ だかず お おさ Uらなお き ただ かおる

池田和夫ぺ納村直希七多田薫**

術前に!腿鞘巨細胞腫と考え展開したが 異なる軟部腫癒であった 5例を検討したので報告する.術前に手

指発生の腿鞘巨細胞腫を疑って手術を行った症例は 30例あり そのうち 5例が他の診断であり，それは腿

鞘線維腫，良性線維性組織球JJ重， リ ウマチ結節，神経鞘腫，類上皮嚢腫であった.発生部位は， 母指が HJ~ ，

示指が2例，環指が2例であり，屈側に 4例，伸側に l例であった.M悶所見は!躍に接した腫癌で，T1強

調画像， T2強調画像と もに低信号から等信号で内容は不均一であった.J.腔鞘巨細胞腫の治療は再発防止の

点から顕微鏡を準備して完全摘出をめざすことが原則である.顕微鏡の準備を行うことで， 他のJl重癌病変に

対 しても対応可能と考える

[緒言]

手指発生の腿鞘巨細胞!屈は再発しやすく，その手

術治療には注意が必要である 1) 診断には M聞が

有用で，典型的な腿鞘巨細胞腫ではヘモジデリンを

多く含むため， MRl所見はTl強調画像，T2強調画

像ともに低信号を呈する.しかし，すべての症例に

特異的な所見があるわけではないので確定診断は困

難である.術前に腿鞘巨細胞JJ重と考えて展開した

が，病理診断は異なるil次部腫癌であった 5例を経験

したので報告する

[対象と方法]

平成 15年から，著者ら が術前に手指発生の腿鞘

巨細胞腫と疑って手術を行った症例は 30例あり，

そのうち 5例 (16%) が病理診断で別の病変であっ

た.年齢は33歳から 65歳で平均年齢は53歳であり，

男性が 3例で女性が2例であった.発生部位は，母

指が 1例，示指が 2例，環指が2例であ り，屈側に

4例，件l側に 1仔IJであった 術前に腿鞘巨細胞腫を

疑った理由は，I臨床所見で弾性硬の腫痛で，皮膚に

は癒着 していないが深部組織との可動性はなかった

ことである.チネル様徴候はなく，圧痛もなかった.

M問所見は腿に接した腫痛で， T1強調画像， T2強

調画像ともに低信号から等信号で，一部高信号領域

も含んでいた.また内容は不均一であるものが多か

った(表) 線維性の内容物が不均一に混在 した腫

癒という術前診断であり 特異的な所見に乏 しかっ

た

表 1 症例の詳細データ

受理日 2013/09/12 
本独立行政法人国立病院機椛 金沢医療センター整形外科 1'920-8650 石川県金沢市下石引IIIT1・1
付金沢大学病院 整形外科
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[結果1
5例の病理診断名は，腿鞘線維腫，良性線維性組

織球腫，リウマチ結節，神経鞘腫，類上皮襲腫であ

った(表).年齢分布は， 著者らの経験 した腿鞘巨

細胞腫の平均年齢が 45歳であったのに対して，他

の診断であった 5例の平均年齢は 53歳であった.

「症例提示j

症例 2:63歳の女性で，1年ぐらい前から徐々に

大きくなってきた手背の腫癌を主訴に受診した(図

1) 痛みや圧痛はなく，伸筋腿の動きと同期して縦

軸にわずかに動いた M悶では伸筋腔に接したT1

強調画像とT2強調画像でともに低信号を呈し比較

図 1 症例 2:63歳の女性， 1年ぐらい前から
徐ヤに大きくなってきた手背の腫癌.

図 2 MRlでは伸筋腿に接した Tl強調画像で

低信号の11重f.'11

的均一な腫癌が認められた(図 2，3). 顕微鏡下に

展開すると，伸筋!躍の表と裏に腫携が存在した.こ

れを剥離して摘出した. 1匝携は充実性の線維性腫蕩

で(図 4)，病理診断は)世鞘線維腫であった.術後 l

年で再発はない.

症例 3:43歳の男性で， 2か月ほど前から右母指

の IP関節掌側に腫癌を感じるようにな った.徐々

に大きくなってきたので受診した.痛みはないが，

ハサミを使うのに IP関節の屈曲制限があり不便を

訴えた.M悶では長母指屈筋腔に接した T1強調画

像で低信号を呈する腰痛が認められた M悶のT2

強調画像では等信号， 一部高信号を呈する腫痛であ

った(図 5，6). IP関節， MP関節内にも滑膜の増

生が認められた.顕微鏡下に展開すると，長母指屈

81 9 

図 4 病理診断は11建鞘線維11重である

図 6 MRlのT2強調画像では

等信号，一部高信号を呈

するl箆痛.

図 3 MRIのFロ強調画像では低信号の腰痛.

図 5 43歳の男性，MRlでは長母
指屈筋腿に接した T強調画

像 1で低信号を呈する腫癌.
IP関節と MP関節に滑膜病
変もある.

-37ー
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筋l躍を取り囲む軟部腫癌があり，関節内の滑膜とは

連続 して いなかった 滑膜様の腫癌の病理診断は，

リウマチ結節であった その後， 血液検査で関節 1)

ウマチが明らかとなり ，関節 リウマチの治療が開始

された. IP関節と MP関節の滑膜病変も関節 リウ

マチ病変と考えれば一元的に説明できた.

[考察]

!挫鞘巨細胞腫の年齢分布は 14歳から 77歳と広範

囲で，年齢から他の疾患を類推することは不可能と

考えた 小林らの 29例の報告でも，腿鞘巨細胞腫

の症例は 10歳から 70歳と幅広く平均は 43歳であ

った 2) 手の)1次部腫蕩の発生例はガングリオンを除

くと，手術症例で血管腫39例， l腔鞘巨細胞腫29例，

表皮嚢腫24{91J， 神経鞘腫 18f91J，グロムス腫傷10例，

線維腫 8例の順であったという報告がある 2) した

がっ て鑑別を考えるうえで，この頻度順から疑って

いく ことになる 腿鞘巨細胞腫の発生頻度はかなり

上位にあるので，まず鑑別に上げなければいけない

軟部腫蕩といえる.

手指発生の!健鞘巨細胞腫に典型的な臨床所見はな

い.弾性硬の!J重痛で，皮膚には癒着 していないが深

部組織との可動性はなく，チネル様徴候はなく，圧

痛もない腫癒である.脂肪腫のようには柔らかくな

く，皮下腫癒として存在する類上皮嚢腫のような可

動性はない. しか し，症例 5のように類上皮襲!J重で

あっ ても，屈筋j陛鞘に癒着してしまうと， I挫鞘巨細

胞腫と鑑別は困難となる.症例 3においては，最初

から関節リウマチという診断があればリウマチ結節

を疑うこともできたが，今回の病理所見で初めて関

節 リウマチの診断がついた. しか し術前に M悶 で

複数の関節に病変があることを見逃さずに，関節 リ

ウマチの血液検査をすべきであったと反省している.

腿鞘巨細胞臆は，関節内に存在する色素性純毛結節

性滑膜炎 (pigmentedvillonoc¥ular synovitis : PVS) 

と病理組織学的には同じである. したがって，関節

外の本体は結節型の腿鞘巨品11I胞11重に見えても，関節

内は PVSの形態をとることもあり注意が必要であ

る 1) 単一関節と交通がありそうな軟部腫癒の場合

には，やはりまず腿鞘巨細胞腫を リウマチ結節より

鑑別にあげるものと考える.相l'経鞘腫であれば，チ

ネル様徴候があると考えるが，もちろん必須ではな

い.症例 4ではチネル様徴候はなく，圧痛や知覚異

常もないため術前に神経鞘!匝を疑う ことはできなか

図 7 腿鞘巨細胞胆の症例， M則では長母指
屈筋腿に接した Tl強調画像で低信号を

呈するlIill癒

図 8 MRlのT2強調画像では高信号を呈する
腫f習で，典型的な腿鞘巨制11胞11重には合わ
ない所見である.

った かえって，屈筋!躍に接 した11重傷であり腿鞘巨

細胞腫のほうを強く疑っていた

典型的な腿鞘巨細胞1I重ではヘモジデリンを多く含

むため， MRI所見は T1強調画{象， T2強調画像と

もに低信号を呈する 3) しかし，それは特異的とい

うわけではない.関節と連続性を持つ 「びまん型J1) 

の腿鞘巨細胞腫ように滑膜様組織が多いと，M聞 で

はT1強調画像で低信号 ロ 強調画像で高信号を呈

する場合もある (~17 ， 8). M悶 で術前に腿鞘巨細

胞腫と考えた 16f91J "IJ 3例 (19%)は他の診断であっ
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たという報告がある 3) 著者らの症例でも， 1陛鞘巨

細胞腫を疑った 30例のうち 5例 (16%)が病理診断

で別の病変であった.また別の報告では，腿鞘巨細

胞腫と考えた 14例のうち 5例 (35%)は別の診断で

あり，それらには血菅平滑筋腫，線維IJ重，神経鞘JJ重，

悪性腫療2例が含まれていた 4) 手に発生する軟部

悪性腫療の頻度は稀であるが，小林らと湯川らは

各々肉腫を 4例ずつ経験している 2)3) 若杉らは，術

前診断は困難なので術中所見により腿鞘巨細胞腫で

ないと判断した場合には，一部を切開生検に留め，

後日診断が確定してから正しい治療を行うべきであ

ると述べている 4) 著者らは悪性腫擦の経験はない

が，その可能性を考[品、 し，十分に注意を払うべきと

考える.

臨床的に腿鞘巨細胞腫を疑った場合には，再発が

問題になる.そのため，取り残しがないように必ず

止血帯を用いて，手術用顕微鏡を準備して臨むよう

にしている.このような準{給があれば，たとえ術中

に腿鞘巨細胞腫ではないことに気づいても，今回の

症例のような良性病変であればそのまま手術を続行

し完遂することができた.

[まとめ]

臨床的に腿鞘巨細胞腫を疑った 30例のうち，最

終診断が異なった 5{9IJは，腿鞘線対iUJ重，良性線維性

組織球腫，リウマチ結節，神経鞘腫，類上皮議腫で

あった 腿鞘巨細胞腫を疑う場合には手術用顕微鏡

を準備して臨むので，今回検討したような良性病変

であれば十分対応可能であった.

[文献]

1) lkeda K， et al. Giant celI tumor in the tendon sheath o[ 

the hancl: importance of the lype o[ lesioll. Scancl J Plast 
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爪変形を来たす爪周囲腫療の治療
なかむらこういち ひらせゅういち くわはらまひと とばりよし こ

中村恒一，平瀬雄一，桑原員ノ¥.，戸張佳子

[目的]爪変形を来たす爪周囲腫蕩はさまざまなものが存在する.爪変形を来たす腫療の特徴と治療方法

について報告する.

{方法]対象は爪変形を来たした爪周囲腫蕩症例 25例， 25指である.全例，摘出術を行った.腫蕩の内訳，

臨床症状，画像所見の特徴，および治療成績について調査した.

[結果125例の内訳は，グロームスl庫療が 17仔1)，粘液嚢腫が5例，血管腫，類皮嚢腫，良性線維脂肪組織

(benign fibroadipose tissue)が各 1例であった.グロームス腫傷の 80%は超音波検査により摘出可能で，爪

床内に腫痛を認めた.粘液装腫は皮下に腫癒を認め，ほとんどが後爪郭に存在した. 血管IJ重，類皮嚢腫も超

音波で描出可能であり，爪床内，爪床上にそれぞれ腫癌が存在した.局在に応じた手術法にて全例腫蕩を摘

出した.全例，術後約半年ほどで新しい爪に生えかわり爪変形は消失している

[考察]爪変形を来たすl匝場は，局在，臨床症状，超音波検査により鑑別可能である.局在に応じた手術方

法により整容的，機能的に良好な成績を得る ことが可能である.

[緒言]

爪変形を来たす爪周囲腰湯はさまざまなものが存

在する.そのような腫虜に対して，腫蕩の摘出とと

もに，爪変形の改善，および術後爪変形の防止は重

要である.当院における爪変形を来たすIJ重傷の内訳，

特徴，および治療方針，治療成綴について報告する.

[対象と方法]

当院にて，手術を施行した，爪変形をきたした爪

周囲IJ重傷患者を対象とした.対象患者は 25例， 25 

指.平均年齢は 46.2歳 (29歳-89歳)，男性 7例，

女性 18例であった.催患指の内訳は母指が 8指，

示指が6指，中指が6指，環指が3指，小指が2指

であった.これら手術的治療をおこなった腫揚の内

訳，特徴(症状，部位)，超音波検査の所見，およ

び治療方針，治療成績についてまとめた.なお超音

波検査では中央周波数 8もしくは 12MHzのプロ ー

ベ (XarioSSA-660A : TOSHIBA， Tokyo， japan) を

用いて，カプラを爪甲とプローベの聞に介在させて

検査をおこなった.

[当院での治療方針 ]

爪変形を来たす爪周囲腫楊に対 しては基本的には

手術療法をおこなっている.

1.腫擦が爪下にある場合(図 1)
爪年iを部分切離し反転させて， IJ重傷を摘出後に爪

Ej'1を戻す方法.

これはまず，患者本人に麻酔前に熔痛部位にマー

キングをしてもらう ー爪剥荷It子，爪努万 (HASEGA-

ホヒ
図 1 I医療が爪下にある場合の手術方法

a 本症例ではl陸揚は爪母古[1に認めた
b コの字状に爪甲を部分反転 した.

c，e 爪剥自11子と爪剥離努刀
d 爪床を縦切して腫傷を摘出 した.

受理日 2013/09/04 
四谷メディカルキューブ 手の外科 ・マイ クロサージャリーセンター 〒102-0084 東京都千代田区二番町 7・7

40一



爪変形を来たす爪周囲IJ重蕩の治療

小
ず

図2 粘液嚢IJ重など後爪郭にある場合の手術方法

a 後爪郭に存在する粘液褒IJ重
b 皮膚切開

C， d :指神経動脈茎を剥離しつつ，皮弁を伸筋II削険
上で剥:ijll，挙上する.皮弁を1戻1尚型にト リミ
ングして背側に移行させて創を閉鎖する.

WA MEDICAL CO， Tokyo， ]apan)を用いて，マーキ

ングを中心にコの字上に爪甲を切開，爪l手ドを剥離

し，爪甲を近位を基部として反転させる.拡大鏡，

マイクロ踊子を用いて愛護的に腫傷を摘出する.そ

の際爪床は長軸方向に切開する グロームス睦湯の

場合は多発性に腫療が認められることがあるので，

よく周囲を観察後， 6-0 J吸収糸で爪床を縫合 し，コ

の字上に反転させた爪甲をもどし，ステ リーテープ

で固定する.

2.粘液嚢腫など後爪郭周辺にある場合 (図 2). 

腫蕩を摘出後，局所皮弁 (dorsolateralf1ap ¥))に

よる被覆をおこなう方法をおこなっている.図 2b

のように指動脈上にかかるようにデザインする.嚢

!匝の幅に合わせて皮弁をデザイン し粘液袋IJ重切除は

周囲の薄くなった皮膚を含めておこなう .その際，

DIP関節の後方に飛び出した骨赫の切除もおこな

う.指神経，動脈茎を剥離しつつ，皮弁を{fJl筋!健股

上で剥~ilf.，挙上する.皮弁を涙滴型にト リ ミングし

て背側に移行させて創を閉鎖する.

[結果1
1.原因疾患について

病理検査による確定された 25例の原因疾患は，

グロームス腫蕩が 17指，粘液袋腫が 5指，血管腫
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ニと
爪床中央部 3停IJ

爪床近位部 11例

爪母部 3O1J

c 

図3 グロームス煙傷の超音波所見と局在
a : 7J(平断で、の超音波画像
b 矢状断で、の超音波画像

充実性の低エコー輝度のH重宿所見を呈している
C:1l重傷の局在

が 1指，類皮嚢IIlliが 1指に認めた.残る l指では良

性線維脂肪組織との病理結果であり，明らかな腫療

の確定診断は得られなかった.

2. IJ重傷の症状，局在および超音波検査の所見に

ついて

1. グロームス腿蕩(図 3)

全例において臨場存在部位に強い圧痛を認めた.

寒冷刺激症状は 8{91Jに認めた 超音波検査で、は， 17 

例中 15例 (88%)で充実性の低エコー腫癒として同

定可能であった. ドプラーモードでは， 8例で血流

を認めた.腫療の局在は全例爪下に存在し，爪母に

存在したのが 3仔11，爪床近位部が 11例，爪床中央

部が3例に認め， 14例 (82%)が近位部での腫蕩で

あった.

2. 血管腫(図 4)

血管睡の 1例では圧痛は認めなかった.また，寒

冷刺激症状も認めなかった.超音波検査で、の描出は

可能であり，エコー輝度の混在する腫癌と して確認

された 通常ドプラーモードで血流が認められると

されているが，本症例では認めなかった.爪床近位

部での腫楊であったー

3.粘液嚢IJ重(図 5)

腫傷部位での圧痛を認めたが，寒冷刺激症状は認

めなかった i巴昔波検査で、はエコー輝度の混在した

-
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a 

図4 血管IJ重の超音波所見と局在
a エコー輝度の混在するIJ重矧

通常ドプラーモードで血流を認めるが本症

例では認めなかった.
b， C : IJ重蕩は爪母部に存在した

腫癌として認めた.局在は爪床遠位であり，爪床上

に11彰隆していた.I匝癌上の爪甲の11彰隆変形を認めた

4. 粘液襲11重

DIP関節の終痛を l例で訴えていた 嚢胞部の圧

痛は認めなかった.粘液袋腫では表皮上に認めるた

め超音波検査はおこなわなかった全例が後爪郭部

に存在する比較的大きな袋胞であり， 全例単純レン

トゲン画像で DIP関節裂隙の狭小化と骨線形成を

認めた.

3.術後成績爪変形， 再発について

以上の手術をそれぞれに行い， I匝揚を摘出した.

約半年ほどで爪は生え変わり，術後爪変形は全例

で消失 した.術後平均 13か月の経過観察では再発

は認めていない(図 6)

[考 察]

爪変形を引き起こす爪周囲腫蕩は様々なものが挙

げられる 2) これらの腫療が爪母に生じる場合，爪

床の変形を生じる場合に爪変形が引き起こされる.

また， ~世i液議腫のように後爪郭から爪上皮に発生 し

た腫蕩様病変では，爪母は腫場により背側，直上か

ら圧迫を受けて爪変形を生じる 3) われわれの症例

でも， 爪変形を生じる爪下腫E喜一は爪旬部から爪床近

位に生じたものや，爪床中央部に生じた比較的大き

な腫傷であった.われわれの症例ではグロームス腫

図5 ~ÝÎ皮袋IJ重の超音波所見と局在

a エコー輝度の混在する11重痛を爪床上に認めた.
b:腹熔上の爪甲の膨|隆変形を認めた.
C : 1座傷摘出後

aI b I c 
d I e 1 f 

図6 術前後の爪変形

a .グロームス!題担芸術前，
C:術後 15か月，

e : 術 ~I:J， 

b :術中

d 粘液袋IJ道術前
f 術後 12か月

蕩の頻度が最も高かった.グロームス腫傷は症状

(寒冷刺激症状，終痛)，所見 (coldtest， Love test 4))， 

および超音波所見により診断は可能である.超音波

検査では充実性の低エコー輝度の腫癒として認めら

れ， ドプラーモー ドで血流を認めることが多い 5)6)

グロームス腫療を M悶 で診断するという報告別7)も

あるが， 1-2111111大のグロームス腫療を M悶 で発見

することは難 しく画像と術中所見が異なるこ とも多

い 数ミリの腫蕩の発見には超音波検査のほうが有

-42-
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図 7 爪申告R分反転|時の後爪郭切開
近位J1[Sでの爪甲反転に伴い，後爪郭を反転する
場合は{f!iJ爪郭との境界に斜め皮切を片側または
両{fPJに置く

用で使いやすい.血管腫ではグロームス腫療に近い

所見であるが，自発痛，圧痛がグロームス腫傷ほど

強くないことと，超音波検査でもドプラーモードで

血流を有し，グロームス腫蕩と似ているが，内部エ

コーj節度が一様で、ないことで鍛別可能である 5)6) 類

!支襲腫は皮府由来の腫蕩であり，外傷の既往が存在

する場合が多いとされる.超音波検査で、は境界明瞭

な円型腫痛で内部エコー輝度は不均一であるとされ

る 5) 今回の我々の症例では爪床上に存在している

所見を呈した.症状，部位，超音波検査によりある

程度腫傷を絞り込むことは可能である.

手術方法に関しては，爪下部腫療に関 しては爪甲

を抜去せず，コの字状に爪甲を部分切開反転して腫

楊を摘出する方法をおこなっている.これは爪甲の

厚さが近位ほど薄く軟らかく，遠位ほど厚く硬いこ

とを利用したものである.近位部での爪甲反転に伴

い，後爪草rsを反転する場合は側爪郭との境界に斜め

皮切を片側または両側に置く(図 7). 後爪郭中央部

の縦皮切は廠痕拘縮による後爪郭の変形を来たす場

合がある 3) 術後爪変形を生じる原因として Tac¥a

らは爪母の損傷，爪床の不整，抜爪後， 爪母と近位

爪郭の癒着をあげている 8) 部分爪甲反転方法では，

最短距mftでの摘出であり，腫療をさがす操作による，

爪母，爪床への侵袈を最小限として， I盟療を“shell

out" することが可能であり，爪床を締麗に縫合で

き，視野も良好である そのため，再発の原因とさ

れている多発性のグロームス腫場 9) も見つけやす

いという利点がある また，爪甲を抜去しないので，

爪母と爪郭の癒着がおきづらく ，戻した爪甲は爪床
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表面を平坦に保つようなスプリン トとしての作用を

持つ.術後建痛も少ないことも利点に挙げられる 8)

爪母の損傷，爪床の不整を生じると爪変形を生じる

ため，愛護的に扱うことが必要である 8)

後爪郭部の粘液襲腫切除において，爪変形を生じ

るような場合は， 爪母を圧迫する よう な大きな襲腫

であることが多仁義腫周囲の脆弱な皮問にて saι

ellite c¥uctsが多く存在する 10)ので切除すべきと考え

ている.そのため，一時縫合が困難であり， 今回提

示したような skintextureに優れる clorsolateralflap 1) 

による被覆をおこなっている， 注意点としては dor-

solateral flapでは皮弁の幅が細すぎると指動脈から

の背側校が入りにくいので，幅は 10mm以上必要で

あること，爪郭部の cyst切除時は爪母を損傷しな

いように愛護的におこなうことが必要である.

[まとめ]

1)当院における爪変形を来たす腫療の内訳，特

徴，および治療方針，治療成績について報告した.

2) 腫療の局在に応 じた手術アプローチにより，

整容的，機能的に良好な成績が得られた.
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将山川、ー
母指 CM関節症に対する suspensionarthroplasty 
Mathoulin変法の中期成績と問題点

さとし ふくもとけいぞう むらなかひでゆき か ん の ゆ り しらいたかゆき

小平 聡，福本恵三，村中秀行，菅野百合，白井隆之

母指 CM関節症に対して，Mathoulinによって報告された Hammock法の変法についての中期成績と問題

点を述べる.

術式は大菱形骨を全摘出後，長母指外転筋腔を槙側手線屈筋艇に巻きつける suspensionarthroplastyであ

る.症例は Eaton分類 stage24例， stage37例， stage4 12 例，術後観察期間は l 年 6 か月 ~3 年 8 か月であ

った.

大菱形骨摘出後の空隙は術直後 5.5mm.1年 6か月時 4.4mmと 1 {JIJを除く 22例で維持されていた.終

痛評価は優 7例，良 14例.可 1例，不可 1例であり ，ADL評価は優 18例，良 4{9IJ， 不可 1例であった.

合併ー症は檎骨神経浅校麻癖 6例，椀側手根屈筋!挫の痔痛 ・断裂 10例などであった.

Mathoulin変法の中期成績は良好であったが 機骨神経浅枝麻療 機側手根屈筋腿の終痛 ・|折裂が問題点

である

[緒言]

母指 CM関節症は，装具療法や関節内ステロイド

注射などの保存療法の効果が不十分な場合に手術適

応となる.Eaton分類 stage1では靭帯再建術，stage2 

または 3で力仕事を行う比較的若年には関節固定術

が適応となるが，それ以外では suspensionarthro-

plastyが適応となる.いくつもの suspensionarthro 

plastyの手術方法が報告されているが，いずれの方

法が最良かの結論はでていない.機側手根屈筋!躍

(以下， FCR)あるいは長母指外転筋!陛(以下， APL)

を移植腿として用いている術式が多いが，著者らは

採取部の犠牲を考慮して APLを用いている.以前

は第 1~I:I手骨に骨子しを作成する Kaarela の術式 1 ) を

行っていたが， 2009年以降はより簡便な Mathoulin

の Hammock法 2)の変法(以下， Mathoulin変法)を

行っており，ここでは 1年 6か月以上経過観察可能

であった， Mathoulin変法の中期成績と問題点につ

いて報告する.

[対象と方法]

Mathoulin変法は，母指 CM閉鎖1背側の 「く」の字

型切開と，それに連続した APLの走行に沿った 4cm

の直線切聞を用いる.境骨ネ111経浅枝の損傷に注意す

る.APLと短母指{I附G:i腿の間より母指 CM関節の背

側関節包を T型に切開し，大菱形骨を pieceby piece 

に全摘出する.深部を走行する FCRの損傷に注意

する.APLlt建鞘を切開し， APLの最も機側のものを

避け，残りの部分を 3分割し，機側の 2本を利用す

るこれを付着部より 5cm近位で切断して2本の移

植腿を確保する.母指を遠位方向に牽引しながら，

2本の移植腿を FCRに互いに逆方向から 2巨l巻きつ

け，温存しておいた 2本の APLの背側で，強めの緊

張で結び目を作って縫合する. FCRとAPLにより

hammockが作成され，第 1中手骨を近位から支え

る構造が完成する.移植腿が余る場合には残りを死

腔に挿入する.1rG痕拘縮を予防するための切開線，

APLがずれないように FCRへ巻きつけた部位に縫

合を追加している点が原法と異なる部分である 手

関節仁十l問位，母指対立位で， thumb spicaギプス固

定を 3週間行った後， リハビリテーショ ンを開始す

る.

対象症例は， 2009年 3月から 2011年 8月までの

期間に上記手術を行った 52例の中で，術後 l年 6か

月以上観察可能であった男性 8例，女 15例であり，

受理日 2013/09/11 
埼玉成窓会病院・埼玉手外科研究所 干355-0072 埼玉県東松山市石橋 1721
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18か月術直後 3か月

図 1 大菱形骨!佳の継I時的変化

症例 1:最も短縮した症例
症例 2:Ommとなった唯一の症例

44%のフォローアップ率であった.手術時年齢は 50

歳から 75歳，平均 63歳，病期は Eaton分類 stage2

4例， stage37例， stage412例であった.術後経過

観察期間は 1年 6か月 -3年 8か月，平均 2年3か

月であった.第 1中手骨底部と舟状骨遠位端の距離

を大菱形骨腔と定義しT 母指 CM関節 X線側面像で

の最短距離で計測した.大菱形骨IJ空， 1客痛，可動域，

ADL，握力 ・ピンチ力，合併症の 6項目について評

fiIIiした.

{結果]

平均大菱形骨腔は，術直後5.5111111，3か月時4.6111111，

l年 6か月時 4.4111111と，術直後から術後 3か月まで

は平均 0.9111111短縮したが，その後は維持されてい

た.0111111となった症例が 1例のみ存在 した.

痔痛は VASで評価すると， stage2 8， stage3 19， 

stage418と概ね良好であった Sigfussonの評価 引

に準じて，終痛が全くないものを優，重労作時に痕

痛があるものを良， jl韮労作時に痔痛があるが術前よ

り改善しているものを可，安静H寺に柊痛があり術前

からの改善がないものを不可とすると，優 7仔1]， 良

14例，可 1例，不可 l仔IJであ った.不可 1例は，

大菱形骨高が 0111111となっており，第 l中手骨と舟

状骨のインピンジメントが原因と考えられた.

可動域は機側外転と掌側外転を X線での第 1-2~I] 

手骨角で定義 した.機側外転は stage247度， stage3 

39度， stage427度と病期の進行に伴い悪化してい

たが，掌側外転は stage248度， stage344度， stage4 

44度と病期にかかわらず良好な結果であった

ADLはQuickDASH(以下， qDASH)で評価する

とstage217...，stage319...， stage419..と病期に

かかわらず良好であった.qDASHを25ずつ優，良，

可，不可と 4つに分類すると，優 18例，良 4例，不

可 l例であった.不可 1f91Jは，終痛評価不可の症例

であった.

握力は男性 34kg，女性 17kg，指腹つまみは男性

4kg，女性 2kg，側方つまみは男性 5kg，女性 3.1kg

であり，病期との相関はなかった.

合併症は，焼骨神経浅枝麻輝 6例，FCRの柊痛・

断裂 10例， MP関節の痔痛 1例，感染 1例であった

検骨神経浅枝麻簿の 6仔Ijは，3例が白然消失， 3例

がjl密度残存するのみで，重篤なものはなかった.

FCRの終痛は手関節部での FCR走行に沿った圧痛，

断裂は触診と超音波検査にて診断した.終痛は 9例

に生じたが， 2例が自然消失， 2例が軽度残存， 5 f91J 

が断裂に至った.FCRの断裂は無症状の 1例を含む

6仔IJ存在したが，すべて術後 l年以内に発症し，断

裂後には廃痛は消失 し，その後の大菱形骨腔の短縮

は認めなかった.

[考察]

当施設の児島らが 2011年に Mathoulin法によ る

手術成績をすでに報告している 4)が，経過観察期間

が6か月と短い症例が含まれている点と，成績評価

法と して用いた Eaton評価が簡易である点をふまえ，

今回中期成績として改めて報告した.
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表 1 1客痛評価 (VASおよびSigfussonの評価)

15G35語!平f示品寸 I~ つ--EP--下一苛一一一手苛一寸
「三両2 8… -'1--2jjJ寸-2uij--'-1一一一“寸一一一 -1
(三日誌1一寸5一寸 21:91J十1--4OiJT可自「一一了一一一1
仁Stag証工二ZEニコ二1耐l一一__ß_f2IL二L~-=二一コ二'n:;~L~コ

表 2 ADL評価 (qDASH)

扇面通二頭コ二量一コ二王二二i二IL二!二荷 コ
!_Stヨge2L 17.. L 3fJIJ _L. 11:91J I 「一元σe3 1 る 一-1---~~I--i-..-t ;~J-ーっ一一一 j 
仁云ZEコ互二!二五ーと通二こて二仁王瓦二;

APLを用いた suspensionarthroplastyの術後尾痛

評価については， Sigfussonは優 38%，良 48%，可

10%，不可 16%， Kaarelaは優 37%，良 39%，可

8%，不可 16%，Mathoulinは優または良 78%，可

20%，不可 2%と報告 している 著者らの成績は優

30%，良 61%，可 4%，不可 4%であり，過去の報

告と同等の成績が得られた.不可の症例は大菱形骨

腔が Ommとなった 1例であ ったが， この症例は術

直後より 3mmと低値であった.もっとも短縮した

症例が 5111mであ ったことから.術直後最低 5111111

以上を確保することが重要と考えられた

術後合併症としては模骨神経浅枝麻癖が 10-15

%と報告されており，注意が必要である.著者らの

結果は 26%と過去の報告より 高率であ った が， 重

篤なものはなかった.横骨神経浅枝の露出を減らす

ことが浅枝麻癖を減らすことになるため， APLのか

わりに長掌筋l躍を利用することが有効と考える.

suspension arthroplasly術後の FCRの断裂に関し

ては， 著者 らが検索 した範囲では Sirotakovaの報

告別が唯ーであり ，3%の症例に生じ，大菱形骨摘

出時の損傷が原因と考察されている.著者らの結果

は26%と高率であ ったが，断裂後に痔痛が消失 し，

その後の大菱形骨!庄の短縮は認めなかった ことか

ら，見逃されているケースも多いのではなし叶、と推

測される.術中に FCRの損傷がないことを確認し

ている点から，術中の損傷が原因とは考えづらい

FCRの自然断裂の原因の 1つにSTf関節症の骨赫

が報告されている 6) 著者らの症例では APLに牽

引された FCRが舟状骨方向へ移動 し，舟状骨の骨

腕で断裂した可能性が考えられるが，確認のため

CT検査を行った症例はないため，今後検討が必要

である.

Mathoulin変法の中期成績は概ね満足できるもの

であったが， 長期成績は不明であり，今後も経過観

察してい く必要がある.

[まとめ]

母指 CM関節症に対する Mathoulin変法の中期

成績と問題点について報告 した大菱形骨腔，終痛，

可動域，ADL，握力・ピンチ力，合併症の 6項目に

ついて評価した.術後成績は概ね良好であったが，

榛骨神経浅枝麻簿， FCRの廃痛・断裂が合併症と

して生じていた.

[文献]

1) Iくaarela0， et al. Abcluctor pollicis longus tenclo日 inter-

positio口arthroplaslyfor carpometacarpal osteoarthritis 

of the thumb. J Hancl Surg Am 24 (3): 469-475， 1999. 

2) Mathoulin C， et al. Abcluctor pollicis longus hammock 

ligamentoplasty for treatment of first carpometacarpal 

arthritis. J Hancl Surg Eur 33(3): 292-297， 2008. 

3) Sigfusson R， et al. Abcluctor pollicis longus tenclon ar-

throplasly for treatment of arthrosis in the first carpo-

metacarpal joint. Scancl J Plast Reco口strSurg Hancl 

Surg 25(1): 73・77，1991

4)児島忠雄ほか Suspension arthroplasty-Kaarela法-

Mathouli日法(特集母指 CM関節症の治療法と問題

点)ー盤形 -災害外科 54(3)245-250，2011. 

5) Sirotakova M， et al. A new abcluctor pollicis longus sus-

pension arthroplasty. J Hancl Surg Am 32 (1): 12-22， 
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6) Tonkin MA， et al. Spontaneous rupture of th巴flexorcar 

pi raclialis tendon. J Hancl Surg Br 16(1): 72-74， 1991 
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母指 CM関節症に対する Weiland法
かわのまさあき もりざね けい ちばきょうへい たかす あっし おき さだあき

河野正明¥森実圭¥千葉恭平ぺ高須厚:沖貞明付

大菱形骨を切除した空隙に!腿球などを充填せず， FCRの半)躍を使用した靭帯形成のみを行う WeilandY去

を施行し，術後 2年上経過した 18例の成績につき検討した.全例で痛みが消失ないしは改善しており高い

満足度が得られていた.槙側外転は平均 50.2
0

(健側比 82.5%)，掌側外転は 58.4
0

(健側比 86.5%)，握力は

24.4kg (健側比 74.5%) であった.大菱形骨腔術直後平均 13.0mmであったものが， 最終調査時には

10.5mmとなっており，狭小率は 18.7%であった.本法は術式や後療法も簡便であり，優れた術式と考えた.

[緒言]

母指 CM関節は把握や把持などの力強い作業に

より多大な負荷を負っており，そのため関節を支持

する掌尺側の靭;掃が弛緩 し不安定性を生じること

で，変性変化を生じるようになり関節症に至る.病

態が進行すると，中手骨が機側亜脱臼し母指は内転

拘縮をきたす.そして，薬物療法や装具療法などの

保存療法で効果のない場合に手術療法が適応とな

る

[目的1
2007年以降， 著者らは旬指 CM関節i症に対して

Weilanclの提唱した手術法を行ってきている.その

内， 2年以上経過した症例の成績を検討し，本術式

の中・ 長期の有効性につき検証する.

[対象と方法]

本法を 2007年から 2010年の聞に施行した 18症

例を対象に検討した.内訳は，男性4仔1]， 女性 14例.

右 11指，左 7指.平均年齢 58.8(47-77) 歳，平

均権患期間は 20.3(6-73)ヶ月.当院初診から手術

までの期間は平均 5.6(1-27)カ月.手術まで、に行わ

れていた保存的治療としては， NSAIDsが 11例に，

外用薬が 16例に処方されており，装具療法は 13例

に，ステロイドの関節内注射が3例に行われていた.

職業は 12例が主婦， 3仔IJが果樹園等の農作業従事者，

2例が理容師， 1仔IJが機械製造業であった術後平

均経過観察期間は 38.5(1-27)ヶ月であった.うち，

Eaton分類 stageIII 12例， IV 6例であった これ

らに対し，術後の臨床症状および満足度，開館l可動

域，握力およびレン トゲン上の大菱形骨腔の狭小率

について評価した.

{術式1(図 1)

Wagnerに準 じた切開でアプローチし，大菱形骨

と第 1中手骨基部を骨膜下に露出させる.続いて，

大菱形骨の周囲を鋭的に剥VJ!!しである程度動くよう

にした後切除する. この際背側に位置する榛側手根

屈筋!躍を損傷しないように 大菱形骨をあらかじめ

mini bone sawやノミを用いて砕くようにして注意

深く全切除する.そして，このできた空隙中に焼側

手根屈筋腔を同定しておく.前腕で榛側手根屈筋!躍

の直上に 2か所の小切開を加えて同!世を同定してお

く.遠位側でl世の中央に割を入れて，機側の半l陛に

太めの血管テープを通す.このテープを中枢側の皮

切に誘導することで!躍を縦に縦割させ，できるだけ

中枢で切離する 採取する半腿は 12cI11程度あれば

十分であるため手関節皮線から 10cI11程度の部位で

切l~!~するようにしている.この半腿を遠位の皮切か

ら引出し， J=l'J手的にさらに遠位に向かつて縦割を拡

げ，大菱形骨を切除した空隙に引き出す この時.

第 2中手骨付着部まで卜分に剥離しておく.第 1中

手骨骨幹部背側に約 3mmのサージエアトームで穴

を穿ち， ドリルを用いて近位関節面に通じさせる

この穴に半腿を引き込み 反転させて同l縫に引っ掛

けたあと，第 1中手骨基部を しっかりと第 2中手骨

側に寄せながら緊張を加えて骨幹部に固定する.固

定には 2.4ml11suture anchorを用い，さらにl陛と腿

受理日 2013/09/03 
本興生総合病院整形外科 干723-8686 広島県三原市円ーIIr)'2-5-1 
**広島県立大学保健福祉学部
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図1 A B C 

図 1 A: Wagnerに準じた切開でアプローチし，大菱形骨と第 l中

手骨基部を骨JJ英下に露出させ，大菱形骨を注意深く全切除 し

て，できた空隙中に様側手根屈筋腿を同定する.前腕で椀側手

根回筋艇の直上に小切開を加えて同腿を同定しておく .遠位側

でl院の中央に割を入れ， 機側の半l陛を採取して，第 2~Iコ手骨付

着部まで十分に剥離しておく .B 第 l中手骨骨幹部背傾11から

近位関節面に穴を穿ち，半腿を引き込み反転させて同1I住に引っ

掛けたあと，第 1中手骨基部を しっかりと第 2中手骨{HlIに寄せ

ながら緊張を加えて骨幹部に固定する.固定には2.4mmSlト

ture anchorを用いて，追加縫合も加えるc'術後固定用装具.

掌側外転450，機侭11外転450となるように術前に作成しておく

術後 2週間は常H寺装着させ，3週日から リハビリ時のみスプリ

ントを除去 してROM訓練を開始.術後8週で除去し通常の生
活への復帰を許可する

に追加縫合も加えている. していた.

術後 2週間は掌側外転 45
0

，機側外転 45
0

で，前

腕から母指 IP関節に至るスプリント (Ip関節まで

固定)を常時装着させておく .3週目から リハビリ

時のみスプリント を除去 しactiveROM訓練を開始

し，8週目以降はスプリン トを除去し通常の生活に

復帰させる.

[結果]

痛みは 100点 VASの評価で平均 9.28(0-15)点

と良好で、あ り，満足度は，満足 11例，おおむね満

足 51yl1， 一部不満 2仔11， 不満o19iJであった.ジグザ

グ変形は術前 5例に認めたが，術後改善 した症例は

なかった.一部不満と回答した 2191Jは，どちらも母

指のジグザグ変形の遺残が不満の原因であった.ジ

グザグ変形が残存していた 5例中 3例は満足と回答

榛側外転は平均 50.2(38-83)"， 1，建側比 82.5(63 

-100)%，掌側外転は 58.4(49-72)"，健側比 86.5

(78-98)%，握力は24.4(19-43) kg，健側比74.5(68 

-100) %であった.大菱形骨腔やjij直後平均 13.0(8 

-16) mmであったものが，最終調査時には 10.5(6 

-16) mmとなっており， 1夫小率は 18.7%であった.

(表 1) また， Stageにかかわらず，やjij中 FCRが摩

耗 した症例はなく，全例半腿を用いて再建できた

[症例提示]

<症例 1>53歳女性，果樹農園に勤務している.

半年前より右母指 CM関節部に物をつまむ時に終

痛を自覚 し，症状増悪するために当院を受診 した.

初診時所見で， CM関節部に圧痛を認め，grind test 

陽性，機1WJ.掌側と もに外転制限があった.X線上

Eaton分類 stageIIIであった(図 2).NSAIDs 内服，
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表 1 結果

健側比

機側外転 50.2 ::!:: 19.2
0 

82.5 % 

掌側外転 58.4 ::!:: 16.7
0 

86.5 % 

握力 24.4::!:: 5.7kg 74.5 % 

術直後 最終調査時 狭小率

大菱形骨JI空 13.0 mm 10.5 mm 18.7 % 

図2 症例 1. 術前単純X線像

B 

A 

図 3 症例 1. A: i*j後 4年8か月11寺の可動域 B 術後 4年8か月H寺

単純 X線像大菱形骨腔の狭小率は 13%

湿布の貼付及び装具療法を約半年間行ったが，十分

な効果が得られず手術治療を希望 したため Weiland

f去を施行 した.

術後 4年 8か月の時点で，榛側外転 70
0

(健側比

80%)，掌側外転 65
0

(健側比 93%)，また握力は

17.1kg (健側比 88%)であった(図 3).

大菱形骨腔は術直後 15mmであったものが 13mm

となってお り狭小率は 13%であった.終痛は消失

し満足している.

<症例 2>65歳主婦 10年前より右母指 CM関

節痛を自覚. 他院にて，薬物治療および温熱療法，

装具療法を 2-3年受けたが，症状増悪するために

当院を紹介され受診した.ジグザグ変形が著明で¥可

動域制限も著明であった.X線上 Eaton分類 stage

IV(図4). 手術治療を希望したため Weiland法を

施行した

術後 2年 6か月のi時点で，大菱形骨!陛は術直後

8mmであったものが 7mmとなっており狭小率は

20%であった.

可動域は，機側外転 70
0

(健側比 88%)，掌側外
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A B 

図4 症例 2.A 術前のジグザグ変形と可動域 B:術前単純X線像

図 5 疲停IJ2.術後 2年6か月 ジグザグ変形は残存するものの満足度は高い

転 65
0

(健側比 93%)であった.握力は 21.1kg(健

側比 99%) であった.終痛は消失しているものの

ジグザグ状変形は程度が不変のまま残存した(図

5) . 

[考 察]

母指 CM関節症に対する手術治療法の一つに大

菱形骨を全てまたは部分的に切除する関節形成術が

ある 1970年 Froimson1)らは，切除した空間に腿

を充填する方法を最初に記載した.さらに 1985年

に Eatonら 2) 1986年に Burtonと Pellegrini3) に

よって術式が改良され， I陛を用いた靭帯再建と切除

空隙への!陛の充填を行う方法を記載した

しかし，充填するのに必要な腿の量は多量であ

り，採取するのが困難である.加えて，大菱形骨を

切|徐した空隙に!陛を充填する必要性があるのかどう

日
U

F
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かを疑問視する論文も散見されるよ うになってき

た.

1997年 Gerwinら4)は腿球を用いた方法と用い

ない方法を比較した報告をしている 結果と してl陛

球を充演 した方法と充填しない方法の聞には治療成

績に差がないことを報告した.さらに 2005年にKriegs

ら5)も同様の報告をしており，大菱形骨を切除した

後に生じる大菱形骨腔は，十分に緊張を保って固定

した機側手根屈筋腿の働きにより保たれ，経過とと

もにこの空隙は線維性痕痕組織によって満たされる

ため，腿球を挿入したものと比較して治療成績に差

がないと考察 した.

Weilanclらは，大菱形骨を全切除し，1発側手根屈

筋!躍の半!健を利用して，第 1-第 2中手骨聞に靭帯

を再建し，切除した空隙には何も充填 しない方法を

報告した 2007年，中道ら 6)はWeilanclの方法に準

じた手技で良好な成績を報告している.我々もl陛球

を充填することよりも第 1中手骨基部と第 2中手骨

基部の聞に しっかり とした靭帯を再建する ことの方

が重要であると考えている.

今回は CM関節固定術との比較は行えなかった.

著者は関節固定術を 17年前の症例を最後に行 って

いない.この最後の症例は骨癒合に難渋し，骨癒合

までに 3度の手術を要し，1年以上の治療期間を要

した.この反省から，著者は CM関節症の観血的

治療法の第 l選択を，治療期間が四人差のある骨癒

合期間にゆだねられる関節固定術ではなく関節形成

術とした.いくつかの関節形成術を行った後，Wei-

lancl法を行い，手技の簡便さ と成績の安定感を実

感し現在愛用 している しかし，本術式では FCRI躍

が利用できるこ とが条件であり，症例によ って は

FCRが摩耗 している症例があることが予想される.

著者には経験はないが， 摩耗を認める場合には全!陛

を用いても犠牲は少ないと考えられるため，全!躍を

用いるべきと考える.ま た完全に断裂している場合

には本法を適応することは困難と考えている.

今回の検討で満足度を下げる要因になったジグザ

グ変形への対処が，今後の課題と考えている.著者

らは，過緊張状態にある EPBを延長や切離したり

移行するなどの方法や，掌側板を基節骨に固定する

方法などを考えている.今後結果が出れば検討を加

え報告 したいと考える.
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[まとめ1
1.母指 CM関節症に対して Weilancl法を行い良

好な成績を得た.

2.本法は他の手術法と比較しでも簡便で， 優れた

手技と考えられた

3ジグザグ変形の著明な例では変形が残存 しやす

く，今後の課題と考える.

[文献]
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Pucker (パッカー)signを認めた

小児上腕骨頼上骨折について
み?き'みつはる おお くぽこ ういち あらかわゆっいちろう

宮城光晴，大久保康一，荒川雄一郎

小児上腕骨頼上骨折は日常臨床で遭遇する機会の多い骨折である.上腕骨中枢骨片の転位が高度で¥ 肘前

方に puckersignとH手ばれる皮下出血巣，織が見られることがある.このような症例では高度に転位した中

枢骨片が上腕筋膜を突き破り皮下にまで突出し，それに伴い筋膜と骨片の聞に上腕動静脈と正中神経が挟ま

れてしまう事がある.このような時には，徒手整復は困難でかつ，神経血管束を損傷する危険がある.そこ

でまず前方より中枢骨折端を展開し， 愛護的に筋11英を切開し神経血管束を剥離した後に，骨折の整復を行う

べきである.

[緒言]

今回著者らは puckersignを認めた小児上腕骨頼

上骨折を 5例経験したので報告する.

術的治療は21(9IJ (徒手整復後経皮的銅線東IJ入術 10

例，観血的整復固定術 11例)であった.観血的整

復固定術症例中 puckersignを5例に認めた その

内訳は，男4例，女 1例，受傷時年齢は 3-15才(平

均 8.6才).これらについて，初診時の状態， Xp. 

cr所見，手術までの待機時間，討す中所見，術後経過

について検討した(表 1)

[対象と方法1
2007年 1月より 2012年 10月までの小児上腕骨頼

上骨折 35例でその内訳は，保存的療法は 14仔IJ，手

表 1 Pucker signを認めた 5症仔1].

匝盟盟
1 M N (一) (+) (+) 4 

前方のみ
1M 

separated 

』一 剛

上院動脈損傷‘血栓形成

(ー)
(+) 

→血行再建術
2 M 15 N (+) 前 方 ぅ 後 方 2M 

anterior 

3 F 10 W 
+ 前 方 今 後 方 1M (ふ心じl6

4 M W 
(+) 

(+) (+) 17 
前方+後方

1M 
posterior 

11""'"←一一一勺「…会合士・

(+) 
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Pucker signを認めた小児上腕骨頼上骨折

図1 身体所見(左図:症例1，右図・症例 5):肘前

方尺側に皮下出血巣としわ (puckersign)を認
める.

269 

図2 身体所見:皮下に中枢骨片を触知する
術中所見:中継骨片が突出している.

図3 中枢骨片と神経血管束との位置関係

[結果]

初診時全例で肘前方尺側に皮下出血巣としわを認

め， pucker signを確認できた(図 1).また全例で皮

下に中枢骨折端を触れた(図 2) 骨折型は全例で阿

部の分類 4型，後外側 posterolaterallypeであった.

模骨動脈の拍動が触知不能は 21711，初診時に拍動が

fq~!知可能であったがその後垂直牽引によって拍動が

触知不能になった 1例，~~し、ながらも拍動が制!知可

能は 2仔IJであった.母指の屈曲が弱し、正中神経不全

麻癖としびれ感は全例に認めた.尺骨神経麻癖と槙

骨神経麻揮は認めなかった.手術までの待機時間は

侠骨動脈の拍動が触知不能な 2例では 2時間と 4時

間，検'南動脈の拍動が触知可能の 3例では 16-17

時間であ った.手術方法は全例でまず前方を展開し

て骨折端と神経血管束を観察した.仁h枢骨片と和11経

血管束の位置関係から 3つの type(図 3) に分けら

れ 9) 中枢骨片が神経血管束の前方に突出した ante-

nor lypeは2例，中枢骨片が神経と血管の問より突

出した separatedlypeは 1仔IJ，中枢骨片が神経血管

束の後方に突出した posteriorlypeは2例であった.

次に上腕筋膜を切離し ， 神経I血管束を愛護的に剥iiJll~

した. 整復良好であった l例は前方のみで骨折部を

整復固定 し，整復不良であった 4例は後方も展開 し

て上腕三頭筋を縦割し，骨折部を確認して整復回定

術を行った.15歳の l例では上腕動脈内膜損傷によ

る血栓形成を認め小伏在静脈を用いた1.5cmの静

脈移植による血行再建術を行った.全例骨癒合が得

られ，可動域はほぼ正常，術後フォルクマン拘縮は

発生せず\ 正 ~I"神経不全麻簿は 1 -2 カ月で回復し

た.

症例 1:3歳，男児，主訴は左肘痛.現病歴:公

園で遊具より転倒受傷，左肘の変形を認め，当科に

救急搬送された.身体所見:初診時(受傷 1時間後)

肘前方に皮下出血巣と しわ (puckersign) を認め，

皮下に中枢骨片を触れた.機骨動脈の拍動は削!知不

能であった 検査所見 xp.3D-cr所見では中枢

の spike骨片を認めた(図 4) 手術所見:上腕動静

脈と正中神経の間より中枢の spike骨片が突出して

いた (separatedlype) (図 5).上腕筋膜を切開し突

出した中枢骨片を押し込んで整復してピンニングを

行った(図 6).上腕動脈自体に異常は認めず，術直

後より榛骨動脈の拍動は触知可能となった 術後 3

カ月の可動域はほぼ正常， XP所見では骨癒合が得

られた.

症例 2: 15歳，男性，主訴は左肘痛.現病歴・道

路で転倒受傷，左肘の変形を認め， 当科に救急搬送

された身体所見:榛骨動脈の拍動は触知不能，母

指の動きは弱し、が他指の動きは良好，手指の色は蒼

白であった 検査所見 xp.cr所見は症例 1と問

機であった.手術所見:受傷 2時間後に手術を開始
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270 Pucker signを認めた小児上腕骨頼上骨折

図4 (症例 1)XP・3D-CT所見 :中憾のスパイク骨片を認める.

図 5 (症例 1)術中所見上腕動静脈と正中村l経の問よ

り中継のスパイク骨片を認める (separatedtype) 

図 6 (症例 1)術後X線像

した.前方を展開すると上腕動静脈と正中神経の前

方より中枢の spik巴骨片が突出していた (anterior

type) 上腕筋膜を切離 して中枢骨片を後方に拘lし込

んで整復，さらに後方より展開 し骨折部を整復 して

ピンニングを行なった.次に上l腕動静脈を顕微鏡下

に観察 した所， 拍動は認められるも上腕動静脈周囲

に出血巣が生じていた(図 7).patency testで異常

を認めたため上腕動脈を横切開して内膜を観察した

所，血栓形成を認め内膜損傷によ り生じたものと判

断した そこで損傷している動脈を切除し， 1.5cm 

の小伏在静脈を移植して血行再建を行った(図 8).

帰室後には梼骨動脈の拍動は触知可能となった.

図 7 (症例 2)術中所見 ・神経血管束上方に上腕筋JI英

を突き破ったスパイク骨片の飛び出していた孔
を認める.上!腕動静脈周囲に出血巣を認める.

[考 察]

Puckerとは名詞でひだ ・しわを表 し，同 じ織な

表現で dimple(えくぼ)という言葉もある. Pucker 

signとは肘前方に認める皮下出血巣と しわを表す.

著者らの症例では，皮下に中枢骨片を触れており ，

この所見も puckersignに加えるべきであると考え

ている.Pucker signの起源は Rockwoodの Fractures

in children (J .B. Lippincott company)である.その

中で Wilkinsによって 1984年の第 2版 (P389.Fig6-

38)で climplesignとして， 1991年の第 3版 (P542.
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図8 (症例 2) 内膜損傷による血栓形成を認め，1.5cm 

の小伏在静脈を移植して血行再建を行った

図9 XP 所見皮膚のくぼんだ所見 puckeringを認
める.CT 所見 :fì shtail 状にな った中枢 ' I~ 片

が上j腕j削撲を貫通している (coronal像)

Fig6-40)でpuckersignとして記載され今日に至っ

ている. Wilkinsはーこの puckersignの認められる

症例では徒手整復は困難であるため手術的治療を勧

めている. Pucker signの特徴的な画像所見は， XP 

所見では皮府のくぼんだ所見 (puckering)，CT 所見

では日shtail状になった中枢骨片が上腕筋l換を貫通

している所見で、ある(図 9)9). 手術所見では，突き

破られた上腕筋膜の穴がボタンの穴のように，そ し

て突出した骨片がボタンのようになって，いわゆる

ボタン穴変形を呈して，整復を阻筈 していたものと

思われる.Pucker signの出現する部位は，著者ら

の症例では全例で肘前方尺側であったが，骨折の転

位によ って肘前方様側に生ずれば焼骨神経麻癒，そ

してより肘尺側に生ずれば尺骨神経麻癖が生ずるも

のと思われる 初診時機骨動脈の拍動を触れたり，

触れなかったり，微弱だったりする原因は，前述の

手術所見から理解できるように中1包骨片と上腕筋JJ莫

に挟まれた神経凶l管束の圧迫の程度が肘のJJ支位，術

前の牽引，徒手整復の操作によ って変化したため生

ずるものと思われ， 今回著者らの症例では単なる動

脈のスパスム 1)だけではないと考えている.

上腕骨頼上骨折の治療法は多くの報告があるが倒的，

pucker signの記載は血菅損傷を合併した報告例の

中 1)5)6)でも少なく，文 「標準整形外科学J(医学書院 :

第 11版， 2011年)，r神中整形外科学J(南山堂 :第

23版， 2013年)の中でも見当たらず，あまり知られ

ていないようである.著者らの渉猟しえた範囲では，

囲内で puckersignに注目した報告はないが記載は

3つあり， 2005年の坂井の記載 7)，2007年三浪が編

集された 「手 ・肘の外科J(中外医学社 .初版 P27.

Fig16)の中で上腕骨頼上骨折を担当された平地の記

載，そ して 2010年の井上の記載である 8) 著者らは

この中でも平地の記載により初めて puckersignを

知り，上腕骨頼上骨折の治療の際にはこの pucker

signの有無を注意深く観察 し治療するようにしてい

る.

海外では 1999年 Rasoolらは， puckeringを認め

る神経血管損傷を伴った小児上腕骨頼上骨折 27例

を詳細に報告 し，神経血管束の損傷を避けるために

観血的整復固定術を推奨 している 9) 一方 Petersら

はpuckersignを認める症例でも 48時間以内であれ

ば徒手整復が可能であると報告している 10) しかし

この治療法は徒手整復術法に熟知 した医師のみ行う

べきであると思われる.

小児上腕骨頼上骨折の手術療法の指標は，転位が

高度で良好な整復位が得られない場合， 5-20%に

見られる神経障害，そ して 7-12%に見られる血行

障害が挙げられる 3) 著者らの症例では puckersign 

の出現率は小児上腕骨頼上骨折の中では 14% (5/35 

症例)，観血的整復固定術の中では 45%(5/11症例)

であり， pucker signは手術療法の重要な指標と考え
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272 Pucker s ign を認めた小児上l腕骨~~i上骨折

られる.すなわち明らかな神経障害や血行障害が認

められる場合ではもちろんであるが，明らかなこれ

らの障害が認められなくとも puckersignが認めら

れる症例では徒手整復は行わず，rm血的整復固定術

を行うべきである.

[まとめi
Pucker signを認めた小児上腕骨頼上骨折 5例を

経験した.小児上腕骨頼上骨折の中で， pucker sign 

を認める症例では，徒手整復は困難でかつ，整復中

に上腕動静脈と正中神経を損傷する危険性がある.

よって，従手整復はすべきではなく，前方より骨折

部を展開し，神経血管束の状態を観察し，整復固定

術を行うべきである.
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小児手部コンパートメント症候群の 1例
かわいひでお
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籾山川、:
稀な小児手部コンパートメント症候群の 1例を経験 したので報告する. 9歳男児，注意欠陥/多動性障害

を合併しており， 内服治療を始めたところであった.放課後に学校の正門の鉄製扉で右手を狭まれ受傷. 表

情に乏 しく，ぐったりしており 強く痛みを訴えることはなかった 右手掌と手背部は腫脹が激しく弾性は

無く岩石様の硬さであった.レン トゲン検査とCT検査にて，右第 3中手骨斜骨折と小菱形骨骨折を認めた.

Whitesides methodで区画内圧を測定し，背側骨間筋はいずれも 100mmHg以上であった.右手のコンパー

トメン 卜症候群と診断し，筋膜切開を行った 術後 4ヶ月で，手内在筋に筋萎縮を認めず，日常生活に問題

はない.コンパー トメント症候群は 診断が遅れると不可逆性の機能障害を発生することがあり早期診断が

必要である.特に小児の場合，症状をはっきり訴え られないこともあり注意を要する. 補助診断として区画

内圧の測定は重要である.

[緒言]

比較的稀な小児手部コンパートメン卜症候群の 1

例を経験したので，報告する.

A 

[対象と方法]

症例 9歳男児

既往歴 : 注意欠陥/多動性障害 (以下 AD/HD)

17時頃，小学校の正門の鉄製扉で右手を挟み受傷

した.大人は 目撃 してお らず，自分で挟んだのか，

友人に挟まれたのか， 事故の詳細は不明で、あった.

18時に近医を受診 し当科に紹介となり， 20時半に

初診 した 右手掌部と手背部の強い腫脹を認めた.

表情に乏しく，ぐったりしており，強く痛みを訴え

ることはなかった.手指はかろうじて屈曲伸展可能

であった.外来で診察を続けているうちに，みるみ

る右手の腫脹が激しくなってきた.右手掌および手

背部は弾性が無く岩石様に非常に硬い状態であった

(図1).単純X線像と CTにて右第 3中手骨の斜骨

折と小菱形骨骨折を認めた(図 2). 本人に激しい痔

痛の訴えはないが，状況から，コンパートメン ト症

候群と診断し，筋膜切聞を行うこととした.

[結果]

全身麻酔下に，Whitesides method1
)で区画内圧を

B 

B:手掌

受理日 2013/09/25 
本星ケ丘厚生年金病院整形外科 T 573-8511 

H 四条畷学園大学 リハビリ テーシ ョン部

A:手背初診時図 1

大阪府枚方市星丘 4-8-1
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A 

C 

f 

小児手部コンパートメント症候鮮の 1例

B 

D 

図 2 画像診断により第 3中手骨と小変形骨に骨折を
認めた A，B・単純X線像 C: 3DCT手背
If!I) D:手掌仰1) (矢EP: 骨折音)1)

li:-h11 
. パ|

計測した.背側骨間筋は第 1が 130mmHgで，第 2が

110mmHgで，第3が140mmHgで，第4が 120mmHg

であった.全ての骨間筋にアプローチできるように

第 2中手骨と第 4中手骨直上に縦皮切を加え，背側

骨問筋の筋膜切聞を行った(図 3A)，第 2背側骨間

筋の筋膜切聞により多量の血H車が勢いよく吹き出し

た 手掌部の11重脹も激 しかったため，手線管開放も

追加した(図 3B)，これらの操作により，手背と手

掌部の弾力がやや改善した.また母指球筋部と小指

球筋部の筋H具切聞は，同部位の弾力が改善している

ため，不要と判断した.手掌部は閉創した.手背部

は開放したままとした.

術翌日もぐっ たりしており傾眠傾向であった.

AD/HDの治療薬であるストラテラ(ア トモキセチ

ン慌酸塩)を受傷前日から内服開始しており，傾眠

を薬の影響と判断し，ストラテラの内服を中止した.

内服中止翌日より傾眠が改一苦した.

。。
r「
d

A 

B 

図 3 A 手背の筋膜切開ul) B:手根管日日放

術翌日から積極的に手指の自動屈伸運動を行うよ

うに指導した.徐々に手部の腫脹が軽快していき，術

後 14日回で創を縫合し閉創した骨癒合が得られ，術

後4ヶ月目において明らかな機能障害を認めず，日

常生活動作で医|ることはなかった(図的.

[考 察]

コンパートメン卜症候群は，筋区画内圧が上昇し

その区画内組織の阻血性障害による諸問題のことで

あり， 1881年にRichardvon Volkmann，lがはじめ

に病態を述べている， McQueenら叫による とその原

因は，腔骨骨幹部骨折が 36%と最も多く，軟音))組

織損傷が 23.2%で続いている.一方，手音1)骨折は 2.5

%であり，手音Ilコンパー トメント症候郡は非常に珍

しい.

Ouelletteら41は，手部コンパー トメント症候群

について，小児や重病患者や意識障害患者は注意深
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図4 術後 4ヶ月後 A:手背 B:手掌 C:手指屈曲 0:母指対立

口

く観察する必要があると指摘している.本症例にお

いても AD/HDに対して治療薬を投与され始めたば

かりで副作用の傾眠が出ており，注意が必要な状態

であった.

コンパート メン ト症候群の臨床症状は puffiness，

pain， paresthesia， paralysis， palenessの 5Pで知られ

ている.しかし Ulmerら51によるとその感度は 13-

19%とされている.また Shulerら61は，コンパー

トメント症候群の触診による診断の感度は医師の レ

ベルによる差がないと指摘 している |臨床症状のみ

では，その診断が非常に困難で、あり，補助診断とし

て区画内圧の測定が必要である.

筋膜切聞を行うべき区画内圧の基準は， 30mmHg 

以上としているもの 71や， r拡張期血圧 -30mmHgJ

よりも上昇 31や，r拡張期血圧ー20mmHgJ よりも

上昇 81などさまざまな基準が提唱さ れており筋膜

切聞の判断に迷う ことがある.区画内圧測定の方法

はいくつかの方法が提案されている.我々が行った

羽市itesidesmethodは測定誤差の大きさが問題とさ

れており，より誤差の少ない測定方法と してStryk-

er社製の簡易区画内圧測定器を用いる方法や動脈

圧モニターを利用する方法が勧められている 91 も

っとも，区画内圧が診断基準前後である場合，測定

誤差の少なさが求められるが，今回の症例は臨床所

見からコンパー トメン 卜症候鮮の診断が明らかであ

ったため， Vi乃1itesidesmethoclで問題無かった.術

前の区画内圧が予後を反映するわけではなく，区画

内組織の阻lfrlの状態がどれだけ続いているかが問題 11

であるため，コンパートメン 卜症候群を少しでも疑

う場合，区画内圧iWJ定をより誤差の少ない方法で行

い，より厳しい基準で早期診断するべきと考える

[まとめ]

小児手部コンパートメン卜症候群に対して筋膜切

聞を施行した.

小児の場合，症状をはっきり訴えられないことが

あり，注意を要する.

補助診断と して区画内圧の測定は重要である.

ハ
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aw wψ 下
小指多指症の特徴と術後成績

ニうすけ かなや ニうへい やま したと しひニ わ だたく ろう

射場浩介， 金谷耕平，山下敏彦，和田卓郎

非症候性の小指多指症 4例 7手の特徴と術後成績について検討した.全例女児であり，左 1手，両側 3例

であった. 4例中 3例に他の先天異常の合併を認めた.手術時年齢は 15か月であり，術後観察期間はおか

月であった.病型は発育良好型 4手，浮遊型 3手であった.重複指の分|岐部は， MP関節レベルが4手，中

手骨での分岐が3手であった. MP関節で分111支した発育良好型の l手では榛側指と尺側指が軟骨性に独立し

た関節を形成していた.また 中手骨で重複を認めた発育良好型のl手で尺側指が近位方向に分11皮していた.

全例で尺側小指の切|徐を行い 術後成績は良好で、あった.小指多指症の特徴は人種間で異なることが報告さ

れている.自験例では一部が欧米からの報告と共通 した特徴を有していたが 総合的にはアフリカ系米国人

や白人の特徴と異なっていた. 小指多指症の術後成績はこれまでの報告と同様に良好な結果が期待で、きると

考える.

{緒言]

小指多指症は母指多指症と比較して発生頻度が低

く，本邦では多指症全体の約 6%とされる 1) 一方，

人種間で発生頻度が異なり，アフ リカ系米国人では

143出生に l人と高い発生率を認める 2) 先天異常

症候群の一症候として認める場合が多く 1) 日本手

外科学会手の外科先天異常分類マニュアルでは浮遊

型とその他の 2つに分類されている 3) 海外では尺

側の重複小指が発育良好な lypeAと浮遊型を lype

Bとした分類が広く用いられてきた(また，本邦

では母指多指症と比較して 小指多指症の臨床的特

徴や手術成績に関する報告は少ない 1)5)6) 今回は著

者らが手術を行った小指多指症の特徴と術後成績に

ついて4食言すした.

[対象と方法]

対象は 2009年 1月から 2012年 12月までに著者

らが手術を行った小指多指症 5例8手とした その

中で Ulnar-Mammary症候群の一症状と して小指多

指を呈 した 1例を除いた非症候性の 4f~IJ 7手につい

て検討した.全例女児であり，左 1手，両側 3例で

あった.手術時年齢は 15か月 (12-22か月九術後

観察期間はおか月 (8-44か月)であった.検討項

目は病型(発育良好型と浮遊型の 2つに分類)， x 

線像に基づく重複指の分岐部，他の先天性疾患合併

の有無，手術仁I~所見， 手術方法とした.術後成績は

術後合併症の有無，関節可動域制限とアライメン ト

異常の有無，保護者による手指機能評価(障害あり，

軽度障害あり，障害なしの3段階)と満足度評価(不

満，どちらでもない，満足，大変満足の 4段階)で

判定した.

{結果]

小指多指症の病型は発育良好型 4手，浮遊型 3手

であった 全例で榛側小指の良好な屈曲伸展運動を

認めた.尺側小指は発育良好型の 2手で様側小指と

連動した屈曲伸展運動を認めたが，単独運動が不可

能であった.発育良好型の全手で尺側小指の外転運

動が可能であった.x線{象に基づく重複指の分|岐部

は， MP関節レベルが4手 中手骨での分岐が3手

であった.中手骨で重複を認めた発育良好型の 1手

で尺側指が近位方向に分岐していた.合併した先天

性疾患と して 1例に点状軟骨異形成症，1例に両

側の111111後性多駈症 1例に71'く腎症を認めた手術は

全手で尺側小指の切除を行った.発育良好型の 4手

全てに小指外転筋の尺側指から榛側指への移行を行

なった.他の内在筋の尺側小指への停止を確認で、き

た症例はなかった.また，発達した伸筋 ・屈筋腿の

受E里臼 2013/09/16 
札幌医科大学整形外科 干060.8543 北海道札幌市中央区南 1条西 16丁目
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A B 

図 1 MP関節で重複を呈する発育良好型の小指多指症の
術中 MPrfl節造影所見

A B 

図2 12か月女児 両側小指多指症発育良好型

検側指への走行を確認して 尺側指へ走行する腔成

分は切離した. 重複指が MP関節レベルで分111支し

ていた発育良好型の 2手に対して，術中関節造影を

行った 1手は重複指が MP関節を共有し(図 1A)，

l手は榛側指と尺側指が独立 して関節を形成してい

た(図 18).前者では重複指切除後の温存指 MP関

節不安定性を予防するため 切除した尺側指の骨膜

弁を用いて温存指 MP関節の尺側側副靭帯を再建

した.後者では温存指の靭宇野再建を必要としなかっ

た.浮遊型の 3手全てに lつから 2つの発達した神

経血管束の走行を認めた.浮遊指切除時に神経の近

位部での切目11.と血管の止血処置を行い，浮遊指基部

で分11岐部皮膚を紡錘状に切除した.術後合併症は全

例に認めなかった.術後に関節可動域制限や小指の

アライメン卜異常を呈した症例はなかった 保護者

の術後手指機能評価は全手で「障害なしJであり，

満足度評価も全例で 「大変満足Jであった.

-62 

A 

図3 術前X線{象

症例提示

症例 1 12か月 女児

主訴 :両側小指の重複

B 

現病歴:生後より両側小指の重複を認め，当科へ

紹介受診となった.両側車f1l後性多祉症を合併 してい

たその他の合併異常はなく，家族歴も特記すべき

ことはなかった.

身体所見 ・検査所見:両側に発育良好な小指の重

複を認めた(図 2).機側・尺側小指の 自動伸展 ・

屈曲運動と，尺側小指の外転運動が可能で、あった

X線像では，重複した小指が右側では MP関節で，

左側では中手骨で分111支していた(図 3). 小指多指

症発育良好型の診断で尺側小指切除術を行った

手術所見:右側 MP関節に術中関節造影を行い，

重複小指が関節を共有していることを確認した(図

1A).造影所見に基づき，切除指尺側の MP関節包 ・

靭帯 ・骨膜弁複合体を温存して MP関節の尺側側

副靭帯再建に使用した.左側は中手骨分l岐部レベル
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A B 

図4 術後 43か月

A B 

図 6 12か月女児 而償1)小指多指症発育良好型

で尺側小指を切除した.両側ともに尺側指から検側

指への小指外転筋移行を行った.

術後経過:術後 43か月の経過観察で左中手骨の

尺側指切除部位に骨性隆起と左手尺側の軽度膨隆を

認めたが，保護者評価は 「大変満足Jであった.手

指の機能障害は認めなかった(図 4，5). 

症例 2 12か月女児

主訴 :両側小指の重複

現病歴:生後より両側小指の重複を認め，当科へ

紹介受診となった.他の先天性疾患の合併はなく，

家族歴にも特記事項はなかった.

身体所見・検査所見.両側に発育良好な小指の重

複を認めた.左側の尺側小指は近位尺側方向に分111支

していた(図 6).両側の槙側小指は自動伸展・屈

曲運動が可能であった. 一方，両側の尺側小指は11珪

度の外転運動が可能で、あったが，長l重IJ伸展 ・屈曲運

動は認めなかった.X線{象では重複 した小指が右側

では MP関節レベルで重複していたが，左側では

A 

279 

図 5 術後 43か月の X線像

B 

A 

図 7 術前 X線{象

B 

中手骨で近位方向に分11皮していた(図 7) 小指多

指症発育良好型の診断で尺側小指の切除手術を行っ

た.

手術所見:右側 MP関節の術中関節造影所見より，

重複小指がそれぞれ独立した関節を形成しているこ

とがわかった(図 18). 両側ともに尺側小指の切除

と，尺側指から榛側指への小指外転筋の移行を行っ

た.関節造影所見より温存指の側副靭帯再建は必要

なしと判断した.

術後経過 :術後 15か月の経過観察で手指の外観

異常や機能障害を認めなかった.保護者評価も「大

変満足jであった.

症例 3:14か月女児

主訴 :両側小指の重複

現病歴-生後より両側小指の重複を認め，当科へ

紹介受診となった 生下時より水腎症を合併してい

たが，経過観察のみで問題はなかった.家族歴に特

記事項を認めなかった.
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A B 

図 8 14か月女児両側小指多指症浮遊型

身体所見 ・検査所見:両側の尺側小指は自動運動

なく，著しい低形成と基部にくびれを呈していた

(図 8).X線像でも指節骨の著しい低形成を認めた.

小指多指症浮遊型の診断で尺側小指の切除手術を行

った.

手術所見:両側浮遊小指へ走行する発達した神経

血管束を認めた(図 9). 尺側指は関節を形成せず

癒痕性に MP関節包尺側に付着していた.癒痕部

切除と神経血管束の処置を行い，分岐基部から尺側

小指を切|徐した.

術後経過:術後8か月の現在で手指機能障害なく，

保護者評価は「大変満足」であった.

[考察]

小指多指症の発生頻度は欧米で高いことが報告さ

れている 1)7)が，本邦では比較的稀な疾患である.

アフ リカ系米国人に多く 150から300出生に 1人

の頻度で発生し，白人の約 10倍とされる.臨床的

特徴も人種間で異なっており，アフリカ系米国人で

は70%が両側例であり，浮遊型が 90%を占める

家族歴を 90%に認めるがほとんどが非症候性であ

ることが報告されている また，手足以外の合併疾

患を認める症例は 1%程度とされる.一方，白人で

は両側例が 20%のみであり，浮遊型が約半数とされ

る.家族歴を認める症例は 5%のみであり，手足以

外の合併疾患を 30%に認めると報告されている 8)

さらに， r-I:I東地域からの報告では，白人と類似した

特徴を有しているが家族歴や合併症を有する率が欧

米とは異なっていることが指摘されている 7) 症例

数は少ないが自験例の検討では，白人と同様に遺伝

64 

図9 浮遊型重複小指の術中所見

性を認める症例はなく， 7手中 3手が浮遊型であっ

た.一方，アフリカ系米国人と同様に両側例が多く，

4例中 3例に認めた また 他の先天異常疾患の合

併を 4例中 3例で認め，欧米の報告とは異なった特

徴を認めた.本邦における他の報告でも同様に，両

側躍患例や四JI支先天異常疾患の合併例の多いことが

特徴として指摘されている 1) 小指多指症の治療を

行う上で他の先天異常を合併する可能性があること

を念頭に入れる必要があると考えられた.性別の発

生率について白験例では全例が女児であった.過去

の報告では男児に多い傾向が指摘されており 1)5)6)

今回の結果と異なっていた.本研究の症例数が少な

かったことが原因の 1っと考えられた.

小指多指症の術後成績に関する検討は，母指多指

症と比較して報告が少ない 5)6)7)8)9) その理由とし

て発生頻度が低い以外に，母指多指症と比較して病

態が単純な症例が多く 3)4) 治療に難渋する場合が

少ないこと 1)が考えられる.自験例でも小指多指

症の病態は発育良好型と浮遊型の 2つのタイプのみ

であり，全例で尺側指の切除を行い良好な術後成績

を獲得した.一方，発育良好型の l手において， 1*
手骨の尺側小指切除部位に経時的に増大する骨性隆

起を認めた.分岐部11次骨成分の不十分な切除が原因

であり，手術時には注意が必要と考えられた.

今回の検討では X線像で MP関節での重複を認

めるが，造影所見では重複指が関節を共有する症例

と独立した関節を形成 している症例を経験した.前

者では尺側指切除時に榛側指 MP関節の尺側側副

靭帯再建のため切1¥余指尺側の骨膜弁複合体を温存す

るべきと考える. 一方.後者では関節造影所見に基
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づき，検側指 MP関節の展開と側副靭帯再建の必

要性がないことを判断し，最小限の侵襲で尺側指切

除が可能であった.以上より，軟骨成分の多し叶、児

では関節軟骨の状態を把握することは重要で、あり，

手術を進める上で造影検査が有用な症例があると考

える.また，著者らが渉猟し得た範囲では，小指多

指症の MP関節軟骨の状態を関節造影で検討した

報告はなかった.

発育良好型の l手において尺側小指の中手骨が近

位方向に分岐していた.発育良好型の分類について

はこれまでにいくつかの報告を認めるが 8) このよ

うな形態を呈する症例は稀と考える 10)

浮遊型の治療方法として，茎部が細い症例では浮

遊指基部で結訟を行い，指の壊死を誘発して自然脱

落を待つ方法が報告されている 2)9) 海外からの報

告が多く，大部分の症例が手外科医ではなく，家庭

医によって治療が行われている 8) 一方，結紫して

自然脱落を待つ方法は観血手術による切除法と比較

して切|徐断端部の隆起や神経11重形成，感染や出血の

持続などの合併症が高いことが問題として指摘され

ている 8) 自験例においても浮遊型小指の全例で，

発達した 1つから 2つの神経l血管束が茎部を走行し

ている所見を認めた 浮遊型重複小指に対して結誌

による切除治療を行う場合には，上記合併症に留意

した慎重な経過観察が必要であると考える.

[まと め]

非症候性の小指多指症 4例 7手の特徴とやI:I後成績

について検討を行った.自験例では欧米の報告とは

異なった特徴を有 していた 手術は尺側小指の切除

を全例で行い，術後成績は良好であった.
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子関節の牽引が榛骨手根関節と手根中央関節の

運動に与える影響について
aw 
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牽引が生体の機骨手根関節および、手根中央関節の運動に与える影響を手関節動態撮影により評価したので

報告する.

健常成人男性 20名20手を対象とした.同一検者が被検者の手部および前腕部を把持 し，非牽引下および

2.5kgの牽引下に他動掌背屈運動させ動態撮影を行った.得られたデータから手関節の角度を横軸に 憐骨

手根関節および手根中央関節の角度を縦軸にしたグラフを作成した 次に各例のグラフから掌屈および背屈

時における近似直線を求め，非牽引下と牽引下の近似直線の傾きについて検定した.

榛骨手根関節においては，掌屈時も背屈時も牽引下においては非牽引下に比べ近似直線の傾きが有意に増

加していた.逆に手根中央関節においては，掌屈時も背屈時も牽引下において傾きが有意に減少していた.

すなわち手関節に牽引を加えることで 手根中央関節に対し椀骨手根関節の運動角度が大きくなるこ とが判

明した.

牽引下の手関節掌背屈運動は，手根中央関節を優位に運動させるとされる 「ダーツスロー運動j

手関節の可動域訓練において有効な手技となることが期待される.

と共に，

-30代の健常成人男性20例20手(平均年齢30.5歳)

を対象と した.なお本研究は金沢大学医学倫理委員

会の承認を得て行った.

撮影装置と して，動画対応フラッ トパネルディ テ

クタ搭載ポータブルX線撮影装置 (Canon，東京)

を用いた.動画像は 12bitgrayscaleで出力 し，マト

リックスサイ ズは 1024x 1024pixels，ピクセルサイ

ズは 0.16mmとした.撮影条件は管電圧 48kV，管電

流0.4mA，撮影時間 10.0sec，焦点 一検出器間距離

1.0mとし，毎秒 4.0フレームで撮影した.なお動態

撮影の被爆線量は約 0.21mGyであり ，当院の手関

節側面単純 X線撮影の被|爆線量 (0.16mGy)の約 1.3

倍であった.同一検者が被検者の手部および前腕部

を把持 し， 手関節 60
0

掌屈位から 60
0

背屈位までを

10秒間で，非牽引下および筆引下に手関節を他動運

動させて動態撮影を行った. 牽引力は 2.5kgとし，

誤差を軽減するために撮影毎に逐一手秤で牽引力を

1確認した (~Il ).

{緒言]

当科では手関節掌背屈の他動可動域訓練を行う 際

に，関節面への負荷を減 じるとともに関節周囲の軟

部組織を伸張することで可動域の拡大が得られると

考え，手関節に若干の牽引を加えている.牽引が手

関節の掌背屈運動に与える影響については，唯一

Ishikawaらが屍体を用いた研究で，牽引力を強める

と手関節背屈時には手根中央関節が，手関節掌;屈時

には模骨手根関節がより大きく運動する傾向があっ

たことを報告している 11 この結果は，牽引下の可

動域訓練が非牽引下の可動域訓練とは異なる効果を

持つ可能性を示唆している.そこで我々は，牽引が

生体の槙骨手根関節および手根中央関節の運動に与

える影響を手関節動態撮影により評価したので報告

する

[対象と方法]

過去に手関節周辺の外傷や疾患の既往が無い 20

石川県金沢市宝町 13-1
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手rM!節の牽引が関節の運動に与える影響について

図 1 被検者の手部および前腕部を把持し，手関節掌

屈{立から背屈{立までを非牽引下および牽引下に

{自動運動させた

図2 続'l~ 背側面と第 3 中手骨背側面がなす角度 X を

wrist angleと，機骨背側面と月状骨述位関節商

に対する垂線がなす角度 YをRLangleと，月

状骨迷位関節而に対する丞ー紡!と第 3<1='手骨背側
面がなす角度 ZをCLangleと定義した.

• CL angle: traction -・CLangle: traction + ・RLangle: tractiOIl -

• RL angle: traction + 

100 

• 2S 

-・..'-# 三#..#・-‘....... ....- -50 

←手関節掌屈
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撮影した画像は ImageJ(v1.45，NIH)を用いて解

析し，手関節の角度 (wristangle)，槙骨手根関節

の角度 (radiolunateangle: RL angle)，手根中央関

節の角度 (capitolunateangle: CL angle) を求めた.

本研究では今村の報告 2)を参考に，有頭骨の長軸を

第 3中手骨背側面で代用し，榛骨背側面と第 3中手

骨背側面がなす角度を wristangleと，機骨背側面

と月状骨遠位関節面に対する垂線がなす角度を RL

angleと，月状骨遠位関節面に対する垂線と第 3中

手骨背側面がなす角度を CLangl巴と定義した(図

2) . 

20例 20手の計測結果から， X軸を wristangleに，

Y軸を RLangleおよび CLangleとした 20のグラフ

を作成した(図 3).なお，グラフは背屈方向を +，

掌屈方向をーとした.次に それぞれのグラフから

最小二乗法により，手関節中間位から掌屈方向およ

び手関節中間位から背屈方向，における近似直線を

求めその傾きを算出した(図 4). さらに牽引下，

非牽引下における傾きについて Wilcoxonsigned-

rank testにより有意水準5%で比較検討した.また，

手間師、j0。から掌屈 60。および背屈 60
0

の範囲で，RL

angleと CLangleの角度変化量について 20例 20手

の平均値を算出し，牽引下および非牽引下における

角度変化量を比較検討した.

[結果]

(掌屈時 RLangle)

近似菌線の傾きの中央値は非葱引時 0.350に対し

牽引時 0.386となっていた.検定の結果， 牽引によ

CLIRLangle 

7S . .・
SO 1 .・・‘

..}T絢伊れれつ#.・
企~-・・... ・ ~ •. -Wrist angle 

50 100 

75 
手関節背屈→

図3 言!-i![I!結果から，X車111をwristangleに， Y軌を RLangleおよびCLangleとしたグラフを作成した
なお本グラフは case1， 23歳男性の結果である

マ
'
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284 手関節の筆引が関節の運動に与える影響について

り有意に傾きが増加していたことが判明した (p<

0.01) (図 5). 

(背屈時間~ angle) 

近似直線の傾きの中央値は非軍引時 0.522に対 し

牽引時 0.578となっており 筆引により 有意に傾き

7S 

SO 

25 

25 

.50 

一75

掌厘堕

が増加していた (p<O.Ol)(図 5).

(掌屈時 CLangle)

近似直線の傾きの中央値は非牽引時 0.650に対 し

牽引時 0.614となっており，牽引により有意に傾 き

が減少していた (p<O.Ol) (図 6). 

童昼堕

図 4 手関節中間位から掌屈方向および手関節中間位から背屈方向，における近似直線を求めその傾

きを算出した.本グラフも case1， 23歳男性の結果である.

1.00 1似}

0.80 P<O.Ol 0.80 

0.60 

園田
0.60 

0.40 
t.，， ~ rt 女王ヨ

0.40 

0.20 0.20 

0.00 0.00 

tr山c(ion- tr:lclIon + 

掌屈時

P<O.Ol 

圃・

11 

萱w主

図 5 RL angleの結果 手関節掌屈11寺も背屈時も，率引下においては非牽引下に比べ近似直線の傾き

が有意に増加していた

1.00 P<O.Ol 

0.80 

申0.60 

0.40 

0.20 

仇

u0
 

nu 
tr';lction t":IC(IUII + 

掌昼堕

1.00 

0.80 Pく0.01

0.60 

圃圃0.40 

0.20 

0
 

0
 

0
り

tr41cHon (1':ICOOI1 + 

萱w主

図 6 CL angleの結果 :手関節掌屈|時も背屈時も，筆引下においては非牽引下に比べ近似直線の傾き

が有意に減少していた
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手関節の牽引が関節の運動に与える影響について

(背屈時 CLangle)

近似直線の傾きの中央値は非牽引時 0.478に対 し

牽引時 0.422となっており，牽引により有意に傾き

が減少していた (p<O.Ol) (図 6).

以上から， RL angleに関しては手関節掌屈時も背

屈時も，牽引下においては非牽引下に比べ近似直線

の傾きが増加しており， CL angleにおいては傾きが

減少していたことが判明した.すなわち，牽引を加

えることで掌背屈の全可動域において手根中央関節

に対し榛骨手根関節iの運動角度が有意に大きくなっ

ていた.

(角度変化量の平均値)

手関節 0。から掌屈 60。にかけて，阻~ angleは非牽

引時に 22.7
0

，牽引時に 26.2
0

動いており ，CL angle 

は非牽引時に 38.0
0

，牽引時に 33.6
0

動いていた.手

関節 0。から背屈 60。にかけては，RL angleは非牽引

時に 35.1
0

，牽引時に 39.2
0

動いており ，CL angleは

非牽引時に 25.6
0

，牽引時に 21.2
0

動いていた.すな

わち， 掌背屈 60
0

の可動域内において，牽引による

RLangleの角度変化量は掌屈H寺+3.5
0

，背屈時+4.1
0

，

CL angleの角度変化量は掌屈時 _4.4
0

，背屈時_4.4
0

であった.

[考 察]

通常の X線写真に対する動態撮影の利点は，連続

した運動を評価できる点にある.そこで我々は，動

態撮影により得られた画像から機骨手根関節および

手根中央関節の角度を求め，手関節掌屈時および背

屈時におけるそれぞれの関節の角度のグラフから近

似直線を算出することで手関節の連続した運動を評

価した.以前我々はこの手法を用いて，手関節自動

運動時の様骨手根関節と手根中央関節の運動角度の

比率を求め，この結果を 「肩甲上腕リズムjになぞ

らえて「手関節リズム」として報告した川 .本研究

では，機骨手根関節と手根中央関節の動きが牽引に

よりどう変化するかに注目し，得られたグラフの近

似直線の傾きについて評価したが，その結果，掌屈

時も背屈時も牽引により榛骨手根関節の近似直線の

傾きが増加することが判明した.すなわち，牽引を

加えることで掌背屈の全可動域において棟骨手根関

節の運動角度が大きくなることが判明した.なお曲

線を近似するという手法の妥当性については，いず

れのグラフにおいても回帰係数が 0.8以上と高い相

関関係を示していたことから，特に問題はなかった

285 

と考えられる.ただし，近似直線の傾きを論じるだ

けでは実際の角度変化量ーが理解しにくくなるため，

掌背屈 60。の肢位における角度変化量についても別

途算出した.

牽引が手関節の運動に与える影響については報告

が少ない. Gunternらは 12例の健常人に対し 3kg

の牽引を行い， MR arthrographyを用いて榛骨手根

関節!と手根中央関E!I'jの聞大について評佃iした.その

結果，榛骨手根関節は 0.18mm，手根中央関節は

0.45mm聞大 したと報告している 4) 同様にLeven-

thalらは 14例の健常人に対し 10kgの牽引を行い，

3DCTを用いて榛骨手根関節が1.0mm，手根中央関

節が 2.0mm聞大したことを報告している 5) しか

し，これらの報告はいず、れも手関節中間位の肢位に

おける静的な関節の聞大について評価するに留まっ

ており，牽引が関節の運動に与える影響については

検討されていない.唯一 Ishikawaらは牽引下にお

ける手関節の運動について詳細な報告を行っている

が，その結果は我々の結果とは異なり，牽引力を強

めると手関節背屈時には手根中央関節が，手関節掌:

屈時には榛骨手根関節がより大きく運動したという

結果であった 1) この結果が我々の結果と異な って

いるのは，屍体を用いた特殊な環境下における牽引

下の手関節運動を行っていた点にあると推察さ れ

る また，野中らは牽引下に手関節の他動掌背屈運

動を行う事で骨折部への負荷を軽減した可動域訓練

が行えるとし， I臨床例において早期から可動域が回

復したと報告しているが，牽引の作用機序について

は十分に考察されていない 61

前述した Gunter口らと Leventhalらの報告から，

手関節に加わった牽引力は模骨手根関節に比べ手根

中央関節をより聞大させることがわかっている 4151

その原因についてLeventhalらは， 掌側の機骨舟状

有頭骨靭帯憐骨月状骨靭帯や背側の椀骨三角骨靭

帯などの様骨手根靭帯が長jljJl，に対して斜め方向に走

行しているため，機骨手根関節が牽引による影響を

受けにくいためであると考察している.本研究では

牽引を加えることで掌屈，背屈のいずれの方向にお

いても機骨手根関節の運動角度が大きくなっていた

が，上記と併せて考えると， 牽引力は手根中央関節

を聞大させ，同関節の運動を抑制したと推察さ れ

る.運動を抑制した機序としては，関節の円滑な運

動のために必要な関節面の適合性が変化したこと

や，手根中央関節の関節包が緊張し物理的に可動域

od 
ρ
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が小さくなったことなどが原因として考えられる.牽

引により影響を受ける可能性がある構造物は内在/

外在靭帯;や外在筋，関節包など多IIJ主に渡るため上述

の機序だけで一元的に説明できる とは思えないが，

Savelbergらは手関節の運動は初帯のバランスでは

無く関節面の位置関係により規定されると報告して

おり 7)，我々は関節面の適合性の変化が主たる要因

ではないかと考えている.

現在，手根中央関節を優位に動かすとされる，手

関節を梼背屈位から尺掌屈位へ運動させる「ダーツ

スロー運動jのリハビリへの応用が検討されてい

る8) 本研究の結果，牽引下の他動可動域訓練は横

骨手線関節を優位に動かす運動であることが判明し

たため，これらの運動を使い分けることで病態に応

じた可動域訓練が施行でき ると考えられる.例え

ば，検骨遠位端関節内骨折に続発して棋骨手根関節

内に綴痕形成を生じた例などには牽引下の他動可動

域訓練により良い適応があると考えられる.一方，

i憐骨手根関節内の安静を図りたい榛骨遠位端関節内

骨折や舟状骨骨折，月状骨骨折例の術直後などには

ダーツスロー運動により良い適応があると考えられ

る.今後は臨床例において牽引下の他動可動域訓練

を行い，その効果や臨床成績についてさらに検討し

ていきたいと考えている.

本研究の問題点として，検者による徒手牽引と他

動掌背屈運動を行っていたため，牽引力や運動方向

が不均一で、あった可能性が挙げられる.この問題を

解決すべく ，現在我々は手関節の牽引と他動掌背屈

運動を機械的に制御することができる新規の装置を

開発中である.また，牽引力の大小による挙動の変

化や，ス トレッチ効果を期待して計測前に牽引を行

う実験系についても今後検討していきたいと考えて

いる.

[まとめ]

牽引が生体の検骨手線関節および手恨中央関節の

運動に与える影響を手関節動態撮影により評価し

た.その結果，牽引を加えることで掌背屈の全可動

域において榛骨手根関節の運動角度が大きくなり，

手根中央関節の運動角度が小さくなることが判明し

た.
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尺骨茎状突起骨折に対する骨接合術後の合併症
なんはじろう てんぽつりん こう おかもとみ ちお しぎあつお やまもと こ うじ

難波二郎ぺ縛法輪 光料.岡本道雄対，信貴厚生林¥ 山本浩司点

尺骨茎状突起骨折に対して骨抜合術を行った 13例における合併症を報告する.症例の平均年齢は 51歳，

合併損傷は，検骨遠位端骨折 101Ý~ ， ガレアッ チ骨折 1 例，月状骨周囲脱臼 1 仔1]， DRUJ脱臼 l例であった.

固定方法は非I吸収糸による骨縫合 1例，Tension Band Wiring (TBW) 8例， screw固定4例であった.全例

で骨癒合を得，遠位棟尺関節不安定性は認めなかった.レントゲン像にて screw固定例では転位はないが茎

状突起先端の骨吸収像は全例に，ネジ切り部の透亮像と線状硬化像は 2例に認めた.TBWは皮膚刺激が必

発し，囲内外可動域制限を生じるものの抜釘後には症状は速やかに解消された.囲内外可動域制限の原因に

は ECU健鞘の滑動性阻害が考えられる.screw固定では皮膚症状や痔痛は認めなかったが， X線上茎状突

起先端部に骨|吸収所見を認めた

[緒言]

尺骨茎状突起骨折 (USF) は検骨遠位端骨折に合

併することが多い. USFに対する観血的整復内固

定 (ORJF)の適応は明らかな遠位模尺関節 (DRUJ)

の不安定性である 1)2) 固定法は tension-band-wiring

(TBW)とscrew固定に大きく 2つに分けられる

前者は煩雑な手術操作を要すこと，術後皮膚刺激症

状の発生が，後者は固定性に難があること，医原性

骨片破壊の可能性が問題である 今回， 0悶Fを施

行した USF13例において尺側部症状を中心に術後

成績， X線画像を検討したので報告する.

[対象と方法]

対象は 2009年以降に USFに対して手術加療した

症例で，男性 61yl]， 女性 717~，平均年齢 5 1 歳 (2 1 -

77歳)であった.合併損傷は榛骨遠位端骨折 10例，

ガレアッチ骨折 1例，月状骨周囲脱臼 1例，DRUJ 

脱臼 1191Jであった.骨折タイプは中村分類により先

端(片側)2仔1]，中央部 1例，基音116例，基部斜形は

4例であった 1) 2例の先端片側骨片には椀尺靭帯浅

枝が付着し， 1仔IJはAcutrack2Micro Screw(Acumed， 

USA) にて固定 し，もう 1例はエチボン ド糸で機尺

靭帯を含めて骨縫合した.中央部と基部と基音防;f形

タイ プの 10例に浅枝と深枝が付着しTBWかscrew

にて固定した.基部斜形の内 l例は月状骨周囲脱臼

例で尺骨手根靭帯が付着 し， screwにて固定 した.

最終的に非服収糸による骨縫合 1伊1]， TBW8 ø~ ， 

screw固定 4例となった.X線画像及び固定方法に

よる治療成績を回旋可動域(手関節回内角度 +回外

角度)， Modified Mayo Wrist Score (MWS) ， 10点

満点 VisualAnalogue Score (VAS) を用いて調査 し

た(表 1). 

[結果]

平均 12か月の経過観察で全例に骨癒合を得， DRUJ

不安定性は認めなかった.皮膚刺激症状について，

骨縫合例は出現なく， TBW例は全例に出現し，抜

釘を望んだ.ただし平均 11か月時の抜釘術後，回

旋可動域， MWS， VASは Pairedt-testにて有意差を

もって改善した(順に抜釘前/後;回旋可動域 136 

:t 39/160:t 23度， p=0.0168， MWS: 74:t 11/82:t 10 

点，p=0.0025， VAS: 3.4士0.9/0.6:t0.7点，p= 

0.0001). screw 固定例は回旋可動域 165土 13度，

MWS: 81士3，VAS: 1.3:t 1.5で尺側部皮膚刺激症

状や庵痛はなく VASを占めていた症状は突っ張り

感であった(表1).X線画像所見について，まず

TBW例では X線正面像での鋼線先端曲部頂点と茎

状突起先端間距離は術直後 2.5mmから抜釘前は

受理日 2013/09/13 
*市立豊中病院整形外科 〒560-8565 大阪府豊中市柴原IIIT4-14.1 
本本大阪厚生年金病院整形外科
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288 尺骨茎状突起骨折に対する骨接合術後の合併症

2.9mmヘ偏位した鏑線先端曲部の回転転位は 3

例に発生 した(図 1). screw固定例では転位例は認

めないものの尺骨茎状突起先端の骨吸収像は全例

に，ネジ切り部の透亮像と線状硬化像は 2例に認め

た(図 2).

[代表症例呈示]

症例 4:55歳，女性.

手術内容 :背側転位型榛骨遠位端骨折と基部水平

型 USFに対して槙骨遠位端掌側プレート固定後に

DRU]の不安定性を徒手的に確認 した. 尺側アプロ

ーチにて USFに椀尺靭帯がすべて茎状突起に付着

しているこ とを確認 しTBW施行 した.固定直後に

DRU]の不安定性は消失 し，術中他動的囲内外運動

時に可動域制限や磯音も認めなかった.

表 1 症例の概要，結果

定例性年令IJlI:!期間{月 ) Typelr 合併煩悶 TFCC付着内容 固定内容 臨釘前 ROM (囲内/国外)誼釘桂 ROM MWS'・(臨釘前/世)VAS'" (肱釘前/碓)

1 女 57 12 中央 悦骨理位告書骨折 恨R相手停，圭理枝 TBW# 60/80 80/80 75/目。 4ノ1

Z 女 56 18 水平基部 慣骨連位唱骨!Ji 慣R靭格，主罪植 TBW 60/80 70/80 65/BO 3/1 

3 女 71 12 料基部 焼骨連位端骨折 悦尺籾手持，圭藻枝 TBW 10/40 30/90 65/80 4/0 

4 女 55 1 S 水平基部 悦骨連位暗骨折 1毘R籾務，圭深桂 TBW 85/85 85/90 75/80 3/口

5 女 77 12 水平基部 恒骨遺位培骨!Ii 憤尺籾帯浅諜桂 TBW 70170 90/90 60/65 5/2 

6 女 65 18 水平基部 俊骨連位椙骨折 t員尺籾帯謹深控 TBW 80/80 90/90 B5/90 3/1 

7 田 56 6 先曜片聞 !R骨遣位端骨折 挽R籾帯，圭桔 骨権合 75/B5 NA 80 。
男 38 11 割基部 俊骨遣位端骨折 協尺籾都議書控 TBW 80/90 90/90 95ノ100 2/0 

女 61 18 水平基部 俊傍遣位端骨折 悦尺靭帯，量産桂 TBW 50/70 60/75 75/80 3/0 

10 男 54 7 開基部 月状舎周囲脱臼 Ri1子手担籾裕 screw 75/75 NA 80 

11 男 21 14 先端片開通位回尺関節脱臼 出尺籾有事通筏 screw 75/85 NA 85 

12 男 33 10 水平基部 悦骨還位培骨師 悦尺籾帯，量産控 screw 90/90 NA 80 。
13 男 21 9 軒基部 ガレアッチ骨折 ECU#洋腿床制脱慢R籾得，圭軍技 screw BO/90 NA 80 。

136土39 160土23 74:1:11/82:1:10 3.4:1:0.9/0.6:1:0.7 

Type合・ 中村のType分類1)

TBW# : tension-band-wiring 
ECU##・ExtensorCarpi Urnaris 
MWS** : Modified Mayo Wrist Scoring 
VAS**安:Visual Analogue Scale (1 0点満点)
口欄抜釘術未施行

口棚TBW固定の平均値と標準偏差 (ROMはtotal)

図 1 ab;受傷時手間前l単純X線正 (a)側面 (b)

cd ;術直後単純X線正 (c)側面i(d) 

巴f 抜釘手術施行前手関節単純X線正 (e)側面(f) にて鋼線先端l胸部の回転車引立が確認される.

gh;抜釘術施行後の最終観察H寺手関節単純X線正 (g)側面 (h)
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術後経過 :2週間の手関節シーネ固定除去後に司

動訓練を開始した.創部由来と考えられる手関節尺

側部痛はまもなく低下 したが，可動域拡大とともに

回内外可動時に尺骨遠位部の皮下にチクチクしたよ

うな痛みを訴えた.術後 14か月時，尺側部VAS:3 
点，手関節可動域:回内/回外各 85度， MSW75点

であった X線にて銅線先端曲部の回転転位が確認

された.抜釘後1か月時，尺側部痛は消失しVAS:O，
手関節可動域:囲内/回外85/90度， MSW: 80点で

あった(表 1，図1).

症例 13: 21歳，男性.

手術内容:ガレアッチ骨折に伴う基部斜形 USF
に対して榛骨骨幹部背側フレート固定後に尺骨遠位

部への掌尺側アプローチにて展開した.尺側手根伸

筋腔 (ECU)I健鞘床は尺骨頭から剥脱していた.

USFに機尺靭帯がすべて茎状突起に付着している

こと，尺骨頭掌側関節面剥離骨折を機認しそれぞれ

screw固定， anchor固定を施行し不安定性は消失 し

た.

術後経過:術後9か月時，尺側部VAS:0点で臨

床症状は認めなかったがX線にて尺骨茎状突起先

端の骨吸収像，ネジ切り部の透亮像と線状硬化像が

確認された 手関節可動域 :囲内/回外 80/90度，

MSW: 80点であった(表 1，図 2). 

図 2 ab;受傷時手関節単純X線正 (a){!!IJ@ (b) 

cd ;術直後単純X線正 (c)側面 (d)

[考察l
WysockiとRuchは USFの O悶Fは不安定性や偽

関節を防止するが一方，追加手市~時間や癒痕 im

plant膨隆などは正当化できないと述べている 2) 代

表的 2つの固定法の考え得る利点欠点について

TBWは骨片間圧迫が可能であるが，手術はやや煩

雑となり銅線または巻き銅線の皮膚刺激症状の発生

が挙げられる. screw固定の手術は簡便であるが固

定性の甘さや骨片破壊の可能性が考えられる.今回

TBWは全例で抜釘にて回旋可動域制限，皮膚刺激

症状は有意に改善された.その可逆的な症状発生に

ついて解剖を見直すと，第6仲筋支帯内の ECUの

腿床は背側機尺靭帯背側成分がsplitされ構成され

る 3) 一部でも TBWの鋼線成分が介在すると背側

機尺靭帯のオフセッ トが変化し回旋可動域制限発生

の可能性が示唆される.また超高磁場 M悶の解剖

研究より冠状断像において回外時に ECUの茎状突

起掌側への乗り上げ，回内方向時に尺骨頭の ECU
l挫溝への環納が認められる 4) TBWの鋼線成分が

ECUとECUI陛鞘の茎状突起表面でのスムーズな滑

動を間害することが回旋可動域制限と腿鞘滑膜炎を

惹起すると推測する.

Acutrack2 Micro Screwは尺骨茎状突起骨折など

の小骨片に特化し適応される.今回使用した 4症例

ef ;最終観察11寺手関節単純X線正 (e)側面(f)にて尺骨茎状突起先端の骨吸収像，ネジ切り吉1¥
のj丞亮像と線状硬化{象がl確認される
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全例に平均 12か月経過時で尺骨茎状突起先端骨服

収がみられた.先端ギリギリに設置したため尺屈や

背屈時の軸圧応力の遮蔽いわゆる Stress-shielding

が発生したのではないかと考える.ネジ切り部の透

亮像と線状硬化像は looseningにしては透亮像が強

くなく，阿部位は無症状なので経過観察中である.

ただし抜釘も症状によっては考慮、している.現時点

では TBW，screw固定共に術後リスクを有すると

考えるが後者は症例が少数のため，症例の積み重ね

が必要で、ある.

[まとめ1
1，尺骨茎状突起骨折 13例の ORIFの合併症を報

告 した.

2， TBW固定は全例に回旋可動域制限を認め，尺

側部終痛を訴えたが，抜釘後に可動域と症状は改善

した.

3，骨縫合や screw固定は尺側部終痛を訴えない

が， screw固定は X線にて尺骨茎状突起先端の骨I吸

収像とネジ切り部の透亮像 線状硬化像が確認され

た.

{文献1
1) 中村俊康ほか.尺骨茎状突起骨折およびTFCC損傷の

治療.高齢者擁骨迷位端骨折の治療.OS NOW [n・

struction NO.15.東京.メジカルビ、ユ一社.pp157-169， 

2007. 

2) Wysocki RW， et al. Ulnar styloid tracture with distal ra-
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3) Sachar K， et al. Ulnar-sided wrist pain: Evaluation and 

treatment of triangular fibrocartilage complex tears， Uト

nocarpal impaction syndrome， and lunotriquetral liga-

ment tears. J Hand Surg 37 (A): 1489-1500， 2012. 

4) Nobauer-Huhmann [M， et al. Anatomy and variants of 
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三角線維軟骨複合体損傷に対する四肢専用 M悶と

関節鏡所見の比較検討
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[目的ITFCCならびに軟骨損傷に対する四肢専用 MRIの画像所見と模骨手根関節鏡の所見を比較検討 し

た.[対象と方法]対象は TFCC損傷を疑い，関節鏡を施行した 26例とした. TFCCは1)様骨付着部， 2)関

節円板部， 3)尺骨小禽付着部， 4)月状骨， 三角骨付着部における損傷を，軟骨は 5)月状骨， 6)三角骨におけ

る損傷を M悶と関節鏡で評価 した. [結果]各損傷の MRIでの精度は 1)で感度 100%，特異度 100%，2)で

感度 89%，特異度 100%，3)で感度 100%，特異度 100%，4)で感度 80%，特異度 80%，5)で感度 36%，特

異度 100%，6)で感度 33%，特異度 100%であった [考察ITFCC損傷に対する M悶 の精度は Tanakaらと

ほぼ同等であった.Tanakaらの前向き研究と単純に比較はできないものの 四肢専用 MRIはマイク ロスコ

ピーコイル M悶とかわらない精度を有する可能性があると思われる.

[緒言]

全身用 MRIによる手関節の描出は撮影範囲の設

定，スライ ス厚の限界， 低い信号雑音比 (以下 S/N

比)などの問題から技術的に困難とされてきた 1)2)

しかし，近年， 四肢専用 M町 が開発され，全身用

MRIよりも精細な撮像が可能となった 3) 今回，四

肢専用 M悶 で撮影された三角線維軟骨複合体 (tri-

angular fibrocartilage complex，以下TFCC)ならび

に月状骨， 三角骨の画像所見と模骨手根関節鋭の所

見を比較 し，四肢専用 MRIの有用性について検討

した.

M悶撮影体位

半座位で、肩関節外iliえ位とする
図 la

M悶 撮影肢位

手関節は中間位とし，クッション
でコイルの中心に固定する.

図 lb

[対象と方法]

対象は手関節尺側部痛を訴え，fovea signや ulno

carpal stress testから外傷性も しくは変性 TFCC損

傷を疑い，焼骨手根関節鋭を施行した連続する 26

例とした.性別は男性 19例，女性 7例，擢患側は

右 15手，左 11手，年齢は 15歳-63歳(平均36.7歳)

であった.

四肢専用 M悶装置は GEHealthcare社製 (Optima

MR430s 1.5T)を使用 し，撮影肢位は半座位で肩関

節外転約 90
0

，前腕回内外中間位と した(図 1). 撮

影条件は冠状断で fieldof view (以下 FOV)100mI11 

とし，gradient recall echo (以下 GRE)法T2*強調

新潟県北蒲原郡聖能IIrJ諏訪山 997

民
υ

巧
，
e

〒957-0117
受理日 2013/09/25 
財団法人新潟手の外科研究所
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図2 TFCC侠骨付着部損傷の1プ強

調画像

機骨付着部における TFCCの

連続性は消失している(矢印)

図5 TFCC月状'宵，三角骨付着部損

傷の STIR画像

三角骨付着部において TFCCの

連続性は消失している(矢印)

図3 TFCC関節円板部損傷のTγ
強調画像

関節円板音11でTFCCの連続

性が消失している(矢印).

図6 月状骨軟骨慣傷の STIR画像

月状骨内の髄内信号強度が上

昇している(矢印).

画像 [TR(msec)/TE(msec) /FA(") =30/14/18]でス

ライス厚 0.8mm，ギャッフ Omm，short tau inversion 

recovery (以下 STIR) 画像 [TR/TE/FI(msec) = 

3500 -4000/34/120] で、スライス!享2.0mm，ギャッ

プ 0.5mm，fast spin echo (以下 FSE)法 T1強調画

{象 [TR/TE/FA= 450 -650/9.2 -9.5/90]でスライス

厚 2.0mm，ギャップ 0.5mm，T2強調画像 [TR/TE/

FA = 3000 -4000/87.2/90]でスライスJ享2.0mm，ギ

ャップ0.5mmとした

画像評価はTFCCの損傷部位を 1)焼骨付着部(図

2)， 2)関節円板部(図 3)，3)尺骨小禽付着部(図

4)， 4)月状骨付着部，もしくは三角骨付着部(図 5)

とし，軟骨損傷は 5) 月状骨軟骨面(図 6)，6) 三

角骨軟骨面(図 7)とした.読影は整形外科医 3名，

手外科専門医 5名の合意で行い， TFCCはτγ強調

図4 TFCC尺骨小禽付着部損傷のTプ
強調画像

尺骨小簡に付着する三角籾幣の

連続性が消失している(矢E[)). 

図7 三角骨軟骨損傷の STIR画像

三角骨内の髄内信号強度が上

昇している(矢印).

画像での連続性の消失と STIR画像での信号強度の

上昇を，軟骨損傷は STIR画像での髄内の信号強度

の上昇をもって損傷ありと判定した.

機骨手線関節鏡は全身麻酔，もしくは腕神経叢ブ

ロック下に，肩関節外転 90
0

，肘関節屈曲 90
0

で装

置を用いて垂直に牽引しながら施行した 関節鏡は

背側第 3，4区画間と第 4，5区画聞から挿入し，観

察対象は TFCC，月状骨と三角骨の軟骨面とした.

様骨付着部，関節円板部，月状骨付着部， 三角骨付

着部での損傷はプロ ーブでTFCCの断裂部を確認

し， 診断 した院骨手根関節鏡視で、確認で、きない尺

骨小筒付着部損傷は TFCCの卜ランポリン効果の

消失をもって，損傷ありと判定した.軟骨損傷は軟

骨表面の毛羽立ちゃ軟化，欠損をもって，損傷あり

と判定した.

に
U可，e
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症例の一覧
各観察部位における M悶と関節鏡所見での損傷ありを+，損傷なしを，とする.
最下段に陽性例の合討を表記する.

表 1
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影と関節鋭が行われてきたが，関節造影は関節鏡に

比べて精度が低いという欠点があり 4151 関節鏡は

侵襲的であるという問題点があった.その後，非侵

襲的な検査として MRlが出現したが，この全身用の

M悶では手関節に対してコイルや FOVが大き く，

また厚いスライス厚や低い空間分解能などといった

限界もあった 1121 このためTFCC損傷に対する MRl

の精度は，手関節鏡に比べて劣るとされてきたがへ

高解像度 M悶 を用いた TFCC損傷の研究では感度

100%，特異度 90%と高い精度が報告されている 7)

さらに近年， TFCC 損傷に対するマイクロスコピー

コイルを用いた M悶の研究も散見されるようにな

り8191 高い精度に加え，小さな FOVや薄いスライ

ス厚，高い S/N比とい った利点も強調されている

しかし，マイクロスコピーコイルを用いた M悶は

関節鋭所見とM問所見の感度特異度

特異度
100拡
100% 
100% 
80% 
100% 
100% 

塁亘
100% 
89% 
100% 
80叫
36% 

33覧

表 2

損傷部位

①後骨付着部
②関節円板吉日

③尺骨小宮付着部
①月状骨、三角骨付着部
⑤月状骨軟骨面
@三角骨軟骨面

[結果]

四肢専用 MRlで 26例全例の評価対象部位を確認

することができた.TFCCの損傷部位は 1)撰骨付

着部 2例， 2) 関節円板部 8例， 3)尺骨小筒付着部

22例， 4)月状骨， 三角骨付着音1)8例であり，軟骨

損傷は 5) 月状骨に 4例， 6) 三角骨に 1例認めら

れた.

機骨手根関節鏡でのTFCCの損傷部位は 1)焼骨

付着部 2例， 2) 関節円板部 9例， 3)尺骨小筒付着

部22例， 4)月状骨， 三角骨付着部 5例であり，軟

骨損傷は 5) 月状骨軟骨面 11例，6)三角骨軟骨面

3例であった(表1)

関節鏡所見に対する四肢専用 M悶の精度はTFCC
樟骨付着部損傷で感度 100%，特異度 100%，関節円

板部損傷で感度 89%，特異度 100%，尺骨小街付着

音rs損傷で感度 100%，特異度 100%，月状骨， 三角

骨付着部損傷で感度 80%，特異度 80%であった

軟骨損傷の精度は月状骨軟骨面で感度 36%，特異度

100%，三角骨軟骨面で感度 33%，特異度 100%であ

った(表 2).

[考察]

TFCC 損傷に対する検査として，従来より関節造

-77-
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観察部位を コイルの中心に設置しなくてはならず，

また，撮影時の体動やコイルのずれにより生じるア

ーチファクトを防ぐためコイルを動かないように し

っかり固定するなど撮影自体が煩雑といえる 8) 一

方，本研究で使用した四肢専用 M悶 はマイク ロス

コピーコイルと同等の小さい FOVや薄いスライス

厚，高い S/N比を有しているうえ， M悶装置本体に

備え付けられたコイルに四股を帰入して撮影するだ

けなのでコイルの固定は不要であり，特に注意せず

とも観察部位はコイルの中心に配置されるなど利便

性が高い.

Tanakaらは TFCC損傷に対する M悶 と関節鏡の

比較研究において憐骨付着部，開館i円板部，尺骨

小禽付着部の 3部位で感度 100%，特異度 100%で

あり，月:伏骨， 三角骨付着部で感度 100%，特異度

70%であったと報告している 8) 本研究で、は機骨付

着部，尺骨小嵩付着部の 2部位で感度 100%，特異

度 100%であり ，関節円板部で感度 89%，特異度

100%，月状骨，三角骨付着部で感度 80%，特異度

80%とほぼ同等の結果であった. しかし，これだけ

で四肢専用 M悶 がマイクロスコピーコイル M悶 と

かわらない精度を有するとは言い切れない.それは

Tanakaらの研究が前向き研究であるのに対し，本

研究は後ろ向き研究であるため，症例によ っては事

前に関節鋭の結果を知ったうえで M悶画像を読影

し，僅かな変化であっても損傷ありと判定した可能

性があるためである.また，本研究における関節鏡

所見の問題点として，尺骨小筒付着部損傷を直接観

察せずに，検者の主観に依存する部分が大きな 「卜

ランポリン効果の消失jをもって損傷ありと判定し

ていることが挙げられる.このため本研究からは，

TFCC 損傷に対する四肢専用 M悶 がマイクロスコピ

ーコイル M悶 と同等の精度を有するのではないか

と推測されるに過ぎず，前述した問題点を改善しな

い限り正確なものとはいえない.

里見らは関節鏡とMRIの比較研究において，月

状骨の11次骨損傷では感度 50%，特異度 100%，三角

骨の軟骨損傷では特異度 100%であった と報告して

いる 9) Bordalo-Rodriguesらも関節鏡と MRIを比

較しており，月状骨の軟骨損傷では感度 77%，特異

度 86%であったと報告している 10)本研究では，月

状骨の軟骨損傷で感度 36%，特異度 100%，三角骨

の軟骨損傷で感度 33%，特異度 100%であり，感度

において諸家の報告よりも劣っていた.これは諸家

がプロ トン密度強調画像における軟骨面の連続性の

消失をもって軟骨損傷ありと判定しているのに対

し，本研究では STIR画像での髄内の信号強度の上

昇のみをもって軟骨損傷と判定していることが原因

と考えられる.事実，Bordalo-Rodriguesらは， T2 

強調脂肪抑制画像での髄内信号強度の上昇は11吹骨変

性の進行した所見であり，月状骨軟骨面損傷の半数

でしか観察されなかったと報告し，軟骨損傷の正確

な評価にはプロ トン密度強調画像が最適としてい

る 10) 今後は著者らも早期の軟骨損傷を発見し，

M町 の精度を上げるためにプロ トン密度強調画像

を撮影したいと考えている

[まとめ]

TFCC 損傷に対する四肢専用 M悶 の画像所見と

椀骨手根関節鏡の所見を比較し，その有用性につい

て検討した 四肢専用 M悶 はマイクロスコピーコ

イル M悶 と同等の精度を有する可能性があると思

われる.
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若年者キーンベック病に対する仮 S汀固定術
たなかやすひと

田中康仁m

しみずたかまさ
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しげまつニうじ

重松浩司*判
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20歳未満のキーンベック病に対 して仮 S打 固定術を施行 した31ylJ 4手の治療成績を検討 した.症例は 11

歳女児， 14歳男子(両側例)， 16歳女子であった 4手とも Lichtman分類で stageIIIAであった.仮S1T固

定を 8遇から 12週間施行 した.MRIで月状骨の再血行化，X線で月状骨扇平化の改善を評価し， 手関節可

動域と握力を計測した.11歳と 14歳の2例3手は術後 10-12か月後MRIで月状骨の再血行化が確認出来た.

16歳の症例では再血行化が得られなかったため， 21か月後に榛骨短縮骨切り術を施行し再血行化が得られ

た 仮 S1T固定術が有効で、あった3手は月状骨扇平化の改善を認めたが，無効であった l例は術前よ り月状

骨扇平化が進行した.手関節可動域と握力はともに改善 した 月状骨の リモデリング能力が高い若年者キー

ンベック病に対しては，低侵襲である仮5汀固定術は有効な治療法であると思われるが，骨端線が閉鎖 した

症例に対 しては，仮S汀 固定術単独での治療は困難であると思われた.

術を施行した仮S汀固定時には手関節を尺屈 して

舟状骨を背屈位と した.鋼線の端は皮下に埋没させ

た.術後ギプス固定を 4週間行い，銅線抜去までシ

ーネ固定を施行した.銅線抜去は 8J1g!から 12週で

施行 した 鋼線抜去後は，日常生活での患肢の使用

は制限しなかったが，スポーツは M悶 で月状骨の

再血行化が確認できるまでは禁止 した 月状骨の再

血行化の評価は， MRIのTl強調像で月状骨全体の

輝度が低}節度から正常輝度に回復 した時点と した.

X線で carpalheighl ratio (以下 CHR)とStahlinclex 

(以下 SI)の言|測による月状骨扇平化の改善を評価

し，手関節可動域と握力を計 iftlJした.術後経過観察

期間は 40か月から 59か月であった.

[結果1
11歳と 14歳の 2例 3手は術後 10，12， 12か月後

の M悶 で月状骨の再血行化が確認出来た.16歳の

症例では術後 20か月の M悶 でも再血行化が確認出

来なかったため，術後 21か月 (18歳時)に椀骨短

縮骨切り術を施行し，そのおか月後の M悶 で再血

行化が確認出来た.{1互S1T固定術が有効であった 3

手は， CHRとSIはいずれも最終観察時には術前よ

り増加し月状骨の リモデリングを認めたが，無効で、

[緒 言]

若年者のキーンベック病は稀であり，発症率はキ

ーンペック病全体の 1%未満と言われている 1) 若

年者では月状骨のリモデリング能力が高いことから，

成人とは異なった治療計画が必要である.仮 S汀

固定fil:Iは， 一時的に舟状 一大菱形 ー小菱形骨聞を固

定することで，月状骨にかかる負荷を軽減 し月状骨

のリモデリングを促す術式である 2) 小児キーンベ

ック病に対する仮 S汀固定術単独での成功例は，

Yasuclaら3)により初めて報告された.その後，数

例の追試報告があるが，症例数が少ないことから仮

S1T固定術を適応できる年齢については未だ明らか

でないれ)6) 今回，若年者キーンベック病に対する

仮 S円 固定術について著者らが経験した症例を報

告し，過去の報告例も考察することで，その適応に

ついて検討する.

[対象と方法]

20歳未満のキーンベック病に対して仮 g汀 固定

術を施行 した3例 4手を対象としたー症例は 11歳

女児， 14歳男子 (両側例)， 16歳女子であった.4 

手とも Lichtman分類で stageIIIAであった.4手に

対 してキルシュナー銅線を用いた経皮的仮 S1T国定

奈良県奈良市東紀寺IIrr1-50-1 
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表 1 症例の内訳
......_..ー一一

症1列 、 年齢 i定患仰| uv 骨端線 仮8TT固定 術前CHR 術後CHR 1時前81 術後81

11 右 Omm 開存 日週 0.45 0.48 24% 37~‘ 

14 右 -5mm 開存 12週 0.38 0.46 33拡 35% 

14 ;t;: -3mm 開存 12週 0.44 0.45 37% 40% 

16 と4ーこ -2mrn 閉鎖 12週 0.47 0.46 3日目 31% 

図1 症例 1 11歳，9:.児，術前

a X線正面像

b X線側面像

c M悶 Tl強調像

図3 症例 1 仮STT固定術後 10か月

M悶 Tl強調像

から術後平均 30kg(健側比平均 97%)に改善した.

症例呈示

症例 1: 11歳女児

主訴:右手関節痛

現病歴:ソフトボール部に所属していた.特に誘

因なく右手関節が出現し，徐々に悪化 してきたため

当科を受診した.右手関節背側に圧痛と腫脹を認め，

手関節可動域は掌屈 50。 背屈 30。と制限を認めた.

握力は 5kg (健側 15kg) と低下していた.x線像

では月状骨の扇平化を認め Lichtman分類では stage

IIlAであり， CHRは 0.45，SIは 24%， ulna variance 

(以下 UV)は Omm，骨端線は開存していた(図 1).

この症例に対して仮STr固定術を施行した(図 2).

術後経過:術後 4週間のギプス固定を施行し，術

後 8週で銅線の抜去を行った.術後 10か月の M悶

のT1強調像で月状骨全体は正常輝度を示しており，

再血行化を確認した(図 3).術後 59か月の X線像

では， CHRは 0.48，SIは 38%で月状骨の肩平化の

改善を認めた(図 4) 手関節可動域は掌屈 90
0

，背

屈 80。と改善 し，握力も 32kg(健側 30kg)と改普し

図2 症f91)1 仮STT固定術

あった 1例は術前より両値ともに低下した(表 1).手

関節掌背屈可動域は術前平均 83
0

からやI:j後平均 173。

に改善 し，握力も術前平均 9kg(健側比平均 35%)

1
 

0
0
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図4 症例 1 仮gπ固定術後 59か月

a X線正面像

b X線側面像

図5 症例 3 16歳，女子，術前
a X線正面像

b X線側面像

c MRlT1強調像

図6 症191J3 仮STT固定術後 46か月
a X線正面像

b X線側面像

c MRl T1強調像

た.

症例 3: 16歳女子

主訴:左手関節痛

現病歴:特に誘因なく左手関節痛が出現したため

近医を受診 し， M悶 にてキーンベック病と診断され

治療目的で当科に紹介された 手関節可動域は掌屈

45
0

，背屈 60。と制限を認め， 握力は 5kg(健側 20kg)

と低下していた.X線像では月状骨の扇平化を認め

Lichtman分類では stageIIIAであり ，CHRは0.47，

SIは38%，UVはー2mm，骨端線は閉鎖していた(図

5). この症例に対して仮S'TT固定術を施行した.

術後経過:術後 4週間のギプス固定を施行し，術

後 12週で銅線の抜去を行った.術後 20か月の MRI

で月状骨の再血行化が得られてお らず，X線像でも

月状骨の圧潰が進行してきたため，術後 21か月 (18

歳時)で椀骨短縮骨切り術を施行した.機骨短縮骨

切り術後 25か月の M聞で月状骨の再瓜l行化は得ら

れているが，CHRは 0.46，SIは 31%と初診時より

低下した(図 6). 手関節可動域は掌屈 80
0

，背屈 80。

と改善 し，握力も 20kg(健側 25kg) と改善 した.

[考 察1
20歳未満の若年者のキーンベック病に対する仮

g汀固定術単独での治療報告例は，著者らが渉猟

しえた限りでは，延べ 8仔IJ9手である 3)4)5)6)7) その

すべてが月状骨の再血行化に成功しており， 今回著

者らが呈示したような無効例の報告はない.仮S'IT

固定術が無効であった原因については， 16歳です

-82-
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でに骨端線が閉鎖しておりリモデリング能力があま

り高くなかった可能性， uvがー2mmであり病期が

進行する要因を有 していたこと，仮STf固定期間

(12週)が短かった可能性などが考えられる.過去

の報告例から検討してみると，まず骨端線閉鎖の影

響については，報告例 9手のうち 2手は骨端線が閉

鎖しているにも関わらず成功していた.その 2例の

uvはOmmと+lmmであり，仮 S汀固定期間はと

もに 6か月であった.次に， uvの影響については，

成功例 9手のうち 6手は uvマイナスであったが，

その 6手すべての骨端線は開存していた仮STf固

定期間については， Kazukiら7)は 15歳女子のキー

ンベック病に対して仮 S汀固定術を行い，経時的

な M悶変化を検討 した結果では，月状骨の輝度が

正常化するのは 6か月と報告しており， 6か月の仮

STf固定期間を推奨 している. しかしながら，成功

例 9手の仮 STf固定期間は 2か月から 6か月とぱ

らつきがあった著者らは， 3か月以上の仮 Sπ 固

定は鋼線のルーズニングや破損が危倶されること，

日常生活の制限が長期になり過ぎる ことを考慮 し

て， 8週から 12週(平均 11週)で鋼線を抜去した.

以上のことから，若年者であっても骨端線が閉鎖

し， uvがマイナスの症例に対しては，仮3'.口、固定

例g単独での治療は困難である可能性が考えられ，成

人同様の治療計画を立てる必要があると思われる.

文献的には小児キーンベック病に対する手術法は，

榛骨短縮骨切り術が最も多く報告されており，その

有効性は認めるべきであるが，侵袋的な手術であ

り，術後の過成長も危倶される 8) そのため骨端線

閉鎖以前の小児キーンベック病に対する手術法とし

ては，低侵襲である仮STf固定術をまず選択すべ

きではないかと思われた.

[まとめ1
20歳未満の若年者キーンベック病に対する仮

STf固定術の適応について，自験例および過去の報

告例から考察 した 骨端線閉鎖以降の若年者に対 し

ては，成人同様の治療計画を立てる必要性があると

思われた.

[文献l
1) Civitanich M， et a1. Juvenile lunatomalacia is this Kien 

bock's disease? J Hand Surg Br 29: 288-292， 2004 

2) Yajima H， et a1. Temporary internal fixation of the sca-
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photrapezio・trapezoidaljoint for the treatm巴ntof Kien-

bock's disease: a preliminary study. J Hand Surg Arn 23: 

402・410，1998.

3) Yasuda M， et a1. Temporary scapho-trapezoidal joint fix-

ation for Kienbock's disease in a 12-year-old girl: a case 

report. J Hand Surg Am 23: 411-414， 1998 

4) Shigematsu K， et a1. Treatment of Kienbock's disease in 

an ll-year-old girl with temporary fixation of the scaph-

otrapezio-trapezoidal joint. Scand J Plast Reconstr Surg 

Hand Surg 39・60-63，2005

5) Ando Y， et a1. Temporary scaphotrapezoidal joint flXa-

tion for adolescent Kienbock's clisease. J Hancl Surg Am 

34: 14-19， 2009 

6) Shimizu T， et a1. Bilateral pecliatric Kienbock's clisease: 

a case r巴port.J Pediatr Orthop B 22: 144-147，2013 

7) Kazuki K， et a1. Time course of magnetic r巴sonanceim-

age in an adolescent patient with Kienbock's disease 

treatecl by temporary scaphotrapezoiclal joint品位tio日:a

case report. J Hand Surg Am 31: 63-67， 2006. 

8) F'erlic Rj， et a1. Pediatric Kienl泌ck'scliseas巴・ casere 

port ancl review of the literature. Clin Orthop Relat Res 

408: 237-244， 2003 
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TFCC fovea付着部損傷に対する装具療法
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TFCC fovea付着部損傷の保存療法の報告はあるが，手術を決定する因子として明fl'{jjなものはない 今回

fovea付着部損傷の患者 (19例 20手 男 10手，女 10手，発症時平均年齢 38.6歳)に装具療法を行い，装具

により治療を完了した症例を A群 (n=15)，手術に移行した症例を B群 (n=5) とした.手術に移行する因

子として年齢，性別，利き手，単純X線で 3ミリ以上の plusvariance有無， DRUj ballottment test， ulnar fo 

vea sign，装具装着開始までの期間，終痛の NRS，Hand20を検討し A.B両群聞を t検定， χ二乗検定を用

いて評価し p-valueが0.05以下を有意差ありとした 結果は装具開始までの期間のみが有意に B群が長く，

これは滑膜炎が遷延し靭帯損傷の治癒機転が阻害され装具療法に抵抗した可能性が示唆された fovea付着

部損傷が疑われた場合，可及的早期に装具加療を行うことが重要であると考えられた.

fovea付着部損傷患者 19例 20手を対象と した.男

性 10例 10手，女性 9例 10手であり，発症時平均年

齢は 38.6歳 (19-65歳)であった.受傷側は利き手

が 14手，11"利き手が 6手で，受傷機転は外傷を契機

にしたものが 16手で，残り 4手は明らかな誘因を認

めなかった 診断は手関節尺側部痛があり， DRUj 

ballottement test， fovea signの少なくとも一項目以

上が陽性で， MRIでTFCCfovea付着部に脂肪抑制

T2強調画像で異常信号を認めるものを TFCC損傷

ありとした.なお，手関節部骨折合併症例は除外 し

た.全作11， 当科で作成した TFCC装具(尺骨頭を

t莫った内層で検尺関節を固定し，さらにバンドを全

周性に巻いて 2重に固定)を装着した(図 1). 装具

[緒言]

TFCC損傷に対する初期治療は多くの場合2 装具

もしくはギプスによる保存加療がなされるが，その

一部は経過中に症状が軽快せずに手術加療が必要と

なる.保存療法に抵抗する症例の検討が過去にも報

告されているが 1)2)3) 手術を決定する因子としては

明確なものはない. 今回著者らは TFCCfovea付着

部損傷の患者に着目して 自ら考案した装具を用い

て装異療法を行い，手術加療を要する因子を評価

し，初診時に手術の予測が可能か検討した

[対象と方法]

2009年 6月以降に当科で診断加療した TFCC

TFCC装具(尺骨頭を模った内層で機尺関節を回定し，
さらにバンドを全周性に巻いて 2重に固定)

図 1

受理日 2013/09/20 
*東大阪市立総合病院 干578-0947 大阪府東大阪市西岩田3-4-5
宇宇奈良県立医科大学整形外科学教室
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表 1 TFCC装具療法における手術予測因子の検討

! A(n=15) 1 B(n=5) 検定

平均年齢 : 38.3歳 39.4歳 1 (N.S.) 

性別
男性 ! 8手 i 2手 i 

(N.S.) 
女性 7手 3手 ! 

|利き手 I 11手 i 3手 j 
受傷側 (N.S.) 

一二 ¥m¥竺J盟主主i~~... 4手 i 2手 i一一-

Ulnar variance一主任j_.，._. .-_.._- I <3mm I 

r混怜 i 
DRUj ballottrn巴nt

装具開始期間

NRS 

Hand20 

により症状が軽快し治療を完了した症例t:tfをA群(n

=15)，装具治療により症状が軽快せず手術治療に

移行した症例群を B群 (n=5) に分けた.検討項目

は初診時の患者因子として 1・年齢 2:性別 3: 

利き手，レントゲン評価因子として 4:単純レント

ゲンで3ミリ以上の plusvariance (以下lN註3ミリ)

の有無，理学的評価因子として 5: DRUj ballottment 

test， ulnar fovea sign，治療因子として 6:発症時か

ら装具装着開始までの期間，患者立脚型評価因子と

して 7 終痛の NumericalRating Scale (以下 NRS)， 

8 : Hand20とし，A' B両群聞を比較した.統計学

的検定において 1，6， 7， 8はt検定を用い， 2， 3， 4， 

5には χ二乗検定を用いて評価した.p-valueが 0.05

以下を有意差あ りと定めた.さ らにA群の装具装着

期間， 最終観察時の理学的所見，NRS， Hand20を

評価した.なお，手術に移行 した 5仔IJにおいては，

尺骨短縮休日が 2filJ，機骨矯正骨切り術， TFCC修復

術. 滑膜切除術がそれぞれ 1例であり ，TFCCの術

中所見としてはすべて部分断裂であった.

[結 果]

1 :平均年齢は A群:38 歳 (2 1 歳 ~65 歳)， B群:

39 歳 (28 歳 ~61 歳)， 2 性別は A群:男性 8手，

女性 7手，B群 :男性 2手，女性は 3手， 3 利き手

はA群 :11手， B群 3手， 4: lN孟3ミリは A群 :

l手，B群:1手， 5 :理学的所見としては DRUjbal-

7.2週

7.7 

68.4 

16.2週 I(p司 0013)

8 ! (N.S.) 
58.5 (N.S.) 

lottment test陽性は A群:14手，B群 :4手， ulnar 

fovea sign陽性は A群 12手，B群 :3手， 6・装具

開始までの平均期間は A群:7.2週， B群:16.2週，

7: NRSはA群 :平均 7.7(5 .0 ~ 10)， B群 :平均 8.0

(6.0 ~ 10)， 8:平均 Hand20は A群:68.4 (24.5 ~ 

96.0)， B群:58.5 (16.5~90 . 5) であった 両訴聞で

年齢，性別，手IJき手， 理学所見， NRS， Hand20で

は有意差を認めなかったが，装具開始までの期間は

有意に BfJfが長かった (p=0.0013)(表 1). 

A群は装具装着期間が平均 14か月であり， 最終

経過観察時に DRUjballottment testは 4手， ulnar 

fovea signは 1手が陽性であったが，終痛 NRSは平

均1.5(0~3.0) ， Hand20は平均 13.2(0~52 .5 ) と初

診時に比べ有意に改善 していた (NRS:p=0.0002， 

Hand20: p=0.0003) 

[考 察]

TFCC損傷に対する装具療法の有効性は過去にも

報告されており 水関ら¥¥ 松村ら 2) 小野ら3)の

報告を参考にすると 50%~80%程度の症例が装具

のみで痔痛が軽快し，同時に 3つの報告を合わせて

32% (51/150)の症例が保存療法に抵抗して手術療

法に移行している ¥)2)3) 手術に移行する因子に関し

ては，水関ら 1)はTFCC断裂で|断裂部が弁状に陥没

しているもの，関節造影で尺骨 fovea付着部断裂例

や 3ミリ以上の ulnaplus variance例が手術に移行す

R
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る因子であると報告している.また松村ら 2)はulna

plus variance例，徒手検査で DRUjinstabililyがあ

るもの，単純 X線で DRUj間距離が大きいもの，

M悶で尺骨 fovea付着部断裂を認めるものが保存的

治療の不良因子である と述べた.さらに今回我々の

研究の結果と同線に，装具開始までの期間が長い症

例が手術に移行する有意な因子であると報告してい

る.しかし，これらの報告の対象である TFCC損

傷の損傷部位は様々である。今回の研究で著者らは

fovea付着部損傷に限定して調査を施行した.本研

究の結果としては 75%が装具のみで治療が完了 し

ており，過去の報告と同程度の治療効果が得られた

ことから， Fovea付着部損傷であ っても DRU]を支

持する装具を用いることにより， 一定の治療効果が

期待できると考えられた.今回の研究では， DRUj 

の instabili匂は過去の報告とは異なり，有意な手術

に移行する因子とはならなかった (p=0.66) これ

は本研究が fovea付着部損傷に症例を限定している

ため， DRUj instabilityを認める症例が 90%(18手

/20手)と大多数を占めたことが原因と考えられる

(A群:14手/15手 (93%)，B群 4手/5手 (80%))

また， UV~3 ミリも過去の報告と異なり有意な因子

とはならなかった.これも本研究では両群とも 1手

ずつしか UV~3 ミリ症例がないため，症例不足が

危倶され，さらなる症例の蓄積が必要であると考え

る 初診時の痔痛 NRSや Hand20など患者立脚型

評価によるスコアーは有意な手術移行因子とはなら

ず， Hancl 20では A群:68.4， B t1 : 58.5と保存的

治療が奏功した群の初診時のスコアーが不良であっ

た.すなわち，初診時に終痛や不自由度が大きい患

者においても，保存的治療を試みてもよいことを示

唆した結果であった.

H佐一，過去の報告別)と同様に有意な因子として

認めたものは，発症より装具開始までの期間であっ

た その原因として，長期に及ぶ DRUjの滑膜炎が

関与すると考えられてきた 叫.TFCC靭帯付着部損

傷においても，受傷から治療までの期間が遅延する

ことにより滑膜炎が選延し 靭帯損傷の治癒機転が

悶害され装具療法に抵抗した司能性が示峻された.

特に受傷から装具開始までの期間が 2か月以内の

11例は全例保存療法で治療しえた 従って， Fovea 

付着部損傷が疑われた場合，可及的早期に装具加療

を行うことが重要である.本研究の問題点として

は， TFCC損傷の程度により，保存療法の効果に差

が出現することが予想されるが，徒手検査や M町

等の画像のみではその判断は難しく，詳細な検討は

関節鏡を用いた評価が必要であると考える. しか

し，それは保存療法の限界であり，本研究における

TFCC損傷の程度の詳細な検討は困難である.なお，

本研究においても手術に移行 した全例でTFCCの

完全断裂は認めず，また受傷後 3週以内に装具を開

始した急性期症例が2例と少ないことから急性期に

手術に移行するような臨床症状の極めて強い患者は

含まれていないことが予想される. しかし， DRUj 

instabililyが認められる症例であっても，装具療法

で一定の効果が得られることが期待できるため 5)

診断後はより早い装具療法を含む外固定の開始が望

まhる

[まとめ]

今回は尺骨 fovea付着部損傷に限定して装具加療

を行い，装具装着期間が平均 して 14か月と長くな

ったものの， 20例中 15例 (75%)が装具のみで症

状の軽快が得られた.15例の最終経過観察時所見

として DRUjinstabililyが4例， ulnar fovea signが

1例に残ったが，終痛 NRSが平均 7.7から1.5に，

Hand20も平均 68.4から 13.2に初診時と比較して

有意に改善 した. 装具療法のみで治癒した症例は有

意に装具開始までの期間が短かく， fovea 付着部損

傷が疑われた場合，可及的早期に装具療法を行うこ

とが重要と考えられた.

[文献1
1)水関隆也ほか.TFCC損傷の治療法保存療法を中心と

して.関節外科 13:986-994， 1994. 
2) 松村昇ほか.TFCC損傷に対する保存療法の治療成

績.日本手外科学会雑誌27:775-778， 2011 
3) 小野宏之ほか TFCC損傷に対する保存療法の検討.

日本手外科学会雑誌21:852-855， 2004. 
4) Blair WF， et al. Arthrotomography of the wrist: an ex-

perimental and preliminary clinical study. J Hand Surg 

Am 10: 350-359. 1985 
5) Millard GM， et al. Functional bracing [or distal radioul 

nar joint instability. J Hand SUI玄A.m27: 972-977， 2002. 
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有頭骨壊死と尺骨茎状突起衝突症候群の同側合併例の

治療経験
いながきひろのぷ

稲垣弘進

症例は 19歳男性の大学野球の選手で右手関節痛と可動域制限 握力低下を主訴として来院 した 単純X

線像では尺骨茎状突起は過剰に長く三角骨との関節裂隙は狭小化していた. M悶では T1強調で有頭骨近位

を中心に全体に lowintensityを示していた尺骨茎状突起衝突症候群と有頭骨壊死の同側合併例と診断し手

術を行った.手関節鏡視では foveaから meniscushomologueにかけて炎症所見を認め，有頭骨近位関節軟

骨は{呆たれていた.直視下に尺骨茎状突起短縮骨切術を行い 有頭骨に対 しては榛骨遠位より第 5extensor 

compartment arteryをpedicleとした血管柄付骨移植術を行った.術後 l年で臨床症状は改善し， M悶 でも

有頭骨の intensityは改善 した.両疾患とも稀であるが若年スポーツ選手の報告例が比較的多く ，非外傷性

の手関節痛を主訴 したスポーツ選手の診察においては鑑別診断のーっとして留意すべきである.

[緒言]

稀な有頭骨壊死と尺骨茎状突起衝突症候群を合併

した症例を経験 したので報告する.

[対象と方法]

症例は 19歳男性で右手関節の痛みと可動域制限

にて受診 した.スポーツ歴は野球を週 5@] 9年間行

っており，既往歴は 13歳で野球肘のほか 17歳で野

球中に転倒 し右尺骨茎状突起骨折を受傷していた.

ステロイド使用歴はなかった.初診時所見と して手

関節の腫脹はなかったが手根部~手関節尺側に圧痛

があり手関節可動域は背屈 60
0

(健側 75
0

)，掌屈 45。

(65
0

) ，握力 34kg(42kg) と健側と比してやや低下

してお り， visual analogue scale (VAS) score は62

点であ った.前腕回旋制限はなかったが ulnocarpal

stress test陽性であり，また尺骨茎状突起衝突症候

群の誘発テス トである ulnastyloid impaction testは

陽性であ った.これは前腕中間位で手関節背屈位と

し尺側に軸圧をかけながら回外 し，終痛があれば陽

性と判断する 1) 血液生化学検査では炎症反応は陰

性であった.

単純 X線像では尺骨茎状突起が 7.6mm(健側

6.5mm) と長く， Garcia-Eliasらが提唱した茎状突

起の相対的長さを 表す ulnarstyloid process index 

(尺骨茎状突起長から ulnarvarianceを号|し、た値を尺

骨頭横径で除 した値で正常値 0.21:t0.07)は0.43と

高値を示 した 2) また尺骨茎状突起基部に陳旧性の

骨折を示唆する所見があり， 三角骨との関節裂隙は

狭小化していた. 一方，有頭骨は壊死を示すような

所見は認めなかった(図 1).M悶 では T1強調で有

頭骨近位を中心に全体に lowintensityを示し，近位

関節面は関節症性変化はなく保たれていた.尺骨茎

図 1X線所見 尺骨茎状突起の増長と基部には|凍旧性の
骨折を示す所見があり， 三角骨との関節裂|燃は狭小
化していた有頭骨には壊死を疑う所見はなかった

受"f里日 2013/09/11 

豊田厚生病院 干470-0396 愛知県豊田市浄水1111伊保原 500-1
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図2 M悶では Tl強調で有頭骨近位を中心に全体に lowintensityを示し，尺骨茎状
突起基部は lowintensityを示し過去の骨折の影響と考えられた
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図3 1'2強調脹肪抑制では有頭骨全体が{山の手根骨より highintensityを示し，近位
はlowintensityであってその内部に highintensityな部位があって液体の貯留
と考えられた.三角骨関節面には矢印で示した highintensityな所見を認めた

状突起基部は lowintensityを示し過去の骨折の影響

と考え られた(図 2). T2強調脂肪抑制では有頭骨

全体が他の手板骨より highintensityを示し，近位

は lowintensityであ ってその内部に highintensity 

な部位があって液体の貯留と考えられた.また尺骨

茎状突起と対応する三角骨関節面には矢印で示 した

high intensityな所見を認め炎症の存在を疑わせた

(図 3).以上より，本症例は尺骨茎状突起衝突症候

群と有頭骨近位骨壊死の同側合併例と診断した治

療法としては，手関白~'îili:売視後に尺骨茎状突起短縮骨

切りを行い，次に有頭骨には血管柄付き骨移植を行

うことにした.

-88 

[結果]

手関節鏡視は radiocarpaljointからの鋭視では

foveaから meniscushomologueにかけて炎症所見

が認められた. midcarpal jointからの鏡視では有頭

骨近位関節面は intactであったが，軽度の滑膜増生

を認めた(図 4)ー次に手間Ei'ri背側に S状切聞をおき，

まず尺骨茎状突起短縮骨切りをおこなった.直視下

では茎状突起には偽関節lはなく安定していたが相応

する三角骨関節面に窪みと軟骨変性を認めた.茎状

突起中央を 2mm短縮骨切り しtensionband wiring 

法にて固定した(図 5) 有頭骨近位背側は直視下で

は窪みがあって炎症性滑脱で被覆されていた 同部

から有頭骨を開窓すると海綿骨成分はなく軟化して

一部は液状化していた.病変部を周囲の海綿骨が見
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図4 手関節鏡所見.radiocarpal jointからの鏡視では foveaから

meniscus homologueにかけて炎症所見を認め，midcarpal 

jomtからの鏡視では有頭骨近位関節面は intactであった.

図5 術中所見 尺骨茎状突起と相応する三

角骨関節商に窪みと軟骨変性を認めた.

えるまでし っかり掻腿 し，榛骨遠位より第 5exten-

sor compartment artery (ECA) を pedicleとした血

管柄付き移植骨片を挙上 し，さらに機骨から追加採

取 した海綿骨と一緒に骨移植 した(図 6). 移植骨

片の固定性は良好であり内固定は不要であった.有

頭骨の掻j阿部分の病理組織学的所見は，核の空砲化

と部分的な新生骨化を認め，骨壊死の所見であった

(図 7).

術後 4週間 longarm castを行い，その後装具固

定 とした. 8週 より可動域訓練を開始 し，術後 16

週で、尺骨茎状突起の抜釘を行い，投球練習を開始さ

せた.術後半年から制限なく野球を許可した.術後

l年の X線{象で、は茎状突起ー三角骨聞は十分に聞大

したが有頭骨の軽度関節症性変化は残存 した(図

8). MRIでは T1強調，T2強調脂肪抑制とも有頭骨

はほぼ正常に回復していた.尺骨茎状突起~三角骨

関節面近位の病変も消失 して いた. (図 9).術後 l

年の臨床症状は野球後に少し痛みを感 じる程度で

図 6 有頭骨近位背側から開窓し内部の壊死組織を掻破

し (a)，検骨遠位より第 5ECAをpedicleとした

血管柄付き移植骨片 (b)を挙上して骨移植した.

図 7 病理組織学的所見は，核の空砲化と部分的な

新生骨化を認め，骨壊死の所見であった

ADL障害はなく ，手関節背屈 60
0

掌屈 50
0

握力 44kg，

VAS score 23， ulna styloid impaction testは陰性と

-89一



306 有頭骨壊死と尺骨茎状突起衝突症候群の治療経験

改善 した 日手会手関節機能評価は 90点で Excel-

lentであった(図 10). 

{考 察]

尺骨茎状突起街突症候群は 1997年に Topperら

図8 術後 1年の X線像では茎状突起 三
角骨問は十分に聞大したが有頭骨
の軽度関節痕性変化は残存した

によ って提唱され， ulna minus varianceであるが過

剰に長い茎状突起が三角骨に衝突し軟骨変性や滑膜

炎を発生させる稀な疾患である l) Garcia-Eliasの

ulnar styloid process index (USPI) 2)が異常高値を

示し，ulna styloid impaction testが陽性を示すこと

が多い 本邦では若年者のスポーツ中の外傷や剣道

やバ レーなどスポーツの障害の報告がほとんどで，

本症例のような尺骨茎状突起骨折後や尺屈背屈ス ト

レスの反復による茎状突起の過成長が原因であると

されている.中村らは尺骨茎状突起と三角骨聞に介

在するtriangularfibrocartilage complex (TFCC)の

impingementがまず先行し，さら に進行すると茎状

突起の突き上げによって三角骨の軟骨変化が起こる

と推察 している :1) 本症例では外傷後の変形治癒に

よる尺骨長の増長が原因であり，それによって TFCC

との impingementと三角骨への突き上げが起きた

ものと推察された.治療法は茎状突起部分切除また

は茎状突起短縮骨切りが治療効果が高いがTFCC

付着部は温存することが重要である 4) Topperら

は茎状突起の切除量は， 尺骨頭遠位端と茎状突起の

図 9 M則では Tl強調，τヨ強調脂肪抑制と も有頭骨はほぼ正常に回復し
ていた 尺骨茎状突起~三角骨関節面近位の病変も消失 していた.

図 10 術後 1年ではADL隙筈なく改善した.

90 -



有頭骨桜死と尺骨茎状突起衝突症候群の治療経験

先端が同じレベルになるよう調整することを推奨し

ている 11

有頭骨壊死は非常に稀で、著者らが渉猟しえた範囲

では50例程度，本邦では9例ほどの報告しかないS}6}

Grenclらは caclaverを用いて有頭骨の血流分布を調

査 し，血行動態としては 3typeあるがどれも末梢か

ら流入し近位端の血流が乏しい傾向にあると報告 し

ている 7) Milliezらは有頭骨壊死は，近位壊死の

句rpe1，遠位-{:本部壊死の type2，全体が壊死した

むrpe3の言l'3lypeのうち lype1が最も多いと報告 し

ている 8) 本症例でも Grenclらが報告 した血流動

態を反映してか最も多い近位壊死の lype1であっ

た.また病因としては以上の末梢からの骨内血行動

態に加えて手関節不安定性，酷使，外傷， IJ安原病と

ステロイド， 痛風などの報告があるが，本邦では若

年者のバ レーボール，体操，野球によるスポーツ障

害の報告が多く， Murakamiらはスポーツによる反

復性の背屈動作による微小骨折の可能性を示峻して

いる 9) 本症例は非外傷性の骨壊死ではあるが9年

間野球を行っており，投球や battingによる反復性

の掌背屈動作が有頭骨にストレスを加えて血流不全

になったものと推測された 治療法はドリリング，

掻!附陛球置換術，部分手関節固定のほか， Hattori 

らは本症例と同じく第 5ECAを peclicleとした血管

柄付き骨移植を行い.高い治療効果を報告してい

る 10} 彼らは血管柄付き骨移植の適応は，本症例

でもそうであったように有頭骨近位関節面が調存さ

れていることを条件にあげている.さて，本症例で

みられた尺骨茎状突起衝突症候群と有頭骨壊死との

関連性は不明だが，ともに若年層やスポーツ選手の

報告例が多く，若年者の過剰なスポーツ活動と熱心

な練習による反復性のス トレス動作が原因の一つで

あると推測された.

[まとめ1
1.非常に稀な有頭骨壊死と稀な尺骨茎状突起衝突

症候群を合併 した症例を経験 した.

2.診断は前者は M悶検査が有!日で有頭骨は Tl強

調で lowintensityを示し，後者は誘発テストである

ulna slyloicl impaction testとX線像での尺骨茎状突

起長の増長が手がかりとなった.

3治療は尺骨茎状突起短縮骨切りと有頭骨に対し

ては検骨遠位より第 5ECAを peclicleとした血管柄

付き骨移植を行い良好な治療成績が得られた.
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綿山、ー
舟状骨中央 1/3Bl，B2型骨折に対する掌側からの

経皮的スクリュー固定 56例の検討
さかい たけし かわさきけいきち にし伝かなおや い止がきかっのり

酒井 健¥川|崎恵吉本，西中直也料，稲垣克記有料

舟状骨中央1/3骨折 Herbert分類 B1，B2型に対し，掌側からの経皮的スクリュ一固定を施行した 56例

の治療成績を検討した.対象の B1型 14例， B2型 42例の年齢，性別，手術待機期間に有意、差はなかった.

B1と B2型に対して，画像所見として骨癒合率，術後遺残転位，スクリュー設置位置として中心軸のほか，

大腿骨転子部骨折に用いるスクリユー先端位置の指標である Tip-ApexDistanceを応用した Scaphoid-TAD

(S-TAD)値，さらに臨床所見として CooneyScoreを用いて評価した. B1型:B2型では骨癒合率は 92.9: 

92.9%で，その他の評価項目においても，両者聞に有意な差はなかった.4例の偽関節例と11"偽関節例を比

較すると， S-TAD値が前者で有意に大きかった.以上よ り，掌側からの経皮的スクリユー固定は， B1型，

B2型に関わらず治療成績に有意な差はなかった.偽関節例では有意にS-TAD値が大きく，スクリュー先端

がより骨軸中心で、深度が深い方が骨癒合しやすい傾向にあった

[緒言]

近年，比較的転位の少ない舟状骨中央1/3骨折

Herbert分類 B1，B2型に対しては，小皮切下にス

クリュー固定が行われることが多く，骨折線に直行

するようスクリューを刺入するために B1型は背側

刺入， B2型は掌側刺入を推奨する報告もある 11 し

かし著者らは， 掌側刺入の容易性や背側束IJ入による

合併症の報告 21もあることから， 掌側刺入法を積極

的に行ってきた.またスクリユー刺入位置が骨癒合

に影響を及ぼすとの報告もある 川)が，詳しい指標

は現在のところ存在しない. 今回掌側から経皮的ス

クリュ一回定を行った舟状骨中央1/3骨折 B1型，

B2型での骨癒合率及びスクリューの設置位置の差

と，スクリユー至適位置の指標について調査したの

で報告する

[対象と方法1
2001年以降当院及び他院にて掌側からの経皮的

スクリュー固定で手術治療を行 った B1型 14例，

B2型 42例を対象と した 平均年齢は B1: B2型そ

れぞれ30.5:31.2歳，男/女比は 12/2例:33/9例で，

左/右比は 6/819IJ : 20/22 f91Jであった.手術待機期

聞は 25.2: 18.0日，平均観察期間は 8.7:17.9か月

であった.

手術は掌:側より小皮切下にスク リユーを挿入し，

仮固定に使用した別の guidewireは随時遺残させ

た.外固定期間は平均 2週であった.使用スクリュ

ーは， DTJスクリユー51{列， Herbert-Wippleスクリ

ユー3例， Acutrakスクリュー2例であった.

評価項目は画像評価として骨癒合率のほか，術後

遺残転位として，骨折音I~の gap と step off，スクリ

ユー設置位置として Wrenらが報告する安定した固

定力が得られるとされる近位骨片の骨軸中1/3にス

クリユーが収;まっているかどうかを図 1Aのように

調査 した. gapは骨折部聞の距離， step off はij!lll方

向のずれを術後単純正面像および側面像にて測定を

行った.さらに我々は， Baumgaertnerらが大腿骨

転子部骨折に用いたスク リュー先端位置の指標であ

るTip-ApexDistance (以下TADと略す)引を図 1B

のように用いて Scaphoid-TAD(S-TAD) {直とし，舟

状骨近位及び遠位端とスクリュ一両端との関係を調

査 した.また，臨床評価として CooneyScoreを調

査 した.統計処理は t検定及び χ2検定を用いた

受I!JI日 2013/09/10
勺!日羽!大学横浜市北部病院 盤形外科 〒224.8503 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央 35.1

H 昭和大学藤が丘病院 整形外科

字キキ昭和大学医学部整形外科学教室
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図 1 A.近位骨片の骨馳中 1/3のスクリュ一位置の検討.近位骨片を骨車111に沿って 3つに分割し

*にスクリューがあるものを骨制l中 1/3に収まるものとした.なお，単純X線正面{象，

側面像両方もしくは片方でも*を逸脱したものは骨紬中1/3に収ま らないものと した.

B.近位S-TADの計測.近位TAD= (x，，， x O"ujO"，，) + (XJot X O"""/OJ，，.)' X，Dは単純X線正面
像でのスク リュー近位先端と proximalpoleとの距離. 0川ごは実際のスクリュー径 D;!p 

は単純X線正面像でのスクリュー径. XJ"，は単純X線側面像でのスクリュー近位先端と

proximal pole との~el~lt 01<01は単純X線側面像でのスクリュー筏.

図 2 症例 1:A.術前単純X線及びCT像， B.術後単純X線像， C術後 3か月単純X線像，

矢印はS-TAD.

[結果]

単純X線評価は，骨癒合率では B1型92.9%(13/14 

例)， B2型 92.9%(39/42例)で，両者聞に有意差は

認められなかった.B1 : B2型で比較すると， gapは

0.34:t 0.44 : 0.36:t 0.65111111， step offは 0.51:t0.64: 

0.38:t 0.55111111で有意差はなかった (p>0.05).また，

近位骨片のスクリユーが骨車111中1/3に含まれる症例

の割合は， B1: B2で正面像では 84.6%(12/14例)

92.9% (39/42例)で，側面像は 84.6%(12/14例): 

95.2% (40/42例)であり ，両群聞で正面像側面像と

もに有意差はなかった.遠位 S-TADは 6.20:t2.24 : 

6.08:t 2.05111111で，近位S-TADは 5.74:t1.67 : 6.59:t 

2.82111mで B1: B2で有意差はなかった (p>0.05).

Cooney Scoreは 90.0:t6.03: 92.2:t5.1lで， B1 : B2 

で有意差はなかった (p>0.05)

また，偽関節例:骨癒合例で比較すると近位骨片

のスクリューが骨紬中1/3に含まれる症例の割合は

正面像では 50.0%(2/4例): 94.2% (49/52例)，側

面像では 50.0%(2/4例): 96.2% (50/52例)で有

意差はなかった.また，偽関節仔IJ:骨癒合例で遠位

S-TAD は 8.01:t0.73: 5.91:t2.12ml11で有意差はなか

った (p>0.05)が，近位 S-TADは 10.1:t2.85: 6.1:t 

2.42111111であり，有意差を認めた (p<0.01). 

症例供覧:症例 1. 31歳男性.バイク走行中に転

倒して受傷.同日 当院受診し Herbert分類 B1型で

あった(図 2A). 7日後， 掌側より DTJスクリユー

及び K-wireを刺入(図 2B).5週間ギプス固定. 3 

ヶ月で K-wireを抜去.スク リユーは近位骨片中 1/3

に含まれており，近位 S-TADは 6.6111mで，骨癒合

が得られた(図 2C)

今
、
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図 3 症例 2:A術前単純X線及びCT像， B.術後単純X線像， c.術後5か月単純X線像，
矢印は S-TAD.

図4 症例3:A前医術前単純X線{象.B.前医術後単純X線{象， c.当科紹介受診l情単純X線{象，
矢印は S-TAD

症例 2.14歳男性.バスケッ トボール中にボール

が当たって受傷.1か月後当院紹介受診.Harbert分

類 B2型であった(図 3A). 掌側より DT]スクリユ

ー及び K-wireを刺入(図 3B). スクリユーは近位骨

片中1/3に収まっており，近位 S-TADは5.2mmで

あり 4週間ギプス固定後 3か月で k-wireを抜去，

骨癒合が得られた. (図 3C).

症例 3.55歳男性.バイク走行中に転倒し受傷

Herbert分類 B2型であった(図 4A).当科関連病院

にて， 2週後掌側よりアキュ トラックスクリューを

刺入(図 4B) 術後 1週間シーネ固定. 6か月後骨

癒合が得られなかったため当院紹介受診.近位骨片

中1/3にはスクリューは含ま れず，近位 S-TADは

11.7mmであった(図 4C)

[考察]

舟状骨中央 1/3骨折 Herbert分類 B1，B2型に対

するスクリユー固定法に対する，スク リュ一刺入方

向には諸説があるものの，定説はなく，大田ら 41は

掌側刺入にて良好な成績を報告し，吉川ら51や川上

ら6)は背側刺入にて良好な成績を報告しており，ま

た，骨折線に直行するためには B1型は背側刺入，

B2型は掌側刺入がよいとする報告 11もある.

しかし，背側刺入はあ る程度の経験が必要であ

り61 車111位で舟状骨の中心に挿入するのみと言われ

るものの，容易ではなく，また近年，背側刺入によ

る合併症発生の報告 21などもあるため，著者らは掌

側刺入の容易度もあり，中央 1/3の症例は B1型.

B2型に関わらず，全例に掌側からのスクリユー刺

入を行ってきたその結果，骨癒合率や臨床成績に

差はなく，良好な成績が得られた また両骨折型に

対しでも，スクリユー設置位置は良好な位置に存在

し，整復位も有意な差がなかったことから， B1， B2 

型に関わらず¥刺入位置と整復位が良好であれば，

成績は良好となる可能性が高いと思われた ただし

掌側から刺入する場合は 連位掌側の刺入部が浅い

と， screwの近位先端は背側へ向かいやすく， screw 

長は短くなってしまうので，刺入部には十分注意を

要する.

舟状骨骨折におけるスクリユー至適位置について

の報告は，バイオメカでの報告では散見され， Wren 

らは近位骨片の骨軸中 1/3に収まる位置が重要 51

と述べ， Sethらは中心性でできるだけ長いスクリュ

一長が望ま しい 61と述べている.我々はこれらの

報告によるスクリュー至適位置と比較検討するた

め， Baumgaertnerらが大腿骨頭部骨折のスク リユ

一設置位置に用いた TAD71を指標として応用した.

TADはスク リユー先端と骨軸頂点、の骨皮質との距

離を示したものであり，これを舟状骨に応用し，比

較することで舟状骨骨折のスクリュー設置位置の指

A
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図 5 骨癒合群と偽関節若手の近位S-TADの比!絞

標となり得ると考えた

本研究の骨癒合群と偽関節群での S-TADの比較

から骨癒合群の近位 S-TAD値は，有意に小さかっ

た(図 5).つまり，近位スクリユー先端がより骨軸

中心で骨皮質に近い方が骨癒合 しやすい可能性があ

り， Wrenらや Sethらが述べた結果と一致 した

本研究の問題点として，偽関I'(ri酎・が 4例と少数で

あったこと，全仔IJUを施行されていなかったため

にX線像のみで検討した症例も含ま れていること

などが挙げられ，今後も引き続き検討が必要と思わ

れる.

[まとめ]

1)舟状骨中央 1/3骨折 B1型 (14{71j)， B2型 (42

例)に対 し，掌側からの経皮的スクリユー固定を施

行した症例を比較検討した.両者間で，スクリユー

設置位置，整復位，骨癒合率に差はなかった.

2)偽関節例と骨癒合例を比較すると，前者に比

べて後者は，近位 Scaphoid-TAD値が優位に小さく，

近位ス クリユー先端が骨車1I1中心で骨皮質に近い方が

骨癒合 しやすい傾向がみられた.

3) Scaphoid-TAD 値は舟1;1く骨骨J庁のスク リユ一言党

置位置の指標となり得ると思われた.

[文献1
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日手会誌 25:58.61，2008. 
2) Brandon B， et al. Complications in dorsal percutaneous 

cannulated screw fixation of nondisplaced scaphoid 

waist fractllres.] Hand SlIrg 32A: 827-833， 2007. 
3) Michael B， et al. The value of the Tip-Apex Distance in 

predicting failure of fixation of peritrochanteric frac-
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高齢者舟状骨偽関節に対する舟状骨摘出術
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高齢者の舟状骨偽関節症例に対 し 舟状骨摘出術による治療を行った.対象は60歳以上の高齢者舟状骨

偽関節 6例で，性別は男性 1例，女性 5例で，手術時年齢は62歳から 78歳，平均 70.8歳であった. 2例で

舟状骨遠位骨片切|徐術， 4仔IJで舟状骨全摘出術を行った 術後追跡期間は 2か月から 4年 9か月，平均 2年

3か月であった.以上の症例で，臨床症状，握力，手関節の掌背屈可動域を調査した.単純X線検査では car-

pal h巴ightratio (CHR)および radiolunateangle (悶A)を測定 した.術前認めた手関節の熔痛は，術後 4例

で消失し，2例で軽快していた.握力は術前平均 9.0kg，術後平均 13.0kgで，術後の握力は術前と比べて増

加していた.手関節可動域は術前平均 73.6。から術後平均 99.2
0

へと改善した.単純X線所見では，CHRは術

前平均 0.49，術後平均 0.44で全例低下し，手根骨の圧i演を示 していた.阻λは術前平均 -15.3
0

から術後平均

一23.8。へと減少し，全例で DISI変形が進行していた.高齢者における舟状骨摘出術は，術後手根骨の圧潰は

進行するが，臨床症状の改善および治療期間の短縮が期待できるー

の内訳は stage1がl例，stage IIIが2例であった 1)

残りの 3例は SNACwristを認めなかった(表 1).

治療法は 2例で遠位骨片切除術，4例で舟状骨全摘

出術が行われた.偽関節部位が舟状骨遠位で，近位

骨片の圧i賞，萎縮を認めない症例には遠位骨片切除

術を行い，近位骨片の圧潰，萎縮を伴う症例には舟

状骨全摘出術を適応とした.後療法は，術後手関節

の外固定を3週間行い，その後自動運動を開始した.

初診時から舟状骨偽関節に手根管症候群を合併して

いた 1例では，舟状骨全摘出術と同時に手根管開放

術を施行した.術後追跡期間は 2か月か ら4年9か

今回著

舟状骨

[緒言]

舟状骨偽関節はしばしば治療に難渋する.

者らは，高齢者の舟状骨偽関節症例に対し，

摘出術による治療を行ったので報告する.

[対象と方法]

対象は 2003年 11月から 2012年 5月までに 60歳

以上の高齢者舟状骨偽関節症例に対し，舟状骨摘出

術を施行した 6仔IJである.性別は男性 1例，女性 5

例で，手術時年齢は 62歳から 78歳， 平均 70.8歳で

あった.SNAC wristを呈 したのは 3例で，その stage

症例の概要表 1

RLA(度)CHR 握力(kg)可動場(度)術首:rSNAC

性EII患 側 怠 業 追~期間
術前/t主術前/後街前/後街前/後

11[痛治療法

wrist 

年齢症例

4年9ヶ月16/-22 0.46/0.37 78/10日15/17 消失全摘出無農業右女

3年-12/-24 0.47/0.43 82/101 20/18 軽快退位骨片切除stage m 事務左男

71 

70 

3年9ヶ月一17/-220.48/0.46 58/80 2/9 消失全術品stage m 無軍書右女

1年-23/-28 0.61/0.58 /120 /26 消失通位骨片切除無無聡右主E

76 

62 

3 

1年ー15/-250.43/0.37 75/125 7/17 消失全f面忠無農業左'9: 68 5 

空ヶ月-9/-22 0.46/0.42 75/日空1/4 軽快全f面血stage 1 無駿右女78 6 

受理日 2013/09/18 
和歌山県立医科大学整形外科 和歌山県和歌山市紀三井寺 81トI
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W

〒641-8510



高齢者舟状骨偽関節に対する舟状骨摘出術 313 

月，平均 2年3か月であった.

以上の症例に対して，術前後の|臨床症状，握力，

手関節の掌背屈可動域を調査した. 症例 4では術前

にギプス固定が行われていたため，術前の握力，手

閉館j可動域は測定されていない.また，単純X線検

査では carpalheight ratio (CHR)およびracliolunate

angle (RLA)を測定し，術前後で比較検討した(表1).

{結果]

術前認めた手関節の痔痛は，術後 4例で消失し， 2

例で軽快していた.全例で臨床症状の改善がみられ

た.舟状骨全摘出術を施行した 1例で術後 4か月時

に手根管症候群を発症し，手根管開放術を追加した.

握力はやr~前平均 9.0kg，術後平均 13.0kg であ った.

術後の握力は術前と比べて増加していた. 手関節

掌背屈可動域は術前平均 73.6。から術後平均 99.2。へ

と改善 し，悪化した症例はなかった.

単純X線所見では， CHRは術前平均 0.49，術後平

均 0.44で，全例低下しており，手根骨の圧演を示し

図 la 症例 2.当科初診H寺 正面像

図 2a 症例 2. 術後3年正面像

-97 

ていた. RLAは術前平均一15.3
0

から術後平均 -23.8。

へと減少し，全例で DISI変形が進行していた.

[症 例 呈示]

症例 2:70歳，男性. 事務職.

約 30年前に高所より転落して左手関節を受傷し

た.他疾患で当科通院中であったが，約半年前より

左手関節の腫脹および痔痛を自覚するようになっ

た.

身体所見では，左手握力は 20kg，左手関節可動域

は82。で，左手関節榛側に腫脹および圧痛がみられ

た 単純X線検査では舟状骨の偽関節jに，有頭月状

骨関節に関節症変化を伴っており， SNAC wrist， 

stage IIIであった. CHR は0.47，RLAはー12
0

であっ

た(図 1a，b).本症例に舟状骨遠位骨片切除術を施

行した.

3年後の調査1時，単純X線検査では CHRは0.43，

旺Aはー17。であり，ともに術前より低下し，手線骨

の圧潰，中央手根関節の関節症は進行していた(図

2a， b) 臨床症状では左手関節は軽度の腫脹，圧痛，

図 lb 症例 2 当科初診|侍.側面像

図 2b 症例 2. 術後 3年.側面{象



314 高齢者舟状骨偽関節に対する舟状骨摘出術

運動時痛を認めている.

症例 3:76歳，女性. 主婦.

約 20年前に単車事故で、右手を負傷し，以後右手

関節痛を自覚 していたがそのまま経過をみていた.

最近，右手関節の痔痛が悪化し， 右手指の しびれも

出現したため来院した

身体所見では右手握力は 2kg，右手関節可動域は

58。で，正中神経領域に感覚障害がみられた. 単純

X線検査では舟状骨近位部での偽関節を認め，CHR 
は0.48，RlAはー17

0

であり ，SNAC wrist， stage IIIの

所見がみられた(図 3a，b). SNAC wristに伴う手根

管症候群と診断し，本症例に対し，舟状骨全摘出術

および手根管開放術を施行した.

3年9か月後の調査時， 単純X線検査では CHRは

0.46，紅Aは 22
0

であり， ともに術前より低下し，

手根骨の圧潰およびorsr変形が進行 していた(図

4a， b) しかし，臨床症状では終痛は完全に消失 し

ており，また，握力は術前 2kgから術後 8kg，手関

節の可動域は術前 58
0

から術後 80
0

へと改善してい

図 3a 旋仔1)3. 当科初診l時正面像

図 4a 症fyl)3.術後 3年9か月正面{象

た. 右手正中神経領域のしびれが軽度残存するもの

の，患側の右手で終痛なく T字杖を使用して歩行可

能である.

[考 察]

舟状骨偽関節に対する治療として，一般的に血管

柄付き骨移植術などに代表される骨接合術 2) また

救済手術として部分手関節固定術などが行われてい

る3) これらの術式に比べ，舟状骨遠位骨片切除術，

舟状骨全摘出術は術式および後療法が単純で，治療

期間の短縮が期待できる.

舟状骨偽関節に対する舟状骨全摘出術は， 1949年

にOwyerがまとま った報告を行っている彼は手関

節に変形性関節症変化，または有頭月状骨関節に不

安定性のない症例では本法は有用である とした 4)

1999年には Malerichが，舟状骨遠位骨片切除術

は手技が単純であり，外固定の期間も 2週程度で済

み，不成功となった場合も救済手術が可能として，

その有用性を報告している 5) Soejimaは，舟状骨遠

図 3b 症fJl)3 当科初診l時側面像

図 4b 症例 3 術後3年 9か月.側面{象

。ハV
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位骨片切除術について，関節症変化を伴った症例で

も関節可動域，握力が改善 し， 満足できる結果が得

られたと述べている 6) また， Ruchは舟状骨遺位骨

片切除術を行った症例の半数で DISI変形の進行を

認めたが，少なく とも術後 2-5年は画像所見の悪

化は自覚症状と相関 しないと述べており ，舟状骨遠

位骨片切除術は術後臨床症状が改善 し，有効な治療

?去である としている 7)

谷口も，舟状骨遠位骨片切除術および舟状骨全摘

出術は，除痛効果に優れ，手関節可動域は改善する

ため短期成績は良好である としている 8)

変形性手関節症を伴った SNACwristの stageIII 

症例では舟状骨切除， 4 corner fl1sionの部分手関節

固定術が適応となる とされている9) しかし，本法

では海綿骨移植を要し，治療期間が長期になる欠点

を有 している.

著者らの高齢者の stageIIIを含めた症例では，舟

状骨全摘出術または遠位骨片切除術を施行 した全例

で，手根骨の圧潰および DISI変形の進行を認めた.

しかし，臨床症状では除痛効果が得られ，また手関

節可動域も温存され，短期成績は良好であった そ

のため，治療期間の長くなる部分手関節固定術，血

管柄付き骨移植術などと比較して， 本術式は治療期

間の短縮も期待できるため，早期の|臨床症状の改善

を希望する高齢者では治療の選択肢と して考慮され

てもよいと考えられた.

[まとめ}

[結語]

高齢者における舟状骨遠位骨片切除術および舟状

骨全摘出術は， X線上，術後手根骨の圧潰は進行す

るが，臨床症状の改善および治療期間の短縮が期待

できる.
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高齢者榛骨遠位端関節内粉砕骨折AO分類 C3型に

対する交流電気刺激の骨癒合促進効果
いとうそフいちつう

伊藤聴一郎

[目的]槙骨遠位端関節内粉砕骨折に対する交流電気刺激の骨癒合促進効果を検討した.

[方法1AO分類 C3型骨折 71例を対象とした.11例に通常のブリッジ型創外固定器固定 (NEF群)， 26 

例に交流電気刺激装置付きブリッジ型創外固定器固定(EF群)，20例に掌側ロッキングプレート固定(LP群)，

14例に EFとLPを併用した (EF+LP群) 術直後と最終診察時のレントゲン写真から整復位損失量を計測

した 最終診察時に関節可動域と握力を測定した.

[結果1EF群では電気仮骨が術後 3-4週で観察され，骨性架橋形成が進行した. EF群は NEF群に比し

創外固定期間が有意に短かっ た.尺骨骨折の合併症例は LP群に比し EF群が有意に多かったが， radial 

length 減少量は LP群が EF群より有意に大きかった.

[結論]交流電気刺激により仮骨の成熟が促進され，倉IJ外固定器を早期に抜去できる.

[緒言]

高齢者，特に女性は骨組揺症により軽微な外傷で

骨折を起こし易い. #!骨遠位端骨折は脊椎椎体骨

折，大腿骨頭部骨折に次いで頻度の高い骨折であ

る 近年，焼骨遠位端骨折に対する手術法として掌

側ロッキングプレー卜固定を選択することが多く，

関節内骨折である AO分類 C型に対しでも多用され

ている. しかし AO分類 C2，C3型骨折の場合，掌

側ロッキングプレートの単独設置では固定力に不安

がある症例もあり ，省IJ外固定器や機背側プレー トの

併用も試み られている 11 倉IJ外固定法は，プレート

固定などの内固定法に比べて侵襲が小さく抜去も容

易なため， 全身状態の悪い患者にも適応がある.こ

の欠点として，骨粗懸症の強い高齢女性においては

創外固定ピンの緩みが危慎されるとともに，患者の

リハビリに対する理解力と意欲の不足やピンの露出

に対する恐怖心から手指を動かさず，長期間の固定

により不動性骨萎縮を きた し易いことが挙げられ

る.この問題を解決するため， 創外固定ピンを利用

して持続交流電気刺激を行い，骨性架橋の形成を促

進して創外固定器装着期間を短縮 しようとする試み

がなされている 21 本研究では高齢者の関節内粉砕

骨折 AO分類 C3型機骨遠位端骨折に対する交流電

気刺激の骨癒合促進効果を検討 した.

[対象と方法]

対象は 2005年 1月から 2012年 3月までに当院

および関連病院で治療を受けた 50歳以上の女性椀

骨遠位端関節内骨折AO分類C3型患者71例である

単純 X線上関節面の骨折線がわかりにくい症例は，

CT像を参考として骨折型を判定した

通常のブリッジ型創外固定器のみで加療した症例

は 11例で (NEF群)，6仔IJにK-ワイヤー固定を併用

した. 交流電気刺激装置付きブリッ ジ型創外固定器

で加療した症例は 26例で (EF群)， 16例にピンニ

ングを併用した.掌側ロッキングプレート固定を 20

例に施行して (LP群)， 3例にピンニングを併用し，

6 f)iIJには人工骨であるハイドロキシアパタイトある

いは s-tricalciumphosphateを移植 した.さらに，14 

例には交流電気刺激装置付きブリッジ型創外固定器

と掌側ロ ッキングプレー トを併用し (EF+LP群)，

そのうち 4例には人工骨移植を行った.

掌側ロッキングプレートは， polyaxiallocking plate 

である A町 US2.5 (MES)あるいはVar凶x(Stryker) 

を用いた.Henry変法で進入 し，方形囲内筋は横側

よりで剥li.ilEしてプレート 設置後可及的に修復した.

受理日 2013/09/22 
医療法人財団河北総合病院整形外科 〒166-8588 東京都杉並区阿佐谷北 1-7-3
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図 1 交流電気刺激装置付き創外固定撚固定にピンニン
グを併用した症f>iIJ. 72歳，女性.
骨片を固定したピンは術後 1.5迎で抜去した.術後
3週で骨折部の近位，速位両側から中央へ向かつて
伸びる仮骨が出現している(矢印).意1)外固定器と
電気刺激ピンは術後 5.5週で抜去した.

イメージ透視下に整復後 軟骨下骨を支えるよう

に，遠位 291Jのスクリユーを挿入した.背側転位骨

片や関節内骨片は Kapandji法に準じて整復後，中1.2

-1.4mmの指骨針数本で固定した.大きな骨欠損

が残存する場合は人工骨を移植した.指骨針は 2-

4週後に抜去した.

通常の創外固定器として TriPlanar (阿武0)，交

流電気刺激装置付き創外固定器には創外固定器 BE

1100と交流電気刺激装置 BS-I000を組み合わせた

BGF (MES)を使用した.電気刺激条件は，正弦波;

2:t O.4Hz，定電流出力 :30:t 6μA，負荷抵抗 :0-

60kOに設定した.イメージ透視下に徒手整復後，

第 2中手骨と侠骨骨幹部に各 2本ずつハーフピンを

挿入して創外固定した.残存する背側転位や関節面

のギャップは Kapandjir去に準じて整復後，骨片を

中1.2-1.4ml11の指骨針数本で固定 した. 電気刺激に

は遠位骨片へ中1.6mmのピンを l本刺入し.隣接す

る近位の創外固定ピンとの聞で術翌日より通電を開

始した.粉砕が強く関節面の整復が不十分な場合に

は， BGFを用いた創外固定で短縮を矯正後 Henry

変法で骨折部を展開して整復し，掌側ロッキングプ

レートで固定 した.術後 1-2週間隔のレントゲン

写真で偶癒合をモニターし，骨片固定問のピンと創

外固定総の抜去時期を判断した. EF+LP 群では仮

骨が生じた時点で、創外固定器と電気刺激ピンを抜去

した.

図2 掌仰1)ロッキングプレート固定を施行 した症例.78 
歳 女 性

関節、i聞を支えるように遠位 H I)のスクリユーをtrl1入
したが機骨の短縮が進行し，軟骨下骨直下に姉入
したスクリユーの関節面突出(矢印)が危慎される.

いずれの群でも尺骨茎状突起骨折の固定は行わな

かった.また，術後外固定を行わず，術翌日からリ

ハビリを開始した.

術直後と最終診察時の単純レントゲン写真から以

下の評価因子を計測 し，矯正損失量を比較した (1) 

radial length: RL， (2) radial inclination: RI， (3) 
palmar tilt: PT.また， 最終診察時の手関節可動域({IJI 

展/屈|並1)および前腕可動域(回!大]/回外)と握力を

計測した.握力は健側と比較し%で表示した.

患者のベースライン(性別，尺骨骨折の合併)，

終痛残存と合併症の件数につき χ二乗検定を行っ

た年齢，観察期間， ~IJ外固定期間，治療成績は

Tukey-Kramer法を用いて比較した. p<0.05を統

計学的有意差ありと判定 した.

[結果]

全例で骨癒合が得られ， 2 ITIm以上の関節内転位

や骨折部の陥没による st巴poffは生じなかった.交

流電気刺激症例は術後 3-4週で仮骨が出現し，骨

折部の近位，遠位両側から中央へ向かつて伸びてい

た(図 1). EF群では術後 5-6週でこの電気仮骨が

成熟し'南'性架橋を形成したが， EF+LP群では仮骨の

成熟促進は観察されなかった LP群では関節面を

支えるように遠位 2列のスク リユーを挿入 したが，

侠骨の短縮が進行し軟骨下骨直下に挿入したスクリ

ユーが関節面に露出したと思われる症例があった

(図 2). 
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318 AO分類C3型に対する交流電気刺激

表 1 患者のベースライン(性別，年齢，観察期間，尺骨骨折の合併，創外固定期間)
と治療成績 (RL，則， PTの変化量，最終診察|時の関節可動域，握力の健側比).
女女 p<0.01

C3 NEF 
N 11 
female 7 
age (years) 64.6土9.3
observation 
period (w) 26.4土10.2

r巴movalofEF
(day) 52.3士5.7

ulna fracture 4 

RL(mm) -1.6土1.3

則 C) ー1.3土6.9

PTC ) 2.0土3.5

ExtC ) 60.0土4.4

Flex C ) 50.0士17.6

Pro C ) 73.5士8.2

Sup C ) 80.5土10.4
grip power% 61.1士12.0

患者のベースライン(性別，年齢，観察期間，尺

骨骨折の合併，倉IJ外固定期間)と治療成績はL，悶，
PTの変化量， 最終診察時の関節可動域，握力の健側

比)を表 1にまとめた.倉IJ外固定器装着期間は EF

群が NEF群より有意に短かった (p<O.Ol).尺骨骨

折の合{併対症例は EF群がLP群より有慈意:に多カか、つた(句p 

<0.01υ)が， RL減少量は逆に少なかった (p<O.Ol).

それ以外のレントゲン写真および機能的評価項目で

は各群聞に有意差がなかった.痔痛残存例と合併症

を表 2にまとめた.症例数に有意差は無く， 各群聞

に際立つた特徴もなかった.

[考察]

交流電気刺激により 術後 3-4週で電気仮骨が出

現し， 5-6週で骨性架橋が形成された. この結果，

創外固定器装着期間が NEF群より 短かいにもかか

わらず， EF群の焼骨短縮が LP群に比し有意に減少

した. 交流刺激は未分化幹細胞の造骨系細胞への分

化を促進させると報告されている 3) また，直流電

気刺激の陰極側で骨芽細胞が活性化され破骨細胞の

活性は低下するとの報告もあり へ交流刺激では極

性が絶えず変化するため，骨折部を挟んだ両側の刺

EF LP EF+LP 
26 20 14 
21 16 6 

65.4土13.8 66.4土13.6 66.7士9.3

36.1土11.3 30.6土8.1 30.3土12.1

** 志百k 2k車

41.4土4.1 26.5土4.1

** 
12 2 4 

主*

司0.4士1.1 -2.4土2.0 -0.9土1.5

-0.4土4.1 司0.5土6.3 -0.4土3.9

-0.5土2.6 -2.1土3.0 -0.4士3.1

56.2土14.1 55.3土13.6 65.0土4.1

48.1土22.5 44.5土12.8 40.0土13.5

76.1土12.4 83.4土3.0 76.0土11.9

81.7土11.2 85.0土8.0 80.7土12.4
61.8土16.1 62.4士14.5 60.9土4.8

激ピン間でこの反応が起こると考えられる.本研究

で電気仮骨が骨欠損部を架橋するように近位，遠位

両側から伸び¥骨性架橋が形成されたこともこの仮

説を支持 している.

一方， LP群が EF群に比し有意に椀骨短縮を生じ

ていた.たとえ軟骨下骨を支えるように速位 2:7IJの

スク リューを挿入 し，ピンニングで補強 したり，骨

欠損部に人工骨を充填 しでも，関節面が粉砕 したり

骨粗穏症が進行 し軟骨下骨の骨強度が弱い場合に

は，スク リユーでは軟骨下骨を支えきれない症例が

あることを示峻 している.このような症例では，掌

側ロッキングプレートと創外固定器を併用すること

により強固で安定した固定性を獲得できるとの報告

がありへ著者らも交流電気刺激装置付き創外固定

器と掌側ロ ッキングプレート の併用を試みたが，そ

れぞれの単独使用例と比べ治療成績は向上しなかっ

た.骨I吸収と早期の骨形成が最大になる 2-4週間

において創外固定法により骨折部の転位を防ぐこと

ができるとの報告 1)を考慮すれば，たとえ電気刺激

により術後 3-4週間で仮骨が形成されても仮骨が

成熟するまで 5-6週間は電気刺激を継続 し，十分

力学強度が得られてから創外固定器を抜去する必要
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があると考えられる.

本研究の結果に基づき，高齢者の榛骨遠位端関節

内粉砕骨折に対して以下のような術式の選択法を提

案する.スクリユー固定可能な大きさの骨片がある

場合は， C3型骨折でも掌側ロッキングプレート固

定を第 l選択にしてよい. しかし，粉砕の強い関節

内骨折ではロッキングシステムであっても遠位骨片

を 卜分支持できない症例もあることから，スク リユ

ーの固定力に不安がある症例では創外固定器を選択

する方が安全である.創外固定器の装着期間を短縮

するため，交流電気刺激を併用すべきである.一方，

交流電気刺激装置付き創外固定器と掌側ロッキング

プレー トを併用するこ とによるメ リットはないと考

えられる.

[まとめ]

様骨遠位端関節内粉砕骨折 AO分類 C3型に対し

交流電気刺激装置付きブリッジ型創外固定器，通常

のブリッジ型創外固定器，掌側ロッキングプレー

ト，および交流電気刺激装置付き創外固定器と掌側

ロッキングプレートの併用による固定を行い，術後

成績を比較検討した. C3型骨折でも掌側ロ ッキン

グプレー ト固定が第 l選択である.粉砕の強い関節

内骨折では交流電気刺激装置付き創外固定器を選択

した方が安全である.
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背側転位型榛骨遠位端骨折に対する

polyaxiallocking typeの掌側フレートによる治療成績
-CTによるフレート スクリュー設置位置の検討--

臥

wi
物山、

やまもと け んご

山本謙吾水認
みベじゅんや

三部順也*，坂本兼太郎学
こ うのり ょヲへい

河野亮平本

[目的]著者らは watershedline に干渉しないデザインの polyaxialtypeのロッキングプレー卜 (以下 PLP)

を用いて，横骨月状骨嵩掌側骨性隆起を指標に手術加療を行っている.術後に crを施行し，プレー ト・ス

クリユーの設置位置および治療成績を検討した [対象 ・方法]背屈型機骨遠位端骨折 25例 25手.cr評価

は矢状断で、フ。レート ・スクリユー設置位置を計測した治療成績は Cooney評価を使用した [結果]プレ

ート設置位置は平均 l.lmm，スク リュー刺入位置は平均 0.9mmであった. Cooney評価では excellent: 17 

例 good : 4例 fair: 2例 poor : 1例とおおむね良好な治療成績が得られていた. [結語1PLPを使用す

ることで，正確な subchondralsupportを得るこ とが可能となり ，良好な治療成績が得られた と考えられた.

などの単純レントゲンによる評価の報告はなされて

いるが 5)6)7) 術後早期に CTを撮影 し検討した報告

は少ない 7)8) 著者らは crを用いてプレート，スク

リューの設置位置および治療成績を評価検討したの

で報告する.

[対象と方法]

対象は 2009年以降に，先に述べた治療方針ーで手

術加|療を行い，術後早期に crを撮影 し. 6か月以

上経過観察可能であった背側転位型携骨遠位端骨折

25例 25手である.男性 6仔1].女性 19例.右 14例，

左11例.年齢は 25-84歳平均年齢 62.0歳.材、j後

経過観察期間は 6か月-2年2か月，平均経過観察

期間 13.3か月.術後cr撮影までの期間は 1-4日，

平均 2.4日であった.骨折型は AO分類を用いた

A2 : 1例， A3: 8例， C1 : 1停止 C2: 8仔1].C3・7仔IJ

であった.尺骨遠位部骨折合併は 12例 48%に認め

た.尺骨茎状突起骨折合併は 10例で， 3仔IJにテンシ

ョンバン ドワイヤ リング固定を施行した 尺骨遠位

骨幹端骨折合併は 2例で 2例と もプレート 固定を

施行した.使用機種は Stryker社 VariAxplateが 16

例と最多で， Stryker社 Matrixplate 1例， ME syst巴m

ネ士 AYrUS adaptive plate 5 例，Synthes 宇土 VATCP 3 

例であった.人工骨移植は s-TCPを4仔IJに併用した

[緒言]

近年，椀骨遠位端骨折に対する手術方法として掌

側ロ ッキングプレー トを用いるこ とが一般的となっ

てきている.しかし，Orbayらが watershecllineの

概念を提唱し，これを越えて遠位にプレートを設置

すると屈筋腿損傷の可能性がある と報告 した 1) 以

降，プレー 卜の近位設置 2) watershed line に干渉

しないプレートデザインへの変更 3) スク リユーの

刺入方向に自由度の有る polyaxiallocking typeのプ

レート (以下 PLP)の使用 4)などの報告がされるよ

うになってきた.

当科でも 2009年より主にPLPを用いて手術加療

を行っているが，プレート設置位置の指標である

watershed lineの明磁な位置が不明瞭であり ，プレ

ート近位設置では末梢骨片が小さい症例や，月状骨

筒関節面掌側の粉砕・陥没を伴う症例ではプレー ト・

スク リューによる支えが得られず， 術後再転位の可

能性があることなどが考えられた.そのため著者ら

はwatershedlineに干渉 しないデザインの PLPを用

いて，月状骨簡最速位の掌側骨性隆起を指標に，こ

れを支えら れる十分遠位の位置にプレー トを設置

し， subchondral supportが得られる位置にスク リユ

ーを刺入することに留意して手術加療を行ってきた.

これまでプレート設置位置，スク リュ一刺入位置

東京都豊島区南大塚 2-8-1
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機骨遠位端骨折に対する PLPによる治療成績

Double tiered subchondral support法(以下 DSS法)

を22例に併用した. Minimally invasive plate osteo-

synthesis i去を 4例に施行した.

検討項目は， レントゲン評価として volartilt， ra-

dial inclination， ulnar varianceとその矯正損失を測

定した 治療成績は Cooney評価を使用した.

cr評価は，矢状断像において，プレート設置位

置の指標として，月状骨簡に刺入されている遠位最

尺側スク リューと同スライスでの，プレート先端と

掌側骨性隆起頂点との距離をプレート骨性隆起間距

離 Pとして測定した.スク リユー刺入位置の指標と

して，遠位最尺側スク リューの関節面側と，これに

平行に守|し】た軟骨下骨との接線のもっとも近接した

距離をスクリュー軟骨下骨間距/)jlrSとして測定した

(図 1). 

統計学的検討には pairedt-test， Wilcoxon signecl-

rankecl test， Spearman's correlation coefficient by 

rank testを適宜使用し，p<0.05を有意差ありと し

た.

[結果]

γrは受傷時平均一18:t12.3。が術直後平均 9.2:t 

戸、 S

日 p

図 1 CT評価 遠位最尺側スクリュ一矢状断像

表 1 骨折型別治療成績 Cooney評価

A2 A3 C1 C2 C3 total 

excellent 1 6 6 4 17 

good 2 4 

fair 2 

poor 

average 
score 100 92.9 85 94.4 85 91 
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4S，最終観察時平均 9.4:t4.9
0

で， 矯正損失は 1.3:t 

1.5
0

であった.悶は受傷時平均 20.7:t6.2。が術直後

平均 25.2:t5.5
0

，最終観察時平均 26.1:t5.2
0

で，矯

正損失は 2.1:t2.1。であり いずれも術直後と最終観

察時で有意差は認めなかった.uvは受傷時平均 3.0

:t3.0mmが術直後平均 0.6:t1.6mm，最終観察時平

均1.2:t1.8mmで，矯正損失は0.8:t0.7mmであった.

術直後と最終観察時において統計学的有意差を認め

た (p<0.004).2mm以上の矯正損失を認めた例は

2例のみであった.

骨折型別治療成綴は A3にfairを 1例， C3にfair

とpoorを 1例ずつ認めたが， 24例中 21例 87.5%が

good以上と良好な成績が得られていた(表 1).

P値はー1.5-3.5mm，平均 1.1:t1.0mmであった.

19例 76%が 0-2mm未満に設置されていた.1例

が1.5mmと掌側骨性隆起より遠位に設置されてい

た.S値は 0-3mm，平均 0.9:t0.9mmであった. 20 

例 80%が 2mm未満に刺入されていた.この 2群聞

において明らかな相関関係は認めなかった(図 2). 

P値， S値による治療成績はともに相関関係を認め

なかったが，p値が 3mm未満であれば 23例中 21

例 91.3%がgood以上と良好な成績が得られていた.

poorの 1例は Pfl直が 3.5mm，S fl直が 2.5mmととも

に大きく，関節面からフレー 卜，スクリユーともに

離れて設置されていた症例であった(図 3). 術後

合併症として一過性手根管症候群を 2例，正中神経

掌側校損傷を 1例，長母指屈筋l陛滑走障害を l例に

認めた. I陛断裂，スク リユーの関節内穿破 ・緩みは

p S 
2例 8出 f(f!j 4sJ 勿 <0

(mm) 

平均1.1:t1.0mm m
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図 2 P値，s値聞に有志;な相関関係は認めなかった.
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認めなかった. 遠位に掌側突出する骨性隆起線が存在することを明

症例を供覧する.60才，女性.歩行中に転倒 し受 らかに し，これが屈筋腿障害予防の真の safelyline 

傷. VT: _1
0

，悶:19
0

， UV: Omm， AO分類 23-C2

(図 4).転位は軽度であったが，不IJき手側であり早期

の日常生活復帰を希望され，受傷後 6日目に Stryk-

er社VariAxplateを使用し手術施行した.術後外固

定は併用せず，翌日より手指 ・手関節の可動域訓練

を開始した 術直後レン トゲンにおいて VT:16
0

， 

RI : 28
0

， UV: Ommと良好な整復位が得られてい

たが，術後 CTにおいて P値-1.5mm，S値Ommで，

プレートが掌側骨性隆起を越えて設置されていたこ

とが確認された(図 5). 長母指屈筋!陛滑走障害を認

めたため術後 5か月で抜釘した.術後 1年 1か月の

最終経過観察時では VT:17
0

，町:32
0

， UV: lmm 

と程度の矯正損失を認めたが，終痛 ・可動域制限な

ど認めず Cooneyscoreは 100点， excellentであっ

た(図 6)

[考察]

屈筋腿損傷予防のために watershedlineを越えな

い近位にプレー卜を設置するという概念がある一方

で，この方法では掌側軟骨下骨下にスペースができ

関節面の段差や短縮が生じ る可能性があること 9)

や，掌側ロッキングプレートの最大の利点で、ある

subchondral supportを得ることが困難などの報告も

ある.また，今谷ら 10)はwatershedlineの詳細な概

念や定義は不明瞭であるとして，月状骨簡にはより

10 

(Speannan' s corγelation coe而crentby rank test) 

(例) N.S.II目問係長女r5=0.26) (附 N.S.lli間協同r同 02)

。
<0 <1 <2 <3 <4 

p (mm) 

<1 <2 <3 

S 

<4 
(mm) 

図 3 P値， s値ともに治療成績と有:音、な相関関係は認めな
かった Poorの症例は P値， s値ともに大きく，関節
面から離れて設置されていた症例であった.
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図4 受傷I侍単純レントゲン AO分類 23-C2

図 5 術直後単純レントゲン， CT

整復位は良好だが.P値ー1.5mm.S 値
Ommで，掌側骨性隆起を越えてプレー

トが設置されていた.

図 6 最終経過観察H寺単純レントゲン
矯正損失は軽度であり， Cooney ~;l' jnfi 

excel1ent 
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となる可能性を示峻している.著者らもこれらの報

告と同様に考えており， keystoneである椀骨月状骨

簡の掌側骨性隆起を指標として，これを越えないな

るべく遠位の位置に直視下および透視下にプレー卜

を設置した.その結果 1例に掌側骨性隆起より遠

位へのプレート突出を認めたが，プレー卜骨性隆起

間距離は平均1.1mmと概ね予定通りのプレー卜設

置位置が得られていた 3mm未満にプレート設置 し

た症例では 23例中 21例 91.3%がgood以上と良好

な成績で，スクリュー軟骨下骨間距離は平均 O.9mm

と良好な subchondralsupportが得られていた.

自験例では P値， S値とも治療成績に有意な相関

関係は認めなかったが，これは検討方法の違いはあ

るものの， Drobetzら5)が関節面から 4mm以内の

スク リユー設置を，瀬戸ら 6)が 2mm以内のスク リ

ユー設置を推奨し，善家ら 7)が関節面から 5mm以

内のプレート設置を推奨していることなどの諸家ら

の報告を満たし，適正な位置に設置されていたため

と考えられた.

掌側骨性隆起を越えてプレート設置をした 1例に

屈筋腿降害を認めたが，それ以外の症例に屈筋腿障

害は認めず， watershed lineに干渉しないデザイン

のプレートを使用したことが屈筋腿障害の予防につ

ながったと考えられた.また，スク リューの刺入方

向に自由度のある PLPを用いているため，プレー

ト設置位置が症例毎に異なっていても，良好な sub-

chondral supportが得られる位置にスク リューが刺

入可能であったと考えられた.これらより掌側骨性

隆起より近位 3mm未満に watershedlineに干渉 し

ないデザインの PLPを設置 し，subchondral support 

が得られるようにスク リユーを刺入することで良好

な成績が得られる可能性が示唆された.

[まとめ]

・プレート，スクリューの設置位置と治療成績に

有意な相関関係は認めなかったが，掌側骨性隆起よ

り近位 3mm未満にプレー 卜を設置 し， PLPを用い

て subchondralsupportが得られるようにスクリユ

ーを刺入すること，さらに DSS法を併用することで

良好な治療成績が得られる可能性が示唆された.

・掌;側骨性隆起以遠にプレートを設置すると術後

屈筋腿隙害の可能性が高いため，これを越えないこ

とが重要であり ，今後はどこまでの遠位設置が安全

なのかという検討が必要と考えられた.

. cr撮影が術直後ではないため，測定値が不正

確となる可能性などが本研究の限界と考えられ， 今

後も症例を重ねて検討する必要がある.
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榛骨遠位端骨折変形治癒に対する掌側ロッキングフ。レート

とs-TCP補填による矯正骨切り術の術後成績
たけもと あきら さかのひろあき かっむら てつ 必かぎき あっし さいとっともゆき

竹元暁¥坂野裕日r，勝村哲ヘ 岡崎敦ヰ，粛藤知行持*

著者らは焼骨遠位端骨折変形治癒に対して矯正骨切り術を行い 自家骨は使用せず掌側ロッキングプレー

ト固定，人工骨 (s-TCP)補境を併用 しており，その術後成績について検討した.対象は 12例で手術時平均

年齢は 57.4歳，骨折型は背側転位型 9例，掌側転位型 3仔IJであ った.術後経過観察期間は平均 12.2か月で

あった βTCPはオスフェ リオン(オ リンパステルモバイオマテ リアル社)を使用 し，プレート はStellar，

Stellar2 (日本ユニテック社)を使用した.全例骨癒合が得られた.平均骨癒合期間は 4.6か月であった.術

後合併症はなかった.s-TCPI吸収期間は平均 10.9か月であった. 最終調査時の臨床評価は，背側転位型の

DASHは平均 6.5，Mayo scor巴は 82.2でgoodであった.掌側llli_;位型の DASHは平均 8.8，Mayo scoreは85

でgoodであった.有意な矯正損失もなく 良好な成績が得られた.

{緒言]

検骨遠位端骨折変形治癒に対する治療として，掌

側ロ ッキングプレー トと自家骨移植を用いた機骨矯

正骨切り術の報告が近年増加している.著者らはよ

り低侵裂な方法として，自家骨は使用せずに βTCP

補填による侠骨矯正骨切り術を行っており，その術

後成績について検討したので報告する.

[対象と方法1
2009年4月以降，榛骨遠位端骨折変形治癒に対し

て椀骨矯正骨切り術を行った症例で，術後 6か月以

上経過観察可能であった 12例を対象とした.男性

1仔1)，女性 11f91Jであり ，手術l時平均年齢は57.4歳 (21

-75歳)であった.骨折型は背側転位型 9例，掌側

転位型 3例で，前医での初期治療は保存治療 10{91J， 

手術治療 2f91Jであった.受傷から矯正手術までの期

間は平均 7.4か月 (1-17か月)であり，術後経過観

察期間は平均 12.2か月 (10-18か月)であった。-TCPはオスフェ リオン(オリンノマステルモバイ

オマテリアル杜)を使用し，プレー トは Stellar，

Stellar2 (日本ユニテック社)を使用した.使用し

たs-TCPの形状はブロック体 7例，頼粒 5例であっ

た.ブロック体は，気孔率 60%のブロック体で 10X

10X lOmmのA1が l例，20X10XIOmmのA2が3

仔1]， 30 X 20 X 10mmのA3が2例であり， 75%のA2

が l例であった.また頼粒は中2.8-5.0mmの G3が

3例，中4.7-8.0mmのG4が2例であった.

手術方法は，掌側アプローチで展開のうえ骨切り

を行い openwec1geとした.術前の作図に従い矯正

角度を調整 し，掌側ロッキングプレー トで固定した.

骨欠損部には βTCPブロックまたは頼粒を補填 し

た.後療法は当院の榛骨遠位端骨折のリハビリパス

に準じて， 元の骨折型が関節外骨折の場合は術翌日

から手関節自動運動を開始し，術後 1週から自動介

助運動，術後 2週から他動運動を開始した.関節内

骨折では運動開始時期をそれぞれ 1週間遅 らせて，

術後 1週から自動運動，術後2週から自動介助運動，

fil:j後 3週から他動運動開始と した.全例手関節サポ

ータ一固定を3週間行った.

調査項目は，画像評価として術前，やl:j直後，最終

調査時の palmartilt (以下 PT)，radial inclination (以

下 町)， ulnar variance (以下 UV)を計測 した.また

骨癒合期 I~~ ， s-TCP I吸収期間を評価した |臨床評価

には DASH (JSSH版)およびModifiedMayo wrist 

scoreを用いた.

[結果]

全例骨癒合が得られた.平均骨癒合期間は4.6か

受理日 2013/09/10 
*平塚共済病院 整形外科 ・手外科センター 〒254-8502 神奈川県平塚市追分 9-11

H 横浜市立大学 整形外科
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月 (3-6か月)であった.術後合併症はなかった

s-Tcpr吸収期間は平均 10.9か月 (6-15か月)であ

った.尺骨短縮術を l例に併用した.

画像評価における X線パラメーターは，術前 PT-

15.8
0 

(-45-32
0

) から術後5.2
0

(-5-W)に， 悶13.7。

(7-20
0 

)から 19.1
0

(6-27
0

) に，UV6.2mm (3-

9.5mm)から 2.7mm(0.5-5mm)にそれぞれ改善し

た.最終調査時のパラメーターは Yログ (_5-9
0

)， 

RI18S (8-25
0

)， UV2.8mm (1-5.5mm)であり，矯

正損失はPT1.3
0

(_6-6
0

)， RIO.80 (_2_30

)， UVO.6mm 

(0-2mm)であった.

骨折型別の画像評価では，背側転位型の X線パラ

メーターは術前 PT-28.2
0

(-45--13
0

) から術後 3.8
0

(-5-10)に， RI13.9
0 

(7 -20
0 

)から 17.4
0

(6-24
0

) 

に， UV6.4mm (4-9.5mm)から 3.2mm(1.5 -5mm) 

にそれぞれ改善した 最終調査時のパラメーターは

PT2.7
0 

(_5-8
0

)， RI16.9
0 

(8-230

)， UV3.3mm (2 

-5.5mm)で，矯正損失はそれぞれ1.1
0

(_6-6
0

)， 

0.5
0 

(_2-3
0

)， O.lmm (0.5-2mlη)であった.術前

と最終調査時を比較すると，PT， UVは有意に改善

していた(それぞれ p<O.OOl，p<0.005)が RIでは

有意差を認めなかった(表 1).掌側転位型では，術

前PT26.3
0

(19 -32
0 

)から 9.3
0

(5 -14
0

) に， 町16
0

(15 

-17
0 

)から 24
0

(20-2r)に， UV5.7mm (3-7mm) 

から 1mm(0.5-2mm)に改善 し，最終調査時は

yηr (6-90

) ，悶23.3
0

(21-25
0

)， UV1.3mm (1-

2mlη)であった.矯正損失はそれぞれ 1.6
0

(_3-5
0

)， 

of (ー1-3
0

)，0.3mm (0-0.5mm)であった.やtrr前

と最終調査時を比較すると PT'，悶は有意な改善を

認めた(それぞれ p<O.OOl，p<0.05)が， UVは有

意差を認めなかった(表 2)

75%s-TCPを使用した l例を除いて，60%s-TCP 

の形状別に比較してみると，ブロック体と頼粒では

骨癒合期間および吸収期間の差は認めなかった.矯

正損失についても PT，悶， UVいずれも有意差はな

かった.G3とG4頼粒の比較でも差は認めなかった.

最終調査時の臨床評価は， DASHは平均 7.2(0-
18.1)， Mayo wrist scoreは術前 45.8(0-70) poor 

から 82.9(25 -95) gooclへ改善 した.握力は術前

12.3kg (0-23kg) から 21.7kg(14-33kg)へ改善

表 1 背側転位型の X kJ~パラメーター

30 

-・4・..RI
(' ) 

-20 レ/ ー‘-uv
-30 {皿皿)

-40 
{桁前 術直後 最終調査時

表2 掌側中三位型の X線パラメーター

40 
ーー-PT

30 (' ) 

20 -・0・・Rl

(" ) 

10 
ー企ー uv。 「血血)

10 
術前 術直後 最終調査時
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し健側比 85.1%であった.手関節可動域(以下ROM)

は術前背屈47S(0-80
0

) から術後 64.6
0
(25-80

0
) 

に，掌屈 33.5
0

(5-65
0
)から 63.8

0
(45 -80

0 
)に，

囲内 56
0

(-10-80
0
)から 80

0
(30-90

0
)に，回外

64S (0-90
0

) から 87S (75-90
0
)にそれぞれ改

善 した. 骨折型別に見る と，背側転位型の DASHは

平均 6.5，Mayo scoreは術前 45.6(0-70) poorか

ら82.2(25 -95) gooclヘ改善 した.握力は 13.5kg(0 

-23kg)から 21.6kg(14-33kg)へ改善し，健側比

84.3%であった.手関節 ROMは術前背屈 50
0

(20 

-80
0
)から 62.8

0
(25 -80

0 
)に， 掌屈32.8

0
(5 -65

0
) 

から 61.1
0
(45-75

0
)に，囲内 55

0
(0-80

0
)から 78.9

0

(30-90
0 
)に，回外 77.8

0
(10-90

0
)から 87.8

0
(75 

-90
0 
)にそれぞれ改善 した. 掌側転位型の DASH

は平均 8.8，Mayo scoreは術前 46.7(40-60) poor 

から 85(75-90) gooclヘ改善 した.握力は 8kg(4 

-12kg) から 22kg(20-24kg)へ改善 し，i建側比

80.6%であった 手関節 ROMは術前背屈 26.7
0

(0 

-50
0 
)から 70

0
(50-80

0
)に， 掌屈 25

0
(15-45

0
) 

から 71.7
0
(60-80')に，国内 23.3

0
(-10-50')から

83.3
0 

(75-90
0
)に，国外 36.7

0
(0-80

0
)から 86.7

(80-90
0 
)にそれぞれ改善 した.

症例呈示

症例 1: 61歳，女性. 左様骨遠位端骨折変形治癒

の背側転位型であ った.フレートは Stellar，s-TCP 

はブロック体を使用した術前の X線パラメーター

は PT-25
0
，町8

0
，UV7mmであり，健側 UVは 1mm

であった.3mmの尺骨短縮術を行い，術後それぞれ

6
0
， 17

0
， 1.5mmに改善 した.最終調査時はそれぞ

れど ，14
0
， 2mmであり，矯正損失は 2

0
，3

0
， 0.5mm 

であった.最終調査時の ROMは背屈 80
0
，掌屈 70

0
，

回内 90
0
，回外 90。であり， DASHは 4.17，握力は

18kgで健側比 81.8%であった.Mayo scoreは 95

で excellentであった(図 1，2， 3). 

症例 2:60歳，女性.左様骨遠位端骨折変形治癒

の背側転位型で，プレートは Stellar2，s-TCPは頼

粒を使用 した.術前パラメ ーターは PT-36
0
，Rl20

0

， 

UV9.5mmであり，健側 UVは3mmであった.術後

それぞれ 7
0
，21

0
， 4mmに改善 した.最終調査時

はそれぞれ 50，21
0
， 4.5mmで矯正損失は 2

0
，0

0
， 

0.5mmであった. 最終調査時の ROMは背屈 60。

掌屈 60
0
，囲内 80

0
，@]外 90

0
であり ，DASHは1.85，

握力は 20kgで健側比 91%であった Mayoscoreは

95で excellentであった(図 4，5， 6) 

[考察]

検骨遠位端骨折変形治癒に対する治療として Fer-

nanclezは openweclg巴osteotomy，自家骨(腸骨)移

植，Tパッ トレスプレート固定を併用する術式を報

告 した 1) 近年は掌側ロッキングプレー ト (以下

VLP)を使用 した矯正骨切り術の報告が増え，主に

open weclge osteotomyを行い VLP固定と腸骨移植

を併用する術式が多い 2):ll open weclgeとした部分

に補填する材料で自家骨以外を用いた報告は， ハイ

ドロキシアパタイ ト，ボーンセメン ト，s-TCPがあ

るが(表 3)，VLPで強固に固定すれば自家骨移植

自体を不要とする報告も散見される.西らは背側骨

膜血行を温存すれば骨移植をせずに良好な骨癒合が

図 1 症例 1 術前 X線{象 図 2 症作IJ1 (，1可直後X線像 図3 症filJ1 最終調査時 X線

{象(術後 12か月)
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得られると報告し 4) また Ozerらは掌側皮質の接

触が保たれていれば骨癒合が得られ，自家骨の有無

で骨癒合期間や術後成績に差はないと報告してい

るザ

βTCP頼粒を使用した 1{JIJでプレー 卜の折損の報

告があり人工骨の強度不足の可能性が示峻されてい

るが 6) Stellarの如く十分な強度を有する VLp7
)で

あれば折損リスクは低減できると考えた.

ただし術前の樟骨短縮が著明な症例では， VLP 

の強度のみに依存すると内固定材の折損や矯正損失

を生じる可能性がある 自験例では最大 6.5mmの

椀骨延長を施行したが，プレート折損などの合併症

は生 じなか った.横骨延長は6-7mm程度が限界

と考えてお り，それ以上であれば尺骨短縮術を併用

図4 症仔IJ2 術前 X線像

327 

するなどの工夫が必要である.当院では，機骨を矯

正骨切りし延長後もuvが +5mm以上となる場合

には尺骨短縮術を併用する方針としている

著者らが現在使用 している人工骨は高強度 βTCP

であるオスフェリオン 60で圧縮強度は約 20MPaで

あり， ~.定対ミ品のオスフェ リオ ン 75 と上七申立し車句7f音

の初期強度を有する 8) s-TCPはI吸収性， 生体親和

性を有し，また 自家骨採取の侵襲を回避できる. 更

に骨切り部の形状に合わせブロ ック体と頼粒を選択

可能である.ブロック体は強度が期待できるが採型

の手聞がかかり，また freehandでは術前計画通り

の正確な採型は困難である.コンピューターを用い

た正確な 3D骨切りも報告されているがへ 現在の

ところ施行可能な施設は限られている.頼粒は祁j1真

図 5 症191J2 術直後X線像 図 6 症例 2 最終調査H寺X線

{象(術後 10か月)

4高11i!寸

表 3 模状骨切り自rsへの補填に関する報告(自家'局以外)

症例数 務告者 幸5筆年
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Yぉ Ud8r • .-1 et 81 '2C04 
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lii聖子ら '20コヨ

吉川|ら 'i010 

安部ら '2012 

古町ら 2口1'，
自験何l 2口13
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百ら 2010 

平原ら '2012 
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bone c色作時 nt

TCP 
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に際して，掌側アプローチの場合わざわざ背側を展

開しなくとも掌側のプレート横から挿入可能であり

補填が容易である こと，採型不要であるこ とが利点

である.本検討ではブロックと頼粒使用例の成績に

差はなくいずれも良好な結果を得た.人工骨使用の

利点として，自家骨採取と比較 し低侵袈であるこ と，

手術時間の短縮が挙げられる.特に高強度。-TCP

は初期強度に優れる.また VLPはangularstabilily 

により強固に固定でき矯正位の保持が可能であると

いう利点がある.これらの併用により，自家骨を使

用しなくとも骨切り術後の矯正位が保たれ良好な成

績を得た.

[まとめ1
1 機骨遠位端骨折変形治癒に対し，自家骨は使

用せず VLP固定と高強度。-TCPを併用した棋骨矯

正骨切り術を行い，術後成績を検討した.

2. 本法は自家骨採取の必要がなく簡便で、低侵襲

であり，また良好な術後成績が得られた.続骨矯正

骨切り術の術式として，第 l選択として良い方法と

考えた.
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Polyaxiallocking plateによる榛骨遠位端骨折手術に

伴う合併症の検討
aw 

緒川、4

GRUNERT Joerg Gerhard.判*

ほりうちゆきお

堀内行雄司 守
もりた こう ぞう

森田晃造有

Polyaxial locking plateを用いて治療した擁骨遠位端骨折手術症例に術後生 じた合併症について検討 した.

検討対象は PLPを用いて手術加療された 776例 787骨折であり，合併症発生率は全体の 10.3%であった そ

の内訳は正中神経刺激症状 (2.8%に術後再転位(1.8%)，スクリユ一関節内誤刺入(1.0%)，屈筋腿損傷 (0.4

%)などであったが，過去の monoaxiallocking plate使用例における報告と同頻度であり， PLP特有 ・高率

の合併症は特には認められなかった.これらの合併症は手術手技に起因するものもあり，本インプラントの

特性および手術適応をよく理解し手術手技を確立することにより回避可能となり，発生率を減少できると考

えた.

クリュ一角度の可変性ゆえに危倶されるスク リュー

のゆるみ等による術後再転位(本研究では，経過観

察中に palmartilt 50以上の転位または ulnarvariance 

2mm以上の短縮をきたしたものと定義した)・関節

内へのスク リユー誤刺入，プレートの形状に伴う屈

筋腿損傷， low profileであるプレートの破損につい

て特に着目 し，項目ごとに集計し合併症の発生率を

算出した また各合併症発生例について発生原因を

詳細に検討するこ とによりその予防策について考察

した.

[結果]

全787骨折中 81骨折 (10.3%)において，術後合

併症が認め られた.発生症例中約 70%がAO分類 C

型であった.全症例，発生症例を骨折型ごとに分類

すると C型特に C3型において，合併症が高率に起

こっており，重症度に応じて発生率が高くなる傾向

にあった(図1) 術後合併症を分類する と種々の合

併症が発生 していた(表 1) その中でも前述 した

PLPの特性が関与 している可能性のある合併症は，

全合併症のほぼ1/3を占めていた.

[緒言]

現在不安定型i陵情遠位端骨折の外科的治療におい

て，掌側ロ ッキングプレート固定は goldenstandarcl 

になっていることは異論の余地がない.特に近年で

はその中でもスク リュー刺入角度を変えることがで

きる polyaxialtype locking plate (以下 PLP)が各社

から開発される傾向にある これは多様な形を呈す

関節内骨片を確笑に固定する必要性に対応したもの

である. しかし回定角度が固定された monoaxial

locking plate (以下 MLP)に比べ，固定強度に劣る，

という意見や，それに関連したトラブルも数多くあ

るのではないか，という意見もある.そこで今回筆

者らは現在までの施行例に対して術後合併症の発症

の有無およびその発症要因について検討を行った.

[考 察]

近年，掌側ロッキングプレー 卜の中でもスクリユ

[対象と方法]

検討対象は 2004年3月から 2011年9月にかけて

PLPである Aptus2.5@(Meclartis， sasel， Switzerlancl) 

を用いて手術を施行された 776例 787手である.そ

の内訳は男性 287例 (37%)，女性 489例 (67%に

平均年齢は 59歳 (13-96歳)であった.

検討方法は症例ごとに術後の合併症の有無につい

て検討した.その中でも今回の検討対象である PLP

の特性が関与している可能性のある合併症，即ちス

神奈川県繊浜市泉区西が向 1.28-1

今
べ
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330 PLPによる検骨迷位端骨折手術に伴う合併症の検討

一固定角度をホール内で調節可能な PLPが欧米に

て開発され，本邦でも使用可能となってきた.その

有用性については筆者らも報告してきたが，そのロ

ッキングP機構，固定強度に関して問題視し，術後ト

ラブルを危慎する意見もある.そこで今回 PLP使用

症例から合併症の発生率とその内容について検討を

行った.

まず10.3%という発生率をどうとらえるかである.

過去の MLPとの報告では 6%1)から 27%2) と大き

な差があるので単純に数字のみでの比較は難しい

が，決して高い発生率ではない.

項目ごとに検討すると，術後再転位について筆者

(%) 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 
A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 

図 1 骨折型と合併症発生の比率
AOC型において高率に発生している

表 1 PLP術後合併症

らは 1.8%(14例)であったが諸家の報告では1.2%1) 

から 9.8%引と報告者によ って差がみられる この

原因として術後再転位の定義が暖l床な点が挙げられ

る.筆者らは前述の定義としたが，諸家の文献では

明示されていないものがほとんどであった.骨折型

についての特徴は 14例中 9{9IJがAO分類 C型であ

り， 重症度が高くなるにつれ再転位が生じやすい傾

向であった. 予防策としては subchondralsupport 

を確実に得ること，そのために軟骨下骨に確実にス

クリユーを設置することが肝要である.特に粉砕の

5皇い骨折fでは cloubletierecl subchondral support 

(DSS)法を用いたり，別の固定法または骨移植を追

加することが推奨される.合併症例は本プレート導

入後初期の症例が多く，スク リュー設置が軟骨下骨

よりも近位に設置されていた症例であった.また本

プレートは特殊なロッキング機構を有することから，

術者がその手技に習熟していないと確実にロッキン

グがなされていなかった可能性もある.手技の習熟，

統一化も合併症回避のために肝要である.

関節内スクリュー誤刺入は1.0% (8例)であった

が，スクリユー挿入方向に自由度を有するPLPでは

特に注意しなければならない しかし MLPを用い

た諸家の報告でも 0.9%引から1.3%1)とされてお

り， 1.0%とい う発生率は決して高すぎる数字ではな

かった.対策は，術中正確な側面像を設置位置によ

ってとらえることであり 特に尺側骨片においては

PLPの特性が関与している可能性のある合併症を太斜字，アンダーラインと した

number Relative frequency to Relative frequency within 

n all cases the complications 

Median nerve problem 22 2.8% 27.2% 

llilI.DJl!lαd.J.S.位sI1kIn H L且li 1L.lli.. 

Malunion/Osteoarthritis 12 1.5% 14.8% 

ln.1u昼c1iru臼rscrew position 昆 L旦li Mli 

CRPS 6 0.8% 7.4% 

Infection 4 0.5% 4.9% 

Compartment syndrome 3 0.4% 3.7% 

f.fUX!ll.但ruisw..i口iu.α A 仏亜li .u:x 
Extensor tendon injury 3 0.4% 3.7% 

Herr、atoπ1a 2 0.2% 2.5% 

Hardware臼i.l.Ji.al. 2.. !1...2.%. L五~

Others 2 0.2% 2.5% 

Summary 81 10.3% 100% 

114-



PLPによる椀骨述位端骨折手術に伴う合併症の検討

手関節側面の anatomicaltilt view (15-20
0

tilt view) 

が関節内設置の有無の確認に有効となる.

屈筋l挫損傷は 0.4% (3例)であったが諸家の報告

では 2%41から 12%51との報告があり，発生率は低

かった.その理由として本プレー卜が厚さ1.6mm

とlowprofileなこと，polyaxialであることからプレ

ートを近位設置することも可能で，方形囲内筋でプ

レート全体を確実に被覆し屈筋腿との直接の接触が

避けられたことが挙げられる.それにもかかわらず

発生した症例から原因を検討してみると，プレート

がwatershedlineを越えて設置されていたこと，不

十分な整復のまま設置され プレート遠位端が掌側

に突出していたことであった.対策としては大前提

として正確な整復位の獲得が挙げられる.現在種々

の掌側ロッキングプレート が市販されているが，い

ずれもアナトミカルプレートであり以前の掌側パッ

トレスプレートに比し，榛骨遠位端掌側の形状に沿

って設置可能なように設定されている. しかしこの

プレート形状の有用性はあくまで 「正確に整復され

ているJという前提の上で効果を発揮するものであ

り，不十分な整復の上に遠位固定が施されるとアナ

トミカルプレートであるがために掌側にプレート遠

位端が突出してしまい， I腿損傷の原因となり得る.

更に可能な|恨りプレートの近位設置に努めることが

合併症の回避につながる と考え られる.しかし AO

C3型など骨折型によっ てはその目的達成のために

プレートを遠位設置せざるを得ない場合がある.そ

の際はより lowprofileなプレートの選択，方形団内

筋などの軟部組織によるプレート周囲での十分な被

覆により，極力プレートの露出を避けること，また

やむを得ず被担が困難な場合は骨癒合後，可及的早

期に抜釘を施すことが薦められる.

プレートの破煩は 0.2% (2例)にみられたが，過

去にも PLPである SmartLockを中心に報告がある

ものの OSR，DRPなど各種MLPの報告もみられた ul

Low profileであるが故の合併症であるが，対策とし

ては青壮年の重労働者には使用を避けるなど患者背

景を考慮することが挙げられる.

PLPはそのロッキング機構もプレー卜によって

様々であり，今回筆者らは Aptωus2.5③の使用症例の

みで

が， PLP全般の特徴に起因する，特有もしくは高率

な合併症というものは認められなかった そのため

合併症発生の観点から PLPの使用を控える必要は

331 

ないと考える.しかし新たな術後合併症を避けるた

めには発症した原因を考察し注意深い手術手技の

他，症例に応じた手術適応 ・手技の選択が必要であ

るといえる.

今回報告したほとんどの合併症は，術者側の注意

で防げるものが多いため 術者は正確な手技を持っ

て手術に臨むべきである.

[まとめ]

PLPを用いた榛骨遠位端骨折手術に伴う合併症は

10.3%で MLPの報告とほぼ同様であった.

PLP特有の合併症は認められなかった.

今回報告 したほとんどの合併症は術者側の注意で

防げ、るものが多いため，合併症回避のために術者は

正確な手術手技を習得し症例に応じた手術適応 ・手

技の選択が必要である.

[文献1
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plate. J Orthop Trallma 21・316-23，2007

3) Rosental TD， et al. FlInctional olltcome and complica 

tions after yolar plating for dorsally clisplaced， lInstable 
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359-65， 2006 
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tllres after palmar plate fixation of fractllres of the distal 
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榛骨遠位端骨折後の掌側ロッキングフレート固定術例
における長母指屈筋腿の経時的滑走評価
のなかのぷひろ たさきかずゆき みやざきょういち かい ι'えいじ

野中信宏¥田崎和幸々に 宮崎洋ーペ員田英二料

[目的]本研究の目的は，検骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定術後の長母指屈筋(以下

FPL)腿の経時的な滑走程度を明らかにすることである.[対象と方法]対象は，掌側ロッキングプレート固

定術と FPL腿の損傷を考慮した後療法を行った 52例とし FPLI健の滑走評価を近位と遠位滑走で評価し経

時的に調査 した.また，使用した 2種類のプレートと年齢による比較も行った [結果]近位滑走制限例は

術後 1週|時では全体の 87%であったが， 12週時では 14%に減少していた 遠位滑走制限例は術後 4週時で

は全体の 74%であったが 12週時では 18%に減少していた.遠位設置型プレー トや 70歳以上に滑走障害が

多い傾向ではあ ったが，統計学的な差はなかった. [結語]術後早期には FPLの腿滑走障害が多くの例に認

められ，経過にて改善を示すが，残存例も見られ，後療法においては FPLの腿滑走に着目した訓練も必要で

あると考える.

[緒言]

模骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート

固定術後に長問指屈筋(以下 FPL)の腿滑走障害を

しばしば経験するこ とがある.(図 1)しかしながら，

FPL鍵の断裂例の報告は散見されるが， II~滑走障害

の報告は少なく，経時的に評価した報告はない.ま

た，母指の屈曲可動域制限例や逆に伸展可動域制限

例も見られるが， 術後の FPL腿滑走の特徴を近位と

遠位滑走に区別して評価した報告もない.そこで，

今後の後療法に役立てるため，本研究の主目的を掌

側ロッキングプレート固定術後の FPL腿の滑走程度

を経時的に明らかにすることとし，その傾向を見出

すため滑走方|古]，使用したプレート，年齢によって

その滑走程度に差があるかを比較することとした.

[対象と方法]

対象は，2011年 1月から 2012年 6月までに榛骨

遠位端骨折にて掌側ロ ッキングプレート固定術と後

療法を行った例でかつ術後 1週から 8週までに 3回

以上 FPL腿の滑走評価が可能で、あった 52例とした.

骨接合時年齢は 36歳-88歳(平均 68.7歳)で，男

性8f71J，女性 44例であった.骨折型は AOの分類で

A2が5例，A3が 11例，B3が4例， C1が 8{91J， C2が

9 {91J， C3が 14{91Jであり，使用したプレー 卜はVA

TCPカ{29{'iIJ， Acu-Locカ{2l{JIJ， APUTUS カ~. 2 {91Jで、

あった.評価可能であった週ごとの症例数(図2)は，

術後 1週経過時が最も多く，対象群全て評価可能で

あったが，他の週は 30症例程度であった

1.手術方法と後療法

経榛側手根屈筋)陛鞘アプローチにて侵入し， X線

透視下にて骨折部を整復後，キルシュナー鋼線にて

仮固定 した 可及的に方形囲内筋(以下 PQ) は温

存し，滑り込ませるようにプレー トを設置した.VA-

TCPとAPUTUS使用例は全例 PQにて被覆できた

図 1 Wi後 l週時の母指の屈曲不全

受理日 2013/09/10 
場愛野記念病院 リハビリ テーション部 干854-0301長崎県雲仙市愛野IIIT甲3838-1
件愛野記念病院 整形外科
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症例数

60 

52 

50 

40 37 __ 37 
35 _ 35 

333 

32 

30 

20 

10 

。
1週 Z週 3週 4週 5週 6週 7迎 B週 12週

図2 評価可能であった症例数

*FPL躍の近位滑走評価

proximal gliding(PG) 
手関節中間位，母指CM関節
内転位にて母指Mp.IP関節
自動屈曲可動域の健側比

*FPし臆の遠位滑走評価

distal gliding limit(DGL) 
手関節目度背屈位，母指CM関節
外転位にて母指Mp.IP関節
他動伸展可動域の制限の有無

図 3 FPLJ腿の滑走評価の方法

が， Acu-Loc使用例に完全には被覆できなかった症

例もあった.術後 1週間は手関節の外固定を行い，

後療法は術後翌日から作業療法土が担当し，手指の

自他動運動を中心に行った.特に母指の IP関節の

自動屈曲運動を促 した 術後 1週経過後から徐々に

手関節可動域訓練を行った.母指の他動伸展運動は

手関節件l展位では行わず，中間位で行った.

2. FPL腿の滑走評価

症例によって母指の屈曲|可動域制限例や逆に伸展

可動域制限例が見られたため，滑走制限の特徴を見

出すために，近位と遠位の滑走評価を別々の検査肢

位で行った(図 3) なお， FPLは多関節筋のため手

関節と CM関節の肢位を設定し，母指 Mp.IP関節

の自他動運動にて評価した.近位滑走評価は proxi-

mal glicling (以下 PG)として関節可動域の健側比

を用し 1た.遠位滑走評価は clistalglicling limit (以下

DGL)として手関節 50度伸展位，母指 CM関節樟

側外転位にて母指他動作11展運動に抵抗する制限の有

無にて評価した なお，DGLは手関節 50度伸展位

の設定と しているため，術後 4週経過時から測定を

開始した.全仔1]， 手外科を専門に担当する日本ハン

ドセラピィ 学会会員のハンドセラピストが評価し

た.

3. 検討方法

検討方法は， 1. PGを{控側比 90%以上 ・90%未満

群に分けて各週の症例数での剖合を求めた.2. DGL 

を有・無群に分けて各週の症例数での割合を求めた.

3. fiI:r後 8週(もしくは 7週)経過時に評価が可能で

あった 40例に対して PGとDGL評価にて 4訴に分

類した.4. 3.が評価できた 40例のうち PGが 90%

以上・ DGLが無の例を「滑走|時害無jそれ以外の例

を 「滑走障害有Jと定義して， VA-TCP使用群 24例

とAcu-Loc使用群14{)iIJ (APUTUS使用群2例は除外)

で比較し有意差を求めた. 5. 4.と同様に 40例のう

勺
t

句
』
ム

1
L
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図4 母指自動屈曲可動域の健Iftl)比の割合の推移
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図 5 母指他動伸展制限の有l!l¥の書1)合の椛移

ち 70歳未満群 20例と 70歳以上群 20例で比較し有

意差を求めた. 4. 5 に関しては χ2乗検定を行い，

データ数が 10以下となる場合にはイエーツの補正

を行った.また，有意、水準は P<0.05とした.

{結果]

結果 1(図 4).術後 l週経過時における健側比 90

%未満例は調査全例の 87%であったが，術後8週経

過時では 19%に，術後 12週経過時では 14%に減少

していた 結果 2(図 5).評価開始の術後 4週経過

時では，制限例は 74%であったが，術後 8週経過時

では 28%に，術後 12週経過時では 18%に減少 して

いた.なお，手関節中間位では母指のイEII展制限は全

例認めなかった.結果 3(表 1).対象例を 4群に分

類すると術後約 2か月の滑走障害の原因の多くは，

近位滑走制限より遠位滑走制限によるものが多かっ

た.結果4(図 6).Acu-lρc群より VA-TCP群が滑

走障害無の例が多かったが，有意差は認めなかった

118 

表 1 術後 8(7)週時の近位・迷
位滑走障害の割合 (40例)

遠位滑走制限

鍾E 有り

近
位 90"; 

滑 以上
24伊| B OlJ 

走
〈

健

倒 90"; 

比 未満
2伊| 6伊l

〉

(p=0.35).結果 5(図 7).70歳未満群が 70歳以上

群より滑定障害無の例が多い結果であったが，有意

差は認めなかった (p=0.75).なお，全作IJFPLのl陸

断裂はなかった.

[考察]

今回の結果から，術後早期は多くの症例で近位，
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100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 

Acu-Loc 

14例

VA-TCP 

24例

-術後8週

滑走障害
有

術後8週

滑走障害
無

図6 使用したプレートによる滑走障害の割合

遠位滑走と もに FPLI陛の滑走障害が起きることが

明らかになった.その原因として以下のように著者

らは考えている. FPLJ陛は解剖学的に前腕末梢にお

ける掌側の腿の中で深層にあり，機骨遠位音1¥の最も

近くに存在している.そのため，機骨遠位端骨折の

受傷時や掌側プレート固定術時の侵袈等により術後

は!陛癒着しやすい環境にあると いえる.また，filq後

早期は FPLの筋収縮時や侵襲部位をl陛滑走する際

に終痛を伴いやすいため， FPLの自動運動を含めた

腿滑走を避けやすく，旬指の運動を促すと最初は終

痛回避のためか，短母指屈筋を使って母指 MP関節

屈曲中心の運動にて母指を動かす症例も見られる

その結果， 術後早期に滑走制限が多くの症例に見ら

れたと考えている.また 術後約 2か月では!陛滑走

障害は，主に遠位滑走制限によるものであり，近位

滑走よりも改善が遅い結果であった.この原因のひ

とつには著者らの後療法が関係 していると考えてい

る.

多田ら I1は手関節および母指 IP関節の同時強制

イ111展により FPLが損傷する場合があるので注意する

必要があると述べ，また南里子ら 21は手関節背屈位 ・尺

屈位で FPL腿がプレー トに干渉 しやすい傾向を認め

たと報告 している.これらを考慮 した著者らの後療

法では FPL腿の損傷，断裂の危険性を避けるために

遠位滑走訓練は手関節中間位程度で母指を伸展して

いる.そのため， 手関節中間位で、は母指の伸展制限

は全例認めなかったが，手関節伸展位で、評価する と

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

。%

I 

70歳未満

20例

70歳以上

20例

図 7 年齢による滑走障害の割合

-術後8遇

滑走障害
有

術後B遇

滑走障害
無

母指の{EII展制限が認められる結果になったと考えて

いる.また，筋収縮が弱し、高齢者に屈曲制限が多い

印象や近年のプレート設置位置に関する報告 31山 61

から遠位設置プレートの方がより FPLに近接するた

めl地滑走障害と伺らかの関連性があるのではな~\か

として年齢別とプレート別とで比較したが. 今回の

対象例では統計学的な差は生 じなかった.いずれに

せよ術後早期は FPLのl地滑走障害が多くの例にみ

られるが，臨床上では問題にされる ことが少ない

それは，今回の経時的な観察の結果からも徐々に改

善 してく ることや手関節より近位での癒着のために

腿固定効果が利用でき ること，ま た母指の完全自動

屈[Ili可動域は ADLで必要性が低いなど，重度な障

害でないこ とが原因であると推測される. しかしな

がら，強固な癒着形成例は運動障害への訴えがそれ

なりにあり，後療法において前腕回旋や手関節可動

域だけに着目するのではなく，掌側ロッキングプレ

ー ト固定術例であれば FPLのl躍滑走訓練も必要で

あると考える

[まとめ]

侠骨遠位端骨折後の掌側ロッキングプレート固定

術例における FPL腿の経時的な滑走程度を近位と

遠位滑走に分け調査した.近位滑走制限例は術後 l

週|侍では全体の 87%であ ったが，術後 12週|時では

14%に減少 していた.遠位滑走制限例は術後4週時

では全体の 74%であったが，術後 12週時では 18%

-119一
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に減少していた.遠位設置型プレートや 70歳以上

に滑走障害が多い傾向ではあったが，統計学的な差

はなかった. 掌側プレート固定術における FPLの

腿滑走障害は術後早期に最も認められ，経過にて改

善を示すが，残存例も見られ，後療法においては

FPLの腿滑走に着目した訓練も必要であると考える.

[文献1
1) 多国 蒸ほか.Acu-Loc distal radius plate system@を用

いて長母指屈筋腿障害を生 じた 8例.日手会誌 26:43-

46.2010 
2) 南野光彦ほか 様骨遠位端部における長母指屈筋l腿の

i骨動性についてー掌側プレー ト固定術後の超音波短期"

像による検討一 日手会誌 29:332-335， 2013 

3) 土肥大右ほか.超音波検査による挨骨遠位端骨折に対

する掌側ロッキングプレート固定術後の長母指屈筋腿

損傷の検討.日手会誌 27:70-73， 2010. 

4) 近藤秀則ほか.屈筋腿陣害予防を目的とした椀骨遠位

端骨折用掌有!IJ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. 

5) 安岡寛理ほか 携骨遠位端骨折における掌側プレート

十友釘 n~f所見の検討 日手会誌 28:9-12， 2011. 

6) 森田晃造ほか.棟骨遠位端骨折に対する掌{f!lJロッキン

グプレート固定術後抜釘11寺所見の検討一合併症回避

のために-日手会誌 28:586-589，2012. 
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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
固定術後における合併症の検討

aw 

怖
心岨

、、
かわかみゆきお

川上幸雄桐田由季子
もりたにしろ う

森谷史朗
いまたにじゅんや

今谷潤也
こんどうひでのり

近藤秀則，

榛骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート (以下VLP)固定術は 手術療法の標準的治療となりつ

つある. しかし，一方で追加手術を要するような重大な合併症の発生率は， 他の治療法よりむ しろ高いとの

報告もある.当科にて VLPを用いて加療 した榛骨遠位端骨折 194例における調査では，術後合併症は 24例

(12.4%)であり，さらにこれらのうち追加手術を要していたものは 11例(合併症症例の 45.8%)であった.

その原因の多くは technicalerrorによるものであり，正 しい手術手技による正確な実施，手術手技の標準化

などの対策が重要である と考えられた.

複合性局所痔痛症候群(以下 CRPS)前駆状態 1f91J， 

そして感染 1例 (重複あり)であった これらのう

ち追加手術を要していたものは 11例であり，合併

症症例の 45.8%(全体の 5.7%)に及んでいた(図 1).

症例 1: 77歳女性，AO A3. Acu-Loc (日本メデ

イカルネクス ト)による固定術後 2.5年時に母指 IP

関節の自動屈曲が不能となり. FPL 断裂と診断.術

後レントゲン・ CTで骨癒合は得られていたが volar

tiltの整復が不十分であり さらにプレー ト遠位部

が掌側に突出していた.術中所見では FPLはプレ

ー 卜遠位部で断裂しており，プレートの抜釘と環指

浅指屈筋腿による腿移行術を施行した(図 2).

症例 2:64歳女性， AO A2. VariAx (Stryker)に

よる国定術後 3週で母指 IP関節の自動伸展が不能

[緒言]

優れた初期固定性を有する掌側ロ ッキングプレー

ト (以下VLP)固定術は急速に普及 し，榛骨遠位

端骨折に対する手術療法の標準的治療となりつつあ

る.しかし，一方で追加手術を要するような重大な

合併症の発生率は， 他の治療法よりむしろ高いとの

報告がなされた 1) 今回，当科にて VLPを用いて加療

した椀骨遠位端骨折における術後合併症を調査 し，

その原因と対策について検討 したので報告する.

12.4% (24/194) 

追加手術

lf列→1修11:
I例寸1例!
開叫6伊iJ!
2伊H2例 1

11例--tlf~lli 

l例

lf~I --Ü f~11 : 
(重復あり)

11例 (45.8%)に追加手術を要していた

術後合併症の発生率

長母指屈筋鍵(FPLl断裂

長母指伸筋鍵<EPL)断裂

関節内スクリュ 穿孔

偽関節

正中神経領減のしびれ

CRPS前駆状態

感染

[対象と方法]

当科にて 2009.1-2012.2の間に VLPを用いて手

術治療した機骨遠位端骨折で術後 3か月以上経過観

察できた 194例を対象と した.性別は男性 33例，女

性 161例であり ，手術時平均年齢は 67.2歳 (20-95

歳)，骨折型は AO分類でA2: 21， A3 : 55， 83: 6， 

C1 : 14， C2: 69，そして C3: 29例であ った これ

らの症例に対 し，後ろ 向きに合併症の種類とその

数，必要となった追加手術を調査した.

[結果1
192例で骨癒合が得られていた.術後合併症は 24

例であり ，発生率は 12.4%であ った.その内訳は，

長母指屈筋腿(以下 FPL)断裂 1f91J，長母指仲筋腿

(以下 EPL)断裂 1{91J， 関節内へのスク リュ一穿孔

8例，偽関節 2例，正中神経領峨の しびれ 11例， 術後合併症の内訳図 1

岡山県岡山市北区伊橘IIJT1.17-18 
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Voral tiltの整復が不十分

断裂時x-p

プレート遠位部が掌側に突出

図2 症例 1:77歳女性， AO A3. ACll・Locによる固

定術後 2.5年での FPL断裂.務i指浅指屈筋腿

によるl健移行術を施行.

スクリユー先端の背側突出なし

断裂時x-p 断裂時CT

図 3 症例 2:64歳女性，AO A2. VariAxによる固

定術後3週での EPL断裂.回有示指伸筋腿に

よる!陸移行術を施行.

2nd row screwが複数本穿孔

関節鏡所見CT 

図 4 症例 3:69歳女性，AO C3. DVRによる固定術後，

遠位部スクリューが複数本関節内に穿孔

x-p 

となり， EPL断裂と 診断.術後レントゲン .cr， 

手術時所見において遠位部スク リューの背側への突

出は認めなかったため，遠位部スク リューの抜去 ・

入れ替えなど、は行わず，固有示指伸筋!腔による!腿移

行令官を施行した(図 3)
症例 3: 69歳女性， AO C3. DVR (Biomet)によ

る固定術後， crによる評価にて 2ndrowを中心と

した遠位部スク リューが複数本関節内に穿孔してい

た(図 4).骨癒合が得られ次第早期に抜釘術を施

行した

[考察]

Diaz-Garciaらは， 60歳以上の榛骨遠位端骨折の

治療において VLP固定術は Minorな合併症は少な

いものの，追加1手術を要するような重大な合併症の

発生率は， 他の治療法よりむ しろ高いと報告 してい

っL
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図5 骨折型別における合併症数とその剖合・追加
手術を要していた数とその告IJ合

Z』
Z
M

榛側⑤ ② ① 尺側

図6 FPL断裂症例におけるプレート述位部の掌侃IJ突出 (Acu-Loc臨

床平均との比較，文献2)3)より許可を得て一部データを転載)J 

る 1) 当科における VLP固定術後の合併症の発生

率は全体で 12.4%であり，そのうち 11例に追加手

術を要しており，決して少なくない割合であるとい

える. 骨折型別に比較してみると，合併症の発生率

にはほとんど差を認めなかったが，追加手術を要し

ていた割合は， A lype 22.2%， C lype 60%であり，

明らかに Clypeで多い結果であった (図 5).

VLP固定術後の重篤な合併症のひとつとして FPL

断裂が挙げられるが，その原因としては，不適切な

位置へのプレート設置，プレート遠位部の浮き上が

り，整復位の不良，遠位部スク リユーヘッドの突出，

骨折部のコラプス，腿の脆弱性などの報告がある.

症例 lでは著者らが報告した Acu-Locのプレー ト設

置位置の臨床平均 2)と比較し， FPLの走行位置 3)に

おけるプレー ト遠位部の掌側への突出が大きくなっ

ており(図 6)，プレート遠位部の掌側への浮き上が

り，遠位骨片の整復位の不良が FPL断裂の原因と

考えられた.また， EPL断裂の報告も散見され重大

な合併症である 遠位部スク リューの背側突出， ド

リリ ング時の損傷などの technicalerrorがその原因

として挙げられる.症例 2では術後レントゲン-

cr画像・手術時所見で遠位部スクリューの背側突

出はなく，手術時のドリリングの際にも背側の骨皮

質を貫いていないことから，受{第一時の損傷や第 3コ

ンパートメン 卜の内圧の上昇が原因叫と考えた

さらに，遠位部スク リューの関節内穿孔も問題と

なっている.特に最近の VLPでは複雑な骨'折型へ

の対応や遠位骨片への十分な回定性の獲得を目指し

て，遠位部スクリューの本数の多数化，挿入方向・

ロッキング様式の多様化がすすみ，従来の VLPと

比較してよりインプラン トデザインが複雑化してき

ている.そのため，術者が安全，正確，そ して安定

して遠位部スクリューを挿入することは決 して容易

ではない 当科における別の調査でも 512本中 13

本 (2.5%) の遠位部スクリユーの関節内穿孔を認

めた 5) その原因としては，遠位骨片の整復が不十

分，プレー ト設置が速位 AOC3のような高度な

骨折型，プレートの特性などが挙げられる.症例 3

では遠位骨片の整復が不十分であったこと，骨折型

が高度であった ことが原因と考えられた その他に

偽関節，正中神経領域のしびれ， CRPS前駆状態，

感染の合併症を経験した.

これらの術後合併症の発生を回避するための対策

としては，他部位の骨折と同様に atraumaticな手

術操作，骨片の正確な解剖学的整復は言うまでもな

く， 局所解剖 ・各VLPの特性の熟知，そしてプレー

トの至適位置への設置と的確なスク リユー伸入が重

要であると考える.これらに加えて今谷が提唱する
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手術手技の標準化 6)の実施は，さらなる治療成績

の向上につながるものと期待される.

[まとめ]

当科における機骨遠位端骨折に対する VLP固定

術後の合併症は 24例 (12.4%) であり，そのうち

45.8% (全体の 5.7%) に追加手術を要していた.合

併症の原因の多くは technicalerrorによるものであ

り，局所解剖の熟知，各 VLPの特性の十分な理解，

プレー 卜の至適位置への設置と的確なスクリユー挿

入などの正しい手術手技による正確な実施が重要で

ある. これらに加えて手術手技の標準化は，さらな

る治療成績の向上につながるものと期待される.

[文献]

1) Diaz-Garcia R. 1. et al. A systematic review of outcomes 

and complications of treating unstalコl巴distalradius frac-
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折 34:685-689，2012 

3) 近藤秀則ほか. Multidetector CTを用いた長母指屈筋

l殴の走行位置の検討一掌側ロッキングプレート固定術

後の屈筋l腿障害の回避を目指 してー.日手会誌 29:22 

25，2012 

4) Engkvist 0， et al. Rupture of the extensor pollicis lon-

gus tendon after fracture of the lower end of the radius-

-a clinical and microangiographic study. Hand 11: 76・86，

1979. 

5) 近藤秀則ほか 検骨遠位端骨折に対する掌側ロッキン

グプレー ト固定術後における遠位部スク リュ一関節内

穿孔の原因と対策骨折(inpress): 0仏 2013.

6) 今谷I問也ほか. 検'再逮位端骨折に対する・標準的"掌

側ロッキングプレー ト固定術 日手会誌(inpress) 
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粉砕を伴う榛骨遠位端骨折に対する人工骨ブロ ックを

用いた整復法 REGO(Radius En-Grafting Osteoplasty) 
の有用性
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蜂須賀裕己

粉砕・圧潰を伴う機骨遠位端骨折では，骨欠損が生じているために整復操作に難渋することが多い 当科

ではこれに対し，人工骨ブロックを接ぎ木状に骨折部にはめこんで移植し容易に整復を行う方法 (Radius

En-Grafting Osteoplasly (REGO))を創案し，施行してきた.症例は 21手 20例で，令官後の平均可動域は背

屈 71
0

，掌屈 64
0

，囲内 82
0

，回外 82
0

であった 平均手術時間は 96分 Raclial lnclinationとUlnarVariance 

は有意の差を もって改善していた.また，Mayo Wrist Scoreでは俊および良が 18例であった

整復操作を容易にするための骨移植という概念は一般的ではないが 本法は骨質の脆弱な症例にも施行可

能な，簡便かつ効果的な方法であると考える.

fied Wrist Scoreを芹Jllた. 単純X線像評価は術前，

最終経過i観察時の RadialInclination (以下 町)， Vo-

larTilt (以下γf)，Ulnar Variance (以下 UV)を測

定し，整復操作による術前後での改善度を対応のあ

る t検定を用いて比較した.同時に，術直後の単純

X線像と比較して最終経過観察時の術後矯正損失の

有無，骨癒合，1mm以上の gap. step offの有無に

ついて評佃iした.

手術方法:1)掌側アプローチにより骨折部を展

開し，骨幹部は全周性に剥離する.圧演が強く整復

が非常に困難な場合には腕様骨筋付着部は切離し，

第 1仰筋!腿区画を開放する. 2) 骨幹部を掌側に引

き出し，断面積lOX5mmの骨たたきを髄腔に打ち

込み，骨講を作成する(図1).3) 連通孔ハイドロ

キシアパタイト ;ネオボーン③の骨ブロックを，断

面が上底 10mm・下底 15111111.高さ 15mmの台形

で厚さ 5mmに形成し，これを先に形成した骨溝に

はめ込む(図 2). この操作により，骨幹部には凸状

の突起が形成される.この際の突出は不足した uv
の高さになるように調整しておくと後の操作が容易

となる.4) 骨折部にエレパトリウムを挿入しなが

ら末梢骨片を引き起こし，凸部を末梢骨片内の

fracture voidにより生 じた陥凹内にはめ込む(図 3)

5) はめ込んだ後，長軸方向・ 掌背側から槙骨遠位

[緒 言]

模骨遠位端骨折の手術療法において，近年では各

種の掌側ロッキングプレー卜や鎚内釘などが開発さ

れ，より強固な固定が可能となってきている. しか

しながら，有用な整復方法に関する報告は多くな

い.粉砕・圧演を伴う榛骨遠位端骨折では，骨欠損

が生 じているために固定法だけではなく，整復操作

に難渋することも多い.著者らは術中盤復困難症例

に対し，人工骨ブロックを接ぎ木状に骨折部にはめ

こんで移植し容易に整復を行う方法 (RacliusEn-

Grafting Osteoplasty (REGO)) を創案 し施行して

きたので，その成績について検討 し報告する.

[対象と方法]

対象は， 2009年 12月-2012年 6月までに REGO

法を施行 し，術後 6カ月以上経過した 21手 20例で

ある.術後平均経過観察期間は 15か月 (6か月 一24

か月).平均年齢 74歳 (62-81歳)， 全例女性であ

った.内固定材料は AcuMeclAcuLoc : 9例， メイ

ラ棟骨遠位端骨折用プレート Pタイプ :2例・ Dタ

イプ :3仔1]， Synthes VA-TCP : 7仔1]，人工骨ブロッ

クは全例ネオボーン @を用いた. 骨折型は AO分

類で A3が 5手， C2が8手，C3が 8手であった.

臨床成績評価は可動域，手術l時間，Mayo Modi-

広島県呉市青山IIrr3番 1号

-125一

干737・0023
受fリ!日 2013/09/22
国立病院機柄呉医療センター ・中国がんセンター
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a b. C. 

図 1 a. 骨幹部を掌側に引き出す.

b， c.断面積10x 5 mmの骨たたきを髄JJ空に打ち込み，骨精を作成する

a 

ロ

f-怠骨l

図2 ネオボーンの骨ブロックを台形に形成し，

骨精にはめ込む.

端に愛護的な圧迫をかけると，脆弱な海面骨と骨ブ

ロックが適度につぶれ，ほぼ良好な整復位となる.

陥没した関節面は同時にブロ ックに押し上げられて

ほぼ自動的に整復される(図 4a) 整復が不足 して

いる場合には適宜 lくwireを骨折部に刺入して骨片

の位置を調整する(図 4b，c). 6)整復位が得られ

たことを確認した後，ロッキングプレートによ って

固定する.

{結果]

術後の平均可動域は背屈 71
0

(40-90)，掌屈 64。

(45-85)，囲内 82
0

(75-90)，国外 82
0

(45-90) であ

った.平均手術時間は 96分 (57-151). Mayo Wrist 

図3 a 骨折部にエレパト リウムを挿入しながら
末梢骨片を引き起こす

b 凸古11を末梢骨片内のfracturevoidによ り

生じた陥凹内にはめ込む

ScoreはexceJlent12手， good 6手， satisfactory 3手，

poor 0であった.町 平均は術前 7
0

(-16-20)から術

後 20
0

(12.9-28)， VT平均は術前 _6
0

(-18.6-23) か

ら術 後 3
0

(-6-12)， UV平均は術前 4mm(0-10.4) 

から Oml11 (-3-1.6) といずれも改善 しており，間

および UVの改善には有意差を認めた(表 1.). 最

終経過時の単純 X線像評価で、は，全例で良好な骨

癒合を得ており， 1例のみ矯正損失を認めた. 1111111 

以上の gap. step offが残存している症例は 4手で

あった.

75歳，女性

主訴 :左手関節痛と変形.

現病歴:転倒し受傷 し，当科を受診.

126 -
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a b. 

C. 

343 

図 4 a.はめ込んだ後，長]1]111・検側・尺侭1)から愛護的に圧迫をかける

b， c. K-wireを骨片と骨ブロックの間隙に車1)入することで，整復を微調整する.

表1 術前および最終評価時の単純X線像の比較.

術前 |最終終渦観察時

RIC)  17 (-16'"'-'20) 120 (129'"'-'28) 

VTC )ト6(ー186'"'-'23) 13 (-6'"'-'12) 

LJV (mm) 14 (0'"'-' 104) 10 (-3'"'-' 1 6) 

身体所見 ・画像所見 :左手関節jは腫脹と擁屈変形

を呈 していた.単純 X線像および CTでは槙骨遠位

端は圧潰し，関節面は掌背側に分自fEした AO-C2型

骨折を呈 していた(図 5).

手術所見 :受傷後 2週で REGO法による骨整復

および SynthesVA-TCP プ レー トによる内固定を

施行した 手術時間は 77分であ った.

術後経過 :術後 2年 6か月の現在，矯正損失は認

めず，良好な骨癒合を得ている(図 6). 関節可動

域は背屈 70
0

({建側 80
0

)，掌屈 70
0

(健側 75
0

)，囲

内および国外はともに 90。で左右差を認めなか っ

た.握力は 21.5Kg(健側 24.5Kg)，DASH scoreは1，

図 5 受傷時単純X線像およびCT.
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344 様骨遠位端骨折整復法の工夫

図 6 1!;;終経過観察時の単純X線像

STEFFは97(健側 98)，Mayo Wrist Scoreは95，

excellentであった.

[考 察]

粉砕を伴う焼骨遠位端骨折手術においては，整復

操作が困難であるという問題と，安定した強圏内固

定が困難であるという問題がある.内固定材料およ

び内固定法については様々な優れた器械が開発され

ている反面，整復操作の問題に関する報告は少な

い.整復操作を困難にしている原因としては主に

1) Fracture Voidがあるため，安定した整復位を保

持するこ とが難しい 2)骨質が脆弱で、あるため，

整復操作により骨片が破損してしま う可能性が高

い. などが挙げられる これまでに多くの施設で

用いられている整復方法としては， condylar stabi-

lizing法(以下 CS法)が挙げられる 川.同法はプ

レートの湾曲を利用して側面像でvrを整復するこ

とが容易な優れた方法であり，様々な変法が報告さ

れている.関節内骨折の場合に整復の補助として関

節鋭や透視装置を用いることを挽奨する報告がある

が，整復方法について手技を具体的かつ体系的に検

討した文献は少ない ll41

REGO法は AO分類 lypeBを除く圧演を伴う骨

質の脆弱な機骨遠位端骨折に対し有効な整復手技で

ある.整復操作を容易にするために骨幹部に接ぎ木

状に骨移植し'骨の形態を形成する方法であり，欠損

部の充填のために行われる従来の骨移植の概念とは

大きく異なっている.玩具のブロックのようにはめ

込んで整復する操作であるため，骨折手術に習熟 し

た整形外科医であれば比較的容易に施行可能であ

る.特に， X線像の掌背側像で安定した整復位が得

やすいという特徴がある.当科ではまず徒手的ある

いはエレパトリウムなどの手術器械による整復を試

みた後，安定した整復位がとれない場合，また骨片

が極めて脆弱で整復操作により骨折を生じる可能性

が高いと判断した場合に REGO法に移行すること

としている.

~~骨遠位端骨折に対する骨移植は矯正損失の予防

には有用であるが，骨採取の侵襲や手術コス卜を増

大させ，手fil:j時間の延長を招き，その有無による短

期臨床成績に差がない，とする否定的な意見もある 51

著者らは当初より採取による侵襲と手術時間短縮の

ため，人工骨ブロックを採用しているが，骨ブロッ

クの加工と形成に時間と若干の習熟を要するという

問題があった.そこで，REGO法用の台形ネオボー

ン@を依頼作成しており，現在はこれを用いている

(図 7). ただし，人工骨を使用した場合に手術コス

トが増大するという問題は避けえない短所であるた

め，前述したように他の整復方法が困難と判断した

症例に施行すべきと考えている.

REGO 7去の手技における問題点としては，整復~I~

の骨ブロック折損，骨ブロックの関節内への突出の

可能性，整復不足が挙げられる.まず骨ブロック折

損の問題であるが，折損しでも骨欠損部内に人工骨

が充頃された状態のため，多くの症例で骨折整復古1¥

の安定性は総持されているーしたがって，手技全体

に対する影響は乏 しい.次に，関節内骨折の場合に

骨ブロックが関節内に突出する可能性は想定される

ものの，術中には透視装置や関節鏡で十分整復位を

確認しており，著者らは経験していない.整復不足

の問題は，受傷後長期経過例や非常に高度な粉砕が

生じている症例で、経験することが多い.これらの整

復困難症例では， REGO法のみで整復することに拘

泥することなく， CS法の併用や，透視像の詳細な

観察，関節鋭による補助整復も考慮すべきである.

術前に CT画像などを卜分に検討し， 手関節の解剖

学的構造と骨折操作に習熟 した術者・助手により手

術計画を立てることが望ましいと考える.
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[まとめI

椀骨遠位端骨折整復法の工夫

図7 著者らが開発を依頼した REGO
用の台形ネオボーン.

REGO法は，人工骨ブロックを用いて骨折部を形

成 し整復を簡便にする手術方法であり，粉砕を伴う

榛骨遠位端骨折に有用である.整復操作を容易にす

るための骨移植という概念は一般的ではないが，骨

質の脆弱な患者に使用することも可能な，間便かっ

効果的な方法であると考える.

[文献1
1) 1くiyoshigeY. Condylar stabilizing technique with AO/ 

ASIF distal radius plate for Colle's fracture associatecl 

with osteoporosis. Tech Hancl Up Extrell1 Surg 6: 205-

208.2002. 

2) Kiyoshige Y. Conclylar stabilizing technique for intra-ar-

ticular fracture of distal raclius. T，巴chHancl Up Extrell1 

Surg 9: 17-20， 2005 

3) Ruch DS， et al. Arthroscopic reduction versus f1uoro-

scopic recluction in the management of intra-articular 

clistal raclius rractures. Arthroscopy 20: 225-230， 2004. 

4) Varitimidis SE， et al. Treatll1ent of intraarticular frac-

tures of the distal raclius: f1uoroscopic or arthroscopic 

reduction?] Bone ]oint Surg Br 90: 778-785， 2008 

5) Tosti R， et al. Th巴 roleof bone grafting in distal raclius 

fractures.] hand Surg Am 35: 2082-2084， 2010 
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基節骨基部骨折に対する術後可動域制限の少ない

銅線固定術
たなかとしかず い くみ あきら おがわ たけし おちあいなおゆき

田中利和ぺ井汲彰*ぺ小川|健ぺ落合直之メ

手指骨折のうち，基節骨骨折は多く，特に基部骨折は治療に際して固定材料設置部位により軟部組織を巻

き込み，近接関節の可動域制限を生じる.今回骨間筋腿111旨(int巴rosseoushood)に銅線を入れることにより，

手指関節の可動域制限を生じない刺入法を行った 2例の成績を報告する.

症例 1: 18歳男性 自転車で転倒 し，中指基節骨基部骨折.受傷後 3日目に経皮的ピン固定を行った.1 

週間の安静固定後に隣接指固定を行って，可動域訓練を開始した.術後 2週間で可動域は左右差なく， 6週

間で固定抜去して，3か月後には骨癒合も完成した.可動域制限はない.

症例 2: 38歳 男性 労務中に物が落ちてきて受傷.単純x-P上左横骨遠位端と右小指基節骨基部骨折

が見られた 小指は転位があるために経皮的ピン固定を行うも術後 1週間でピンが緩んだために再度固定.

可動域訓練は再手術後 1週間より隣接指固定下で開始し，術後5か月経過しているが，術後可動域制限なく，

f吏用できている.

[緒言]

手指骨骨折はアメ リカでは前腕以下の骨折の 23%

を占める骨折であるといわれ，基節骨骨折が多くを

占めている 11 指骨骨折に対する治療法は種々の内

固定材料があるが，保存的治療でもI白l流が良好であ

る指骨は.骨癒合は良好である.問題は，指骨骨折

の中でも多い基節骨骨折は手指可動域の多くを担っ

ている MP，PIP関節に関係しているため，合併症

としての伸展制限，関節拘縮による可動域制限が生

じることである 21 今回著者らは，艇や靭帯成分の

少ない骨間筋l陛111自 (interosseoushoocl)に銅線を入

れることにより，手指関節の可動域を障害すること

なく，正常なアライメントを保ち骨癒合に導く刺入

法を 2例に行った成績を報告する.

[対象と方法]

伝達麻酔下に，まずは整復位を確認する.安定性

が良ければ，逆行性に基節骨基部中央より近位に向

けて，鋼線を 2本交差刺入する しかし，基節骨に

対して急峻になってしまうので，目的の場所に入り

にくいこと， または隣接指が邪魔して思うように刺

入ができないことがある.このような場合は， Ender 

釘に準じて基節骨中央部を目標に小切聞を入れ，銅

線刺入部位周囲を十分にモスキー 卜鮒子で剥離を

し， 1.4mmの鋼線で開口部を作成し， 湾曲させた

1.0-1.2mmの鋼線を刺入し固定する.この場合，

先端を少し曲げであるので 銅線の回旋により近位

骨片の整復位を整えることも可能である.固定性が

良ければ，早期より健常隣接指と buclclytapingで

固定し運動療法を開始する.

[結果]

症例 1: 18歳男性右利き

自転車で転倒し，右環小指基節骨基音1)骨折を受傷

した(図 1-a) 受傷後 3日目に経皮的鋼線固定術を

環指基節骨に行った(図 1-b). 1週間の安静固定後

に中指との budclytaping固定を行って，可動域訓練

を開始 した 術後 2週間で可動域は左右差なく， 5 

週間で固定を抜去し， 3か月後に骨癒合が得られた

(図 l-c).MP， PIP， DIP関節に可動域制限はない.

症例 2: 38歳男性右利き

労務中に物が落ちてきて受傷 した(図 2-a).左側

の侠骨遠位端骨折と右側の小指基節骨基部骨折を受

傷していた.榛骨は転位がないためにギプスシーネ

受理日 2013/09/02 
*キッコーマン総合病院 干287-0005 千葉県野田市宮崎 100

H 筑波メデイカルセンター病院 整形外科
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図 1-a 症例 l 受傷H寺x-p

図 2-a 症例 2 受傷時 X-P，3D-Cf 

基節骨基部骨折への鋼線固定術

図 1-b 症例1.手術時 x-p

図 2-b 症例 2. 手術JI寺x-p

による固定，小指は転位があるために経皮的鋼線固

定術を行った(医12-b).術後 1週間でピンが緩んだ

ために再度固定を行った.可動域訓練は再手術後 1

週間より環指との buddytaping固定下で開始した.

術後3週間で PIP関節伸展 _300

屈曲750

再手術後4
週間で鋼線を抜去した.術後5か月経過しているが，

PIP関節の可動域は Oから 95。まで改善 し，DIP， MP 
関節ともに可動域制限なく，使用できている(図2-c).

[考察]

手指骨骨折，特に基節骨に対する治療法は骨折型

にもよ るが伸筋腿，屈筋腿の緊張を利用した保存的

治療法 31がある.しかし MP関節屈曲位を保持する

ことは難しく，固定中に転位を生じることがある

手術的治療は経皮的鋼線固定術，プレー ト固定術が

347 

図 1-c 症{1IJ1. 3か月経過l時x-p

図 2-c 症例 2.3か月経過H寺x-p

ある.経皮的銅線固定術には，関節外鋼線固定術，

経中手骨頭銅線固定術 41や，伸展機構の妨げになら

ない掌側からのAlプーリー遠位からの銅線固定術51

がある.Faruquiらは，関節外銅線固定術，経中手

骨頭鋼線固定術の比較で，どちらも 50%の可動域制

限の合併症が見られていると報告 している I1 どち

らの刺入方法でも MP関節の側副靭帯を巻き込んだ

り，関節内に銅線が入ることより関節包，付!筋!腔帽

を巻き込み，関節可動域の制限を起こさせる原因と

なっている.指用プレート固定術 61については，同

様に術後の関節可動域の制限が問題となる 7)

MP関節周囲骨折後の可動域制限の原因には，軟

音11組織の損傷，術後の癒着，また.変形癒合や腿靭

帯の伸長によるものがある 81 これらのうち，術後

の癒着に対 しては早期運動療法が推奨され，強固な
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になる.基節'骨には側索， 伸筋l陛， 例l筋腿帽に固ま

れた軟部組織の疎な部分があり，この部分は MP関

節の上を覆う指背!躍膜腿l帽の動きに影響されず， PIP 

関節屈曲時の側索の移動の際にも空白の場所となる

(図 3-a，b). 今回採用した銅線の刺入部位は，遠位

骨片の骨折線近傍，指背l陸膜腿帽と側索との聞のl躍

や靭帯成分の少ない骨間筋腿帽に鋼線を入れるこ と

により関節可動への制限のない鋼線刺入を行うこと

が可能であった.

この方法の問題点は，刺入位置が狭いために刺入

角度が急峻とならざるを得ないこと，近位からの刺

図3-a MP関節伸展l時.伸筋l腿， ~!IJ索指背l腿膜l健 l隔で 入では遠位骨片への刺入が難しい点である.不安定

四まれた点線部分には軟部組織の介在は少ない 性のある症例では整復位の保持が大切で，逆行性に

Ender釘を入れるような手技もパックアウ 卜する可

能性があり， 注意が必要である.また，骨間筋l陛l帽

の下縁をなす側索の動きに影響するような刺入をす

ると， PIP関節可動域にも影響する.さらに，骨間

筋腿帽の形態についての解剖学的な詳細が検討され

ておらず，どの程度の骨折までこの方法が有効か不

明であり，今後の検討が必要である.

図3ーb MP関節屈曲時 伸筋1I佳，側索，指背l腿膜1I住帽で
図まれた点線部分の動きは伸展|時と変わらず保た
れ，PIP関節屈曲時の側索の移動にも大きな妨げ
にならない

固定法が選択される.生体力学的にはプレート 固定

術が最も強固な固定となるが 9)10) 軟部組織の剥離

が必須であること，プレートが骨に接していないと

軟部組織への影響があり 十分骨に密着させる必要

や，設置位置に配慮、が必要で、あると報告されてい

る.鋼線固定は内固定としての強度は低いが，使い

慣れているという理由から選択肢としては頻用され

ている.しかし，刺入した銅線が貫く軟部組織によ

っては，術後骨癒合が得られでも可動域制限が残る

こととなる 9)

基節骨の解剖学的特徴は，PIP関節， MP関節と

もに関節可動域に関わる側索， {申筋!陛， {~l筋 )叫 1 11自 ，

側副靭予告，掌側板等があり，これらの構造物を障害

したり，貫通すると関節可動域の制限が生じること

[まとめ]

基節骨基部の骨折に対して， 術後可動域制限のな

い鋼線固定を行った 2例について報告 した. 銅線固

定は， 伸筋l陛，側索の間隙である骨間筋腿帽からの

刺入が基節骨基部骨折には有効と思われる.本法は

MPに関して可動制限を起こさないが，京IJ入法 (位

置)によっては， PIPには影響を及ぼす可能性があ

る.

[文献]

1) Faruqui S， et a1. Percutaneous pinning of fracLures in 

the proximal third of the proximal phalanx: complica-

tions and outcomes. j Hand Surg Am 32: 1342・1348，
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Surg Br 66: 159-167， 1984 
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マレット骨折に対する経皮的スク リュー固定
うるしさきゐゃ ニじま あらた うえだゆきニ なかむ勺まさや

漆崎亜弥話，児島新¥植固有紀子科，中村誠也同

[緒言]マレット骨折に対する石黒原法はピンが皮府外に露出するため不自由を生じる 著者らは 2004年

より経皮的な screw固定法を用いて加療しており，その結果を報告する [対象と方法12006年4月から

2012年 10月までに治療したマレット骨折 46例中 35例に screw固定を行った. 受傷後 3週間以上経過した

症例は 12例であ った.screwはシンセス社製の1.0111m-1.5m111のチタン screwを骨片の大きさに応じて選

択した.指神経ブロック後骨折部を整復し screwを挿入した.陳旧例には 18G針や眼科男刀を用いて骨折

部の新鮮化を行った [結果134例で骨癒合が得られた蟹江の評価法で、 Excel1ent28例， Good 3仔11， Fair 

4例であった. [考察]経皮的 screw固定法は小さな骨片に screwを挿入する技術習得は必要で、あるが，術後

早期に水仕事が可能となり 有用な治療法の一つである.

[緒言]

マレツト骨折に対する手術療法として，石黒法 I1

は広く利用されている.通常のピンニング法ではピ

ンが皮局外に露出するため，患者の日常生活に不自

由さを生じる.著者らは この不自由を回避するた

め， 2004年より 骨片の経皮的な screw固定法を用

いて治療しており，今回その調査結果を報告する.

[対象と方法]

対象は 2006年4月から 2012年 10月までに治療

したマレット骨折 46例中 screw固定を行った 35例

である.男性 22紗1)，女性 13例，手術時年齢は 14歳

から 62歳，平均 33歳であった.受傷指は示指6例，

中指 10例，環指 9Wll，小指 10仔11，受傷原因はスポ

ーツ 21例，その他 14例であった.受傷から手術ま

での期間は 2日から 5ヵ月で平均 24日， 3週間以上

経過したものが 12例であった. Screw固定の適応

は関節面の 1/3以上の比較的大きな骨片とした

骨接合にはシンセス社製チタン screw1.0111 111 ， 

1. 3111111， 1. 5111111のいずれかを骨片の大きさに合わせ

て選択した 手術は全例指神経ブロック麻酔で行っ

た手術手順はまず末節骨の掌側脱臼を整復保持し，

イメージ下に 24G針で、骨片中心と整復方向を確認す

る.次に， 3111111から 5mmの小切聞を皮膚に加え，

眼科関刀先端を用いてゆっくり と骨片を整復する.

挿入する screwの大きさに応じてKirschner鋼線で

下穴をドリリングする.骨片の大きさに応じた適切

な径と長さの screwで骨片を固定した(図 1)後，

術中イメージ下で自動運動を行わせ，骨片と screw

の固定性をli!Ii認している. 一旦整復できた骨片は挿

入~jにドリル先や screw 先に圧迫力を加えることで

整復は比較的容易に行うことができる.ただし，術

者の左手で末節骨の掌側脱臼の整復の保持は維持 し

ている.特に骨片の整復保持のための仮固定はして

いない.

35例中 9fylJには術後Kirschner鋼線で DIP関節

を一時的に固定した.Screw headとKirschner銅線

は皮下に埋没した.

陳旧性骨折の場合，前述の手順を行う前にイメー

ジ下に 18G針や眼科男刀を用いて経皮的に骨折部

を新鮮化した.癒痕組織など介在物があり，整復困

難な症例には背側に小皮膚切聞を加え，被痕組織を

郭清したのち，新鮮骨折と同様の手技で、 screwを挿

入した.陳旧性骨折症例には原則JDIP関節の一時

固定を追加した.

術後療法は screw挿入部の創癒合した時点で手洗

いを許可した.創縫合を行わなかったものは 2，3日

後から 1針縫合した場合は術後 7日で抜糸したの

受理日 2013/09/03 
*関西医科大学香里病院 干572-8551 大阪府寝屋川市香里本町通 8-45

H マックシール巽病院
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ちとした.DIP関節固定を したものは，休日後 4-6週

で一時的な DIP関節固定ピンを抜去し，自動運動を

開始した.

DIPをKirschner銅線で一時固定 しなかった症例

ではシーネによる外固定を 4-6週間行い，自動運

動を開始した. Screw抜去は骨癒合が得られた術後

3-6ヵ月で行った.

[結 果]

1.5mm screwを3f91Jに1.3mmscrewを27例に

1.0mm screwを5例に用いた

DIP関節、iをKirschner銅線で固定したのは 35例

中9例であった.術中， ドリ リング操作や screw挿

入にて骨片が破損した例はなかった. 1例で術後 1

週経過時に患指を再度打撲し，骨片が粉砕していた

ため，再手術を要 した.これ以外の 34例で骨癒合

が得られた.術直後と抜釘時を比較し，経過中に骨

片が転位した症例は再受傷 した 1例を除きなかった.
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DIP関節可動域は伸展 0-ー20度(平均 -4度)，屈

曲45度-80度(平均 66度)であった.蟹江の分類

で Excellent28 f91J， Good 3例， Fair4例であった

[症例 1]

32歳男性，バスケットボール中に左環指を受傷.

初診時 X線像にて近位背側に転位した骨片を認め

た.受傷後 11日目に1.3mmscrewを用いて骨接合

術をおこなった.術後4か月で screwを抜去し，骨

癒合も得られている(図 2).最終観察時の DIP関節

可動域は 3-75度で蟹江評価は Excellentであった.

[症例 2]

22歳男性，バスケットボール中に左小指を受傷し

たが，2ヵ月放置して受診した.

初診時X線{象で転位した骨片をみとめた.経皮的

に骨折部を新鮮化し， l.Omm screwを用いて骨接合

を行い， DIP関節固定も追加した 術後 6週で DIP

関節固定のKirschunaer銅線を抜去し，自動運動を

開始した.骨癒合は得られ，術後 7か月で screwを

図 1 手術手順

図 2 症例 1:単純 X線画像 図 3 症例 2:単純 X線画像
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352 マレッ 卜骨折に対する経皮的スクリュー固定

抜去(図 3)，DIP関節可動域は 5-70度で，蟹江の

評価法で Excellentであった.

[症例31
51歳男性，物が右示指に落下 して受傷 した受傷

後 5日日に1.3mm screwを用いて骨接合術をおこ

なった 術後 1週間で再度患指を打撲 し，骨片が粉

砕， 転位 した.飲食業を営んでおり，ピンニング法

などによる長期間手洗いできない手術法は拒否され

たため， screwを抜去 し，suture anchorを用いて

縫合を行った. 術後 6か月の現在，骨癒合は得られ

ておらず(図 4)，DIP関節可動域は 20-60度で蟹

江の評価法で Fairであった.

[考察]

マレッ卜骨折に対する手術法には様々な報告があ

り，なかでも石黒法は世界で広く使われている優れ

た方法である しかしながら，皮膚外に Kirschner

銅線が露出し，頻固な創処置や感染の リスクを避け

るため手洗いができなくなるなどの不自由が生じ

る.これを回避する目的で これまで screwを用い

て内固定 したり 2)3)，hook plateを用いて内固定す

る方法 4)が報告されている.また，石黒?去を行い

Kirschuner銅線を皮ドに埋没する方法も試みら れ

ている 5)

Screw固定法の利点、は良好な固定性が得られるこ

と，手洗いが術後数日で可能になり，仕事や家事へ

の早期復帰が可能であることである.欠点は小骨片

では帰入手技が難 しくなることや，骨片が割れて し

まう可能性が危慎される.骨片の破損を防ぐために

は，正確な位置に適切な大きさの screwを挿入する

ことが重要と考える.また， 1.0mm screw headは

1.3mm screw headに比i院し極端に小さく， ドライ

図 4 症例 3:単純 X線画像

パーの把持もよくないため，挿入にはかなりの慣れ

を要するが，安定 して挿入できる技術を習得する

と， 小骨片に対する screw固定の適応症例の幅も広

がると思われる.

[まとめ]

マレット骨折に対 して経皮的 screw固定法をおこ

なった.骨折部の良好な固定性が得られ，皮膚外に

ピンの露出もないため，早期に手洗いが可能であっ

た今後有用な手術方法の選択肢のーっとなる と思

われた.
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将山、、
指 PIP関節側副靭帯損傷に対しての手術療法と
早期可動域訓練による治療
いわしろひろのぷ

岩城啓修

著者は，強い不安定性を呈す手指 PIP関節側副靭帯損傷に対し手術的治療を行い，術後早期から可動域訓

練を開始している.対象は，ストレス X線撮影で患側と健側の tiltingの差が20度以上で slidingが認められ，

術後 3か月以上経過観察が可能であった 20例 ・20指とした 受傷時平均年齢 31.5歳，受傷から手術までの

期間は平均 11.6日，術前X線で健側と患側の tiltingの差は平均 32.8度，術後経過観察期間は平均 8.3か月

であった.手術は側副靭帯の縫いしろが僅かでも存在していた場合， 端々縫合を試み，縫合後不安定性が残

った症例と靭帯付着部で損傷していた症例は boneanchorを用いて修復した.後療法は，術後 1週間はスプ

リントにて PIP関節のみ伸展位固定と し，術後 2週日より隣接指との聞に buddytapeを用いて可動域訓練

を行った PIP関節可動域平均 96.8度， 伸展平均 -2.7度，屈曲平均 99.5度と比較的良好な結果が得られた.

[緒言l
強い不安定性を呈す手指 PIP関節側副靭帯損傷

に対し手術的治療を行い 術後早期から可動域訓練

を開始する事により，比較的良好な結果が得られた

ので報告する

{対象と方法]

対象は. 2008年 10月-2012年 8月までの聞に手

術的治療を行った症例のうち 3か月以上経過観察が

可能であった 20例， 20指とした(表 1). 受傷時年

齢は 11-79歳(平均31.5歳)， 性別は男 13例女7例，

左右別では右 11例左 9例，催恵、指は示指 2例 ・中

指 3仔IJ.環指 4例 ・小指 11WIJ，恵、側は槙側 15例，

尺側5f9IJであった.原因はスポーツ 12例・転倒7例・

労災 l仔IJであった.受傷時から手術までの期間は 6

-21日(平均 11.6日)，術後経過観察期間は 3-28

か月 (平均 8.3か月)であった.全例で，患側 ・健

保IJのストレス X線撮影を行い，居、側と{長t側の tilting

の差が20度以上で，slidingが認められ，手術的治

療を希望した症例を手術適応とした.

手術は側正中切開で籾帯損傷部を展開した.靭帯

修復方法は，側副靭帯の縫いしろが僅かでも存在し

ていた場合，端々縫合をまず試みた. 縫合後不安定

性を確認し不安定性が残った症例と靭帯村着部で損

傷していた症例は microbo問 anchor(Mitek社製)

を用いて修復した.手術方法は端々縫合で修復した

症例 15例， bone anchorを用いて修復した症例 5例

であった.

表 1 症例一覧
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354 指PIP関節側副籾帯損傷に対しての治療

図 1 症仔IJ5 術前ス トレス Xp，術中所見

後療法は，手術方法に関係なく佐々木ら 1)の報告

に準じて術後 1週間はスプリントにて PIP関節のみ

伸展位と し， 術後 2週目より隣接指との聞に buddy

tapeを用いて，2週間可動域訓練を行った 術後 4

週目より buddytapeを除去 し関節可動域訓練は継

続させたが負可は禁止した.やtij後 8週から徐々に負

荷を許可 し，術後 12週からスポーツへの復帰を許

可した.これらの方針で手術的治療を行った 20例

に対し，術後の不安定性， 1苓痛，最終診察時の可動

域，河野・ 児島の評価基準 2)による臨床成績を検討

した.

[結果]

全症例の結果を表 lに示す.関節の不安定性は全

例で消失し，終痛も全例 8週以内に消失した.最終

評価|時の PIP関節可動域は 85-100度(平均96.8度)

伸展 -15-0度(平均 -2.7度)屈曲 95-100度(平

均 99.5度)であった.河野 ・児島の評価基準では優

13例，良 7例であった.

[症例呈示]

症例 5:40歳，男性

主訴左小指痛

現病歴 .仕事仁|二人 軍手ごと電動ドライパーに左小

指が巻き込まれ受傷 し同日受診となった.

既往歴特になし.

身体所見 ・検査所見 :左小指 PIP関節に尺側に

不安定性が認められた.術前 X線で患{目IJ47度(健

図2 症例 5 術後伸展，屈曲(小指)

側 6度)の tiltingとslidingが認められた(図1).

受傷時から手術までの期間は 6日間であった.

手術所見・断裂部位は側副靭帯の中央部，副靭帯，

掌側板であった手術法は端々縫合で修復 した(図

1) 

術後経過:術後 l年の時点で，関節の不安定性お

よび尽痛は認めていない. PIP関節可動域は伸展

10度，屈曲 100度.河野，児島の評価基準は良であ

った 元の職場に復帰 し 仕事，日常生活になんら

支障をきた していない(図 2). 

症例 3: 19歳，男性

主訴:左環指痛

現病歴 :サッカーの試合中ゴールキーパーを して

いた ところ，ボールを取り損ね，っき指にて受傷し

翌日当院受診となった

既往歴 :特になし.

身体所見 ・検査所見:左環指 PIP関節に榛側に

不安定性が認められた.術前X線で煙、側 25度(健

側 3度)の tiltingとslidingが認められた(図 3)

受傷時から手術までの期間は 7日間であった

手術所見:断裂部位は基節骨側の側副靭帯付着部

であった.側副靭帯の縫い しろは存在 していなかっ

た為，bon巴anchorを用いて修復 した(図 3)

術後経過 :術後 4カ月の時点で，関節の不安定性

およひV客痛は認めていない.PIP関節可動域は，伸

展O度，屈曲 100度 河野，児島の評価基準は優で

あった 日常生活になんら支障をきた していない

-138一



指 PIPIMI節側副靭帯損傷に対しての治療 355 

図3 症例 3 術前ストレス Xp，術中所見

(図 4).

[考 察]

手指 PIP関節側副靭帯損傷に対 しての治療は保

存的治療と手術的治療に大別される.保存的治療は

伸展制限が生 じに くく ，ピンチ力が良好である こと

が利点で、あるとの報告がある 31 しかし，痔痛を伴

う不安定性が残存すること 痔痛を伴う不安定性は

消失することもあるが，症状改善までの期間は不確

定であり，その期間仕事やスポーツ競技に支障が生

じ，復帰する時期が遅くなる.さらに保存的治療を

行った後に，痔痛や不安定性が残存し手術的治療を

希望された場合，新鮮例と比べて手術の侵裂が大き

くなることもあるなどの欠点がある.手術的治療

は， 利点と して関節の不安定性や終痛は消失するが，

欠点として伸展制限が生じるとの報告 11:))があり，

敬遠される事もあった 31 伸展制限に対して，佐々

木らは早期可動域訓練を行う後療法を報告した 11

著者はこの方法に準じ後療法を行い， や11展制限の平

均がー2.7度とほぼ満足する結果が得られた.この結

果よりや11展制限が生じる為に手術的治療を敬遠する

理由にはならないと考える.また終痛は全例 8週間

以内に消失し，仕事やスポーツ競技に全例手術後

12週間で復帰し?その後日常生活や仕事や競技に支

障をきたしていない.従って仕事や競技への早期復

帰を希望する患者に対して 靭帯修復と早期可動域

-139 

図4 症例3 術後 Xp，及び伸展，屈曲(環指)

訓練による本法は良い適応があると考えられた.

手術適応は，佐々木ら 11はtiltingが20度以上， 133

島ら 41はtiltingが30度以上，河野ら 51は健側と比

較 して不安定性が存在するものと報告している.著

者は以前 tiltingが20度以上を手術適応と し手術的

治療を行っていたが，稀に側副靭帯は損傷 しておら

ず側副靭帯と副籾帯聞で断裂しただけの症例が存在

し，保存的治療で治療可能であったと思われる症例

を認めることもあった.Tiltingは個人差があり，態

側のtiltingのみで手術適応を決めるのは困難と考え，

患側と健側の tiltingの差を 20度以上でEつ， slid-

ingが認められる症例を手術適応としてからは，全

例で側副靭帯の完全断裂が認められている.

靭帯の修復法と してboneanchorを用いる方法6171

と端々縫合を用いる方法 4181が報告されている 著

者は，籾帯の縫い代が僅かに残存していた場合，ボ

ーンアンカーを用いた修復法にするか端々縫合で修

復かで悩む症例を認め，これらに対し端々縫合で修

復を試み，関節の安定性が得られた症例が 6例存在

した.縫い代が僅かで、も存在していた場合は，まず

端々縫合による修復?去を試みてよいと思われる こ

れらの事より 他の報告 117191と比較 し端々縫合で修

復した症例が多くなったと考えられた.

固定肢位は，瀧川ら81はPIP関節が 15-20度の

軽度屈|出位固定と伸展位を比較 し伸展位固定の方

が，術後成績が良好であったと報告している.術後



356 指 PIP関節側副籾帯損傷に対しての治療

固定期間は， 1週間以内とする報告 1)10)があり良好

な可動域を得ている.術後 PIP関節のみを例l展位

固定と し，術後 1週間の外固定後に関節可動域訓練

を開始する事で良好な可動域が得られたのは，篠根

ら10)の報告と同様である.

[まとめ1
1 強い不安定性を呈す手指 PIP関節側副籾帯損

傷に対し，端々縫合や boneanchorを用いて靭帯を

修復し， PIPのみ 1週伸展位固定後，早期可動域訓

練を行った.

2. 平均 PIP関節可動域 96.8度と良好な可動域と，

全例で終痛と不安定性の消失が得られ，成績は良好

だった.

3. 仕事や競技への早期復帰を希望する患者に対

しでも，本法はよい適応であると考えられた.

[文 献1
1)佐守木孝ほか.指 PIP関節側副初予告損傷の手術成績

日手会誌 11:136-138， 1994 

2) 児的忠雄ほか.指 PIP関節側副初帯断裂の手術例の検

言，1. 鎧ff~外科 32 : 1493-1495， 1981. 

3) 古閏貢ーほか.指関白riffill副靭帯損傷における保存的治

療と観l血的治療の比較検討 鐙形外科 32:1496-1499， 

1981. 

4) 田嶋光ほか.PIP関節側副籾帯損傷手術例の検討 日

手会誌 8:699-703， 1991 

5) 河野稔彦ほか.PIP関節側副靭帯断裂の手術所見とそ

の機能解剖学的検討.整形外科 30:150&1510， 1979 

6) 加藤博之ほか. Mitek bone anchorを用いた手指 PIP

関節側副籾帯断裂の治療経験.日手会誌 12:173・179，

1995 

7) 河野正明ほか 手指 PIP関節fH11副籾帯損傷一次修復の

成総の1食言す 日手会誌 23:779-782， 2006. 

8) 瀧川宗-~!l1ほ か PIP 関節側副籾硝損傷治療における

指固定IlSif立，固定期間についての検討.日手会誌 11

139.142. 1994. 

9) 清水11査昌ほか.4-0ネスプロン糸を用いた手指側副籾

帯損傷の治療経験。EI手会誌 24:528・531，2008

10)篠恨IY!孝ほか.指 PIP関節側副初予i寺断裂の積極的手術

と早期可動域訓練による治療経験.日手会誌 29:114-

117，2012. 
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将山、、
指末節部切断再接着術の動脈再建のための静脈移植
かんだとしひろ おおいひろゆき むこうとまさし すず き あゆみ

神田俊浩，大井宏之， 向田雅司，鈴木歩実

[緒言l指末節部切断再接着術ではときに静脈移植による動脈再建が有効な場合がある.当センターでの

指末m首都切断再接着術における動脈再建での静脈移植利用状況について調査 したので報告する.

[対象と方法12008年から 2012年までに当センターで再接着術を施行した末節部切断 61例 68指を対象

とした.男性 46例女性 15171]，平均年齢 43.5歳であった.これら対象症例において，動脈再建における静

脈移植の有無と生着率，切断の損傷程度，静脈移植が必要と判断したタイミングについて調査 した.

[結果]全体の生着率は 73.5%であった.動脈再建に静脈移植を用いた例は 28指であり，その生着率は

64.3%であった.骨内固定後もしくは端々吻合失敗後に静脈移植を行った例が 8指あり，そのうち生着は l

指のみであった. 68指中鋭的切断が 21指あり，静脈移値例 28指中での鋭的切断は 7指あった.

[考察]骨内固定後や初回吻合失敗後に静脈移植を行うと生着率は低くなる.必要な場合は損傷程度に関

わらず予め静脈移植を行う計画で手術に臨むべきである.

{緒言l
切断指再接着術では，吻合動脈の緊張を減じるた

めにしばしば静脈移植が行われるが，その多くは切

断面の挫滅の強い例であり ，鋭的に切断された例で

静脈移植が施行されることはほとんどない.しかし

ながら指末節部切断となると，骨の短縮が困難であ

ることや，動脈吻合の作業領域確保が困難であるこ

とから，挫滅の程度に関わらず静脈移植が手術手技

を容易にする有効な手段となる.当センターで施行

された指末節部切断再接着例における動脈再建時の

静脈移植の利用状況とその成績について後ろ向きに

調査したので報告する

[対象と方法1
2008年から 2012年の期間中に再接着術もしくは

血行再建術を施行した切断および不全切断指 139指

のうち，末節部切断であった 61例 68指を対象と し

た.男性 46例，女性 15例であり ，受傷時年齢は 6

-81歳で平均 43.5歳であった.切断 レベルは石川

分類 I1のsubzone1が8指， 2が32指，3が 17指，

4が 11指であった.これら対象症例において，動脈

再建における静脈移植の有無と生着率，山野分類 21

での切断の損傷程度，静脈移植が必要であると判断

したタイミングについて調査したー統計学的処理に

はカイ 2乗検定を用いた.

{結 果]

動脈への静脈移植は 68指中 28指に施行されてお

り，移植静脈長は 5-70mmで平均 17.1mmであ っ

た 68指全体の生着率は 73.5%であった.静脈移

植例 28指での生着率は64.3%であり，静脈移植不

使用例 40指の生着率は80.0%であった.静脈移植

例での生着率が低かったが有意差は認めなかった

(図 1).
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図 1 静脈移楠施行例と非施行例の成績
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首候p<O.OI

.生着

.1裏死

内固定前 内固定後もしくは鏑々吻合後

図2 内固定前に静脈移植が必要と判断した仔IJと内
固定後もしくは端々吻合後に必要と判断した
例の成績

損傷程度は， 68指中鋭的切断が 21指，鈍的切断

が24指，圧挫切断が 15指 ひきちぎり切断が 8指

であ った 静脈移植例 28指のうちに鋭的切断が 7

指含まれていた

静脈移植が必要と判断したタイミングについて

は，骨の内固定の前より必要と判断し施行した例が

20指であり，うち 17指が生着 し生着率は 85.0%で

あった.それに対し，骨の内固定後もしくは一度

端々吻合を行った後に静脈移植に変更した例は 8指

あり，そのうち生着は 1指のみで，生着率は 12.5%

と有意に低かった. (図 2).

く症例>22歳男性，祭りの準備作業中ロープに

左環指末節部を挟まれて受傷した鈍的切断で、あった

(図 3a). 切断レベルは subzone3であり，受傷当日

再接着術を施行した . やI~前より静脈移植が必要と判

断し，まず移植静脈を患(則前腕から採取した.骨を

内固定する前に移植静脈を末梢側動脈に吻合し(図

3b) ，内固定後に移植静脈近位端を近位動JJJ(¥断端に

吻合して動脈を再建した.静脈は掌側皮下で 2本

端々l吻合した.術後血行の問題を生じることなく経

過し生着した(図 3cd)

[考察]

指末節部切断再接着術では吻合する動脈径が細い

ため高度な技術を要するが.動脈l吻合のための作業

領域が確保 しに くいことも吻合を困難にする大きな

要因である 3)4) 吻合の手技を容易にするという理

由から静脈移植が有用であるとする報告も見られ5)6)

末梢側動脈の縫い代が十分に服保できない例では自

由度のある移植静脈で、吻合する方が無理なくかっ容

図3a 22歳男性， subzone 3の鈍的切断

図 3b 骨接合前に末梢側動脈に移植前?脈をl吻合

易であると述べられている.また，特に母指は他指

と異なり囲内位であるため掌側面の視野が得にく

い市)そのため骨の内固定前に末梢側動脈に移植

静脈を吻合する方法 9)が視野も確保しやすく|吻合

が容易となる.

今回の調査では骨の内固定前に静脈移植が必要と

判断した例に比し，内固定後も しくは一度端々l吻合

した後に静脈移植へ変更した例では生着率が極めて

不良で、あった. 一度骨の内固定を行った後で、静脈移

植が必要と判断される場合， 内固定材料を抜去する

ことをせずそのまま静脈移植を行ってしまう.これ

では作業領域を確保 して吻合を容易にできるという

静脈移他の利点を失ってしまう.静脈移植の要否は

内固定の前に判断すべきであり，移植静脈を末梢側

動脈にl吻合 してから内固定すべきである.

また本調査では鋭的切断 21指中 7指に静脈移植
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図3c 術後 3迎

図 3d 術後 6か月 可動域も良好

を行っていた.通常鋭的切断であれば静脈移植は不

要だが，著者は吻合を容易にする目的で，鋭的切断

であってもしばしば静脈移植を行っている.静脈移

植なしの単純な端々吻合より時間を要するが手技は

容易であるため，鋭的切断に対し予め静脈移植を行

うと決めて再接着に臨むのも選択して良い方法で‘あ

る

{まとめ1
・指末節部切断再接着術における動脈問建で、前リ派

移植を施行 した例を調査検討 した

.68指中 28指に静脈移植が施行されており，静

脈移植例 28指中 7指が鋭的切断で、あった.

-骨の内固定後や端々吻合不成功後に静脈移植を

行った例では生着率が 12.5%と極めて低かった.

-静脈移植の要否は内固定前に判断すべきであ

り，鋭的切断例でも静脈移植を選択しでもよい.

[文 献]

1) 石川浩三ほか.手指末節切断に対する新しい区分法

(Zone分類).日本マイクロ会誌20・54-62，1990. 

2) 山野~樹. 指尖切断再接着の成績と適応.日本マイク

ロ会誌 21:174-182， 1991 

3) 服部泰典 指尖部切断再接着術回関節外科 28・334-

340，2009. 

4) 五谷寛之ほか.スーパーマイ クロサージャ リ一指尖部

再接着 ウルトラマイクロサージャ リーテクニックを

中心に.日本マイクロ会誌 20:323-331， 2007 

5) 川勝基久ほか.指末節部完全切断再接着症例における

動脈再建のための静脈移植の有用性について.日本マ

イクロ会誌 12:10-15， 1999. 

6) 坂本相哲ほか.指尖部切断再接着における静脈移植の

有用性.日手会誌 25:738-740，2009. 

7) Sukop A， et al. The primary use of venous grafts in 

thumb replantation. Acta Chir Plast 47: 103-106，2005. 

8) Haltori Y， et al. Replantation of very thumb distal ampu-

tations with preosteosynthesis interpositional vein gra仕

J Hand Surg 26・B:105-107，2001. 

9) 森川梢二ほか.指末節音rs切断再接着術の検討整 ・災

外 35:307・311，1992. 
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Zone II屈筋腿損傷に対する早期自動運動療法
一治療成績に影響を与える因子の検討--
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[目的]

Zone II新鮮手指屈筋腔断裂に対する早期自動運動療法 (EAM)において，

について4食言すした.

[対象と方法]

EAMを施行 した 21例 23指を対象とした.最終成績を Stricklandの評価基準で評価し， 年齢，待機期間，

神経損傷の有無， FDS損傷の有無，術後 4週の指節間 (IP)関節の関節可動域について相関性を検討した.

[結果]

最終成績は，優 13指 (57%)，良 7指，可 3指であ った.術後 4週の IP関節の屈曲拘縮の程度が最終成

績と相関性を認め，最終経過観察時の IP 関節の屈曲拘絡の程度とも弱~ 1相関傾向を認めた

{考察]

Zone II屈筋腔断裂に対する EAMにおいて IP関節の屈曲拘縮が発生すると最終経過観察時まで残存す

る傾向にあり，その程度が最終成績に影響を及ぼしていることが分かった.治療成績向上のためには PIP関

節の屈曲拘縮の予防が重要と考えた.

治療成績に影響を与える因子

平均年齢は 35歳 (14-55歳)，平均経過観察期間は 7

か月 (4-18か月)であった.損傷指は示指 4指，中

指 1指，環指 7指，小指 11指であった.損傷!陛は，

深指屈筋 (FDP)/陛および浅指屈筋 (FDS)腿が 13

指，FDPI躍のみが 10指で，損傷状態は，鋭利損傷

が21指，鈍的損傷が2指であった.合併損傷として.

指神経断裂を 8指，指動脈損傷を 5指， ~I~節骨骨折

をl指に認めた.手術待機期間は平均 7日 (0-34日)

で，入院期間は平均 45日 (10-62日)であった.

手術および後療法は，牧らの報告別を参考と し

て著者らが作成した方法 21で行った.

手術方法 :FDP腿はすべて，両端針付4・0二重ナ

イロン(吉津式l腔縫合用針付き縫合針，ベアーメデ

イツク，茨城)と 4-0ループ針(津下式ループ針，

河野製作所，千葉)を用いたらstrand吉津 1i去で，

6-0ナイロン(エチロン， ETHICON， inc，米国)に

よる補助縫合を行った， FDS腿は損傷部位に応 じ

て津下法，平行マッ トレス縫合などで縫合した.縫

合部が1I住梢に干渉する場合には原則的に A2， A4 

[緒言]

Zone II新鮮手指屈筋腿断裂に対する治療成績は，

強固な腿縫合法と自動屈曲を取り入れた早期自動運

動療法(EAM)が 1990年代か ら導入されたこ とによ

って目覚ましく向上した.最近報告された Chesney

の系統的レビューによると， Stricklandの評価基準

で優または良の占める割合は平均 94%であったと

している 11 しかし，優に限ると 67%に留まってお

り，過去に著者らの報告 したEAMの治療成績でも，

優または良を獲得 したものは 100%であったが，優

のみに限るとその割合は 55%に過ぎなかった 21 本

研究の目的は.治療成績に影響を与える因子につい

て検討することによって，より良好な成績を得るた

めの対策を見出すことである.

[対象と方法]

対象は， 2008年 5月から 2012年 6月までに，

Zone II新鮮屈筋腿断裂に対して， EAMを施行した

21例23指とした.その内訳は男性 14仔1]， 女性7例，

大阪府大阪市東淀川区柴島 1丁目 7番 50号
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pulleyを残すようにして干渉する腿鞘は切除 した

が，指を伸展・屈曲させてまだ干渉する場合は，そ

の腿鞘の一部を切離して拡大し，縫合部がスムース

に滑走することを確認した.補助縫合の方法は症例

によって異なるが， sirnple running法 (deepperiph-

eral suture 4)) または crossstitch法 5)を主に用いた.

また，損傷状態が激しく滑走床の状況が不良なとき

は， A3を温存して A4を屈筋!躍の下に敷き込み，滑

走床の再建を行った.

後療法 :指の屈曲は，術後 1週間は Silfverskiりld

らの方法 5)に準じて他動屈曲自動保持のみを行い，

術後 2週日からは自動屈曲をおこなった.伸展は，

K1inert変法に準じた自動伸展に加えて Duran法も

併用した 6) 背側スプリントは， 手関節屈曲 10
0

，中

手指針'j(MP)関節屈曲 40。で訓練時以外は 6週ま

で終日着用とし， 6週から 8週まで夜間のみ装着し

た.ラパーバンドは 4本の指に装着した.訓練時に

はラパーバンドの牽引はおこなわず，スプリン トを

外して徒手で完全に他動屈曲を行った.非訓練時

は，覚醒しているときはラパーバンドを装着する

が，就寝時にははずして脱力位で外固定を行った

この際に，不意な自動屈曲による断裂を予防するた

め，指は固定せず動かせる状態とした.訓練は原則

として術後 4週固まで入院下に行い，作業療法士に

よる訓練は3回/日とした 自己訓練は 1回/時間で，

3週まで阻ein巴rti去を 10回， 3週以降は activehold， 

自動屈曲を追加した.

これらの症例について，最終経過観察時の臨床成

績を Stricklandの評価基準 6)で評価した 最終成績

に影響を及ぼす因子の候補として，年齢，待機期間，

神経損傷の有無， FDS損傷の有無， 術後 4週の指

節間 (IP)関節の関節可動域 (ROM) を挙げ，追

加手術直前の最終成績との相関性について統計学的

に検討した検定には，スピアマンの順位相関係数，

マン ・ホイットニ検定を用い， p<0.05を統計学的

有意差ありとした.

[結果1
1.1臨床成績

%TAM (総自動運動域)は平均 94%(82-100%)， 

Stricklandの評価基準で、は 89% (69-100%) で，催

13指 (57%に 良 7指，可 3指であった.

2追加手術，合併症

DIP関節の自動屈曲不全を呈した 2例に対して!陛

も的

関 4

~ 

tR i 
) 図 4

垣 i
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~ 
~ ν、刷
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図 1

術後4週自のIP関節の屈曲拘縮(0 ) 

術後4週自の IP関節の屈曲拘縮(伸展角度
の和)と最終成績の相関.術後4週目の IP
関節の屈曲拘縮(伸展角度の和)は最終成績
と中等度の相関を認めた(1'=0.46，p=0.01). 

剥詩IE術を行った.感染 ・再断裂 ・CRPSなどの合併

症はなかった.

3.治療成績に影響を及ぼす因子

a) 年齢-最終成績と相聞は認めなかった

-0.33， p=0.21) 

b)待機期間:最終成績と相聞は認めなかった

=0.09， p=0.99). 

c) 神経損傷の有無 神経損傷群 (10指)の

Strickland評価の平均値は 87士8点，非損傷群 (13

指)は 88:t9点で有意差はなく，最終成績と関連性

は認めなかった.

d) FDS腿損傷の有無損傷群 (13指)の Strick-

land評価の平均値は 91:t9点， ~Iõ損傷群 ( 10 指)

は87:t8点で、有意差はなく，最終成績と関連性は認

めなかった

e)術後 4週目の IP関節の屈曲拘縮(伸展角度の

和):最終成績と中等度の相聞を認めた (r=0.46，p 

=0.01，図 1). 

f)術後 4週日の IP関節の屈曲l拘縮と最終経過観

察時の屈曲拘縮 :弱い相関傾向を認めた (r=0.33，

p=0.06，図 2).

[代表的症例]

症例1. 51歳，男性.

現病歴:割れたコップのガラス片により右環指を

受傷した.

身体所見:DIP関節， PIP関節ともに自動屈曲は
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術後4週目のIP関節の屈曲拘縮(') 

図2 術後4週目の IP関節の屈曲拘縮(伸展角度の和)
と最終経過観察|時の屈曲拘縮の相関.術後4週目

のIP関節の屈世l拘縮と最終経過観察|侍の屈曲拘

縮に弱l'相関傾向を認めた (r=0.33，p=0.06). 

不可能であった.指腹部機側にま目覚鈍麻を認めた

(図 3，a). 

手術所見 :FDPI肱 FDSI此の両側 slipともに完

全断裂していた.FDP腿は吉津 1法と補助縫合，

FDSI腿は，津下法と補助縫合，焼側指有11経は端々

縫合を行った (1~13 ， b). 

休日後経過 術後 18か月の Stricklandの評価基準

は 100%，excellentであった(図 3，c， d). 

症例 2.37歳，男性

現病歴:ナイフで，右示指，中指を受傷した.

身体所見:左示指の DIP関節， PIP関節ともに自

動屈曲は不可能であった.左中指に弾発現象を認め

た(図 4，a) 

手術所見示指 FDP腿， FDSI躍の両側 slipいず

れも完全断裂 していた. FDP腿は吉津 1法と補助

縫合， FDSI躍は，津下法と補助縫合懐側指神経

は端々縫合を行った(図 4，b).中指 FDPI健は部

分断裂を認め，津下法と補助縫合を行った

術後経過:術後 4週目の， IP関節の{Ell展角度の

和は ー24。で，屈曲拘縮傾向を認めた.術後 9か月の

最終評価では. 左示指の IP関節の伸展角度の和は

50
0

で，屈曲拘縮が完成しており ，Strickland評価

は 69%，fairであった(図 4，c， d). 

[考 察]

当字|における EAMを取り入れた Zone[!新鮮手

指屈筋腿断裂に対する治療成績は，優または良の占

める割合が 87%と良好な治療成績であったが，優

のみに限るとその割合は 57%に過ぎなかった.そ

こで最終成績に影響を与える因子について検討をお

こなった結果，最終成績と，年齢 ・待機期間・神経

図 3 症似111. 51歳， 男性

a) DIP関節，PIP関節ともに自動屈曲は不可能であった.指腹部椀側に知覚鈍麻を認めた.

b)手術所見 :FDPI此 FDSI腿の両側 slipともに完全断裂していた FDP腿は吉津1法と

補助縫合，FDSI従は，津下法と補助縫合，権側指事11経は端ヤ縫合を行った

c， d)術後 18か月の Stricklandの評価基準は 100%，excellentであった
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図4 症例 2.37歳，男性
a)左示指のDIP関節，PIP関節ともに自動屈曲は不可能であった.左中指に弾発現象を認めた.

b)手術所見・示指FDP腿，FDSJ鍵の両側 slipいずれも完全断裂していたーFDP!陛は吉津 1
法と補助縫合， FDSJ躍は，津下法と補助縫合，榛側指神経は端守縫合を行った 中指 FDP
l縫は部分断裂を認め， i津下法と補助縫合を行った

c，d) 術後 4週目の， IP関節の伸展角度の和はー24
0で，屈曲拘縮傾向を認めた.や|可後 9か月の

最終評価では，左示指の IP関節の伸展角度の和はー500 で屈曲拘縮が完成しており，

Strickland評価は 69%，fairであった.

損傷.FDS損傷の有無，は相聞を認めず，術後 4

週の IP関節の屈曲拘縮の程度が最終成績と相関を

認めた また，術後4週目の IP関節の屈曲拘縮と

最終経過観察時の屈曲拘縮にも弱l¥相関傾向を認め

た よって， IP関節の屈曲拘縮が発生すると最終

経過観察時まで残存する傾向にあり，その程度が治

療成績に影響を及ぼしていることが分かった.過去

にも問機の論文は多く， Mayらは，術後 3週 自の

IP関節の ROMが最終成績に相関すると報告 し7)

Silfverskiりldらは PIP関節の術後 3週目の{III展不全

の程度と最終経過観察時の伸展不全の程度に相聞を

認めると報告している 8)また，長田らは，成績不良

の原因と して IP関節の屈曲拘縮を挙げており 9)

森谷らも， IP 関節の屈曲拘縮の予防が総自動運動

域の改善につながると言及 している 10)

IP関節の拘縮がひとたび出現すると，縫合部に

ある程度の強度が得られる術後 6週頃までは，ジョ

イン卜ジャックプレースなどの装具治療を行う こと

ができず，その聞に FDS腿と滑走床や， FDS腔と

FDP)陛の癒着，関節性の拘縮がさら に進行してし

まう.以上のことから，屈筋腿断裂後の早期 EAM

の治療成績向上のためには， IP関節の屈曲拘縮が

完成する前に，その発生を予防することが重要であ

ると考える.

IP，特に PIP関節の屈曲拘縮の予防として，現時

点で我々は以下のようなことに留意している.

1) 手関節掌屈， MP関節屈曲で， PIP関節の他

動件l展を確実に行うようにする

2)毎日，初回と最終の可動域を計測し，前日の

角度より低下しないように留意する

3) PIP関節の伸展域が低下した場合は，a)安静

時のラパーバンドによる屈曲を中止する， b) 自主

練習の白動伸展の際，爪がスプリントにつくまでお

こなうのとは別に，虫係筋を収縮させて MP関節

屈曲と IP関節の伸展をおこなわせる.うまくでき

ない患者には，基節骨部背側に MP関節伸展を fljlJ

限させるように硬いスポンジを設置，取り外 し可能

にして，装着と非装着で自動伸展の自主練習を促

す，c) 場合によっては 安静H寺に MPイ111展制限用

の硬いスポンジを設置して，PIP関節を伸展させる

ようにカフで牽引する.

こう した，PIP関節の屈曲拘縮の予防に加えて，
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FDS腿 と FDP腿が分離 して滑走できる よう に，患

指以外の PIP'DIP関節を過伸展させて患指 PIPの

自動屈曲をさせる，といったこ とも早期から実施し

ている. しか し，本研究の結果より，複数の留意点

をもって しでも IP関節の屈曲拘縮が残存する場合

があり，今後はより伸展獲得を意識した後療法の徹

底と新たな対策法の模索が必要と考えた.

屈筋!腿断裂術後の後療法にあたっては，受傷の状

態 (鋭利，鈍的 !欽部組織の状態などに手術内容(滑

走床の状態， FDS腿と FDP)躍の関係， 1.腔鞘の状態

など)，患者の個体差(浮腫が起こりやすい，終痛

聞値が低い，糖尿病を合併している，など)に応じ

て微妙な‘さ じ加減'を行う必要がある.また，日々

変化する患指の状況に伴って施行する内容を少 しず

つ修正することも必要となる.このため，作業療法

士のきめ細やかな観察と介入，医師との連携が不可

欠である.また，医師はその状況を把握 し，ハンド

セラピス 卜に任せきりにするのではなく医師自身が

適切な時期に患者ヘ直接指導することも，安全かっ

効果的に後療法を進める上できわめて重要であると

考えている.

本研究の限界は，症例数が少ないこと，またその

ため単変量解析の結果にとどまったこと，経過観察

期聞が短期であったことである.本研究の結果を参

考に，今後さらに症例を積み重ねて長期の経過観察

を行い，より良い成績を上げるための治療戦略を確

立 していきたいと考えている.

[まとめ1
1. Zone II屈筋腿損傷に対する EAMの治療成績

は，約 6害IJが Strickland評価の優であった.

2.術後 4週の IP関節の屈曲拘縮の程度が最終成

績に影響を及ぼしていた.

3. EAMの施行において 特に PIP関節の屈曲拘

縮の予防が重要である.
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表 1 症例一覧
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易なものにはスクリユー固定 (2例)， Kirschner銅

線固定 (2例)を行い，不安定性が著しい type1-B 

もしくは typeII， IIIの症例にはパットレス状にプ

レー 卜固定 (5例)を行った.その際，有鈎骨体部

の圧壌が著明な 2例には同側焼骨遠位部からの骨移

植も追加した.最後に，脱臼した CM関節は原則

的に経皮的銅線固定術を追加した(表 1). 

後療法は術後平均 20.5日 (0-34日)の外固定を

行い， さら に術後平均 31.8日 (21-46日)で CM関

節固定の鋼線を抜去していた.

今回検討項目と して，骨癒合 ・終痛の有無，握力

(健保1]比)，臨床成績 (Cooney'sclinical scoring sys-

tem) 21，握力と臨床成績および骨折型との関連，最

終調査時の単純X線所見，および術中 ・術後合併

症の有無を検討した.さらに，骨折型の特徴につい

ても retrospectiveに調査した.

[結果]

全仔1]， 骨癒合を認めた.健側比握力は平均91% (82 

-109%)，終痛を全く認めない症例は全体の 82%

であり，残りの 2例も軽い終痛であった.Cooney's 

clinical scoreは平均 92.3点 (80-100点)であり，

結果的には excellent・9例， good: 2例であり，比

較的良好な結果が得られていた 具体的な減点項目

は終痛と握力のみであり 'unctional statusおよび

可動域の項目は全例満点であった.なお，握力と

clinical scoreは有意に相関していた(ピアソンの相

関係数:r=0.92) 

そこで，握力と各骨折型との関連性に着目して検

討を加えると，まず中手骨基部骨折の有無では骨折

なし群の健側比握力が96.7%であり，あり群の 90.6

%に比べて良好な握力回復傾向であった. 一方，有

鈎骨体部の骨折型別では意外にも骨折型が重症化し

ているケースで握力の回復が良好で、ある傾向が示さ

れていた(図1). 最終時の単純X線ではわずかな

ものも含めて関節面の不整像を認めたものが 27.3%

(3例)存在していた

一方，術r-I"・術後合併症として 1例のみ CRPS様

症状を認めていたが最終的には問題には至らなかっ

た.なお，感染例はなく，観凶l的治療の主たる合併

症とされる尺骨神経背側枝の障害も認められていな

かった.

初診時の X線を注意深く読影すると，尺側 CM関

節の破綻を示す，いわゆる Fisherらが言うparallel

M-line31
の消失は程度の差はあるもののすべての症

例で確認されていた.また，脱臼の方向は背側が8

例 (72.7%) と圧倒的に多く，他は中心性 (Cain分

類typeIII)が2f91J，および尺側(尺側 Bennett骨折

例)が 1例認められていた.とくに背側脱臼の確認

J]支位としては囲内斜位撮影像にて全例確認されたの
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当科で手術加療を行った尺側手恨中手関節目見臼骨折 11例の特徴および治療成績を検討 した. 脱臼関節は

4・5CM関節が 63.6%と最も多く 中手骨基部骨折合併も 73%に認められていた.また.有鈎骨体部の骨折

型 (Cainらの分類)は lype1 A : 27.3%， lype IB : 36.3%， lype II : 18.2%， lype III : 18.2%であった 術式

は不安定な中手骨基部骨折には内固定を併用し，有鈎骨体部の単純骨折例にはスクリューあるいは鋼線固

定，粉砕例にはプレー ト固定 (2例は骨移植併用)を行った.また，脱臼した CM関節は原則的に経皮的鋼

線固定を行った.結果的には全例骨癒合を認め，健側比握力は平均 91%まで改善し，怒痛を認めない症例は

全体の 82%と概ね良好な臨床成績であった.尺側の CM関節の metacarpaldescentが可能となるには尺側の

可動性が必要であり，中手骨基部および有鈎骨体部で構成された CM関節面の正確な整復 ・固定が重要であ

ると思われた.

nett骨折， 尺側 Rolancl骨折がともに 1例含ま れて

いた.また，脱臼 CM関節は第 4・5CM関節が 63.6

% (7例)と圧倒的に多く，次いで第 5CM関節単

独が 27.3% (3例)，第 3・4・5CM関節が 9.1% (1 

例)となっていた.有絢骨イ本音1)の骨折型は Cainら

の分類 1)に従うと lype1 Aが27.3% (3例)， 句rpeIB 

が 36.3% (4例)， lype 1Iおよび typeIIIがともに

18.2% (2例)となっており， lype 1だけで全{本の約

2/3を占めていた.

合併損傷として 1{9IJは頚椎骨折および脳挫傷を合

併していた また， 他の3例でも同{WJの指針i骨骨折

を合併していたが，それら 4例のすべてがバイク事

故によるものであった.

全例手術的治療を行い，手術までの待機期間は平

均 9.0日 (2-19日)であり，最終的な術後経過観

察期間は平均 11.2か月 (4.6-18.0か月)であった.

実際の治療は，まず中手骨基音1)骨折に関しては転

位が少なく安定している 2仔IJは保存的に力[J療を行

い，転位が大きく不安定な骨折型の 6例には整復・

内固定(スク リュー固定 4仔11， Kirschner銅線固定:

3仔11，プレート固定:1例，重複を含む)を行った.

一方，有鈎骨体音[1骨折には原則的に整復後の安定性

に準じて観Ifn的治療法を選択した.すなわち， lype 

IBあるいは lype1I]で骨片の整復位保持が比較的容

[緒言]

手根中手関節(以下， CM関節)脱臼骨折は日常

診療上， Bennett骨折に代表される ように母指 CM

関節に起因していることが多い. しか し，頻度は少

ないものの向指以外にも認められ，時には見逃され

た陳旧例が報告されているのが現状である. 今回，

筆者らは中手骨基部骨折も含めた尺側 CM関節脱

臼骨折に対する自験例の治療成績を評価するととも

に，その臨床像および骨折型の特徴を検討したので

報告する.

{対象と方法1
2001年から 2012年まで加療した 11例を対象とし

(表 1)，それらの性別は男性 10{~IJ ・女性 1 {91Jで， 受

傷時年齢は平均 30.7歳 (16-47歳)であった.受

傷原因は 5{91Jが手拳による殴打，5例がバイク事故

であり，その他・不明が 1例であった.権患側は右

手が9例，左手が2例であり，手IJき手権患が 10仔IJ(91 

%) と多くを占めていた.

術前診断には原則的に手関節 4方向および 3Dを

含む CT(初期の症例は CTのみ)を用いて行った.

実際の骨折型は，中手骨基部骨折の合併が全体の 73

%(中指 :18%，環指 ・45%，小指:36%，重複を

含む)に認められ，特徴的な骨折型と して尺側 Ben-

福岡県久留米市津橋本|町 422番地
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中手骨基部骨折
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90 
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70 

トA 111 トB

Cain分類(有鈎骨体部骨折)

図 1 握力と骨折型との関連

中手骨基部骨折の有無では，骨折なし群で健側比握力が96.7%であり，あり群の 90.6%
に比べて良好な振力回復を認めていた.一方，有鈎骨骨折のタイプ (Cain分類)別では

タイプ I-Aの平均健側比握力が 86.7%，タイプI-Bが91.3%，タイプ IIが95%，タイプ
IIIが100%であり，意外にも骨折型が重症化しているケースで握力回復が良好であった.

他 JE側(正面) 辺、側Wil内位)

図 2 症例 11

初診l時単純X線:健倒11と比べて，第 3-4中手骨基部

聞は :~IU非|しており、尺側の paralle l M-lineは不整と
なっていた さらに，囲内斜位像にて骨片を伴う

尺側 CM関節の亜脱臼が確認された.

に対し，側面像では半数 しか確認できなかった な

お，中心性脱臼に関 して単純 X線による診断は困難

で， crにて明らかとなっていた.

[症例提示]

症例 11: 36歳男性ー

主訴.右尺側 CM関節部痛

現病歴 :手拳にて殴打して受傷，背側のIJ彰隆を自

己整復したとの告知で当科 ERを受診 した. 3年目

医師による診断は右小指 MP関節目見臼で，外固定の

み行い近医へ紹介していたが，紹介先から右手三角

骨脱臼疑いにて再度逆紹介となった.

身体所見 ・検査所見 再診時，右手背尺側の高度

な腫脹および終痛を認めており，当科初診時の X

線を振り返ると第3-4中手骨基部聞は向IE閉しており，

図 3 症例 11

cr 矢状断では有鈎骨は splittingfracture (Cain分
類typ巴III)を認めた (a).また冠状断では第5CM
関節商の陥没を認め， 第4中手骨基部検側の骨折

も確認された (b).

parallel M-lineも消失 していた.また，国内斜位像

にて小骨片をや1"う尺側 CM関節背側亜脱臼を確認

した(図2).crでは有鈎骨は splittingfracture (Cain 

分類 typeIII) を認め，第 5CM関節面は陥没してい

た.また，環指中手骨基部機側の関節内骨折を認め

ていた(図 3).

手術所見 :受傷後 16日目に観1IlL的に手術を施行

した.背側よりアプローチして直視下に骨折部を確

認.圧壊部を持ち上げ，同側榛骨より採取した海綿

脅を充填し， AO modular hand system 1.5 4D-plate 

によるプレート固定を行った.最後に CMI斐IEfriを経

皮的に銅線固定と した (~14 ) ー

術後経過.術後の画像評価では関節面の congru

ilyは良好と判断. 約 1か月後に銅線抜去および外
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図4 症例 11

手術所見 :背側アプローチにて展開.圧壊部を持
ち上げ， 同側椀骨より採取した海綿骨を充填 し，
AO modular hand system 1.5 4D-plat巴を一部カット
して固定した. さら にCM関節を経皮的に鋼線固
定と した. ( ~ : 有鈎骨 *圧壊部を持ち上げた
際の fracturevoid) 

図 5 症例 11

最終観察時の画像所見 .単純 X線では第 5CM関
節のわずかな不整像が確認された.特に CTでは
scr巴wholeの影響と思われるrM!節商の不鐙像が明
11.約こ1縫認された

固定を除去 しリハビリ開始した.術後 1年 3か月の

最終観察時，骨癒合は良好で Cooney'sscoreも満点

であったが，画像上は screwholeの影響と思われる

関節面の不整像が一部確認されていた(図 5)
症例 14:47歳，男性.

主 訴左第 5CM関節部痛.

現病歴 :バイク走行中，自家用車と接触 して受傷.

ただちに当科救急搬送となった

身体所見 ・検査所見 :初診時意識障害のため自覚

症状は不明であったが，左手背尺側に高度の腫脹を

認めていた.阿部の X線では正面像で小指"1:1手骨基

部の骨折を伴う尺側 CM関節の破綻像を確認した.

回内斜位像で亜脱臼を確認したが，側面像では有意

な所見を得られなかった(図 6).30を含む CTでは

正面 囲内位 面n制
ν

図6 症例 14

初診I時単純X線:正面像で小指中手骨基部の骨折
を伴う尺側 CM関節の破綻像を確認した.囲内斜
位像で CM関節の亜脱臼を確認したが， 側面像で
は明らかな異常所見を得られなかった.

図7 症例 14

3Dおよび CT 小指中手骨基部の粉砕骨折，いわ

ゆる尺側 Roland骨折を認めていた

第 5中手骨基部の粉砕骨折，いわゆる尺側 Roland

骨折(有鈎骨 type-IA)を認めていた(図 7).なお.

脳挫傷，第 5頚椎椎弓骨折を合併していた.

手術所見:全身状態の改善を待ち， 受傷後 14日目

に手術を行った.手術は牽引下に中手骨聞の trans-

verse pinningを行い第 5中手骨基部の短縮予防を図

りながら整復，鋼線固定を行った(図 8).

術後経過:術後は約 3週間の外固定を行い，術後

約 6週目に抜釘した術後 10か月の最終観察時， !Ii~ 

い終痛残存とともに健側比握力は 81%で， Cooney's 

scoreは 80点 (good)であ ったが，画像評価では明

らかな骨W)ji形成を認めていた (図 9). 
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図8 症例 14
手術所見 まず長剣l方向へ牽引 しながら，いった
ん手骨間の transversepinning併用下に短縮予防を
図った.続いて尺側カ、ら観血的にアプローチして，
骨折部を直視下に鐙復，鋼線固定を行った

[考察]

尺側 CM関節脱臼骨折は母指のそれと比較すると

圧倒的に頻度は少なく，本外傷の病態認識は未だ広

く普及しているとは言えない 4) その受傷原因はこ

れまでの報告によると手拳による殴打ーもしくはバイ

ク事故の大きく二つに起因するとされているが 5)

当院でもほぼ同織の結果であった.

今回，自験例を詳細に検討 したが，その骨折型は

一概には言えず，多くは中手骨基部骨折と有鈎骨体

部骨折は多様な組み合わせで、合併していた 一般的

に，本外傷は初診時の単純X線像で合併することの

多い中手骨基部骨折の診断は比較的容易であるもの

の，有鈎骨の骨折や尺側 CM関節IJ見臼の存在は見逃

されやすい.結果的に初期治療開始までに時間がか

かつてしまった陳旧例の存在が問題視されている6)

今回のシ リーズでは，初診時の X線を注意深く読

影することにより全例正面像で parallelM-lineの消

失が確認された.さらには，諸家が推奨しているよ

うに :0.7) 側面像に比較し囲内斜位像で CM関節脱

臼の存在を確認 しやすい傾向が示されており .本症

の診断にはこれら 2点への注視が重要である と思わ

れた.ただし，中心性脱臼骨折例を含め，より詳細

な骨折型把握には単純 X線だけでは限界があり，適

切な治療方針決定も含めて 3Dを含む CTは必須で

あると考える.

解剖学的に，尺側CM関節は第5CM関節で30度，

第 4CM関節で 15度の可動性をもち， power gnpの

際の中手骨頭降下 (metacarpalclescent)があり，こ

の可動性が障害されると握力低下を来すとされてい

369 

図 9 症例 14
最終観察時の画像所見 :単純X線では第5CM関節
面の不主主像を認めた CTでは同部の関節裂|療は保

たれているものの，尺側に明らかな骨赫形成を認
めていた.

る.また，関節内骨折の原則により，関節面の整復

が不良であれば終痛残存とともに関節症性変化の進

行が危慎される.

今回，こう した機能解剖を考慮して，転位のある

不安定な中手骨基部骨折および有鈎骨体部骨折には

確実な CM関節面の再建を目指し，積極的に観血的

整復 ・内固定を行ったが 結果的には概ね良好な治

療成績を得ることができていた.しかし，握力低下

や終痛残存ならびに関節症併発の症例もわずかに散

見されており，中手骨基部骨折および有鈎骨体部骨

折の多様な組み合わせに対する治療法には実際の手

術手技も含めて，依然改善の余地が見いだされた.

実際，今回の治療成績は握力とよ く相関しており，

その握力は中手骨基部骨折合併の有無や有鈎骨骨折

タイプ別に異なる結果となっていたが，今回の少数

例での検討ではそれらの具体的な成績不良因子を見

いだすことはできなかった.さらなる治療成績向上

をめざすには，今後症例数を増やしながら，受{易機

転別あるいは多様化している骨折形態を細分化しな

がら詳細に検証を加える必要があると思われた.

[まとめ]

[結語]

1) 本骨折の受傷原因は主に手拳による殴打 とバ

イク事故の大きく 二つに起因 しており，その骨折形

態の多くは中手骨基部骨折を合併 しながら有鈎骨の

骨折型は多様であった.

2幻)本骨折の見逃しを防ぐためには X線正面{像象に

よる pa創r刻le凶elM-lineの消失およびび、回内宗斜ヰ{位立{像象による

つdE
J
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尺側 CM関節脱臼のli在認が重要で、あり，さらに中心

性脱臼骨折の診断および詳細な骨折型把握には CT

が必須で、あった

3)今回の短期治療成績は概ね良好であ ったが，

さらなる治療成績向上のためには， ~~I手骨基音[)骨折

と有鈎骨体部骨折の多様な組み合わせに対する治療

法について詳細な検証が必要であると思われた.
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伸筋腿引き抜き損傷を伴う前腕開放骨折に対する

一期的再建術の検討
たにがわのぷゆき さいと ったかのり い い だひろかず

谷川暢之¥粛藤貴徳*飯田寛和ネ4

伸筋l陛損傷を伴う前腕開放骨折に対する即時骨接合術や伸筋腿縫合術と同時に 伸筋腿引き抜き損傷に対

する一期的l胞移行術を施行し，その有用性を検討した.機械への巻き込みにより受傷した 9例(平均 55.4歳)

を対象とした.軟部組織損傷は Gustilo分類 typeIIが5例， type III-Aが4例であり ，伸筋腫損傷は，全例

Zone VII . VIIIでの開放性断裂であった. EPL引き抜き損傷 6例には PL又は EIPへの一期的腔移行術を施

行し，また EIP引き抜き損傷 5例， EDC (III . IV)損傷 2例には EDCIIへの一期的側々縫合術を施行した

EDC筋腿移行部断裂 1fJIJには端々縫合するも回復が悪く FCRによる二期的腔移行術を追加した.後療法

には outriggerを装着した早期運動療法を併用 した.術後成績は，手指の% T品 4が81.4%，母指 87.4%，

前腕囲内外可動域が 91.8%であった. イEII筋腿引き抜き損傷に対する一期的腿移行術は，機能再教育が容易な

腔を選択 して，早期運度療法を併用することにより，良好な機能回復に繋がる再建術と考えられた.

[緒言]

高エネルギー外傷に伴う手部，前腕開放骨折の場

合， {ljl 筋!陛!世|断裂や伸筋!腿引き抜き損傷，更にやI~後

腿癒着や手内 Volkmann拘縮を合併し，治療に難渋

する.筆者らは，伸筋腿引き抜き損傷を伴う前腕開

放骨折に対して，骨接合やI~や伸筋 l腿縫合術と同時

に， 一期的!腔移行中|可を追加して加療してきた.今回，

伸筋!腿損傷の治療法を検討する上で，そのやfij後成績

を調査 した.

[対象と方法]

術後 2年以上経過観察が可能であった伸筋腿引き

抜き損傷を合併した前腕開放骨折9例， 9手を対象

とした. 受傷時年齢は 43歳から 64歳，平均 55目4歳

であった. 受傷原因は，旋盤，換気扇，タイヤのホ

イルなどの回転する動力機器への巻き込みによる高

エネルギー外傷であった 軟部組織損傷は Gustilo

分類， Lype 1Iが5例， type lII-Aが4例であった.

全9例共に，受傷後当院に救急搬送され， golden 

hourである受傷後 6から 8時間以内に骨折内固定

術を行った その際，同時に伸筋腿縫合術， 一期的

腿移行術も施行した.榛骨骨接合に使用したインプ

ラントは，LCP small， DRP， DRP 2.4 extra longで

あった.また遠位焼尺関節内の損傷が著しかった 3

例には，一期的に Sauve-Kapandji法(以下，SK法)

を施行した.

{申筋j躍は，全例手関節中枢側 ZoneVII -VIIIでの

開放性断裂であった その伸筋腿損傷の内訳は，長

母指伸筋(以下， EPL)の起始部からの引き抜き損

傷例が6例と最も多く，次に固有示指併l筋(以下，

EIP)引き抜き損傷が5例，総指件l筋(以下，EDC) 

の中指と環指の 2本断裂が2例，筋l陸移行部での断

裂 (1陛引き抜き損傷)が 1仔IJであった EPL引き抜

き損傷 6f91Jには，長掌筋腿または EIPを用いての一

期的l挫移行術を施行した. EIP引き抜き損傷，EDC 

2本断裂には隣接腿への一期的側々縫合術を施行し

た また EDC筋腿移行部での断裂には， myostatic 

contractureを考慮して縫縮しすぎないように注意し

ながら端々縫合術を施行した.

後療法は， outl抱gerをギプスやシャーレ ・また

は創外固定器に装着 して，悶einert式の早期運動療

法に準じた他動伸展 ・自動屈曲運動を術直後より施

行した.

術後成績評価は， 全自動運動可動域の健側比であ

る%TAMより，母指 ・指・手関節の損傷部位別に

評価Hした.

受理日 2013/09/22 
本関西医科大学附属滝井病院 整形外科 〒535-8507 大阪府守口市文園田T10.15 
件関西医科大学附属枚方病院 整形外科
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図 1 症例 l
a) 般入時の単純X線正面像と側面像

b)即時'南接合術後の単純X線正面像と側面像

図2 症例 I
a)引き抜き損傷を認めた長母指伸筋(矢印)

b)固有示指伸筋腿移行(矢印).
c) 術後母指の自動屈伸運動

[結果]

受傷時認めた開放創には，皮!習の部分壊死による

創癒合不全を 2191Jに認め 再縫合術を要した しか

し，深部感染例は認めなかった.I陛剥自11.WI，二期的

腿移行術，関節授動術が必要であったのは， EDC筋

腿移行部での断裂 1例のみであった.

術後 1年以上経過した最終調査時の成績では，

EPLヲiき抜き損傷6例の母指%T.品川ま 87.4%，EIP 
引き抜き損傷，EDC2本断裂，筋腿移行部断裂の指

%TAMは平均 81.4%であった

全 9仔IJの前腕国内国外可動域では， SK r去の 3例

を含むため，平均%TAMが91.8%と良好な結果で

あった.

[症例呈示]

症例 1: 62歳，男性

現病歴:業務月:J換気扇に巻き込まれ両前腕を受傷

した両前腕遠位開放骨折(AO分類， 23-C2.2， Gusti-

10 lype III-A)であった.

手術所見:golden hour内に創部の洗浄後，榛骨

は関節l面を整復して DRPによる subchondralsup-

portを効かせた骨抜合を行い，尺骨は tensionband 

wiring固定した. さらに創外固定を装着 して，この

後背側の静脈を 2本|吻合して Volkmann拘縮の発生

予防を図った(図 1). EPL引き抜き損傷に対して，

EIPを用いた一期的l陛移行術を施行した.

術後経過:受傷後 4か月目に復職し， 1年経過し

た最終調査時の母指%TAMは82.4%であった(図

2). 

症例 2:64歳，男性

現病歴 旋綴に巻き込まれ受傷した.

手術所見:両前腕遠位開放骨折 (AO分類， 23・

A3.3， Gustilo lype III-A)， EPL引き抜き損傷， EDC 
筋腿移行部断裂(腿引き抜き損傷)であった.受傷

時に一期的 SKi去を併用した骨接合術と EPL引き抜

き損傷に対する長掌筋!駐を用いた一期的腿移行術を

施行した EDC筋!日移行部断裂に対して，榛側手

ρh
u
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図3 症例 2 図 4 症仔IJ2 
a)搬入i侍.突出 した椀骨近位断端により総指伸筋は断

差是している
a)搬入fl寺の単純X線

b)一期的 Sauve-Kapandji手術後
b)総指伸筋端々吻合術(白矢印)
c)長掌筋腿へ一期的腿移行した長母指伸筋(白矢印)

図 5 症仔IJ2 

a， b) FCR→ EDC 腿移行術.
c) 術後指の自動屈伸運動 %TAM 80.8% 

根屈筋(以下， FCR) を掌側から背側ヘ貫通させる

一期的l腔移行術は，軟部組織の状態が安定しない受

傷初期には手術侵襲が大きすぎる と判断し，myo・

static contractureを考慮 して縫縮 しすぎない様に注

意 しながら -B端々縫合術のみを施行した(図 3，

4) . 

術後経過 :指自動件I展可動域が不良であったた

め，初期治療後 6ヶ月で， FCRを使った二期的腿移

行術，手背部仲筋腿剥離術を追加した 再手術後 6

ヶ月では指%TAMは80.8%まで改善した.また引

き抜かれた母指 IP関節の自動何l展可動域は良好で

あった(図 5). 
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[考 察]

伸筋腿引 き抜き損傷を伴う前腕開放骨折は 転

倒 ・転落などの一般外傷によって生じるものとは異

なり ，回転する動力機器への巻き込みによる圧挫 ・

牽引損傷によって生じる 多く に著しい軟部組織損

傷を合併する.骨関節の開放性損傷に対する治療に

も|時間を要 し， 最終的に手の機能障害を残すことが

多い.そこで， 筆者らは，受傷後即時骨接合術や伸

筋!腔縫合術と同時に，伸筋!腿引き抜き損傷に対する

-J目的腿移行術を施行し，早期運動療法を併用 して

腿癒着や関節拘縮の予防を図りながら加療し，在院

期間や復職までの期間の短縮を目指した.

池田 ら 1)は，長母指伸筋l腿引き抜き損傷6仔IJに対
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する二期的再建では，平均%T品 4が 64.8%と報告

した.母指の巧融運動においては，外在筋と同様に

内在筋の機能が重要である.長母指{EII筋の自動運動

能が欠損すれば当然，内在筋の機能も失われてい

く.筆者らの症例の如く，皮11ft欠損，著明な汚染な

どがあっても，手背部軟部組織の状態が再建を許容

できる状態であれば，一期的腿移行術を施行するこ

とにより最終成績の向上が見込まれることが示され

た.また前腕部は手背部に比べると軟部組織が多

く，損傷後仲筋腔癒着が生じる頻度も減る.木野

ら2)は， EDC引き抜き損傷 26例中，端々縫合後の

指%TAMは67%，FCRを用いた!陸移行術によ る二

期的再建では 84.5%であったと，良好な結果を報告

した

EDC筋l陸移行部断裂に対する端々縫合術は， myo-

static contractureが発生し 手関節手指の伸展拘縮

を生じる原因と考えられている 3)4) 我々は FCRを

掌側から背側へ貫通させる一期的l陛移行術は，軟部

組織の状態が安定しない受傷初期には手術侵裂が大

きすぎると判断し，端々縫合のみ施行した. しかし

最終的には，手関節手指の{l$1展拘縮を生 じ，再手術

を要した 本結果を踏まえ， FCRを用いたー!則的腿

移行術を選択すべきであったと考えられた.

イ11:1}防!腿引き抜き損傷に対する一期的!陛移行術は，

switchingが容易な!陛を選択して outrigger装着下，

早期運動療法を行うことによ り，手指関節拘縮，腿

癒着，手内Volkmannt句縮の発生を予防し，良好な

機能回復に繋がる治療法であると考えられた

[まとめ1
・前腕開放骨折に伴う伸筋腿引き抜き損傷に対し

て， 一期的腿移行術の有用性を検討した.

・一期的再建術に早期運動療法を併用すれば，良

好な機能回復に繋がると考えられた.

[文 献1
1 )池田全良ほか 伸iliJJ陛引き抜き損傷に対するl泣移行術

の治療 日本手外科学会誌22:135-141，2005. 
2) 木野義武ほか.前l腕部における伸筋l限引き抜き領傷の

治療.日本手外科学会誌 16:380-383， 1999 
3) 木野義武ほか 手指伸筋!日損傷の Zone別観血的治療.

日本手外科学会誌4:230-233， 1987. 
4) 矢部 裕ほか手背，前l腕における伸iliJJl削員(弘主伸

iめl位損傷の治療成績の検討一手背から前腕における重

度煩傷について .整形外科29:1236-1239， 1978 
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四肢外傷における遊離皮弁の血糖値測定による
モニタリ ングの使用経験

aw 

綿山
川
、:

持田譲治*
しみずあゆ

清水あゆ子水制石井崇之池田全良社司同
さいとう いくお

驚藤育雄ド F 

ニばやし ゆか

小林由香*，

はじめに.遊離皮弁術後の急性期合併症である，血栓による虚血やうつ血は， 一般に皮弁の色調や温感，

皮膚の緊張， capillary refillや pinprickテス トなどで肉眼的に判断する. しかしうっ血については迷う場合

があるため，血糖値でモニタリングを行った 3例 4皮弁について検討した.対象.軟部組織欠損を伴った

手部損傷 2例と足部の l例で，皮弁は 3-16日後に再建した 測定は 皮弁と健側指尖部を 25G針を用いて

糖尿病用血糖測定器で計測 した.結果. 3皮弁では皮弁と指尖音[)の血糖値の比は0.77-1.02で推移 し生着し

た. 1皮弁の比は 0.33-0.61と低値であり生着しなかった.考察.本方法の利点は 血流の状態を定量的数

値で評価するため，客観的な判断ができる.また，測定が簡便で速やかに再検査もでき，手技の トレーニン

グは不要である.まとめ.遊離皮弁術後の皮弁血糖値を測定することは 定量的に血流状態を評価できるモ

ニタリング法であった. しかし， 糖尿病合併例では血糖値を測定するだけでは判定できなかっため他のモニ

タリング法を併用する必要がある

各 1仔1). 神経は正中神経と尺骨神経の損傷が2仔1]，

深緋骨神経損傷が 1仔IJであった. I陛損傷は全例に認

めた

治療方法は，骨折は K銅線による内固定， 切断指

は再接着術を施行した.神経は皮弁再建後の 1{)iIJに

正中村l経の cablegraftを行った.I陛は全例縫合し

た.軟部組織は 3-16日後に遊離皮弁で再建 した.

深下腹壁動脈穿通校皮弁(以下 DIEPflap) ，上腕外

側皮弁，前外側大腿皮弁で再建し，術後に皮弁がう

っ血した l例は上腕外側皮弁で再々建を行った.皮

弁の動脈は端側縫合 し，静脈は端端縫合した(表 1)

測定方法は，術後経時的に皮弁と健側指尖部から，

25G針で穿刺し糖尿病用血糖値測定器で言|測 した.

皮弁の血糖値は，縫合血管に近いポイン 卜と一番速

いポイントの 2か所で測定し，血糖値および指尖部

との比の推移，生着，合併症，WJ後成績について検

討 した.

[緒言]

遊1ijft皮弁術後の急性期合併症として，血栓による

虚血やうつ血が挙げられる.皮弁の色調や温感守皮

膚の緊張に加え， capillary refillや pinprickテスト

などで肉眼的観察を行い，慎重に皮膚の状態を判断

することが一般的である. 血流障害は早急に改善さ

せることで，皮弁の壊死を回避することが出来るが，

虚血は判断できても， うっ血については迷う場合が

ある.今回，術後に皮弁の血糖値を測定することで，

血流モニタリ ングを行った 3例， 4皮弁について検

討した

[結果]

症例 2，3の皮弁血糖値/指尖部血糖値の比は 0.77

[対象と方法]

対象は，軟部組織欠損を伴った手部挫減の 2WIJと

足部挫滅の 1例である 男 2仔1]， 女 1仔1]， 平均年齢

48歳 (30-67歳)，既往歴として 1例に未治療の糖尿

病を認めた.骨折は，手関節脱白骨折と手指切|却iの

1例，Lisfranc脱臼と Chopart脱臼の 1f9IJは Gustilo

type IIIBで 1例は骨傷を認めなかった. 血管損傷

は環小指切断，手掌動脈弓損傷と前腔骨動脈損傷が

神奈川県伊勢原市下糟屋 143
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遊離皮弁の血糖値測定によるモニタリング

grade Iとrv，足部損傷は]OAscore 81点であった

症例供覧 67歳，男性.右手を機械に巻き込ま

れ受傷.環小指切断と Gustilolype IIIBの手関節開

放性脱臼骨折，浅指屈筋腿と伸筋腿は断裂 していた

(図 2a).指は再接着術を行い，尺骨遠位部は汚染の

ため切除した(図 2b，c).糖尿病の治療はインス リ

ンを導入 した. 受傷 3日，前腕伸側に DEIPflapを

施行 皮弁の血糖は 160-221と高値で推移 し，健

側指尖部も 360-518と高値であった.点状出血が

出現したが，健側と対比しなかったため血糖値の比

376 

-1.02で推移 し，測定部位での差はなく皮弁は生着

した.糖尿病合併の症例 1は皮弁の血糖は高値であ

ったがうっ血が生じた.当初，皮弁のlIIl糖値のみで

判断していたが健側指尖部も高血糖であり，比は

0.33-0.61と低値であったため，再手術が遅れ救済

できなかった 新たな上腕外側皮弁を作成し，比は

0.83-1.5で推移し生着した(図1)

合併症として，感染例はなく ，正中と尺骨神経損

傷の 1例で麻簿と屈筋l陸癒着による手指の屈曲拘縮

を認めた.術後成績は，手部損傷は chen評価で

症例の内訳表 1

30M 3 46F 2 67M 伊l症

足音sI坐滅手部i坐滅手部長佐滅態形{喜十員

Lisfranc脱臼

Chopa州民臼
illS 

禾治療糖尿病

手関節税臼骨折

環・小指切断

固B 

症

芥'1
二主L

往

折

E正

骨

G u s t i I 0分類

前I歪骨手掌動脈弓環・小指{罫f員IIR ~h 

深IJF骨断裂正中断裂

尺骨断裂

正中圧怯

尺骨圧挫

(:; f員mZ 干自

EHL FDS. II-FDP EDC (~ j員1建

98 

前外側大腿皮弁

14X10cm 

16日

土腕刻、 I~IJ皮弁

13X6cm 

3日

;奈下腹壁動脈穿通校皮弁

14X8cm 
上腕外側皮弁

12X8cm 

JlJl 

建

日寺

再

建

品

ナ十

再

皮

1.6 

1.4斗

1.2 _[ 

1 

0.6 

0.8 

0.4 

活
保
犯
一
一一息判明}¥休
M
m
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』
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POO 
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血流の良好な皮弁で覆うことが感染率を減少させる

ための極めて有効な手段のーっとなる.さらに，機

能再建の場としてもマイクロサージャリーを含めた

軟部組織の再建が必要である.生着させるカギの l

っとして，術後の血流障害の早期発見が重要である.

しかし，色調，温感，緊張や capillaryrefil1の主観

的な判断は，マイクロサージャリ一未経験者も含め

ると均一な判断が難しくなる. Implantable doppler 

system， color duplex sonography， near-in[rared spec-

troscopy， microdialysis， laser doppler fIowmeb-yなど

のモニタリングもあるがやや煩雑である.近年，糖

尿病用血糖値測定キッ トを用いて，皮弁の血流を定

量的に評価できる方法が報告され，うっ印した皮弁

では血流の停滞によりグルコースが代謝され減少す

るために血糖値が低下すると述べられたり.本方法

は早期の静脈血栓の探知が可能で，速やかに再検査

ができる術後モニタリングの補助として支持され，

Haraは皮弁とJIll~Iコ血糖値の比の cut off値を 0.38と

して報告した 2)

うっ血により JUl糖値が低下するメカニズムは，静

脈JIIl栓により毛網IIft!l管圧が上昇するため動脈血の流

入が減少し，グルコースの供給不足で低血糖とな

る引.同時に，血流が減少すると組織の酸素供給は
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の低下に気づかずうっ血の判断が遅れ，救済出来な

かった.再再建は上腕外側皮弁を用い生着した(図

3) .術後 l年，手関節可動域は背屈 40
0

，掌屈 55
0

，

ピンチカ 7.5kg(健側比 107%). 日本手外科学会知

覚機能評価法では中指以外は S3以上で，現職に復

帰し， Chen評価は grade1である.

[考察]

軟部組織欠損を伴う四肢外傷の治療では，早期に

Gustilo type IllB，前!腕仰側の
軟部組織欠損と環小指切断

図 2a
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図 4 遊縦皮弁再建の血行動態

不足 し低酸素となり，嫌気性の条件下での解糖反応

ではより多くのグルコースを代謝するためさらに血

糖値は低下する.

本方法は，筋皮弁や穿通枝皮弁が適応である.皮

弁全体の血流が不安定で数値に一貫性がない時に

は，同 じポイン卜で何回か測定した方が良い2) 本

方法の利点は， 血流の状態を定量的数値で評価する

ため客観的な判断ができる，測定が簡便で速やかに

再検査もできる，手技の トレーニングは不要で，コス

トパフォーマンスが良いことが報告されている 1)4) 

また欠点としては，虚血時には測定できないこと，

針による皮弁のダメージ 糖尿病合併例ではインス

リンによる値の変動が大きいことである.しかし糖

尿病症例でうっ血した皮弁の血糖が高値であっても

血中血糖値よりは低値になるため対比で差がでる こ

とが報告されており 5) 同時間に測定する ことで変

動は問題にならないと考えられる.また持続モニタ

リングの Microdialysisを使用した報告では， インス

リン注射後皮弁の血糖値が変動 しグルコースが低下

しでも，乳酸を測定することで判断できるため影響

はないと報告されている 6)

当施設の今後の治療方針は，まず pinprick testを

行い，皮弁から出血 しない場合は動脈閉塞による虚

血と判定する 出血する皮弁は， 血糖値を測定し健

側指尖部の血糖値と対比する.うっ血の cutoff値は

0.38と報告されており，自験例でも 0.3-0.6で推移

した.また糖尿病症例では， ドップラーやエコーで

血流を確認することや，血中乳酸値の簡易測定器で
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測定するなど他のモニタリングを合わせて検討する

必要がある(図 4).

[まとめ]

遊離皮弁術後の皮弁血糖値を測定することは，皮

弁の血流状態を評価できるモニタリング法であっ

た.本測定方法は，定量的数値が得られるため皮弁

の状態を客観的に判断で、きた しかし，血流が不安

定な症例や糖尿病合併例では皮弁， 指尖部とも に血

糖値が不安定なため， 他のモニタ リング法も併用 し

て判定する必要がある.
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綿山、;
当院で手術を行った 13例 14肢を対象とし，前腕骨骨折と前腕骨短縮骨切り術に対する二重プレート法の

治療成績を検討した.対象は榛骨骨折 1肢，尺骨骨折 4J1支懐骨尺骨骨折 4肢，~~骨短縮骨切り 2 肢，尺骨

短縮骨切り 3肢で，そのうち開放骨折は 3肢であった.手術方法は近位，遠位とも各主骨片に合計 4本以上

のスクリユーが挿入されるようプレートを選択した.プレートは 3.5mm.2.7mm. 2.4mmプレートあるいは

Acu-loc Xlongプレートを使用し，追加プレートに 2.7mm，2.4mm， 2.0mmプレートを組み合わせて使用した.

全例で骨癒合し，骨折の平均癒合期間は 96.6(44-151)日で，骨切り術での平均癒合期間は 116.8(75-142)日

であった.二重プレート法の利点は主骨片にスク リューが4本以上挿入されるため，回旋力に強い点である

されるようプレートを選択した.骨膜剥離は整復を

要する最小限で行い，主プレートに隣接するように

追加プレートを設置した.術後は 2週から 4週のギ

プス固定を行い，その後両前腕骨骨折例や短縮術例

では装具の使用を原則とした プレートの組み合わ

せは主プレートに 3.5mm，2.7mm， 2.4mmプレート

あるいは Acu-locXlongプレートを使用し，追加プ

レートには 2.7mm，2.4mm， 2.0mmプレートを組み

合わせて使用 した

[緒言]

骨幹部骨折の治療において，上腕骨をプレート固

定する際は一枚では回旋力に弱いため，プレートを

二枚使用する方法(二重プレート法)も行われてい

る 1) 前腕骨において固定力を増すためには，一般

的に長いプレートが用いられるが 困難な部位もあ

る.プレート長が短くても強固に固定できる二重プ

レート法は時に有効な方法である.著者ら は症例を

選んで二重プレート法を行っており，前腕骨骨折と

前腕骨短縮骨切り術に対する二重プレート法の治療

成績を検討した. [結果]

全例で骨癒合した.骨折の平均癒合期間は 96.6(44-

151)日，骨切り術での平均癒合期間は 116.8(75-142) 

日であった.最終診察時の平均国外角度は 80.0(50・

90)度，平均囲内角度は 81.1(50-90)度であった

感染，皮府壊死， CRPSは認めなかった 初期の例

において追加プレートの際 スクリユーヘッドの折

損を認めた 低出力超音波骨折治療器 (LIPUS)は

2 {'ll)に使用した. 1例は模骨尺骨開放骨折に対して

術直後から使用し尺骨は 49日，検骨は 83日で癒合

した(症例 1).もう l仔1)は榛骨短縮骨切り術の選延

治癒に対して使用し 175日で癒合した(症例 11).

抜釘後の再骨折を 1例に認め LIPUSを使用し骨癒

合を得た(症例 1)

症例 3: 33歳，男性，堆肥を撹手loする機械にまき

こまれ棟骨骨幹部開放骨折 (Gustilolype2)，尺骨骨

[対象と方法]

2009年 4月から 2012年 5月まで著者ら が手術を

行った 13例 14肢，男性 6例，女性 7例，平均年齢

54.3歳 (34-78歳)を対象と した 榛骨骨折 1J~ ， 

尺骨骨折 4肢懐骨尺骨骨折 4肢，機骨短縮骨切り

2肢，尺骨短縮骨切り 3肢であった.そのうち開放

骨折は 3肢であった(表1).骨癒合期間，合併症の

有無について検討した.骨癒合は仮骨が十分に架橋

され，日常生活に制限を指示しなくなった時期とし

た 著者らの二重プレート法の適応としては両前腕

骨骨折，粉砕骨折，単純骨折でも横骨折の場合，近

位と遠位に 3穴ずつの固定が困難な部位，骨組長芸症，

早期復帰希望の短縮術である 手術方法は近位，遠

位とも各主骨片に合計 4本以上のスクリューが挿入

岩手県北上市村崎野 17-10

-163 -
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380 前腕骨に対する二重プレート法

表 1 症例一覧

Syn : Synthes社，ACE: ACE社， リコン :リ コンス トラクション，

LC : Limited contact， OCP: Oinamic compression plate， 

ACP : Active compression plate 

年齢
仏0 癒合

田内 国外
No 

(歳)
性男IJ 傷病名 分 主プレート 追加プレート 期間

角度 角度
類 (日

36男性
接骨骨折 C3 同CE 3.5リコン Syn 2.4ストレート 83 

901 90 
尺骨開放骨折 B1 IACE 3.5リコン Syn 2.0LC-DCP 49 

2 70男性 榛骨骨折 B2 IACE 3.51)コン Syn 2.0LC-DCP 44不明 不明

31 36 男性
権骨開放骨折1A3 凶CE 3.5ACP Syn 2.4LC-DCP 112 

901 90 
尺骨骨折 同3 Syn 2.4ストレート Syn 2.0ストレト 86 

41 69 男性 尺骨骨折 B1 Syn 2.4T型 Syn 2.0ストレト 119 不明 不明

51 74 女性 尺骨骨折 1A3 Syn 3.5LC-DCP Syn 2.7LC-DCP 118 不明 不明

61 77 女性
模骨開放骨折 C2 凶cu-Ioc Xlong Syn 2.0ストレート 151 

501 50 
尺骨開放骨折1A3 Sy円 2.4ストレートSyn 2.0ストレート 59 

71 57 男性 尺骨骨折 1A3 Syn 2.7リコン Sy円 2.4LC-DCP 116 不明 不明

81 51 女性 尺骨骨折 1A3 民CE 3.51)コン Syn 2.4ストレート 95 901 90 

9 78女性
僕骨骨折 B2 除CE 351)コン Syn 2.4LC-DCP 112 

不明 不明
尺骨骨折 1A3 除CE 3.51)コン Syn 2.4ストレト 112 

101 34 女性 携骨短縮術 レミCE 3.51)コン Syn 2.0LC-DCP 142 801 80 

11 38女性 榛骨短縮術 仏CE 3.5ACP Syn 2.0LC-DCP 175 801 80 

121 49 女性
右尺骨短縮術 Syn 2.7リコン Syn 2.0LC-DCP 75 801 80 

左尺骨短縮術 Syn 2.7LC-DCP Syn 2.0LC-DCP 117 801 70 

1~L 37男性尺骨短縮術 L.....jACE3.5ACP Syn 2.4ストレート 75 901 90 

幹部骨折を受傷した(図 1).榛骨を主プレート 3.5m m，

追加プレー ト2.4mm，尺骨を主プレー ト2.4ml11，追

加プレー ト2.0ml11で固定 した(図 2). 尺骨は術後

86日， 機骨は術後 112日で骨'癒合した (図 3).

症例 2: 69男性，暴行を受け検骨骨幹部骨折を受

傷 した(図 4，5). 主プレー ト3.5111111，追加プレート

2.0111111で固定 し，術後 44日で骨癒合 した (図 6，7). 

[考 察]

二重プレー ト法の報告例は上腕骨骨折 11 鎖骨骨

折21 前腕骨においては尺骨変形治癒における使用:ll

尺骨近位の骨折における使用 4 1 尺骨短縮骨切 りやI~

後の偽関節に対する使用 51が報告されている.

前腕骨骨折に対するプレー卜 固定の原則は，各主

骨片を最低 3本のスク リユーで固定する， 回旋力を

中和するため 7穴または 8穴のプレー トを使用する

とAO骨折治療では述べられている 61 しかし関節

近傍となる骨幹端や筋!腔付着部を犠牲にしたくない

症例では主骨片に 3本ずつの固定は難 しく ，現実的

には主骨片を2本のスク リューで固定せざるを得な

いこと も多いi) 二重プレー ト法の利点としては，

主骨片にスク リユーが4本以上挿入されるため回旋

力に強い81 また，主プレートに 3.5111111以下も使
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用可能なため皮切長が短くなり，整容的で皮膚刺激

症状が軽減される. 前腕骨における二重プレート法

の良い適応としては 院骨の中央部から近位部など

筋肉組織が多い部位や尺骨速位部などの近位と遠位

に3穴ずつの固定が困難な部位， 関節近傍となる骨

幹端や筋腿付着部な どの回旋固定力がより必要とさ

れる部位，j尭骨尺骨骨折，骨組穏症のためプレート

l枚では固定に不安がある症例 31である また，尺

骨短縮術の骨癒合不良因子である高齢女性，男性の

|喫煙者な どもよい適応と考えられる 51

二重プレー ト法の欠点としては，単純 X線像で骨

折線がプレー 卜に隠れてしまいやすく，4方向撮影

が必要の場合がある こと スク リユー孔が多くなる

ため，抜釘後の骨強度の低下が懸念されるこ とであ

る 抜釘時後の骨折を 1例に認めたため， 抜釘は慎

重に決定する必要がある またスク リューヘッ ドの

折損に関 しては， ドリ ル後にタップを行うように し

てから折損はない また やI~ I~~の整復が最重要な こ

とは通常のプレー ト固定と同様である.プレート固

定の|僚における骨膜の過度な剥離が懸念されたが，

追加プレート が小さいため，通常のプレー トを 1枚

当てる際に行う骨膜剥離で二重プレー ト法も可能で、

あった.
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図 1 機骨骨幹部開放骨
折，尺骨骨幹部骨

折を認めるー

図2 検骨を主プレート 3.5I11m，追
加プレート 2.4mm. 尺骨を主
プレート 2.4mm，追加プレー
ト2.0mmで固定した.

図3 尺骨は術後 86日で癒合.
検骨は術後 112日で癒合

した

図 4 受傷時単純 X線正 図 5 受傷時単純 X線側

面イ象 面f象

Gajendranら8)はスクリューホールが 179IJのプレ

ートと 251Jのプレート と2列のロ ッキングプレート

の三者の固定力を中手骨骨折モテ余ルで、比較した. 2 

列の両者は 179IJに比べてね じれ，曲げ強度ともに有

意に固定力が高かった.251Jプレートは 251Jロッキ

ングプレー トに比べねじれ，曲げ強度が高く ，この

理由としてコンベンショナルなプレート は，スク リ

ユー固定した際にプレートと骨が密着するためと報

告 している. Fitzpatrickら9)は大腿骨モデルにおい

てロ ッキングによる二重プレート法はコンベンシヨ

ナルな二重プレート法より強度が強かったと報告し

ている.一方， jazrawiら 10)は大腿骨においてロッ

キング二重プレー トはコ ンベンショナルな二重プレ

ー ト法より強度が強かった と報告 している.それゆ

図 6 術後 44日で骨癒 図 7 f，t日後 44日で骨癒
合した 合した

え， 二重プレー 卜法を行う際に最適な固定材料はま

だわかっておらず，今後の研究が必要である.

今回，骨折の癒合期間が平均 96.6日， 骨切り術の

癒合期間が平均 116.8日と癒合に時間を要している

感があるが，確実な癒合が確認できたものを骨癒合

と判定 しているこ と，プレートに隠れて癒合判定が

難しい場合もあるためと考えている. 今回は2から

4週間の外固定を行っているが，回旋固定力が I枚

のプレートより強いため 外固定期間の短縮を今後

の検討課題としている.

近年前腕骨骨折においてはロ ッキングプレートが

使用されつつあるが， 著者らは前腕骨骨幹部骨折は

コンベンショナルなプレー 卜を使用してきた.その

ため今回もロッキングプレートは使用しなかった.

-165ー
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また， 主プレート固定後の補助として追加プレー卜

を用いたため大小二枚のプレートとなる傾向があっ

た.小さい同サイズのプレートなど，使用プレー卜

の組み合わせやロッキングプレートを使用した場合

の力学的強度の研究が必要であるが，強固な固定が

必要な場合，前腕骨においても二重プレート法は有

用であると考えられた.

[まとめ1
1. 二重プレート法を前腕骨 13例 14肢に使用 し

全例に骨癒合を得た.

2. 使用プレートの組み合わせやロッキングプレ

ートを使用した場合の力学的強度の研究が必要であ

る.

3.抜釘は慎重に判断すべきであるー
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上腕骨内側上穎骨折 肘頭骨折に対する
編み糸操作による骨片整復法
くらいしたつや もりや こう じ よしったかえ まき ゆたか っぽかわタおと 主りさわひろこ

倉石達也，森谷浩治，吉津孝衛，牧 裕，坪川直人，成津弘子

平成 22年 3月から平成 24年 6月までに非吸収性の編み糸を用いて骨片を整復し，骨接合を行った上腕骨

内側上頼骨折 10例. II~ 頭骨折 9 例を対象にして，その治療成績を調査した . 本法は非吸収性の編み糸を骨片

の靭帯，筋停止部または起始部にかけ これを輩引して骨折部を整復する方法である.本法は従来の骨把持

錯子を用いた整復方法に比べ，骨片粉砕のリスクが少ないなどの利点がある

[緒言]

骨折の整復方法には，肢位による軟部組織の弛緩

や牽引，単鈍鈎や整復紺子などの単純な器具の使用，

骨片内に刺入した鋼線やフ レートなどのインプラン

トを利用した方法など様々あるが，内固定方法と比

べて論じられることは少ない() 著者らは骨折整復

時に編み糸を利用して骨片を操作することで，骨接

合を簡便化している.今回 著者らが考案 した編み

糸を用いた骨片整復法 (Methodof handling yarn : 

以下 MOHY)を紹介し，本法を実際に施行した上腕

骨内側上穎骨折と肘頭骨折症例について報告する.

[MOHYの手技]

骨片整復に先立ち，あらかじめ 2つに折ってルー

↓I1 \~ I~ I\\~ 
図 1 非吸収性の編み糸を 図 2 縫合室|を近位骨片の 図3 縫合針をループの中 図4 編み糸を引っ張るこ

2つに折ってループ 上腕三頭筋停止部に に過して引っぱりロ とで骨片を整復し K
状にし，両端を縫合 しっかりとかける ツクさせることで軟 鋼線を近位骨片から
主|につける (図は11す頭骨折) I:ifl組織をしっかり把 遼位骨片に向かい 2

持し近位骨片をコン 本刺入する
トロールする

プ状にした合成非吸収性マルチフィラメン 卜縫合糸

の両端を 1つの縫合針につけておく(図 1)目骨折部

を展開後，この縫合糸を裂離骨片の靭帯または筋肉

の付着部に しっかりかけ 針をループの中に通して

ロックさせる(図 2，3). 縫合針を外し，靭帯また

は筋肉の牽引力に抗するように編み糸を引っ張るこ

とで骨片を整復する(図 4).

[対象と方法]

対象は平成 22年 3月から平成 24年 6月までに

MOHYを用いて骨片を整復し，骨接合術を施行した

上腕骨内側上頼骨折 10{yl]，肘頭骨折9仔1]である(表

1) 肘頭骨折の受傷時年齢は 33歳-82歳(平均 55

受理日 2013/09/13 
(財)新潟手の外科研究所 干957-0117 新潟県北蒲原郡聖箆Uff諏訪111997番地
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表 1 症例の内訳

肘頭骨折 上腕骨内側上顎骨折
平均年齢 57 .5歳 (33~ 82歳) 12.3歳 (5~22歳)

性別 勇3女6 男7女3

左右 左6 ロ3 左5七5

骨折型 Wadsworth分類 W出 oo-Jooes分類

2型 4 l型 2 
勾3芥二~ コ Z型 7 

4型
平均観察期間 9 . 1か月 (4.2~15.0か月) 7.3か月 (2.2~134か月 )

固定方法 TBW 6 

τ13W+ 1/3円Plate 3 

合併?負傷 尺骨鈎頚部伏突骨起折骨折 1 
模骨頚 1 

図 5 M頭骨折の術後X線で関節面は整復されて
いる(症例は 82歳女性)

歳)で，骨折型は Wadsworth分類 212型が 4{JI]， 3 

型が 5例，内固定方法は引き寄せ銅線締結法(以下

TBW)が 6例で TBWと1/3円プレート固定の併用

が 3例であった.上腕骨内側上頼骨折の受傷H寺年齢

は5歳-22歳(平均 12.3歳)で，骨折型はWatson-

Jones分類 別で 1型2例， 2型 7例， 4型 1例で!大l固

定方法は TBWが 9191]， 鋼線束IJ入のみが 1例であっ

た.それぞれについて手術時間，術中-術後合併症，

骨癒合の有無，最終診察時における肘関節の例l展と

屈曲角度をあわせた囲伸可動域を調査した.

[結果]

手術時間は肘頭骨折で 33分-1時間 30分(平均

65.2分，尺骨鈎状突起骨折や機管頚部骨折などの合

併骨折を伴った 2例を除く)，上腕骨内側上頼骨折

は37分-1時間 27分(平均 52分)であった.術中

に骨片が粉砕した症例は認め られず，術後感染を生

じた症例もなかった.肘頭骨折の術後 X線側面像で

-168 

τ13W 9 

鋼線東IJ入のみ
むし

関節面はすべて整復されていた(図 5) 全例骨癒合

が得られ，屈伸可動域は肘頭骨折が 110-145
0

(平

均 123
0

) で，上腕骨内側上頼骨折が 105-155
0

(平

均 137
0

)であった.

[考 察]

両骨折は骨把持甜子による整復が一般的で， その

方法は大きく分けて骨把持甜子で骨片自体を挟んで

骨片を移動させる手技と，骨折聞を骨把持甜子で挟

んで岐み合わせる手技の 2つある 41 これら従来方

法では (1)骨片が小さいときや骨粗患症等で骨質が

不良の場合，骨把持{Il1:t子をかけることにより骨片が

粉砕する危険性がある， (2)骨把持甜子で岐んだ位

置によって整復方向が規定されて しま う，(3)何度

も岐み直すことによって骨片粉砕の危険性が増す，

(4)キルシュナー鋼線 (K銅線)を挿入したい部位

に骨把持紺子がかかつてしまう，などいくつかの間

題点がある.これに対して，MOHYは骨を直接把

持しないため骨片を粉砕する危険性が少なく，また

牽引する方向によって整復位を微調整でき， K鋼線

挿入の邪魔になることもない.加えて必要があれば

編み糸は何本でもかけられるし何度でもかけ直せ，

整復に利用した編み糸は固定後に除去しでも，内固

定の補強としても利用できるといった利点が多い方

法と考える.

肘頭骨折な らびに上腕骨内側上頼骨折は広義の裂

離骨折に含まれ，筋 ・!健・靭干11;などの牽引力によ っ

て，その付着音1)の骨が引き裂かれて発生する 5161

従って，裂離骨片はそれらの牽引を受けることで整

復困難となっており，従来は態側上肢のJI支位を調整

し， 骨片にかかる牽引を弱めて整復 している.実際，
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図6 上腕骨内側上穎骨折で、は患j肢をJIす関節I屈曲 ・前
腕囲内位にする操作が不要であり，視野の妨げ
となる骨把持ilt子もないため盤復位の確認が容
易である

上腕骨内側上頼骨折で、は肘関節屈曲と前腕囲内が必

要となり ，肘頭骨折では肘関節を伸展位にして上腕

三頭筋を弛緩させる操作を要する. しかし，編み糸

を引 っばることで裂離骨片にかかる牽引力に抗する

ことが可能な MOHYでは，あえて牽引力を弱める

肢位を維持する必要がなくなるため， 整復位確認の

視野が良好(図 6)，かつ肘頭骨折では肘関節を屈曲

したまま K鋼線の刺入ができ， II，J関節{III展位で生 じ

ていたハ ンドピースと上腕部との干渉もなくなる.

従来~I= J吸収糸を用いた骨接合術の報告はあるが 71

本法は整復が目的であり固定は K鋼線や軟銅線で行

うため非開収糸は固定の補助であり，必ずしも残す

必要はない.

MOHYで使用する糸に関して，非I吸収性マルチフ

ィラメント縫合糸は摩擦係数が大きくすべりにくい

ため手で取り扱いやすく，またしなやかで結びやす

い.抗張力，結節保持力の面でも問題ないため，著

者らは非l吸収性マルチフィラメン 卜縫合糸を使用 し

た 81 糸の太さは制11すぎると牽引時に切れてしまう

ため当科ではすべて 1-0を使用した.糸のかけ方に

ついては，糸を 2重にかけてループの中に通してロ

ックさせることで， 1回の操作で軟部組織をよ り確

実に把持することができ ると考えた.MOHYの注

意点として，第一に使用する編み糸は糸同士の隙間

に細菌が付着 しやすいため，編み糸を残す場合は術

後感染の発生に注意 しなくてはならないことが挙げ

られる.第二は骨片近傍の筋・靭帯に編み糸をかけ

ないと， 有効な整復力が裂離骨片に伝わりにくいこ

とである. しかし，本研究の対象症例中に術後感染

の発生例はなく，いずれの問題点も非損傷手技に基

づいた適切な手術操作で克服可能と思われる.

[まとめ]

上腕骨内側上頼骨折と肘頭骨折において MOHY

は骨片を直接把持しないため，骨片を粉砕する危険

性が少なく，牽引する方向によって整復位を微調整

可能，K銅線の刺入の障害にもならない有用な方法

と思われた.
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aclults. sixth eclitio口. Philadelphia. Lippincott 

l九rilliams&Wilkins.pp 212-217， 2006 

2) Wadsworth TG. The Elbow. first edition. Lonclon. 
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[目的]肘部管症候群に対する尺骨神経皮下前方移動術の成績を DASHによって評価し，その有用性を検

討した.

[対象と方法]手術を施行した 44例 48肘を対象とした. 男性 32例，女性 12例，右側 37肘，左側 11肘，

平均年齢 57歳 (14-76歳)であった.手術前後の DASHスコアと筋力(母指内転筋，第 l背側骨間筋，小

指外転筋)，症状の改善率(手指のしびれ感，痛み，使い難さ，および肘の痛みにおよび、満足度を調査した.

[結果]術前および術後 DASHスコ アが調査司能であった 12例において，平均 DASHスコアは術前 23.7

点から術後 10.6点と統計学的に有意な改善を認めたー平均筋力は 母指内転筋では術前 3.0，術後 4.1，第 1

背側骨間筋では術前 3.2 術後 3.7 小指外転筋では術前 3.1，術後 4.0と，いずれも有意な改善を認めた.

症状の改善率は，手指の しびれ感 :90%，手指の痛み:90%，手指の使い難さ:81%，肘の痛み :88%であ

った.症例の 88%が満足と答えていた.すべての症状において，改善した症例は，不変または悪化した症

例より も有意に術後 DASHスコアが良好であった

[結論1DASHは，症状の改善を良く反映しており，肘部管症候Ufにおける手術成績の評価方法として有

用である

[緒言]

Disabilities of theお111，Shoulcler ancl Hancl日本語

版(以下，DASH)は上肢機能障害に対する自己記

述式の評価方法であり ，近年上肢疾患に対する重症

度の判定や治療成績の評価に用いられている. JIサ音1)

管症候群に対する重症度や治療成績はこれまで様々

な評価方法により報告されているが， DASHによっ

て評価した報告は少ない.本研究の目的は，肘部管

症候群に対する尺骨神経皮下前方移動中lijの成績を

DASHによって評価 し，本疾患、におけるDASHの有

用性および術後成績に影響を与えるやlij前因子を検討

することである.

[対象と方法1
1997年から 2007年まで肘部管症候群に対して尺

骨神経皮下前方移動術を施行したのは 66例 73肘で

あったこのうち再手術例同側同時手術施行例(腿

移行術，手根管開放術，尺骨頭切除術)，および他

疾患合併仔IJ (頚髄症，多発性神経炎，関節リウマチ)

を除く 57例 62肘に対 し 郵送によるアンケー卜調

査を行い(図 1)，アンケー トに回答のあっ た44例

48肘(アンケー卜回答率 :77%) を対象とした.内

訳は，男性 32例，女性 12例， 右側 37肘，左側 11肘，

手術時平均年齢 14-76歳(平均 57歳)，原因は，変

形性肘関節症 28肘，特発性 11肘，スポーツ 6肘，

外傷 2肘，内反肘 l肘であっ た.術前の握力は健側

比で 9.7-101% (平均 65.9%)であった.両側催患

例の握力については，両側同時手術例はなく，検査

時に非手術側が健常の場合と術後の場合があった

が，どち らの場合も非手術側を健側として処理し

た.術前の神経伝導速度は，導出不能例を便宜的に

0111/Sとすると1) 0-65 111/S (平均 39111/S)であっ

た. 発症から手術までの期間は 1か月 -16年(平均

31か月)であった.全例に尺骨神経皮下前方移動

受~ fill 日 2013/09/20
キ寒河江市立病院 干991-8508 山形県寒河江市大字寒河江字塩水 80
*ヰ泉整形外科病院
ホ**北新東病院
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アンケート鵠査票

以下の質問について 当てはまる答えにO差付けて下さい

1現在 手術を受けられた側の手指に しびれ怒はありますかっ
aなし bあり

Zありと答えた方は 手術前と比較してしびれ感はどの程度ですかっ

a かなり軽快した b.1>し軽快した c変わらない d悪化した

3現在 手術を受けられた側の手指に，痛みはありますかっ
aなL. bあり

4ありと菩えた方は 手術前と比叡して手指の痛みはどの程度ですかっ
a かなり軽快した b少し軽快した c変わらない d悪化した

5現在，手術を受けられた側の肘に 痛みはありますかっ
aなし b あり

6ありと答えた方は，手術前と比較して肘の痛みはどの程度ですかっ
aかなり軽快した b少し軽快した c変わらない d悪化した

7手術を受けた後に指lま使いやすくなりましたかっ
a非常に使いやすくなった b少し使いやすくなった c変わらない d使いに<<なった

B手術治僚を受けたことに満足していますかっ

aたいへん満足している b瀦足している cどちらとも言えない d不満である a非常に不満である

術を施行した.手術方法は 上腕骨内側上頼の後方

を通る弓状切聞を加え，中枢側においては Struthers

arcadeを切離 し，末梢側では Osbornebandの切離

および尺側手根屈筋筋膜の剥離を行なって尺骨神経

を皮下前方に移行 した.移行 した尺骨神経と交差す

る部位の内側筋問中隔と尺側手根屈筋の筋膜は切除

した. 皮下組織と 内側上頼をナイロ ン糸で 2-3針

縫合し，神経が尺骨神経溝に戻らないようにした.

術後は l週間シーネ固定を行ない，その後自動運動

を許可した.術後の経過観察期間は，最終外来受診

では 1か月から 6年 3か月(平均 1年 2か月)であ

り，アンケー ト調査では5か月から 10年 10か月(平

均 3年 10か月)であった.

カルテより術前DASHスコアと筋力(旬指内転筋，

第 1背側骨問筋，小指外転筋)を調査 した.アンケ

ー卜により，術後の症状の変化(手指のしびれ感，

痛み，使い難さ，および肘の痛み)，手術に対する

満足度，およびアンケー 卜調査時の DASHスコア

(以下，術後 DASHスコア)を調査した.術前 DASH

スコアが調査可能であったのは 15例.術後 DASH

スコアが調査可能であったのは 34例であり，その

うち術前，術後ともに DASHスコアが調査可能であ

ったのは 12例であった.徒手筋力検査は 2名の術

者によって行なわれた

上記の調査結果より， 1)術前と最終外来受診時

の筋力の変化，2)術前と術後の DASHスコアの変

化， 3)症状が改善 した群と改善 しなかった群にお

図 1

ける満足度の比較， 4)症状が改善 した群と改善 し

なかった郡における利行灸 DASHスコ アの比f安，5) 

手術に満足 している群と満足していない群における

術後 DASHスコアの比較， 6) 手術に満足している

群と満足していない群における術前因子の比較， 7) 

術後 DASHスコアが良好な群と不良な群における

術前因子の比較， 8)術前筋力が 3以上の群と 2以

下の群における症状の改善，満足度，お よび術後

DASHスコアの比較，について統計学的検討を行な

った.統計学的検討には paireclt-test， Student's t-

test，ピ testを用いた.

[結果]

l.筋力の変化

筋力の変化をみると，母指内転筋では術前平均

3.0 (0-5)から最終外来受診時平均 4.1(1-5)に，

第 1背側'宵間筋では平均 3.2(0-5)から平均 3.7(0 

-5) に，小指外転筋では平均 3.1(0-5)から平均

4.0 (1-5) に，いずれも統計学的に有意な改善を認

めた (p< 0.001 : paired t-test) (表1).

2. DASHスコアの変化

アンケート調査時の DASHスコアは平均 12.8点(0

-63)であった.争時前および例行灸の DSAHスコアが

調査可能であった 12例についてその変化をみると，

術前平均 23.7点 (10.8-5l.7) から術後平均 10.6点

(0-33.9)となり，統計学的に有意な改善を認めた (p

<0.01・paireclt-test). 
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表1 筋力の変化 すべての筋で有意な改善を認めた
(*， ** t P < 0.001 : pairecl t-test) 

筋
徒手筋力検査1::よる筋力の平鈎値 | 

術前 最終外来受診

3.0' 4.1ホ

母指内転筋
(n = 46) (n = 36) 

3.2** 3.7** 
第1背側骨問筋

(n = 43) (n = 32) 
3.1 t 4.0t 

小指外転筋
(nニ 37) (n = 31) 

表2 症状の改善率

改善 不変 悪化 回答なし

しびれ感 90% 8% 2% 0% 

手指痛 90% 4% 2% 4% 

使い難さ 81% 15% 4% 0% 

肘痛 88% 0% 10% 2% 

3.症状の変化と満足度

アンケー卜調査による手指の しびれ感の改善率

は，改善:90%，不変:8%，悪化:2%であった.

手指の痛みは，改善 :90%，不変:4%，悪化:2%， 

回答な し:4%，手指の使い難さは，改善:81 %， 

不変 :15%，悪化:4%，肘の痛みは，改善:88%， 

悪化:10%，回答なし :2%であった(表 2)_ 満足

度は，満足 :88%，どちらとも言えない :8%，不満 :

4%であった.

症状の変化と満足度との関係をみる と，手指 しび

れ感については，改善 し “満足"と答えたのが全体

の 88%，改善し“どちらとも言えない"または“不

満"と答えたのは 2%，不変または悪化し “満足"

と答えたのは 0%，不変または悪化し“どちらとも

言えない"または“不満"と答えたのは 10%であ

った.同様に手指の痛みについては，改善 し“満足".

90%，改善し“どちらとも言えない・不満":4%， 

不変 ・悪化し “満足":0%，不変・悪化し “どち ら

とも言えない ・不満": 6%であり，手指の使い難さ

では，改善し“満足": 81%，改善 し “どちら とも

言えない ・不満":0%，不変 ・悪化し “満足":6.5%， 

不変 ・悪化し“どちらとも言えない ・不満": 12.5 

%であ り，肘の痛みでは，改善 し“満足": 85%_ 

改善 し“どちらとも言えない ・不満":4%，不変 ・
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表3 術後の症状と DASH
(ぺ** t t t P < 0.05 : Stuclent's t・test)

術後DASH

症状 改善 不変・慈化

しびれ感 10.7点台 27.6点*

手指痛 10.9点H 40.4点H

使い難さ 11点T 20.3点T

肘痛 11.1点↑T 28.7点tt

悪化し 1111足":2%，不変 ・悪化し “どちら とも言

えない ・不満":9%であった.症状が改善した群と

改善しなかった群において満足度を比較すると，す

べての症状において改善した群が，不変・悪化よ り

有意に満足度が高かった (p<O.OOOl:χ2-test)_ 

4.症状の変化と術後 DASHスコア

症状が改善 した群(“改善群")と改善 しなかった

群(“不変 ・悪化群")の 2群聞において術後 DASH

スコアを比較した.平均術後 DASHスコ アは，手

指のしびれ感では“改善群": 10.7点，“不変 ・悪化

群": 27.6点，手指の痛みでは“改善若干":10.9点，“不

変・悪化群":40.4点，手指の使い難さでは“改善群"-

11点，“不変 ・悪化群": 20.3点，肘の痛みでは“改

善群": 11.1点，“不変 ・悪化群": 28.7点であった.

すべての症状において “改善群"は“不変 ・悪化群"

よりも有意に術後 DASHスコアが良好であった(低

かった) (p < 0.05 : Student's t-test) (表 3)_

5_ 満足度と術後 DASHスコア

“満足群"37例と“どちらとも言えない・不満群"

6例の2群聞において術後DASHスコアを比較 した

“満足群"では術後 DASHスコアは O点から 39.7点

(平均 10.9点)，“どちらとも言えない・不満群"で

は術後 DASHスコアは 5.4点から 78.6点(平均

23.2点)であった.“満足群"の術後 DASHスコア

の方が良好であったが，今回の症例数では統計学的

有意差は認めら れなかった (p=0.07・Student'st-

test) . 

6.術前因子と満足度

“満足群"41例と“どちらとも言えない・不満足群"

5例の 2群聞において， 術前因子に有意差があるか

どうかを統計学的に検討した.検討した術前因子

は， 1)年齢， 2)躍病期間， 3) 筋力， 4)握力， 5) 
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表4 満足度と術前因子

fil¥j前因子(平均値)

年齢 権病期間 筋力
復力 神経

(歳) (か月) (最低値)
健世IJ比 伝導速度
(%) (m!s) 

満足群
(n = 41) 56 28 2.9 71.0 37.9 

どちらとも
言えない

不満足群
64 51 4 83.6 49.9 

(n = 5) 

表5 術後 DASHと術前因子

術前因子(平均値)

握力 神経
年齢 羅病期間 筋力

縫側比 伝導速度
(歳) (か月) {最低値)

(%) (m!s) 

DASH < 25 
52 32 3.1 72.2 40.9 (n = 30) 

DASHミ25
68 37 3 99.4 30.7 (n = 5) 

神経伝導速度であった.筋力は，母指内転筋，第 l

背側骨間筋，および小指外転筋のうち， 最も低い筋

力を検討に用いた.“満足群"と“どちらとも言え

ない・不満足群"における術前因子の平均値はそれ

ぞれ，年齢:56歳と 64歳，催病期間:28か月と

51か月，筋力・ 2.9と4，握力 :71%と83.6%，神

経伝導速度:37.9 m/sと49.9m/sであった(表 4). 

検定方法は，年齢，躍病期間，握力.および判1経伝

導速度については Stlldent'sιtestを，筋力について

は0・testを用いた すべての術前因子において両

群聞に統計学的有意差は認められなかったが，“ど

ちらとも言えない・不満足群"では年齢が高く，擢

病期聞が長い傾向があり，その一方で筋力，握力，

神経伝導速度が比較的良好であった.

7.術前因子と術後 DASHスコア

術後 DASHスコアが 25点未満の群と 25点以上

の2若手に分け，両群聞において術前因子に有意差が

あるかどうかを統計学的に検討した.“25点未満群"

30例と "25点以上群"5例における術前因子の平

均値はそれぞれ，年齢:52歳と 68歳，擢病期間

32か月と 37か月.筋力:3.1と3.握力 72.2%と

99.4%，神経伝導速度:40.9m/sと30.7m/sであっ

た(表 5).年齢，怪病期間，握力，および神経伝

導速度については Stlldent'st-testを.筋力について
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表6 術前筋力と症状の変化

しびれ感 手指痛 使い難さ 肘痛

改善
不変

改善
不変

改善
不変

改善
不変

慈化 悪化 悪化 悪化

3-5群 28肘 4肘 27肘 3肘 25約 7肘 26附 5肘

0-2群 14肘 。肘 14肘 Olft 13肘 1肘 14肘 。肘

表7 術前筋力と満足度，術後 DASH

満足度

どちらとも
術後

満足 言えない DASH 
不満

3-5群 27肘 5附
14.2 

(n = 25 ) 

0-2若手 14肘 。肘
11 

(n = 10) 

はχ2司testを用いた.すべての術前因子において両

群聞に統計学的有意差は認められなかったが，“25

点以上群"では年齢が高く神経伝導速度が遅い傾向

があった.

8. 術前筋力と症状の改善，満足度，および術後

DASHスコアとの関係

術前筋力が 3以上の群(“3-5群")と 2以下の群

(“0-2群") に分け，症状の改善，満足度，および術

後 DASHスコアについて両群聞に有意差があるか

どうかを統計学的に検討した.症状の改善と満足度

については χ2-testを，何百f&DASHスコ アについて

はStlldent'st-testを用いた.

“3-51W'と “0-2群"のそれぞれにおいて症状が

改善 した割合は，手指のしびれ感:88%と100%，

手指の痛み :90%と 100%，手指の使いffi([さ:83% 

と93%，肘の痛み :84%と 100%であ った(表 6).

すべての症状において両群聞に統計学的有意差は認

められなかったが，“0-2群"では改善率が高い傾向

がみられた

満足が得られた割合は "3-5群"では84%，“0-2群"

では 100%であり，統計学的有意差は認められなか

ったが“0-2群"において満足率が高かった(表 7)

“3-5若手"では平均術後 DASHスコア ・14.2(n= 

25)，市2群"では平均術後 DASHスコア:11 (n 

今
、

υ
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，

咽
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=10)であり，両群聞に統計学的有意差は認められ

なかった(表 7).

[考察]

肘部菅症候群の評価には従来から様々な方法が用

いられており，術前評価方法としては赤堀分類 2)

McGowan分類 3)，Dellon分類 4) 術後評価方法とし

ては赤堀の予後評価基準 2)，Modified Bishop Rating 

System 5)， Messina法 6)などがある. DASHは上肢

全体に関する機能障害や病的状態を評価するために

開発された自己記述式の評価方法であるが，肘部管

症候群の手術成績を DASHによって評価した報告

は少ない. 喜多島ら は7) 手術治療を施行した肘部

管症候群患者を DASH(日本語版)によって評価し，

赤堀分類， McGowan分類， 赤堀の予後評価基準，お

よび MoclifiedBishop Rating SystemとDASHとの

関係を統計学的に検討した.その結果，赤堀の予後

評価基準のみが DASHと有意に相関しており，従

来の評価法の多くは患者の満足度を反映していない

と述べている.若林らは 1) 赤堀分類， McGowan 

分類，および、赤堀の予後評価基準と DASH (日本語

版)との関係を検討した.その結果，赤堀分類，

McGowan分類ともに重症度が進むほど術前 DASH

が高値となる傾向がみられ，病期間で DASHに有

意差が認められた.赤堀の予後評価基準との関係で

は，成績が不良であるほど術後 DASHが高値とな

る傾向がみられたが，統計学的有意差は認められな

かった. Zimmermanら8)は， Dellon分類を独自に

修正した評価方法によって肘部管症候群を病期分類

し，握力，つまみ力，および DASHと病期との関係

を検討した その結果， DASHが病期に最も強く相

関しており，握力やつまみ力よりも DASHの方が肘

部管症候群の重症度を反映すると述べている. 今回

著者らは，症状の変化および満足度と術後DASH(日

本語版)との関係を検討した.その結果，症状の変

化との関係では，手指のしびれ感，手指の痛み，手

指の使い草liさ，および肘の痛みの症状すべてにおい

て，症状が改普ー した症例の方が不変あるいは悪化し

た症例よりも有意に術後 DASHが良好であ った.

満足度との関係では，統計学的有意差は認められな

かったが，満足と答えた症例の術後 DASHは良好で

ある傾向がみられた.以上の結果より， DASHは，

肘部管症候群の症状の改善を良く反映しており ，治

療成績の評価方法として有用であると言える.
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手術成績に影響を与える術前因子の検討では，今

回著者らは，年齢，躍病期間，筋力，握力，および

神経伝導速度と術後 DASHとの関係を調査した.

検討方法として， DASHの各質問項目において回答

をすべて 2(“やや困難"“ややあった"“やや制限"

等に相当) と選択した場合， DASHスコアはおと

なることから，術後 DASHが25未満の群を成績良

好前， 25以上の群を成績不良群として，それぞれ

の術前因子を両群聞で比較 した その結果，すべて

の術前因子において両群聞に有意差はみられず，成

績不良因子の特定には至らなかったが，成績不良群

は年齢が高く，神経伝導速度が遅い傾向がみられ

た 一方，若林らは 1) 術前の年齢，握力，側方つ

まみ力，および神経伝導速度と術後 DASHとの関係

を検討している. 65歳以上の患者と 65歳未満の患

者の術後 DASHを比較した結果， 65歳以上の患者

の方で有意に術後 DASHが高値であった.また，術

後 DASHが20未満の患者と 20以上の患者に分け

て握力，側方つまみ力，および神経伝導速度につい

て比較した結果，握力と神経伝導速度では両若手間に

有意差を認めなかったが，側方つまみ力は，術後

DASHが20未満の患者の方が有意に高かったと報

告している 以上より若林らは 1) 手術時の年齢お

よび術前の側方つまみ力が術後 DASHに影響を与

える因子であると述べている.

今回の調査結果と比較すると，高齢であるほど術

後 DASHが高値な傾向がみられたことは，年齢が予

後不良因子であるとする若林ら 1)の報告に一致して

いる.握力と神経伝導速度において有意差がみられ

なかったことも若林ら 1)の報告と同様であったが，

神経伝導速度に関しては 有意差はみられなかった

ものの，成績良好群の神経伝導速度は 40.9m/sで

あるの対し，不良群では 30.7m/sと低い傾向がみ

られたため，症例数を増やすなどしてさらに検討す

べきであると思われた 術前筋力と術後 DASHと

の関係では有意差は認められず，やI~rmの筋力低下の

有無は術後 DASHに影響を与えないと考えられる

しかしこの結果は，側方つまみ力が予後に影響する

因子であるとする若林ら 1)の報告とは必ずしも一致

しないため， さらに4食言すが必要と思われた.

|言lー疾患に対する術式の比較や，施設問で、の治療

成績を比較する際には，各報告者が同じ評価方法を

用いることが望ましく，浅見ら 9)は肘部管症候群に

おける統ーした評価方法の必要性を提唱した.今回
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の調査結果から， DASHは自覚症状の改一普をよく反

映しており，肘部管症候群の治療成績を評価する方

法として有用である

[まとめ1
1. 尺骨神経皮下前方移行術を施行 した 44例 48

肘に対してアンケー ト調査を行ない， 88%が手術に

満足 していた.

2.調査が可能であった 12例において， DASHス

コアは術前平均 23.7点から術後平均 10.6点となり，

有意な改善が認められた.

3. 症状が改善 した症例は，改善 していない症例

よりも有意に術後 DASHスコアが良好であった.

[文 献1
1) 若林良明ほか.!Iサ音[1管症候若手術前 ・術後の DASHス

コアと，術後スコアに関する予後因子について.日手

会誌 25:400.404， 2009. 

2) 赤堀治.肘部管症候群ー麻簿の程度と予後，ならび

に手術法の選択一.整 -災外 29:1745-1751， 1986 

3) McGowan AJ， The results of transposition of the ulnar 

nerve for traumatic ulnar neuritis. J Bone Joint Surg 32-

B: 293-301. 1950 

4) Dellon AL. Techniques for successful management of 

ulnar nerve entrapment at the elbow. Neurosurg Clin N 

んn2: 57-73. 1991. 

5) KJeinman WB， et al. Anterior intramuscular transposi 

tion o[ the ulnar nerve. J Hand Surg 14-A: 972・979，1989.

6) Messina A， el al. Transposition of ulnar nerve and its 

vascular bundle for the entrapment syndrome at the el-

bow. J Hand Surg 20-B: 638-648， 1995. 

7) 喜多嶋出ほか 肘部管症候群の他党的評価と自覚的評

価の比較検討.日手会誌 23:102-104， 2006. 

8) Zimmerman NB， et al. Are standardizecl patient self-re-

porting instruments applicable to the evalllation of ulnar 

neuropathy at the elbow? J Sholllcler Elbow Surg 18: 

463-468， 2009 

9) 浅見昭彦ほか !Iす部管症候群における術前・術後評価

についての文献的検討 日手会誌 17:418-421， 2000. 
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上肢慢性廃痛に対するトラマドール塩酸塩/

アセトアミノフェン配合錠の使用経験

中野智則，建部将広，篠原孝明，山本美知郎，栗本秀，平田 仁

上肢慢性終痛に対してトラマドール指酸塩/アセ 卜アミノフェン配合錠を投与 した39例について患者背景

と有用性および副作用について検討した.対象となった疾患は重複を含めて外傷関連痛 12例，末梢神経障

害9例，非化膿性l陛鞘炎 9例，変形性関節症8例，その他 11例であった.投与開始後， 10例 (26%)は副

作用により投与中止となり，その他の早期離脱は 4例 (10%)だった 投与継続可能で、あった 25例 (64%)

について，投与後 1か月， 2か月， 3か月， 6か月での上肢機能評価表 Hancl20スコアと終痛スコアの変化

量を調査 し，終痛スコアでは 2か月以降で統計学的有意差をもって改善がみられた.一方で Han【120スコア

では有意な改善がみられず 上肢機能障害への終痛以外の要因の影響等が考えられ，上肢慢性廃痛による機

能障害に対しては複合的な治療の必要性が示唆された.

[緒言]

非がん性慢性終痛に適応をもっトラマ ドール塩酸

塩/アセトアミノフェン配合錠(以下トラムセット

配合錠)が発売され，慢性終痛に対する薬物治療の

選択肢が増えることになった 脊権疾患や下JJ支変形

性関節症，複数の運動器疾患などを対象としてその

有用性が報告されているが，対象を上肢疾患に絞っ

たものはない.そこで，今回著者らは上肢慢性終痛

患者に対するトラムセット配合錠の使用経験につい

て報告する.

[対象と方法1
2011年 8月より当院と関連施設において，上肢

慢性廃痛に対してトラムセッ ト配合錠を処方し，そ

の後の追跡調査が可能であった 39例を対象と した.

卜ラムセッ ト配合錠投与中に頓用以外で他の鎮痛剤

を併用した患者は除外した.男性 16{91]，女性23例，

平均年齢は 58歳 (31-91歳)であった.調査項目

は患者背景， 卜ラムセッ ト配合錠の有用性および副

作用と した.患者背景と しては通院期間，対象疾患，

手術の有無と術後経過期間，投薬歴，併用薬につい

て検討し，有用性は患者立脚型上肢機能評価表であ

るHancl20と柊痛スコア (11-pointNRS)を用いて，

投与後 1か月， 2か月， 3か月，6か月の各時点で

のスコア変化量によって評価を行った.終痛スコア

はHancl20の第 四 項目を使用した.統計学的処理

には Stuclent'st-test， Fisher's exact testを使用し，

p<0.05を有意差ありとした.

[結果]

卜ラムセッ ト配合錠投与前の通院期間は，紹介受

診にて診療を開始 した患者については前医での期間

は含めず平均 725:t681日 (7-2207日)であり，全

例で熔痛に対 して3か月以上の加療歴を有 してい

た.投与対象となった疾患は重複例も含めて，外傷

による終痛遺残 ・変形治癒 ・偽関節 12例，末梢神

経障害9例， 非化膿性腿鞘炎9{JI]， 変形性関節症8仔1]，

肩関節疾患 4{9IJ，軟部腫湯 4i9iJ，その他 3仔IJであっ

た 39例中20例では トラムセッ ト配合錠投与前に

手術が施行されており，関節形成術 ・人工関節置換

術 7仔1]， 手恨管開放術 ・神経剥l)jIH!'I5仔1]， 腫場切除

f，!'I 4仔1]， その他4例であった 手術施行から投与開

始までの期間は平均 630:t506日であった.投与開

始後に原疾患、に対 して手術が施行された症例は3{91J 

であったが，手術以前に内服中止となっていたか手

術を機に内服終了となっていた.

トラムセッ ト配合錠投与直前に使用されていた治

療薬は多剤併用例を含めて， NSAIDs21 {91]， プレガ

受理日 20日/09/10
名古屋大学大学院医学系研究科手の外科学 '1'466-8550 愛知県名古屋市昭和区鶴舞IIIT65番地
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1生与前 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 6ヶ月

t-test p= 0.29 0.05 0.04 0.02 

図 2

投与前 Hancl20スコアは 52.0:t27.4(mean:tSD)で

あり，投与後 1か月， 2か月， 3か月， 6か月での

経時的変化量は，投与前と比較して +3.0/-3.2/ー2.7/

3.6であった. 1か月でわずかに噌加し，その後はわ

ずかに減少しほぼ横ばいとなっていた 投与後 6か

月の時点でのみ投与前と比べ統計学的有意差 (p=

0.02)が認められた(図 1).また廃痛スコアは投与

前 5.8:t2.5(mean:tSD)であり ，投与後の経時的変

化量は，投与前と比較して +0.17/ー0.60/ー0.73/-1.29で

あった. Hancl20スコアと同様に投与後 1か月では

わずかに増加したが，その後は徐々に改善がみられ，

2か月， 3か月， 6か月の時点で投与前と比べ統計

学的有意差 (p=0.05，0.04， 0β2)を認めた (図 2). 

[考 察]

本邦においては急性廃痛，慢性廃痛に対する薬物

治療としていずれも NSAIDsが汎用されているが，
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表 1

パリン7例，アセトアミノフエン 419U，ノイ ロトロ

ピン 2例，外用剤 3例であった. トラムセッ ト配合

錠の投与量は初期投与量が平均 3.4錠/日，最大投

与量が平均 3.6錠/日であり，初期投与量から減量

とな った症例はなかった.併用薬は制吐剤が 19例

に，便秘薬が 24例に処方されていた 39例中 10例

(26%)で副作用により投与中止となっており，そ

の内訳は，めまい .n~気 4 例，胃腸障害 21911，便秘，

気分不快，住~忘が各 1 例ずつであった.その他の理

由による早期離脱が4例 (10%)あり， 25例 (64%)

で投与継続可能であった.投与継続群のうち， 主観

的評価によ って有用性を認めたものは 19例 (49%)

であり，投与継続群に占める割合は 25例中 19例，

76%であった

副作用による中止の有無に関 しては，年齢，性別，

投与前通院期間，初期投与量について両群聞に統計

学的有意差は認めなかった(表 1).投与継続群では

6 
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t-test p= 0.09 0.19 0.32 

図 1

Hand20経時的変化
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特に慢性終痛に対しては十分な効果が得られないこ

とがある 2010年にプレガパ リンが神経障害性廃

痛に適応となり， 2011年に 卜ラムセッ ト配合錠が発

売されたことで，慢性廃痛に対する薬物治療の選択

肢が増えることとなった.慢性廃痛は国際終痛学会

により 「治療を要すると期待される時間の枠組みを

越えて持続する痛み，あるいは進行性の非がん性疾

患に関連する痛みjと定義されており，終痛の持続

期間については定義されていないが，一般的には 3

か丹以 t持続するものを慢性痔痛とすることが適当

であるとされている.本研究の症例は， 3か月以上

の期間にわたって上肢疾患に起因する痔痛に対 して

加療を受けたものの除痛効果が不十分であった症例

であり，上肢慢性痔痛患者と して適切な対象であっ

たと考える.

f客痛治療において，多斉IWt用による相乗効果と各

薬剤を低用量とすることでの副作用の軽減効果が報

告されており 1) 今後この様な治療法がより広まっ

ていくと考えられる.本研究においても大部分の症

例では NSAlDsを中心とした鎮痛剤が事前に投与さ

れていたが， トラムセット配合錠に関する調査をす

るにあたって，頓用以外で他の鎮痛削を併用した症

例は除外した.本邦でのトラムセット配合錠の使用

経験に関する諸家の報告では，対象疾患を上肢慢性

痔痛に絞った報告はなく，脊惟疾患や下肢変形性関

節症または複数の運動器疾患を含む慢性廃痛患者に

対して，その効果が示されている.その有用性と副

作用発現率，副作用による投与中止の割合について

は報告によってばらつきがあり，有用性は 62.5%か

ら89.2%，副作用は 19.4%から 96.3%，副作用によ

る投与中止は 10.7%から 25.0%とIII/jjがある 2)31'1) こ

れは対象とする疾患や副作用対策などの条件の統ー

が難しく，また，有用性を判断するための指標や，

どの程度の症状を副作用と捉えているかなど，各研

究での評価基準が異なっていることが原因とも考え

られる.有用性について，本研究においては主観的

評価を元に，症状改善が認められ投与終了となった

ものと投与継続されているものを有用性ありと判断

した.有用性は全体では 39例中 19例 (49%)，投

与継続群では 25例中 19例 (76%)に認められ，副

作用による投与中止は39例中 10例 (26%)であっ

た.

副作用としては悪心n~吐，便秘の発症頻度が高い

ことが報告されているが 発症時期は投与開始早期
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で軽度から中等度であることが多く ，制吐剤や便秘

薬の併用または 卜ラムセッ ト配合錠をifr増法によっ

て低用量から投与することで管理可能であるとされ

ている 2)3) 本研究においては投与量と しては初期

より 3錠または 4錠で処方されていたが，約半数で

は制吐剤，便秘薬を併用 しており，副作用による投

与中止率は他の報告と同程度であった.

一方で、，有用性については全体としては他の報告

に比べやや低かったものの投与継続群では 76%で

主観的な効果を認めており，副作用等による中止に

至ることなく継続可能であれば，改善効果が期待出

来ると示された.また，1客痛スコアでは投与後 2か

月以降で統計学的有意差を以て改善傾向がみられ，除

痛効果における有用性が示された.一方で， Hancl20 

スコアについては明らかな改善傾向を認めることは

出来なかった.脊椎疾患や下J]支変形性関節症では荷

重によって終痛が増強され さらに終痛が機能障害

を引き起こす為，除痛によって直接的に機能悌害の

改善につながることが多い 上肢疾患による機能障

害では，力学的な終痛のみではなく関節可動域制限

や感覚障害といった痔痛以外の要素の関与も大き

く，痔痛の変化が上肢機能評価表である Hand20の

変化として表れにくかったことが考えられる.ま

た，対象と した患者群は経過が長期にわたっている

症例も多く，終痛自体についても慢性終痛の種類と

して 卜ラムセッ ト配合錠が対象と している器質性終

痛のみではなく，非器質性廃痛が関与していた可能

性も考えられた 有用性をより詳細に評価するため

には，原疾患を統ーさせ，また，心理尺度による評

価等を取り入れることによって心因性痔痛の関与が

大きい症例を除外するなど，対象症例を絞り込む必

要があると思われる. 一方で，複数の要因が混在 し

た上肢慢性終痛の治療においては，現時点での鎮痛

薬のみによる内服治療，特に単剤による効果には限

界があり，十分な|徐痛効果と機能障害の改善を得る

ためには複合的な治療が必要であると思われる.

[まとめ]

上肢慢性痔痛に対する 卜ラマドール泊酸境/アセ

トアミノフエン配合錠の使用経験を報告した.26% 

の症例で副作用により投与中止となっていたが，投

与継続可能であった症例では投与後 2か月目から統

計学的に有意な終痛スコアの改善が認められた.し

かし，上肢機能評価では有意な改善がみられず，上



上JI支慢性終痛に対するトラムセットの使用経験

肢慢性終痛に伴う機能障害の改善を得るには他の治

療を併用する必要も示峻された.

[文献]

1) Pergolizzi JV， et al. Tramadol/paracetamol fixed-dose 

combination in the treatment of moderate to severe 

pain. Journal of PaiI1 Research 5: 327-346， 2012. 

2) 升上靖雄ほか.慢性廃痛に対するトラマドール塩酸塩/

アセトアミノフェン配合錠の長期 (52週)投与試験.

関節外科 31:88-97， 2012. 

3) 上村幹男ほか.慢性廃痛に対する新しい鎮痛薬トラム

セット配合錠 l斬増投与法による副作用対策 209仔IJ

の使用経験からの分析 Progressin Medicine 32: 1671・

1676.2012. 

4) 木村信康ほか 慢性廃痛に対する卜ラムセット配合錠

の使用経験慢性廃痛 31:57-61，2012. 

-179 -

395 



日手会誌(JJ pn Soc Surg Hand)，第 30巻第3号 396-399，2013 

民

w
締山、ー

指側面からの腿鞘内注射方法と解剖学的検討
うえだゆきニ ニじま あらた うるしさきあ ゃ なかむらまさや

植田有紀子ヰ，児島 新¥漆附亜弥七中村誠也判

指側面からの屈筋腿腔鞘内への注射手技は 針~!lJ入時痛が少ないメリットがあり著者らも多用しているが

神経 ・血管損傷のリスクがある.解剖学的位置関係を正確に把握することでより安全な手技が可能になると

考え， 3D-CT画像とエコー画像を用いて針刺入部位の検討を行った.

対象は成人 20名の手指の 3D-CT画像を観察した.また， 5l1Jの 10名においては指のエコー画像を観察し補

足tfri討を行った.

結果，安全な注射の部位は基節骨全長の仁ド央 3分の lに一致した.次に，注射刺入角は側正中からのアプ

ローチは限られており必ずしも最良とは言えない.車IJ入最大角度の二等分線を測定したところ，側正中線か

らやや背側部分から掌側に向けて 25-35度の角度をつけて基節骨に沿って刺入するのが安全だと考えられた.

[緒言]

屈筋腿l健鞘内注射はl躍鞘炎の治療やl挫鞘由来の終

痛の鑑別などに有用な手技である.1阻鞘内注射は手

掌聞から A1. A2部に行われることが多いが，針刺

し時の終痛が強く 2回目からの注射を嫌がる患者も

多い.

Jianmongkolら (2007年)けは，固有指へのl世鞘

内注射をCarlson&Curtis法 (1984年)2)で指側面か

ら行うと痛みが有意に少ないと報告し，著者らも固

有指への腿鞘内注射は指側面から行う手技を用いて

積極的に行っている.

しかしながら，操作に伴う指神経 ・動脈への損傷

の危険性については卜分な情報がない.今回著者ら

は，指側聞からの屈筋腿腿鞘内注射がより安全に行

えるよう注射針の刺入点と刺入方向についての検討

を行った.

[対象と方法1
2010年からの 2年間に， 当院で手関節~手指の

3D-CT撮影を行った 450例のう ち手指に影響のない

症例 20手(15歳-74歳平均 40.8歳)の 3D-CT画

像を解析し検討した.3D-CTの撮影は全て SIEMENS

社 (SOMATOMDefinitionAS)を用いた.再生画像

の構築と解析にはワークステーション風:trllplus (株

式会社 AZE) を用いた.

また別の健常成人 10名について指のエコー検査

を行い，その画像を観察し CT解析結果の補足検討

を行った.エコーは東芝製 (Aplio)を用い，プロー

べは 12MHzを用いた.エコーでの検査は指掌似IJか

ら行い，パワードプラー ・カラードプラーモードも

併用した.エコーでの観察時，プローべの圧迫によ

り対象が変形するのを防ぐため硬性ゼリーを大量に

使用し指に圧迫が加わらないように工夫した.

手指の 3D-CTW"析では，母指~小指のそれぞれ

基節骨全長を 9等分して長前Iiに直交する横断面の画

像を作成した. 基節骨の中枢から末梢に向けての断

面をスライス 1-10と位置づけした. 基節骨中央部

分がスライス 5・6に当たる(図 1). 

⑤⑥ が
中央部分に
あたる

図 1 計渋11方法

受理日 2013/09/05 
*関西医科大学香里病院 干572-8551 大阪府寝屋川市香里本通IIIT8-45 
叫マッ クシール巽病院
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a)間隙距離 b)注射可能最大角度 c)側正中部からの
注射角度

図2 計測項目
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図3-a 示指~小指の平均値
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図3-b 母指

図3 動11仮・基節骨聞の間隙距離

CT画像は，スライス厚 1mm・スライス間隔 0.8mm'

再構築スラ イス厚 2mmで作成し断面か ら動脈 ・神

経の位置を同定 した 解剖学的に指神経は動脈より

掌側に存在することから 今回は基節骨と動脈の位

置関係に注目した.

計ifflJr員自は

1)先ず¥基iffri骨と指動脈との聞に針の挿入でき

る間隙距離を言|測した. (図 2-a)

2)次に，基節骨 縁から屈筋!陛掌側外縁への接線

と指動脈から屈筋腿背側外縁への接線を引き，両接

線のなす角を「注射可能な最大角度」として計測し

た.(図 2-b)

3) さらに側正中から注射を行うという Carlson&

Curtis法に基づき側正中部から神経血管束を避けて

屈筋)躍腿鞘に針の刺入出来る角度を計測 した. (図

2-c) 

なお，倶IJ正中線は基節骨掌側面と平行で掌背の二

等分線が指側面と交わる点と仮定した.

統計学的検討には Studentl testを用いた.

[結果]

動脈 ・基節骨聞の間|線距離の計inrJ結果では，示指

~小指の平均値で榛尺側のそれぞれの間|波が 2mm

以上あるのはスライス 4からスライス 7で他のスラ

イス部位より有意に広かった(図 3-a) 母指は基節

骨の形態が他指と異なり間隙は他指よりも狭く ，ス

ライ ス5からスライス7の両側とスライス 4の腕側

が有意に広かった(図 3-b). 

「泊二射可能な最大角度jは示指~小指では基節骨

中央部スライス 4からスライス 8が有意に大きかっ

た.スライ ス3より中継ではアプローチ出来る角度

は減少 し，示指焼側 ・小指尺側以外では指聞の存在

が針刺入の妨げとなり 注射角度は限定された. (図

4-a)母指では尺側が椀側よりも大きく ，機 ・尺側と

も他指に比べて刺入角度は小さかった(図 4-b) 今

回動脈蛇行症例はなく，指神経が刺入経路に入る症

例はなかった.

側正中部分からの腿鞘内注射可能な角度の範囲は

20-25度でスライス 4からスライス 8まで大きな差
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図4-a 示指~小指の平均値
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図4-b 母指

図4 注射可能最大角度
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図5-a 示指~小指の平均値 図5-b 母指

図 5 側正中線からの車IJ入角度

がなかった.母指では他の指より注射角度が限られ

ていた(図 5-ab)

側正中線からの刺入可能な角度を 「注射可能な最

大角度j と比較 してみると ， 側正中線からの~IIJ入角

度は著しく小さい値であることがわかった

指のエコー画像では動脈 ・腿鞘の連続画像を観察

できたが，指神経の描写は困難であった.また基節

骨表面と動脈の距離はエコーでも言十測可能である

が， cr画像に比べる と基節骨全長に対する位置情

報が不正確であるため結果の統計処理には不適切で

あった 動脈に関 して言えば，基節骨遠位 3分の 1

以遠の動脈の走行に個体差が観察された

[考察]

指はその狭い断面の中に，骨 ・1I住・動脈 ・神経が

機能的に配置されている.

固有指への腿鞘内注射手技については様々な報告

がなさ れているが，固有指の側面から注射を行う

Carlson&Curtis法 (1984年)は痛みが少なく有用な

手技である 31

今回著者らは，指側面からの腿鞘内注射をより安

全に行う目的で‘注射針の刺入点と刺入方向について

』食言すを行った

計測結果から基節骨と神経血管束の間|僚がより広

く，注射により安全な範囲は示指~小指については

スライス4からスライス 7でこれは基節骨全長の中

央 3分の lに一致 した.基節骨の中央 3分の lはレ

ントゲン撮影を行わずとも表面解剖から容易に目測

できる.また依11正中線の想定も容易である.注射部

位はこの付近で行うのが安全といえる.母指の間隙
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二等分線の作成 図6-b 示指~小指の平均値 図6-c 母指

図6 注射可能な最大角度

図7傾IJ正中線より背側から
掌{則に角度(20-40度)をつ
けて挿入
26Gより細い針を使用

図7 車IJ入方法

はさらに小さい傾向があるがやはり基節骨の中央の

3分の lが目安になると思われた.

次に注射刺入角について言えば，側正中部からの

針の刺入方向角度は限られており必ずしも最良とは

いえない.

今回の言一|測結果から， r注射可能な最大角度jの

二等分線を計算したところ側正中線よりやや背側部

分から掌側に向けて 25-35度の角度をつけて基節

骨縁に沿って刺入するのが安全と思われた(図 6・

7)叫.今回，高齢者が少なかったこともあり動脈蛇

行症例はなかったが，蛇行例では指神経の評価も必

要となりうる.

また，基Eii'i骨と動脈との間隙は広いところでも

2mm前後と限られており穿刺を行う|僚は 26ゲージ

か，それより細い針を使用すべきであると考える.

実際の臨床では，本手技での腿鞘内注射を日常的に

行っているが動脈 ・神経損傷を含む合併症は経験し

ていない

[まとめ]

血管 ・神経のN!io音IJ学的位置関係を正確に把握する

ことにより安全な手肢が可能になる と考える.

[文 献1
1) Jianmongkol S， et al. Intra-tendon sheath injection for 

Trigger finger: The randomized controlled trial. Hand 

slIrg 12(2): 79-82， 2007. 

2) Carson C， et al. Department OfTechniqlle Steroid injec 

tion for日exortenosynovitis. Hand surg 9A: 286-287， 

1984. 

3) Green DP， et al. G reen の手の外科手Íii~ . 第 4 版. 東

京診断と治療社.pp 2212・2214，2003

4) 政田和洋ほか Midlateralapproachを用いた手指屈筋

l舷l股鞘炎に対する!陛鞘内注射 MB Orthop 24(1)・19・

21，2011. 
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上腕骨外側上穎炎に対する鏡視下手術の術後成績と
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難治性上腕骨外側上頼炎に対する鏡視下手術 56例 62肘の術後成績と予後関連因子を検討した.手術では

鏡視下に短模側手線伸筋起始部の変性組織，腕携関節にH提唱買する滑膜ヒダを切除 した.術中所見，満足度，

術前後 100点法終痛 VAS，]OA score， DASH score，握力患健比を評価した さらに術後 DASHscoreに関

連する因子を検討した.平均経過観察期間は 1年5か月であった.術中，短榛側手根伸筋起始部の関節包断

裂を 28肘，腕榛関節に猷頓するj骨膜ヒダを 21肘に認めた.満足度は，優 36問， 良 23肘，可 3肘で不可はな

かった.安静時の終痛 VASは29から 4ヘ労作時は 71から 13へ， ]OA scor巴は32から 86へ.DASH score 

はおから 12へ，握力患健比は 67%から 96%に有意に改善した.生活保護受給あり群の術後 DASHscoreが

不良の傾向にあった (p<0.05). 

全身麻酔下に空気止血帯を使用し，側臥位で手術

を行った.患者の肘が 90
0

・100。屈曲位になるよう上

腕を armholder上に保持 した.腕携関節後方の so此

spotから生理的食塩水を 15・20011注入して関節腔を

十分膨らませた後，proximal anteromedial portalか

ら関節鏡を前方関節腔に刺入した.次に inside-out

法で anterolateralportalを， outside-in法で proximal

anterolateral portalを作目OGし， working portalとした

(図 1). 前方関節腔を観察 した後，短棟側手線伸筋

(ECRB)起始部の断裂，変性病変音1¥をshaver，punch， 

racliofrequent abradel を用いて長棟側手根例i筋

(ECRL)の筋腹や筋膜が鏡視されるまで切除した.

腕機関節に依inf[する滑膜ヒダがあればこれを切|徐し

た次に posterolateralportalから腕挟関節後方を

鏡視し，so仕spotportalから shaverや punchを挿入

して近位機尺関節，腕榛関節に阪入する滑膜ヒダを

切除した. 術後は外固定を行わず，術翌日より愛護

的な可動域訓練を開始した.術後 2週より，前腕筋

力強化訓練を追加した l隆作業は術直後より， 重労

働は術後 1か月経過してから徐々に許可した.

評価方法

術中所見として，ECRB起始部断裂の形状をBaker

分類 2)に従って，腕機関節滑膜ヒ夕、、と形状を Mul-

le仕分類別に従って評価した.患者のやIlj後満足度を

[緒言]

上腕骨外側上頼炎(以下 外上頼炎)は頻度の高

い上肢の痔痛性疾患である.ほとんどの例が保存治

療で治癒するが，難治例には手術が行われる 数多

くの術式が報告され，近年は肘関節鏡視下手術も行

われる.著者らは，過去に難治性外上野i炎 18例 20

肘に対する鏡視下手術の術後成績と予後関連因子を

報告した 1) 今回は症例を追加して術後成績を調査

し，予後関連因子を解析したので報告する.

[対象と方法1
2003年 4月から 2011年 2月の聞に肘関節鏡視下

手術を受けた外上頼炎患者のうち， 6か月以上経過

観察が可能であった 56例 62肘を対象とした.性別

は，男性が 29例 33肘，女性が 27例 29肘であった.

手術時の平均年齢は 50歳 (35-71歳)であった.発

症から手術までの平均擢病期間は 1年 10か月 (6か

月から 15年)であった.全例で日常生活指導，装具，

消炎鎮痛剤内服，ステロイド注射などの保存的治療

が行われていた.

手術方法

手術適応は， 6か月以上の保存療法を行っても症

状が改善せず，日常生活や仕事に大きな支障のある

例とした.

北海道札幌市中央区北 7条西 27-1-3
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優 大変良くなった，良 ・良くなった，可:不変，

不可:悪化した，の 4段階で患者に自己選択させ評

価した.術前術後の安静時終痛と，労作時痔痛を

100点法 Visualanalog scale (VAS)で評価した.術

前術後の肘関節機能を日本整形外科学会肘評価法

(外上頼炎) (以下 ]OAscore)， Disability of Arm， 

Shoulder and Hand score (以下 DASHscore)で評

価した.さらに術前 ・術後の握力をそれぞれ健側比

で評価した.

手術成績に関連する因子解析として1)年齢， 2) 

性別， 3)催病期間， 4)や!q:前の安静時終痛 VAS，5) 

術前の労作時終痛 VAS，6)職業(肉体労働群と事

務職群)， 7) 収入(生活保護受給の有無)， 8)短榛

側手根伸筋断裂の有無 (Bakerlype1とtype2， 3)， 9) 

滑膜ヒダの有無 (Mulletttype 1， 2とtype3， 4)に

ME上腕骨内側上顎

より患者を 2群に分け，術後 DASHscoreを両群間

で比較した年齢，催病期間，術前庭痛 VASなど

の連続変数は，中央値を cut-offlineとした.統計に

は Mann-WhitneyU testを用い， p<0.05を有意差

ありとした.

[結果]

ECRB起始部の所見は，関節包の断裂のない Baker

分類Type1が33肘，縦断裂がある Type2が 10肘，

完全断裂がある Type3が 18肘であった(図 2).腕

機関節滑脱ヒダは， Mullett分類で滑膜ヒ ダを認め

ない Type1が 10肘， i骨膜ヒダを認めるが依頓 しな

いType2が 29肘，依頓する Type3が21肘， 榛骨

頭を完全に覆う Type4が l肘であった(図 3)

患者の術後満足度は，優 36肘，良 23肘，可 3肘

LE 上腕骨外側上頼

図 1 肘関iiii鏡ポータル

ECRB起始部の関節包断裂所見
(Bakeret a/.2000，ノ

TypeI Type II Type III 

断裂なし 関節包の縦断裂 関節包の完全断裂

33肘 10肘 18肘

図 2 Baler分煩
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で不可はなかった. 62例中 59肘 (95.2%)で満足が

得られた.

安静時f客痛 VASの平均値は術前 29土27.4(0-82) 

から術後 4土9.1(ひ40)へ，労作時終痛 VASは術前

71:t17.7 (30-100)から術後 13土17.9(0-75)へ， jOA 

scoreは術前 32:t12 (12-72)から術後 86:t16.3 (25 

100)に， DASH scoreは術前 33:t15.9 (2.5-67)から

術後 12:t14.8 (0-63.3)に握力健側比は術前 67:t20

% (21-106%)から術後 95士14.8% (57・126%)に有

意に改善 した (p<0.05)

生活保護受給あり群の術後 DASHscoreが 42，生

活保護受給なし群の術後 DASHscoreが 5.2と，生

活保護受給あり群の術後 DASHscoreが不良の傾向

にあったが， 3例と少数であったため，ノンパラメ

トリック検定は施行できなかった(表 1).

[考 察}

外上頼炎の鏡視下手術例 59例 62肘の術後成績と

予後関連因子を検討した.建痛 VAS，jOA score， 

DASH score，握力の健側比は術後に有意に改善 し，

62肘中 59肘 (95%) に満足が得られた.今回の成

績は，著者 らの過去の報告 1)と同等に良好であった.

外上頼炎の鏡視下手術後の満足度に関して， Owens 

ら 4)は， 12仔IJ，*112例 (100%)に， Bakerら 5)は 39

例中 37仔IJ(95%)に， Grewalら6)は 36{~IJ 中 30 {)iIJ 

(83%)に， Lattermannら7)は32例中 28{9IJ(87.5%) 

に満足が得られたとしている.著者らの手術例にお

いても 62肘中 59肘 (95.2%) に満足が得られ諸家

の報告と同等の良好な成績が得られた

終痛 VASについては，Owensら 4)は術後安静時

VASが5.8に，労作時VASが32.5に低下， Bakerら5)

は術後安静時 VASが 8.7，労作時 VASが 19に， Lat-

termannら 7)は81から 15に低下したと報告してい

る.いずれにおいても運動時痛はやや残存するもの

の，安静時痛は著明に改善している.著者らの手術

例においても，術後安静時終痛 4へ，労作時終痛

VASは 13であり同等の結果と言える.

握力健側比は， Bakerら 2)は利き手側が 108%，

非利 き手側が 93%に， Lattermannら 7)は 91%にな

ったと報告している.著者らの手術症例においても，

術前 67%から術後 95%に有意に改善 した.

DASH scoreは，著者ら 1)の過去の報告において

は術後 10.6，今回の手術例においても，術前 33か

ら術後 12に有意に改善 した 上腕骨外側上頼炎の

約 90%がストレッチなどの リハビリテーション，ス

テロイド注射，装具療法で改善するといわれてい

る 8) 外上頼炎の保存治療と予後関連因子に関して

は， Lewisら9)は，肉体労働訴は事務職群より， 4週

間後と半年後で痔痛が悪化，機能が低下したと報告

している.鏡視下手術の術後成績関連因子に関して，

腕榛関節滑膜ヒダの有無と形状
(A1ufiettetaf.2003) 

TypeI Type II 

10肘 29肘

Type III TypeIV 

21肘
1肘

図 3 νlullett分類
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Waclaら 1)は術前 M聞 でECRB起始部に高信号変

化を欠く ことと生活保護受給群であるこ とを報告 し

た.一方， Grewalら6)は，重労働従事者，労働災害

保険受給者では成績が不良である と報告 している.

本研究の術後 DASHscoreは， 生活保護受給あり群

が，生活保護受給な し群に比べて不良な傾向にあっ

た.性別，擢病期間，やjq前の安青争l侍VAS'労作時

VAS，肉体労働は有意な不良因子ではなかった 本

研究と異なった要因として，重労働従事者と事務職

の定義が異なった可能性がある.また， Smicltら 10)

は，社会階級が上であると，終痛の scoreが低いと

報告している.

表 1 術後成績関連因子

DASH score 
n 

中央値 pf直

①年齢 48歳以下 30 8.6 

49歳以上 29 4 0.0662 

②性別 男 29 7.5 

女 30 5.9 0.8733 

@提病期間 T年以下 28 5.4 

1年旬月以上 31 8.3 0.6000 

@術A'J安静時VAS 30未満 31 5.2 

30以上 28 8.45 0.2327 

⑤術目'1労f時 VAS 71未満 30 7.165 

71以上 29 6.7 0.7326 

@駿業 事務駿 31 6.03 

肉体労働 28 7.25 0.4204 

②生活保護受鉛の有無 なし 55 5.8 

あり 3 42 

⑪関節包断裂 なし 32 5.1 

あり 26 8.3 0.4245 

⑨滑膜ヒダのインビンジ なし 36 6.3 

あり 22 7.75 0.7061 

T1強調画像 T2強調画像

図 4 M:r前 M悶

-187 -



404 外上頼炎の鋭視下手術の成績と成績l¥l'il連因子

本研究の問題点としては，M悶の解析を加えて

いない点が挙げられる.本研究では，ほぼ全例で

ECRB起始部の M悶信号が異常であり， M悶 の分

析は困難であ った(図 4). もう一つの問題点は後

ろ向き研究である点であるが， 今後は前向き研究を

行い MRIの所見との関連について解析したいと考

えている.また，生活保護受給あり群が3例と少数

であったため，ノンパラメトリ ック検定が施行でき

なかった.今後症例を増や して，解析を したいと考

えている.

難治性外上頼炎の手術治療では，生活保護受給の

有無により ，DASH scoreの改善が不良な傾向にあ

ることを念頭におき，手術加療を検討すべきである.

[まとめi
外上頼炎の鋭視下手術例 59例 62肘の術後成績と

予後関連因子を検討した. 終痛 VAS，]OA score， 

DASH score，握力の健側比は術後に有意に改善 し，

62肘中 59肘 (95%) に満足が得られた 生活保護

受給あり群の術後 DASHscoreは不良な傾向にあっ

た.

[文献]
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treatment of lateral epiconclylitis. J Orthop Sci 14: 167-

174，2009. 

2) Baker CL， et al. Arthroscopic classification ancl treat-

Illent of lateral epiconclylitis: two・yearclinical results. J 
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Kulenkampff変法に準じたエコーガイド下

鎖骨上寓腕神経叢ブロックの試み
かじわらりょう じ

梶原了治

1985年に山野らが報告した Kulenkampff変法は優れた上肢の麻酔方法であるが，盲目的操作であるが故

に慣れない医師には抵抗が強い.当院ではエコーガイド下に Kulenkampff変法を行っており，初期研修医レ

ベルから良好な成功率であった.気胸や局所麻酔中毒の合併はなく 全身麻酔へ移行した症例もなかった.

本法は経験の浅い医師でも容易に施行可能であるだけでなく ，Kulenkampff変法を理解する上でも有用な手

技と考えられた.

[緒言1
1981年に山野らが報告 した Kulenkampff変法は

汎用性 ・安全性とも に優れた麻酔法であるが 1)川 '

手技の習得に時間がかかるのが難点である 近年エ

コー機器の普及に伴い，エコーガイド下の腕神経叢

ブロックの有用性が報告されているが 4)5)6) 実際の

手技は決 して容易ではない.著者らは Kulenkampff

変法にエコー手技を組み合わせることで比較的容易

に本法を施行できるようになったので報告する.

[対象と方法]

対象症例は平成 24年 5月9日~平成 25年3月31

日まで，上肢手術に本法を施行した 191例で，平均

年齢 50歳(8-92歳). 平均手術u寺間 62.7分(7-260

分)であった.使用 したエコー機種は SonoSite社製

Sonosite S-nerveで，高周波リニアプローブ 13MHz

を使用 した.麻酔手技は以下の通りであるー患者の

肩甲骨聞に小枕を入れ，充分に顔を健側に向けてお

く.患者には胸を張らせるなど して鎖骨上簡の凹み

ができるだけ小さくなるようにするとプローブ操作

が容易となり，また腕神経叢も緊張 して皮下に近づ

く.エコー画像で鎖骨下動脈とその外側に位置する

腕神経叢を確認する 鎖骨とほぼ平行になるようプ

ローブを設置 し，腕神経叢が画面の中央に映るよう

に微調整を行って(図 1)鎖骨に密着させるように

保持しておく(図 2，3). 施行医は腕神経叢の位置

と深さを確認 したのち，プローベの中央の延長上を

狙ってプローブに対して垂直方向かつプローブの下

に潜り込ませるように刺入する.この刺入点はプロ

ーブの厚みの分通常の Kulenkampff変法より僅か

に中枢 ・内側寄り となる(図4，5) 放散痛を得たと

ころで局所麻酔薬を注入する.エコー画像では針先

の位置は確認できないが方向は軟部組織の動きによ

って確認可能で、あり，腕神経叢に正しく薬液が注入

されていれば腕神経叢が膨らむ所見が得られる(図

6， 7).画像上針が腕利l経叢に当たっているように見

えても放散痛を生じない症例もあるが，その場合は

1-2mlの局所麻酔薬を試験的に注入して腕神経叢

の膨らみを確認する.なお，穿車IJ針は通常 25G針，

腕神経叢までの距離が浅い症例は27G針を使用し

た 使用した局所麻酔薬は予想される手術時聞が l

受理日 2013/09/05 
松山赤 卜字病院整形外科 干790-8524 愛媛県松山市文京IIIT1番地

図 1 超音波画像.
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図2 施行時 図4 車IJ入部位と方向(プロープを外したところ)正面

図 3 エコーの保持 図 5 ~lIJ入部位と方前ト{f!lJ ÏÌÜ

i時間以内であれば1.5% Mepivacaineを，それ以上

の時聞が予想、される場合や術後長時間の鎮痛を得た

い場合は 0.75%Ropivacaineとした.いずれも使用

量は 20mlを原則として体重に応じて適宜増減させ

た.

穿車IJを行ったのは初期研修医 6名 (1年目 4名， 2 

年EI2名)81例， 著者を|徐く整形外科医4名 52例，

l腕利l経叢ブロックを見学に来た麻酔科医 2名 11例，

および著者 19例であった 著者以外は以前に鎖骨

上筒腕神経叢ブロックの経験はなかった.

術中に追加麻酔を必要としなかった症例は成功と

した.但し執7J日寺の皮切レベルのみでの局所麻酔を

行った症例のうち，後に腕神経叢領域の完全な無痛

と筋弛緩が得られた症例 11例は成功とした.

[結果1
194 仔IJ i:I~ 184例 (94.8%)が成功であった.不成

功例の 10例には追加麻酔が必要であり， 7例に深

部の局所麻酔， 2例に手関節レベルでの尺骨神経ブ

ロック 1伊IJに版謂ブロックを追加した. 気胸，局

190 

所麻酔中毒を生じた症例はなかった.初期研修医の

成功率は 95.2%，著者以外の整形外科医の成功率

92.3%，麻酔科医 91%，著者が 94.4%であった.

[考 察]

鎖骨上積腕や11経叢ブロックは11夜筒法と比較して，

ターニケッ トペインの発生が少ない，比il攻的少ない

麻酔薬の量で充分な効果発現が得られる，効果発現

までが速やか，肩関節までの筋弛緩が得られる，と

いう利点があり 1)2) 著者自身は Kulenkampff変法

を腕神経叢ブロックの第1選択として行っていた 3)

一方で手技の習得には熟練を要し，経験のない医師

に指導を行うと気胸への恐怖，[;、などから彼らの成功

率は芳しいものではなかった.一方エコーガイ ド下

腕神経叢ブロックは従来の盲目的操作による方法の

欠点を補うものと して近年有用性が報告されてい

る.その手技の多くはエコー断固に平行に針を描出

しながら行う方法(平行法)である 4)別)が， ffi-Iが胸

郭方向に向くため，正確に針先を描出する必要があ

ること，エコー断面に正確に針を誘導することに熟
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図6 局麻南1)注入前

練を要すること，この問題を解決するためにまた針

が比較的太くなってしまうこと，という問題点があ

る.そこで著者らは双方の欠点を補う方法と して，

エコーガイド下 Kulenkal11pff変法を考案した.本法

は針先が描出で、きないことが平行法と比較 しての問

題点と指摘を受けるが，エコーガイ ド法の最大の利

点は腕神経叢内に薬液が注入されていることを確認

できることであり ，針先の描出にこだわる必要はな

いと考えている.平行法においてエコーの画像上に

確実に針先をもってくることは決して容易ではない

が，本法は鎖骨下動脈と腕神経叢のmi出さえできれ

ばプロープは鎖骨に沿って固定しておくだけでよい

のでプローブ操作が極めて容易である.また告|が細

い (25Gまたは 27G) ため 神経日貿{第のリスクも{底

いと考えている.今回の施行医も著者を除いて腕神

経叢ブロックの経験のない医師であるが，施行初期

から局所解剖が理解でき，気胸への恐怖感もほとん

どなく施行できる さらに麻酔効果も諸家の報告と

遜色ない麻酔成功率を達成 している山14161

しかし本法にも施行困難症例は存在する.これは

鎖骨上筒腕神経叢ブロック全般に言えることである

が，皮下脂肪の厚い症例や頚が短く肩l手i帯が硬くて

鎖骨を充分に引き下げることができない症例は鎖骨

下動脈の描出に困難をきたすことがある このよう

な場合はエコーの操作のみで調節するよりも枕を追

加するなど体位を工夫して取り直すことで描出可能

となることが多い.数例の不成功例の殆どは腕神経

叢や鎖骨下動脈の描出を充分に行えなかったこ とが

原因と考えている.

Kulenkal11pff変法は手外科の手術のみな らず， 3)没

図 7 局麻斉IJ注入後.腕利l経叢が拡張し，鎖骨下動脈
が圧排されている

急外来での肩関節以下のIJ児臼や骨折の整復にも極め

て有用な手技である.エコーが普及 してきたとはい

え，どこでも腕神経叢ブロックができる画質のよい

エコーが使用できるとは限らない エコーガイドに

よる本法を習得することでエコーを用いない従来の

方法の修練となることが他のエコーガイ ド法にはな

い利点である と考えており，実際当院では本法を習

得した医師数名は救急外来でエコーを使用せず Ku-

lenkampff変法を行っている.

[まとめ]

エコーガイ ド下に行った Kulenkal111】ff変法は経

験の乏 しい医師においても成功率が高く，また従来

の Kulenkampff変法を理解する上でも有用な手技で

あると考えられた

[文献]
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綿中、，
化膿性健鞘炎に対する手術症例の検討
A、なはししんじ おおいしたか と もり おか そう A、じ たともたた'

船橋伸司，大石崇人，森岡 聡，藤田倫匡

当院にて化膿性腿鞘炎と診断し手術加療を行った 17例を対象として検討した平均年齢は 61.3歳 (33-81

歳)，男性 10例女性 7例であった.発症より手術までの期間は平均 21.7日 (1-118日)であった.外傷や注

射などの誘因を認めるものが 12例あった. Loudonの病期分類では Stag巴1が 5fyl1， Stage2が 7f:yl1， Stage3 

が 3例，Stage4が 2例であった細菌培養検査にて 9例でら起因菌が同定されたが，前医での抗菌薬投与の

有無による起因菌検出率に差は見られなかった Flynnの術後機能評価では Goodが 7例， Fairが 6fyl1， 

Poorが4例であった.再手術を要した症例は 3仔Ijであった.培養検査にて Str巴ptococcusが検出された 3症

例は，いずれも臨床症状が強く術後機能評価も不良であった.可能な限り早い病期で手術加療を行うことが

重要と考えられた.

[緒 言]

化膿性l陛鞘炎は早期に適切な治療が行われなけれ

ば，重篤な機能障害を残す可能性のある疾患であ

る.当科にて化膿性l腿鞘炎と診断し，手術加療を行

った症例につき報告する.

[対象と方法1
2009年 1月から 2012年 7月の間に当院にて手指

および手掌部の化膿性l健鞘炎と診断し，手術力[J療を

施行した 17例を対象とした.年齢は 33-81歳(平

均 61.3歳)，男性 10仔11，女性 7{ylJであった.躍患指

は母指 3WIj， 示指 3例，中指 6仔IJ，環指 1仔1]，小指

2例， 手掌部 2例であった 基礎疾患として，糖尿

病が 4例(うち 2例がコン トロ ール不良)，勝原病

によるステロイド内服が 1例，腎不全，心不全など

による全身状態不良例が 1例あった.発症の誘因と

して，異物， ~11J傷， r佼傷などの外傷を契機とするも

のが 8f9iJ，ばね指に対するl腔鞘内注射が3例，)健鞘

切開手術が 1伊IJあった.特に誘因のないものが 5例

であ った.手術は全例掌側ジグザグ切開で侵入し，

病巣掻j陀，腿滑膜切除を行った. ドレーンを留置 し

たが，持続洗浄療法は行わなかった.術前臨床症状，

術前血液検査，発症から手術までの期間，術前抗菌

薬投与の有無，起因菌の種類， Loudonの病期分類 1)

Flynnの術後機能評価 2) につき検討した.統計学的

解析はど検定， Mann-Whitney検定，Student-t検定

を用い， P<0.05を有意差ありとした

{結果]

術前臨床症状として， Kanavelの4徴をすべて満

たすものは 10例であった. )腿鞘に沿った柊痛，指

のl毘眼は全例で見られたが，屈曲!技位，他動伸展時

の終痛を呈さない症例も見られた.1聖子L，皮的壊死

を呈するものが 2fyiJあり この症例では屈曲肢位や

他動伸展時痛を呈さなかった.手術直前のJUl液検査

では白血球が 4700-16500(平均 8140)/μ1，CRPが

0.02 -20.86 (平均 4.90)mg/cllであった.前医から

紹介された症例が多く ，15例で当科初診当 日もしく

は翌日に手術を行った.発症から手術までの期間は

1 - 118 日，平均 21.7日であった • WI前に抗菌薬が

投与されたものは 8例，されていないものは 9例で

あった.起因菌が同定できたものは 17例中 9仔IJで

あり， Staphylococcus aureusが5例， MRSAがl{yl1，

Streptococcus pyogenesが l例， G群 Streptococcus

が 1仔IJ，Streptococcus constellatusが 1{ylJであった.

また，起因菌は同定できなかったが病理結果より非

結核性抗酸菌感染と考えられたものが 1{ylJあった.

起因菌不明であったものが 7例であった(表 1).術

前，術中の所見によって分類された Louclonの病期

分類では Stage1が 5仰11， Stage 2が 7fyl1， Stage 3 

受1m日 2013/09/10
EE士宮市立病院鐙形外科 干418-0076 静岡県富士宮市錦町r3番 l号
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が 3例， Stage 4が2例であった. Flynnの術後機

能評価では Goodが7例， Fairが 6{9IJ， Poorが 4

例であった.再手術を要した症例は 3例あり， 2仔IJ

で再描j隈， 1f~~で指切断を必要と した. Loudonの

病期分類と Flynnの機能評価の関係を見ると(図 1)， 

機能評価で Goodとなった症例はすべて術前 Stagel

と2の症例であり，早い病期での手術加療の重要性

が確認された.

感染症の治療において起因菌を同定 し感受性の高

い抗菌薬を使用することが非常に重要である.しか

し，起因菌が同定された群と不明であった群を比較

すると(表 2)，術前抗菌薬投与の有無による差は

見られなかった.また，二群聞で術後機能評価を比

較したが，両者に差は見られなかった 一方，起因

菌の同定に影響を与える因子として，発症から手術

までの期間を比較したところ，起因菌が同定できた

表 1 起因~Îの種類

起因菌

Staphylococcus aureus : 5{-?lJ 

MR5A: l#lJ 
5treptococcus Pyogenes : 1例

G群5treptococcus:1 {-?IJ 

5treptococcus constellatus: 1 {51J 

病理所見より非結核性抗酸菌感染と診断 1例

不明 :7例

群は不明で、あった群より有意に期聞が短いことが確

認された.

また，今回の症例の中で起因菌として Streptococ-

cus種が 3症例において検出されたが，これらの症

例では腫脹，発赤，1客痛の訴えなどの臨床症状が非

常に強いことが特徴的であった.いずれの症例も発

症より急激に進行しており，皮膚や軟部組織への侵

裂も強く見られたこの 3例(StreptocoCCUS群)と

Staphylococcus aureusが検出された 5例 (Staphylo-

coccus群)の二府間で比較を行ったところ(表 3)，

術前血液検査での白血球数と CRP値においては

Streptococcus群でやや高い傾向は見られたが，

Staphylococcus f拝にも炎症反応高値の症例があった

E1 EZ 
Loudon分類 Flynnl幾能評価

5↑oge 1 Good 

Stoge 2 

Foir 

5↑oge 3 

Stoge 4 Poor 

図 1 Loudonの病llfJ分灯lとFlynnの機能評価との関係

表2 起因IAI同定岩手と不明若手の比較

術i前抗菌薬投与の有無 Flynnの機能評価

投与あり 投与なし Good Foir Poor 

起因菌同定 4 5 コN.S

4 3 2 コN.S
起因菌不明 4 4 3 3 2 

P検定 M口nn-Whitney検定

表3 Streptococcus 鮮と Staphylococcus群の比較

発症から手術i
までの期間(日)

18.0:!: 10.7 

5tυdent-t検定

※ P<O.05 

fホi則血液検査 Flynnの機能評価

WBC(/IJI) CRP(mg/dl) 

Strep↑ococcus君手
N.S N.S 

Staphylococcus君平 9500:!:3100 5.32:!: 8.84 

5tυdent-t検定
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ため有意差はなかった. しかし術後機能評価を比較

したところ，有意にStreptococcus群が不良であっ

た.

症例呈示

症例:68歳，男性.

主訴:左中指痛.

現病歴:転倒した際に左中指をついて受傷目近医

を受診し，血l匝の穿刺や切開等の処置が行われた.

その後感染を繰り返し，痩孔を形成したため受傷よ

り14週目に当科紹介受診となった.

既往歴 :特になし.

身体所見・検査所見:左中指全体に腫脹，発赤が

見られ，基白!i'j部に断裂した屈筋!陛が露出していた

(図 4).手掌部にも痩孔を形成していた.Kanave1の

4徴は， 1.雌鞘に沿った圧痛と指の腫脹は見られたが，

屈曲肢位と他動伸展時痛は見られなかった.感染は

慢性化しており，血液検査上 V1BC4700/μ1， CRP 

0.04mg/d1と炎症反応の上昇は見られなかった.

Loudon分類は Stage4であった.

手術所見:受診翌日にデブリドマ ンを施行した.

開放創と連続させたジグザグ切聞を追加した.断裂

した屈筋腿は持続する感染で非常に汚染が強かった

ため切除した.十分に滑膜切1氏洗浄処置を行いド

レーン留置後， 一期的に創閉鎖した.

術後経過 細菌培養では MRSAが検出された

抗菌薬の投与にて感染は沈前?化した.Flynnの機能

評価は Poorであ った 屈筋l陛再建手術をすすめた

が希望されなかった.

図 2 症例

[考 察]

化膿性l陛鞘炎の診断において Kanavelの4徴 3)は

有用な所見と して知られている.今回の症例では 4

徴すべてが揃ったものは 10例であり，症状が軽度な

症例では屈曲肢位をとらないものが見られた.また，

病期が進行して痩孔を来すと， 1.躍鞘周囲の内圧が下

がると考えられ，かえって Kanave1の4徴を満たし

にくくなる場合があるため注意を要する. Schecter 

ら4)は超音波による画像診断について報告してお

り，腿鞘内の液体貯留が化膿性腿鞘炎の診断におい

て有用な所見であると述べている.化!眼性腿鞘炎の

原因としては外傷が最も多いとされるが，原因が特

定できない例もある 今回の症例でも原因不明の症

例が 5例あった.lIll行性の感染や，患者が自覚しな

い程度の外傷が原因である可能性が考えられるが，

既往がなくても発症しうることを念頭に置くべきで

ある.

起因菌については，黄色ブドウ球菌などのグラム

陽性球菌が最も多く，免疫不全患者にはグラム陰性

菌や混合感染が多いとされている 5) 一方，起因菌

が同定できない例も多く報告されており，培養検査

Wlの抗菌薬の投与が原因のーっ と考えられている.

今回の症例で、は比較した症例数は少ないが術前抗菌

薬投与の有無による起因菌検出率に差は見られなか

った.しかし，起因菌が同定された症例では発症か

ら手術までの期間が有意に短く，早期の手術が起因

菌の同定には有用であると考えられた.今回の症例

では Streptococcuspyogenes， G群 Streptococcus，

Streptococcus constellatusと3例の Streptococcus属

の感染症が見られた これらは，菌種は異なるもの

の，いずれも溶lUl性を有 し重篤な感染症を起こ しう

る菌である.Streptococcus constellatusは Strepto・

coccus milleri groupに属する口腔内常在菌である

が，全身の化膿性疾患に関与するとされ，手指の感

染症においても注意すべき菌のーっと考えられる.

いずれの症例も当科初診時より非常に強い臨床症状

を呈 しており，症例数は少ないが他の起因菌と比べ

て術後機能評価は不良であった.手術を行う時期に

ついて， Neviaser 6)は抗菌薬投与を開始してから

24-48時間で劇的な効果がない場合としており，

尼子ら 7)は24fI寺閥抗菌薬を投与しでも改善しない

場合，または発症後 48時間以上経過している場合

としている.当科でも概ね同様の方針であるが，臨

床症状の強い症例では抗菌薬投与の効果判定を待た
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ずに緊急で手術加療を行うこととしている.術前に

起因菌を判断することは困難であるが，症例によっ

ては，より早期の手術加療が必要とされる場合があ

ると考えられる.

今回の報告の研究限界と して統計学的検討におけ

る比較母数が少ないことが挙げられ，今後さらなる

症例の積み重ねが必要と考えられる

[まとめl
当科にて化膿性腿鞘炎と診断 し，手術加療を行っ

た症例につき報告した.起因菌が同定された症例で

は，発症から手術までの期間が短かった. Strepto-

coccus種は術後成績不良であり，可能な限り早い病

期で手術加療を行うことが重要と考えられた.

[文献1
1) Loudon J. B， et al. lnfections of th色 hand.J. Bone Joint 

Sllrg 30.B: 409・429，1948 

2) Flynn J. E. Hand sllrgery. 2nd ed. Baltimore. Williams 

& Wilkins Co. pp 490-506， 1975 

3) Kanavel A. B. lnfections of the Hand. 7th ed. Philadel-

phia. Lea & Febiger. pp 17-410， 1939 

4) Schecter W. P， et al. Use of sonography in the early de 

tection of sllppurative f1exor tenosynovitis. J. Hand Sllrg 

14-A: 307-310， 1989 

5) Boles S. 0， et al. Pyogenic f1exor tenosynovitis. Hand 

Clin 14: 567-578， 1998. 

6) Neviaser R. j， et al. Closed tendon sheath irrigation fOI 

pyogenic tenosynovitis. J. Hand Sllrg 3: 462-466， 1978. 

7) 尼子雅敏ほか.手指化膿性腿鞘炎の診断と治療.日本

医事新報 4440:56-59， 2009. 

-195ー

411 



412-415， 2013 第 3号日手会誌(J]pn Soc Surg Hand)，第 30巻

平山病による麻痩手に対して行った再建術の 1例

北側恵史ド
はしづめちょうぞう

橋爪長三台
さかいのりこ

酒井典子*
協
w
J

締山、
平山病(若年性ー側上肢筋萎縮症)は若年者に発症 し，一側上肢の筋萎縮 ・脱力を主徴とする疾患であり，

臨床症状は，数年間進行した後停止性となる疾患である.今回平山病による麻癖手に対し機能再建術を施行

した.症例は 17歳男性， 15才時に右手の巧徹運動障害を認め平山病と診断された.鈎爪変形，母指の屈曲

伸展障害を認めた.この症例に対し，腕榛骨筋の長母指仲筋!健への移行術， Brand j去による長検側手根伸筋

を用いた雌移植術を施行した.術後!MTI爪変形は矯正され，母指付l展も可能となり比較的良好な機能が得られ

た.

た.摘み動作，書字，箸使い，掴み動作が困難，ま

た野球部であり，投球動作も困難，パッドが掴めな

くなったため，近医受診した.大学病院神経内科ヘ

紹介となり，平山病と診断された.発症から 2年後

麻痩手の治療のために当院紹介受診となった.この

2年聞は頚惟固定装具や内服治療は行っていない.

麻揮の進行も停止していた.身体所見:知覚障害は

認めなかった.著明な鈎爪変形をみとめ，母指の握

り動作が不能だった.握り動作で PIP関節が MP関

節よりも先に屈曲し，物が掴み難し 3状態だった.長

掌筋，長母指外転筋， 長，短母指伸筋といった C7

神経領域を中心とした MMTl-3の著 しい筋力低下

を認め，長母指内転筋，骨問筋示指~小指浅，深指

屈筋，長母指屈筋といった C8，Th1神経領域にも

MMT3-4の麻療が部分的に認められた(図 1).握

[緒言]

平山病(若年性一側上肢筋萎縮症)は若年者 (10

-20歳代)の男性に多く発症し， 一側上肢の主に

遠位筋優位に筋萎縮，筋力低下が出現し進行する

が，数年で進行が停止する疾患である 感覚障害は

なく運動神経のみ降害される.平山病の治療は頚推

固定装具， E員権固定術などが試みられているが，こ

れらは進行を阻止することが目的であり，進行例で

麻痩手に対する機能再建は積極的に行われていな

い.今回，我々は平山病による麻癖手の機能再建を

行い比較的良好な結果を得られたので報告する.

[対象と方法]

<症例呈示>17歳，男性.主訴:右手の使い難さ

現病歴 :15歳ごろより右手の使い難くさを自覚し

-盟国
5 ，~ 母4言丙~iiJiJi
5 骨間筋

5 短母指外転筋

5 母指対立筋

5 長母語函筋

5 示?旨j主指屈筋

5 中指浅指屈筋

0-1 潔指;圭指庖筋

3. 小慢が旨屈筋

2 示指深指屈筋

1 中指深箔屈筋

4 環指深指屈筋

4 小指深指屈筋

3 小指外転筋

よ腕二頭筋

上腕三頭筋

腕1露骨筋

団内筋

長、短手根伸筋

尺側手根屈筋

僚側手緩屈筋

長掌筋

長母指外転筋

長母指伸筋

短母指{中筋

総指侍筋

固有示指{申筋

図有小指伸筋

初診H寺右上JI主筋力テスト (MMT)

受)Y1日 2013/09/09
**fi生病院 干381-0295
**小諸厚生総合病院
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図2 術前写真:左上;つまみ動作，右上;手指握り動作，左下;
書字動作，右下;手指伸展 著明な鈎爪変形と，母指伸展

不全を認める.

図3 上段 :長母指伸筋腿に!腕侠骨筋Jl立を移行した.下段:長検
側手根伸筋に足底筋l陛を移植し，先端を 4つに先端を裂き，

椀側 lateralbandに縫合している.

力 5.7/31.4kg母指と示指のピンチ力 O.5/6.0kg(図

2).手術方法:摘み動作の際，母指 IP関節の伸展が

不十分であれば， tip pinchができないこと，母指 MP

関節が屈曲位なため，大きなものが掴めない，摘み

動作が困難であることを考え，母指のイ1'11展力を得る

ため腔移行を行うこ とにした.また手指鈎爪変形の

ため，大きなものを掴む動作が PIP関節が MP関

節より先に屈曲してしまい 素早く しっかりと行え

ないため Brand法による再建を行った 長母指伸

筋に腕椀骨筋を interlacingsutureした. (腿は肘関

節軽度屈曲，母指 MP関節が軽度伸展する張力で

縫合 した.母指屈曲力も低下 しているためバランス

を考えあまり強く緊張させなかった.足底筋l躍を採

取し近位は焼側手根筋!世と縫合し足底筋l継の先端を

four tailにしてそれぞれの slipを示指~小指の模側

lateral bandヘ縫合 した.指の伸展力の低下もある

ため，やはりバランスを考えあまり緊張を強くしな

かった(図 3).術後 3週より，自動運動を開始し，

積極的に手関Eii'i背屈運動を行った.夜間手関節背屈

位の intrinsicplus posilionでス プリン トを作成し，

5週まで装着 した.
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図 4 術後 l年5カ月経過 .左上;手指握り動作，右上;手指伸展，左下;つまみ動作.
鈎爪変形が矯正され，母指伸展可能である.

[結 果]

術中採取した長母指伸筋 長母指外転筋の病理所

見では，筋肉組織全体の萎縮を認め，小径化した円

形の萎縮筋繊維が集族して認められ，神経原性萎縮

と矛盾しない所見だった.やI:j後経過:術後 1年5か

月の現在，鈎爪変形はほぼ矯正され，母指の伸展も

可能となり， MMT4と改善 した. MP関節が屈曲し

てから PIP関節が屈曲可能となり，握り動作，投球

がし易くなり，パットをしっかり握れるようになっ

た.また書字，箸使いも改善された. しかし，つま

み動作はまだ不十分である(図 4).握力 7.8/32.6kg，

ピンチ力1.0/5.4kg，可動域は自動で手関節背屈70
0

，

掌屈 80
0

，手指 MP，PIP， DIP関師、l伸展 0
0

，屈曲

90。母指 MP関節屈曲 60
0

，1[1'展0
0

，IP関節屈曲60
0

，

伸展 O。と可動域制限は認めない.術後も麻癖の進

行は認めていない.

[考察]

平山病は若年者の男性に好発し， 一側性または一

側優位性に前腕以下の遠位に優位な筋力低下を認

め，数年後には停止性となるという特徴を持つ 1)

その原因は脊髄の過伸張 ・脊tftの過屈曲による脊髄

硬11真後壁の前方移動により，脊髄前角が虚血性壊死

になると報告されている 1)2) 身長がもっとも伸び

る成長期に本症が発病することと，硬膜後壁の前方

移動が経年的に正常化することから，成長期に脊柱

の発育と硬膜の発育との聞にずれが生じるのではな

いかと想定されている そのため，頚椎前屈を制限

するため頚推固定装具や頭権後方固定術などが麻療

の進行を阻止する目的で行われている.頚椎固定装

具は 48例中 32例で有効であった と報告されてい

る3)4) また頚椎外科的治療をされた症例 41例にお

いても，いずれの術式でも有効であったという報告

がある 3) 頚椎外科手術の術後に手指麻揮の著 しい

改善は望めないが， ]，亦揮が残存 しADLが著 しく低

下している症例においては麻癖手の機能再建手術が

必要であると考える しかし，平山病に対する病態

生理や，頭惟手術に対する文献に比べ，機能再建手

術についての報告は非常に少ない 5) 若年者に発症

すること，麻障が数年で停止 し，進行性ではないこ

とを考えると機能再建術の必要性，利点は高いと言

えるだろう.本症例について鈎爪変形に対し 8rand

法を選択 した理由は， 長，短槙側手根付l筋いずれと

も，筋力が ト分あったため，このうち 1本を力源と

しても手関節背屈可能であると判断 したからであ

る.また他の再建方法と比較した場合， 8rand 法は

長検側手根伸筋の可動域が大きいこと，単独で収縮

する能力を持っていることから，力源として有利で

あると考えた. I陛固定は手関節の掌背屈に影響され

ることを考えるとできれば避けたいと考え，手指屈

筋を力源とすることは本症例では筋力低下があった

ため不適当であると考えた.しかし手根伸筋を使用
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平山病による麻郷手に対して行った再建術の l伊IJ

してしまうと筋力低下している指屈筋の再建に使用

できなくなるという反省点もある 本症例について

は，ピンチのための母指対立再建についても 2期的

な手術として検討していきたい.

[まとめ]

平山病によ る麻痔手に対し Brand法による鈎爪

変形の矯正，母指伸展再建のため腕境情筋を利用し

て再建術を行った.術後 l年 5カ月で手指の機能は

改善し，摘み動作，書字，箸使い，野球の投球，パ

ットの握りも容易になり比較的良好な成績を得られ

た.今後 2次的に旬指対立機能再建手術も検討した

[文献1
1) 平山恵造.平山病の発見と概念の確立 神経内科 65

(3): 213-221， 2006. 
2) 星野雄一 若年性 1flllJ上Jl主筋萎縮症(平山病)一鐙形

外科的立場から .整形 ・災害外科 51:647-654， 2008. 
3) 田代邦夫ほか.平山病の全国疫学調査.神経内科 65

(3): 213-221， 2006. 
4) 力[J茂啓志ほか.若年性一侭IJ上11主筋萎縮症(平山病)に

対する手術療法の経験.東日本経災会誌 16:598-602， 

2004. 
5) Chiba S， et al. Aclvancecl Hirayallla Disease with Suc-

cessful llllprovelllent of Activities of Daily Living by Op-

erative Reconstruction. lnternal Meclicine 43 (1): 79・81，
2004 
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Ulnar parametacarpal flapを併用した Dupuytren拘縮の
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Ulnar parametacarpal flapを併用して手術を施行した Dupuytren拘縮の治療成績について調査した対象

はDupuytren拘縮8例， 10手， 13指，手術時年齢は平均 69.3歳，術後経過期間は平均 7.2か月であった.術

前 MeyercJing分類は， gracJe2がl手(小 1.環 1)，gracJe3が9手で， PIP関節拘縮角度が60。以上のもの(以

下 PIP催患群)が 6手 8指(小 5 環2 ヰ'1)，MP関節拘縮角度が 60。以上のもの(以下 MP慌患郡)は 3

手 3指(小 3)であった.両群の術前術後の屈曲拘縮角度，指別拘縮改善率， 皮弁の術後経過を検討した.拘

~;ßi角 度は， MP催患群は， MPr'Mぬ!iJが術前 68.3
0

が調査時 6.0
0

に，PIP関師、iは 15.0。が 8.3。に，PIP躍患群は，

MP関節は術前 40.60

が調査時 0
0

，PIP関節は 76.3。が22.1。に改善した 指別拘縮改善率は， Plp:罷患群は

小指が87.0
0

%，環指90.6
0

%，中指87.5"%， MP催患群は小指90.9
0

%で，皮弁はトラブルなく 完全生着 した.

1f11行が非常に安定 している ulnarparametacarparl flapを併用した Dupuytren拘縮治療は，術翌日から積極的

な可動域訓練が可能であ り，術後の手指の拘縮改善率も良好であった.

覆した. cJonor siteは，縫縮閉鎖した(図 1).後療

法は，手指の可動域訓練を術翌日から開始し，必要

に応じて夜間伸展スプリントを使用した.

術前 MeyercJing重症度分類は， gracJe2が l手で，

pit形成により遠位手掌皮線周囲の皮膚が薄いもの

2指(小指 1，環指 1)で，また，gracJe3が9手で，

PIP関節の拘縮角度が 60。以上のもの(以下 PIP擢

患群)が6手8指(小指 5，環指 2，中指 1)であり，

MP関節拘縮角度が 60
0

以上のもの(以下 MP催患

群)は 3手 3指で，すべて小指であった.これらの

症例に対して，臨床評価と して PIP擢患群と MP

擢患群の，術前術後の屈曲拘縮角度，および¥術前

の MP，PIP， DIP関節の拘縮角度の合計 と調査時

のものとの差を術前の合計で割ったものを拘縮改善

率と し，指別の拘縮改善率を検討 した. また，

UPMC flapの術前術後経過も評価した 統計学的解

析は StucJent'st-testを用い，有意水準は p<0.05と

した.

[緒言]

Dupuytren拘縮に対しては，病的腿!限切除後に生

じる皮膚欠損の閉鎖法として，z形成術， V-y前進

術，11直皮術など様々な方法がある.今回， 著者らは，

局所皮弁である ulnarparametacarpal flapを用いて

皮Jfl欠損部を被覆し，術翌日から積極的に可動域訓

練を施行した Dupuytren拘縮の治療成績について

報告する.

[結果]

屈曲拘縮角度は，MP権患群では MP開館iは術前

68.30 :t 12.9。が調査時 6.0
0 :t 5.50

に，PIP関節は 15.0。

[対象と方法]

当科で手術治療を施行 したDupuytren拘縮 8例，

10手， 13指を対象とした.性別は男性 7f91J， 女性

l例であり，手術時年齢は平均 69.3歳 (61-77)で，

術後経過期間は平均 7.2か月 (4-10)であった. す

べての症例に zig-zagおよびSkoogに準じた皮膚切

聞を用いて部分手掌腿膜切除術を施行した後に，徒

手的に指を伸展させて関節拘縮を解除 した後に，生

じた皮府欠損に対して，局所皮弁の ulnarparameta-

cacarpal flap (以下 UPMCflap)で欠損部を被覆 し

手術を行った UMPC flapは，手掌尺側の手掌と手

背の境界自1¥にデザイン し，小指外転筋膜を含めて皮

弁を挙上 した後， transpositionさせ皮間欠損部を被

神奈川県平塚市追分 9-11
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※P<0.05 

l5.0 十ヱIP汁:;:
術前 調査fI寺

※Pく0.05

MP 

MP羅患若干拘縮角度
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UPMC日apを併用 した Dupuytren拘縮

Ulnar parametacacarpal flap 
A:皮弁を手掌尺側の手掌と手背の境界部にデザインする
B:小指外転筋!撲を含めて挙上する.
C:皮弁を transpositionさせ皮府欠損部を被覆する.

D : clonor siteは， 一期的に縫縮閉鎖する.

図 1

::!:: 15.0。が8.30 ::!:: 2.90 に有意に改善 した (P<0.05)(図

2). PIP擢患群では， MP関節iは術前 40.6
0 ::!:: 19.4 

が調査|時0。に， PIP関節は 76.3。土13.00 が 22.10 ::!:: 

5.70 に有意に改善した (P<0.05)(図 3).指別拘縮改

善率は.PIP擢患群は小指が 87.0
0

::!::5.4
0 

%，環指

90.6
0 

::!:: 8.2
0 

%，中指 87.5"%で， MP擢患1:汀は 90.9
0

::!::2.1
0 

%で，両群聞に有意な差はなかった (表 1)

UPMC flapはすべて完全生着し， skin color match 

も良好であった.また，術後 UPMCflapを施行し

PIP権j窓、若手拘縮角度

た l例に皮弁尖端の 5mm程度の表層壊死を認めた

が，可動域訓練を中止することなく 2週間程度で保

存的に上皮化した.皮弁の donorsiteはすべて縫合

閉鎖可能であった.

図 3

[症 例1
61歳男性.右小指の DUl】ytren拘縮で，術前の関

節伸展角度は 小指関節 MP-45
0

，PIP-60。であり，

Meyerding分類は grade3であった 部分腿膜切除

術を施行 しPIP関節拘縮の解除は徒手的に小指伸

展させると，手掌部に皮膚欠損を生じた 42X 

15mmのUPMCf1apにより，皮府欠損部を被覆 した

術翌日より可動域訓練を開始し，術後 9か月の関節

fE11展角度は， MP関節 00，PIP関節 200 に改善 し，

拘縮改善率は 81%であった 皮弁は トラブルなく

完全生着 し，皮弁と周囲の皮膚との skintextl.lreは

良好であった(図 4)(図 5)(図 6)(図 7).

指別拘縮改善率

旦P!1I塁M.
6手81'旨

生鐘之塁之旦1
小 87.0:!:5.4"

環 90.6:!:8.2'・

87.5 

表 1

MP塁塁塁手
3手3指
小}旨3

小指 90.9:!:2.1"

羅患指

拘縮改善率(弘)'

.1旬結白書喜二[(桁前のMP.PIP印P間長而3吉計向指角度)-(耐i!'Il.iMP問P目P間長前〉古計向指角度

/ njlfjQ)MP_P[P.D l~'r~，面持乃吉計 ;弓偏角度] x 100(，.) 
叫平均値± 縛筆{事差
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418 UPMC f1apを併用したDUjJuytren拘縮

図 4 61歳男性右小指Dupytren拘縮. Meyerding 
分頒 grade3.
A， B 術前の関節伸展角度は MP関節 _450，
PIP関節_600，述イ立手掌;皮線周囲に pit形成を

認める.

図 6 E， F: 42X15mmの ulnarparametacacarpal 
Oapにより，皮府欠損部を被覆する.

[考察]

Dupuytren拘縮では，高度関節拘縮例や，多数指

催患例で cord上の皮府が pit形成などにより広範

囲に非薄化している例では 指を伸展させた際に生

じる皮膚欠損の創閉鎖が困難となったり ，運動療法

中の創離開が生じ，創治癒が遅れるなどが問題とな

ってきた.このため，従来より， Dupuytren 拘縮の

手術時のこのような皮府欠損に対 しては， z形成，

V-y前進術などによる創閉鎖が行われてきた 1)2)

しか しながら，効果的な Z形成， V-y前進術のデザ

インは， 必ずしも容易でなく，また， Dupuytern拘

図 5 C， 0: Zig-zagおよび Skoogに準じた皮府切
聞で部分手掌!健膜切除術を施行した後に，徒
手的に関節拘縮を解除すると， 小指は完全伸

展可能となったが， I支府欠損が生じる.

図 7 G， H:術翌日より可動域訓練を開始 し，術後
9か月の関節伸展角度は， MP関節 00，PIP I耳l
節ー200に改善し，拘縮改善率は81%である
皮弁はトラブルなく完全生者し， I支弁と周囲
の皮的との skintextureは良好である

縮では皮膚が薄く硬いこともあり計算どおり延長効

果が得られないことや， z形成術， V-y前進術後の

三角弁尖端の皮悶壊死などの問題点もある このよ

うに， Dupuytren拘縮手術では，filq後の創 トラブル

は，術後早期からの積極的な可動域訓練が困難とな

り，成績不良の原因となるため，確実な定IJ閉鎖法が

必要となるー

一方，以前より Dupuytren拘縦に対する創閉鎖

療法および創部開放療法の術後の拘縮改善率の比較

についての報告されており 3) 術後早期から積極的

な可動域訓練が可能な開放療法のほうが，術後早期
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UPMC flapを併用した Dupuytren拘縮 419 

から高い拘縮改善率が得ら れたとする報告も 多い.

しかしながら，開放療法では創閉鎖に長時間要する

こと，感染への注意が必要であるなどの欠点なども

同時に述べられており，早期の社会復帰という面で

は不利である.

Dupuytren拘縮手術に皮弁を併用する利点は，健

常な皮膚の挿入により指伸展時の皮府緊張が軽減さ

れ，皮膚壊死，創離聞などの術後創トラブル回避で

きること，一定の厚さをもった軟部組織により死腔

の充填が可能なため血腫綴痕形成の予防ができる

ことなどが挙げられる.また，皮弁の中でも，特に，

手技も容易で，血行が安定しているものを Dupuy-

tren拘縮の手術療法に併用できれば， 術翌日から運

動療法が可能でかつ早期に確実に創閉鎖も可能とな

るため，極めて理想的であると考える.

Dupuytren拘縮手術に皮弁を併用した本邦での報

告は比較的少なく，高度屈FJ:t1拘縮例で良好な成績が

報告されている.しかしながら，必ず しも手技が容

易であるものばかりではなく 比較的煩雑なのもあ

り，また，術後，皮弁の部分壊死などの血行 トラブ

ルの合併なども報告されている 川5)6) 今回，著者ら

が使用 した UPMCflapは 1995年に Bakhachら7)

がこの皮弁を尺骨動脈からの背側血行を血管茎と し

て最初に報告しており，その後 2007年に平瀬ら 5)

が，掌側指動脈からの皮枝をI血管茎から挙上し，よ

り血行の安定した皮弁として報告し Dllpuytren拘

縮にも併用している その特徴として，手掌尺側の

比較的小さな皮府欠損の被覆が可能で，手術手技が

容易で皮弁挙上時間は 10分程度であること，また，

l幅2cm程度であれば採皮部は一期的に縫縮可能で、

あり，術後の皮弁のlUl行は極めて安定しており，皮

弁と周囲の皮府との skintextureも良好であるな ど

の点が挙げられる.今回 著者らの経験 した症例で

は全例で術翌日から可動域訓練開始可能であり，拘

縮角度の改善率も MP関節催患群， PIP関節躍患群

とも比較的良好で、あった.これは，皮弁挿入により，

皮間性の癒痕拘縮の予防可能であったとともに，皮

膚にゆとりができ，術後早期の創部のつっぱり感が

なく，開放療法と同様に術後早期からの可動域訓練

が可能で、あったことによることが大きいと考えてい

る.

また，著者らは，術後 UPMCflapを施行した l例

に皮弁尖端の 5mm程度の表層壊死を認めたが，可

動域訓練を中止することなく 2週間程度で保存的に

上皮化した例を経験した.平瀬、らは 5) UPMC flap 

の血行動態について，皮弁が末梢茎での挙上である

ため，皮弁の血行は，小指掌側指動脈から皮弁内に

入る皮枝部分は)1闘行性であるが，手関節に近い皮弁

末梢部分は一部逆行性血行となっていると述べてお

り，著者らも，このため，皮弁のサイズによっては，

皮弁尖端部の血行が不安定になる可能性があると考

えている また， UPMC flapの血流は， MP関節尺

側の径 10-15mmの部分から皮下茎血流として皮

弁に入ってくるため，小指尺側の小指外転筋腔より

起始する spiralcordの切除の際は，皮枝を損傷し

ないようするとともに， MP関節周囲の過度の剥離

操作は皮弁のl血行不良の原因となるため必要最小限

にとどめるべきと考える.

現時点での著者らの Dupuytren拘縮に UPMC

flap皮弁併用の適応は，手指の拘縮が高度なもの，

または，複数指催患例で plt形成などにより cord

上の皮!習が薄く伸縮性の乏 しい ものとしているが，

今後，より安定した UPMCflapの挙上可能なサイ

ズや， Dupuytren拘縮手術に皮弁を併用する適応な

どについて，さらに検討が必要であると考える.

[まとめ1
1. Dupuytren拘縮手術に拘縮解除時に生じた皮

脂欠損部に lllnarparametacarparl flapを併用 して被

覆した

2. Ulnar parametacarparl flapは手技も容易で皮

弁の血行も安定しており 術後の創 トラブルもな

く，術翌日から，積極的に可動域訓練を行うことが

可能で，手指の拘縮改善率も良好であった

3. 今後長期的な経過観察が必要ではあるが，

Dupuytren拘縮手術の際に生じた皮府欠損部の被覆

に有用で富IJ閉鎖法の選択肢の 1つになりうると考え

た

[文献1
1) 香月忠ーほか 拡大手掌l陛膜切除およびV-y形成法を

用いて治療した Dupuytern拘縮の治療成績 臨整外

36: 89-91， 200l. 
2) 松崎浩徳ほか. Dupuytern拘縮に対する zlgzag切開

による選択的手掌l腿JJ英切除術の術後成績 日手会誌

26: 516-519， 2010. 
3) 田中啓之ほか Dupuytern拘紛の手術成績.日手会誌

28: 264-266， 2011. 
4) 江畑1I龍樹ほか.Hyothenar Flapを用いた Dupuytern
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拘縮の治療経験.日本マイクロ会誌 21:69-73， 2008. 

5) 平瀬雄ーほか 手掌尺側を被う ulnarparametacarpal 

flapの有用性 日手会誌 24:120-123， 2007 

6) 内田龍志ほか 手指再建の局所皮弁 適応と私の工夫

一手部尺側指屈曲拘縮に対する digitalartery perfora-

tor flapの応用.形成外科 55:631-635，2012. 

7) Bakhach Jほか Ulnar parametacarpal f1ap.Anatomical 

study and clinical application. Ann Chir Plast Esthet 

40: 136-147， 1995. 
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緒川、二
生体において，方形囲内筋 (PQ)の詳細な機能は証明されていない.本研究では，最大努力による手関

節運動課題とグリップ動作のリニアランプ握力課題遂行時の PQの浅頭，深頭の活動特性を筋電図学的に解

明した.筋電図は直径0.05mmの双極貼合ワイヤー電極を使用し， PQの浅頭と深頭から導出した.その結果，

両頭共に筋活動は前腕回外位に比べ囲内位で有意に高かった.深頭においては，前腕囲内位での手関節背屈，

尺屈運動で筋活動が有意に増大した (P<0.05，P<O.Ol).浅頭においては，手関節運動による有意な差は

認めなかった.また深頭の活動は握力の増加とともに直線的に増え，最大握力に達した時には前腕囲内運動

時以ヒの活動を示 したが 浅頭においては憶力の増加でやや高まるが 前腕囲内運動時の 40%以下の活動

だった.以上のことより，深頭は手関節運動や握力とリンクして制御される筋であり，さらにこの特性に加

え筋走行を考慮すると，深頭は手関節運動やグリップ動作時の遠位機尺関節の安定性に貢献する筋である可

能性が高いと示l唆された.

本研究では PQの筋電図を ワイヤー電極で導出

し，手関節運動および握力と PQ活動との関係を調

べ，深頭の機能について前腕囲内作用を持つとされ

る浅頭と比較することによって検討した

[対象と方法]

(1)対象

対象は神経筋疾患および整形外科的疾患の既往の

ない健常成人 8名とした.内訳は男性 8名，平均年

齢28.9土1.3才であった.被験者は全員右利きであ

った尚，本研究は新潟医療福祉大学倫理委員会の

承認を得て，被験者には予め実験の目的と方法を文

章で説明 し同意を得た.

(2)課題動作

運動課題は，手関節運動課題として最大努力によ

る右手関節の掌，背，槙，尺屈運動を実施 したー更

に無作為に選択した 3名に対しては，右手グリップ

動作のリニアランプ握力課題を追加した.リニアラ

ンプ握力課題は，モニター上に標された目標基準線

に張力信号を追従させるよう視覚的にフィードパッ

クしながら握力がOから最大値まで 10秒間で発揮

するように設定し，測定前に数回の練習を行わせ

た.また手関節運動課題およびリニアランプ握力課

[緒言]

方形囲内筋 (PQ)は解剖学的に二層ある いは三

層構造を成すことが明らかになっており，それぞれ

異なる機能を持つとされている l )~) しかし生体に

おける PQの機能を研究した報告は Stuart2)による

2名の被験者を用いた筋電図学的研究が主であり，

その研究では PQの活動がどの程度の活動なのか量

的に把握できないことや 筋張力と筋活動の関係が

示されていないという問題点があった.さらに Stu-

artは回外運動時でも PQが活動することを示して

おり， PQの筋電図が正確に導出されていたのかと

いう疑問点も残っている.従って， PQ機能の詳細

については今のところ明らかになっていないのが現

状である.一方で，著者らはこれまでに PQの筋電

図学的研究を行い，深頭においてはグリップ動作で

も活動が高まることを示し，深頭は遠位機尺関節

(DRUJ)の安定性に関与している可能性が高いと考

察した 3) しかし，グリップ動作には手関節背屈筋

群の収縮による手関節運動や指屈筋群の収縮による

指屈曲運動が伴う複合運動であり，手関節運動要因

とPQ活動との関係や握力の大きさと PQ活動との

関係については不明で、あった.そこでこれらを解明

することを目的とし，本研究を企画した

新潟県新潟市北区鳥見IIrr1398 
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422 方形囲内筋深頭の機能特性

日)最大努力による手関節
運動課題

b)リニアランプ握力課題

図 1 課題動作

題遂行時の PQ活動が囲内運動時の活動に対し，ど

の程度の活動であるかを示すために，最大努力で筋

収縮させる等尺性前腕囲内運動課題を実施した.各

施行回数は課題運動それぞれ 2回とし，筋の疲労の

影響を避けるために各施行聞に 1分間の休憩を入れ

た.

手関節運動課題は前腕を任意の肢位で固定でき，

手関節運動トルクを測定できる装置 (sI1-a) を用

いて行った.リニアランプ握力課題については，直

径 25mmの円筒形握力センサー (SPR-6570，酒井医

療，東京)を握力センサーの重さが加わ らないよう

に，また手関節運動が他動的に矯正されないように

工夫した握力測定装置に固定して実施した(図

1-b) . 

測定J]支位は，手関節運動課題，リニアランプ握力

課題ともに，肩関節は屈曲，外転 O度， *J関節は屈

曲90度とし，前腕においては囲内位および回外位

の2肢位を設定した.手関節においては，手関節運

動課題では中間位， リニアランプ握力課題で、は任意

の肢位とした.前腕囲内運動のif!iJ定Jl主位は，肩関節，

肘関節ともに前述課題と同様とし，前腕は中間位と

した.

(3)筋電図導出

被験筋は PQの浅頭と深頭とし，筋電図の導出に

は硬質ウレタンで被覆された直径 0.05mmのステン

レス線 (TN204-123，ユニークメデイカル，東京)

で作成した双極貼合ワイヤー電極を使用した.双極

貼合ワイヤー電極の非絶縁部は lmmとし，電極間

距離は 3mmとした.また電極先端部分は筋の収縮

lこ伴し、電極が追従するよう鈎状に約 7mm折り返し

た.電極の刺入は長さ 60mmのカテラン針 (25G)

をガイドと して用い，浅頭は椀骨茎状突起遠位端か

ら近位約 2cmの前腕機掌側から， r~~頭は尺骨茎状

突起から近位約 6cmの前腕尺側から刺入した.刺

入時には超音波画像にて目的とする部位に刺入され

ているかを確認した.電極の留置後は，前腕の囲内

で筋電図が導出され，手指および手関節の軽度な自

動運動では導出されないことを確認した.また，各

頭聞のクロストークを否定するために，各頭どちら

かに留置した一本のワイヤ一電悔を用いて最大電気

刺激を行い，刺激電極でない他方のワイヤー電極か

らM 波が導出されないことを確認した. さら に，

刺激電極と M波を導出させる電極を交互に替えて

同様の般認を行った.

ワイヤー電極から導出した筋電図信号は筋電図セ

ンサー (0し140，エスアンドエムイー，東京)を

用いて 100倍に増幅 し，アナログ出力ボックス (DL-

270，エスアンドエムイー，東京)を経由させ，張

力および握力センサーからの信号と共にサンプリン

グ周波数 2kHzでA/D変換 してパーソナルコンピ

ユータに取り込んだ.これらのデータの取り込みに

は，データ収録 ・解析システム (powerLab 8/30， 

AD Instruments， ltaly)を用いた.記録された筋電

図信号は， 20-1000Hzの band-passfilterで処理し

た

(4)筋電図解析と統計処理

手関節運動課題および前腕国内運動課題の PQの

筋電図データは，各版位で 2団施行 したうち，それ

ぞれ手関節，囲内トルクがより大きく発節されたも

のを採用した.筋電図信号解析区間は，課題運動開

始 1 秒後にそれぞれ手関節運動トルク，育~腕回内運

動トルクが最大となった時点から 500msec問とし，
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最大団内述動 誼Kt; :1;t屈 続屈 尽E

図2 前腕囲内運動l侍と手関節運動H寺の PQ
(浅頭・深頭)の筋電図(被験者 2)

1%1 浅頭 回目内位 口国外f立 1%1 深頭 ・囲内位口国外1立

1()() 1凹

80 

』 ~rlJ :
E凶 曲

z 40 

20 

背屈 Jit屈 l尭屈 尺屈 背屈 五E屈 t皇居 尺屈

{・何0.05 ・・ P<O.o1) 

図3 手関節運動H寺における PQ(浅頭 ・深頭)の NIEMG

この区間の筋電図を全波整流した後に筋電図積分値

(IEMG) を算出した.グリ ップ動作のリニアラ ン

プ握力課題では握力を 2回測定し， 2回のうち握力

の大きい値で設定したリニアランプ負荷課題を採用

した.筋電図解析区間は，握力が 20，40， 60， 80， 

100%に達した時点からそれぞれ前 5001羽田c聞と

し，同様に IEMGを求めた.得られた全ての IEMG

は，前腕囲内運動課題の IEMGを基準に正規化し

た (NormalizedIEMG; NIEMG) 次いで¥被験者

間の NIEMGの平均値および標準偏差を算出した.

手関節運動課題の統計処理は，浅頭および深頭毎

に手関節運動を要因とした対応のある一元配置分散

分析を用い，平均 NIEMGを各手関節運動項目間で

比較した 事後検定には Tukey'sHSD testを用い

た.また手関節運動項目ごとに前腕囲内位，回外位

の NIEMGを対応のある T検定で、比較 した.有意

水準は，ともに 5%未満とした.尚，これらの統計処

1里には SPSS向平;f!Tソフト(IBMSPSS statistics Ver. 

18， SPSS japan Inc， an IBM company，東京)を使

用した.

[結果]

図2には最大努力による手関節運動課題および前

腕回内運動課題の浅頭および深頭の活動の代表例を

示した.図 3には手関節運動課題の浅頭および深頭

の NlEMGの平均値を示した.浅頭の背屈， 掌屈，

模屈，尺屈運動の NIEMGの平均値は，それぞれ回

外位では 9.4%，13.9%， 15.4%， 15.4%，囲内位で

は44.9%，30.5%， 42.7%， 51.7%であり，深頭に

おいては回外位では 18.3%，12.1%， 10.9%， 21.4%， 

回内位では 62.0%，36.1%， 46.3%， 69.4%であり，

両頭共に筋活動は前腕回外位に比べ囲内位で有意に

高かった (P<O.OO1).手関節運動項目聞の比較で、

は， i浅頭においては回外位，囲内位ともに有意な差

は無かった 一方，深頭においては回外位では有意

差は無かったが，囲内位においては掌屈運動に比べ

背屈，尺屈運動で有意に高い値を示した (P<0.05，

P <0.01). 

図4には，グリップ動作のリニアランプ握力課題

におけるPQ活動の代表例を示した.深頭の活動は

握力の増加とともに直線的に増え，最大握力に達し

た時には 100%以上の活動を示した. 一方，浅頭に

おいては握力の地加でやや高まるが最大握力に達し

でも 40%以下の活動だった.この現象は，被験者 3

名ともに同様であった(図 5)
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して機能する筋 41とされているが，本研究の結果

から判断して，深頭においては前腕囲内運動作用の

他，手関節の特定な運動やグリップ動作|時の DRUJ

の安定性に貢献する筋であると推測 した.即ち手関

節運動やグリップ動作は 前腕筋群の収縮により手

および手指からの組l圧が手関節部にかかる結果，焼

尺骨遠位端聞を解離するような力 51を発生させる

動作であり ，深頭の活動は筋の走行から判断して椀

尺骨遠位端聞の解離に抵抗するように働く動的支持

特性を持つ筋であると考えた.

本研究で示した深頭の筋活動を高める特定な手関

節運動は，背屈および尺屈運動であった.手関節の

背屈および尺屈運動は強力な握力を発揮するグリッ

プ動作に必要とする筋群による運動であり，深頭の

活動は握力の増加に比例して直線的に増え，さらに

最大握力に達した時には最大田内運動時よりも勝っ

ていたという今回示した現象を考慮すると，深頭は

グリップ動作に必要な筋群の活動とより密接に リン

クして制御されている筋であると捉える ことがで

き，深頭の活動が高まる要因は国内運動よりもグリ

ップ動作であることが本研究により判明した.

r~~頭が前腕回外位よりも囲内位で活動する要因に

ついては，前腕囲内位は DRUJの掌側関節包靭帯と

骨間脱が緩む肢位 51とされており，深頭にはこれら

のDRUJの支持組織の機能を補助する役割があると

考えた.六角らは DRUJの遠位支持組織が損傷して

いる症例にPQを局所麻酔斉IJにてブロック した結果，

尺骨の回転中心はブロック前に比べ前腕囲内位で大

きく変化したことを示し， DRUJの支持組織損傷例

においては PQは最大囲内位で、の安定性に関与 して

方形回内筋深頭の機能特性

/し

(kg)握力
30 

_/1_ 

424 

_jlmv 
2sec 

最大田内運動

。

回外位

国内運動|侍とリニアランプ握力課題H寺の PQ
(浅頭 ・深頭)の筋電図(被験者 2)

[考察]

PQは深頭と浅頭の二層構造からなり， PQの深頭

は DRUJの安定性に関与する可能性 11が示されて

いる. しかし PQの機能を深頭と浅頭を区別して検

討した報告は，極めて少ない.著者らはこれまでに

もPQの筋電図学的研究を行い，深頭はグリップ動

作でも活動が高まることを示 したが，手関節運動お

よび握力と PQ活動との関係については不明のまま

であった.本研究では最大努力による手関節運動と

PQ活動との関係，握力の大きさと PQ活動との関

係を筋電図学的に調査した.その結果，浅頭， t~~頭

はともに前腕囲内運動で活動するが， 深頭において

は特定の手関節運動で活動が増加し，握力の増加に

比例して直線的に活動が増大するこ とが明らかにな

った.本来 PQは前腕囲内運動の primepronatorと

田内位

図 4

国内位

ーーー;圭E目
J切回開

ーーーーーー- 'Jf')lR

(%) 

160 
回外位

一ー浅~~

-一一 ;奈~~

(%) 

160 

7
1
1
11
1
d
 ，

 ，
 

，
 

T
i
l
LV
 

T
id
 

T
l-工

140 

120 

1∞ 
80 

60 

40 

20 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

。2凶
一

Z

。
20 

。
1∞(%) 80 
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方形囲内筋深頭の機能特性

いると考察 している 6) このことからすると，本研

究で示した深頭の前腕囲内位で活動が高まる特性に

ついては， 六角が示した見解を支持 しているといえ

る.従って DRU]支持組織損傷例においては，尺骨

の脱臼を生じさせないために PQ深頭の機能が重要

であり，特に PQ深頭の温存に努めるべきであると

考えた

[まとめ]

最大努力による手関節運動課題とグリップ動作の

リニアランプ握力課題において， PQの浅頭，深頭

の活動特性を筋電図学的に解明した.両頭共に筋活

動は前腕回外位に比べ囲内位で有意に高く， 深頭に

おいては前腕囲内位での手関節背屈，尺屈運動で筋

活動が増大した.また深頭の活動は握力の増加とと

もに直線的に増え， 最大握力に達した時には最大前

腕囲内運動時以上の活動を示した 浅頭においては

最大握力に達しでも最大前腕国内運動時の 40%以

下の活動だった.以上のことより，深頭は手関節運

動や握力とリンクして制御される筋であり，さらに

この特性に加え筋走行を考慮すると，深頭は手関節

運動やグリップ動作時の DRU]の安定性に貢献する

筋である可能性が高いと示峻された.

{文 献]

1) Johnson RK， et a1. Th巴 pronatorquadratus in motions 

and in stabilization of the radius and ulna at the distal 

radioulnar joint. J Hand Surg 1: 205-209， 1976. 

2) Stuart PR，巴ta1. Pronator quadratus revisited. J H日nd

Surg 21: 714-722， 1996 

3) 大山峰生ほか 方形囲内筋の機能特性一筋電図学的検

討 日手会誌 29・1-5，2013

4) Basmajian JV， et a1. Muscies alive. 5. saltimore. Wil 

liams & Wilkins. pp 205・212，1979 

5) Harrison JW， et a1. Does the orientatio日ofthe distal ra-

dioulnar joint infJuence the force in the joint and lhe 

tension in the interosseous membrane? Clin Biomech 

20: 57-62， 2005. 

6) 六角智之ほか i皇位機尺関節の安定性に対する方形回

内ifiJの機能 日本臨床バイオメカ ニ クス学会誌 17

307-310， 1996 
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第 49回静岡手の外科マイクロサージャリー研究会

日 時:平成 24年 2月25日(土)

場所:浜松商工会議所(浜松市)

幹事:津田智一(浜松医科大学整形外科)

<一般演題>

1. 転位のない肘頭骨折に尺骨塑性変形，携骨頭脱

臼を合併した 1例

藤枝市立総合病院整形外科 鈴木

伊 藤

鈴木

青木

伊藤

素 村

阿部

重哉

高規

希央

健太郎

禎志

健 司

雅 志

転位のない肘頭骨折に検骨頭脱臼を合併した 1例

を経験したので報告する.

4歳，男児.1m程の高さの遊具から転落して受傷.

同日近医受診，右IJサ頭骨折と診断され， 3週間のギ

プス固定を施行された.ギ、プス除去後肘関節の屈曲

障害を認めたため当院紹介受診.初診時肘関節可動

域は伸展 00 ，屈曲 720 • fIサ前方に榛骨頭の突出がみ

られ，単純X線像にて槙骨頭脱臼を認めた.尺骨は

転位のない肘頭骨折に塑性変形を合併していた.翌

日全身麻酔下に脱臼整復を施行した.徒手整復が不

能だったため，観血的整復を行なった. しかし田内

にて容易に再脱臼するため 尺骨の棋状骨切りを行

なったところ整復位を得た.術後 5ヶ月，肘関節可

動域は何l展 00，屈曲 1450であり，再脱臼もみられ

ない.転位のない肘頭骨折に検骨頭脱臼を合併した

ものは Hume骨折と呼ばれ，まれな外傷とされてい

る.今回の症例は尺骨塑性変形も伴っており，受傷

機転を仁1"心に考察する.

2. 榛骨遠位端骨折プレート固定後に FPL断裂を

起こした 2例

静岡市立静岡病院整形外科 松下 聡

佐野倫生

土 井 光 人

松原陸将

古 橋 弘 基

鈴木 愛

曽根由人

はじめに 昨今，椀骨遠位端骨折に対するプレー

ト固定は，確立した手技として治に用いられている

様骨遠位端骨折後の!陛断裂としては，背側の骨折音1)

でEPLが断裂することが多かったが，最近は掌側

プレー 卜の普及により FPLの断裂が散見される.

今回， 2例のプレートによる FPL断裂を経験したの

で，若干の考察を加え報告する.

症例 1: 30歳， 男性平成 23年 8月，バイク事

故で受傷.ジンマ一社製榛骨遠位端ロッキングプレ

ート Dタイプにて内固定を行った.術後 8週，突然

母指が屈曲できなくなったため，抜釘とl躍縫合術を

行った.

症例 2:63歳，女性.平成 23年 1月転倒受傷.前

医で MDMシンメトリープレートで内固定術を行っ

た.11月，突然母指が屈曲できなくなり，当院を紹

介受診.抜釘， I挫縫合術を行った.いずれもプレー

トの金属部分で FPL腿が摩耗断裂しており，一例で

は示指 FDPの部分断裂も見られた.正しいプレー

トの設置，デバイスの改良， 切断しにくいデバイス

の選択が必要だと考えられた.
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3. 梶骨遠位端骨折治療後の客観的評価と Q-DASH

における相関関係からの逸脱例の検討

聖殺浜松病院 リハビリテーション部

関 めぐみ

奥村修也

原田康江

草川裕也

北出知也

[はじめに]焼骨遠位端骨折治療後の患者立脚型

評価 (Q-DASH)と客観的評価(可動域，握力)は

相関関係を示すという報告がある反面， I臨床では逸

脱例と接するこ とがあり，本研究ではその逸脱例を

検討した.

[対象1i憐骨遠位端骨折患者 58例中，当院での平

均治療成績を基準に，対健側比が前腕 ・手関節の自

動可動域 80%以上，握力 70%以上を良好 ・未満を

不良， Q-DASH7.70点未満を良好 ・以上を不良とし，

客観的評価良好 .Q-DASH不良の 5例を I群，客観

的評価不良 ・Q-DASH良好の 7例を E群とした.

[方法]両群の年齢 ・性別 ・損傷側・ 治療期間 ・

職業における特徴を分析 し，検討した

[結果と考察11群 .II群において，干IJき手損傷

が5例 (100%)・2{$'IJ (28.5%)，平均治療期間が26.1週・

34.7週，有n能率が 1例 (20%)・5例 (62.5%)であっ

た. 1群は利き手を損傷 した主婦が多く，日常的に

利き手の使用頻度が高くなり家事で不便を多く感 じ

たために Q-DASHが不良となったが，日鮮は客観的

評価が不良でも，長い治療期間を要 して， 全例現職

復帰できたことで満足感が高く， Q-DASHが良好と

なった.

[結論]手の使用頻度や個々の生活背景の違いが

Q-DASHに影響 している可能性が示峻された.

4. ネコ岐傷による母指 IP関節化膿性関節炎の2例

聖隷浜松病院

手の外科 ・マイクロサージャリーセンター

向田雅司

神田俊;告

大井宏之

[はじめに]ネコ|皮傷は感染しやすく ，手指には

皮膚直下に{lll筋!世や関節があることから， 適切な初

期治療が行われないと予後不良となりやすい.

[症例 1]獣医の 40歳男性ー仕事中に右母指 IP関
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節部をネコにかまれ，近医で加療を受けた.IP関節

背側部から大量の排l膿があり，受傷 2週間後に当院

紹介.同日，デブリ手術を施行したが，村1，膿が続き，

8日目に再度デブリ 手術を行った 最終的に IP関

節は屈曲 50で固定となった.

[症例 2]46歳女性 ネコに左母指 IP関節部をか

まれ，近医で加療を受けたが，排膿，前腕リンパ管

炎も生じてきたため受傷 12日目に当院紹介.デブ

リ手術を行ったが，持|膿が続くため， 2回の追加デ

ブリ 手術を行った.最終的に IP関節は欠損 してし

まった.

[考察]化膿創の処置は十分なデブリとドレナー

ジが必要である. しか し，骨 ・関節は壊死部分がわ

かりにくく ，関節機能のため!挫等のデブ1)を蹄踏す

ると感染が遷延してしまう .デブリ範囲の決定が重

要となる.

5. 手・指の創傷に対する陰圧閉鎖洗浄療法 ;循環

障害に対する評価

浜 松 医 大 形 成 外 科 藤 原雅雄

松下友樹

永 田 武 士

太 田 悠 介

鈴 木 綾 乃

石川佳代子

深 水 秀

[背景]演者らは陰圧閉鎖洗浄療法(negativepres 

sure therapy with irrigation: NPI)を考案して，第 44

回本研究会で第一報を行っ た.

{目的]本法の ドレッシングでは手指を全周性に

ビニール手袋で密封するため，循環隙害の可能性が

懸念される.今@I，NPIにおいて手指の受ける外圧

及び循環状態を評価した.

[方法]局所における外圧の評価はマルチパッド

型簡易体圧iHlJ定器 (Cello:株式会社ケープ)を用

いて測定した.また，NPIの前後でドレ ッシング部

より 末梢での皮膚潅流圧 (skinperfusion pressure: 

SPP)を測定 した.

[結果]rr&引圧を 50から ー200mmHgに変化させ

た場合，局ffr外圧は 1.3mmHgと一定であった.NPI 

の前後での SPPは有意な変化が認められなかった

[考察]局所における 40・50mmHgの外圧は循環

障害の リスクとされるが 本法で生じる陽圧は数

η〆
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mmHgと微小である 従って NPIによる循環障害

のリスクは少ない. また NPIの前後で SPPは創傷

治癒が期待される 40mmHgより十分に高く，手指

の血流障害は生 じに くいといえる

6. 版寓前方に生じ上肢しびれ感を呈したガンク 1)

オンの 1例

浜松労災病院整形外科 河本正昭

肩関節周囲のガングリオンの中では林禽切痕をは

じめとする肩甲部に生じ肩甲上神経障害を呈するも

のについての報告が多い. 今回版嵩に生 じたガング

リオ ンによ り上肢 しびれを生 じた症例について報告

した 76歳女性で頚椎神経根症， 心筋栂塞の既往を

有する.

1か月続く右上肢の しびれ感にて来院 した. 11夜宮

前方に鶏卵大の波動を有するIJ重痛を認め，穿刺にて

黄色透明液を得た.穿刺後一過性だがしびれは改善

した 肩関節造影にてガングリオンは造影された.

穿刺後いったん縮小した腫癌は早期に再発 し3 しび

れ感が続くため，伝達麻酔下に関節鏡手術を実施 し

た.1陛板疎音11を中心lこdebridementを施行した.腫

癌内に注入 した色素が関節内に流入 したことを確認

して手術を終了 した.術直後より上肢しびれは消失

し，11重痛の再発も認めていない.

7. Ex仕askeletal chondromaによる手根管症候

群の 1例

浜松赤十字病院 整形外科宮城道人

荻原弘晃

浜松医科大学整形外科 紫藤洋 一

;墨田智

手根管症候群の原因となる疾患、は様々 である.今

回，手根骨に発生 したExtraskeletal chondromaに

よって，手根管症候群を呈 した症例を経験したので

報告する

37歳女性. 右手指の しびれを自覚 し近医受診.

保存的に加療を受けていたが軽快せず，

約 1年後に当科紹介受診 した.初診時，右示指榛

側の しびれと母指球の腫脹があ り，1盟脹部直上に

Tinel様徴候があった.単純X線{象，単純cn象では，

手板骨掌側の骨皮質に若干の不整が見られた.M悶

にて，手根管の遠位に Tlで低信号， 1'2で高信号の

腫痛を認め，電気生理学検査では手関節以遠の Dis-

tal motor latencyの遅延を認めた.骨，も しくは軟

部発生の腫揚性病変による手根管症候群と考え， 手

恨管開放術及びIJ重傷切除生検を施行 した.術後 1年

経過して，感覚障害は消失，腫痛の再発もない.

詳細な臨床所見の検討が，通常の手根管症候群と

の鑑別に有用であっ た.

8. 術中電気生理学的検査による手根管症候群重症

例における手根管開放術の必要性の検討

大阪市立大学医学研究科 整形外科学教室

大阪市立総合医療センタ一 整形外科

岡田充弘

池田幹則

高 松 聖 仁

中村博 亮

{目的]末梢神経絞拒性障害において，神経絞掘

音11位では神経上11真および周膜の線維化が起こってい

る. 重症例においては，その線維化は高度であるこ

とが予想される. 今回我々 は， 手恨管症候群の重症

例に対し手根管開放術を行い，神経上膜の線維化に

対する処置の必要性の有無を検討 したのでその結果

を報告する.

[方法]症例は 7例 (男性 4仔11，女性 3例)で，

手術時平均年齢 70.6歳 (59-79歳)であった.全

例と も，浜田の病期分類でグレー ド3であった 手

術は Standardincisionを用い，手根管開放術を行っ

た後に，神経上膜の切離を行った.神経上膜の切離

の効果を判定するために， 切離前後で電気生理学的

検査を行った.

[結果11 olJを除き， 神経上IJ真切離前後で電気生

理学的検査の波形の振111高の増大または，潜時の短縮

を認めたー

[考察]術中電気生理学的検査で改善を認めたこ

とより，線維化した神経上膜を切Iijltすることによる

や11経|徐圧効果があることのではないかと推測 され

た.

-212 -
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<ワンポイントレ ッスン>

手根管症候群における電気生理学的回復について

浜松医科大学整形外科

津 田 智 一 先生

<招待講演>

小児肘関節障害一傍骨頭脱臼について一

名古屋第一赤十字病院 第二整形外科

部長 堀井恵美子 先生
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第 50回静岡手の外科マイク口サージャリ一研究会

日時 :平成 24年 6月 16日 (土)

場所:もく せい会館(静岡市)

幹事:松岡秀明 (静岡県立総合病院整形外科)

<教育講演>

「模骨遠位端骨折の治療一診療ガイドラインを中心に-J
静岡県立総合病院 松岡秀明

「創傷への形成外科的アプローチJ
おかべ形成 ・整形外科ク リニック 阿部勝行

fPerforator flapによるがん切除後の再建j

静岡県立静岡がんセンター

「関節鏡・顕微鏡視下手術のすすめJ
聖隷浜松病院

<基調講演>

「手の外科の後輩達に伝えたいことj

[ 西山ウエルケア 施設長

前聖隷浜松病院整形外科顧問

H 浜松医科大学 名誉教援

<特別講演>

「私の歩んだ道を顧みてj

広島大学名誉教授

214一

中 川 雅 裕

大井宏之

斎 藤 英彦 先生

長 野 昭 先生

津 下 健 哉 先生
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第 51回静岡手の外科マイク口サージャリー研究会

日時:平成 24年 11月24日(土)

場所:静岡県職員会館(静岡市)

幹事 :森田信敏(榛原総合病院整形外科)

<症例検討>

1. ヒートプレス損傷による母指切断症例の母指再

建について

磐田市立総合病院 整形外科 森本祥隆

掻川潤一郎

鈴木大輔

錦野匠

清水朋彦

小川高志

山崎 薫

鈴木綾 乃形成外科

症例は 20歳男性.平成 24年 5月， ローラーに右

手を挟まれて受傷.ローラーの前方には金属を熱す

る炉 (450度)があり， 20分ほど挟まれた状態であ

った 母指 MP関節脱臼， CM関節脱臼， EPL， EPB 
断裂あり，緊急手術を行った.母指は壊死し，母指

基部と中指~小指の熱傷にたいして，切断および皮

府移植を施行.母指部の皮膚は生着せず，また示指

~小指の皮聞も状態悪く，腹部皮弁を行った.現在

術後 5ヵ月で，示指~小指の皮脂状態は改善してお

り，可動域も保てている.母指再建を検討している.

患者は示指の母指化よりも足E止移植を希望している

が，造影ではJ憐骨動脈背側枝が途絶 している.国指

<一般演題>

1. キーンベ.ツク病手術後に発生した長母指屈筋腿

皮下断裂の 1例

榛原総合病院整形外科森 田信 敏

キーンベック病症例に対して STT関節固定及び

腿球置換を施行したが母指自動屈曲不能となり長母

指屈筋皮下断裂と診断，腿移行術にて治療した症例

を経験した.骨片突出による腿断裂の報告は散見さ

れるが，今回は固定 screw設置位地不良による手技

上の問題が疑われ自戒を込めて報告する.

症例は 47歳男性 左手関節痛の主訴にて来院.

Lichtman分類 stage4 手関節痛保存療法に反応

せずアキュトラックスクリューを用いて STT関節

固定術と月状骨摘出l雌球置換を施行した 術前の手

関節痛も消失，復職もしていた術後 17週時 リハ

ビリ中磯音と伴に旬指 IP関節自動屈曲不能となっ

た. FPL断裂疑い環指 FDSを使用して腿移行術施

行した.術後 4ヶ月のリハビリにて腿断裂前程度ま

では回復し復職できた l健断裂は screw先端が腿に

干渉して生じたものと考えられた.固定力と抜釘を

省けるようにとアキュトラックを用いたが慎重な検

討が必要であったと反省させられた.

再建についての意見を伺いたい.

2. 脱臼を伴わない小指 CM関節内骨折の一例

静岡赤十字病院整形外科磯 貝宜広

野々宮贋 章

西 脇 徹

篠 崎 義 雄

中島大輔

古宮智 貴

名倉重樹

小 JII 潤

今回我々は脱臼を伴わない小指 CM関節内骨折

を経験し，手術治療により良好な治療結果をおさめ
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いる可能性が示唆された.

手指中節骨骨幹部・頚部骨折の PIP'DIP関節

への影響

聖隷浜松病院 リハビリテーション部

草川

奥 村

原田

米国

北出

浜松市リハビリテーション病院

リハビリ テーション科 高橋勇二

[緒言]手指中節骨骨折については， PrP関節内

骨折に関する報告が多いが，骨幹部 ・頚部骨折に関

する報告は少ない.そこで，中節骨骨幹部 ・頚部骨

折の治療成績から， PIP' DIP関節への影響を調査

した.

[対象]患者 16名目指を対象とした.そのうち，

骨折部が FDS停止部より遠位であったもの(以下，

遠位群)は 12指，近位であったもの(以下，近位若手)

は4指であった.

[方法]遠位群，近位群の，最終経過観察時の自

動運動関節可動域を比較した

[結果]遠位群，近位群の平均可動域は，各々 ，

PIP関節で 113.50

，100.30

， DIP関節で 59.10

，77.50

であった.

{考察]遠位群の方が，DIP関節の平均可動械が

低値であった.原因には痛みや腫脹による DIP関

節運動困難， DIP関節を含んだ外固定， 仲筋腿側索

線維の癒着，斜支靭帯の短縮に加え， FDPの癒着も

考えられた.故に，医師と検討し，早期に DIP関節

運動を行う必要があると考えられた.

也

也

江

苗

也

裕

修

康

香

知

4. 

た.

{症例160歳女性.交通事故にて受傷し右手背部

の痛みと腫脹を主訴に当科受診した.初診l時の X線

で、は小指 CM関節の部分関節|大l骨折をみとめた.掌

i院側の小骨片は転位をみとめたが， CM関節脱臼は

していなかった.受傷後 8日目に手術施行.Kirch-

ner銅線で小骨片の整復と CM関節仮固定をおこな

った.術後 1週間シーネ固定.6週間で CM関節i仮

固定の鋼線を妓去してからフルグリップ許可し， 8 

週間で小骨片の銅線も抜去した.術後 4カ月時点で

可動域に左右差なく ，握力の回復も良好である.

{考察]小指 CM関節内骨折は中手骨近位に停止

する尺側手根伸筋に牽引されるために中手骨骨片が

脱臼位をとるものがほとんどであり，本症例のよう

に脱臼を伴わずに小骨片のみが転位しているものは

渉猟 しえたかぎりでは報告がない.今回は本症例に

若干の文献的考察を加えて報告する.
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術後早期運動療法を施行した上腕三頭筋皮下断

裂の一例

富士宮市立病院

5. 

大石崇人

総橋伸司

我々は，上腕三頭筋!健皮下断裂に対 して手術を行

い，術後に早期運動療法を施行した症例を経験した

ので報告する.症例は 28歳男性 ウェイ卜リフ

テイングで全国大会レベルの選手であった.ベンチ

プレスの練習中に受傷. JI~ 背側の陥凹， 肘伸展困難

整形外科

発症より 2年以上経過し神経束間剥離を行った

特発性前骨間神経麻痩の 1例

浜松赤十字病院 整形外科 宮城道

荻原弘

西田達

浜松医科大学整形外科 津田智

特発性前骨聞神経麻療に対する我々の治療方針

は，発症後 4-6カ月以上経過し回復兆候がなけれ

ば神経束間剥離を，発症後長期の放置例は!陛移行術

を行っており，長期経過例で神経束間剥離は行って

いない. 今巨1，発症より 2年以上経過しゃt経束間剥

iijffを施行した特発性前骨聞神経麻簿の 1例を経験し

たので報告する.

症例は 53歳男性.2年程前から左手の使いづら

さ，母指の力の入りにくさを自覚していたが放置し

ていた.左示指 DIP関節屈曲|時害を主訴に近医受

診 し，屈fliJ'腿断裂の診断で当科を紹介受診 した.初

診時，左上肢の MMTはfDP(1) 0， FPL3， FCR2， 

Yロ，他は全て5であった 特発性前骨間利経麻簿

と診断しl陛移行術を勧めたが，患者の強い希望で腿

移行術と同時に神経剥離も併施した.正中神経は肘

より 近位で，前骨聞神経と回内筋枝に計 5ヶ所の砂

時計様くびれを認めた.

特発性前骨間神経麻揮で，発症後長期間経過して

いて も麻揮が残存 している場合，くびれが残存 して

人

晃

也

3. 
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を主訴に当科受診した.M悶で上腕三頭筋腿停止

部にl挫の連続性消失があり上腕三頭筋腿皮下断裂と

診断.受傷後 6日目にl陛縫合術を施行した 術後 3

日目より自動での関節可動域訓練を開始.術後 3か

月で徒手筋力テストが改善し肘可動域の左右差なく

競技ヘ復帰した.

スポーツにより腿|断裂を受傷し手術を希望する症

例では，競技レベルが高度であることが多く早期復

帰を希望する.再断裂に注意しながら，術後早期に

可動域訓練を開始することで，スポーツ復帰を早め

ることが可能と考えられる

6. 広範な軟部組織欠損の再建のための仕eeHemi-

back f1ap 

浜松医科大学形成外科藤 原 雅雄

永田武士

松下友樹

山田 萌 絵

水上高秀

石川佳代子

深水秀

Delay (皮弁遅延法)は， random pattern flapと

axial pattern flapにおいて信頼性の高い組織移行を

可能にする. しかし， clelayは遊離皮弁においては

検討されてこなかった.

今回，腰部から側腹部に至る広範囲軟部組織欠損

の再建において，背部半分の皮府を含んだ遊離拡大

広背筋皮弁 (FreeHemiback Flap with Surgical De-

lay) を用いて再建を行った症例を報告する.

術中蛍光造影で，広背筋皮弁本来の胸背動静脈の

vascular territoryを超えて後肋間動静脈，11要副J静脈

の vascularterritoriesに至るUIl流が認められた.皮

弁は生着した.

渉猟し得た限り，この報告は delayを組み合わせ

て作成された遊離皮弁の最初の報告である.この皮

弁は容易な手技で作成できる巨大な皮弁であるが，

clelayの方法， 二期的手術などの検討すべき点を有

する
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7. 手指皮膚欠損に対する同一指皮弁の小経験

順天堂大学医学部附属静岡病院 整形外科

内 藤 聖人

井下回有芳

大林

順天堂大学医学部附属静岡病院 形成外科

:.1.>. 
'ロ

清水 梓

[はじめに]手指の皮膚欠損の被覆方法について

は種々の方法があるが，保存治療を選択した場合，

損傷音1)の上皮化まで長い期間を要する場合が多い.

そこで，我々は手指皮膚欠損に対し積極的に皮弁形

成術を行っている

[対象と方法]対象は 2012年 1月から 7月に当院

で手指皮膚欠損に対する手術治療を行った 8191110

指(挫滅創 :5例 7指，軟部腫癌切除後皮膚欠損:

2仔112指，関節 リウマチによる皮膚漬蕩:1例 1指)

であり， 7指に前進皮弁を，そして 3指に逆行性指

動脈皮弁を行った.年齢は平均 50.1(36-70)歳，受

傷から手術までの期間は0日から 52日(平均7.9日)

であった.

[結果]全例全指で皮弁の生着が確認された.自IJ

処置終了までの期間は平均 20.3EI，観察期間は平

均 61.1日であった.合併症としては指尖部損傷の 2

指で DIP関節の可動域制限を，開放性 PIP関節内骨

折の 1指で PIP関節伸展制限を認めた.

[考察]同一指皮弁は同一指を採皮部とするため

他の指に椴痕を造らないこと，また逆行性指動脈皮

弁の場合は皮弁の血管柄を末梢側に十分に剥離する

ことによりやや離れた部位や指尖部の被覆も可能と

なる.皮弁形成を行うことにより，頻回かっ長期の

通院加療を必要とする保存治療の問題点を克服する

と考える.

8. 静脈移植を 3本直列に吻合して動脈を再建した

母指 Degloving切断の 1例

聖隷浜松病院

手の外科 ・マイクロサージャリーセンター

神田俊;告

大 井 宏 之

向田 雅司

症例:54歳男性，機械のベルトに右国指を巻き込

まれ受傷した.単純 X線像では基節骨頼部で骨折

し，皮j習は MP関節部より近位までが切断指側に付

司，al
 

nノ
uv
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いて剥脱した Oegloving切断であった.受傷当日に

再接着術を施行した剥脱部は神経血管束の挫滅が

強く動脈の端々吻合は困難であったため静脈移植を

行った.前腕より約 12cmの皮下静脈を採取 して

snuff box部の機骨動脈に11出側吻合し，遠位は IP関

節部で検側指動脈に端々吻合した.術後 2日目に動

脈閉塞を生じたため再手術を施行した.遠位|吻合部

から移繍静脈内に血栓を生じていたため，同部から

初回移植静脈部を約 5cm切除し，足背皮下静脈か

らの静脈移植で再建を試みた.しかし，指動脈と吻

合している最中に徐々に近位からの出血の勢いが減

弱したため，さらに初回移植静脈を 6cm追加切除

して前腕皮下静脈を追加移植した.このように 3本

の静脈を連ねて移i植し動脈を再建したが，再手術後

は動脈閉塞を生じることなく経過し生着 した.移植

静脈に閉塞が生じた場合に全てを新しく取り替える

のも一法だが，閉塞に至っていない|吻合部は祖存を

考慮しでも良いと考えられる

9. Microgeodic diseaseの2症例

藤枝市立総合病院整形外科 鈴木 重 哉

伊 藤 高規

鈴 木希央

青 木 健太郎

清 水雄太

堀田 健 介

阿部 雅 志

{症例 1]7歳¥男児.3月ころ特に誘因なく左環

指の11重脹，終痛が出現した.軽快しないため近医整

形外科受診，単純 X線上王寺i指中節骨に骨透亮像が見

られたため当院紹介受診.感染やl毘傷性病変が否定

的であったため.microgeodic cliseaseと診断，経過

観察を行った.初診後 3ヶ月単純X線像で骨透亮像

は消失した.

[症例 2]10歳，男児 2月中旬，特に誘因なく左

示指の腫脹，終痛が出現 1週間後，右環指にも同

様の所見が出現したため，近医皮膚科受診後，当科

へ紹介された.当科初診時単純X線像では明らかな

異常は見られなかったが. 2週間後，左示指中節脅

に骨透亮像が出現し.4週間後，右環指中節骨にも

同様の所見が見られた Microgeodiccliseaseと診断

し，経過観察を行っ た 6ヶ月後単純 X線像で，左

示指中節骨の骨透亮像は消失したが，健側と比べ約

3mmの短縮が見られた

Microgeodic diseaseは半年以内に自然治癒する

予後良好な疾患であるが，病的骨折や変形治癒など

の合併症を認めることがある.文献的考察を加え報

告する.

<ワンポイントレ ッスン>

透視下腕神経叢ブロ ック法手術麻酔

榛原総合病院整形外科

森田信 敏先生

<招待講演>

「血管柄付き第 2中手骨基部骨移植j

舟状骨偽関節および手根骨無腐性壊死に対する

治療経験

新潟逓信病院整形外科

部長 牧野正 晴先生

-218-





日本手外科学会雑誌 第 30巻第 3号

編集兼発行者 一般社団法人日本手外科学会理事長落合直之

担当理事 牧 浴

編集委員長 正富 F姿

編集委員

平地 一彦 検 井 達 夫 豚 尾 圭 司 野口政隆

キ自 克彦 日 高 康 博 鳥谷部荘八 石垣大介

原 友紀 大江隆史 中 道 健 一 若 林良明

南野光彦 山中一良 務原浩芳 村田景ー

長谷川健二郎 笠 井 時 雄 五 谷 寛 之

平成 25年 12JJ 25日発行

発行所

干 102-8481

東京都千代田区麹町 5-1 弘済会館ビル

一般社団法人日本手外科学会

TEL (03) 5216-5569 FAX (03) 5216-5552 

印刷pfi

名古屋大学消費生活協同組合印刷情報サ ビス部






