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Martin-Gruber吻合の 2症例とその頻度についての調査
かわのけんいち 生かがわたねふみ すじの たかし かしやまたかひろ となかしんや とよしまよういち

川|野健一，中川種史，筋野 隆， 樫 山尚弘，田中伸弥，豊島洋一

治療経過中にMartin-Gruber吻合(以下 MGI吻合)を認めた 2症例を経験 したので，その頻度を調査した.

症例 1は25歳女性.右肘関節開放骨折にて当科を紹介受診 前医での初療時 尺骨神経の損傷を確認され

ている.右尺骨神経領域は知覚脱失だったが 小指外転筋と第 1背側骨間筋筋力は MMTで (2) と保たれ

ていた.神経部分断裂と考えて手術を行ったが，神経は完全に断裂 していた.術後の神経伝導速度検査にて，

MGI吻合を確認 した.症例 2は62歳男性.右肘部管症候群の診断で手術を行ったが，術中所見は神経i枠内

ガングリオンであった 摘出後，術中神経電気刺激に対する筋収縮はなく，神経損傷が懸念されたが，術前

後で筋力に差はなかった.術後検査にて.MGI吻合を確認 した.これらの経験をもとに.105名 (210肢)で，

電気生理学的検査にて MGI吻合の頻度を調査 した.105名中 19名 (18.1%)に MGI吻合を認めた.神経障

害の診断治療を行う上で これらの変異を常に念頭に置くことが重要である.

[緒言]

Martin-Gruber吻合(以下 MGI吻合)は，Martin 

とGruberにより報告された前腕における正中神経

と尺骨神経聞の交通枝である 1) この吻合は時に，

神経障害の正確な診断を困難にさせることがある.

筆者らは， 治療経過~I:I に この吻合を確認できた 2 症

例を経験したので，詳述する とともに，この|吻合の

発生頻度を調査 したので報告する.

[対象と方法]

対象は， 105名 (210肢)である.その内訳は当

科外来を受診 し，末梢神経伝導速度を検査した患者

のうち，手内筋に明らかなjJ百萎縮のない 69名およ

び健常人 36名である.患者の内訳は，手恨管症候

群 39名， 肘部管症候群 6名，頚椎疾患 14名，その

他 10名である.男性 46名，女性 59名，年齢は 24

歳から 78歳(平均 45.9歳)である.検査は，長谷

川らの方法を用いて行った 2) 小指外転筋 (ADQ)，

第 l背側骨間筋 (FDl)上に記録電極を，その遠位

l陸上に基準電極を置いて行 った.手関節と肘上部

(内上頼より近位約 5cI11の部位)でそれぞれ正中神

経幹および尺骨神経幹を電気刺激することによっ

て，各筋から複合筋活動電位 (CMAP)を記録した.

正中神経刺激では手関節刺激より肘部刺激でCMAP

振幅が増大し，尺骨神経刺激では手関節刺激に比べ

て肘上部刺激でこの分に相当する CMAP振|隔の低

下を生じる場合に，当該筋に対する MG吻合あり

と判断 した.なお， CMAPの振l隔値は基線一陰性

頂点聞で、測定した.

{結果1
105名仁|二1 MGI吻合は 19名 (18.1%)で確認され

た ADQに対する MG吻合は 12名 (11.4%)であ

った. FDIに対する MGr吻合は 19名 (18.1%)で

あった 両側例は 7名 (6.7%)であった.ADQへ

の分校をもっ例では必ず FDIへの分枝が存在した.

患者と健常人とを 比較 した場合，患者 69名中，

MG吻合の確認で、きたのは，14名であっ た.健常

人 36名では， 5名に MGI吻合があった.両群問で

その頻度に有意な差はなかった (χ2乗検定による)ー

症例呈示

症例 1: 25歳女性

主訴 :右手運動知覚麻揮

現病歴 交通事故にて受傷. 他院にて，右上腕骨

内側11上頼の骨・皮膚欠損に対 し洗浄，縫合処置を受

けた.Wi中に，尺骨神経の損傷をl確認されている.

その後，尺骨神経障害の治療目的にて当院へ転院と

受理日 2013/10/04 
せんぽ東京高輪病院整形外科 干108-8606 東京都港区高輪 3-10-11
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なった.

身体所見 :右上肢について， ADQ [2)， FDS [5)， 

FCR [5)， FDP [5，5，4，3)， FDI [2)， FCU [0) 

([ )内は MMT，以下問機)と尺骨神経領域の筋力

が低下 していた.小指はほぼ知覚脱失であった.

筋電図検査所見 :ADQおよび FDIにて随意収縮

が確認できた.

運動神経伝導速度所見:手関節，肘上での尺骨神

経刺激において， ADQ， FDIの M泌が導出された.

しかしながら，肘部尺骨神経潜での尺骨神経刺激で

は導出が得られなかった.

知覚神経伝導速度検査所見:小指刺激，手関節部

導出の尺骨和l'経の感覚神経誘発電位は記録されなか

った.

以上より，術前の診断と して， 感覚線維の損傷を

優位とした尺骨神経部分断裂を考えた.

手術所見:尺骨神経は尺骨神経構付近で完全に断

裂していた(図 1). 同部位に1m'腹神経からの和l'経
移植を行った

術後経過:術後電気生理学的検査を追加した.

Collision technique (衝突法)を行うと， ADQおよ

び FDIにて手関節部の尺骨神経刺激と肘部での正

中村l経刺激が collisionされた.肘部正中神経と肘

上部尺骨神経での刺激においても両~!IJ激は co ll ision

された.インチングにて肘上部を 2cm間隔で， M

波の導出を見たところ，肘近位部で M波の導出が

みられた.健側については このような所見は認め

られなかった.また，肘上部での尺骨神経刺激が正

中神経に漏出した所見はなかった.これらの電気生

理学的検査より，この症例では前腕部での MG吻

図 1 尺骨神経は完全に断裂

合のみならず，上腕部における尺骨一正中神経吻合

が存在するものと考えられた.神経移植術後 2年で

手内筋は [4)と回復し，知覚の改善も見られた.

症例 2: 62歳男性

主訴 :右小環指のしびれ，手内筋の筋力低下

現病歴:誘因なく l年前より右小環指のしびれを

自覚.その後， しびれとともに右肘痛が増強したた

め，当院へ紹介され受診した.

身体所見 ADQ[3)， FDI [3) と尺骨神経領域

の筋力低下を認めた.肘関節尺骨神経構付近で， ) 

骨神経の11重脹を触れた.

運動神経伝導速度:MCVは肘関節を挟んで低下

しており，右肘部管症候群の診断にて手術を行った

手術所見および術後経過:尺骨神経は， 神経幹内

ガングリオンにより高度に腫大していた(図 2). 

図2 尺骨神経内にガングリオンが存在し，高度に

lIill!医.

図3 fill経線中11:束を革IJrnltし，ガングリオンを摘出
神経の電気刺激による筋肉の収縮なし

2-
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ADQIこて記録

図4 術後事1 1経伝導速度検査:肘音rs正中村1 ~:f: 1HJ

激で ADQからの電位を記録

マイク ロ下に神経線維束間剥離を行い，ガングリオ

ンを摘出した.タニケットを解除し，十分待機した

後，尺骨神経j常利近で尺骨神経を電気刺激したが，

手内筋の収縮はみられなかった(図 3) 手術操作

による神経損傷を懸念し，遠位の前腕部において尺

骨神経を電気刺激 してみたが，ここでも手内筋の収

縮はなかった. しかしながら，術後尺骨神経領域の

筋力は ADQ(3J， FDI (3Jと術前と変わらなかった.

そこで神経伝導速度検査を行い， 肘部正中神経を電

気刺激したところ， ADQにて導出でき， M G吻合

の存在が確認された(図 4).術前に行った運動神

経伝導速度の記録を改めて{確認すると，尺骨神経へ

の肘近位部遠位部刺激が 50mAと大きく，正仁1"神経

に刺激が漏出して電位が記録されたため，診断を誤

ったも のだと考えられた.術後，しびれは軽減し.

手内筋の筋力も (4Jと回復している

[考察]

前腕での正中神経と尺骨神経聞の吻合は 1763年

に R.Martinが， 1870年に W.Gruberが，それぞれ

報告し， Martin-Gruber吻合と称される ようにな っ

た その頻度は，過去の報告によれば， 14-54%で

あり 3)4)5)6)7)81 神経伝導速度検査を行う |僚に，誤っ

た解釈を招くこともある.その|吻合は，正中神経か

ら分111支し.尺骨神経へ合流するものがほとんどで，

尺骨神経から分校 し，合流する型は.稀であるとさ

れている 9) また，その存在に遺伝的背景のあること

3 

も報告されている 10)

M-G吻合の頻度に関する報告において.その確

認方法と しては， 解剖学的手法を用いたもの 3) 電

気生理学的手法(衝突法や CMAPの電位差を調べ

る方法)4)5)6)7)8)などが一般的である.しかし， Amoiri-

clisらの述べるように，どの手法を用いても完全に

変異を同定することは不可能である 5) 本研究で用

いた長谷川らの方法も，神経線維数のわずかな吻合

は見逃されている可能性は否定できないがう変異を

同定する手法としては，簡便で有用と考える.

今回報告 した2症例では M-GI吻合が存在した

ため，術前に病態の正 しい診断を行うことができな

かった.結果的に治療手段の選択と いった点では問

題はなかったとはいえ，治療経過の見通しなどの患

者説明が不卜分になったという問題は残った.これ

も術前の電気生理学的検査結果の注意深い検討を怠

らなければ，神経の変異を推定しえたものと反省し

ている.

今回の調査では， 18.1%の頻度で， M-G吻合が確

認されているが，これは，諸家の報告と差はない

対象として，全例が健常人ではなく，神経症状のあ

るj記者も含まれているものの，明らかな筋萎維lのあ

る患者は除外しており，調査結果に大きな影響を与

えることはないと考えている 神経疾患の診断，電

気生理学的検査の解釈を行う上では.これらの変異

の存在を常に念頭に置く 必要があると改めて強調し

たい.

[まとめ1
1. 治療経過中に Martin-Gruber1吻合の存在が雌

認された 2症例を経験した.

2. 105名を対象に調査を行った結果，M-G吻合

の存在が， 19名 (18.1%)で確認された.

3. :(111経疾患の診断，電気生理学的検査を行う上

では，これら神経の変異を常に念頭に置く 必要があ

る.
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手根管症候群の電気生理学的重症度と
臨床症状との関連
おだ たかし むらおかみ さお

織田 崇ヘ村岡幹夫山

手根管症候群症例の電気生理学的重症度と自覚症状 知覚機能を評価し その関連について検討した.手

根管症候群と診断 した 73例 92手(男 18例，女 55例，平均年齢 66.3歳)を対象と した Padua分類によ

り電気生理学的重症度を評価した 重症度と有症状期間， VAS値夜間痛の有無 知覚障害の程度との相関

関係を解析した. Extreme 11手， severe 26手， moclerate 46手， milcl 3手，normal4手，該当なし 2手で

あった.平均VAS値は extreme6.8， severe 6.5， moderate 4.6， mild 4.0， normal 6.5であった.重症度と年齢，

有症状期間， VAS値，示指の知覚障害の程度は相関した. 重症度と夜間痛の有無には相関はなかった.自覚

症状は正中神経機能障害と関連 し，夜間痛は他の要因により付加的に関与することが示唆された

[緒言]

手恨管症候群 (crs)は，手関節部での正中神経

の圧迫によ りその支配領域の知覚異常や神経麻揮を

きたす疾患として認識されている 1) 一方， crsの

自覚症状は正中村l経機能と相関しないとの報告もあ

り，crsの症状が神経周囲の結合織やl陛滑IJ英に 由

来する との考えも提唱されている 2)3)4) 本研究で

は crsの臨床症状と正中神経機能と の関連を調

査する 目的で，電気生理学的重症度と自覚痕状，知

覚機能を評価し，その関連について検討 した.

[対象と方法1
2010年 1月から 12年 3月までに正中神経支配領

域に知覚鈍麻としびれ感を自覚 し，臨床上 CTSと

診断した 104手仁|二1 糖尿病， )J妻原病，頚髄症，骨折

の合併例を除外した 73例 92手(男 18例，女 55例)

を対象とした.平均年齢は 66.3歳 (40-90歳)で，

治療内容の内訳は手術治療を受けた例が47手， 保

存治療のみを受けた例が 45手であっ た. 自覚症状

に関する項目と して，発症から受診までの有症状期

間， しびれ・ 痛みの程度の visualanalog scale (¥仇S)

値，夜間や早朝の症状の増強(夜間痛)の有無を調

査 した.Semmes-Weinstein試験 (SWT)により示

指指腹部の知覚を評価した 神経伝導速度検査によ

り正中神経の運動神経終末潜l時 (DML)とま目覚神

経終末潜時 (DSL) を測定した DMLは， 刺激一

導出電極間距離 80mmとして手関節部で、最大上電

気刺激 し，短母指外転筋で測定した. DSLは.示

指に刺激電極を設置 して最大上電気刺激し， 刺激一

導出電極間距離 160mmとして手関節部導出により

測定した.当院の基準値により DML>4.2ms，DSL 

>3.5msを低下と した.環指の DSLを正中神経と

尺骨神経とで測定し比較する環指比較法を行った.

環指の榛側と尺側に刺激電極を設置 して最大上電気

刺激 し，刺激一導出電極間距離 160mmとして手関

節部導出により測定した.正*1神経と尺骨神経の

DSLの差が 0.51lls以上ある場合を正中神経 DSLの

低下と した.神経伝導速度検査の結果から.Paclua 

の基準によ り6つの重症度に分類 した 5)6) (表 1). 

重症度と各評価項目との関連を， Spearlllanの)11員位

相関関係の検定により解析した.

[結 果]

重症度はextreme11手， sever巴26手.I110clerate 

46手， milcl3手， lllinimalなし，normal4手であっ

た(表 2).2手は DSしが正常で DMLのみ遅延し

ていたために，該当する重症度がなかった. 重症度

と平均有症状期間，自覚症状の VAS値との聞には

有意な相関があった(有症状期間;p=0.002， rs= 

0.33: VAS値;p=0.005τrs=0.30) (表 2).夜間痛

受理日 2013/10/15 
守!i立千歳市民病院笠形外科 干066-8550 北海道千歳市北光 2丁目l番 1号

叫亀田第一病院 リハビリテーション科
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表 1 Padua分類

重症度 DSL Dt->位

巴xtreme 測定不能 測定不能

sevel巴 測定不能 遅延

moderate 遅延 遅延

mild 遅延 正常

Illinilllal 正常 正常

norll1al 正常 正常

比較法

差あり

差なし

の有l!!~ は重症度との負の相聞があった ( p =0.020 ，

rs=-0.25) .示指の S羽rfでは， extr巴meでは赤の 5

手. severeでは紫の 14手 moderateでは青の 22

手が最多であった(図1).重症度と知覚障害の程

度に有意な相関があ った (p= 0.000005， rs=0.49) 

[考 察}

本研究ではしびれ ・痛みの VAS値とま目覚締害の

程度はともに電気生理学的重症度と相関があり，夜

間痛は severe以下の重症度で発症率が高いことが

示された.本研究と同様に対象に保存治療例を含め

た先行研究では， 主に夜間痛によ る痛みは DMLが

遅延した severe-moderate相当例で最も強く， iHlJ定

不能なextreme例では弱くな ることを報告してい

る 5)7) 一方，辻井らは手術症例 41例を対象として

crsの自覚症状と電気生理学的所見との関係を調

査し， crsの痛みは発症早期に強く DSLや CMAP

の数値とは相聞がないことを報告 した 31 これらの

相違が生 じる原因として，手術治療例のみを対象と

25 

20 

説 15
与三

国 10

5 

0 

表 2 重症度と臨床症状との関連

重症度 有症状期間 VAs1直 夜間痛
(月)

ex(reme (11= 11) 23.1 6.8 (3-10) I1II (9%) 

se、ere(11=26) 27.3 6.5 (2-10) 7/26 (27%) 

llloclerale (11=46) 13.0 4.6 (1-10) 21/46 (46叱o)

mild (11=3) 8.8 4.0 (1-7) 1/3 (33%) 

mil1imal (11=0) 

l10nnal (n=4) 4.6 6.5 (5-8) 2/4 (50%) 

1'1直 0.002 0.005 0.020 

rs 0.33 0.30 0.25 

した解析には，軽一中等症で自覚症状の程度が強い

症例が相対的に多くなる偏りがあることが考えられ

る.

crsの自覚症状の程度が強い症例では， しばし

ば痛みとしびれを区別することが困難となる場合が

ある.本研究では しびれと痛みを区別せずに自覚症

状の程度を VAS値で評価した.その結果，重症度

が最 も高い extremeで VAS値が高値とな った.石

垣 らは CTSのやl(j後の VAS値の減少は知覚障害が軽

ーヰl等度の群では早く， 重度の群では緩徐であった

ことを報告した 81 その理由として知覚障害が軽度

の例では痛み (pain)やチクチクした痛み (tingling)

が， 重度な例ではしびれと感覚喪失が VAS値によ

り評価されていることを挙げている.本研究におい

ても extremeでは夜間痛の発症率が低下する一方

で，しびれやま目覚障害の程度が増強したことが VAS

extre作ie severe 

赤

紫

青

緑

・
自

ロ
口

moderate normal mild 

図 1 示指指腹部の Semmes-Winestein試験による知覚評価

重症度
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値に反映されたと推察された.

本研究の結果，痛みやしびれを区別しない自覚症

状の程度が正中神経機能障害の電気生理学的重症度

と相関すること，自覚症状の質は重症度で異なる可

能性があること，夜間痛は神経機能障害以外の原因

の関与も考えられ，主に軽症一中等症の例で付加的

に症状を増強することが示唆された.夜間痛の原因

として腿鞘滑!撲の肥厚や正中村l経の循環障害が関与

する可能性が示されている 川 .神経機能障害が重

篤な例で夜間痛の程度や発症率が低下 したことか

ら，正中神経機能が重度に障害されると夜間痛が生

じづらくなることが予測される.今後，夜間痛の発

生機序と正中村11経機能との関連について検討する必

要がある.

[まとめ]

1. CTSの 73例 92手の電気生理学的重症度と臨

床症状との関連を調査した

2. 重症度と有症状期間， VAS値，知覚障害の程

度には相関があった

3. 自覚症状の強さは正中村l経機能障害の重症度

と関連し，夜間痛は他の要因により付力[1的に関与す

ることが示|唆された.

[文献]

1) 主u下健故ほか手の外科の実|燦.第6版東京商江堂.

pp397-400， 1985 

2) Mackinnon SE. Pathophysiology of nerve compression. 

Hand Clin 18: 231-241. 2002 

3) 辻井純也ほか.手恨管症候若干でのl臨床症状と gelatinage

の関係 日手会誌 21:678-680， 2004. 

4) 辻井総也ほか. 手m管症候群の自党症状と電気生理学

的所見の|主|係.1街整外40:287-290， 2005. 

5) Padua L， el al. Neurophysiological classification and 

sensilivity in 500 carpal tunn巴1syndrome hancls. Acta 

Neurol Scancl 96: 211-217. 1997 

6) 日本神経治療学会治療指針作成委員会ほか標準的村1

経治療 手恨管在日長i詳神経治療 25:64-84. 2008. 

7) 金谷口子ほか 手根管症候群における電気生理学的分

まJ1と|臨床痕状との関連.整形外科62:413-415， 2011 

8) 石屋大介ほか 日手会版手恨管症候群質問票を用いて

評価した特発性手恨管症候貯のi*j後経過ー症状の抗移

および抑1 1経機能との関係ー• 1::1手会誌 25:52・56，2009.

9) 内 山茂 II;~ ほか 手恨管症候併 もき ・災外 51・501-508，

2008. 

7 

441 



日手会誌(jJpn Soc Surg Hand)，第 30巻 第4号 442-445，2014 

臥
w

綿
山

、

超音波エコーを補助とした内視鏡下手根管開放術
かめやま まニと ニ みや ま たかっく' てづ か まさ き ゃt.f.~ もとしげる

亀山 真，小見山貴継，手塚正樹，柳本繁

内視鏡ド手恨管開放術 (Chow法)の施行前に 超音波エコーで重要組織を確認することの有用性を紹介

する.近位手首j支線上に超音波エコーの探触子を置き，正'-1咋11経の尺側縁をマーキングする.手根管入口音15

では正中神経と尺骨動脈の間隔を確認する.手根管出口部では尺骨動脈が有鈎骨鈎の槙側か尺側かを{確認す

る.手首皮線の正中村11経との交差部より中，環指指聞に向かう線に沿って探削!子を置き，円形に拍動する浅

掌動脈弓の短111111像を撚る.小指球の皮膚上に浅掌動脈弓を示す線をマーキングする， Entry portalは正中神

経の尺側縁， exit portalは浅掌動脈弓を示すマーキングより近位とする 内視鋭手術における手摂管内側か

らの視野では，手機管外側の尺骨動脈，尺骨神経，浅掌動脈弓の位置を判定することが困難である.超音波

エコーはこれらの重要組織を術前に同定することが可能で，本術式を安全に遂行するために必須の検査と考

えている

[緒言]

内視鏡下手根管開放討す (ECTR)は，低侵袈で，術

後の手掌音11痛が少なく ，早期機能回復に優れる利点

がある 1) 著者らの施設では 2portalの Chow法を

行っているが，本法は内視鏡を留置する位置に近接

して尺骨動脈，浅掌動}jJ~弓，正中神経が存在するた

め， portalの位置を誤るとこれらを損傷する危険が

ある(図 1)，浅掌動脈弓や尺骨動脈は，手根管外

i圭ljt動脈弓

尺骨動脈

正中神経

図 1 尺手1'1リu1JIi¥， i長:挙動l派弓，正中神経は， eXlt 

por t.al の {立 lj~~ ，こ近賊している

であるため，内視鏡でこれらを確認することは不可

能である.さらに本法は 不透明な外套管のスリッ

トを通じて視野を得るため 正中神経の位置をli在認

しにくい点も問題である 著者らは，術前に浅掌動

脈弓，尺骨動IJJ~，正中神経の位置を超音波エコーで

確認し，神経，的l管損傷の予防に努めており，その

実際を紹介する

[対象と方法1
2009年 10月以降に，超音波エコー補助下に ECTR

を行った症例は 69f)iIJ 78手で，年齢 25-95歳(平均

66，5歳)，男性 12f91].女性 57例であったこのうち糖

尿病は 11仔1]，関節リウマチ 1仔1]，透析2例であった.

催病期間は 2週-13年(平均 19.3ヵ月)であった.

超音波診断装置は， GE Healthcare社製携帯型の

LOGIQ eで，探削!子は周波数が1Q-12MHzのリニ

ア式を用し、た.

実際の手技を紹介する.まず近位手首皮線上に沿

って超音波エコーの探削!子を置き，正中神経の尺側

縁をマーキングする.この位置は，手根官近位で月

状骨に対向し， f.為性相11経}j重があれば正中神経の横径

が最大となる ( 1~12) ，次に手根管出口音11に撚触子

を置き，超音波短mlhf象で、尺骨動脈が有鈎骨鈎の椀fJ!lJ
か尺fjW かを l確認する ( 1~1 3) ー j欠に手首皮線の正 '-1コ

'受J!j]日 2013/10/14
東京都消生会中央病院諮形外科 干108-0073 東京都港区三任11-4-17 
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A 日

図 2 A : 手恨管近{立に探 f~1!子を当て，正中神経の尺

側縁をマーキング(累矢印)する.
B 手恨管近位の短車111像(女.正中村l経**月

状骨，白矢印正中神経尺(f!iJ縁)

際海3むと匂芝市布、特~号事手医立ミミtiIヲゑヨホ乏主官話予曜iI

百三三万11二で!守宰11九一叩寸÷三翠3芝f刻雰ざざ!司司
「号ユ号号止に~叫 γ 主 ? 二ヨliIIII吋七eた心込二芸Bl付ホ正ゼY干illずr伊ヂい3玄!!I凶一出

存存J 同 司 三ヂ〕手 『 至ιLア7伊~、叶戸 p 巴 1:11旬

A s 

図 3 手恨管出口古11(有鈎骨鈎の位置)に探fq1!子を当て，

尺'l'hJllJJ脈の有鈎骨鈎との位置Il!'J係を!格認する.

A:尺骨動脈が有鈎骨鈎の尺恨11.
s:尺骨動脈が有鈎骨鈎の挑fl!11 (* :尺骨動脈，

日:有鈎'自鈎s 点線 ー正中1"1'経).

A s 

図 4 A: i斐掌動脈弓上に探倒!子を当て， 小指球の皮

Ii"i上にマーキング(黒矢印)する

s:浅草;動脈弓の横断像(白矢印 浅掌動脈弓)

till経との交差部より中，環指指聞に向かうfJi!に沿っ

て探 11j~!子を置き，円形に拍動する浅掌動脈弓を探

る.その後， 小指球の皮膚上に，浅掌W}J)])K弓の位置

を示す線を手首皮線と並行にマーキングする (~I

4). ECTRの entryportalは正中神経の尺(J!lJ縁と し，

exit portalは entryportalから第 3指間へ向かう line

と Kaplanの cardinallineが交差する位置で浅掌動

-9一

図5 Entry portal (*)と exitportal (**)のマーキング

脈弓を示すマーキングより近位とする(図 5). 最

後に entryportalと exitportalをつなぐ line上には

正中神経が交差 していないことを長引"像で、確認す

る.以下 Chawr去の手技に従い手術を施行する.

なお，外来で超首波エコーを行った手恨管症候郡

患者 156手に対し，尺骨動脈が有鈎骨鈎の榛側に位

置する比率を後ろ向きに検討 した.

[結果]

Exit portalを浅掌動脈弓の近位に設置できず，直

視下法に変更した例は l例あった.重篤な神経， Jfn 
管損傷を生じた例はなかった.屈筋支布:遠位の切り

残しによる再発を 2手に認めた

超音波エコーで尺骨動脈が有鈎骨鈎の様側を走行

していた ものは，手根管症候群患者 156手中 54手

(35%) であった.

[考 察]

Palmerらは?アメ リカ手外科学会のメンバ-708

名に対し ECTR繁明朗にあたる 1990年より 5年

間の ECTRに伴う合併症の集計を行なった結果，

455件の報告があり，このうち血管断裂が 121件を

占め，内訳は， i浅掌動脈弓 86件，尺骨動脈 34イLIニ，

様骨動脈 l件であったと報告 している 2) これは表

面解剖を指標として ECTRを行うことの問題点を

示唆していると思われる

Two portalの ECTR，いわゆる Chow法では por-

talの位置決めがその後の手術の成否を握っている
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図 6 Entry portalを正中神経の尺側へ離しすぎると，
有鈎骨鈎が健子になり，カニューレが指神経と
交差する危険がある.

と言っても過言ではない. Entry portalを正中神経

より尺側に離して作成すると，屈筋支帯を切離する

際にナイフが Guyon管床を切りこみ.尺骨動脈損

傷の原因となる さらにカニュー レを進める際に有

鈎骨鈎が挺子になり，カニューレが正ヰ!神経と交差

して指神経切断の危険を生じる(図 6). 著者らは，

entry portalの作成に当たっては，超音波エコーで

正中神経尺側縁をマーキングし，これを直視で確認

してカニューレを屈筋支持下へ挿入することが確実

と考えている.次に exitportalでは，浅掌動脈弓と

屈筋支帯遠位端の聞の距離が問題で， Cobbらは 2

-26111111 :n， Ol11okawaらは 4-18111111 41， Hongらは

5-13111111 51であると報告し，個体差を指摘してい

る.著者らは，超音波エコーで浅掌動脈弓の位置を

マーキングし， diss巴ctorの尖端が浅掌動脈弓の近

{立にあることをlii在iZしている.しかし Rotmanらは.

屈筋支持fが矢状面で 240

背側へ傾斜していることを

指摘している 61 すなわち屈筋支帯は手線管出口部

では手根管入口部よりも背側に位置するため，症例

によっては， exit portalを浅掌動脈弓の近位に設置

できないことがある.も し屈筋支帯の遠位端と浅掌

動脈弓に十分な距1111tがなければ， exit portal作成時

に浅掌動脈弓を損傷する危険が高くなる また尺骨

動脈が有拘骨鈎の様側を走行する例は，著者らの検

討では 35%にあり この例に対する内視鏡操作で

は，ナイフが Guyon管床を切りこみ，尺骨動脈損

傷の原因になる.つまり， exit portalを浅掌動脈弓

図 7 Exit portalを近位に設置しすぎるとカニューレ
が府筋支講を貫く .

図 8 A:透明外套管(ケイセイ医科工業)
B:手線管内から屈筋支帯の切断t状態を確認す

るい .屈筋支帯の切目!E端)

の近位にできない例，あるいは尺骨動脈が有鈎骨鈎

の機側に位置する例では，動脈損傷の可能性が高く

なるため，内視鏡操作の前に exitportalを直視下に

展開し，神経，血管を確実に避けるべきと考えてい

るー一方で， exit portalを浅掌動脈弓の近位に し過

ぎると，カニュー レが屈筋支帯を貫き屈筋支持の不

完全切1ijltを生じる(図 7). 著者らはこれを 2手経

験して以後，全例に内視鏡の操作後， exit portalで

の屈筋支帯の切り残 しの有無を直視下で確認するよ

うにしている.最近著者らは，内視鏡下での屈筋支

帯切離後に外套管を透明のタ イプ(パノラミック

EcrRシステム ペ ケイセイ医科工業)へ交換して

内視鏡を再度挿入し.手根管内からも屈筋支部の切

li.ilE端を確認するように している(図 8).今後はこ

の手技の有用性についても検討していきたい

-10-
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[まとめ]

Two portalのECfR，いわゆる Chow法で，術前

に超音波エコーにより浅掌動脈弓，尺骨動脈，正中

:till経の位置を把握 してお くことの重要性 を提唱 し

た.

[文献]

1) Chow]C. Encloscopic release of the carpalligament [01 

carpal tu日nelsynclrome: 22-month clinical reslIltん-

throscopy 6・288-296，1990 

2) Palmer AK， et al. Complications of encloscopic ancl open 

carpal tllnnel releas巴JHancl SlIrg 24-A: 561-565， 1999 

3) Cobb TK， et al. Th巴lIseof topographical lanclmarks to 

improve the olltcome of Agee encloscopic carpal tllnnel 

release. Arthroscopy 11: 165-172， 1995. 

4) Omokawa S， et al. Anatomy of the 1I1nar artery as it re-

lates to the transverse carpal ligalllent. ] Hancl SlIrg 27-

A: 101-104，2002. 

5) Hong ]T， et al. Anatollly of nellrovascular strllctures 

arollncl the carpal tunnel c1l1ring c1ynalllic wrist motion 

for encloscopic carpal tllnnel release. Neurosllrgery 

(ONS SlIppl1) 58: ONS127-0NS133， 2006. 

6) Rotman MB， et al. Practical anatomy of the carpal tunー

nel. Hancl Clin 18: 219-230， 2002 
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此

W所、、
拡散テンソル M悶を用いた手根管症候群患者の
正中神経の術前と術後の評価
やまがみのよお

山上信生

手線管症候群患者における正中神経の術前とやl'i後の状態を，拡散テン ソル M町 (diffusiontensor M悶

DTI) を用いて言I"inrJし，その変化および神経伝導検査との関連を検討した.手術で神経が除圧されることに

より， FA (fractional anisotrophy)値は有意に増加し，ADC (apparent diffusion coefficient)値は低下する

傾向があった.終末潜時の変化量と FA値 ・ADC値の変化量とは相関関係は認めなかった これは，終末

潜時が障害された神経のうち 最も機能の良好な神経線維 つまり正中神経の一部の変化を捉えているのに

対 して，DTI 値は正中村1経全体の機能を示すことから，手術による改善の程度が異なったものと推察する.

DTIは電気生理学的検査では捉えられない正中神経全体の評価がで5き， CTSの術後評価に有効である と考

える.

[緒 言]

手根管症候群(以下 CTS)の病態メカニズムは近

年解明されつつあり，神経内i浮腫や微小循陳陣害，

つまり水分子の拡散障害を生じる可能性が示1唆され

ている 1) 拡散テンソルM悶 (cliffusiontensor M則 :

以下 DTI) は水分子の拡散の奥方性を利用して拡散

係数の最大方向を追跡する画像f!J~~Hr法である . 異方

性とは一方向を向いている傾向のことを指し，拡散

の奥方性が強いという ことは同方向へ拡散している

ということを示す.DTIの2つのパラメータは拡散の

奥方性の強さを示す FA(fractional anisotrophy)と，

方向とは無関係に拡散の大きさを示す ADC(appar-

ent cliffusion coefficient)である.FAは異方性の強さ

によって o(等方性拡散)から 1までの値をとり，高

木らはラッ トの坐骨神経で FA値が脱髄やWaller変

性などの組織学的な変化と良く対応することを報告

した 2) 一方，ADC 値は水分子の拡散運動の指標で、

あり，水分子が動きやすい状態にあると高値をとる.

DTlの臨床応用としてはー急|生朋脳梗塞の重症j主や

脳11重傷の悪性度診断など中枢和11経領域での利用が先

行している川.末梢神経では，試験的ではあるが

平根管症候群(以下 CTS)に用いた報告も散見され
る 5)6)

当教室の平松らは， DTlを用いて CTS患者と健常

者の FA1直と ADC1@を比lji交し，神経内水分子の動き

と病態との関連について報告した 7).CTS患者では健

常Wfに比べて，正中村11経の ADCは高値を示し，FA 

は低値を示 していたことから， CTS患者では浮腫

などにより水分子の拡散は大きくなるが，圧迫のた

めその方向性は長車IlJ方向に一致せず， 多方向を向い

ていると考察 した.しかし，CTSに対する治療によ

って， DTf値がどのよう に変化するかについては明

らかではない.そこで本研究では DTfを用いて手

根管開放術前後における正中神経の状態を評価し，

術後評価方法としての DTIの有用性を検討した.

{対象と方法]

対象は平成 22年 11月~平成 24年 4月までの期

間にCTSに対して手根管開放術を行った 30例のう

ち， j;j¥rr刊術後にDTIを撮像することに同意を得ら

れた 6名9手を対象とした.う ちわけは男性 2名3

手，女性 4名6手，手術時平均年齢 67歳であった

(CTS群).対照となる併は正中神経絞拒症状のない

ボランティア 6名 12手と した.男性3名，女性3名，

平均年齢 32歳であった(健常群).なお本研究は倫理

委員会の承認 下に行った(島根大学医学部 医の倫理

委員会承認課題 通知番号第 738号).DTIは，

Siemens社製 1.5Teslaの装置で Flex-Mcoilを用い

受fUI2013/10/02 
烏根大学医学j'H1 '!'，l!形外科学教室 干693-8501 島恨県出雲市塩冶urr89.1 
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拡散テンソル M則

表 1 DTI 撮像条件および解析処理方法

MRI装置 SIEMENS社製Symphony1.5 Tesla 

使用コイル:FLEX-Mコイル

撮像シーケンス:

エコープラナ拡散強調法(EPI，DWl)

TR 4200 msec， TE 88 msec， FOV 15，0 cm 
Slicc thickness 3，Omm， Slice gnp 0 mm 
加算(NEX)10回，Matrix128 x 128 

撮影時間 4分S8秒， b値 1000s/mm'

解析処理:Volume One， dTvnSR 
Volultl-Onc公式サイト htl]1:/"川w.，'olullIc-olle.urg

dTV公式サイト htlp:l!www.UI-nldiologj'七Umin.jp/pcoplc/nmsut別 li/dTV.hllll

て表 1のような条件で撮像し，解析処理には東京大

学医学部放射線科の開発したフリーソフトである

Volume-Oneおよび dTVIISRを用いた (Volum-One

公式サイト:http://www，volume-one.Org ; dTV公

式サイト・ http://www.ut-rac1iology.Umin.jp/people/

l1lasutani/ dTV.htl1l) 8) (表 1).DTIの関心領域 (ROl)

の設定は，屈筋支帯中央における横断像での正中神

経をトレースし囲んだ領域とし，同部位における正

中神経の FA値， ADC値を測定した CTS 群にお

いて， DTIは術前および術後半年-1年の期間に撮

像した また，正中神経の運動神経終末潜時を DTI

撮像と同時期に測定した.刺激点は手関節部とし，

短母指外転筋の筋電位を導出した.刺激点と記録電

極聞の距離は 7cI1lとした.健常群においても， DTI 

撮像と同時期に正中神経の運動神経終末潜時を測定

した

統計学的分析は， CTS群において術前・術後の

FA' ADC値の変化を， 2群の差が正規分布に従っ

ていることを1確認した後， pairec1 t-testを用いて分

析 した.術I刊と術後の FAおよびADC値の変化量

と，運動神経終末潜時の変化量との相関は，単回帰

分析を行うことにより検討した.健常群と CTSL1
の FAおよびADC値;の上七中交5干{聞は， Stuc1ent's t-test 

検定を用いた. p<0.05で有意差ありと した.

[結果]

術前FA値は0.34::1::0.06，術後は0.38土0.07であり，

術後の FA値は術前に比べて有意に高値であって，

先の研究での健常群と比べて有意差はなかった. 一

方， ADC値 (x103mI1l2/s) は術前1.24土0.16， f，1~r 

後は 1.11::1::0.16であり，術商]に比べて有意ではなか

447 

FA ADC 
(XIO'"""l/t) 

0.5 ~ 

0.4 

0.3 

0.2 ~ 

0.1 

*ρ'" 0.016 

六六 p主 0.005
会士、，"p弓 0.03

図 1 術前術後の FA値.ADC値の変化
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術前 術後

士 P'" 0.009 

図 2 術前術後の運動神経終末潜l侍の変化

ったが，術後低値を示す傾向があった(図1).

運動神経終末潜時は，計測不能例が 2例あり，計

測可能であった 7例に対して評価を行った 術前平

均は 8.89土3.89msと著明な遅延を認めていたが.

術後4.89::1::1. 24ms に有意に低下し，改善 した (1~1 2) ，

しかし，術前後における終末潜時の変化量と FA値

およびADC値の変化量とは，予測に役立つ回帰直

線は作成できず，有意な相関を認めない結果となっ

た(図 3).

[考 察I
CTSにおける術前後の DTI変化では， FAは本研

究では術後有意に上昇 した これは徐圧によって.

神経~~~~:Wの長車111方向への水分子の流れ (ij!11 1索流)が

主となって， 他方向への水分子の拡散が減少して生

じたと推察 した.これに対して， Hiltunenらの報告

-13-
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図3 運動神経終末潜11寺と OTIの相関(巨|帰IMI数と散布図)

p'" 0.34 

では，術前後で有意差を認めていないが，彼らの

CTS群はほとんどが軽症例であり，健常1ftとの有

意差もなかったことから もともと FA値が低下し

ていなかった可能性がある 9)

一方， ADCは本研究では低下傾向であったが，

有意差は認めなかった. Hiltunenらは術後に有意に

低下したと報告 しており，神経の|徐圧により炎症，

浮腫が改善し間質への拡散が減少したことにより

ADCが低下したと考察している 9) 本研究との結果

の相違は，彼らは正中神経に垂直な方向の拡散を測

定しており ADCの変化を捉えやすかった可能性が

ある. 一方，運動神経終末潜時と DTIとの関連に

ついて.これまで調べた報告はないが，本研究では

終末潜時の変化量 とFA値・ ADC値の変化量とは

相関関係は認めなかった これは終末潜11寺が|惨害さ

れた神経のうち最も機能の良好な神経線中jj~，つまり

正中村市主の一部の変化を担えているのに対 して.

DTIにおける FA値 ・ADC値は正中神経全体の状

態を示すこ とから，手術による改善の程度が異なっ

たものと推察する.以上か らDTIは電気生理学的

検査では促えられない正中和1 I経全体の~jH闘ができ，

CTSの術後評価に有効で、あると考える.

この研究の限界として，対象が CTS群 9手，健

常鮮 12手と少ないこと， CTS訴と健常岩手の平均年

齢に相違があることが挙げられる.今後，症例数を

増や し，対日質問の年齢、をマッチさせて再検討する余

地があると考える.

[まとめl
CTSにおいて，手線管開放術により ，FA値は有

意に増加し，有意差はなかったものの ADC値は低

下する傾向があった.また， DTIは CTSにおいて

術後の正中神経全体の改善の程度を評価で、き，有用

である と考える.
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手根管症候群肥満例の特徴
はまなか い っ き お〈ついちろう よしだ あや

浜中一輝ヘ奥津一良~*，吉田 綾川

内視鏡下手根管開放術を行った長期血液透析例を除く手恨管症候群患者 82症例 103手のうち， 13手 (12.6

%)が BMI ~30 群， 90手 (87.4%)が BMI<30群であった.術前の平均身長は BMI註30群/BMI<30群

は 153.4cm/155.5cm，以後同様に平均体重 75.7kg/56.6kg，平均 BMI: 32.2/23.3，平均収縮期血圧

182.1mmHg/170.4mmHg，拡張期 76.4mmHg/70.1mmHg，手術時平均年齢 65.8歳/62.8歳，催病期間

72.2か月/47.6か月， DSL測定可能手の平均値 5.16msec/4.28msec. DML 測定可能手の平均値は 6.91msec

/7.21msec，平均手根管内圧は 264.3mmHg/248.4mmHgであった.術前の平均体重と手根管内圧において

2梢聞で有意差が認められた.肥満により 手摂管内外の脂肪組織が肥大増殖 したことが手根管内圧上昇の

原因となり手根管症候群を発症する可能性がある

[緒言]

近年，本邦において肥満の患者が増加しつつあ

る.また，肥満は手根管症候群の原因のーっとして

考えられている 1)出)山)今回，手根管椛候併に対し，

内視鏡 下手恨管開放術を行った患者の術前iBMIに

よって BMI註30群と BMI<30群の 2群に分類 し，

肥満症例の特徴について文献的考察をふまえて検討

した.

[対象と方法]

検討対象は 2011年 10月から 2012年 8月までの

間に，正中村l経領域におけるしびれ感と感覚障害，

短母指外転筋筋力と筋萎縮， Tinel様徴候， Phalen 

test (wrist f1exion test)， wrist extension test， Okut-

su test G)等誘発テス ト，電気生理学的検査 (異常値 :

clistal sensory latency (DSL) > 3.4msec， clistal mo 

tor latency (D ML) > 4.2msec) ，手根管内圧iWJ定検

査(指最大自動屈曲位異常値ミ135mmHg)7)により

手恨管症候群と診断され， Universal Subcutaneous 

Encloscope (USE) system 6)を用いて屈筋支帯と clis-

tal holclfast fibers of the f1exor retinaculum (DHF-

FR)8)を1.5%liclocaine (epinephrine入り)lOmlの

局所麻酔下に，空気止血帯を用いずに切自任する内祝

鏡下手恨管開放術を行った長期印液透析例を除く，

本研究に対して協力の得られた手根管症候群，~~者

103手/82症例である.内訳は男性 15手 11症例，

女性 88手 71症例，権態、側は右手 34手 34症仔1]， 左

手 27症例 27手， 両手 42手 21症例で手術時平均年

齢±標準偏差 (SD) は63.1:t13.8歳 (30・96) であ

った . これらの症例を BMI ~30 訴と BMI <30 群の

2群に分類し，各群の術前における BMI，身長，体

重，血圧， 手術|侍平均年齢，催病期間，知覚神経連

位潜時 (DSL)，運動神経遠位潜時 (DML)，指最

大自動屈l出位平均手恨管内圧(以下，平均手根管内

圧)を比較した.血圧測定は手術室入室時の術直前

値である.思肢と対側の上腕で行い，両側同時手術

例については下肢で血圧測定を行っていたため，対

象から除外した.

検定は Wilcoxon'srank-sum testで行 った p<

0.05を有意差ありと した.

[結果1
BMIミ30鮮の症例は男性 l症例 1手 女性 10症

例 12手 (計 13手 :12.6%) であ った.術前の平均

身長±標準偏差 (SD)(以下同様)は 153.4士6.0cm

(147-167)，平均体重は 75.7:t6.0kg(66-85)，平均

BMIは 32.2:t2.0 (30.5-37.9) であった.平均収縮

期血圧は 182.1:t 25.6mmHg (139・215)，平均拡張期

血 圧は 76.4土 13.0mmHg(50-94) であ った (n=

11) 手術時平均年齢は 65.8:t10.5歳 (51-84)，隈
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図 1 術前収縮期血圧および拡張期血圧 (mmHg)

病期間は 72.2:t55.5か月 (11-144) であった. DSL 

は測定不能 9手，測定可能手の平均値は 5.16:t 

0.99msec (4.18-6.24). DMLは測定不能 6手.測定

可能手平均値は 6.91:t1.64msec (4.92-9.86). 測定

可能であった 12手の平均手根管 内圧は 264.3:t 

65.4mmHg (79-300)であ った

BMI<30群の症例は男性 10症例 14手，女性 61

症例 76手(計 90手:87.4%)であ った.術前の平

均身長は 155.5:t8.8cm(138-178)，平均体重は56.6

:t 10.0kg (36.7-92)，平均 BM!は23.3:t3.0(15.5-29.7) 

であった.平均収縮期l血圧は 170.4:t30.3mmHg 

(106-226) ，平均拡張期血圧は 70.1:t13.7mmHg(42-

98) であ った (n=56) (図 1).手術時平均年齢は

62.8:t 14.2歳 (30-96)，催病期間は 47.6:t53.7か月

(2-240) であ った. DSLは測定不能 43手， 測定可
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図 2 liFri前指最大自動屈出l位平均手tNl室内圧 (mmHg)

能手の平均値は 4.28:t0.90msec(2.68-6.48)， DML 

は測定不能 17手，測 定可能手平均値は 7.21士

2.02msec (3.4-13.4)，測定可能であ った81手の平

均手根管内圧は 248.4:t42.1mmHg(105-299) であ

った.

術前の平均体重において 2群間で有意差が認めら

れた (p=O.OOO) (表 1) また，術前の手根管内圧

において 2群聞で有意差が認められた (p=0.015)

(図 2).さらに，内視鋭所見において， 全症例で手

恨管周匪I(手根管外)に脂肪組織(手掌腿膜と手の

屈筋支帯の間にある脂肪組織に加えて，手根管の近

位端より近位部(前腕速位部)，遠位端より遠位部

に存在する脂肪組織を指す)を認めた.さらに

BMI~30 若手の女性 7 症例 7 手でのみ， 手恨管外に

加えて手栂管内脂肪組織が認められた (図 3). 

表 1 患者背景

BMI孟30群 BMI<30群

身長 (cm)

BMI (body mass index: kg!m2) 32.2土2.0

体重 (kg)

手術時平均年齢(歳)

権病期間(月)

23.3:1:3.0 

153.4:1:6.0 1555:1:8.8 

NS 
75.7土6.0 56.6土10.0

* 
65.8土10.5 62.8土14之

NS 
72.2:1:55.5 47.6士53.7

NS 

本 pく0.05 NS: NO SIGNIFICANCE 
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図3 手術時内視鏡所見:太い矢印に手恨管内外の脂肪組

織，細い矢印に DHFFR(distal holdfast fibers of the 
flexor retinaClIllllll)，黒矢印に hookknifeを示す.

{考察]

Gullifordら 1) Kurtら2)は， BMI孟30若干では，手

根管症候群の発症と柁i聞があることを報告してい

る.問機に， Atchesonら3) は， BMI>30である手

根管症候群患者の危険因子のオッズ比 (95%信頼区

間)を 3.15(1.78-5.57) と報告し， Beckerら'1)は，

BMI>30である手根管症候群患者の危険因子を オ

ッズ比 (95%信頼区間)で 2.90(2.25-3.73) と報告

している.このように， 肥満は手根管症候群の原因

のーっとして考えられている 1)2)3)4)5) そこで，今

回の報告では， BMI孟30群と BMI<30 lt:Fの2群に

分類し4食言すした.

杉原は，肥満の機序は，軽度肥満 (BMI約 27)

までは，脂肪組織は肥大のみで対応しているが，こ

れ以上の肥満では，脂肪細胞は増殖に転じる この

ため，ヒ卜成人肥満は， BMI30前半までで認めら

れる肥大優勢型， BMI30以上で認められる肥大 ・

増嫡型， BMI40 以上で認められる増殖優勢型に分

類される.これらの結果は，肥大優勢型から肥大 ・

噌殖型へ，肥大 ・増嫡型から増殖優勢型へと進行す

ることを示峻 しており.さらに増殖優勢型の新生脂

肪細胞にさらに脂肪が貯蔵されれば，再び¥肥大優

勢型となる 高度肥満例で、は守この過程を繰り返し

ながら進行していったものと考えられる 9)ー

また，今回の調査において， BMIミ30群と BMI

<30 lt:Fの2群間で術前指最大自動屈曲位における
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手根管内圧に有意差があったが，肥満例と健常者を

比較して有意差が無か った という報告もあ る叩)

手根管内圧は，手根管内で tubular bursae内の圧力

を測定していると考えられるが，内圧の測定意義と

しては，や1([前後の内圧測定により除圧が十分かどう

かの判断が可能であり，また，健常者との比較や肢

位による内圧変化により ，診断の一助となる 7) 手

技に熟練を要するものの，その測定意義は大きいと

考える.

さらに，内視鏡所見において.手根管外に加えて

手根管内で、も脂肪組織が認められた女性症例が存在

した.肥満により手根管内+手根管周囲(手根管外)

に脂肪組織が肥大 ・増殖したことが手根管内圧上昇

の原因となり手根管症候群を発症する可能性があ

り，このような症例では，例えば、 BMI孟30群の平

均 BMIである 32.2以上(日本人女性の平均的身長

である 158cmで体重 81kg程度以上)の手恨管症候

群患者が， BMI約 27以下(身長 158cmで体重

67kg程度以下)までやせて，その状態を継続する

ことができれば，手根管症候群の症状を改善させる

可能性があると考える

どのような症例に手根管内脂肪組織を認めるかに

ついては，女性は皮下脂肪型肥満が多く，男性は内

蔵型肥満が多いので男性症例が無かったのではない

かと考える.また.症例数が少なく確定的とは言え

ないが，個人差が存在する可能性がある そして，

異なる危険因子として， BMIミ30群の 11症例中 2

症例 (18.2%) が糖尿病を擢患していたことから，

糖尿病により症候性肥満が起こり，手根管内圧が仁

昇 して神経血行が不良となった可能性もあると考え

る

[まとめ]

内視鏡下手根管開放術を行った長期血液透析例を

除く手根管症候群患者では.肥満により，手根管内

脂肪組織が肥大 ・増殖したことが手根管内圧上昇の

原因となり手根管症候群を発症する症例が存在する

可能性がある
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指粘液嚢腫に対する治療法の問題点について
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お~Îi夜襲腫に轟)毘摘出や皮弁形成を行わず開館i包 骨赫切除を行った症例の術後成績を検討 した.症例は

31例 35指，平均年齢は 60.0歳，平均経過観察期間は 1年 2か月であった.嚢腫の大きさは平均 4mmで，

14指で爪変形を認めた.20指に近位爪郭を含めた弓状切聞を 15指に関節上に L字または横切聞を用いた.

関節包，骨f!J!iを終末縫両側に切除し嚢腫摘出は行わなかった.6mmを超える嚢腫は術前に穿刺し皮膚の t
皮化後に手術を行った.術後再発，終痛，可動域，爪変形について検討した.再発はなく， 1客痛は 7指で軽

度残存するのみであった.DIP. IP関節の可動械は術前伸展 _6.1
0

から術後 7.2
0

に 術前屈曲 51.3
0

から術後

46.1
0

と若干低下していた.新たな変爪形は無く 爪変形 14例中8例で残存 した 関節包.骨腕切除のみで

再発なく成績は良好であったが可動域低下 しない術式，後療法が必要である.

〆言。，

---司、
一、、--

C 

皮防切Ilil
A:lli位爪事[1を含むカーブ皮!首切Ij[1
B:L字j支的切1m.

C 横切IJ月

B 
...__/ 

図 1

A 

[緒言]

指粘液嚢IJ重は開発，自壊を繰り返 し時に ~!ff治性化

!膿性関節炎を引き起こす.皮膚科領域では DIP関

節Iから発生したガングリオンと粘液襲躍を区別して

いる報告¥)もあるが，実際には DIP関節と交通を

もち，骨赫，変形性関節症などから発生する滑膜炎

が主因である 2)3)4) そのため治療方法としては粘液

袋腫の切除や皮弁形成は必要なく，骨赫切除，関節I

包および関節滑膜の切除など，関節内の処置のみ行

えば治癒するとされている.今回，骨腕切除，関節

包，関節j骨膜切除のみを行った症例に対して，その

やI:j式.術後の治療成績を報告する.

麻酔は全例指間ブロックで，手術用手袋を!干lし、た

指マルヒで止血を行った後に手術を行った.皮膚切

聞は近位爪郭に義腫がある例，爪変形のある例，近

位爪郭から内容物の流出のある 20指では 近位爪

郭を含めた弓状皮l首切聞を用いた. 襲腫が DIP関

節近位の直上ある いは遠位にある症例では， DIP関

節上に L字または横皮府切聞を 15指に用いた(匡|

1)ー 35指中 6mlTlを超える大きな議IJ重16指に対し

て，手術の 1週間位前に蓑腫内容物を穿刺を行って

防止引， ~ï~薄化した皮脂の上皮化を待ってから手術を

行った(図 2). 1ヨ指 IP閉鎖1あるいは指 DIP関節の

[対象と方法]

手術治療を行った粘液襲腫 31例 35指を対象と し

た男性6例 7指，女性 25例 28指で，手術u寺年齢

は46歳から 82歳で平均 60.0歳であった.催J曹、指

は母指 4指，示指 5指，中指 22指，環指 l指，小

指 3指であった 経過観察期間は 3か月から 3年 2

か月，平均 1年 2か月であった.嚢臆の大きさは

2mmから 7mlη，平均 4mmであり .35例中 14例

で爪変形を認めた.2例で爪周囲の発赤を認めたが

抗生物質の内服を行い，発赤消失後に手術を行っ

た.

(手術方法)

新潟県北蒲原郡聖能UI"J諏訪山 997番地
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図2 術前に粘液襲l殴穿刺， 1週間で上皮化を認める

関節包，関節i骨膜および中手骨頼部の骨林を， {lllili'i 

l国終末両側にわたり切除したが，粘液義11重切除およ

び皮弁形成は行わなかった.術後 1から 2週間の外

固定を行った.

[結果]

経過観察中に再発例，感染例は認めなかった 痔

痛は 28指で完全に消失したが， 7指で軽度残存した.

新たな爪変形は発生していなかったが，やI:j前 14WIJ 

に認められた爪変H~の内 ， 6例は治癒していたが 8

例は残存していた.可動域は術前伸展 -6.1。から術

後宇11展ー7.2
0

に，術前屈曲 51.3
0

から術後屈曲46.1
0

と=

術前より若干低下していた.2つの皮切による可動

域の差はなかった.

(症例提示)

症例 1: 60歳女性.初診時，右示指 DIP開I'ii'j背

図3 症例 60歳女性，右示指 7x71ll1ll粘液袋l原例

X線写真で変形性関節症，'iJ・1凍形成を認める

尺側に 7mmX7mmの大きな粘液嚢腫を認めた.X

線写真では骨瓢形成を認めた(図 3) が，爪変形は

無かった 手術 10日前に粘液議腫の内容物の服引

を行い(図 4a)，手術|時には粘液装JJ重が上皮化 (図

4b)していることを惟認した.DlP関節上に L字

切聞を用いて伸筋!健両側の骨練， i骨膜切除を行った

図4 A:手術の 1週間前に穿刺を行った.

B 手術H寺には上皮化されている

図 5 L宇一切I)flで伸筋l健両(!!IJの骨赫，滑!撲を切除した.

図6 A: I支弁を用いずにWJを閉鎖する.

B:6か月後再発は認めず，爪変形もない

ハH
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指粘液嚢l屈に対する治療法の問題点について

(図 5).嚢腫摘出，皮弁形成は行わず皮膚のみ縫合

した(図 6a). 術後 5か月で可動域は伸展 _50から

屈曲50
0

で，術前と比較して若干低下したが， 痛み

はなく再発も認めなかった(図 6b).

[考 察]

指粘液轟腫は指背側皮j習が薄くなり自壊，再発を

繰り返し，その治療に苦労する.皮膚科領域では粘

液襲11重は皮膚組織の変性から発生しており， 1関節内

ガングリオンとは内容物も異なり両者は区別するべ

きとの意見もある 51 治療としてステロイド(卜 リ

アムシノロン)注射 61 電気凝固，凍結療法などが

行われている 11が，多くの症例で再発を繰り返す.

粘液襲腫が DIP変形性関節症の病変であり，脅'刺(

および仲筋l陛のj骨膜増殖などから発生 したガングリ

オンであることは明らかであり，今回の症例でも全

例で関節内病変，変形性関節症，骨赫， f申白1J1縫両側

の滑!換増嫡を認めた.

そのため粘液嚢腫の治療には，骨fuli，滑膜増殖な

どの関節内病変に対する外科的処置が必要となる.

これまで手術方法として襲腫摘出術，および皮弁形

成術が行われてきた.しかし再発，感染症，関節症

の進行， 爪変形など術後の問題も多い 71 粘液嚢11重

切除のみ行い皮弁形成を行っても，再発する危険性

が高いと考えられる 41 粘液量11重が DIP関節，およ

び母指 IP関節内の滑膜増殖が原因で発生するため

粘液襲腫自体の締出は必要なく， f申筋腿両側の骨赫

切|徐，関節包切除，滑脱切除などの関節内の処置を

卜分に行えば，再発の頻度は減る と思われる 81 ま

た襲腫摘出の必要がなければ，J支弁形成，植皮i*jな

どの操作は全く必要がないと考えられる 7) 関節、j包

のみ切除する手術方法 ~I も報告されているが. 術

後 DIP関節変形症が進行し滑膜炎を再度引き起こ

せば，粘j夜嚢腫が再発する可能性は残る.再発を完

全に防止するためには， DIP関節固定しかないと報

告されている 21

6mmを超える大きな議11亜では術後の皮膚状態に

ついて憂慮、される.手術の 1週間位前に嚢腫内容物

をI吸引しておくと，嚢!匝部の皮膚が上皮化して厚く

なるため手術が行い易く，術後の創状態も良好であ

り，WI後感染の防止にもつながると思われる 穿刺

後の感染の危険性もあるが，穿京IJした後に清潔操作

を指導することで感染は回避できる.今回， 爪変形

症例には改善傾向が認められたが， 14 例 仁I~ 8伊IJに

455 

残存を認めた.経過観察期間の短さもあり， 爪変形

については長期間の経過観察が必要と考える しか

し術後爪変形の進行，および新たな爪変形は認めら

れていない.近位爪郭下にある粘液嚢腫で爪変形を

きた している症例では，新たな爪母の損傷を防ぐた

めにも粘液表11重，周囲の綴痕組織は切除せずに，関

節内骨腕切除，滑膜切除のみ行い，爪悶に対 して愛

護的に手術を行う必必、要がある川

今回の症例では，やl(j後軽度の司動域低下が認めら

れた関節症の進行も考えられるが，関節l包，滑膜，

骨刺iを十分に切|徐したため関節の癒着，拘縮を起こ

したか，あるいは伸筋l躍の癒着，イ[11筋艇の緊張が関

節のデブリドマンにより失われたためではないかと

推察してい る.骨赫を 切|徐せず関節包のみの摘出

で， 術後可動域が拡大し再発も防げたとの報告 91

もあるが，DIP関節症が併発している粘液袋11重症例

に，関節包切除のみで、可動域が改善するとは考えら

れず，再発の危険性も高いと考える.今後. 可動域

を低下させずに再発を防ぐ手術方法，後療法を考え

ていきたい.

[まとめ]

1. 嚢腫の切除，皮弁作成を行わずに関節包，滑

膜切除，骨刺切|徐のみ行った粘液嚢腫症例を検討 し

た.

2 再発は認められず，若干の可動域低下のみ認

められた.

3. 6mmを超える大きな嚢!匝例では. 手術の 1週

間位前に粘液譲胞の内容物を穿刺吸引して._I=皮化

を待って手術を行うことで術後の創状態を良好に保

てる.
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母指 CM関節症に対する Thompson変法の短中期成績
じん ひろみち とう さとし

神裕道ヘ藤哲子ド

[目的]進行した母指 CM関節症に対し Thompson変法を施行 しているので， 術後短中期成績を述べる と

ともに特徴や問題点を検討する. [対象および検討項目12008年 5月から 2013年 3月までで術後 l年以上

経過 した 14例 17指を対象とした.女 12f91j，男 2{9IJ，平均年齢は 64.7歳，経過観察期間は平均 32.4ヶ月だ

った Eaton分類 41では， I1Il3指， IV4指だった 検討項目は，母指自動可動域 ・熔痛 (VAS: Visual Ana-

logue Scale)・握力 ・ピンチ力， DASH (Disabilily of the Arm， Shoulcler， and Hancl) ， trapezial space ratio (TSR) 

を用いた. [結果1VASは 70.1mmから3.1mmへ著明に改善 した.可動域は， CM関節機能は温存されたが，

MP屈曲と IP伸展は減少 した.握力・ピンチ .DASHは改善した.TSRは術後 1か月以降変化しなかった [考

察1Thompson法は，除痛効果が非常に高く，ピンチカや握力も改善し，日常生活の活動性を高める.

[緒言]

母指手根中手関節症(以下，母指 CM関節症)は

中高年の女性に多くみられ，進行すると熔痛，可動

域制限，握力やピンチ力の低下などをきたす.いず

れの病期でもまずは保存療法を行うことが原則であ

るが，症状が改善しない場合には手術が必要となる.

保存療法に抵抗する進行 した母指 CM 関節症に

対し，著者らは suspensionarthroplasty (Thompson 

変法) (図 1a-b)を行っている これらの術後短中

期成績を述べるとともに特徴や問題点を検討する

[対象と方法1
2008年 5月から 2013年 3月までに当院で手術を

行った両側施行の 4例を含む 14例目指のうち，術

後 l年以上経過した 14例 17指を対象とした.女性

12仔1]， 男性 2例，手術時平均年齢は 64.7歳 (53-80

歳)で，術後経過観察期間は平均 32.4か月 (1年-4

年 10か月)だった.1984年の Eaton分類 41では， III

が 13指，IVが4指だった.

検討項目は.臨床評価と して自動可動域 (侠側外

!I i.r~ ・ 掌側外転 ・ 対立として Kapanclji index GI • MP 

およびIP関節屈伸)・終痛 (VAS)・握力・ピンチ力，

患者立脚型評価として DASH (JSSH版)101， X線学

的評価として大菱形骨スペースを基町i骨長で除した

trapezial space ratio (TSR) 81を用いた.各々のデー

我々 のThompson変法

肢位:Kapandji9 

a b 

図 1 若者らの手術手技

タは，術前と最終評fiUi11寺を上ヒ較しウィルコクソン符

号付順位検定で解析した (P<0.05). 

[手術方法]大菱形骨を全摘出し，半裁した長母

指外!liÏ~筋腿 (APL)を第 l と第 2 中手骨に作製した

骨孔へ通し，短焼{J!lJ手根伺I筋腿 (ECRB)にl回通しr

Kapanclji 9 GIの対立位を保ったまま強い緊張をかけ

APL同士を縫合している 51(図 1a，b).スペーサー留

置や suspension維持用の内固定は行っていない.

外固定は，第 1仁1:1手骨の掌側転位を予防するため母

指球を圧迫 しつつ MP関節を軽度屈|性lさせた対立

位とし，術後 l週まではギプス， 3 J1!i!までは硬性装

受理日 2013/10/09 
キ独立行政法人国立病院機構 弘前病院 鐙形外科 干036-8545 青森県弘前市大字日野IIlr1 爵地
特弘前大学 整形外科
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度

48.0 

46.0 

41.0 

42.0 
40.0 

38.0 

36.0 

模側外転

術前 最終調査時

a 

stage 

10.0 

9.0 

8.0 

7.0 

6.。
術前 最終調査時

図2a-c 母指の外転と対立の変化

c 

度
MP屈曲

60.0 

40.0 

20.0 

。。
術前 量終調査時

d 

度 IP屈曲
70.0 

68.0 

66.0 

64.0 

62.0 

60.0 
術前 愚終銅査時

f 

母指 CM関節症に対するThompson変法

度

45.0 

44.0 

43.0 

42.0 

41.0 

40.0 

議側外転

術前 最終調査時

b 

度

e 

主

oeb l
 

IP伸展

10.0 

5.0 

。。
街前 最終調査時

図2d-f MPI主IEii'iと IP関節の可動域変化

E 

具を用いて前腕から母指 MP関節までカバーし，6 

-7週まで軟性装具を適宜装着 している.可動域訓

練は術後 1週から作業療法士の指導下で、行い，強い

ピンチは 3か月間禁じている.

[結果]

術前と最終調査時を比べると，可動域は， Ka-

pandji indexが9.1から 9.6と増大する傾向，模側外

転が 45.3
0

から 40.0。と低下する傾向を示したが有意

差はなかった 掌似11外転は 42.1
0

から 42.1
0

と変化し

なかった • MP I~Jilií'Î屈 Itll は 50.9。 から 39 . 7
0

， IP関節

fl.jl展は 850から 2.9。へと有意に減少していたが， MP 

関節伸展は 16.8
0

から 19.7"へ僅かに増大， IP 閉館l屈

円1m VAS 
2K5g 0 

Grip 
80.0 

60.0 20.0 

15.0 
40.0 

10.0 

20.0 5.0 

。。 。。
術前 畳終調査時 術前 最終調査時

JJ卜H
術前 愚終個査時

c 

図3 VAS，提力，ピンチの変化

DASH 

Disability/symptom score Optional compornent score 

;::由一*;;
::;-圏一一園二::

術前 最終調査時 術前 最終悶査時

図4 DASHの変化

l立|は63.2
0

から 65.9。へ僅かに増大したものの有意差

はなかった.全体として MPは伸展し IPは屈曲す

る方向に変化していた (sI2a-g). VASは， 70.1mmか

ら3.1mmへと 著明に減少し，握力は 12.9Kgから

20.0Kg，パルフ。ピンチは 2.3Kgから 3.4Kgへと有意

に増加|した(図 3a-c). 

DASHはdisability/symptomが36.0から17.5，work 

が 41.7から 16.5へと両者とも有意に改善 していた

(図 4)

TSRは，術前 0.441から術直後 0.399，術後 1か

月 0.268へと有意に減少したが，最終調査時は 0.248

とあまり変化していなかった(図 5) このことから，

回指の短縮は術後 1か月 までは進行するもののそれ

以降は進行せず，強固にサスペンションされている

ことがわかった.

合 併症は. Sem川Tηnm口m巴白s

でで、は正?汗常F許;だだ、つたが， しびれやチャラチャラと した皮

府不快感を中心とした一過性の榛骨神経浅校階害が

4指，APLと ECRBを4回編み込み癌状にな った腿

t
4
z
 

つ
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Trapezial space ratio (TSR) 

0.6 
0.55 
0.5 

0.45 
0.4 

0.35 
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0.25 
0.2 

0.15 
0.1 

~ L会
延辺~弘\
~主主示地
有司E通論・』、b在司、

、宅
¥、可

TSR=B/A 

A主主節骨長

B:大差形骨

スペース

~ ・争 完~ ，~ト 号入 タ a少
や々~叫酎 4事~吉町 ~ ..... 

‘や唱』 成人正常値 0.476:!:O.033

図 5 trapezial spac巴ratioの変化

縫合部の近位端と長母指イ[1噸'J!腿断裂 (EPL)が擦れ

て EPLが断裂した例が 1指あった.この症例を経

験してから縫合部を小さくするように工夫してお

り，以後問題は生じていない Zigzag変形は.安

静時レン トゲン側面像で調べると，術前で 3指，{il可

後で 5指あった. MP関節、lの不安定性が悪化し追加

手術を要したのが 1指あった

[代表症例 1]66歳，女性.患側は左で Eaton分

類 stageIII. m側外転 45度. 掌側外転 40度， 対立

Kapandji 6.保存療法を 3か月行うも，寝られない

くらいの終痛が改善せず手術を行った.最終調査時

(術後4年)では， TSRは0.462から 0.260ヘ減少した

ものの，槙側外転50度，掌側外転40度と維持され，

対立は Kapandji9へと改善 した.VASは83mmから

Omm，握力は 8Kgから 20Kg，パルプピンチは 1.5Kg

から 4Kg，DASH disabilily/symptom は27.5から 2.5，

DASH Workは 75.0から Oへと良好に改善し，非常

に満足していた しかし 第 l中手骨基部の掌側突

出と， zlgzag変形は術前よりも増悪していた(図6). 

[代表症例 2]58歳， 男性.両側とも Eaton分類

stage IIIで、術前から zlgzag変形を呈していた.両側

とも Thompson変法を施行した.右側は MP関節

症例166歳女性右利き Eatonstagem 患側:左

初診時

術後4年

図 6 代表佐(1111 

「
「
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460 母指 CM関節症に対する Thompson変法

症例258歳男性右利き Eatonstage m患側:右

術育Ij CMJ形成後 MPJ形成後 最終観察時

前後像

側面像

図 7 代表症例 2

の背側!fM見臼と尺側亜脱臼が進行 し，ピンチ時の不

安定感があったため， CM関節形成術からl年 3か

月後に掌側関節l包縫縮固定と榛側側副籾帯縫縮を施

行 した. MP関節形成術後 2年 4か月現在， TSRは

0.433から 0.2へ減少 し，背側亜脱臼はfljlJ動された

ものの尺側亜脱臼が再発残存してい る. しかし，

VASは76mmから Ommへと著明に改善 し，パルプ

ピンチは 3Kgから 4.5Kgと増加，握力は 38Kgから

38Kgと漏存され，母指の不安定感がない生活を過

ごしている (1豆17). 

[考察]

母指 CM関節症に対する手術方法は，関節形成

術，関節固定術，人工関節置換術など，様々なもの

が報告されているが.それぞれ一長一短があり ，一

定した見解が得られていない.

Thompson 法 9)は 1989t，平にシ リコンインプラン

卜挿入術後の救済手術として報告された方法である

が，近年では第一選択として広く用い られるように

なってきた.その利点は，可動域の温存，除痛効果.

母指列長の淵存，安定化によるピンチカ・握力の獲

得であり，我々の成績もそれを裏付けるものとなっ

たーし かし， Diao 3)は， 短所につ いて，腿縫合部が

コブのように目立つ， I此採取時に焼'南神経浅枝を損

傷する危険がある，と述べており，自験例でも経験

したので注意すべき合併症だと考えている.

suspension arthroplaslyに用いられるl陛は，長母

指外転筋!腿9) 焼側手根屈筋腔 4) 長棟側手根伸筋

l陛2)などがあるが，いずれも intermetacarpalliga-

mentを補強 してCM関節の安定性を獲得する方法

なので，母指列短縮，I大]iUi拘縮 MP関節の過伸展

などの問題をはらんでいる.

Zigzag変形の機序 l}は， CM関節の破綻に続き，

第 1中手骨の内転変形が生じ， 代償性に MP関節が

過伸展することにある.我々の症例でも MPは伸展

しIPは屈曲する方向に変化していたので，大菱形骨

を切除する suspensionarthroplastyに共通する問題

と推測 した.

MP 関節の過伸展に対する対策として，Lourie 7) 

は，角度に応じて， 一時的な屈曲位固定，短母指イ1:1:1

筋腿解南ffや移行，掌側関節包固定，関節固定などを

勧める報告を総括 しているが，それでも変形を矯正

することは難しいと述べている.我々も l例だけだ

が MP関節の観血的操作を行った.残念なことに

尺側偏位が残存したが患者の満足度は高かった こ

のことから， MP関節の角度や不安定性だけではな

く，全体の機能や満足度も考慮すべきであると考え

た.短中期では良好な成績だったが，長期にわたる

経過観察が必要と考えている.
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母指 CM関節症に対する Thompson変法

[まとめ]

Thompson法は， I徐痛効果が非常に高く，ピンチ

力や握力も改善し，日常生活の活動性を高める.

CM関節の可動域は温存されるが，母指の MP関

節屈曲と IP関節伸展は減少し Zigzag変形の傾向を

呈する.

[文献1
1) Ann E VAN HEEST， et al. Thllmb carpal llletacarpal ar 

thritis. JOllrnal of the American Academy of Orthopae 

dics Sllrgeons 16: 140-151，2008 

2) Atroshi 1， et al. Extensor carpi radialis longlls tendon ar-

throplasty in the treatlllent of primary trap巴ziometacar-

pal arthrosis. J Hand Sllrg Am 22: 419-427， 1997 

3) Diao E. Trapezio-metacarpal arthritis. Trapezillm exc卜

SIO日 andligament reconstrllction not inclllding the 

LRTI arthroplasty. Hancl Clin 17: 223-236， 2001 

4) Eaton RG， et al. Ligament reconstrllction for the painflll 

thllmb carpometacarpal joint: a long-term assessm巴nt..J

Hand Surg 9-A: 692-699， 1984 

5) 神裕道ほか.母指 CM関節症に対する Thompson法

の成績 DASHおよび SF-36の評価一。日手会誌 27:

644-649，2011 

6) Kapanclji A. Clinical test of apposition ancl counter-appo 

sition of the thumb. Ann Chir Main 5: 67-73， 1986 

7) LOllrie GM. The role ancl illlplelllentation of metacarpo 

phalangeal joint fllsion ancl capslllodesis: indications 

and treatment alternatives. l-land Clin 17: 255-260， 2001 

8) Nalebllff EA， et al. Diagnosis， cIassification ancl manage-

ment of rheumatoid thumb cleformities. Bull Hosp Joint 

Dis 29: 119-137. 1968 

9) Tholl1pson JS. COll1plications and salvage of trapezio・

metacarpal arthroplasties. Instr COllrse Lect 38: 3-13， 

1989 

10) Toshihiko 1， et al. Valiclation of the Japanese Sociely for 

Sllrgery of the Hand version of the Disability of the 

Arm， Shoulcler， ancl I-Iancl questionnaire. J Orthop Sci 

10: 353-359. 2005. 
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締山市、，
母指 CM関節症に対するハンモック法の短期治療成績
〈わはらまひと ひら せゅういち なかむらニういち

桑原異人，平瀬雄一，中村恒一

母指 CM関節症に対する長問指外転筋l陛を使用した吊りヒげ法による関節形成術のうち， 2008年に Ma-

thoulinらによ って報告されたハンモック法について その短期術後成績を検討した 13例 13手に対する治

療成績は DASHscore， VAS scoreともに有意な改善を認めた 全例において単純X線像における第 1中手骨

底一舟状骨間距離の短縮を認めたが，関節可動域や握力，ピンチ力に対する直接的な影響は見られなかった.

本シ リーズにおいて術前に MP関節の関節弛緩性や不安定性を認めた 3例において，術後も岡部の熔痛を訴

えた.また別の 3例について術後機側手恨屈筋周囲の熔痛を訴えたが保存的治療で軽快した.本法は長問指

外転筋l陛採取の際の撲骨神経浅枝損傷や大菱ff~骨摘出の|燦の FCR 腿損傷に留意すれば，手技が比較的容易

で安定した成績が得られる.

[緒言]

旬指 CM関節症の外科的治療法として大菱形骨

切除術，関節固定術.イ ンプラン ト挿入術， lenclon 

interposition法，吊り上げ法などが報告されている 11

吊り上げ法は現在まで様々な手技が報告され，次第

に低侵袈かつ簡便に行える方法へと変選を遂げてき

た 21314151ーハンモック法は 2008年に Mathoulinらが

報告 した骨孔を作成しない AbductorPollicis longs 

(APL)腿と FlexorCarpi Raclialis (FCR)腿を利用

した方法である 51 今回ハンモック法による関節形成

術の短期治療成績を検証した.

[対象と方法]

ハンモ ック法に よる母指 CM関節形成術症例 23

手中，6か月以上経過観察可能であった 13{9IJ 13手を

対象とした.内訳は男性 1{91J .女性 12例，右 6手 ・

左 7手で，手術11寺年齢は平均 59.1歳 (51-71)，Eaton 

stage は113手，111 9手，IV 1手， 術後観察JtrJ間ら24

(平均 8.2)か月であった.評価項目は関節可動域，握

力，母指一示指問 tippinch力， DASH scor巴， VAS 

score，単純 X~~Î!像における第 l 中手骨底-m状骨

間距離 (以下 trapezialheight)でありj;1可前 -術後

結果の統計学的評価は paireclT-lestによる有意水準

を0.05とした.

[手術手技]著者らが行 ったハンモック法につい

て述べる(図1) 手関節榛側例l筋腿第 1コンパー

トメン 卜上を中心とした 6cm長の長ilirli方向切聞か

らイIJI筋腿第 1コンパートメン卜の検尺側を走行する

続骨神経浅枝を同定後，これを損傷 しないように伸

筋腿第 1コンパートメントを開放した.APLI腔は補

助!踏を含めると 2・3本存在する例が多いので， その

うち 2本を使用し，も し!陸が 1本しか存在しない場

合は，その 1本を 3分割し， 2本の場合はそのうち

1本を 2分割して使用した.症例によっては停止部

が第 1中手骨底ではない破格が見られるので，使用

する腿を 切離する前に APL停止部を1確認 した.次

に大菱形骨の切除を行うが.この|晩深層を走行す

るFCRI躍を損傷しないように剥14lt 保護しながら

piece by pieceに切除した第 1，2中手骨聞の大菱形

骨を取り残りやすいので， X線透視下に残存骨片や

骨赫がないことを確認 しながら切除した 吊り上げ

操作では 2本の翻転 APLI躍をそれぞれ反対方向か

らFCRの周囲に 3回程度巻きつけた後， 巻きつけ

たl陛の断端を第 11:1コ手骨底付近に縫着した.APL 

)陛と FCR腿の聞にも 4-0ナイロン糸をかけて固定

し，関節包を 4-0I吸収糸で修復 した.止血後， 5-0ナ

イロン糸で閉創し， thumb spica cast固定とした.

後療法は術後 3週間の固定後は日常生活動作に関

しては制限を設けておらず， 負荷の強い動作は熔痛

に応じて適宜行うよう指示した.

受Jm日 2013/10/08
凶谷メディカルキューフ手の外科 ・マイクロサージャ リーセンター 〒102-0084 東京都千代田区 2番11町7番7
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母指 CM関節症に対するハンモック法の短期治療成績

図 1 手術手技

(A)皮間切開線

(B)伸筋腿第 lコンパートメン卜を開放して APしを同定する.
(C)大変形骨切除後 切除H寺に FCRI腿を損傷しないようにする.

(D) APU住を 3 分ì~í ll し，そのうち 2 本を使月1する

(E) 2本の翻転 APしl腿をそれぞれ反対方向からFCRの周囲に 3回程度巻きつける

(F)巻きつけた APLI腿の断端を第 1中手骨底付近に縫着する.

(G)術式模式区|

(H) (l)術前単純X線像.

(.1) (K)術後単純X線像

463 

[結果]

結果を表 lに示す.関節j可動域， DASH score， VAS 

scoreは有意に改善 した.握力，tip pinch力について

有意差は見られずき術後早期の段階ではむしろ低下

する傾向にあ った その一方で trapezialheightは

全例で短縮 しており，維持率(lOOx最終 heightl

術商iheight) は平均 60%であった(表 L) その他

の合併症としては 3手に術後母指 Alpulley 由来の

l陛鞘炎症状を訴えたため ステロイド注射による治

療を実施した.また別の 3手において手くび皮線レ

ベルにおいて FCRI陛周囲炎が見られたが，ステロ

イ ド削の注射による改善，もしくは自然軽快 した

31 
15.5 
3.6 
30.3 
31 
9.3 

[考 察]

APLI世を利用した吊り 上げ法の短期成績はおお

むね良好であるとされ.本シリーズでも同様の結果

が得られた 3H151 ハンモック法の利点、として，第 l

中手骨底から FCR方向に向かつて APLI陛を巻きつ

表 1 結果_'j，Î~

:n:: 
回目I 術後 :句 <0.05
(15-53) 42 (35一切れ 司区

(1 ~ト45) 40 (25一副)): 司区

(B-26) 20 
(2.2-3.B) 2.B 
(B.6--50) 15.1 (0--50) : 本

(25-84) 14 (0-7B) * 
(7.B-ll.3) : 5.5 (35-76) : 本
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464 母指 CM関節症に対するハンモック法の短期治療成績

けるため beakligament機能が再建される.さらに

l腔を犠牲にしないことや， ~Iコ手骨底の骨破壊がある

症例にも応用できる.

その中で 3つの問題点が挙げられる.第 1の問題

点は trapezialheightの減少である.本シ リーズで

も全症例で減少し平均維持率は 60%であった.一

方，術後経過期間と維持率との相聞は見られなかっ

た.諸家の報告では維持率はおおむね 30から 70%

程度であり， trapezial heightの減少が関節安定性と

筋力の維持に影響すると報告している 川5)6) その一

方短縮の程度と患者の満足度に相関はないとする報

告もあり，未だ見解の一致を見ない 718) 本シリー

ズの結果において，機能的におおむね良好な成績が

得られ，術後自己満足度評価では 94%の症例で満

足の回答を得た.

第 2の問題点は MP関節周囲痛である，本シ リ

ーズにおいて手術後屈筋腿 Alpulleyに腿鞘内注射

を実施した 3例においては術前の MP関節過イ11:1展

が見られた.進行した関節症で、は母指内転位となり

MP 関節掌側構成体が弛緩することで MP関節症や

l陛鞘炎症状が出現する. Eatonらは術前に MP関節

30度未満の過イ111展でも症状がある場合は一時的ピ

ンニングと EPB腿の移行を実施し， 30度以上の過

イ1:1:1展状態な らMP関節固定もしくは掌側板縫縮を

笑施し，尺側側副靭帯弛緩もしくは最初から関節可

動性に乏しい場合は関節固定術の実施を勧めてい
るり)

第 3の問題点は FCR腿周囲のトラブルである

本シ リーズでは術後 3例の FCRI腿周囲炎が見られ

た. Mathoulinらも 7%の症例で同様の終痛を認め，

保存的治療の後 3か月で改善 したとされており，本

シリーズでも FCRI健周囲のステロイ ド注射やスプ

リントの使用で改善傾向を示した 5) 著者らは吊り上

げ時の母指過牽引による FCRI世の過緊張が要因の

一つであると推察しており，吊り上げ固定時に強く

牽引をかけないように してか らFCR周囲痴は出現

していない. I腿鞘炎以外の合併症として Sirotakova

らは 104f~IJ の FCR 吊り上げ、法において 3 例の FCR

断裂例を報告しており，この原因として大菱形骨摘

出時のテクニカルエラーによると考察している川.筆

者らは大菱形骨摘出に際し，深層の骨皮質を残すよ

うに切削した後， FCRI陛との聞にエレパトリウム

を介在させながら残りの骨を切除するようにしてお

り，現時点では FCR腿断裂症例はない.

以上の点からハンモック法の利点は手技が比較的

容易かつ安定 した成績が得られる.この手技上の

pitfall は FCR腿損傷や槙骨神経浅枝損傷がある.留

意点と して MP関節周囲に問題がある場合は追加

処置を検討することと， APL}駐を FCRI腿に巻きつ

け固定する際に母指牽引を強くしすぎないことが挙

げられる.

[まとめ]

ハンモック法による母指 CM関節形成術後の Tra-

pezial heightは60%程度の維持率であったが関節可

動域， DASH， VASの短期成績は良好であ った. 一

方，短期では powerの有意な改善は見られなかっ

た.本シリーズ中， FPLとFCRのl世鞘炎を各 3例認

めたが，保存治療で対処可能であった.

[文献1
1) Verll1elllen GM， et al. SlIrgicalll1anagell1ent of prill1ary 

thllmb carpoll1etacarpal osteoarthritis: a systell1atic re. 

view. J Hand SlIrg Am 36: 157-69，2011 

2) Tholllpson JS. Complications and salvage of trapezio-

m巴tacarpalarthroplasties. Instr COllrse Lect 38: 3-13， 

1989. 

3) 1くaarela0， et al. Abdllctor pollicis longlls tendon inter-

position arthroplasty forthumb trapeziometacarpal ar 

thritis. J Hand SlIrg Am 24: 469-75， 1999. 

4) Sirotakova M， et al. A new abductor pollicis longus SllS-

pension arthroplasly. J Hand SUI宮 Am32: 12-22， 2007 

5) Mathoulin C， et al. Abductor pollicis longus“hammock" 

ligamentoplasty for treatment of日rstcarpoll1etacarpal 

arthritis. J Hand Surg Eur 33: 292-7， 2008 

6) Atroshi!， et al. Extensor carpi radialis longus tendon ar-

throplasly in the treatment of primary trapeziometacar-

pal arthrosis. J Hand SlIrg Am 22・419-27，1997 

7) Belcher HJ， et al. A comparison of trapeziectolllY with 

and without ligament reconstruction and tendon int巴r-

position. J Hand Surg Br 25: 350-6， 2000 

8) Kriegs-Au G， et al. Ligament reconstrllction with or 

without tendon interposition to treat prilllary thUlllb 

carpometacarpal osteoarthritis. A prospective random-

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

9) Eaton RG， el al. Thllmb metacall】ophalangealcapsll-

lodesis: an adjllnct procedureωbasal joint arthroplasly 

for collapse deformily of the first ray. J Hand SlIrg Am 

l3: 449-53， 1988 
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母指 CM関節症に対する関節形成術の治療成績
もりしげひろみっ すぎたひでき

森重浩光，杉田英樹

母指 CM関節症に対する遊離!腿を用いた ligamentrecOnSlTuction tenclon interposition arthrop1asty (LRTI 

I去)の治療成績を検討 した.

[対象]平成 17-24年まで LRTI法を施行した 251:9U(TJ screw群 13例，IP lock群 12例)とした.評価

項目は終痛 .ADL障害 ・ピンチ力 ・握力 ・可動域と し，両前一における手術時聞を比較した.

[結果]痔痛 .ADL障害は消失または軽減 し，ピンチカ ・握力 ・可動域は全例で改善した.平均手術時聞

は IPlock群で有意に短縮傾向を示 した.

[考察]術後成績は概ね良好であった.IP lockは骨子L内に皮質骨を介さず直接持入できるため，手技が比

較的簡易であるー骨脆弱な症例では安定性に若干不安があり，アンカーのサイズアップなど対策が必要だが，

CM関節で、の靭帯再建においては IPlockで対応可能で、あると考えた

{緒言]

当科では母指 CM関節症に対する手術的治療と

して，遊li.ifrl地を用いて日rstintermetacarpalligament 

(以下 IML)を再建する ligamentreconstruction ten-

clon interposition arthroplasty (以下 LRTI法)を施行

してきた.遊離した再建靭帯の固定に用いる lI1ter

ference screwはTJscrew (メ イラ)を使用してき

たが，近年は手術手技の簡便化を目的に IPlock(ナ

カシマ)を使用している.今巨1，遊離腿を用いた

L町T法の治療成績，及び両スクリ ューの症例にお

いて手技を比較検討 したので報告する

[対象と方法]

平成 17年-24年まで当院にて LRTIi去を施行し

術後 6か月を経過した 28例 33関節 (TJscrew使用

16例 16関節.IPlock使用 14例 17関節)のうち，合

併手術(手根管開放術やl腿鞘切開術)を行わず LRTI

法のみ施行した TJscrew13関節， IP lock12関節を

対象とした.内訳は， TJ screw 使用例が男性2関節，

女性 11関節，手術時年齢平均 60歳 (47-74歳)， 術

後観察期間平均 14か月 (10-26か月)であり ，IP 

lock使用例が男 4目ニ l関節，女性 11関節，手術時平均

年齢59歳 (46-72歳入術後観察期間平均 12か月 (6

-18か月)であった.また，Eaton分類は TJscrew使

用例で stage2: 3関節，stage3 : 6関節，stage4 : 4関

節であり， IP 10ck使用例で stage2: 3関節，stage3 

5関節， stage4 : 4関節であ った.職業は，TJ screw 

若干-専業主婦 6関節，営業 ・事務職5関節.調理師

l関節，土木業 1関節であり， IP 10ck群 :専業主婦

6 関節，工事業 21~IÊi礼調理師 2 関節，介護職 1 関節，

販売業 1関節であったー術前に行った保存治療期間

は，TJ screw'l:tfが平均9か月 (2.5-36か月)であり，

IP 10ck群が平均 11か月 (3-27か月)であった.保

存療法の内容は装具装着や NSAlDs内IJ日，ステロイ

ド注射であった.

検討項目は術前後における終痛や ADL障害(つ

まみ動作，ビン蓋開閉，手をつく動作)の程度，自動

可動域(掌側外転，僕側外転)， ピンチカ(パルプピ

ンチ)・握力，X線学的評価とした.また，手術手

技の簡便化の指標として両スクリューにおける平均

手術時間を比t絞した.終痛は 「重度 ・中等度 ・軽度 ・

1!!~ し」の 4 段階で ， ADL障害は 「不可 ・困難 ・やや

困難 ・容易」の4段階でそれぞれ評価を行った.X線

学的評価は第 l中手骨基部から舟状骨遠位の距離を

第 l中手骨長制|の距離で、除 したTrapeziometacarpal

ratio (以下 TMR)を用い各スク リューごとに評価

を行った.また，臨床成績として二見らけの評価法

を用いて検討した.統計学的解析には Stuclent-t検

受I型日 2013/10/13 
香川県消生会病院 整形外科 干761-8076 香川県高松市多肥上IUT1331-1 
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466 母指 CM関節症に対する関節形成術の治療成績

図1 遊:ij!tll建を用いた LRTI法の模式図

定(有意水準 5%) を用い，1客痛 .ADL 障害におけ

る術前後の比較には Fisher'sexact test (有意水準 5

%) を用いた.

当科における遊離腿を用いた LRTIi去の詳細を述

べる.まず，前腕部より PL!陛及び FCR半裁l陛を

採取した後，母指 CM関節機背側から進入し，大菱

形骨を半切する (PL腿欠損例では APL腿の oneslip 

を用いるか， ECRL半裁l陛を用いるこ とにしている).

次に第 2中手骨基部で中央よりやや掌側を基準にガ

イドワイヤーを刺入し， 再建靭帯を通す骨孔を作成

する.続いて第 l中手骨基部機側から第 2~Iヨ手骨基

部に向かつて同様に骨孔を作成する.PL!腿を用い

た再建靭帯を第 1中手骨孔に通した後，第 21:1:1手骨

孔に挿入し， アンカ ーを用いて固定する.その後，

同指を掌側外転位とし，十分に緊張をかけた状態で，

第 1中手骨孔をアンカ ーで固定する.最後に FCR

!腿を用いて作成した腿球を大菱形骨の骨切除問隙に

挿入し，移植l腿断端を関節包と縫縮する(図 1)

術後は母指掌側外転位で 3週間程度の外固定を行っ

た後，装具に変更 してリハビリを開始する.日常生

活動作に支障がなくなったことを確認し，術後 2-

3か月を目安に通常の仕事復帰やパワーグリップを

許可している.なお，本術式の初期症例においては，

術後の確実な固定を目的として第 1・第 2中手骨聞

を Kワイヤーで 3週間程度仮固定していた (TJ

screw13例，IP lock3例).しかし，ワイヤー刺入部

の終痛を訴える症例があり， 京IJ入部感染症の リスク

も伴うため，手技が安定 した平成 22年頃からは K

ワイヤーによる仮固定を行わず，外固定のみと して

いる.

[結果]

臨床成績は TJscrew群で excellent4関節， good9 

関節， IP lock 群で excellent6関節， good6関節で

あり， fair及び poorは両群とも O関節であ った.終

痛については，TJ screw群でやlij前:中等度 9関節，

重度4関節から術後 :熔痛無 し10関節，軽度3関節，

IPlock群で術前:中等度 8関節，重度 4関節から術

後:痔痛無し 8関節，軽度 4関節となり，両群とも

有意に軽減もしくは消失した.ADL障害については，

つまみ動作 :TJ screw群(術前:不可 3関節，困難

10関節から術後 やや困難 5関節， 容易 8関節)，

IP lock群(術前:不可 3関節，困難 7関節， やや困

難 2関節から術後:やや困難 2関節，容易 10関節)

(図 2)，ビン蓋開閉 :TJscrew若手(術前:不可2関EiI'i，

困難 10関節，やや困難 l関節から術後:やや困難

7関節，容易 6関節)， IP lock群(術前:不可 4関節i，

困難 8関節から術後やや困難 4関節，容易 8関節)

(図 3)，手をつく動作 :TJ screw 1洋(術前:困難 5関

節，やや困難 8関節から術後 容易 13関節)， lP 

lock群(術前不可 1関節，困難 5関節，やや困

難 6関節から術後 :やや困難 2関節，容易 10関節)

(図 4)となり，いずれも術前より有意に改善 し，術

後にこれらの動作が困難あるいは不可能な症例はな

かった.可動域(平均±標準偏差.以下同)は， 刀

screw群で、掌側外JIiえ:術前 48.4:t12どから術後 65.7

:t 14f ，榛側外転 術前 47.7:t10.9。から術後 65.8

:t 14.4
0

となり ，や!ij後不可主主、に改善「 した.また，IP lock 

訴では掌側外転.討す前 47.1土 16.2。から 術後 60.4:t 

14.5
0

，模側外転 :術前 48.8:t12.1
0

から術後 60.0:t

16.1
0

となり，掌側外11去のみでやI:j後有意に改善を認め

た 術後可動域は掌側外転 憐側外11去とも両群問で

有意差を認めなかった.ピンチ力はTJscrew酎

術前1.8:t1.1kgから術後 2.6:t1.3kg， IP lock群:術

前 2.4:t0.7kgから術後 3.6:t1.3kgとなり， IP lock 

訴のみで術後有意に改善を認めた.握力は TJscrew 

前ー:や!ijjfri14.8:t6.7kgから術後 20.6:t7.1kg，lP lock 

群 :術前 19.5:t6.4kgから術後 25.5:t6.3kgとなり，

両群とも有意に改善したが， 術後握力には両群聞で

有意差を認めなかった.X線学的評何li(TMR)ではs

TJ screw 使用例が術前 30.0:t3.0%，討す直後 26.0:t

3.0%，最終観察fli'i25.0:t3.0%であり， IP lock使用

例が術前 30.0:t3.0%，術直後 25.0:t4.0%，最終観

察時 25.0:t3.0%であった.両群とも有意に術直後

TMR の短縮を認めたが群間での有意差は~!\~く，そ

。〆臼つd
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図5 症例 l 術]IIi 図6 症仔IJ1 術直後 図 7 症例 1:最終観察11寺

図8 症例 2 術前 図9 症仔IJ2 術直後 図 10 症例 2・最終観察|侍

の後は両群とも最終観察時まで安定していた ま

た，アンカーの緩みや掌側への亜脱臼は両群とも認

めなかった.平均手術時間は TJscrew使用仔1)121.7 

土29.8分， IP lock 使用例 93.8::!:19.0分であり， lP 

lock使用例で有意に短かった.

症例提示

症例 1: 65歳，男性，保険業.

主訴 :左母指痛(利き腕.右)

現病歴 :5か月前転落しそうになり， 手すり に掴

まるため左手を強く握ってから左母指痛が出現し

た.その後徐々に終痛が増悪してきたため当科受診

した.初診Il'!fのX線では Eaton分類stage3であった

身体所見:掌側外転 60
0

，椀側外ilii.;60
0

，握力

23kg，ピンチ力 1.7kgであった.中|刊行は装具装着及

び NSAIDsiI'1服で 5か月間の保存的治療を行った

手術所見 :遊離l躍を用いた LRTIr去を施行 した

固定用のアンカーは TJscrewを用いた.手術時間

は 105分であった.

術後経過 術後は 3週間の外固定及び Kワイヤ

ーでの仮固定を行った TMRは術前 0.28，術直後

0.27，最終観察時 0.23であった.;;1，[後 14か月で掌側

外転 60
0

，jffMl!I)外転 75。，握力 30kg，ピンチプJ2.0kg 

であり， "f割高， ADL 障害ともに改善を認め，臨床成

績は goodであ った(図 5・a術前.b術直後 ・c最

終観察時).

症例 2:58歳，女性，販売員.

主訴左母指痛(平1)き腕 :左)

現病歴:1年程前から左母指痛が出現し.徐々に

増悪してきたため当科受診した初診H寺の X線では

Eaton分類 stage4であった.

身体所見:掌側外転 65。ー1尭側外 ;1ま55
0

，j震力

25kg，ピンチカ 2.9kgであった 術部lは NSAlDsI大l

服で 7か月間の保存的治療を行った.

手術所見:遊!被l世を1'1れ 1た LRTIr去を施行し.ア
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ンカーは IPlockを用いた.手や何時間は 89分であっ

た.

術後経過:術後 13か月で廃痛は消失し ADL降害

も改善した.TMRは術前 0.30，術直後 0.28，最終

i観察時 0.24であった.掌側外転 75
0

，榛側外転 75
0

，

握力 28kg，ピンチカ 4.5kgと改善を認め，臨床成績

はgooclであった(図 6:a術前・ b術直後・ c最終

観察時).

{考察]

母指 CM関節症に対する手術療法には関節形成

術，関節固定術，人工関節置換術などの嫌々な方法

が報告されているが，著者らは，除痛効果があり関

節可動域を温存で、きる関節形成術を，全ての症例に

対し第 1選択としている.当初は Burtonらが報告

した LRTI法 21に準じて手術を施行してきた.この

方法は長期的に可動域やピンチ力が維持でき，関節

腔の温存ができるなどの点で広く推奨され，施行さ

れている 31 しかし短所として，大菱形骨半切|徐で施

行しているため，狭い関節腔での操作となり手技が

困難であること， FCR腿の第2中手骨付着部が CM

関節掌側に位置するため，実際の国指 CM関節の

肢位に対するアイソメトリックな位置での靭帯再建

が困難であること 4151 が挙げ、られ，結果と して再

建靭帯の緊張維持が難 しくゆるみが生じ， 第 1-2

中手骨聞のアライメン卜変化に至る可能性がある 31

これらの理由により，現在は，簡便かっ確実に機

能上良好な位置に IMLを再建する方法として，遊

離l腔を用いた LRTI法を施行している.これにより，

十分な緊張での IML再建が可能であり，術後の緩

みを予防することができると考えている.

術後の成績についてであるが，関節形成術におい

てはピンチ力等の筋力回復が不十分になる可能性が

指摘されている 6171 しかし症例は中年以降の女性

が多く.強いピンチ力をそれほど必要としないこと

が多いため， I臨床成績には大きく影響しなかったと

考えた.また，術後の可動域は良好な成績を得るこ

とができた.これは，遊離腿を用いることで第 1-

2中手骨聞の適合性が良く，機能上は支障のない位

置での靭帯再建を行えたことが要因であった と考え

た.画像所見としては，両スクリュー使用例とも術

後TMRの短縮を認めたが，諸家の報告同様，臨床

成績には影響を認めなかった.

次に interferencescrewの比較について述べる.

469 

TJ screwはテーパ一状の構造であり，皮質骨を

screwと移植腔に介在させることで，強固な初期及

び経時的な固定力が得られる.しかし，皮質骨を介

在させて挿入する手技が 狭く深い術野ではなかな

か容易で、はなく，肘 MCL再建例ではあるが，挿入

時に皮質骨がずれて!腿を損傷するケースも経験し

た このため，手術時聞が長守|く傾向があったと考

えた.

一方， IP lockは鈍角なスクリユー形状でに介在

骨を用し 3ず直接骨子Lに挿入し腔を固定するコンセフ。

卜で開発されている(添付文書より).これは，移

植J躍をアンカーで骨子L内に押し込んで蓋をするよう

な印象であ り，狭い視野でも介在骨不要のため挿入

が比較的容易であるため，手術時間の短縮につなが

ったと考えた.一方，症例は高齢女性が多く骨脆弱

性を伴うことが多いため 介在骨を用いないアンカ

ー固定では安定性に若干の不安を持たせる要因とな

っている.この点に対し.骨孔作成用のド リル径に

対応したアンカーサイズよりも 1サイズアッ プさ

せ， 移植艇を骨内に捻じ込むように挿入することで

固定性を上げる対策を講じている 以上の点を踏ま

えると，現在まで使用してきた印象として， CM関

節での靭帯再建においては IPlockで対応可能であ

ると考えられた.

今後の課題と して，再建靭帯の骨子Lの位置をどう

決めるか検討する必要がある 31 CM関節を構成す

る靭帯は anterioroblique ligament， IML， post巴rior

oblique ligament， ulnar collateral ligament， clorso-

raclialligamentの5つが1確認されている 81 しかし，

再建する籾帯は 1本であるため，良好な機能を得る

ためには，これらの靭;舟バランスが最も良い位置に

骨孔を作成し靭帯を再建する必要があると考えられ

る.現在著者らが行っている，第 1.第 2中手骨基

部で中央よりやや掌側寄 りを基準とした骨孔作成

で，機能上は大きな支障のない結果となっている

が， 今後，再建靭帯の位置や強度等について更なる

検討を行うことで，より実用的な再建方法が得られ

ると考えている.

[まとめ]

母指 CM 関節症に対する遊 I~!t 移植腿を用いた

LRTI法を施行し，全例で良好な成績を得た.

靭帯固定に使用した F口screwとIPlockについて

治療成績及び手技を比較検討した.やI~後成績は両i汀

「「
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とも概ね良好であり，平均手術時間は IP10ck群で

有意に短かった.

今後再建靭帯の位置や強度等について更なる検討

を行う必要があると考えた.

[文献]

1) Futami T， et al. Abduction-Opposition Weclge Osteotomy 

in the Surgical Treatment for Osteoarthritis of the 

Thumb CM joint日手会誌 8:728-732， 1991 

2) Burton悶，et al. Surgical management of basa! joint of 

the thumb. Part [[ . Ligament reconstruction with ten-

don interposition arthroplasty. J Hancl Surg 2-A: 324-

332， 1986 

3) 中村修ほか母指 CM関節症に対する関節形成術日

手会誌 24:134・137，2007

4)水関隆也ほか 母指 CMI草間I症に対する靭帯雨ill術
(Eaton-Littler法)の成総 日手会誌 21:428-431， 2004. 

5) 百瀬敏充ほか.母指 CM関節症に対する Weilby関節

形成術の検討.日手会誌 21:756-759，2004 

6) 井上陪史ほか母指 CMI耳|節痕に対する Thompson法

の治療経験.中部整災誌 52:1337-1338， 2009. 

7) 楢附慎二ほか.母指 CMIMI節症に対するWiI節形成術の
検討.日手会誌 27:719-722， 2011. 

8) 今枝敏彦大菱形中手WIP.i'iの紗]椛解剖 日手会話;10・

704-707， 1993. 

-36 



日手会誌(]]pn Soc Surg Hancl)，第 30巻第4号 471-474，2014 

協

ww
w
 

、

受傷後 2週間以降に掌側ロッキングプレートによる

骨接合術を施行した榛骨遠位端骨折の治療成績
ありぞのゆきとも はまだよしき もり こっすけ

有 菌 行 朋，浜田良機，守宏介

機骨遠位端骨折において受傷 2週間以降に手術を した症例の治療成綴を検討した 対象は受傷 15日以上

経過して掌側ロッキングプレー トによる手術をおこなった 20例で 平均年齢 60.9歳.平均経過観察期間

16.5か月.手術までの待機期間は平均 20.9日であった.骨折型は AO分類 TypeA2: 2 {911， A3: 10例， C1: 

4例，C2: 2 {911， C3: 2例であった.このうち関節外骨折 12例を A群，関節内骨折 8例を C群とし.対照

君、{として同時期の症例で 141:::1までに手術をした TypeA19例をB群， Typ巴C27例を D群として関節内と関

節外骨折を別々に比較した.評価項目として X線所見での UV，IT，悶{直と関節内骨折では gap，step-off 

を測定した.臨床成績は，関節可動域と握力の評価を行い，手関節機能評価として Cooneyの評価法を用いた

最終観察時の X線所見で、は 関節外骨折において A群の 円、が対照群に対して有意に劣っていた 関節内骨

折では， C群の IT，UV， gapが対照群に対して有意に劣っており，特に関師、I内骨折で、は早期の手術が必要

である と思われた.

[緒言]

機骨遠位端骨折は，受傷後できるだけ早期に手術

を行うのが重要であるが，実際、の臨床では手術まで

に日数を要してしまう場合もある.この手術の遅れ

の治療成績への影響を検討する為，受傷後， 2週間

以降に掌側ロッキングプレー トによる手術を施行し

た症例の治療成績を検討した.

[対象と方法]

対象症例は 2007年から現在までに，受傷 15日以

上経過 して掌側ロッキングプレートによる手術をお

こなった男 8例，女 12例で，年齢は 24-88歳，平

均年齢 60.9歳.平均経過観察期間は 6か月から 43

か月，平均 16.6か月.手術までの待機期間は 15-

42日，平均 20.9日であった.また，骨折型は AO

分類TypeA2: 2例， A3: 10仔IJ，C1: 4例.C2: 2例，

C3: 2例.使用したプレートは AITUS(MESystem) 

9例， AcuLoc(小林メデイカル)4例， DRV(MIZUHO)

4例， DRP (Zimmer) 1例，DVR (Depuy) 1 siiJ， 

VA-TCP (Synthes) 1例であった.手術が遅れた理

由は，ギプス固定による保存的加療中での骨折転位

5 {911， 受診の遅れが4例，多発外傷によるj支的障害

等によるものが 3例.本人都合が 3例.その他 5{91J 

であった.2週間以降に手術 を行った AO分類

TypeAの関節外骨折 12例を A群，Typ巴Cの関節内

骨折 8例を C群，対照群として同時期の症例で 14

日までに手術をした TypeA19例を B1九 TypeC27 

例を D群とし関節内と関節外骨折を別々に比較し

た.評価項目として X線所見での UlnarVariance (以

下UV)，Palmar Tilt (以下 IT)，Radial lnclination (以

下 町)値を術直後と最終観察時で測定し，関節内

骨折では gap，step-offを術前と術後で測定した

また， 1臨床成績は関節可動域と握力の評価，手関節

機能評{illiとして Cooneyの評価法を用いた.

{結果]

最終観察時の X線所見では 悶 とUVには A群と

Bf打開に有意な差はなかった. しかし ITでは A射

が 2.71
0

，B群 6.63
0

で関節外骨折においては，A若干

の PTが対照群に対して有意に低下していた.関口i、l

内骨折では最終観察H寺の 町 に差はなかっ たが， PT
とUVはC群と対照群 Dtl手間に有意差がみられ，

関節内骨折では手術が遅れると手関E!i'j背屈転位と椀

骨の短縮をみる症例が増加 していた.また，C訴と

受限日 2013/10/11 
みつわ台総合病院整形外科 〒264-0021 千葉県千梨市若葉区若松111]'53l-486 
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図 1 1ft伊111 初診|昨 X線所見 図2 症例11術後X線所見

図3 症fyl12 初診!時X線所見 図4 症仔112 術後2週X線所見 図 5 疲例 2 最終観察H寺X線所見

omの術後 gapと術商igapの差LIgapには，有志

差があり， C 併において術後 gapの矯正は不十分で、

あった.同様にLIsteo-offにおいても有意な差はな

いものの，同様の傾向はみられていた 臨床成績で

は，関節外骨折，関節内骨折ともに握力，関節可動

域， Cooney評価で、両群間にあ きらかな差はみられ

なかった.

症例 1: 66歳，女性.自転車で転倒して受傷，他

院でギプスによる保存的加療をおこなっていたが，

手術希望ということで当科を紹介受診，受傷後 18

日で手術施行となった.当科初診のレントゲンでは

PT _90， UV 1111111，悶 18。であり背屈および、機側への

l11i位を認めた.手術は FCRの機側から約 4cmの縦

切開で侵入，方形囲内iliiを L字切1mして骨折部を

整復 し， APTUS Locking Plaleで固定した.その後

の経過は良好で術後6か月でプレー 卜を抜去した

術後 l年の最終観察時では，手関節回11"1165
0

， f中展

70
0

， iiii 1]先回11'190
0

，巨|外 90
0

，握力は 15.4kgと健

側比 75.9%であった.手関節の違和感はあるが，終

痛はなく Cooneyscore90点で Excellentと良好な成

績であった

症例 2: 73 ttt 男性.歩行中に!l!i倒して受{忽 他

院で 3週間ギプス固定をしていたが，転位が増強し

たため当科を紹介受診，手術となった 当科初診時

レントゲン所見では PT-210

，UV5mm， Rl 18。と高

度の背屈転位を伴った関節内粉砕骨折であり，受傷

後 24EIで手術を施行した FCRの機側より約 5cm

の切開で侵入榛骨動脈を尺側によけ Quaclratusを

し字切開して骨折音1)を露出した.機側で第 lコンパ

ー トメン卜 を露出， )j宛機骨筋)健村着音1)を一音1)切断

し，焼側から背側骨折音1)の新鮮化を卜分行ったうえ

でAPTUSplaleを中枢より固定，背側から K-wire

を挿入して背屈!l!i位を矯正 しつつ， locking screw 

で固定した.正面{象で gapの矯正を試みたが，化

。。
つd
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表 1 X線所見評価(関節外骨折)

* p : 0.0327 

A群 B群

術直後平均 22.6' ( 14~31 ) 22 .5' ( 14~28) 

最終調査時 24.4 11(16 ~30) 22.511 ( 14~30) 

差(L!RI) 1.7911 (0.5 ~7) o 11 (-3~0) 

術直後平均 0.17mm(-2.5 ~3) Omm(-2~ 15) 

最終調査時 0.58 11 (-2 ~ 3.5) 0.5511 (-0 5~2 ) 

差(L!UV) 0.4211 (0 ~2) 0.553 11 (O~ 2) 

術直後平均 3.79' (ー5~10) 6.89' (-3 ~ 17) 

最終調査時 2.71 11 (-5 ~8 ) * 6.6311 (-4~18 ) 

差(L!PT) ー1.0811(-7~0) 0.26 11 (-3~2) 

表 2 X線所見評1i1li(関節内骨折)
エ1< P : 0.0342 '1之*p: 0.0301 

C群 。群

術直後平均 23.1' ( 15~34 ) 22.7' ( 1 6~30) 

最終調査時 22.0 11(16 ~29) 22.4 11 (17 ~ 29) 

差(L!RI) -11311(-5 ~3) 向。3"( 日 ~3)

術直後平均 0.69m01(0 ~ 1.5) 0.2mm(ー2~35 )

最終調査時 2.1311(0 ~5) * 0.89" (-1 ~6) 

差(L!UV) 1.4411(0 ~5) 0.69 11 (0~4) 

術直後平均 3.94' (ー5~195) 8.07' (-3 ~20) 

最終調査時 0.8811 ( ー 15~20) * * 7.6711 (ー 7~20)

差(L!PT) -3.06 11 (ー 15~2) -0.4 11 (-6-2) 

表 3 X線所見評価(関節内骨折 2)

* p : 0.0285 * '" p : 0.0666 

C群 D群

術後 081mm(0~3 ) 0.3mm(0-1 5) 

gap 
術前 1.6311(0.5 -3) 172" (0-3) 

差
1.42"(0-2.5) 

(L!gap) 0.8211(0 -2) * 
術後 0.44mm(0-2) 0.41mm(0-1) 

Step. 術前 0.9411(0 -2) 13111 (0-4) 

otI 差
(L!step- 0.5 11 (O ~2) * * 0.911(0-3) 

。仔)

表 4 臨床成績(閉鎖1外骨折)

平均自動可動域 A群 B ~平

掌屈 66.7' (55-80) 70.8
0 

(50-90) 

背屈 73.3' (60-90) 75.0' (55-90) 

囲内 879
0 

(80-90) 86.6
0 

(70-90) 

囲外 88.3
0 

(80-90) 88.0
0 

(80-90) 

握力(健側比%) 772(65-130) 972(69-132) 

Cooney SCOl.e 92 5(95 - 125) 934(85-100) 

E:-;:cellenl 12例 18例

Good 011 

表 5 I臨床成績(1M]節内情折)

平均自動可動域 C群 D若手

掌屈 62.5
0 

(45-75) 68.3
0 

(40-90) 

背屈 669
0 

(45-85) 72.0
0 

(45-85) 

団内 85.6
0 

(75-90) 85.2
0 

(70-90) 

回外 85.6
0 

(80-90) 89.0
0 

(70 -1 00) 

握力(j建倶1]比%) 736(34-104) 858(393-114) 

Coonev score 913(75 - 100) 922(75-100) 

E:-;:c:ellent 7例 26例

Goocl 111 

骨形成のために矯正は困難で、あった.術後は前腕か

らのギプスシーネ固定としたが，術後 2週の X線

所見で，末梢 lockingscrew4本と，中枢 l本の)Jj1ijii

が生じていた.さらに 2週後， 長母指伸筋l陛断裂を

発症したため，固有示指伸筋!継を使用してl胞移行術

を施行した.術後 3ヶ月半でプレートを抜去した.術

後 1年9か月の最終観察時のX線所見では， PT-15
0

， 

UV5
0

，悶 15
0

で関節症変化もみられている.しかし，

手関節屈曲 55
0

，NI展75
0

，前腕囲内 90
0

，回外 90
0

，

握力 26.6kgで健側比 90.5%と|臨床成績は良好で，

Cooney scoreにおいても 95点と Excel1entである.

患者は，痛みの訴えは全くなく ，毎日の腕立て伏せ

も可能で、ある.

[考察]

侠骨遠位端骨折の掌側ロッキングプレートによる

良好な治療成績は，多数報告さ れており，術後 X

線所見における治療目標は， 円、4-8
0

，悶 18.4-

23
0 ， UV 0.4-1.50

である 1121州 5)当院における 2週

間以内に骨後合術を施行した B群， 0群の治療成

績は， 他の報告と同等の良好な治療成績であった.

-39ー
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一方，受傷後平均 20.9日の手術の成績は， X線所

見では，関節外骨折における PTは 2.71。とわずか

に矯正不足がみられたが 多くの報告で手術適応が

背屈転位 100

以上，UV2mm以上 6)7)8) ということを

考慮すれば， ト分許容できる範囲と考えられる.掌

側ロ ッキングプレー ト後の骨癒合期間が 6.5-8週 9)10)

とすれば，今回の結果から，関節外骨折であれば，

術後 3-4週程度での手術は十分可能であるといえ

る.しかし，関節内骨折においては，症例 2で示し

たようにスクリユーが脱転した症例もあった 原因

としては，高度の短縮転位に対するロッキングスク

リューの固定力不足が考えられる.この症例に対 し

て掌側ロッキングプレートを選択したという適応に

ついての議論は残るが，受傷後早期に手術を行って

いれば，軟部組織も柔軟性がある為， J1見転を防ぐこ

とができた可能性もある.現在，当院では，このよう

な骨片整復が困難な高度短縮症例に対して bridg

ing創外固定器を斤H、た追加固定を行っている受

傷後 2週間以降に骨接合を行った関節内骨折では，

術後平均 PT は 0.88
0

• UV 2.13。であり，特に UVに

ついては，手術適応、を 2mmと考えた場合，明らか

に矯正不足であった. I臨床成績では 2週以内に手術

した症例との差はなかったが， 1I1nar ablltment発症

の可能性が高まるこの 2mm以上の検骨短縮は許容

できない また， gap， step-offについても，術後平

均 lmm未満と全体としては良好に整復されていた

が，術中の矯正率は有意に劣るため，将来の関節症

変化を予防するうえでも，早期の手術が望ましいと

思われた

[まとめ]

受傷後 2週間以降に掌似IJロッキ ングプレー トによ

る骨接合術を施行した焼骨遠位端骨折の治療成績

を， 受傷後 2週間以内に骨接合術を行ったものと比

較検討した.2週以降に骨般合した関節外骨折では

最終観察時の PTが有意に劣っていた.2週間以降

に骨接合した関節内骨折では， PT， UV， gapが有

意に劣っていた 2週以上経過すると閑師、l内骨折で、

は矯正が不卜分となるため 関節内骨折では特に早

期の手術が必要である.
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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の

設置位置と術後 ulnarvariance損失の関係
aw ww 

、
たなかや寸ひと

田中康仁 F料

おもかわしょワへい

面川庄平判ネ
すすきだいすけ

鈴木大介みホ
おのひろし
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北保j閏也

{発骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレー トの ulnarvarianceの術後損失が 1111111以上 15例 (a群)

と1111111未満 84例 (b群)における，手術時年齢とプレートの設置位置について比較した プレートの設置

位置は，手関節i正面X線像で，遠位尺側のスクリュー刺入部から，機骨の月状骨筒近位までの距離 (c) と

遠位機尺関節の機骨縁までの距離 (d)を計測した 年齢は a岩手は平均 56.4歳 bftfは平均 62.2歳で，明

らかな有意差は認めなかった 距離 (c) について a群は平均 2.72111111.b群は平均 2.77111111で I明らかな

有意差は認めなかった.距離 (d)について，a群は王子均 5.01ml11， b群は平均 3.94mlTIで， P 11直が 0.008と

なり，明らかに a群の方が大きかった. uvの矯正損失の大きい群の方が plate設置がより榛側に寄っ てい

るという結果であり，尺側にプレートを設置した方がuvの矯正損失が少なくなると考えた

Ulnar varianceは，標準的に撮影 した手関節正面

像 X線で，模骨長仙に垂直で尺骨遠位関節聞を通

る線と，機骨遠位掌側縁と背側縁の尺側端の中点と

の距離をiWJ定 し，術直後と経過観察最終日の X線

で計測し.その差を uvの術後損失とした.計測し

た日fの矯正損失が lmm以上の a群と llTIm未満

の b群の 2fl'toに分けて比較検討した. 2訴の性別，

平均年齢，骨折型，使用したプレートを表 lに示す.

検討項目は. 2群の手術H寺年齢， プレート設置位

[緒言]

椀骨j皇位端骨折に対する掌側ロッキングプレート

固定の成績不良因子として，やl'f後矯正損失があり，

なかでも臨床的に問題となる術後矯正損失は ulnar

variance (UV)であるため， UVの損失は重要であ

るとされる 1)

ロッキングプレートの設置位置と UVの術後損失

の関連について，今回比較検討したので報告する

対象の 2若干

b群(Imm未満)

84例

(男性20例、女性64例)

62.2歳

A2，14 

A3.8 

82，1 

83.4 

(1，13 

41例

3~1 

33例

3例

」一一一 4~1

0，12 

C2， 32 

_A2，2 
A3，1 

a群 (Imm以上)

15例

(男性6例、女性9例)

56.4歳

3伊|

1例

7例

3伊1

1例

表 1

(3，7 

回一
一明…

[対象と方法]

2007年 1月から 2012年 7月までに当院で焼骨遠

位端骨折に掌側ロッキングプレート固定手術を行っ

た 126似IJから，開放性骨折や模骨銅線固定追加仔1]，

尺骨頚部骨折合併例などを除外 し，なおかつ 3か月

以上の経過観察が可能で、あっ た99例を対象としたー

固定に用いたプレートは， ACUMED社製 Acu-Loc

Distal Radius Plate (Acu-Loc)τ DePuy 社 製 DVR

Anatol11ic Volar Plate (DVR)，日本ユニテック社製

Volar Distal Raclius Plating Systel11 (Stellar)， Syn-

thes社製LCPvolar colul11n clistal raclius plate (LCP)， 

Synthes 社!ï~ 2.4l11m V日riableAngle LCP Two-Column 

Volar Distal Raclius Plate (VA-TCP)の 5種類を使用

した これらに対し後ろ向き研究を行った

41一

奈良県橿原市凶条11If827 
受J¥日日 2013/09/30 

キ平成記念病院 干63'ト0813
M 国保中央病院 整形外科

村本奈良県立医科大学 1¥li形外科
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かな有意差は認めなかった (pニ 0.876). 

最後に距l)j!f(cl)について a群は平均 5.01mm，

b群は平均 3.94mmで分布は図 4のようになった.
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置 (c)及び (cl)を計測し比較した. (c) は，単純

レン トゲンの手関節正面像において憐骨の月状骨

筒掌側近位から遠位尺側のスク リューの刺入部辺縁

までの椀骨長軸に平行な最短距離と定義 した (cl) 

は，単純 レン トゲンの手関節正面像において，遠位

焼尺関節の焼骨 sigmoiclnotchの掌側縁から遠位尺

側のスク リューの刺入部辺縁まで、の梼骨長qilliに垂直

方向の最短距離と定義 した(図 1).有意差検定に

ついて t検定を行い， p<0.05を有意差ありと判定

した

lO 

図2

i単純レントゲン、手関節正面像

(c)l尭骨の月状骨窓近位から遠位
尺側のスウリューの刺入部までの
模骨輸に平行な最短距離

(d)遠位僕尺関節の榛骨縁から
途位尺側のスヴリューの車11入部ま
での模骨組に垂直方向の最短距離

i
山…級

b群のEの分布
35 

30 

25 

a群のEの分布

人2鮮の手術|昨年齢，プレート設置位置 (c)及び (cl)
を言til!lJし比1絞した.

図 1

c(mm) c(mm) 

結果分布 2:距離 c両群問に有意差は認めなかった

(p=O.876) 

b群のdの分布
25 

a群のdの分布

図 3

[結果]

痕例数は a前一 15例と b群 84例であった.結果を

表 2に示す.

年齢について a群は 21ff~から 84 j設までの平均

56.4歳， b wrは 15歳から 90i~'&. までの平均 62.2 歳で.

分布は区12のようになり 明らかな有意差は認めな

かった (p=0.217). 

次に距離 (c) について， a 併は平均 2.72mm，b 

l昨は平均 2.77mmで分布は1)!{13のようになり，明ら 20 

。LLlJ.lーι 一一一
、'_~o， .0，0， ~~号.'やJ争，~C{手，-0，0， ，，，0，0， "，，-0，0， .. 0，0， ... '舎 や
- . . ， - ， - 、!千トw

: LJl~上
人

P値

結果

b群(84例)

表 2

a群(15111]) 

56.4士18.0162.2:!: 18.00 0.217 年齢

d(mm) 

結果分布 3 距:~!~ cl明らかに aI:rの方が大きかった

(p=O.008) 

d(mm) 

図 4

-42ー

0.876 

0.008 

2.77:!: 1.36 

3.94:!: 1.35 

2.72士1.42

5.01士1.66

(c) 

(d) 
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図 5 UVの矯正J員失が lmI11以上と lmm未満に分けて，
d値のROC曲線を作成した

p1i直が0.008となり ，明らかにa群の方が大きかった.

uvの矯正損失の大きい群の方が plate設置がより

機側に寄っているという結果であった.この結果か

ら， UVの矯正損失 lmm以上と lmm未満に分けて，

SPSS version 19を用いて d1Mの ROC[~IMlHfJ平和?を{子

った(図 5).Area Under the Curve (AUC)は 0.681

であった.もしd値のCutoff値を4.25mmにすると，

uvの矯正損失が lmm以上となる症例の 66.7%を

見いだすことができ， uvの矯正損失が lmm未満

となる症例の 38.1%を含めるこ ととなる，という結

果が得られた.

{考 察l
uvの術後矯正損失が 2mlη以上の1:ltは， 2mm 

以下の群に比べて，最終尺側部痛i残存率が有意に高

かったという報告がある 2)が，我々の症例では uv
の術後矯正損失が 2mm以上の症例はわず、か 3例で

あった 我々は，術後矯正損失が少ない方が術後成

績が良いと考え， レントゲンを比較して明らかに術

後矯正損失が起こっていると判断できる 1mmを境

にして比!絞するこ ととした.

今回， uvのやlir後損失が 1mm以上と 1mm未満の

併について， 11=齢による有意差は認めなかった 当

初我々は uvの術後損失の 2mm以上の併は， 2mm 

以下の併に比べて，受傷11寺骨密度が有意に低かった

という報告 2)から， 術後矯正損失が大きい群は，

高齢者が多いだろうと考えた.しかし a併の年齢

分布を見ると，若年者も含まれており，骨折型につ

いても a併は C2，C3が全体の 73%を占めており b
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群の 52%より頻度が高く，高エネルギー外傷など

で術後矯正損失が大きくでる例も存在し，結果的

に，年齢による有意差は生じなかったと考えた.

次に遠位方向におけるプレート設置位置について

だが， 2006年 Drobetzらは実験的に再転位を予防

するには11次骨下骨から 4mm以内にロッキングスク

リューを挿入しなければならないと報告 し， sub-

chondral supportの必要性が強調された 3) しかし，

subchondral supportを得ょうとして，設置を遠位

にしすぎると，屈筋腿損傷 4)や可動域制限 5)を招

くとされる.以上を考脂、して，我々は手術を実践 し

た結果，距離 (c) については a群は平均 2目72:!:

1.42mm， b群は平均 2.77:!:1.36mmであり，概ね 4mm

以内に帰入されており，有意差を認めなかった と思

われた.

一方で棋'自-速位は，背側と比べ掌側皮質骨は有意

に厚くな っている 6)また，模骨の掌尺側皮質骨は

粉砕しにくいこと 7)と，掌尺側部の lunatefacetの

掌側に最も負荷がかかるため 8) 掌側皮質骨の整復

固定は重要であるこ とが示峻されてきた.そして今

回，uvの術後損失が 1mlη未満の群の方が 1mm以

上の群と比べて尺側設置であった.という結果が得

られた.以上から，出来るだけプレー トを尺側へ寄

せて設置することで，比較的丈夫な骨皮質の存在す

る榛骨遠位端の月状骨簡にスクリユーを複数本掃入

できることとなり， UVの矯正損失が減り.結果的

に術後の成績不良因子の改善につながると考えたま

た， ROC I~I線解析から， True Positiv巴が高く， False 

Positiveが低い Cutoff 11直として d値を 4.25mmに

設定すると， UVの矯正損失が 1mm以上となる症

例の 66.7%を含む こととなり， UVの矯正損失が

1mm未満となる症例の 38.1%を含めることとなる

と言えた.しかし， AUCは0.681であり予測能が高

いとは言えなかった.

プレート設置位置の測定法については， CTで設

置位置を測定する方法に比べて，撮影肢位が変わり

やすい単純 X線は誤差が生じやすい点が問題とし

て考えられる.しかし，手術は CTではなくイメー

ジを使用して施行するため 手術での設置位置に反

映するために単純 X線を使用 した. 今回は可能な

限り正{確な槻彩服位でι詰影 し. 一人の検者が測定を

行うことで測定誤差を減らすように心掛けた.

今回の研究の問題点として，プレー ト問での比較

検討を行っていないことが挙げられる.また，機側

つJ
A
M守
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にプレートを設置しでも術後矯正損失の起きない症

例もあり，今回検討した項目以外にも骨折型や軟部

組織損傷の程度や骨密度など様々な術後整復位損失

が起こりえる因子も考えられる.今回の研究で、は症

例数に限界があり ，今後さらに症例数を増やして検

討項目を増やしていく必要があると思われる

[まとめ]

焼骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート

の設置位置について，より尺側にプレートを設置し

た方が uvの矯正損失が少なくなると考えられた.

[文献]
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Polyaxial Locking PlateとMonoaxialLock Plateによる

AO分類 C型携骨遠位端骨折に対する治療成績
aw 

締
山川

、、
そのはともとき

園畑素樹 1::i

つのどけんじ

角田憲治市
あさみあきひニ

浅見昭彦 i

いしいひでき

石井英樹司

[目的]挽骨遠位端骨折に対するロッキングプレートは， スク リューの固定角度を選択できる polyaxial

locking plate (PLP)と固定角度が一定の monoaxiallockingplate (MLP)の 2種類がある.今回著者らはこ

れら 2つのコンセプ 卜のプレート で検骨遠位端骨折を治療 し，成績を比較した

[対象と方法]当院にて治療 した AO分類C型機骨遠位端関節内骨折 68手を対象と した.使用プレー トは，

APTUSとDVRの 2種類で，術後の関節可動域，握力 と，単純 X線撮影での UV，VT，則， Gap， Step off 

などを評価した.

[結果]関E!i'j可動域や握力は全ての群で健側比 80%以上へ改善 し，単純X線学的評価も含め，全ての項目

で有意差はなかった.しかしAPTUS若手の中に ロッキングスク リュ一転位に伴う矯正損失症例を認めた.

[考察]どちらの plateも同様に良好な成績を得ることができた. しかし， それぞれのプレー卜 で術後軽度

ではあるが転位をきたす症例があり，注意が必要である

た.男性 12手，女性56手で，平均年齢は 64.8歳 (26

-87;:1&)，平均経過観察期間は 16か月 (4-26か月)

であ った. AO分類による骨折型は Cl.lが 10手，

C1.2が l手， C1.3が 1手， C2.1が 5手， C2.2が 14

手， C3.1が 21手，C3.2が 12手， C3.3が 4手であ

った尺骨遠位端の骨折を 40手に合併し，茎状突

起基音1)骨折の 25手中 24手は lensionband wiringに

よる骨接合を，骨幹端骨折の 2手はロ ッキングプレ

ート固定を行った.茎状突起先端部骨折の 13手と

基部骨折の l手は保存的に治療したーAPTUS使用

例は 46手あり，そのうち遠位列のみで固定する Sin-

gle-tiered Subchonclral Support (SSS) 法を使用し

た症例が 26手， DSS i去にて治療 した症例は 20手

であった. DVRを使用 した症例は 22手で，全例

DSS i去を用いて治療 した.そのうち，AO分類 C3

型の中で関節面中央に陥没を認めるよう な骨折 7手

にs-TCPの人工'情移植を行っ た.MP関節の{r!1展拘

縮を予防するため，術後 2から 5日聞は MP関節

を屈曲位でギプス シーネ固定した. I堕脹が改普ェし，

手指の自動運動が困難なく可能となってから可動域

訓練を中心にリハビリテーションを行った

|臨床評価として最終経過観察時の関節可動域と握

[緒言]

機骨述位端骨折に対するロッキ ングプレー トに

は，大きく分ける と遠位ロッキ ングスク リユーの固

定角度を設定範囲内で選択できる polyaxiallocking 

plate (PLP) と固定角度が一定の monoaxiallocking

plate (MLP)の 2種類がある それぞれのプレー

卜には特徴がありきどちらのプレートも良好な成績

が報告されている.Double-tierecl Subchondral Sup 

port (DSS)法は Orbay1)が提唱した方法で，近位

列より関節商背側を，遠位列で、関節問中央の軟骨下

骨を支持する方法で，著者らはその良好な成績を報

告川 して きた.本研究の目的は，腕骨遠位端骨折

に対 し，PLPによる Single-tieredSu bchondral SUp-

portと， PLPと MLPそれぞれで DSS法を行い，そ

の治療成績を検討することである

[対象と方法]

2008年 4月以降に治療した焼骨遠位端骨折 135

手のうち MES社製 APTUS'"locking plate (APTUS) 

とB10MET社製 DVR⑧んlatomicVolar Plate System 

(DVR)によ って治療した AO分類 C型の関節内骨

折で， 4か月以上経過観察を行った 68手を対象とし

佐賀県佐貨市兵庫南 3丁目 8-1

に
d

A
斗
・

干849-8522
受迎日 2013/10/02 
牟佐賀社会保険病院整形外科

牟事佐賀大学整形外科
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力(健側比)を測定 し， 各群聞で比較した 総合臨

床評価としては日本手外科学会手関節評価を使用

し，合併症の有無も評価した.x線学的評価として

は術直後と最終経過観察時の ulnarvaliance (UV)， 

volar tilt (vr)， radial inclination (悶)を測定 し，

術直後と最終経過観察時の差を矯正損失値として各

群間で比較した.各群聞の比i肢には Studentのt検

定を用い， 危険率 0.05未満を有意差ありとした

また関節面の評価としては， gap， step off，および

経過中のロ ッキングスク リューの転位の有無もlii伝習

した.

[結果]

臨床評価は，関節可動域と握力ともに良好に改善

し，各群聞に有意な差を認めなかった(表 1).総

合臨床評価は， APTUSによる SSS法を使用した群

が優 25手，良 l手で， DSS r去を使用 した群が優 19

手，良 1手であった.DVRにて DSSi法を使用 した

群も優 21例，良 1手であった.各群とも可や不可

はなかった.合併症は， APTUS群で SSSr去を使用

した症例で一過性の正中神経隙害をl手に認めた.

特に治療をすることなく ，I当然il歪快した.

X線学的評価で、は UV，vr，町と もに，矯正損

失値には各群聞で有意差を認めなかった.術直後

1ll1m程度の gapを6例に， 0.5mm程の stepoffを

3手， lmll1程度の stepoffを 1手に認めた.最終経

過観察時には新たな gapやgapの噌強などはなか

ったが， 1手に 0.5mmと もう 1手には 1mm程度

の stepoff増強を認めた.また PLPによる SSS法

を使用した群の 3手と 2予IJ目を 1本のみで DSS法

を使用した l手でロッキ ングスク リューの転位を認

めた(表 2). それに対し MLPを使用 した症例の

うち，掌;側尺側の骨片が小さい粉砕骨折の2手で掌

側尺側の関節内骨片が転位 したこ とによる矯正損失

例を認めた.

症例を提示する.症例は 77j誌の女性で，転倒に

より受傷し，骨折型は AO分類の C3.1であった

APTUSにて骨抜合術を施行したが，最終経過観察

表1 臨床評価(平均値±標準偏差)

Plate APTUS DVR 

固定法 SSSi去 DSS;:去 DSS法

ROM(" ) 

背屈 77.4::1::.7.8 72.5::1::.11.5 73β士7.6

掌思 63.2::1::.11.1 57.0士10.1 62.1 ::1::.11.3 

機屈 17.5::1::.5.4 17.4::1::.5.7 17.1 ::1::.6.2 

尺屈 31.7士4.4 32.9::1::.6.6 30.5::1::.5.8 

国外 89.8::1::.6.6 90.3士6.0 90.0::1::.5.4 

回肉 87.5士5.4 85.5::1::.7.6 85.9::1::.5.8 

握力

(健側比百) 87.7::1::.19.6 88.4::1::.14.7 84.8::1::.18.5 

表2 X線学的評価と似子の転位(平均値±標準偏差)

Plate APTUS DVR 

固定法 SSS;去 DSS;去 DSS;.去

UlnarValiance 0.26土0.49mm O.20:!::O.36mm 0.20:!::O.31mm 

VolarTilt 0.31 :!::O.95
0 

0.45:!::O.92
0 

0.36:!::O.64。

Radiallnclination 0.23 :!::O.95
0 

0.21 :!::O.52
0 

0.32:!::O.63
0 

蝶子の弛み 3手 1手 0手

時に ロッキン グスク リユ ーの転位を認め， vrで4 図 1 症例 A受傷時 B.術直後 C最終経過観察11寺

度.uvで1.5ll1mの矯正損失を認めた(図 1).I臨

床成績は11であった.

予IJで使用することで，より多くの関節面軟骨下骨を

[考 察] 支持する ことが可能であることや，その手術手技が

DSS法の利点はロッキ ングスク リューやピンを 2 掌側のみで対処可能な点があげられる.DSS法が

46 
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図2 PLPの設置位置によるスクリユー刺入角度の違い.
A近位設置では 1，2 JIJ固ともに背骨!IIの関節面を支
持するよう刺入される B.迷位設誼 (DSS法)で
は171J目が中央を， 271]目が背恨11の関節商を支持す
るよう車IJ入される.

使用可能なプレートのなかでも MLPのメリットと

してはロッキングスクリューの固定力の強さがあげ

られ， PLPと比較すると一般的には術中透視時間も

短い とされている それに対し PLPの利点は，榛

骨遠位骨幹端の掌側面の形状や骨折線の位置に合わ

せてプレートを設置可能であり，その設置位置にか

かわらず，至適位置へ自由にロッキングスクリュー

を挿入し易い点があげられる(図 2).また関節内

粉砕骨折でも骨片を選択的かつ確実に軟骨下骨を支

持できることも利点と考えている(図 3)

APTUSはロッキングスクリューの刺入が，すべ

ての方向で 15度の自由度を有する PLPで，良好な

成績が報告されている 4151 その問題点はロッキン

グスクリューのi低位や脱転とする報告が散見され

る.川崎ら 61はAvrusによる治療で良好な成績を

報告 しているが， 28例中 6例にスクリューの転位

をd:2めたとしている.また田口ら 7)も APTUSでは

481 

ないが PLPである Stryker社製の Matrixを使用

して治療した 61例中 4例にスクリューの転位を認

めたとしている.これらのプレートはロープロファ

イルで薄い上， PLPであるためにロッキング機械の

破綻を来しやすい可能性がある.またロッキングス

クリューを不適切な刺入角度で固定することや，そ

の締め具合が不十分であるなどの術者の技術的な問

題点も考えられる.

PLPを使用する際のロッキング機構破綻への対策

を考察した. 著者ら の症例でも SSS法による 3手

と211J目が尺側 1本のみで DSS法を行った l手で

軽度ではあるがロッキングスクリユーの転位を認め

た 臨床成績に有意な差を認めなかっ たが.スクリ

ユーの転位を認めた症例は単純X線学的な評価に

おいてもilii位を認めた.開館I症が発生する可能性を

減少させる意味でも， 2列目も全て固定する完全な

DSS法を使用することや， PLPでも他のより厚み

のあるプレートを選択することがロッキング機構破

綻を予防するために重要であると考えている.術者

の技術的な問題点としては，ロッキングスク リュー

の刺入角度については，適切な角度での刺入の重要

性を周知し，正 しい手技を徹底することが必要であ

る.またロッキングスクリユーの締め具合が不十分

であることについては， PLPにおいてその最終の締

め込みを術者の力や感覚に依存していることも大き

な要因をしめている.より確実で，かつ PLPを初

めて使用する術者でも適切に固定できるような方法

の開発も必要である.そのためには，適正トルクを

かけられるレンチを開発し使用することも有用であ

ると考えている今回の PLPとMLPの治療成績は，

両群聞に有意な差を認めなかったものの， MLPの

図 3 PLPによ り背側尺似11の骨片を選択的に固定している

勺

t
A
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482 PLPとMLPによる榛骨遠位端骨折に対する治療成績

単純 X線学的評価において， 2症例 stepof[の増強

を伴う転位を認めた これらは掌側の骨片が小さく

粉砕されていた症例であった. 近位設置でかつプレ

ー ト自体の大きさ が小さい DVRでは，骨折型によ

ってはたとえ DSS法を使用 しでもその固定に限界

があることが示唆された.全ての骨折型を，単一の

プレートで匝|定する ことは難 しく，それぞれのプレ

ー トの特徴を把握 して，的確に選択使用 してい くこ

とが重要である.

[まとめ1
1) PLPと MLPによ る DSS法では，同若手間に差

はなく良好な成績が得られた

2) PLPではスク リユーの転位や脱転を合併する

ことがあり，注意が必要である.

3) MLPでも DVRは近位設置でプレー ト自体 も

小さいため，粉砕 した関節内骨折の治療には注意が

必要である.
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物中、二
榛骨遠位端骨折に対するPolyaxialLocking Plate:Synthes 
VA-TCPの治療成績一術後掌側亜脱臼を生じた再手術例
に対する考察を中心に-
ほそかわたかふみ おかだ じゅんこっ たかぎしけんじ

細川|高史ヘ岡田純幸ぺ高岸憲二民一

i懐骨遠位端骨折に対し Synthes社製 PolyaxialLocking Plate VA-TCPを使用し術後 3か月以上の経過観察

を行えた 40例を調査した. Cooney scoreは平均 85.8点，矯正損失は ulnarvariance 0.52mm， volar tilt 0.16
0 

， 

radial inclination 0.66
0

と諸家の報告同様良好といえた. しかし術後に掌側月状骨嵩骨片が転位し掌側亜脱臼

を起こした AOC3Typeの 1例に両手術を要し bridging型創外固定を併用した VA-TCPは様骨遠位端骨折

に対して有用だが掌側月状骨嵩骨片を伴う関節内骨折には卜分な適応 術式の検討が必要である

[緒 言]

椀骨遠位端骨折の治療は現在掌側ロッキングプレ

ートが主流であり，遠位スクリユー設置角に自由度

がある PolyaxialLocking Plate (以下 PLP)も普及

してきた. 今回著者 らは榛骨遠位端骨折に対し

Synthes社製 PLPである VA-TCPの治療成績を調査

した.術後掌側亜脱臼を生 じ再手術を要 した 1{91jに

ついても考察を交え報告する.

{対象と方法]

対象は 2011年 4月か ら2012年 12月までに様骨

遠位端骨折で VA-TCPを使用し手術を行い，術後 3

か月以上の経過観察を行えた 40例である.調査時

の平均経過観察期間は 5.6か月 (3-12か月)，平均

年齢、 63歳 (22-85歳)，男性 16例，女性 24例，右

18例， 左 22仔1]，骨折型は AO分類で A2:9仔1]，

A3: 11仔1]， B3: 2仔1]， C1: 8例，C2: 4例，C3: 6 

例であった.手術は全例焼側手根屈筋!陛榛側から進

入 し長母指屈筋!健は尺側によけた. 方形田内筋は l

例のみ温存 し，他は全て縦切開し術後に可及的に修

復 した 骨片を整復したのち，キルシュナー鋼線で

仮固定しプレートを設置した.背側骨片の粉砕が強

い症例や C-Typeで背側月状骨笥骨片を伴うもの

には doubletiered subchondral support 法(以下

DSS 法)を行った1) Condylar stabilizing 7去を行った

症例はなかった.骨移植，人工骨移植を行った症例は

なか った.C2， C3 (再手術時)の各 1olJに bridg-

ing型創外固定を併用した 尺骨遠位端骨折を伴う

ものはプレー トあるいはキルシュナー鋼線固定をお

こなった.尺骨茎状突起骨折は，機骨固定後にあき

らかな遠位機尺関節の不安定性を有する例に ten-

sion band wiringを行った.

調査項目は使用サイズ¥臨床成績評価として

Cooney score， X線評価として受傷時，やl'i直後，最

終評価時の ulnarvariance (以下 UV)，volar tilt (以下

VT)， radial inclination (以下町)を計測 した.また

術直後から最終評価時の差を矯正損失とし pairedt 

testで検討した. p<0.05を有意差ありとした.

[結果]

全例で骨癒合が得 られた.使用サイ ズは extra

small: 10例， small: 25例，standard: 5例であった.

手関節可動域は背屈 71.3(50-90r，掌屈 61.5(30 

-90r，国外 85(60-90r，囲内 72.9(25-90)。で，握

力のX-H建侭IjJ:tは81.3(40-147) %であ った.Cooney 

scoreは平均 85.8(60-100)点で，Excellentl7例.

Good12例， Fair9仔Ij，PoorO例，不明 2例であった

合併症として g 母指球部のしびれ僕骨神経浅校領

域のしびれ，術後掌;側亜脱臼をそれぞれ 1{9ljずつ認

めた. 掌側亜脱臼を認めた症例は再手術を行っ た

'受f望日 2013/09/27 
*深谷赤十字病院整形外科 T 366-0052 I*J玉県深谷市上柴111]商 5-8-1

H 日高病院経形外科

*キキj汗馬大学大学院医学系研究科整形外科学
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484 様骨i室位端骨折に対する VA-TCPの治療成績

図 1 術前XPAO C3Typeの骨折を認めた

図2 術前 CT

X線評価は， 術直後と最終評価時で， UVが0.91mm，

1.43mm， VTが 12.1
0

，11.9
0

，悶 が 20.8
0

，20.1
0

，矯

正損失は uvが0.52(-3.1-2.2) mm， VTが0.16(-10 

-4)"，町 が 0.66(ー2-10)。であった.uv (p=O.OO) 
と Rl(p=0.046) で有意差をみとめた.

[症例呈示(再手術例)](図 1-5)64歳，男性.

現病歴:木から墜落 し受傷 した.AO C3lypeの左機

骨遠位端骨折を認めた.右上腕骨遠位端骨折，両側

大腿骨遠位端骨折，左JJ奈葦骨骨折を合併していた.

同日右大腿骨に創外固定を設置，受傷 7日目に両下

図3 術直後 XP 掌IftlJ月状骨街骨片はスクリュ一回定さ

れておらず，プレートでも十分抑えられていない.

図4 術後掌似II!IE脱臼

J]支，左焼骨のrfJ!JIll的手術を施行した.I禁日Tri聞の粉砕

が強く，掌側月状骨筒骨片も存在した.Small size 

のプレー卜を使用し DSS 法で内固定を行った • WI 
後は 3週間の外固定を予定したが.術後 1迎で掌側

月状骨街骨片の転位と掌:側!rr!JJ)~臼をみとめた . 右上

l腕骨述位端骨折のiitIJJ'll的手術ののち， Ilii位後 2:iBi!で

再手術をおこな った.再手術では bridging型創外

固定を併用したー同プレー トを一旦抜去後，なるべ

くストレートにペンデイングし， butlressとして遠

ハUR
d
 



榛骨遠位端骨折に対する VA-TCPの治療成績

図 5 最終診察時XP

位に再設置，掌側月状骨筒骨片を抑えた 月状骨を

尺骨からキルシュナー鋼線で固定した. fi1手術後 4

週でワイヤ一，倉IJ外固定を抜去 し可動域訓練を開始

した.術後 10カ月で左手関節背屈 65
0

，掌屈 45
0

，

回外 60
0

，回内 90
0

，握力対側比 143%，Cooney score 

75点 (Fair)で現在フ ォロ一中である. 今までのと

ころ長母指屈筋腿損傷の合併は生じていない.

[考 察]

本プレートの使用経験に関する報告は複数あり，

著者らの成績も諸家の報告同様に良好であった 2)3)

VA-TCPの特徴を列挙すると，3種類のサイズバリ

エーションがあり日本人にも適合しやすいー4つの

柱状スレッドをもっ円錐状スク リユーホールと，球

状のスク リューヘッドという特殊な形状の:t15度

可変式 PLPであり，スクリューを意図する方向へ

挿入可能である.ガイドを用いて FixedAngleでの

スク リュー固定も可能である. トルクリ ミテーシ ョ

ンドライパーにより適当な強度でスク リューの締め

付けが可能であることなどが挙げられる.

再手術例について，I三|験例は術後掌側月状骨笥骨

片の転位に伴い掌側亜JJ日臼を生じた. B3Typeでは

術後の掌側亜脱臼の報告が散見され，いずれも掌側

月状骨筒骨片が術後再!lIi位をおこしている4)5)6) 河

本は掌側ロッキングプレー トによる掌側転位型機骨

速位端骨折の治療成績を調査 し，掌側月状骨詰が粉

砕し掌側プレートによる保持が困難であった B3と

485 

C3の各 1例に掌側亜脱臼を生じたと報告 した 7)

掌側月状骨簡は shortradiolunate ligamentが付着 し

radiolunateの安定性に重要であるが S) Harnessら

は報告の中で掌側月状骨簡は解剖学的に突出してお

り，負荷がかかりやすく通常の掌側プレートでの支

持は困難であると述べている 5) 自験例は初回術後

のX線で掌側月状骨嵩骨片がスク リュー固定でき

ておらず，プレート 自体の bultress効果も不十分で

あったため，骨片の転位， 掌側亜脱臼を生じたと考

えられた.VA-TCPは近位設置型プレー トであり，

他の近位設置型ロッキングプレート同様，小さな掌

側月状骨商骨片をスクリ ュー固定することはできな

い. 自験例はプレート をス トレートにペンデイング

して遠位に設置 したが，本来近位設置用のプレー ト

を連位に設置することは形状的に buttressには不向

きであるし， Watershecl lineを乗り越え長母指屈筋

l腔損傷の リスクも高める 1) 遠位設置型のプレート

を選択し， buttressとして使用することが重要と思

われ，その際に遠位スク リューが polyaxialに挿入

可能であると，掌倶Ij月状骨禽骨片の固定，その他の

関節面骨片の固定. DSS法の併用など，有利な点

が多いと考えるが，この条件を満たすプレートは現

状では存在 しない. プレートの設置位置不良と長母

指屈筋腿損傷についてはすでに周知 されている

が 1) そのリス クを冒しで も掌{WJ月状骨筒骨片をプ

レー卜で抑える必要がある症例も存在すると思われ

る.骨癒合後はできれば早期に抜釘を したほうがよ

いであろう .平出 らは C3Typeの関節面粉砕骨折に

ついて，白験例とプレー トの種類は異なるが，近位

設置型プレー トの限界と遠位設置型プレートの使用

につき同様な考察をしている 9) 掌側亜脱臼例に対

しては創外固定の併用ベアンカー，キルシユナー

銅線による骨片および racliocarpalの固定，プレー

ト固定 6)の報告があるが， 掌側月状骨寓骨片を伴

う粉砕の強い C3Typeには，遠位設置型掌側ロッキ

ングプレー ト+倉IJ外固定が良いと思われた.~IJ外固

定の併用期間について，1尭骨遠位端骨折診療ガイド

ライン 201210)では掌側ロッキングプレート固定後

の6週間の外固定(創外固定ではないが)は術後成

績に影響 しないとする高いレベルのエビデンスもあ

るとされ，粉砕の強い症例や掌側亜脱臼の両手術例

では 6週間ほどの併用も有効と考えられた

-
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[まとめ]

(1)槙骨遠位端骨折に対する SynthesVA-TCPの

治療成績 40例を調査し良好な結果を得た.

(2) AO C3Typeの1例に術後掌側!lEIJ児臼を生じ

再手術を要した. 掌側月状骨稿骨片を有する骨折で

はプレートの適応，術式の選択は慎重に行うべきで

ある.
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榛骨遠位端骨折に対する

“標準的"掌側ロッキングプレート 固定法
いまたに じゅんや ニんどう ひでのり もりたに しろう まえ だかずしげ きり た ゆき

今谷潤 也，近藤秀則1. 森谷史朗，前 田和茂， 桐 田由季子

j隣国P遠位端骨折に対する掌側ロ ッキングプレー ト固定法は，その良好な初期固定性から急激に普及した.

その一方で、，術後合併症と して伸筋腿および屈筋腿障害，スクリユーの関節内穿孔をはじめとする implant

failureなどが報告されており ，二次的手術を要するような重大合併症は他の術式よりもむしろ多いという

systematic reviewもある.さらにその原因の多くは術者のテクニカルエラーによるとの報告が散見される.

今後，本法をより安全 ・安心な術式とするためには，人工関節手術のように一定のステップに沿った，使用

するインプラン 卜によらない術式の “標準化"が必要と考える.今回我々が行っている桜準的手術方法の一

案とその治療成績，合併症などにつき報告する.

[緒 言]

不安定型機骨遠位端骨折に対する掌側ロ ッキング

プレー ト固定法は，その良好な初期固定性から急速

に普及 し，ゴール ドスタンダードとまで言われるよ

うになった. しか し最近では，本法術後に生じる

様々な合併症が報告されており，その要因として

は，手術自体のテクニカルエラーといえるものが多

数を占めるとの意見もある 1)2) 今後，本法をより

安全 ・安心な術式とするためには，人工関節手術の

ように一定のステップに沿った.使用するインプラ

ン トによらない術式の “標準化"が必要と考える

今回当科で行っている掌側ロッキングプレート固定

法の標準的手術手技の一案を提示するとともに，そ

の治療成績，合併症などにつき報告する.

[対象と方法]

症例は当科で標準的手術手技を用いて掌側ロッキ

ングプレート固定法を行った 79例であるー男性 19

例，女性 60例，平均手術年齢は 66.2才であった

骨折型は AO分類でA型が 28例，s型が 3例， C

型が 48仔IJであり ，使用されたインプラン トはAcu

loc (日本メデイカルネクスト社)9例，DVR(バイ

オメッ卜 ・ジャパン社)32 f91J， VA-TCP (Depuy Syn・

thes杜)25仔11.VariAx (日本 Stryker社) 13例 で

あった.経過観察期間は平均 6カ月であった 最終

治療成績は日本手外科学会手関節機能評価(以下日

手会評価)および Disabilitiesof the Arm， Shoulclel 

ancl Hancl score (以下 DASH score) で評佃iした.

また術後合併症についても検討した.

以下に標準的手術手技を具体的に示す 全行程

は，次の 5つのステップで構成される.すなわち，展

開，整復，プレー 卜設置，スクリュー刺入と確認，

屈筋腿走行床の再建である.代表症例を用いて各行

程を順に示す.52歳，女性で，背側粉砕を伴う不

安定型である. CTでも cliepunch骨片の約 2mmの

転位を認め， AO分類 lypeC2である.

(Step 1，アプローチ ・局所展開.図 1)trans-FCR 

アプローチを用いている.模骨茎状突起， FCR，模

骨骨幹端部などをメルクマールとして皮膚切聞を加

える.続いて皮 F組織を剥離し，皮切の様側で

FCRll住を同定する メスにて FCRll建鞘を縦切した

後，これを遠位方向そして近位方向に拡大する 次

に同胞をよけ，その走行床を鋭的に縦切する 遠位

では骨折部及び方形囲内筋が，近位では長目指屈筋

の一部が露出される.骨折古11より近位の展開に移

る.後側に縫い代を残して方形回内筋を骨膜ととも

に一気に縦切し，ラスパ トリウムを用いて愛護的に

最小限の範囲，骨膜下に剥離する.骨折部について

は，この後の整復・ 内固定の操作を行うにあたって

良好な視野を確保すべく，その様側部から尺{![IJ音11ま

受:Jill日 2013/09/28
岡山済生会総合病院整形外科 〒700・8511 岡山県岡山市北区伊楕IIIf1-17-18 
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図 1 Step 1 trans FCR approachと方形回内筋遠位部
および IMFzoneの剥rnf1展開方法 ほぼ骨折部で

横切(破線)，遠位'白片の正中を縦切(実線)する.
同操作は，必ずメスを用いて鋭的に，かつ丁寧に

刺:4ftする.安全なプレート殻凶を行うのに必要十
分な範囲を展開する(矢I=P，I'Pし:長母指照的)腿，
FDP 1I :示指深指屈筋l陛)

図 2 St叩 2 骨折1111の援復.仮固定 1)愛護的な牽引，
2)掌尺側骨片(し、わゆる keysto n e) の正確な~復.

症例によっては iく wire の先端を ' I~J 折古11に押入して

挺子の要領で整復を補助する uけLr:P)，3) racli-

al shi仕の盤復(中丸印)， 4)背!吊転位の強復(左
太矢印)，5)茎状突起骨片の鐙i反 6)仮回定(右:
矢印)

でー|づ?な範囲をメスにて鋭的に展開する これによ

り整復位の獲得など、の後の手術手技が容易になる.

次に骨折音11より遠位部分に移るが，この方形回内筋

速位部およびいわゆる intennecliatefibrous zone 4151 

図 3・1 Step 3 プレート設置.使用するプレー トの
回有の watershecllineを越えることなく 至巡
位世にプレー トを設置し，かつプレー ト退位

縁sIIを椀骨掌側面に確実に密着させる(矢印)

(以下 IMFzone) の剥離展開方法には注意が必要で

ある.当科では，遠位骨片の正中を縦切し， 笑際に

使用するプレー トが安全に設置できるよう，十分な

範囲を剥1~1i:展開している . 同操作は， 鈍的な剥 lil[t と

なりやすいラスパ トリウムではなく， 必ずメスを用

いて行い，必要 卜分な範囲を鋭的に，かっ丁寧に剥

離する.これにより後の同部の修復が容易になる.

(Step 2，骨折昔日の整復 ・仮固定，図 2)掌側ロッ

キングプレー ト固定術後においては，保存的治療の

場合のような大きい転位の許容範囲はなく，できる

限り解剖学的整復を目指さなければならない 2)3)

背屈および回旋変形の遺残は術後の屈筋腿障害の原

因となるため特に注意が必要で、ある.すなわち，手

部を助手が把持 して遠位方向に持続的かつ愛護的に

牽引 し，固定性の獲得に最も重要な掌尺側骨片(し、

わゆる keystone) を確実に整復する.症例によっ

ては Kwireの先端などで骨折部に挿入 して挺子の

要領で整復を補助する . 次にWI~剖学的に整復さ れた

掌側骨片を基点にして，遠位骨片の背屈変形や ra

dial shi仕を確実に矯正する.本例では cliepunch骨

片も徒手強復されたので 主骨折部の Kwilでによ

る仮固定を行った.

(Step 3，プレー 卜設置，医13-1，2)術前の作|豆|

および使)-1:1するプレー トの遠位骨片に対するスク リ

ユー刺入位置 -方向も考慮し，テンプレートを用い

て， X線透視下にプレートの設置位置を最終決定す
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“標準的"様骨遠位端掌側ロッキングプレート固定術

図3-2 Step 3 プレート設置.使用するプレートの
固有の watershecllin巴を超えることなく 至適
位置にプレートを設誼し，かつ母指でプレー
ト述位縁を侠骨掌側面にl確実に符着させる

(口)，0はエスマルヒ駆血相'

る.インプラントを Kwireで至適位置に仮固定 し，

再度 X線透視下に前後，側面像でプレート設置位

置を確認する使用するフレートの固有のwatershecl

lineを超えることなく至適位置にプレートを設置

し，かつプレート遠位縁部をm骨掌側面に{確実に密

着さ せる 1121314151 長母指屈筋l腿および示指深指屈

筋l陛が走行する領域において，プレートが椀骨より

掌側に突出しないデザインのプレートを選択すべき

である.またロッキングプレートが導入された際に

提唱された原則の一つ，すなわち“ロッキングプレ

ー トは骨表面に密着させる必要はなし、"という原則

は同部分には全く当てはまらない 本操作は術後の

屈筋l陛障害を回避するために非常に重要である.

(Step4，スク リユー刺入 ・最終確認，図4)通常は，

近位ダイナミックホールの中央部に皮質骨スクリユ

ーを挿入する.最初にダイナミックホールを利用す

ることで，必要があればプレートの設置位置を微調

整することができる.また遠位部スクリユーを軟骨

下骨にできる限り近接して刺入したり， cloublecl-

tierecl subchonclral supportを目指して挿入したい場

合には本スク リューは緩く挿入しておき，先に遠位

部スクリユー挿入に移る.ここからが最も重要な操

作となる.すなわち，手背部にエスマルヒ駆I(lL帯を

置くなど して背屈変形の再発を防ぎつつ，母指でプ

レー 卜 遠位部を ~尭骨遠位掌側面にしっかりと押し付

けることで，N度プレートの最遠位縁を椀骨掌側面

に確実に密着させる(図 3-2) また IMFzoneを被

489 

リスター結節

図 4 Step 4 スクリュー固定最終確認 左上 :背側

l1ISでのスク リュー先端の突出はイ111筋腿附需の原因

となる，右上 ・掌(HlIではプレートに速位部スクリ
ユー!確実にロックさせ，スクリューヘッドの突出
をI抑止する.下.リスター結節部分ではit!ll定誤差
に注意する(文献 2より引用)

う軟部組織をプレートの下に敷きこまないように注

意する.ここで，遠位台1¥スクリューの挿入に移る.

一般的にはやや筋腿障害を回避するために， ドリルで

背側皮質は穿孔せず，またスク リュー長も実測値マ

イナス 2mmを目安と して選択する.背側部でのス

クリュー先端の突出は伸筋l陸障害の原因となるた

め，スクリュ一長の決定は慎重に行う.特にリスタ

ー結節部分で、は測定誤差に注意する 11 プレー トの

遠位縁が“浮きあがる"ことなく，榛骨掌側面に十

分に密着 していることを確認する.X線透視下に

様々な方向でスクリユーの関節内穿孔や背側突出な

どがないことを，静的にも動的にも確認する 日I 近

位部スクリューを挿入して内固定術を終えた後

DRU]の安定性等も確認するー

(Step 5，屈筋l陪走行j末の再建 ・閉倉1)， 匡15)直視

下および透視下に，プレートの遠位縁の焼骨掌側面

への密着，述位部スクリューの位置が適切なこと，

プレー 卜述位部の表面がスムースであることを確認

する. 卜分に術里子を洗浄した後，先だって鋭的に剥

離した IMFzoneおよび方形田内筋遠位部でプレー

ト遠位部分の被覆することで，スムースなJIi!筋腿走

行床を椛実に再建する.ペンローズドレーンを留置

して問削する.プレー トデザインが複雑化する中，

スクリュ一位置の X線および透視撮影による様々

r
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図 5 St叩 5 J詔筋!腿走行床の再建 ・|羽創 左 .縫合前，
右縫合後.先だって鋭的に革IJ離した IMFzone 

および方形回内筋遠位部でプレート遠位部分の被
覆 ( I~I 丸印)することで，スムースな屈筋腿走行
床を再建する

な確認の方法が報告されてきている.当科でも術

仁|二I，術後に各種 X線および透視撮影による確認を

行っている.

[結果]

最終治療成績は日手会評価で平均 87.9点，DASH 

scoreで 10点、と比較的良好であった 合併症は 10

例に認めた.屈筋l健，{申筋)陛障害の症例はなかった

が，スク リューの関節内穿孔を5191J(全例 AOC型)

に，軽度の手根管症候群を 3例 (全作IJAOA型)に，

感染および軽度の CRPSが各 1例あった.

[考察]

不安定型侠骨速位端骨折に対する掌側ロッキ ング

プレー ト固定法は，治療法のゴール ドスタンダード

とまで、言われるようになった しかし最近では，本

法術後に生じる合併症として，屈筋l世および何l筋l腔

隙害，各種神経陣害をはじめとする implantfailure 

などの報告が散見され，問題化している.2011年，

Diaz-Garciaら川は，掌側ロッキングプレート固定

法とそれ以外の 4つの治療方法を比較した system

atic reviewを行い，掌側ロッキングプレート固定法

においては，二次的手術を要するような重大合併症

は他の術式よりもむ しろ多かったと報告 した. その

要因 としては，整復位の獲得が不 ト分であったり.

プレー ト設置状態の不良などいわゆるテクニカルエ

ラーといえるものが多数を占めると考察している.

一方，本骨折においては，手外科医のみならず一般

整形外科医や比較的経験の浅いレジデン トなどが手

術の担い手にとなるという特徴がある.今後，本法

をより安全 ・安心な術式とするためには，人工関節

手術のように一定のステップに沿った，使用するイ

ンプラン 卜によ らない術式の“標準化"が必要と考

える.現在， 当科で行っている標準化した手術手技

を一案と して提示 した. 治療成績は良好であり ，屈

筋腔および伸筋腿障害も認めなかった. しかし関節

内粉砕症例においてスクリユーの関節内穿孔を認め

た この原因として.粉砕型骨折のため遠位部スク

リユーをより軟骨下骨直下に刺入する必要があった

こと.骨折型が複雑になることにより手術手技も煩

雑となったこと，最近の掌側ロ ッキングプレー 卜の

スク リューの刺入方向などのプレートデザインが複

雑化したことなどにより，テクニカルエラーを誘発

したと考えられた.今後は術中における，より厳密

な遠位音1Iスク リューの刺入位置の評価方法を開発す

ることが重要となる しかし本手技の各手順は，使

用するインプラントにかかわらず共通した手技およ

び普遍的な注意点やコツを網羅 している これらを

確実に履行することで，各種合併症を回避しより安

全に手術を施行できると考える

総じて掌側ロ ッキングプレー ト固定法は， 他の手

術方法に比べ手術手技およびインプラン 卜はやや短

雑で，ピットフォールも多く，決して簡単な手術で

ないことを認識すべきである.その成功には解剖

や，使用するインプラン 卜の特徴を熟知すること，

atraumaticで1確実な手術操作などが必須である 1)2)

さらに，今回提示 した，手術手技の標準化は各種合

併症を回避し治療成績向上の一翼を担う ものと考え

るが，掌側からだけでは整復不可能な背側骨片や陥

没骨折を有する症仔1]， 背屈変形の遺残した症例，陥

没骨片を伴うスミス骨折 さらにきわめて掌側骨片

の小さ な症例や骨幹端部の著明な粉砕を伴う症例な

どにおいては， 他の手術方法の選択やさまざまな追

加手技が必要となろ う

[まとめ]

当科で行っている標準化した手術手技を用いた掌

側ロッキ ングプレー ト固定法の治療成績は良好であ

り，屈筋腿および仲筋腿障害も認めなかった 各手

/11買は，使用するインプラン卜にかかわらず共通した

手技および普遍的な注意点やコツを網羅 している
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これらを確実に屈行することで， 掌側ロッキングプ

レート固定法の各種合併症を回避し，より安全に施

行できると考えるが，関節内粉砕症例におけるスク

リユーの関節内穿孔については，より厳密な述位部

スク リユーの刺入位置を評価する方法の開発が急務

である.
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綿山川、
榛骨遠位端骨折に対する DVRanatomic plateの
使用経験-VariAxDistal Radius Plateとの比較検討-
たぐち まf.I;:...)~ タかしまひでちか てらもとけんt、ちろう ほしのしゅうし はやしどょういち ひぐちけんニ'

田口 学，中島英親，寺本憲市郎， 星野秀士，林田洋一，樋口健吾

i憐骨遠位端骨折に対 して DVRanatomic plate (以下 DVR)を使用したので， VariAx Distal Raclius Plate (以

下 Val泊 x)の治療成績と比較して報告する.DVR群 (以下 D群)33例及びVariAx群 (以下V群)20例を

対象とした骨折型の AO分類は， D群がA3: 10， C1 : 9， C2 : 3， C3 : 11例 V群がA3: 4， C1 : 6， C2 : 3， 

C3: 7例であ った.X線学的評価として則，Vf， uvを計測 しきそれぞれ矯正損失を調査した.またプレー

ト設置位置及びプレートの掌側突出の有無を調査した.臨床成績は，術後 3ヶ月の手関師、i可動域，握力健側

比，上Jj支障害評価表 (DASJ-I)及び Mayoscoreを用いて評価した.X線上の矯正損失や臨床成績は両群聞

に有意差なく 比較的良好であった.プレート遠位と椀骨掌側関節面尺側縁との距離は DVRのほうが大きく，

プレートの掌側突出は DVRにおいて有意に少なかった. DVRの臨床成績は VariAx同等に良好であり，プ

レートの掌側突出が少なく屈筋11建損傷回避に有用である ペグの閉鎖1内穿孔などの合併症を避け，遠位掌尺

側骨片の十分な固定性を得るために vfを十分整復することが重要である.

[緒言1
1'TE骨遠位端骨折に対 して DVRanatomic plate (以

下 DVR)を使用 したので VariAxDistal Raclius Plate 

(以下 Var凶x)の治療成績と比較して報告する

[対象と方法]

侠骨遠位端骨折に対 しDVRを用いた 57例及び

Var凶xを用いた 48例のうち，術後3ヶ月時の許制が

すべて可能であった DVR群(以下 D群)33例及び

VariAx群 (以下V群)20 {~IJ を対象と した.性別は，

D ur :女性 23伊11， 男性 10例雪V群 :女性 17f911， 男

性 3例であり，平均年齢は，D群 :64.6歳，Vi刊:61.2 

歳であった.骨折型の AO分類は， D群がA3:10， 

C1 : 9， C2: 3， C3: 11 f911， V 訴が A3: 4， C1: 6， 

C2 : 3， C3 : 7例であった.尺骨骨折を D群の 21例

(茎状突起:15仔11， 遠位端 :6仔IJ)，V群の 14f91J (茎

状突起:12例，遠位端 :2例)に認め，このう ち D

併の 3silJとV若干の 5例に骨後合術を行った.人工

骨移植を D群の 2{911， V群の 2f91Jに，キルシュナ

ー鋼線固定追加を D群の 1f911， V群の3例に行った

術後は 3日間シーネ固定， 2週間スプリン 卜固定と

した.

X線学的評価として Raclialinclination (悶)， Vo 

lar tilt (Vf)， Ulnar varience (日1)，を術直後と術

後3ヶ月時に計測 し，矯正損失を調査 した

プレー ト設置位置の指標として清水 ら¥)の方法

に準じてプレート遠位と榛骨掌側関節面尺側縁との

匝離(以下 DPT)を言卜測した.

また， Soong ら ~) の方法に準じて， X 線側面像で

volar rimの最も掌側の接線(以下 Criticalline) よ

りも掌側に プレー トが突出しないものを Gracle0， 

Critical lineより 掌側にプレートが突出するが rim

よりも近位に存在するものを Gracle1，プレー卜 が

直接 nm上あるいは nmを超えて遠位に存在するも

のを Gracle2とし， watershecl lineでのプレートの

掌側突出の有無を調査 した (図 1). 

臨床成績は，術後 3ヶ月の手関節、i可動域，握力健側

比， 上11支障害評価表 (Disabilitieso[ lhe Arm， Shoul-

cler ancl J-Iancl，以下 DASJ-I) 及び Mayomoclifiecl 

wrist score (以下 Mayoscore)を用いて評価した

統計学的解析には t検定及び Mann-Whitney検

定を用い， p<0.05を統計学的に有意差ありとした.

受I~日 1::1 2013/10/05 
熊本機能病院鐙形外科 〒860・8518 熊本県熊本市山室 6-8.1
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図 1 watershecllineでのプレート掌側突出 (Soong分類)

[結果]

術直後の町は D群:20.1
0

， V群:20.1
0

， vrは D

群・ 7.r，V群 :8.9
0

， UVは D群:0.0111111， V群:

0.6111111であ った.術後 3ヶ月の矯正損失はそれぞれ

A悶 は D群:0.8
0

， V群:1.00

• Ll VTは D群 0.8
0

，

V群:0.2
0

， Ll UVは D群 :0.4111111， V群 0.7ml11で

あった

5度以上の vr矯正損失を D若干の l例， 2111111以

上の UV矯正損失を D群の 1例と V群の 3例に認

めた. 2111111以上のプレートの浮き上がりを D群の

l例に認めた

プレート遠位と i陵情掌側関節l面尺側縁との距離

(OPT)は D群 :5.4111111， V群 :4.1111Illであり， 0群

で有意に長かった (P<O.Ol). 

Soong分類は，0群 GracleO: 9， Gracle1 : 23， Gracle2 : 

1 {91J， V群 GracleO: 2， Grade1 : 11， Grade2 : 7例で

あり， 0群で有意にプレートの掌側突出が少なかっ

た (P=0.02)(図 2). 

GradeO 

Grade1 

Grade2 

晴
一
9
一お
一
1

唯
一
2
一
竹

一
7

禽 P=O.02

図 2 両ltf.のプレート掌側突出

術後 3ヶ月の手関節平均可動域は， 掌屈は D群

51.1
0

， V郡:50.8
0

，背屈は D群:51.3
0

， V群 54.3
0

，

囲内は Oi洋 70.3
0

， V î~f : 63.80

， @]少いま D君、'f: 80.30

， 

V群:81.5
0

であり ，巨|内は D群で有意に良好で、あっ

た (P=0.045). 

握力の健側比は，0 群 69.4%， V訴:74.4 %， 

OASHは平均 D群:21.7， V群:16.3， Mayo score 

は平均 D群:73.7点， V群 :72.0点であった.術後

経過中に何l筋l駐刺激症状を D群 l仔1]， V群 1例に認

めた.

図 3 受傷H寺単純 X線および CT像

Q
J
 

に
3

図 4 術中関節鋭所見
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図 5 術後単純 X線像

症例:75歳，女性.ili1;倒により受傷.AO TypeC2 

骨折であり，尺骨遠位端骨折も認めた(図 3).関

節鏡視下に関師、i面骨片を整復し (~14) ， DVRで内

固定を行った(図 5)尺骨遠位端も tensionbandに

て内固定を行った.手関節可動域は掌屈 55
0

，背屈

65
0

，囲内 80
0

，回外 80
0

，臨床成績は DASH:5.8， 

Mayo scor巴 85，Soong分類 Graclelであった術後

6ヶ月にて抜釘を行った (1豆16)

[考 察l
DVRは 2yljの遠位ロッキングペグによる fixed

angle plateであり， 比較的容易に Doubletirecl sub-

chonclral support法を行えるなどの利点を有する

近位列ペグは関節軟骨面の背側半分を，遠位列ペグ

は掌側半分を支持し， 2列のペグが矢状面で収束し

interlockすることで関節面を支持する.今回の症

例でも DVRの整復位保持は良好であり ，臨床成績

もVariAx同等に良好であった.

掌側ロッキングプレートに伴う合併症のーっとし

て屈筋腿障害が報告されており へ その要因として

プレートの遠位設置やプレートの掌側突出があげ、ら

れ，屈筋腿との接触を避けるためにはプレート設置

位置がWatershecllineを越えないよう推奨されてい

る 4).Phillipsらは DVRプレートと焼骨手恨関節面と

の至適距離を 5.1mmと報告しており 5) 著者らの症

例でも DPTは5.4mmとほぼ同等であ った.Var凶x

もWatershedlineを考慮したプレートであり， DPT 

はほぼ同等の結果が予測されたが， Var凶xの DPT'

60 

図 6 術後 6か月

は4.1mmであり， DVRに比べ有意に小さかった.

VariAxは variableangle plateでありスクリュー刺入

角度に自由度があるため，骨片の固定性を追及する

一方本来の設置位置よりも遠位にプレー トを設置す

る傾向になったと考えられた.

プレートの掌側突出について， SoongらはAcu-Loc

plateの 73例中 Gracle0 ; 14 1ilJ， Graclel: 13例，

Gracle2 : 46例に対し，DVRは95{Jlj中 Gracle0 : 47 

例， Gradel : 48仔1]， Grade2 : 0例であったと報告し

ている 2)ー著者らの症例でも DVR使用群では， Soong 

分類 Gracle2の症例は l例のみであり， DVRはプレ

ートの掌側突出が少なく屈筋!腿損傷回避に有用と思

われた.

今回の症例では，術後 VTがO度以下の症例を 3

例認め 1例でペクぞの関節内穿孔が疑われた. DVR 

の近位列ペグは約 30
0

打ち上げであるため，VTの

整復が不十分な例では，ペグの関節内穿孔や穿孔回

避のためペグが短くなること，逆にプレートが近位

設置となり遠位掌側骨片の固定が不十分になること

などが危倶され，これらを避けるためには VTを卜

分整復することが重要であると思われた.

[まとめ]

DVRを聞いた擁骨遠位端骨折の臨床成績は，

VariAx同等比較的良好で、あった. Watershed lineを

考慮した形状であり，フレートの掌側突出も少ない

ため屈筋!陛損傷回避に有用と思われた.ペグの関節

内穿孔や穿孔回避のためペグが短くなることなどの

合併症を避け，遠位掌尺側骨片の十分な固定性を得
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るためには VTを十分整復する ことが重要である.
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Desmanet変法と掌側ロッキングプレートの
併用手術による粉砕 Colles骨折の臨床成績

佐々 木伸

l枚の掌側ロッキングプレートでは不十分と思われる粉砕 Colles骨折に対して Desmanet変法と掌側ロッ

キングプレートの併用手術を用いた 17症例の臨床成績を後ろ向きに調査した 骨折型は AO分類 C23例，

C3 14 f91Jであった.併用手術の臨床成績は良好で，斉藤の demeritpoint systemで 1.1:t1.2点の減点であった.

矯正損失はわずかであった. 2 f91Jで手指の拘縮を認めたがKirschner鋼線に起因する合併症はなかった.最

初に Desmanet変法により槙骨骨幹端部の整復を行うと 粉砕した関節面の詳細な整復と掌側ロッキングプ

レートによる固定を比較的容易に行うことができ 整復の自由度も保たれる.背側に徒手整復では整復され

ない転位骨片がある症例と 経験的に脆弱な骨である場合の多い 60歳以上の女性の粉砕 Colles骨折に対し

て有用な手技の一つであると思われた.

[緒言]

掌側ロッキングプレート は侠骨遠位端骨折に対す

る外科治療法の主流となっているが， /陛損傷や矯正

損失などの合併症に対応してプレート自体の概念や

形状が改良されており， double tiered subchonclral 

support法(以下 DSS)1)も一般的になっている.し

かし，掌側ロッキングプレー トのロッキングスク リ

ユーのみで末梢骨片を支えることは困難な症例があ

り，複数のプレートを使用する fragment-specific

fixation (以下 FSF)21もしく はcloubleplating 法，軟

骨下骨での Kil百 hner銅線(以下 K銅線)による格子

状固定31 ~iJ外固定の併用， intrafocal pinningの併

用などのさまざまな併用手術が報告されている.こ

のような整復位保持が難しい症例に対して当院では

Desmanet変法と掌側ロ ッキングプレー トの併用手

術を用いてきた 41

Desman巴t変法は末梢骨片の椀骨茎状突起と背尺

側の角から刺入した 2本の K鋼線の弾性で末梢骨

片の軟骨下骨を外側IJから支える方法で mll)，さ

らに掌日!IJロッキングプレー トを併用すると末梢骨片

を掌側，焼fNIJ， 背尺側の 3方向から支えることにな

る(図 2).今回この併用手術の粉砕 Colles骨折に

対する|臨床成績を調査し，この手技の適応を考察し

た.

ζ38 

図 1 A: Desmanet i去の原理 2本の lく.-wireの
5!P'1生で迷{立骨片を整復する

B: Desmanet法の術中 X線写真ー

トベO
図2 Desmanet法と掌(HI)ロッキングプレート

の合{)t手術の概念.焼(f!i)と背尺(HIJから 2
本の Iく-wireと掌I!lIJロyキングプレートに
より椀件逮位端を3方向から押さえ込む.

受理日 2013/10/13 
厚生中央病院整形外科 干153-8581東京都目黒区三回 1-11-7
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Desmanet変法と掌傾1)ロッキングプレー トの併用

[対象と方法]

対象は 2007年 11月から 2011年 12月までに当院

で手術した榛骨遠位端骨折 69例の中でAO分類 C

型に分類された 30例のうち，背側転位型で Desma-

net変法と掌側ロッキングプレー トの併用手術で治

療された粉砕 Colles骨折 17例を対象とした.経過

観察期間は平均 25.l:t18週 (13.3-65.7週)で，全

例 3か月以上経過観察でき ていた.この 17例の平

均年齢は 63.0:t12.8歳 (50-78歳)，男性 11例 (59.6

士14.5歳)，女性 6例 (69.2:t5.8歳)である.これら

の骨折型は AO分類で C23例， C3 14 1JIJ，また斎藤

の分類 51で dorsalsplit depression 7例， ulnodorsal 

split 9例， central depression 1 {ylJであった

手術方法は全身麻酔で徒手整復を試みた後，まず

はDesmanet変法を行う 榛骨茎状突起の第 1区画

のすぐ背側から 1.4-1.6mmの K銅線を京IJ入し機骨

髄腔内に滑らせる.つぎに第 5伸筋区画内の固有小

指伸筋腿の棋側から様骨の背尺側の角をねらい K

鋼線を京IJ入し，同様に侠骨髄腔内に滑らせる 以上

の操作で機骨の概ねの整復位が得られることが多

い.ここで改めて透視で関節面や骨折の状態を再評

価する 次に止血帯を使用し FCRapproachで進入

し， 掌側骨片の残存する転位を整復 して掌側ロッキ

ングプレー トを設置する.この|民掌尺側骨片の整

復に意識を集中し，lunate facet fragmentをプレー

トでおさえる.ロッキングスクリューは関節'iIliX骨の

下支えを目的にした長さを選択する 関節面にステ

ップオフが残っていれば透視下に侠骨遠位端周辺

から K鋼線を刺入することで，もしくは骨折線か

ら小さなエレパトリウムを挿入することで、関節軟骨

下骨を可及的に整復し，舟状月状骨両寓のステップ

90 

80 

70 

回

日

明

日

山

20 

10 

。
宰臣 官匡 囲内 田外 視匡 尺毘握力(kE)
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オフが大きければ一時的に軟骨下骨を下支えするよ

うに K銅線を留置することもある.

整復と安定性を確認し， subchondral supportが

ロッキングスクリューで十分と思われたときには K

鋼線を抜去するが，ロッキングスクリューの先端が

挿入される擁骨遠位端背側部分が粉砕している場合

には K銅線をそのまま留置した. Desmanet変法の

2本の K銅線の先端を!世損傷が生じないように形成

し伸筋支帯の上の皮下に留置 して開削する.基本的

に外固定はせず 3日間弾性圧迫包帯をした後，手関

E(riの自動運動を開始する 2本の K銅線は上腕神経

叢ブロックもしくは局所浸潤麻酔で平均 56.5士14.2

日目で抜去 した.

これらの症例の X線像と臨床成績を調査した X 

線像では掌側傾斜角，尺側傾斜角，尺側変異を手術

前，手術直後， K鋼線抜去直前，評価時に計測した.

さらに受傷時と評価時の stepoffとgapを測定した.

臨床成績は自覚症状，関節可動域を調査し，日本手

外科学会による機能評価表 4版の斎藤柴田の評価

法 51を用いて評価した さらに合併症を調査した.

[結果]

臨床成績は，健側比で 76.1% -92.5%の可動域を

確保で、きていた(図 3).握力は平均 20.6:t5.1Kgで，

健側比 78.0:t11.9%であった(図 3). 男女別では男

性の平均 23.1:t 3.2Kgで，健側比 78.5:t15.0%，女

性では平均 15.8:t4.5Kg，健側比 77.1:t1.7%であっ

た.斉藤の demeritpoint systemで 1.1:t 1.2点 (0

-4点)の減点で¥判定はほcellent15例， goocl 2例

であった.

最終評価時の X線計測では掌側傾斜角 4.3:t3.1
0 

四

蹴

酬

明

間

刑

制

m
m
m
回

享屈% 背J百% 回内% 回タト目 提.@% 尺屈% 握力也

図 3 臨床成績

A:手術後可動域 nと保力 (Kg)の実話!I)値 B: I建側との比.
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図 4 xt;府I"il!lJ値.

A: ~~~!IJ傾斜角， B:掌{日IJ傾斜角 (0)，C:尺骨偏位 (111111)
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評価時
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司epoll

図 5 step offとgap横車ulはstepoff値 (111111)，縦qilhはgap値 (mm)
A:手術前，B 手術後.

機側傾斜角 22.9:t3.6
0

，尺骨偏位 0.5:t0.6mmで，

矯正損失は手術直後から K鋼線抜去時まででそれ

ぞれ 0.90土2.54
0

，-0.09土1.64
0

，ー0.19:t0.68mm，手

術直後から評価時まではそれぞれ 0.81:t2.82
0

， -0.5 

:t1.64
0

，ー0.21:t0.61mmであった(図 4).Step 0[[， 

gapともそれぞれ 1例で 1mm遺残した症例があっ

たが，初期の症例であった.その他の症例では良好

に整復されていた(図 5)

合併症は， dorsal split depressionの 2{91Jで手指の

拘縮を認めたが， 2例とも可動域訓練により改善し

た K鋼線に起因する合併症はなかった

{症例163歳女性.転倒して非利き手を骨折した.

64 

単純 X線撮影で、関節内 Colles骨折，斉藤分類 dor-

sal split depressionで(s16)，crにて AO分類 C3

型の焼骨遠位端骨折と判断した ( ~1 7). 尺骨遠位

端骨折を合併し骨脆弱性は高いと思われたため併用

手術をおこな った.Desmanet法を行 ったところ比

較的良好な整復位が得られたが，lunate facet frag-

mentを含む掌尺側骨片の掌側転位が残っていた(匡|

8). FCR approachで進入し掌側ロッキングプレー

トを設置した.同時に VariAxHandをJ=I=Jl、て尺骨速

位端を固定した(図 9) 外固定はしなかった.8週

目で K鋼線を抜去した.矯正損失はわずかで，可動

域良好， demerit point 0点，excellentである(図 10). 
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図6 手術前の X線像.

A 正面像， B:側面像，C:囲内 45度，0:回外 45J夏

図7 手術前の CT像.

A : Axial {象，B:C:sagi仕alf:象の 2スライスー

[考察I
Desmanet r;)による髄内釘法は筏骨茎状突起部分

と手関節背側の小切開から機骨骨髄内に挿入した 2

本の K鋼線の弾性で遠位端骨片を押さえ込む方法

であるが， K鋼線の断端形状や刺入点などを改良し

て伸筋l世の陣害を改善した (Desmanet変法)7)。こ

の方法は小侵室長で，大まかな機骨の形状を整復で

き，背{則，機側方向の不安定性に対して良好な安定

性が獲得できる.さらに併用手術は，焼骨遠位端骨

片を Desmanet変法で榛側，背尺側の 2方向から支

えたうえに掌側ロッキングプレー 卜を併用すること

で，合計 3方向から支えて安定化する方法である.

この操作により背側骨片と機側骨片を安定化するこ

とができるので，結果としてその後， 掌側ロッキン

グプレー トによ ってlunatefacet fragmentを支える

ことと中央の関節面を支えることに意識を集中する

ことができる. 言い換えれば，粉砕して周辺に拡散

した骨片を周辺からまとめあげる方法ともいえる.

この併用手術の利点は，手術中の利点として.最

初に Desmanet変法で概ねの榛骨遠位端の形状が自

動的に再獲得できることでその後の操作が容易にな

り，掌側骨皮質や榛骨遠位関節面の整復に集中でき

ること，その際骨折部位に適度な遊びが残っており

関節面や掌側骨皮質の追加整復ができるが，その整

復過程で先に得たおおまかな整復位が大きく崩れる

心配はないことである 榛側や背側への安定性は良

好なので，結果として内固定材料に起因する腿損傷

を減少できる.また手術後では，安定性は強固で手

術後の外固定は不要なため.すぐに リハビリテーシ

ヨンを開始できることが利点である

粉砕 Colles骨折手術の治療手技のうち整復方法

の標準化を試みる上で，整復に難渋する場合には

F
h
J
 

FO
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図8 手術中，Oesmanet法終了H寺の透視画像.
A:正面像，B:側面像，C:回内45度， 0・回外 451支
囲内45度では背尺側の角に K-wIreが刺入されている.鐙復位は良好である

図 9 手術後X線{象.同時に VariAxHancl 
をもちいて尺骨迷位端を固定した
A 正面{象， B:側面像

Desmanet法による整復操作は有効で、あると思われ

る.粉砕 Colles骨折の手術で，掌側から進入して

骨幹端部の整復を徒手的に保持しつつ同時に関節面

を精密に整復する操作をおこなうことは難しいの

で，Desll1anet法を先にすることで手関節を掌屈に

保持しておく 必要がないことは利点である.また先

にDesmanet法で榛骨骨幹端部から遠位端をおおま

かに整復固定 し関節面の周辺を安定化することで，

髄内から陥没 した骨片を押し上げる手技により岡辺

の骨片を押 し広げる リスクを回避できると思われ

る さらに Desll1anet法では K銅線の骨髄内の先

端の可動性が残っているこ とは追加整復に有利であ

る.また関節面の粉砕があっても K鋼線の刺入点

図 10 K-wire抜去後の X線像

A 正面像， B 側面{象ー

となる榛骨遠位端尺背側の角は粉砕せずに残ってい

ることがほとんどなので， 0巴sll1anet法はほとんど

の症例で実施可能である.

本法の欠点は 6-8週間後の K銅線抜去術である

ので，この併用手術は iK銅線抜去術を要 しても背

側や機側に固定を追加して強固な固定が望まれる症

例」に適応があると言い換えられる 背側や榛側に

固定を追加する手技では 金城らは FSFの適応は

C型の骨折の約 3割と述べている 2) Baeらは FSF

の適応について，関節外骨折を含めたすべての不安

定な骨折に FSFの考え方を当てるが，とくに粉砕

骨折の症例において考慮すると述べている また不

安定な症例の特徴と して背側傾斜角 20。以 仁 榛 骨

-66一
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短縮 5mm以上，関節面に及ぶ骨折線のほか，60歳

以上という条件をあげている 8) 当院では C2，C3 

型の 30例中 17例にこ の併用手術を適応 していた.

当院では Desmanet変法を以前から行ってきた関係

で，容易に安全に実施できることから，合併手術を

行った頻度が高くなっている可能性がある.今回の

調査では，この併用手術の適応を定めるには症例数

が少ないため限界があるが，今日までの経験から合

併手術の適応と思われるのは，背側に徒手整復では

容易に整復されない転位骨片がある症例， 60歳以

上の女性の関節内 Colles骨折，すなわち経験的に

骨が脆いことが多く，ロッキングスク リューでは関

節軟骨を保持できないことがありうる症例に対して

有用な手技の一つであると思われた.

[まとめ]

粉砕 Colles骨折に対する併用手術の臨床成績は

良好であっ た.本法は，背側に徒手整復では整復さ

れない転位骨片がある痕例と，経験的に 1枚の掌側

ロッキングプレートでは固定性が不十分と思われる

脆弱な骨である場合の多い 60歳以上の女性の粉砕

Colles骨折に対して有用な手技の一つであると思わ

れた.

[文献1
1 )川崎恵吉ほか.AO分類 C3型機骨遠位端骨折に DOll-

ble-tiered SlIbchondral SlIpport i去は有効かフ.日手会

誌27:234-238， 2010 

2) 金城主主典ほか.AO分類 C型機骨遠位端骨折に対する

Fragment-Speci日cFixationの意義と適応日手会誌 29:

327・331.2013. 

3) 高井感光ほか.AO分類 C3型機骨遠位端骨折に対する

掌{HI)ロッキングプレート法格子状固定は有効かコ 骨折

33: 973-976. 2011 

4) {tiーャ木伸ほか.榛骨遠位端骨折に対する Desmanet変法

と掌{JlI)ロッキングプレートの併用手術.日手会計、 28・

318-322.2012. 
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fractllres de J'extremite inferiellre dll radius. A propos 
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榛骨遠位端骨折に合併した

尺骨遠位端骨折に対する治療法
すぎた けん さかいかずひろ ふるかわゅうき みや ち ゆ り

杉田 健，酒井和裕，古川雄樹，宮地有理

過去 5年間当科で手術 した機尺骨遠位端骨折のうち茎状突起単独を|徐く尺骨遠位端骨折合併例 16例を診

療録で後ろ向きに調査した 尺骨手術群は 11例 保存群 5例で性別は男性 1例女性 10例と女性 5仔1]， 平

均年齢は 69.1歳と 67.0歳であ った.榛骨は両群共全例掌側ロッキングプレートで固定し，尺骨手術群はフ

ックプレー ト5sil]， ミニプレート 3例，検骨用 L字型ロッキングプレート l例，銅線固定 2例を使用した.

治療成績は Mayowrist scor巴を用いた. Mayo scoreは手術群 Excellent5例，Good4191]， Fair1 sil]， Poor1例.

保存群 Excellentl例， Good2例， Fair1例，Poor1 191]で，全例骨癒合を得た.尺骨の治療法は Biyani1. 3型

は保存も しくは鋼線固定で対応可能であるが 2・4型は不安定であり尺骨内固定を必要とする.高度組怒

骨では整復や固定材に熟屈する必要がある

[緒 言]

焼骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位端骨折の治療

法に関して意見が分かれ 一定の見解を得られてい

ない. Biyaniら1)や難波 21は機骨の解剖学的整復

と内固定を行い，手関節の良好な成績を報告 してい

る.一方で行田 3)や櫛旧ら 4)は尺骨骨折型別に保

存加療と内固定を選択している また内固定を推奨

する報告も多数あるが，粉砕例や高度粗揺骨ではそ

の固定に難渋する症例もある.そこで今匝1， I~I 験例

16例の治療成績を報告し，その治療法について検

討を行ったので報告する

[対象と方法1
2007年 4月-2012年 10月までの期間に当科で手

術加療を行った様骨遠位端骨折を，診療録を元に後

ろ向きに調査した，機骨遠位端骨折 161仔1]中T 尺骨

遠位端骨折を合併したものは 79例であ った.この

うち尺骨茎状突起骨折を除いた 16例を対象とした.

尺骨遠位端の内固定(以下，手術群)は 11191] (男

性 1例. 女性 10例，平均 69.1歳)， 1大l固定せず加|

療(以下，保存群)は 5191](女性5仔1]， 平均 67.0歳)

であった 平均経過観察朋聞は手術群 218.1日，保

存群 528.5日であった.椀骨骨折型は AO分類で手

術I町ーが A2: 2 {91]， A3: 3似1]， C1: 1仔1]， C2: 2 191]， 

C3: 3例で， f呆存府がA3: 3 191]， C3: 2 1$il]であった.

尺骨骨折型は Biyani分類で手術若手が1型:1191]， 2型:

3仔1]， 3型 :2 191]， 4型 :5仔11，保存群が2型 :1仔1]，

3型 :3例， 4型:1例であった 侠骨は両前一共に全

例に挙;側ロ ッキングプレー トを使用し，手術群の尺

骨内固定はフックプレー ト5似1]， ミニプレー ト3HiIJ，
侠骨用 L字型ロッキングプレート 1似1]， 鋼線固定 2

例であった.遠位機尺関節(以下 DRUJ)の不安定

性は術前にこ静的評価は X線像， 1*[1こ|コの動的評価は

機骨内固定後に前腕中間位で棟骨に対して尺骨頭を

掌背側に動かしてその不安定性を評1illiした.MRI 

や関節鋭での DRU]や三角線維II次骨複合体(以下

TFCC) の評価は行っていない.臨床機能評価は

Mayo l1lodifiecl wrist score (以下 Mayoscore)を用

い， X線評価は volartilt (V丁)， racliallength (RL)， 

radial tilt (RT)， ulnar variant (UV) を術直後と最

終X線撮影時で比較して，その矯正損失を評価した.

統計手法は Mann-WhitneyU-testを用いた.

{結果]

Mayo scoreは手術群 Excellent5似1]， Good4 191]， 

Fair1 {91]， Poor1 f91]，保存群 Excellentl仔1]，Good2例，

Fair1， Poor1例で，平均点はそれぞれ 81.0点，79.0 

点であり両部間に有志、差は認めず (P=2.50)，共に

受理日 2013/10/08 
健相:1会大手IIIT病院 干803-0814 雨情l'泉北九州市小倉北区大手IIrr15-1 
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矯正損失

VT(O ) 

旦(mm)
RT(O ) 

UV(mm) 

503 

E型辺監塑
DRUJ架橋形成

掌仮IJ脱臼

宣董鐘

表3 成績不良例

手術1 手術2 保存1 保存2
Fair Poor Fair Poor 

Biyani分類 4 4 2 4 
擦骨骨折型 C3 C2 A3 A3 
内固定 locking plate ml円lロlate なし なし

πlayo score 65 55 75 65 
合併症 DRUJ不安定性 榛骨短縮 DRUJ不安定性 DRUJ不安定性

プレート違和感 変形骨癒合 携骨整復不良
変形骨癒合

結果は良好であった.主要減点項目は握力と可動域

であった.x線評価は両群の VT，RL， RT， UVい

ずれも矯正損失に有意差は認めなかった(表 1).

DRUjの不安定性に関しては手術群 ・保存軒:共に

siyani2型.4型で認めた.また最終X線像で DRUj

の離聞と架橋形成を両群で，骨萎縮を手術群に 1例.

掌側脱臼を保存群に1例認めた(表 2).Fair以下の

成績不良例は両群共に関節内骨折である siyani2・4

型であった.手術群の成績不良例は2例共に焼骨骨

折の粉砕が強く成績悪化に影響 した可能性もある

が，手関節の可動域制限と共に尺骨プレー ト周囲の

違和感があり，尺骨プレー トの抜釘を要 した.保存

群の成績不良例は整復位保持不良であり，尺骨頭変

形癒合や DRUjの障害を生じ，手関節可動域と握力

が障害された(表 3). 

<代表症例>症例1. 71歳女性， 歩行中に転倒

して受傷 した.骨折型は機骨 AO分類 A3，尺骨 si-

yani 2型であった(図 1-a).続骨は掌側ロッキング

プレート ，尺骨はフックプレー トで内固定を行った

(1豆11-b) 外固定は行わず早期運動療法を行い，術

後 10か月の時点でX線像上で矯正位は維持され，

可動域は掌屈 55。背屈 40
0

国内80
0

回外 80
0

であり，

Mayo score 90点 Excel1entであった(図 1-c). 

症例 2.77歳女性. 歩行仁1:1に転倒して受傷 した.

骨折型は榛骨 AO分類で A3，尺骨 siyani2型であ

った(図 2-a) 侠骨は掌側ロッキングプレー トで内

固定 し，尺骨は保存的に加療 した(図 2・b). 外固定

せず早期運動療法を行い，術後 13か月の経過観察

H寺， x 線像上で DRU] 肉f~聞と尺骨頚変形癒合を認め

た(図 2-c).可動域は掌屈 60
0

背屈 45。囲内 90
0

国

外 75。であった 75点 Fairであった固定性不良が

原因であり ，内固定を行うか，後療法に工夫を要し

たと考える.

[考察l
J侠骨遠位端骨折に合併する尺骨遠位端骨折の割合

であるが， siyani (1995)は 5.6%.行田 (2000)は

8.5%，白験例 (2013)10.0%と増加傾向にあり，人

口の高齢化と骨粗怒症患者の増加と関係が推定され

る.その治療法は両骨とも保存療法や憐骨のみ手

術， 近年では両骨とも内固定を行う報告など多岐に

渡る.

難波や葉梨ら 51は侠骨のみ掌側プレー ト固定

を行い，尺骨は内固定せず，早期運動療法を行い，

全体として良好な成績を報告 している. しかし，

DRU]の離聞や架橋形成，尺骨頭の変形骨癒合や偽

関節などの合併症も少なからず生じている 模骨プ

レー トのみでは尺骨骨折の整復や保持が不 卜分であ

ると考えられ，手術で回避できた可能性がある.

櫛田ら ・行田らは骨折型別の治療法を推奨してい

る.尺骨遠位端の関節外骨折である siyanil型と 3

型は，後骨整復後に尺骨の安定 した整復{立が得られ

れば保存加療を選択する しかし，尺骨の安定性が

充分でなければ，国内筋に牽引され焼!WJmf.位をきた

す可能性もあり ，榛骨回定後に不安定性があれば銅

線固定を追加すると している

Q
J
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U
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図 l-a 症例 1受傷時 図 2-a 症例2受{ま111寺

図 l-b 症例 1術直後 図 2-b 症例 2術直後

図 l-c 症191)1 術後 10カ月 図 2-c 症sil)2術後 13カ月
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一方，関節内骨折である Biyani2型と4型は，骨

折面が尺骨制|に対 して鋭角である このため早期運

動療法を行うと勇断力が働いて，骨片が転位し，変

形骨癒合や， DRU]の離聞や架橋形成を高率に生じ

る このため内固定は必須であると している.本研

究でも様骨内固定のみでは Biyani2・4型に DRU]

の不安定性を認めており この型には尺骨内固定は

必要と考える.

内固定に閲しては，瀧川ら6) 福田ら7)， ，黄岡ら 8)は

プレートを用い，いずれも良好な成績を報告してい

る. しかし，必ずしも容易な手技ではなく ，特に尺

骨頭粉砕例は整復位と保持が困難で熟慮する必要が

ある.プレートの設置位置が確保しにくく，術後に

プ レート介在による囲内外制限を呈することもあ

る.本研究でも尺骨頭粉砕型の Biyani4型で尺骨内

固定にも関わらず DRU]不安定性が残存し，成績不

良となった症例もあり，骨折部位や骨折型，骨質を

事前に十分に把握して，内固定具の選択と設置位置

や方法を 卜分に検討して手術に|臨む必要がある

また本研究では TFCCの精査は行わなかったが，

DRU]不安定症例に TFCC損傷合併例の報告 別があ

り，本研究での成績不良例にも TFCC損傷を合併

していた可能性がある.DRU]不安定性があれば.

TFCCの評価 ・治療も考慮すべきと思われる.

[まとめ]

榛骨遠位端骨折に合併する尺骨遠位端骨折につい

て自験例を調査 し，成績は概ね良好であった.その

治療方針として Biyanil型と 3型では槙骨の内固定

で安定性があれば保存加療，不安定性があれば鋼線

固定を追加する.Biyani2型と 4型では内固定がす

すめられるが，粉砕例では整復位保持困難などの問

題もある.それに加え，DRU]不安定例には尺骨内

固定に加えて TFCCの評価 ・治療も考慮必要と思

われる.
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当院における榛骨遠位端骨折に合併した

尺骨茎状突起骨折の臨床成績
いちはらさとし は勺 品きり くすのせニういち

市原理司 i，原 章¥ 楠瀬浩一以

機骨遠位端骨折に合併した尺骨茎状突起骨折を治療するかどうかは意見の分かれるところである.当院に

おける椀骨遠位端骨折に合併した尺骨茎状突起骨折の臨床成績について検討したので報告する.

2009年 1月から 2012年 8月までに当院で掌側ロッキングプレートを用いて手術加療を行った棟骨遠位端

骨折で6か月以上追跡可能であった 100例を対象とした.尺骨茎状突起骨折に対しては全例で内固定を行わ

なかった.

機'~l は全似11で骨癒合が得られた尺骨茎状突起骨折は 81 例に認め，そのうち 33 例で骨癒合が得られた

100例中 15例に手関節尺側部痛を認めた.総合臨床成績は Excel1ent33例， Good 46例， Fair 凶作11，Poor 3 

例であったー

尺骨茎状突起脅析の骨癒合率は尺骨茎状突起の骨折型よりも，受傷時の横骨遠位骨片のili1;位の方向と程

度，最終評価時の整復位が関与していた.手関節尺側部痛iの発生に尺骨茎状突起骨折の骨折型や骨癒合の有

無は関係しなかった 受傷時の検骨遠位骨片が検側偏位を来す症例や， 最終評価時に尺側部痛が残存する症

例では総合|臨床成績が不良となると考えられた.

[緒 言]

侠骨遠位端骨折の治療に掌側ロッキングプレート

(VLP)が用いられるようになり，治療成績が俗段

に向上した.しかしながら侠骨述位端骨折に合併す

る尺骨茎状突起骨折を積極的に内固定すべきかどう

かは，いまだに意見の分かれるところである.

著者らは侠骨遠位端骨折に合併する尺骨茎状突起

骨折 (USF)に対して内固定を行わず、に経過観察を

行った.これまでの諸家の報告をもとに，当科で治

療した 100仔11に対して，尺骨茎状突起部の骨折型，

受傷|時の 1~1と骨遠位骨片の転位方向と程度，最終評価

時の整復位が USFの骨癒合や総合|臨床成績に影響

を及ぼすであろうという仮説を立て検証を行った.

[対象と方法]

臨床研究に先立ち 当院倫理委員会で協議を行

い，本liJf究に関する承認を得た 2009年 1月から

2012年8月までに当院で VLPを!=I:1し、てrmlUl的治療

を行った侠骨遠位端骨折のうち， 6か月以上の追跡

が可能であり さらに関節可動域.係力などの|臨床

成績， X線計視11値がすべて揃っていた 100例を対象

とした.男性 46例，女性 54例，平均年齢 52.9歳

であった 術後経過観察期間は平均 9.7か月であっ

た焼骨遠位端の骨折型は AO分類で， A1: 3例，

A3 : 3例， B2: 4例， B3: 4例， C1: 22仔11，C2: 8 

f91J， C3 : 56例であ った(表 1) 全例，掌側ロッキン

グプレート (62例ステラプレー ト，31例APTUS2.5.

7 f911 Variaxプレート)にて内固定した 尺骨茎状突

起骨折は 81症例に合併しており， T若手(尖端~中

央部)41 f911， B li!J' (中央~骨端部)40例，骨折なし

群(骨折を認めない症例) 19例であった 1) 全仔11，

外固定を行わず，術後 2日間の bulkyclressingの後

に手関節可動域訓練を開始したー検討項目は受傷時

および最終評価時の X線計測値 (VolarTilt以下

vr， Raclial Inclination以下位 UlnarVariance以下

UV)，最終評価時の USFの骨癒合率とした.USF 

の笥癒合の判定は，普z家らの方法をもとに，最終評

filli 11寺の単純 X線正面像で骨折部に連続性がみられ

るものを骨癒合ありと判断した 1) ，臨床成績の調査

項目は手関節、日I動域(対健側比)，握力(対健側比)，

受f盟日 2013/10/12 
' /I~[天並大学付属 11煩天主 illî安病院整形外科 干279-0021千葉県浦安rli;:;岡2・1-1

H 東京労災病院 笠形外科
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表1 対象 :1'僻(尖端~中央官rS)4101J， B群(中央~骨端部)40伊11，
骨折なし併(骨折を認めない症例)19191J 

N= 100 T 群(N=41) B 群(N=40) 骨折なし群(N=19)

平均年齢(歳) 50.1 (20-74) 59.8 (28-86) 42.8 (21-75) 

A1:4例， 83:1例 A3:3OI). 82:3Olj 
(1:8伊1). C2:3Olj 

AO分類(23ー) C1:7曹1). C2:2例 C1:5OI). C2:5例
(3:8例

C3:27例 (3:24宵Ij

平均経過観察期間(月) 8.7 (6-31) 10.3 (6-39) 10.8 (6-36) 

表2 1'lfr， B群，骨折なし訴の受傷11寺および最終評価時の榛骨
遠位の形態学的変化(平均値±標準偏差)

Volar tilt C ) 受1呂時

主主終評価時

Ulnar variance (rnlll) 受傷時

最終評価時

Radial inclination C ) 受傷時

最終評価時

手関節尺側部痛であり，最終評価l侍に患者に尺側部

痛の有無を確認 し各X線パラメ ータを計測 した.

また，日手会発行の手の機能評価Ji表第 4版に記載さ

れた手関節機能評価li基準 (Cooney改変) (以下

Cooney) に基づき，総合|臨床成績を評価した.統

計学的検討は多群聞での差の検定を One-Way

ANOVA (post-hoc test:Turkey-Krammer)を行い， 2

群間での差の検定を MannWhitney testで行い， p<

0_05を統計学的に有意差ありとした.

[結果]

機骨は全例で骨癒合が得られた.尺骨茎状突起骨

折の有無および骨折型と単純 X線言一|測によ る受傷

時の X線吾|測値の比11攻では，骨折あり (T，s) 併で

はdorsaltilt (VT<O)，骨折なし若手では volartilt (VT 

>0) とな っ ていた.また骨折有り n~ß) 群では受

傷時悶が骨折なし昨と比べて減少していた (表 2)

これら X線計測値に対して統計学的検討を行った

結果，受傷H寺VTで骨折なし群と骨折あり群の 2irfo 
問で有志;差を認めた(表 3)

T君草 8 ~手 骨折なし群

12.5::t20.9 -12.2::t24.5 2.2::t 19.3 

7.1::t6.6 5.2::t3.6 8.9::t3.8 

2.8::t6.9 3.5::t7.8 2.6::t5.7 

O.4::t2.2 l.1::t1.8 O.6::t1.6 

16::t7.1 10.3::t12.3 21.7::t6.0 

23.9土 5.3 24.8::t4.7 26.3::t3.2 

T群，s群，骨折なし群の 3群間で尺骨茎状突起

骨折の骨癒合率，手関節尺側部痛， Cooneyに関して

統計学的検討を行ったが これら 3群聞ではいずれ

も有意差を認めなかった(表 4). 

尺骨茎状突起骨折の'胃・癒合に関しては， 81例中

33例 (40.7%)で骨癒合が得られた.受傷時の模骨

遠位骨片の転位の方向と程度， USF骨癒合の有無

と最終評価時の X線パラメータの関連を比較した

ところ，最終評価時V丁およびuvで両群聞に有意

差を認めた(表 5).

手関節尺側部痛は 100例中 15例 (15%)に認めた

USFの有無で尺側部痛の発生率を検討したところ，

骨折ありが 14.8%，骨折な しが 15.8%と2群聞で有

意差を認めなかった.また，USF の骨癒合の有~!lf;

で検討すると.骨癒合群で 9.1%，偽関節群で 10.4

%と 2群聞で有志:差を認めなかった.尺側部痛と受

傷時および最終評価時の X線パラメータとの関連

について検討したところ 15症例中 8例 (53.3%)

で最終評価時 UVプラスとなったが，有意、差を認め

るには至らなかった.
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表 3 Ttl平， B:!l守，骨折なし併の 3群聞での受傷l時γT'， RIの統計学的検討
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表 5 骨癒合群，{為|見|節併の 2群悶での最終評価H寺の VT'(0)， 

日r(mm)の統計学的検討表 4 n洋，s j狩，骨折なし併の最終

評価lill~iで、の USF骨癒合率(%) ，

尺側音[1術 (%)，Cooney (例)
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表 6 4 因子(段終評価li H~f UV，受傷l時悶，USF の 'I~J'癒合の有?!\\，尺似1)

音11痛の有?!lO とCooneyとの相関の有無にfM"1する統計学的検討
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総合l臨床成績を日手会手関I!(jiF，'I'![III基準 (Cooney) に分類し統計学的検討を行ったところ 21洋間で有意

で評価liしたところ Exc巴llent34 !911， Goocl 45例， fair 差を認めた 最終評価 時 UV，USf 骨癒合の有1!l~， 

18 f>ilJ. Poor 3 silIであった(表 4).Cooneyに関して 尺側部痛の有無では 2訴間で有志差 を認めなかった

Gartl an cl らの報告 引 をもとに術商~ Rl 130

以上と未満 (表 6)3).

4
4
6
 

ヴ

t



機骨遠位端骨折に合併する尺骨茎状突起骨折

図 1 jf[{)ill 1 45歳男性.T typeの骨折。受傷l侍

X線正面 (ti:ft!lJ)および倒11[fJ(右側)像

図2 症19111 最終iJiHiIliU#X線正面(左側)およ

び側面(右側)像

症例 1: 45才，男性.主訴 :右手関節i痛.現病歴 :

歩行中に転倒し受傷.初診時 X線において，右i尭
骨遠位端骨折 AO分類 23-C1の骨折と尺骨茎状突

起尖端部 Tlypeの骨折を認めた(図 1).術育iiVT 

210， UV Omm，悶50であっ た.手術所見 APTUS 
2.5 VLPで|大l固定を施行 尺骨茎状突起骨折はその

まま とした術後経過:術後 11か月のX線でVT-l
O

，

UV 3mm，悶 26
0

で，棟'南は骨癒合が得られたが，尺

骨茎状突起は偽関節となった (1豆12)ーしかしながら

尺側部痛は認めておらず.Cooneyは Excel1entで

あった.

症例 2:37歳，男性 主訴 :左手関節痛.現病歴.

1附l立から転落 し受傷.1'1J診時 X線において，左m
骨遠位端骨折 AO分類 23-C1の骨折と尺'南茎状突

起基部 Blypeの骨折を認めた(図 3).術前 VT-41
0

，

UV 3mm，悶 12。であった Stel1ar VLPで内固定を

施行ー尺骨茎状突起骨折はそのままと した 術後 9

509 

図3 症例 237歳男性.B typ巴の骨折.受傷時
X線正而(左側)および側面(右側)像

図4 症1)'112 最終評価i時X線正面(左側)およ

び側面(右側)像

か月の X線で VT8
0

， UV 2mm，悶 19
0

で，榛骨遠位

端骨折， 尺骨茎状突起骨折ともに骨癒合が得られた

が，尺側部痛は残存した(図 4).CooneyはFairで

あった.

[考 察]

今回，著者らは尺骨茎状突起部の骨折型，受傷時

のi発'間違位骨片の転位の方向と程度，および最終評

価時の整復位が尺骨茎状突起骨折の骨癒合1 手間E((i

尺側部痛，総合臨床成績と関連するかを検討した.

尺骨茎状突起骨折の発生率 受傷時の VTが USF
骨折あり若手となし群で有意差を認め，問 も骨折あ

りliFで低値となる傾向を認めた(表 3).このこと

から USFの発生に受傷時の榛骨遠位骨片の転位の

方向と程度が関与していると考えられた.

尺骨茎状突起骨折の偶癒合率 :骨癒合の有無に閲

しては，最終評価時 VT，UVで有語、差を認めた以

に
J

ワ
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外は，尺骨茎状突起部の骨折型， 受傷時の棟骨遠位

骨片の転位の方向と程度では有意:差を認めなかっ

た. 受傷時の梼骨遠位骨片が解剖学的に整復される

か否かで骨癒合率に差が出ると考えられた ゾ

手関節尺側部痛の発生:尺側部痛の発生に USF

の有無，骨癒合の有無はいずれも関与しないと考え

られ諸家らの報告と同様の結果が得られた 山)ー有

意差は認めないものの尺側部痛が残存した 15症例

のうち 8例 (53.3%) で最終評価時uvプラスとな

る傾向があった.尺側部痛を防止するために最終評

価時の uvが維持されるように矯正 した後に陵骨

のプレー ト固定を行うことで確実な uvの整復位を

推奨する報告が散見されるため，更なる検討を要す

必要があると考えている 7) 近年，尺側部痛の原因

として遠位機尺関節 (DRUJ) 不安定性や手関節尺

側部の軟部組織損傷が挙げられている 6)8) USFの

骨癒合よりも尺側部軟部組織の修復が臨床成績の向

上には重要という報告もある 9) 今後，手関節鏡，

M悶 などによる軟部組織損傷の評価や DRUJの不

安定性の客観的な評価法の確立による手関節尺側部

痛の原因究明と，それに伴う臨床成績の更なる向上

が必要と考える.

総合|臨床成績:統計学的検討の結果， Cooneyに

影響を及ぼした因子は受傷時間のみであった(表6).

則 13
0

未満の 33症例のうち Fair8修1]， Poor 2例を

詳細に検討すると，主な減点項目は可動域制|浪，次

いで握力の順であった.さらに 10例中 5例は著明

な榛側偏{立を認めていた.以上より，榛骨遠位の平

坦化ならびに榛側偏位により TFCCを含む尺側の

軟部組織が椀側に過牽引され， 掌背側焼尺靭帯およ

びTFCCの損傷により DRUJの亜脱臼 など不安定

性が増し，手関節可動域制限が生じたと考えられ

た また尺側の軟部組織の損傷による尺側部痛が出

現した為に終痛による握力低下を来 したと考えられ

た.また，統計学的な有意差は認めなかったが，尺

側部痛が残存 した症例では Cooneyで Excellentの

綻例がないことから最終評価時の尺側部痛の残存

は， Cooneyに影響を及ぼすと考えられた.

[まとめ]

機骨遠位端骨折に合併した尺骨茎状突起骨折の骨

癒合，手lMiI節尺側音1¥痛，総合|臨床成績に関して検討

した. USFの骨折型は USFの骨癒合率，手関節尺

側音11痛，総合l臨床成績のいずれとも関連しなかっ

た . 梼骨遠位骨片を W~剖学的に整復することが

USFの骨癒合率を高めるのには重要であ った. 手

関節尺側部痛と USF骨癒合の有無，榛骨遠位の形

態は有意な関連はなかったが，最終評価時の uvに

関しては今後も検討を要する.術前の悶が 13。未

満となる焼骨遠位の槙側偏位を来す症例や，手関節

尺側部痛を有する症例では総合臨床成績が不良とな

ると考えられた.

[文献1
1) Zenke Y， et al. Treatment with or without internal日xa-

tionfor・ulnarstyloid base fractures accompanied by dis-

tal radius [ractures fixed with volar locking plate. I-Iand 
Surg 17(2): 181・190，2012

2) Gartland.J.J， et al. Evaluation of healed Colles fractures 

J Bone Joint Surg Am 33・A(4):895・907，1951. 

3) Souer JS， et al. Effect of an unrepaired fracture of the ul 

nar styloid base on outcome after plate and screw fixa-

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

( 4): 830-838， 2009. 

4) Kim JK， et al. Shoulcl an ulnar styloicl fracture be fixecl 

following volar plate fixation of a clistal raclial fracture. J 

Bone Joint Surg A.m 92(1)ー 1-6，2010.

5) Zenk巴 Y，et al. The effect of an associatecl ulnar styloicl 

fracture on the outcome after日xationof a fracture of 

the clistal raclius. J Bone Joint Surg Br 91 (1): 102-107， 

2009. 

6) 内田和宏ほか.機骨遠位端骨折に伴った尺骨茎状突起

骨折の|臨床的検討.日手会誌 7(4):643.646， 1990 

7) 清重{封111ほか.中高年女性焼骨迷位端骨折に対する

conclyler stabilizing法.日手会誌 19:6-9， 2002 

8) 善家雄吉ほか 機骨遠位骨折に合併した尺骨茎状突起

骨折の治療成績.中部盤災誌 52:1061-1066，2009. 

9) 森谷治治ほか.背側転位型携骨述位端骨折に対する掌

fWIロyキングプレー トの治療成績 |臨鐙外 40(10):

1155-1158，2005 
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榛骨遠位端骨折における近位骨片の尺側転位が

遠位榛尺関節の安定性に及ぼす影響について
民
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榛骨遠位端骨折の転位形態のひとつに近位骨片の尺側転位がある.近位骨片の尺側転位遺残による遠位榛

尺関節の安定性に対する影響を新鮮凍結屍体 5上肢で調べた.TFCCを完全に切離しても遠位骨間膜が機能

していれば，榛骨遠位は尺骨頭に対して掌側に不安定になるだけで背側不安定性は出現しなかった. しかし

遠位骨間膜付着部遠位で榛骨を骨切りして近位骨片を尺側に 5mm転位させると，遠位骨間膜が弛緩 して機

能不全となり機骨が背側脱臼するようになった.転位を整復し再固定後に遠位骨間膜を切離した場合も同様

に掌背側両方向に不安定となった.すなわち遠位骨間膜には模骨の背側脱臼を制動する機能があり，榛骨遠

位端骨折でTFCC損傷合併時には尺側転位は特に注意して整復すべきである.

Colchester， Vf)で言hftリし，DRU]不安定性を評価

した (図 1).計測はまず靭帯正常状態で行し、(図 2a)，

次に TFCCを完全切離して計測した(!;，'{!2b).続い

て遠位骨間膜付着部遠位で榛骨を骨切りして 憐骨

近位骨片を尺側に 5111111転位させて固定 して計測し

(!豆!2c)，最後に尺側転位を整復固定した後遺位骨問

[緒言1
1尭骨遠位端骨折の転位形態のひとつに近位骨片の

尺側転位がある.過去には榛骨遠位端骨折患者の

51 %の患者に尺側転位を認めたという報告がある

が 11 比較的見逃されていることも多く非観血的に

は整復が困難なので注意が必要である 21 近位骨片

の尺側転位が残存すると前腕回外制限などの障害が

妓ることがあるが 31 その病態ははっきりとはわか

っていない.著者らは遠位骨間膜に着目し，その様

骨付着音!Iの遠位で骨折して近位骨片が尺側転位すれ

ば，近位骨片にやlく骨問IJ葉が弛緩して遠位機尺関節

(DRU])の不安定性が出現するのではなし叶、と仮説

を立てた.今回はこの仮説を検証するために，新鮮

屍体標本を用いて力学的研究を行った

実験写真.肘屈曲 90度で上腕骨と尺骨を装置に
固定し?前腕中間位で焼骨遠位掌背側方向に 2kg
の牽引をかけ， j尭'関の掌背f!111方向の移動量を言IiH11 

図 1

[対象と方法]

対象は三角線維軟骨複合体 (TFCC)，骨間!肢を

残 して上腕で離|析 した新鮮凍結屍体標本 5体 5上肢

である. 肘屈曲 90度で上腕骨と尺骨を装置に固定

し，前腕中間位で榛'Fi遠位に掌側ならび背側方向に

2kgの牽引をかけ，検骨の掌背側方向の移動量を三

次元磁気計測装置 (3SPACEFASTRAK; PolhemllS， 

大阪府吹田市山田丘 2.2
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a 

機骨近イ立骨片尺sWlii;{立と DRUJ安定|生

b C 

図 2 実験段階

a. 初予告正常状態 (l.TFCC，2. j主位骨間j僕)

b. TFCC切出!t
c. 近位骨片を 5mm尺側転位，遠位骨問)換が弛緩.

d. 尺側転位を整復後遺位骨|笥膜を切除

d 

)肢を切離後計iWJした(図 2d). 統計解析は，反復測 位と骨間膜切|徐 (p=1.0)では有意差は認めなかっ

定分散分析後に， Bonferroni i去を用いた posthocテ た.

ストを行って群問比較を行った 2. 機骨背側移動量(図 4)

[結果1
1. 侠骨掌側移動量(図 3)

1尭骨の掌側方向への 2kg牽引に対する移動量は，

靭帯正常状態では 2.27mm:t1.45111mであったが，

TFCC切離後に 13.01mm:t4.24mmと有意に増加し

(p<0.05)， {発骨・は尺骨に対して掌側に脱臼した.

5mm尺側転位では 19.57111111:t 0.56mm，整復後

遺位骨間!換を切出IEした状態では 23.92mm土6.43mm

で，いずれも正常状態とは有意差を認めたが (p<

0.05)， TFCC切離と尺側転位 (p=0.151)，尺側転

畿管手;側

移動量([11m)

35.00 

3<).00 

2500 

2000 

1500 

坤ヨ

* 

i憐骨の背側方向への移動量は，靭宇野正常状態では

4.05mm:t2.22mm， TFCC切離では 7.51mm:t4.46mm

で有意な変化がなかったが (p=0.679)，尺側転位で

17.09mm:t 3.57mmと有意な増加を認め (p<0.05)，

椀骨が背側に脱臼するようになった.

また整復後遠位骨間膜を切離した状態では

20.92mm:t 4.50mmと，尺側転位と同様に強い不安

定性を認めた(骨間膜切除と正常状態 :p<0.05，骨

間膜切除と尺側転位:p=0.732). 

正常 TFCC切離 5111Dl 主主復後
尺側転位 遼{立骨間膜切itt

図3 換手.}'の宅側移動i主 TFCC切出!Eにて有意な増加を認める いp<O.05)
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援骨背側

移動量(0101)

35.00 

30.00 

25.00 

10.00 

正常

* 
* 

5mm 整復後

尺側転位 達位骨間膜切tl;i!

図 4 侠骨の背側移動hl.TFCC切離では正常と有意差がなく， 5111111尺側転位に
てf~位な増加を認めるい p <0. 05).

[考察]

過去の新鮮死体を用いた研究により， 手関節周囲

の軟部組織支持機構のうち，遠位骨間膜は TFCC

に次いで重要な支持組織とされている 4)5) また遠位

骨間!院は，特に機骨の背側脱臼を制動していると報

告されている 6) 本研究で、も過去の報告に一致した結

果が得られた.すなわち TFCCのみを切離 した状

態で、は掌側方向へは不安定になったが背側への不安

定性は認めず¥次いで遠位骨間膜を切離すると背側

脱臼するようになった この背側優位の制動機能は

遠位骨間膜の解剖学的特徴に起因している と考えら

れる つまり遠位'間間膜は榛骨遠位背側寄りに付着

しており 7) 榛骨が背側ヘヲ|かれる際には緊張がか

かりやすく .背側脱臼の制動に重要な役割を果たし

ていると考えられる.したがって. TFCCと遠位骨

間膜を両方切離 しては じめて掌側に も背側にも強い

不安定性を生じるようになる

また本研究では，5mm尺側転位にて侠骨の背側

JJ見臼を認めた.これは近位骨片の尺側転位により遠

位骨間膜が弛緩して DRUJの距離が広がるようにな

り，機骨が背側lJ!t臼するためと考えられた.この時

の挽骨の背側移動量は遠位骨間膜切~lIt時と有意差が

なく， 言い換えれば 5mm尺側転位にて遠位骨間膜

切離と同様に強い背側不安定性が生じたと言える.

模骨遠位端骨折で TFCC損傷合併時には尺側転位

は特に注意 して整復すべきである 本研究の限界と

しては，検体数が少ないこと， TFCCが残存した状

態での尺側転位による不安定性が調べられていない

こと，筋肉の生理的緊張が排除されていることがあ

る.また背屈転位が;t!lr;い状態で，尺側転位も 5mm

に限定されており，今後背屈転位との組み合わせや，

有意な背側不安定性が出現する尺側転位量について

の調査が必要である.

[まとめ1
1. TFCCが断裂すれば模骨は掌側方向に不安定

となるが‘遠位骨間!肢が機能していれば背側脱臼は

制動される

2. TFCC断裂時には，近位榛骨の 5mm尺側転位

や遠位骨間膜損傷合併により .背側方向にも不安定

性を生じるようになる
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榛骨遠位端骨折に合併した

術中遠位榛尺関節不安定性の術後成績に及ぼす影響
みたけたつのり 生かおえつひろ たかはしさやニ なかむらりょうニ'

三竹辰徳¥中尾悦宏 F F，高橋明子*k，中村琴吾キト

検骨遠位端骨折新鮮例において，やI:j前 crにて評価した様骨 sigmoidnotchの骨折 ・尺骨遠位骨折と術中

の DRUJ不安定性を調査し，その術後成績に及ぼす影響を検討した. 2010年 9月から 2012年 12月までに

掌側ロッキングプレートを用いて手術を行い， 12週以上追跡調査可能であった機管遠位端骨折 40例を対象

とした.焼骨骨抜合直後に前腕中間位で 模骨と手根骨を保持し 尺骨の掌側背側への動揺性を調べ

DRUJ不安定性を評価した. DRUJ不安定性を認めたものを Instability群(以下 I 桝)，不安定性を認めなか

ったものを Stabilily群(以下 S群)とした. 11ftの 11例中 10例，すなわち 91%にsigmoic1notchの骨折を

認めた.1群と Slt!fでは掌背屈 ・回内外可動域，握力健側比， I-Ianc120は，いずれも有意差を認めなかった.

[緒言]

著者ら はしばしば，榛骨遠位端骨折の治療の際，

骨接合術直後に DRUJ不安定性の残存する症例に遭

遇する そのlやでも，どのような症例が DRUJ不安

定性を示すのか，不安定性を認めた前一とそうでない

群で後療法に工夫を要し 治療成績に差が出るのか

など，見解の統一を見ない.そこで今回，中日病院 ・

名古屋手外科センターでの症例をまとめたので報告

する.

中日病院では外来を受診 した棟骨速位端骨折に対

して， 全例に伝達麻酔を施行し透視下整復術を行っ

た後に crを撮影し，治療方針を決定する 本研究

の目的は憐骨遠位端骨折新鮮例において，術前

crにて評価した検骨 sigmoiclnotchの骨折 ・尺骨

遠位骨折と術中の DRUJ不安定性を調査し，その術

後成績に及ぼす影響を検討することである.

[対象と方法1
2010年 9月から 2012年 12月までに掌側ロッキ

ングプレートを用いて手術を行い， 12週以上追跡

調査可能であ った様骨遠位端骨折 40例を対象とし

た.機骨骨接合直後に前腕中間位で，機骨と手娘骨

を保持し，徒手的に尺骨の掌側背倶1)への動揺性を調

べた 著者と複数の手の 外科医が評価を行い，

DRUJ不安定性を認めたものを [nstability 群(以下

'受 f~! 日 20 1 3/09/26
家安~iX更生病院 〒446-8602 愛知県安城市安城IIIT東広目下 28番地
材中日病院 名古屋手外科センター

I群)，不安定性を認めなかったものを Stabilily若手(以

下 S群)とした.

I群は 11例， 手術時平均年齢、は 58歳，平均経過

観察期間は 24週であった. S群は 29仔1)，手術時平

均年齢は 55歳，平均経過観察期間は 26週であった

(表 1).

評価項目は術前crにおける梼骨 sigmoic1notch 

にかかる骨折の有無，尺骨骨折の有無と転位の程

度.検骨骨桜合後の術中 DRUJ不安定性，最終診察

時の関節可動域，握力， I-Ianc120とした.統計 学的

な評価は Mann羽lhitneyの U検定およびf検定を

用いた.

対象(例)

性月11

表 1 対象

m 
11 

男性(例) 2 

女性(例) 9 

右(例) 7 
左(例)

綿一
mm
一9
一羽
一日受í~側

4 18 
58(25-82) 55(15-78) 

24(12-50) 26(12-52) 

馴
一
酬
一

個一

一

五矧一

一週

側
一瞬
一
類

一昨

齢
直
一
種

一期

布
寸
お
佐
一
位
止
石
市
仏

内
吋
一内
吋
一
同
凶

一間
出

布

T
一司
T
一
氏
パ

一刻
ハ

11 19 

010  

3 5(2-6) 2.9(2叫
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表 2 sigmoid notchの骨折

Sigmoid not疋hの骨折

あり なし

例 12

10 

8 

6 

4 

2 

O 

I群 (11例) 10 

s詳 (29例) 17 

l 

12 

N_S 

回|群 (11例)

口S群(29例)

--~ -'令叫~ ..!I令 .~ 4 
~ 

売よd
7 庁 令川 ~9' 

~..- A~F ，/;lYv 
A~ 

."}'" A~ キ4F ....~ト 4争 4ト
移 4予今

図 1 尺骨遠位骨折の内訳

[結果]

I群の 11例中 10仔IJ，すなわち 91%に sigmoid

notchの骨折を認めた 一方， s群は 29例中 17例

に sigmoidnotchの骨折を認め，χ2検定では有意差

を認めなかった(表 2). 

I訴において 3例は尺骨骨折を認めず，尺骨茎状

突起骨折を 5{JIJ認め，部位は茎状突起先端 1仔IJ， 基

部水平 4例であった 尺骨頭骨折も 3例認めた. 一

方，安定化していた S群では尺骨の骨折部位は各

部に分布していた (1~11 )

尺骨茎状突起骨折を認めた 23例を分析すると， 1 

群で、尺骨茎状突起骨折部の転位量の平均値は掌側へ

1.3mm， ;憐側ヘ 1.1mm，遠位方向へ 1.3mmであった.

S若手の尺骨骨折部の転位の平均値は掌側へ 0.9mm

1尭側へ 0.6mm，遠位方向へ 0.7mmであった I群

はグラフに認めるように掌側 -機側 ・遠位方向への

転位量が大きい傾向を認めたが，統計学的に有志、差

を認めなかった(図 2). 

82 

I群において尺骨-頭骨折は全例骨接合術を行い

茎状突起基部水平'南折の 4 例!こI~ 2例に骨緩合術を追

加した.残りの 2例は 70歳以上で、あり高齢のため，

大きな手術侵襲を行わず 国外位でギプス固定とし

た.

外固定の種類は I群は全例 AboveElbow (以下

AE)ギプス固定で，平均 3.5週外固定を行っていた.

S鮮では 19例が AEギプス国定を受け， 10例が Be

low Elbow (以下 BE)ギプス固定であ った.平均

固定期間は 2.9週であった(表 1) 外固定の種類は

ど検定で有意差を認めたがう外固定の期間は Mann

U市itneyの U検定で、優位差を認めなかった.

|臨床評価では掌背屈可動域が I群/Sf~~ で 120 :t

18
0 

/121:t23
0

，囲内外可動域がそれぞれ 152:t16
0 

/158:t 15
0

，握力健側比が 77:t16%/84:t30%で.

し】ずれも有意差を認めなかった.Hand20について

は l鮮 17.0:t15.2点， s rr~ 13.3:t 19.1点であり.患

者立l出l型評価で、も有意差を認めなかった(1豆13). 
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図2 尺骨茎状突起骨折の転位室

図|群 口5群

度
掌背屈可動域 田内外可動媛
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。
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握力健側比
占

120 ， 40 ， Hand20 
N.S. 

90 30 
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30 10 

。 。
図 l群 ロ5群

図3 I臨床評価

[考 察]

尺骨茎状突起骨折は日常よく遭遇する機骨遠位端

骨折に合併することが多いが，以前は治療に際して

尺骨は棟骨に比べあまり重要視されない傾向にあっ

た I1 近年手関節尺倶1]音[)の機能解剖が解明され，尺

骨遠位部も重要な役割をなすことが判明し，茎状突

起骨折に対 して手術を行 う機会が増えてきている.

しかし，治療に当たっては，骨折音[)位によっては骨

接合を行うという意見と保存的治療でよいとする意

見とがあり，必ず しも一致 した見解は得られていな

い.治療法の決定には， 茎状突起骨折の骨折音[1位と

遠位棟尺関節の状態を把握することが重要である

中村らは尺骨茎状突起骨折と遠位模尺関節脱臼との

関連性を検討したうえで， 骨折部位を先端，中央，

基部， 基部より尺骨骨端部の 4種に分類 した 21 そ

の後，中村らは，先端部骨折，中央部骨折に加えて

三角靭帯の付着部位を含む基音[1水平骨折と村着部位

より近位の基部斜骨折の 4型に分類した 31 本研究

では前述の分類に従ったが 尺骨の骨折部位は各部

にまたがり一定の傾向を認めなかった. 一方，尺骨

茎状突起骨折は全例骨片が掌慣1].焼似1].遠位方向へ

転位していた.これは尺骨茎状突起に付着する尺側

勺
、

υ
nハυ
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支持機構に牽引されるためと考えられる.逆に言う

と，これは尺骨骨軸が背側 ・尺側へ移動することを

意味していた.

また院骨遠位端骨折に合併する DRUJ不安定症

は3-37%とされる 4) しかしその臨床的意義は予後

に影響 しないとするものから，観凶l的治療を主張す

るものまであり，一定の見解は得られていない 5)

DRUJは，曲率半径が異なる尺骨頭と，榛骨 sigmoid

notchより構成される滑車様の関節で、あり，尺骨頭

周囲を椀骨が約 180度回旋可能な元来非常に自由度

の大きい不安定な関節である 6) したがって， sigmoid 

notchの骨折整復不足などから，尺骨頭と sigmoid

notchの適合性が悪くなると DRUj不安定性を示す

可能性があり ，今後の検討課題である.ただし，榛

骨遠位端骨折に伴う DRUj不安定性の原因には sig

moid notchの骨折や尺骨頭の骨折以外にも， TFCC 

損傷や尺骨茎状突起骨折 尺側手板{Ijl筋!躍のl陛鞘な

どの関与があるといわれている.すなわち，本研究

では I若手には sigmoidnotchの骨折が多かったが，

sigmoid notchの骨折のすべてが DRUjの不安定性

を示すわけではなかった 同様に尺骨茎状突起骨折

も，すべてが DRUjの不安定性に関与するわけでは

なかった.一方で，解剖献体のバイオメカニクス研

究で，遠位骨問11具が榛骨の背側脱臼を制動する機能

があるとの報告がある 7) すなわち，樟骨遠位端骨

折でTFCC損傷や茎状時骨折がほとんど問題にな

らない理由は，掌側検尺靭帯と遠位骨間膜が残存す

ることが多いため，骨性に正確に整復すれば DRUj

不安定性が消失するためであろうと指摘している.

逆に，続骨遠位端骨折の椀側側方転位が残存すると

遠位骨間膜が緩むため DRUj不安定性を示すと指摘

しており，今後病態解明に向けた更なる調査， 研究

が必要である.

検骨遠位端骨折の手術成績は，掌側ロッキングプ

レート固定により飛躍的に向上したが，なお一部の

不良例は存在する.すなわち，掌側ロ ッキングプレ

ート固定は術後早期の手関節使用を可能としたが，

合併する TFCC周辺部損傷を放置すると尺側部痛，

DRUjの不安定性が遷延する危険性を有する.本研

究では術中に DRUjの不安定性を有する群では積極

的に AEギプス固定を行っていた.11洋の 11例のう

ち，尺骨頭骨折は全例骨抜合を迫力[Jし，茎状突起基

部水平骨折 2紗IJに骨接合術を追加した.機骨速位端

骨折診療ガイドラインでは DRUjの不安定性をきた

すものでは，約 45度目外位で 4-6週間 sugar-tong

タイプの外固定を行うことが推奨されている した

がって，年齢，日常生活 レベルなどから手術が不適

と考えられる症例であっても，上腕からのギプス固

定を行うことで， 11吹部組織損傷の修復を促し終痛が

少なく良好な成績が得られると考えられた.

[まとめ]

I群と S群では掌背屈・囲内外可動域，握力健側比，

Hand20は，いずれも有意差を認めなかった.

[文献]

1) 内田和l宏.尺骨茎状突起骨折の手術11:;
MB Orthop. 第 23版.東京.全日本病院出版会.

pp137-142，201O. 

2) 中村主主吾ほか TfCC 損傷と尺骨茎状突起骨折. WI節
外科 13:121-126， 1994. 

3) 中村俊康ほか 尺骨茎状突起骨折と遠位続尺|具|節不安

定旋.骨折 26:278-281， 2004 

4) May MM， et al. Ulnar styloid fractures associated with 

distal radius [ractures:incidence ancl illlplications [or 

distal radioulnar joint instability. .f Hand Surg Am 27・

965・971，2002

5) Szabo RM. Distal radioulnar joint instability. J Bone 

Joint Surg AIll 88: 884-894， 2006 

6) 副島修ほか 隙旧性迷位脱尺|まl卸l不安定症に対する
(q平音11学的速位脱尺靭帯再建術 Adall1s-Berger ~法.

日盤会誌 86:488-492， 2012 

7) Noda K， et al. Interosseous ll1ell1brane o[ the forearll1: 

an anatomicak study of ligall1ent attachll1ent locations. J 

Hand Surgんn34: 415-422， 2009. 

-84-



519-522， 2014 第 4号日手会誌(JJ pn Soc SUI眉gHancl)，第 30巻

榛骨遠位端骨折の保存的治療中に生じる

長母指伸筋健断裂の検討
珍
gwv 

、、
よしとたけし

吉田竹志*ネ
かわくtち品 U

川口否夢中川玲子!
みつる
7:;;* 
ノし ， 堀木

でんのかくろう

田野確郎¥
く カ{Ijんさく

久我研作三

1発骨遠位端骨折の保存的治療中に起こる長母指件l筋!腔 (EPL)断裂の発症機序の詳細は明らかでなく，解

剖学的見地からl腔断裂のメカニズムについて検討した

対象は 201 0 年 ~2013 年までに手術加療施行した 8 例に対して X 線像 ， CT像で評価した.

raclial inclinationは21度(健側21.8度)， ulnar valianceは0.4111111(健側0.3mm)と有意差は認めなかったが，

volar tiltが 1.9度(健側 11.5度)と有意に背屈転位を示していた(し 1ずれも平均値). CT像で Lister結節の

近位尺側の骨皮質の突出を認めた.

本研究も過去の報告同様に骨折による転位は少なかった . 術 lニI~所見も加味して考察すると l陛断裂を来すも

のには，受傷時に骨片により clirectに腿損傷を来すタイプと， Lister結節の背側転位や仮骨形成に伴うコン

パートメン トの狭小化による摩擦の増大により腿断裂を来すタイプがあると推測された

[緒言]

機骨遠位端骨折の保存的治療中に起こる長母指イ111

筋!陛 (EPL)断裂は 0. 4 ~1.0%に生じる合併症とさ

れているが，その発症機序の詳細11は明らかでない.今

回我々は，Wp剖学的見地から， EPL断裂のメカニ

ズムについて考察を加え報告する
続骨帽の定義

側面像で骨車111に平行に侠骨掌;側骨皮質 ・

背側骨皮質に接線を引きーそれぞれの
接線開の距離を侠骨幅とした

図 1

側平均 0.3mm)(P>0.05)と有意差を認めなかった

しかし X線側而像では，掌;側骨皮質の gapはない

ものの，volar tiltが1.9度(健側 11.5度)(P<0.05) 

と有意に背屈転位を示していた.また侠骨l隔は

22.2m111 (健側 19.5mm) (P<0.05)と有意に聞大し

ていたい、ずれの値も平均値を比較した).CT画像

では， Lister結師、iの近位尺側に骨折線が及んで、いた

ものや骨皮質の突出を認めた(表 1).

前医の診断としては 8例中 6例が骨折と診断して

いなかった.

断裂までの期間は受傷 1週間程度までの早期例と

受傷後 1ヶ月以降の遅発例の二峰性に分かれる傾向

にあった(表 2). 

[対象と方法]

対象は 2010 年 7 月 ~2013 年 3 月までに当科で手

術加療施行した 8例8手， 右7手，左 I手男性2191]，

女性 6例，平均年齢、 69歳 骨折型は全例 AO分類

lype A2であ った

全例 X線画像は前腕中間位，

影した.全{JIjCT撮影した

以上の症例に対 してX線像での radialinclination， 

ulnar valiance， volar tilt，機管'1幅(図1)を計測した.

測定値を統計学的に分析した (paireclt-test，有意水

準 5%).

CT像での変形部位についても評価 した.

手関節中間位で撮

[結 果l
X線正面像では平均 raclialinclinationは21度(健

側 21.8度) (P>0.05)， ulnarvalianceは 0.4111111(健

兵庫県尼崎市稲葉荘 3丁目 l番69号

に
J0

0
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表 1 表 2 ①-@:早期仔IJ ⑤~③ :遅発例

症例 年齢 左右 RI UV VT 

① 64 右 26(24) 1 (0) 日(13) 

② 66 右 23(24) 1 (0) 7 (9) 

③ 71 右 19( 17) 1(1) 6( 10) 

④ 69 右 22(23) 0(0) 4( 16) 

⑤ 43 左 18(20) 。(0) -3( 11) 

⑥ 80 右 22 (27) 1(1) 9( 14) 

⑦ 78 右 16(25) 1 (0) -1 (8) 

⑧ 80 右 12( 14) I 2(2) I 3( 11) 

平均 68.9 山 8))|叩 3) lI9(115)
(P>005) 1 (P>0.05) 1 (P<0.05) 

RI: Radiallnclination UV: Ulnar Valiance VT: Volar Tilt 

()は健側値

ホI:Uster結節尺側に骨析線あり

叫 Lister結節尺側に骨隆起あり

患jM

1露骨幅 CT所見 症例 年齢 左右 断裂までの期間

20.8( 18.1) キl ① 64 右 1日

22(20) 本l ② 66 右 1日
25 (21.6) *1 ③ 71 右 2日
21.6( 19.1) キi

④ 69 右 9日
21.8( 19.2) 牟2

20.7( 18) *2 

24(23) *2 

21.4( 16.6) *2 

22.2( 19.5) 

⑤ 43 左 1か月

⑥ 80 右 1か月

⑦ 78 右 1か月

|③ 80 右 5年

(P<0.05) 

健側 患.fllu 健側

※比較のため健側は左右反転像

患側

Radial inclination: 22。

Ulnar variance:一1mm

健側

Radial inclination: 27。

Ulnar variance:一1mm

Volartilt:-9
0 

Volartilt:14。

榛骨幅:21mm 携骨幅 18mm

図 2 来|涜時 X線画像

全作IJEPLの端々縫合は不可能であったためきEIP

l腿を用し、た l世移行fíl~ を施行 し た.

[症例提示]

症例は 80歳女性.転倒受傷し前医では手関節打

撲と診断され，保存的に加療されていたが，受傷後

4週で右母指伸展|嘩害が出現し EPL断裂と診断さ

れ， 当院紹介受診となった.

受診時， EPLJ陛のレリーフ触れず母指 IP関節iの

自動伸展不可能であった

レントゲン側面像を比較すると，思側は volartilt 

が-9。と背屈転位認め， Lister結飾部の隆起も認め

た ( 1~1 2).

刑医の診断 同11医の治療

手関節打撲 なし

手関節打僕 なし

手関節打撲 Castのみ

手関節打撲 なし

左手打僕 Castのみ

手関節打操 Cast のみ

様骨遼位端骨折後 Castのみ

携骨遠位端骨折後 Castのみ

cr像でもでは Lister結節の背側転位宅 Lister結

EiI'i尺側の仮骨形成を認めた(図 3).

図 3 Listel結節高位の CT像 Listel結節i尺
fl!1J に仮'~l 形成を認める ー
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手術は EPLの遠位断端は癒着により引き出すこ

とができなかったため，第 3コンパー 卜メン ト直上

にも皮切を加え，第 3コンパー トメン 卜を開放した

ところ腔鞘滑膜と癒着 したEPL断端と， コンパー

トメン ト内に仮骨形成を認めた.

EPLは仮骨形成による compartmentの狭小化に

より腿滑走の際の摩擦の増大により腿断裂を来した

ものと考えた.

本症例に対して， EIP腿を用し、た腿移行術を施行

した.

[考察]

焼骨遠位端骨折後の EPL皮下断裂に関 して渉猟

し得た過去の報告例 1)2)3W5)G)7)では いずれの報告

も骨折は転位がなし 3か転位の少ない骨折であったと

述べている. I~I 験例においても， volar tilt-lQo以下

の骨折ばかりで，近医初診時骨折を見落とされてい

たケースが大半であった(表 3). 

過去の報告では骨折の転位に関する各種パラメー

タの統計学的考察はなかったが，本研究では X線

正面像で radialinclination. ulnar valianceは統計 学

的有意差を認めなかったが，側面像で volartilt， m 
骨幅に統計学的有意差を認めた.

受傷後から EPL断裂までの期間は，報告ごと に

ばらつきがあるものの.約 1週間以内に断裂が起き

る早期例.受傷後 1ヶ月以降に断裂が生じる遅発例

に分類できる lヨ験例でも， 8例仁1:14例が10日以内.

3例が受傷後 1ヶ月 1仔IJが受傷後 5年で!腔断裂が

生じている.

m骨遠位端骨折後の EPL皮下断裂を来す解剖学

症例数

表3

的要因として EPLの通る第 3コンパー トメン 卜の

特徴は元来狭いコンパートメントであること，List-

er結節がプーリーとなり EPLの走行が槙側にシフ

トしてkinkする走行をとっていること，榛骨背側

の metaphysisの骨皮質が薄いために転位しやすい

ことなどが挙げられる.Kutsumiらは fresh-frozen

cadaverを用いた試験で EPLI.陛と EDC2腔の glicト

ing r巴s istance を比!段した~i\，!験で EPL I腿は EDC21陛

よりも優位に抵抗性が高く，平均で約 1.5倍抵抗性

が高い 81と述べており，もともと第 3コンパート

メン卜は狭く 摩擦の高いコンパートメントであり，

保存的加療の経過中に仮骨や骨の隆起によりさらに

コンパー トメン ト内の抵抗性が高くなり機械的摩擦

を起こし断裂を来すものと考えた 過去の報告で

も，受傷後 1か月以降に断裂が来したものが多く，

そのような症例ではコンパートメント内での機械的

摩擦により断裂したものと考えられる

一方，我々は 1週間以内に断裂を来す比較的早期

断裂例も経験しているー早期断裂例では，仮骨形成

などはみられないため，摩擦によるメカニズムは考

えにくい.

過去の報告には散見されなかったが，本研究では

早期断裂例の CT像で Lister結節尺側に骨折線が及

んでおり，受傷時にダイレク卜に損傷した可能性が

示唆される

今回のシ リーズ、には含めなかった焼骨遠位端骨折

に合併した EPL不全|断裂の症例の治療を経験した.

その症例では術中所見で Lister結自治if)の転位した骨

片がEPLI.躍に刺さっており不全断裂を来 していた.

本症例では受傷時に ダイレク 卜にEPLを損傷した

骨折型 断裂までの期間

転位 ~約1週 約1ヶ月~

Smith et al') 5 なし~軽微 4 

Scoff et al') 7 なし~軽微 6 

Kevin et al') 3 なし 3 

Ekkehand et al" 5 なし 4 

7)<;，尺ら引 9 なし~軽微 4 5 

;青7)<ら6) 12 軽微 12 

石井ら" 5 なし 5 

自験停IJ 8 車E微 4 4 
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ものと思われ，そのまま放置 していると早期に EPL

完全断裂を来すものと考えられる.

このよ うに早期断裂例では骨折受傷時に骨片によ

りダイレクトな腿損傷を来した可能性もあると考え

た.

EPLの Lister結節周囲はJIfl流に乏 しい 9)10)との報

告もあり， 一度損傷を来したl躍は自然治癒しにくい

可能性が考えられる.

EPL皮下断裂が転位の大きな骨折や粉砕の強い

需寸Jj-tこ起こりにくし、理由は，骨性によるコンパート

メン 卜の狭小化は起こりにくく，コンパートメン 卜

そのものの解剖学的破綻なども同時に合併して，

EPLの kinkingが起こりにくいのではないかと考え

た.

[まとめl
EPL断裂を生じた症例は X線正面像ではいずれ

も有意に転位を示さない骨折であったが， X線側面

像では有意に転位を示していた.

cr像では早期断裂例は Listel結節尺側に骨折線

が及んでおり，遅発性断裂例は Listel眉結節尺側に化

骨形成や骨|桂起がみられた.

EPL 断裂を来すものには， 受傷時に directにl陛

損傷を来すタイプと，加療中に Lister結節1の背側転

位や{反骨JT~成に伴うコンパートメントの狭小化によ

る摩擦の増大によ りIl建断裂を来す 2つのタ イプがあ

ると考えた.
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関節内榛骨遠位端骨折術後の CTによる

Sigmoid notchの評価と手関節機能
aw w

ψ
 

、、
かわいひでお

河井秀夫!ド蒲生和重:"
つえ可]ぎあやニ

上杉彩子斗栗山幸治 i

目的 :遠位様尺関節内様骨遠位端骨折術後に手関節 CTでsigmoidnotchの評価を行い，手関節機能への

影響を検討することを目的とした

対象と方法 :掌側 lockingplateを問l'て手術を行った関節内機骨遠位端骨折のうち，術後に CTを施行し

た34{91] (男性 7例，女性 27例)を対象とした 手術時平均年齢 58(20-82)歳，骨折型は AO分知で

C1 : 14例，C2: 9 {91J， C3: 11例であった. 術後 CTで sigmoidnotchの状態を評価し，手関節機能との関

係をJ食言すした.

結果 :34例ヰ114伊1]にCTで sigmoidnotchの不整を認めた. sigmoicl notchの不整は背屈，握力に有意に

影響を及ぼした.骨折型別に比較すると， sigmoicl notchの不整は C3型の背屈可動域に有意に影響を及ぼし

た.

考察 :sigmoicl notch不整の残存は手|具JEii'j機能悪化の一因となる可能性が示された.術中に skylineview 

などで sigmoiclnotchの正確な整復を行い，最尺側の lockingscrewを至適位置に挿入することが重要であ

ると考える

6 {JI]であった.

術後平均 1761::1(132-218日)の時点で手];Vi]節

機能評価として，手関i'(!'i・前腕可動域および握力を

測定し，{佳側比を算出した The Disabilities of the 

Ann， Shoulcler ancl Hancl (DASH) Score， Pali巴nt-

Ratecl Wrist Evalllation (PRWE)を調査した画像

評価11として，手関節 CTaxial像で sigmoiclnotchの

整復を検討 した

1mm以上の gap，1mm以上の stepoff， sigmoicl 

notchの Incongruencyのいずれも存在し ない適合

群といずれかが存在する不整群とに分類した sig-

moicl notchの incongruenceの評 価 法は sigmoicl

notchに一致するように円を描き，最も転位してい

る部分 (A)から円に最短となる線を引き，円との

交点 (8)とし，線分 Asが 1mm以上のものを 111-

congruencyありとした(図 1)

手術から手関節 CT評価までの期間は平均 Ll7(1・

222) 日であった

統計学的検討は，迎合群と不整群の2m聞の比較

では性別は Fisherの直接1能率検定，骨折型はカイ

[緒 言1
172骨速位端骨折において 65%が遠位腕尺関節内

骨折であると報告されている 1I しかし，単純 レン

トゲンで、遠位模尺関節の整復の評価は困難である.

そこで著者らは，遠位機尺関節内榛骨遠位端骨折術

後に手tM1釘iCTで sigmoiclnotchの変形の評価を行

い，手開館i機能への影響を検討することを目的とし

た.

[対象と方法]

掌側ロ ッキングプレー トを用いて手術を行った遠

位機尺関節内機骨遠位端骨折のうち， j，I:r後に CTを

施行した 34{'l1](男性 7例.女性 27例)を対象とし

た 手術時平均年齢 58(20-82)歳，骨 折型は AO

分類で C1: 14仔1]，C2: 9例， C3: 11例であった.

手術は全例掌側ロ ッキングプレート を用いて観血的

整復固定術を行った 使用したプレートは ACU-

LOC (日本メデイカ ルネクスト， 大|坂): 21例.

VariAx Distal Raclius (日本ストライカー，大|坂): 7 

{91J， VA TCP clistal raclius plate (シンセス， 対立京): 

大阪府枚方市星丘 4.8-1
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図 1 crでの sigmoidnotchの評価

2乗検定，その他の項目は t検定を用いた 危険率

5%未満を有意差ありとした.

[結果]

適合群は 20例で，男性 6例，女性 14例，手術時

年齢 56.5::1::15.0歳，骨折型は C1:8例. C2: 6似11，

C3 : 6例であ った.不整群は 14仔11で，男性 1fyl1， 

女性 13例，手術時年齢 60.1::1::10.9歳，骨折型は

C1 : 6例，C2: 3 fyl1， C3: 5例であった.いずれの

項目にも有意差は無かった(表 1).不整lr~ 14例の

内訳は，全例に sigmoidnotchの incongruencyが

存在 し，それに加えて stepoffを 6例， gapを l例

に認めた.

手関節機能評価の結果について.適合群は掌屈:

88.1::1:: 14.3%，背屈 ・95.8::1::8.0%，国内:97.4::1::6.5%， 

回外 :99.2::1::5.0 %， 握力:88.8::1:: 14.3 %， DASH 

score 10.3::1:: 12.2， PRWE 12.9::1:: 16.9，不整群は掌屈:

84.4::1:: 18.9 %，背屈 :85.l::!:: 17.4 %，団体]: 93.4::1:: 

16.0%，巨|外:91.6::1:: 18.0%，握力 :75.0::1:: 17.8%， 

DASH score 16.0::1:: 12.7， PR¥へ!E14.5::1:: 13.3であり ，

背屈可動域と握力において適合岩手が有意 に優れた

(p<0.05) (表 2).次に骨折型別に適合群と不整群

を比較した結果， C3 型の背屈可動域のみで迎合tr~

が有意に優れた (p<0.05) (表 3，4， 5). 

表 1 各鮮の年齢，性別，骨折型

適合群(20停11) 不整群(14修11)

男性女性 6: 14 l' 13 p = 0.198 

年齢 56.5::!:: 15.0 60.1::!:: 10.9 p = 0.459 

CI C2:C3 8.6:6 6:3:5 p = 0.847 

掌屈

背屈

囲内

回外

握力

DASH 

PRWE 

年齢

掌屈

背屈

囲内

回外

握力

DASH 

PRWE 

年齢

掌屈

背屈

囲内

回外

握力

DASH 

PRWE 

年齢

掌屈

背屈

囲内

回外

握力

DASH 

PRWE 
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表 2 各群の手関節機能

適合(20例) 不整(14例)

88.8::!:: 14.3 84.4土18.9

95.8::!::8.0 85.1::!::17.4 

97.4::!::6.5 93.4土16.0

99.2::!::5.0 91.6::!:: 17.9 

86.0::!:: 11.5 75.0土17.8

10.3::!:: 12.2 16.0::!:: 12.7 

12.9土16.9 14.5::!:: 13.3 

表 3 C1型の各群の手1;¥Ji1節機能

適合(sf9J1) 不整(6例)

55.4::!:: 17.2 67.7::!::4.9 

96.4::!::5.2 91.5::!:: 13.5 

97.4::!::9.5 88.9::!:: 18.8 

100.0::!::0.0 99.1 ::!::2.3 

100.0::!::O.O 98.1土4.5

90.9::!::8.0 75.0::!::23.2 

7.1 ::!::8.6 14.7::!:: 13.9 

9.1::!:: 13.1 10.8::!:: 13.1 

表 4 C2lWの各群の手関節機能

適合(6例) 不整(3例)

51.7::!:: 11.0 60.3::!:: 11.0 

91.8::!::8.4 88.7::!:: 10.8 

97.9土5.1 95.9土15.7

96.3::!::9.1 100.0::!::0.0 

100.0::!::0.0 98.0::!::3.4 

81.5土13.1 81.4::!:: 16.1 

10.3::!:: 12.2 15.7::!:: 16.5 

12.9::!:: 16.9 16.8土20.8

表 5 C3 型の各群の手|刻 i~rî機能

適合(6例) 不整(5例)

62.7::!:: 19.0 51.0::!:: 10.1 

75.6::!:: 18.9 73.3::!:: 25.1 

91.7::!::7.8 74.2土12.5

95.1 ::!::7.8 82.5::!::24.4 

97.5::!::9.6 79.9::!::27.3 

84.0::!:: 13.1 71.2::!:: 13.4 

13.2土11.3 17.9::!:: 11.7 

14.0::!:: 13.7 17.5::!:: 10.6 

p = 0.445 

p = 0.046 

p = 0.381 

p=0.144 

p = 0.035 

p = 0.195 

p = 0.778 

p二 0.091

pニ 0.435

p = 0.290 

p = 0.363 

p = 0.363 

p = 0.159 

p = 0.231 

p = 0.814 

p = 0.301 

p=O.641 

p = 0.847 

p = 0.363 

p = 0.423 

p = 0.990 

p = 0.757 

p = 0.981 

p = 0.251 

p = 0.863 

p=0.019 

p=O.318 

p = 0.231 

p=0.144 

p=O.516 

p = 0.652 
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図 2 plateを憐似11に設置すると， sigmoicl notch incongru・

encyが生じやすい

図 3 fJ;¥骨述位掌側部は尺飢11が掌側に!膨らんでおり，
plateが徒側に設置されやすい

[考察]

遠位機尺関節内の骨折があると， 回外や握力低下

をきたすと報告されている "HI 本研究の結果は，

適合併と不整群の単純な比較では不整群において背

屈と握力が有意に劣った しかし，今回の症例は

20歳から82歳とバラツキが大きく，ま た骨折型も

C1から C3までが含まれており，バイアスが大きい

そこで，骨折型別に検討したとこ ろ， C3型の背屈

可動域のみで有意差を認めた(表 5). ただし骨折

型別の検討では各群の症例数が少ない為，更なる検

討を要すると考えている

sigmoid notchの不整が囲内外ij;IJ限以外の原因と

なることについて次のように考えた.掌背屈制限の

原因 として.sigmoid notchの不整は， 同時に月状

骨慌の不整となり ，月状骨の可動域制限を生じ，手

関節掌背屈HiIJ限を生じたと考えた 握力の低下につ

-91 

図4 最尺側 screwはsigl1loiclnotch関節面直下に怖入す

ることで subconclralsupportを行う

図 5 plateを尺側に設置することが重要と考える

いては， sigmoid notchの不整は指伸筋腿glidingf100r 

の不整も生じ，握力低下の一因となることが考えら

れた.

不整群 14{}iIJは全例に sigmoidnotch incongruency 

が存在 し2 それに加えて stepoffを6仔1]， gapを l

例に認めた. sigmoid notch incongruencyのみの 7

例と stepoffや gapも加わった 7例について手関節

機能を比較したが，いずれの項目も有意な差がなか

った.sigmoid notch incongruencyは全例 sigmoid

notchの径が小さく なり ，['く」の字になる変形を

呈した (図 2).その原因のーっとして plateが椀側

に設置されていることが考えられた.~尭骨遠位掌:側

部は尺側が掌側に膨らんでいることが多く ，plale 

を脅 に安定化させて設置するとやや撰側に設置され

る傾向にある その場合，尺背側の骨片をしっかり

押さえ込んで固定しな いと，尺側の screwは sig-
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moid notchを「 くjの字に固定してしまうことと

なると考えられた(図 2，3)，尺背側の骨片を骨把

持で掌背側方向に把持し， 最尺側の screwは sig-

moid notchの関節面ギリギリに入れ，骨片の転位

を予防することが望ま しいと考えている(図 4，5)， 

機骨遠位関節面の subchondralsupportの重要性は

広く指摘されているがぺ掌側ロッキングプレート

は sigmoidnotchの関節面の subconclralsupportと

いう面でも重要であると考える.

術中に sigmoidnotchの評価は困難であるが，

悶amm巴rらは透視で sigmoidnoLchが最も評価で、き

る肢位について詳細に検討し，手関節背屈位で前腕

を背側に 10-15度傾けた moclifieclskyline viewを

報告しており へ 術中の確認に有用と思われる.

M骨遠位端骨折において， sigmoicl notchの整復

は重要であることが示唆された.

[まとめ]

L 遠位槙尺関節内模骨遠位端骨折術後の CTと

手関節機能について検討した.

2. sigmoicl notchの不整は背屈，握力に有意に影

響を及ぼした.骨折型ごとの比較では C3型の背屈

に有意に影響を及ぼした.

3. 術中 skylineviewなどで sigmoiclnotchの評価

を行うことが望ましいと考える.

[文 献l
1) Rozental TO， et al. Evaluation of lhe sigmoid notch wilh 

computed tomography following inlra-articular distal ra-

c1ius fracture. j Hand Surg AI1l 26: 244-251， 2001. 

2) Roysam GS. The c1istal raclio-ulnar joint in Colles' frac-

tures. J Bone Joint Sllrg Br 75: 58-60， 1993 

3) Villar RN， et al. Three years after Colles' (racture. A pro-

spective review. j Bone joint Surg Br 69・635-638，1987 

4) licla A， et al. Oistal radioulnar joint stress radiography 

for c1etecting radiolllnar ligament injllry. j Hancl Surg 

んTI37: 968-974， 2012 

5) Orobetz H， et al. Volar fixecl-angle plating of c1istal racli-

us extension fractures: inf1uence of plate position on 

seconclary loss of reclllction-a biomechanic stllcly in a 

caclaveric moclel. j Hancl Surg A1ll3l: 6l5-622， 2006. 
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榛骨遠位端骨折の治療の現況と問題点
(スコアリングシステムの妥当性を検証して)
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竹村宜記中児玉成人

当科および関連施設で治療された機骨遠位端骨折症例のデータを集積し，我々が考案したスコアリングシ

ステムの妥当性と治療の現況，問題点について検証した.当科および関連施設ですでに治療された機骨遠位

端骨折のうち l年以上の追跡調査ができた症例を無作為に抽出し，当科の手外科専門医 1名が点数化し，そ

の合計ポイントで治療指針を判定 した.その判定の妥当性を実際に行われた治療の治療成績から検証した.

評価法は Mayowrist score (以下 MWS)， Q-DASH， PRWE-Jを用いた 164例の榛骨遠位端骨折のデータ

が集積された.保存療法群 76例，治療成績は MWS79.8点 Q-DASH 9.9点 PRWE 15.8点，手術療法群

88症例， MWS82.5点 Q-DASH6.5点 PRWE9.8点であった 今回の結果から スコアリ ングシステムの妥

当性が検証され憐骨遠位端骨折の治療指針として有効な方法であると考えられた.

数により 2点未満を conservativegroup (CS group)， 

2点以上3点未満を relativeconservative group (RC 

group)とし，ここまでは保存療法が司能と判定し，3

点以上4点未満を relativesurgical group (RS group)， 

4点以上を surgicalgroup (SG group)としてこれ

らは手術療法の判定とした.治療のアルゴリズムを

示す(図 1). 

対象は当科および当科関連施設で治療された転位

のある検骨述位端骨折 164例で男性 29例，女性

135例，治療の内訳は保存療法 76例，手術療法 88

例であった.保存療法群は徒手整復， 外固定が行わ

れ，手術療法群は全例掌側ロ ッキングプレー トが行

われた.各施設で、治療が行われた機骨速位端骨折の

うち l年以上の追跡調査ができた症例で¥患者の

活動性は最低，独歩で来院できていたことを条件と

し，無作為に抽出 した.方法は当科の手外科専門医

l名がスコア リングシステムを用し、て retrospective

に点数化し， その合計ポイントで保存療法か手術療

法かの治療方針を判定 実際に行われた治療の臨床

成績と比較検討して，その妥当性を検証 した 臨床

成績は Mayowrist score (以下 MWS)， Q-DASH， 

PRWE-Jを用いて評価し，スコア判定では保存療法

で笑際に保存療法をされた群と手術療法さ れた群，

またスコア ~I'I I定では手術療法で実際には保存療法さ

[緒言1
2012年に侠骨遠位端骨折の診療ガイドラインが

発刊され，診療の標準化が進みつつある.我々は様

骨遠位端骨折の治療指針決定の際の f~~j便なツールと

してスコア リングシステムを作成し， 2008年本学

会で発表した 今回，それ以降，当科および関連施

設で治療された榛骨遠位端骨折症例のデータを蓄積

し，その妥当性と治療の現況について検証した

[対象と方法}

当科で作成されたスコアリングシステム 1)は樟

骨速位端骨折の治療方針を決定する|民 X線パラメ

ーターや患者因子を点数化し，その合計ポイン 卜で

保存療法か手術療法を決定するものである.焼骨遠

位端骨折ガイ ドライン 2)では青壮年期の不安定型

骨折は手術療法が保存療法より有効である一方.高

齢者ではその evidenceはないと報告されて いる.

そのため一部改訂し，青壮年期以降の 50歳以上を

対象と した (表 1) スコアリングシステムの妥当

性を検証するため.当科の関連施設および近隣開業

医ですでに治療された榛骨遠位端骨折症例に対し，

このスコアリングシステムをあてはめ，その治療判

定が実際に行われた治療の臨床成績に反映されてい

るかを検討 したスコアリングシステムはその合計点

i技i員!県大津市瀬田月前、1111
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スコア リングシステム
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[結 果]

スコア リングシステムで保存療法と判定され

(CS， RC group)，実際に保存療法が行われた症例の

|臨床成績は CSgroupで MWS平均 84.7点， Q-DASH 

平均 6.5点， PRWE平均 12.2点， RC groupで MWS

平均 82.0点， Q-DASH平均 8.3点， PRWE平均

13.8点であった(表 2).一方，手術療法と判定され

(RS， SG group)実際には保存療法が行われた症例

の臨床成績は RSgroupで MWS平均 76点， Q-

DASH平均 12.5点， PRWE平均 18.2点， SG group 

で MWS平均 73.3点， Q-DASH平均 15.4点， PR¥¥屯

平均 23.6点であった(表 2)

スコアリングシステムで保存療法と判定され，実

際に手術療法が行われた症例の !臨床成績は RC

groupで MWS平均 80.0点， Q-DASH平均 7.9点，

PRWE平均 10.8点であった(表 3).一方，手術療

法と判定され，実際にも手術療法が行われた症例の

臨床成績は RSgroupで MWS平均 84.6点， Q-

DASH平均 6.25点， PR¥¥屯平均 9.6点， SG group 

で MWS平均 83.0点， Q-DASH平均 5.86点， PRWE 

平均 9.2点であった(表 3).各 groupでの保存療法

と手術療法の臨床成績の比較では MWS. Q-DASH， 

PRWEのいずれも， RC gro叩 では有意差はなかっ

たが， RS， SG groupでは有意に手術療法鮮の成績

Initial scoring immcdiately 

after closed reduction 

主2poillls 

second and th川 1scoring 

治療のアルゴリズム CS: conservative， RC 
relative conservative， RS: relalive Sllrgical， 

SG : slIrgical 
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図 1

れた併と手術療法された併の|臨床データから CS，

RC， RS， SGの各グループ内で，保存療法と手術療

法の|臨床成績を統計学的に比較険討した.有意差検

定には Stuclent't検定を用い，危険率を 5%とした.

またこの調査の際.各施設での治療の現況について

も調査した.
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表2 実際に保存療法が行われた症例のスコアリングの点数とその治療成績

DASH s国間 PRW主 :¥la¥'o¥¥TI引;core
詰軍判定

m目 npoint (range) m串山 poinl(rmge) meJn poin< (ロnge) 評 E

回 田町¥"Jtlveg.roup 。コ 12.2 84.7 E'I;:enent圧p‘
2，舟3民事 16 

(CS grou中) (0-181) (0-34.5) (70-100) G。吋 (G}4，Fair(F): 5 

re!atiH:四 R苦I"¥"3u¥'egroup 2点以上 83 13.8 82.0 
30 E: 1. G: 20.F: 9 

(RC group) 3 .~来、信 (0-13.6) り0-30) (75-95) 

岡山町 田 rg!c:algroup 3点目上 12.5 1 9.~ 76β 

" E 1，G: S，F: 12 
{叉Sgroup) 4点未満 (2.3-20.5) (5.5-10) (65-90) 

SUlgi田 19roup 15.4 23，6 713 E:O.G-3. F:-I 
4点以上 9 

(6斗6)(SG group) (2.3-29.5) (60-S5) Poo，伊):2

表 3 実際に手術療法が行われた症例のスコアリングの点数とその治療成績

r吉原判定
DASH ~co l 'e PR¥¥主 :-'I.l¥'o帆 百 stscore

m.田 Ipoi.m(r3.llg吋 m.皿 poult(nl.nge)
川 町 po凶 t(r<!.llge) 評日

E白nSff¥"3twegroup
2点来同 。

(CS group) 

fclatinconser.晶t:¥'cgroup 3書以上
16 

756 10.8 80.0 u白 Dcm (E): 1， 

(RC gfOU?) 3占朱出 G.3-15.9) (j.39) (~0-95) Good(G): 16， f"air伺 9

tdatl¥"c Surg1CJ..! gloup 3車以上
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Z山 gica1group
』砦以上 3' 
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(SG group) (O. ll ，~) (0-10) (65-100) 

がよかった(図 2，3， 4) 

各施設の治療状況は施設により保存療法ある いは

手術療法どちらかに偏重する傾向にあった (図 5). 

合併症は保存療法 76例では手指の拘縮を 10例 (13

%)に， 外観上の変形を 51例 (67%)に認めた. 一

方，手術療法 88例での合併症は腿断裂 4例，4.5% 

(長lヨ指屈筋腿3例，長母指イE!1fI1JI陛 l 例)，腿中ì~炎症

状 18例 (20%)，手術癒痕部の痛み22例 (25%)で，

そのほとんどの症例で，整復不良，プレート設置位

置不良，スクリュー長の不適合を認めた

[考 察l
青壮年期の榛骨遠位端骨折はその X線評価と臨

床成績は密接に関係しており，転位の強い症例や不

安定型骨折では手術が推奨されるが 3) 高齢者にお

いてはまだ一定の結論は出ていない Anzarutら4)

Barton らへ Y oung ら 6)は高齢者においては X線パ

ラメーターと臨床成績に相関はなく，保存療法の余

地を残すと報告している. Aroraら7)は 65歳以上

の保存療法群とロ ッキングプレー トにより手術療法

群で|臨床成績に差はなかった と報告している.一方

100 
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で]upiterら8)は高齢者においても積極的に手術を

すべきと報告している.

現在日本人の平均寿命は男性で約 80歳，女性で

約 87歳と高齢化が進み，それに比例して，大腿骨

頭部骨折と並び棟骨遠位端骨折の催患率は年々増加

している.ロッキングプレー トの出現により，高齢

者の機骨遠位端骨折においてもその臨床成績は飛躍

的に向上したことは周知の事実だが， 一方で、過剰な

手術適応も散見される 我々の調査結果でも，施設

により治療が偏重する傾向にあり，保存療法が試み

られることなく，手術が行われている例も散見され

る.また.手術の大多数は手外科医ではない， 一般

整形外科医や seniorresidentが行っていることもあ

り，その合併症の大多数はテクニカルエラーである

ことも判明した.これらの原因として，治療指針が

明確でなく |暖|床である点が指摘される.もちろん，

各医師が骨折音1)の不安定性に加えて.年齢，活動性

などを考慮して個々の症例に対応することは当然で

あるが，高畑 9)が述べているように.整復目標が

高く設定されれば、，当然手術適応は拡大される.そ

のため，特に高齢者においてはその治療指針につい

ての基準が必要である.2012年に侠骨遠位端骨折

ガイドラインが発刊されたが，現在のところその啓

蒙はまだ不十分である.

我々のスコア リングシステムの利点は骨折部の不

安定性と患者の年齢や活動性などを点数化すること

のより治療指針を視覚化できる簡便なツールという

点である.もちろん，個々の症例に応じて患者背景

は異なるため，すべてをこのシステムで決定するこ

とは不可能だが，個々の症例に対応していく中での

一つの判断のツールとしてまた患者へのインフォー

ムドコンセントのツールとして役立つのではないか

と考えている.今回の結果からスコア リングシステ

ムで手術療法と判定された群は，実際に行われた治

療でもき 保存療法群より手術療法鮮のほうが有意に

治療成績は良かった.一方，スコア リングシステム

で保存療法と判定された群は.実際に行われた治療

では保存療法訴と手術療法訴では治療成績に有語、差

はなく，手術療法の合併症を考臆すると保存療法で

対応できると考えられた 今回の結果から.スコア

リングシステムのある程度の妥当性が検証されたと

考えられる.

ヰζ liTf ~先は 164 f9ljを後ろ向きにスコア リングシステ

ムに当てはめ，その妥当性を検証したが，その妥当
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性，信頼性を向上させるためには，数千例，数万例

規模の検証が必要である.槙骨遠位端骨折は社会の

高齢化が進む限り必ず増加する骨折であり ，今後症

例のデータベース化による疫学調査も含めた大規模

な調査，また前向き研究での妥当性の検証が必要で

あると考える.

[まとめ]

機骨遠位端骨折の治療指針として，ス コアリング

システムを考案し，その妥当性について検証すると

ともに，当科関連病院での治療の現況についても調

査した.今回の結果からスコアリングシステムの妥

当性が検証され， m骨遠位端骨折の治療指針として

有効なツールであると考えられた.その過程で判明

した治療の現況として，過剰な保存療法，手術療法

が散見され，合併症が少なからず存在 していた
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複数回手術症例を含めた舟状骨骨折後偽関節の

治療成績
たかせかつみ ぱんぱやすし こうのり ょうへい やまもとけんニ'

高瀬勝己，番場泰司，河野亮平， 山本謙吾

舟状骨偽関節の原因には，放置例，舟状骨骨折への不適切な治療例と様々である.今巨1，複数回手術を要

した難治性舟状骨偽関節目例を含む 34例を経験 したので報告する 舟状骨偽関節 34例.男性 31{91J，女性

3例， 催患側は右側 15例，左側 19例，手術時平均年齢は 27.8i寵であった.手術は，病巣掻j限および腸骨よ

り採取した遊離骨移植を施行.術後平均期間は 3年 2ヶ月である.34例中白・癒合が得られたのは 24f91Jで

あった骨癒合が得られなかった 10例のうち 4例は 10年以上の放置例であった.再手術は， 1例に再度遊

離骨移植，9例に血管柄付き骨移植術を施行し 9例lこ骨癒合をli'(IT認 した舟状骨偽関節に対する骨癒合状況

は，最終的には 34例中 33例であ った. しかし，長期間放置例や偽関節再手術作IJには， 遊li.i!E骨移植術ではな

く血管柄村き骨移植術を第一選択として考慮すべきであった.

{緒言]

舟状骨偽関節の原因は，放置例，近位部骨折仔1]，

新鮮骨折への不適切な治療例等の様々な要因があ

る.単純 X線および CT検査にて舟状骨偽関節の病

態は把握可能であるが，ll!li症候性舟 状骨偽関節，

DISI (Dorsal Intercalatecl Segmental Instability) 変

形を伴った舟状骨偽関節，あるいは SANC(Scaph-

oicl Nonunion Aclvancecl Collapse) wrist 1)に至 った

症例と様々で治療方針も異なるのが実際である.今

回，複数回手術を要した難治性舟状骨偽関節 10例

を含む 34例を経験 し，術後成績および手術術式を

検討したので報告する

{対象と方法l
手関節部痛および可動域制限を有 したために，手

術治療を要した舟状骨偽関節は 34例.男性 31仔1]，

女性 3例，桁;患側は右側 15例， 左側 19例， 手術時

平均年齢、は 27.8歳 (15-65歳)であ った. 受傷から

手術に至る平均期間は 3年 8か月 (6か月一19年)，

平均術後経過観察期間は 3年 2ヶ月 (2年一7年)で

あった.舟状骨骨折の初期治療は，打撲あるいは捻

挫と診断され放置 15{91]，ギプス固定 8例， 手術治

療が 11例であっ た. 手術時の内固定材料は，Bolcl 

screw 4例，I--Ierbert-Whipple screw 3例， Acutrak 

mini screw 3仔1]， I--Ierbert screw 1例であった

{為関師、l 音[H立 は~[~j'lR側 4f91]， !J裂音[)30紗IJであった.

また， Filan & I--Ierbert分類 2)を用いた偽関i'!i'Id'['1mi
では， D 1 : 4 {91]， D2: 21例， D3: 8 {91]， D4: 1 {91J 

であった 手術は画像診断上の偽関節評価に関わ ら

ず，病巣J量刑および遊離骨移植術を施行 した 骨移

植術式には舟状骨の humpbackcleformityが高度な

5例に Russe法， 29 {91Jには I--Ierberti去を用いた ま

た内固定材料は，前者は kirschnerwire (以下 k

wire)のみ，後者は Acutrakmini screw 13例， Her-

bert screw 7仔1]， Bolcl screw 5例 Herbert-V¥乃lipple

screw 4例が用いられていた 術後は全例に前腕以

下ギプス固定を約 6週間施行した.

[結果]

偽関節、l手術を施行 した 34例中 24{91Jに骨癒合を獲

得できた.骨癒合を獲得できなかった 10例の|大l訳

は， Filan & I--Ierbert分 類 で D2:1紗1]， D3: 8 191]， 

D4 : 1 {9IJで全例に Herbert法が施行されていた ま

た，その|燦に使用した内固定材料は Herbert以内lip-

ple screw 3仔1]， Acutrak mini screw 3似1]， Herbert 

screw 2例，Bold screw 2例 と Herbert札川lipple

screw使用例 (4仔IJ中3例)に骨癒合不全症例が多

かった.一方，権病JU=I聞では，10 {91J '-[::1 4 {ylJは 10年

受i盟日 2013/10/02 
東京医科大学 整形外科学教室 〒160-0023 東京都新宿区西新宿 6-7・l
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以上の放置例で軽微な外傷により終痛i性障害が再燃

し偽関節手術に至った症例であった.

骨癒合が得られなかっ た 10例に対 し，再手術を

施行した.内訳は D2の 1191Jには遊Ii.lff骨移植術であ

る Russe法， D3および D4の計 9例 には血管柄付

き骨移植術 (Zeidemberg法 3) 2例，第 2中手骨基

部二牧野法 4) 7例)が施行された.内固定材料は，

移槌骨片の形状等を考慮 して 10例全例に k-wireを

用いたが，牧野?去を施行 した 7191Jには 3本の wlre

を使用 しl本は必ず移植骨片に貫通させるように挿

入した.術後は前腕以下ギプス固定を 6週間，その

後に手関節保持用装具を約 1ヶ月間装着 し，k-wire 

は 術 後 6ヶ月で抜去 した.最終診察時では，

Zeiclemberg法を施行 した 1f9iJのみが骨癒合が得ら

れずに SNACwrist (Watson分類 stage3)に進行 し

運動時痛が残存した.

手関節の機能評価では， 平均可動域は背屈 62.7"

(30-90
0 

)・掌屈 59.2
0

(30-90
0

)，握力は健側比で評

価すると平均 91.2% (71-114%) であった.最終診

察時におけ る機骨 ・月状骨角 (Raclio-Lunateangle 

=RLangle)は，平均 ー2.8
0

(-30・120

)で ー15。以下が

4WIJで，健側差では平均 15
0

(0-460

) で 20。以上の

差を有 したのは 5例であった.また，RL angleと

手関節機能(関節可動域および握力)の有意差検定

(Spearman's correlation coefficient by rank test)を

行った結果では，握力と RLangleの聞には相聞は

なかった (P=0.42). しかし，関節可動域と RL

angleでは有意差を認めた(背屈:P=0.02，掌屈:

P=0.006) .さらに， RL angleを健側差で 15
0

を境

界として評価した場合と20。を境界として評価した

場合では (Stuclent'st test)，前者は背屈および掌屈

共に有志、差はなかったが，後者では両者で有意差が

認められた(背屈 P=O.01，掌屈 :P=O.Ol). 

[ ~恒例]

25歳男性 転倒にて受傷.受傷直後より 右手関

節部痛を訴えていたが包帯固定のみを近医にて施行

された. 6ヶ月後に当科受診し舟状骨偽関節を認め

た ( 1~ll ) .遊111ff骨移植術によ る Herbertr去を施行

した(図 2) が，術後 6ヶ月時に重量一物を持った際

に手関節音1¥1漏出現.単純 X線にて Acutrakmini 

screwの折損と骨癒合不全を認めた (gI3).このた

め，初回術後 7か月時に Zeiclemberg法に準じた血

管柄付き骨移植手I:jを施行 した 術後 6か月で骨癒合

を認め終痛もない(図 4).

73J;j| 
圃圃「

-週画面
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図1 初診|時単純X線

図2 偽関節I術後単純X線

一丸一九
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u一貯蓄
三
-、、
1
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一 図3 Screw 折煩|時単純X線

図4 1血管柄付き骨移値術後単純 X~;泉
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[考 察1
2008年に坂本ら 5)は舟状骨偽関節に対して， Filan 

& Herbert分類に基づいた術式選択を報告した そ

の中で， 内固定材料の違いがあるにしろ 01および

02は遊liJm骨移植， 03は血管柄付骨移植の適応があ

るとした. 一方，牧野らは，複数回手術例，中枢側

偽関M'j{~IJ， 長期経過例に対してはl血管柄付き骨移植

術を推奨した.我々は，舟状骨偽関節の初回手術に

は，偽関節部の音1)位あるいは病態，催病期間に関係

なく遊)i.iff.骨移植術を施行してきた.手術背景や内固

定材料が異なるために厳密な評価をすることはでき

ないが， Herb巴rt法による初回偽関節手術では 29

例中 10例で骨癒合を獲得することができなかった.

この 10症例の詳細|に評価すると 9例が 03および

04と骨癒合能力に問題があり， 4例は 10年以上の

長期経過例であった.今回の結果より，坂本や牧野

らが報告しているように， 10年以上の放置例や 03

以降の症例には血管柄付骨移植術を初回手術に考慮、

すべきだったかもしれない.

DISI変形の定義あるいは矯正の是非については

議論がある 6)7) 自験例では骨癒合を前提としたた

め，手術i:1~ に RL angleの矯正は行っていないが，

計測した RLangleと手関節機能(関節可動域およ

び握力)の相関関係を評価すると， RL angl巴は健

側差で 20。以下に矯正する必要があったと我々は反

省している.

[まとめ]

使用した内固定材料は統ーできなかったが，舟状

骨偽関節に対する遊離骨移楠術による骨癒合率は

34例中 24例 (71%) であった. しかし，再手術に

血管柄付骨移植術を併用することで 34例中 33例に

骨癒合を確認できた.長期間放置例や 03以降等の

骨癒合能力に問題がある症例には血管柄付き骨移植

術を第一選択とすべきであったかもしれない
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舟状骨偽関節に対する鏡視下骨移植術，

骨接合術の治療経験
aw w山川、:

鎌田雄策判示
いhもとた〈じ

岩本卓士 z佐藤和毅*司
t.tかむらとしやす

中村俊康語3

おばらゆきひ こ

小原由紀彦*

舟状骨{為関節の治療法には血管柄付または遊離骨移植術や骨移植をしない経皮的骨接合術があるがこれら

の中間の侵袈手術と して鏡視下骨移植術が報告されている 今回 著者らは舟状骨偽関節 4例に対し鋭視下

骨移植，骨接合術を施行 した 対象は全例男性，平均年齢 22歳，骨折部位はすべて舟状骨腰部中央で， 受

傷から平均 8.5か月で手術を施行 した.術後平均 5.3か月で全砂IJ'間癒合は得られ， 2例で痛みなく， 2例で労

作時の痛みが残存 した.可動域は健側比平均 76%，握力は平均 101%，全例で復職 し，Moclifiecl Mayo 

Wrist Scoreは平均 83点であった.本術式は，舟状骨掌側の展開が少なく， }司状骨へ血行を維持で、き， li~J視

鏡下に偽関節部の怨艇や海綿骨移植が可能である.

節鏡所見で‘骨折昔1\の間 |療が 2mm 以上あり，線高!I~化

形成を認めるものとした. f為関節部の骨硬化例や近

位骨片の~!lU蔚性壊死例は除外した方法 : 全身麻酔，

駆血下に手術を施行し， 肘関節 90度屈世11位の垂直

牽引下にてm骨手恨関節 手根中央関節鋭視を施行

した.Working Portalは舟状骨偽関節部直上として，

プローピングで骨折部の間隙や線維化を!確認した

(医11).偽閲I'!I'j面を 1.9mmシエーパーや鋭匙にて

描l関したのち， 一時的に駆血を解除し，偽関節面か

らの出J111を舷認した.腸骨より海綿骨を採取し，

[緒言]

Filan&Herbert classificationでは受傷後 6週間以

上経過した舟状骨骨折を遷延治癒と しているが，詳

細な治療法の指針は示されていない 1) 舟状骨{為関

節の治療には腸骨を用いた遊I~IE骨移植術，血管柄村

き骨移槌術や経皮的骨抜合術などが挙げられる.そ

れぞれ良好な成績を得ているが手術侵室長や骨癒合率

を考慮するとそれぞれ一長一短である.近年，遊離

骨移植術と経皮的骨抜合術の中間の手術侵襲と して

鏡視下骨移槌術が報告されている 2)3)4) レントゲン

で、の舟状骨襲胞状変化像が実際に関節面へ及んで、い

るか否かを雌認するこ とができ，偽関節部の掻把や

骨移植も可能であるといった利点がある.過去の報

告では全例骨癒合 しており良好な成績を得ている

が，まとま った報告は少なく，手術手技や機械も発

展段階にある.今回その小経験を得たので文献的考

察を含めて報告する.

[対象と方法]

対象は 4患者，全例男性，平均年齢 22歳 (17-

27)，全例舟状骨服部中央での骨折であり ，受傷から

手術までは平均 8.5か月 (3-20)であった.

手術適応は受傷から 6週間以上経過した舟状骨骨

折でレン トゲン上骨癒合を認めていない症例で，関 図 1

J~í玉県さいたま市浦和区北浦和4-9・3
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図 2 鋭視下骨移植 ・2.7mm手関節鋭外筒を使用し海綿

骨(*)を内筒で押し出し 骨移植を行う

2.7mmの関節鏡外筒越しに内簡で押し出す形で骨

移植を行った(図 2) 患肢を垂直筆引か ら水平位

に戻 し，舟状骨遠位掌側を小切11司し， 手関節背屈，

前l腕国外位で舟状骨遠位骨片を整復 し，スクリュー

にて内固定を行った 術後は肘|二3週，肘下3週の

シーネ固定を行った 平均手術時間は 131分 (108

-145)，平均駆血時間は 108分 (85-125)であった

術後平均 11か月 (9-13)で評価を行った 評価

項目は痛み， f:珪側と比較した可動域，握力，復織の

有~!lt Modified Mayo Wrist Score，骨癒合期間とし

た.

[結果]

術後平均 11か月 (9-13)において 2例で痛みな

く経過し， 2仔11では労作時の痛みがi陸度残存 した

可動域は健側比平均 76% (56-100)，握力は平均

101 % (89-116)，全例復職し ModifiedMayo 

Wrist Scoreは平均 83点 (70-100)であった骨癒

合までの期間は平均 5.3か月 (4-8)であり ，crに

て骨癒合を確認した(表 1). 

症例呈示

26歳，男性，

図 3 術前レントゲン

A:斜{立 B:側面

主訴 :右手関節痛

現病歴 :バスケッ トボール中に転倒，手掌を着き

受傷 した. 自己判断で放置し，受傷から 8週間後に

受診 した. その聞の外固定は していなかった.

身体所見 ・検査所見:snuff boxに圧痛を認め，

司動域は手関節背屈 55。掌屈 75
0

，可動時痛を認め

た.Modified Mayo Wrist Scoreは 65点 (Pain15， 

Function status 15， Range of motion 10， Grip strength 

25)であった.レントゲン上，舟状骨服部中央に骨I吸

収像を呈 し， 舟状月状骨角は 70度であった(図 3)

MRlにて T1，T2強調像でともに阿部位に低信号を

呈 した.舟状骨近位骨片は T1強調像で等信号を呈

し， 骨壊死には至っ ていないと判断した 受傷後 3

か月で手術を施行 した.

手やI'i所見 :様骨手娘関節からの鋭視では舟状骨の

軟骨聞は保たれていたが，手根 I:I~ 央関節からの鏡視

では軟骨面の連続性はなく =骨折部に線維化を伴っ

たl隔2mmの間!療を認めた.阿部位を 1.9mmシェ

ーパーと鋭匙にて掻!隈 し 骨折面からの出血を近位

遠位側 ともに確認 した のち， Working Portalか ら

2.7mll1関節鋭外筒越しに腸骨より採取した海綿骨

を移植 した.舟状骨遠位掌側に小切聞を置き， Acu-

trak Mini Screw@ 201l11l1にて内固定を行った(図 4). 

術後経過:術後は肘上 3週， H，j下 3週の外固定を

表 1 症例詳*111 *健(ITII比 (%) 日術前→術後 日*術前は痛みのため計測11不可能

性月IJ年齢左右受1努力 Iら手術まで術後期間 部1立 骨 癒 合 期 間痔痛 可動i昆忠信力本 職 Ivlayo S co re桝舟状月状骨角刈 k

男 26 右 3力月 10力月 腰部中央 4力月 むし 100 106 i耳職 65ー100 70
0 

~65" 

男 27 :5: 4力月 13力月 腰部中央 日力月 労1乍時 56 91 1夏職 50→70 70
0

→69" 

男 17 右 7力月 9力月 腰部中央 4ヵ月 なし 90 116 復帰 65~90 75
0

→ 70、

男 1白 石 20力月 12力月 腰部中央 5力月 労作時 56 :39 復職 本州→iO 550 
~60(o 

l02 



舟状骨偽関節Iに対する鋭:m下骨移植術，骨抜合併I 537 

図4 関節鏡所見
A:様骨手根関節より鏡視，舟状骨軟骨

面の連続性あり
B 手根中央関節より鏡視，舟状骨偽関

節部をプロービング
C シェーパーにて偽関節古[1を掻j限

D 海綿骨移植後

行った.術後 4か月で骨癒合を認め，舟状月状骨角

は65度であった(図 5).術後 10か月で握力 36Kg

(健側 34Kg)，他動可動域は手関節背屈 80
0

(健側

80
0 

)，掌屈 90
0

(健側 90
0

)，痛みなく復職した.Modi-

fied Mayo Wrist Scoreは 100点であった.

[考 察]

今巨1， 関節鏡視所見を重要視し 手術適応を決定

した.本術式の適応、を骨折部の間隙211l11l以上とし

たのは偽関節部をプローピング可能で不安定性を確

認できる こと，1.9l1lmのシェーパーが入る間隙が

2l1llTI以上である ということに由来する.実際にプ

ローベが入らないものは間隙 2mm以内であり，安

定型とした.安定型では受傷後から手術までの期間

やレントゲン所見にかかわらず骨移植を併用しない

経皮的骨接合術を選択 している.ちなみに.これら

の症例も全例で骨癒合を得ている.過去の報告では

骨硬化の~!1iiし】 舟状骨偽関節に対 しては，単純に骨接

合術を行えば、骨癒合が得られるとされている 51 レ

ントゲン上で骨折部の転位が 1mm以内を手術適応

としているものがほとんどで，骨癒合率は約 90%と

図 5 術後4か月 レントゲン像

A 斜{立

s:側面

C. D: (了rf象

適応として それ以上の問|療を認めるものは骨移植

の適応としている 6) 現在報告されている症例に|浪

るが，鋭視|ご骨移植WIを用いた方法での骨癒合率は

100%である 213141 おそらくレントゲンでは評価で、

きない，不安定性を{確認で、き，偽関節古1)を新鮮化 し，

海綿骨移植ができることが有利に働いたと考えられ

る

鏡f見下骨移h一自で、は大きな骨欠損を布11いきれないこ

とが問題点である.骨硬化例では偽関節音1)から出血11

するまで骨掻艇を行うと骨欠損量が大きくなり，鏡

視下骨移植では不卜分となる.また，骨移植の方法

にも工夫が必要で、ある 今回の 41911とも侠骨手根関

節側の軟骨面は保たれていた 本方法は背側から骨

移植をするためなるべく侠骨手根関節掌側の軟骨を

保ち，これを壁としながら移植骨を背側からJ:fllし込

むことで、関節内に移植骨が漏れることなく海綿骨を

移植することが出来る また，骨移植を行う |僚に謹

流液を抜いた状態で行うことで偽関節部に余分な液

体が入ることなく海綿'局を充填することが可能であ

る.今後，より多くの症例を経験することによ って

本術式による骨癒合率や治療成績がl明らかになると

考える

報告されている 51.Sladeらは関節鋭視を行い骨折部 [まとめ]

の間隙 1mm以下を骨移植を併用 しない骨抜合術の 舟状骨偽関節 419IJに対して鋭視下骨移摘材、J，骨抜
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合術を施行した.全例で骨癒合が得られ概ね良好な

成績を得た.

[文献1
1) Filan SL， et al. H巴rbertscrew fixation of scaphoid frac 

tures. J Bone Joint Surg Br 78(4): 519-529， 1996 

2) 坪川直人ほかー舟状骨偽関節に対する手関節鏡視下腸

骨移植 日手会誌 25(6):903-906， 2009. 

3) 和田誠之ほか.手舟状骨骨折の関節鏡所見と レントゲ

ン所見の評価lj 日手会誌 21(6): 817-819， 2004. 

4) 金活J'Wほか.舟状骨偽閉鎖1と遷延治癒一手関節鏡に

よる治療戦略.別冊整形外科 61:133-136， 2012. 

5) 岡田貨充ほか.舟状骨遷延治癒例に対する経皮的骨接

合術の適応.日手会誌 25(6):907-909， 2009 

6) Slad巴JF3RD， et al. Minimally invasive management of 

scaphoid nonunions. Clin Orthop Relat Res 445: 108-

119，2006. 
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長母指伸筋腿皮下断裂に対する同有示指伸筋健移行術
-局所麻酔下白動運動による健緊張度の決定法と
他法との比較-

協
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湯川|昌広

長母指伸筋!腔 (EPL)皮下断裂に対して，局所麻酔下自動運動により!腔緊張度を決めた固有示指伸筋腿

(EIP)移行術症例 (A群)6 {'lIJと，それ以前の非自動運動若干 (NA若手)6 f91Jの臨床成績を比較検討した A若手

の平均%TAMは95.3%で 日手会機能評価は全例{廷であ った.NA群の平均%T品 4は81.0%で日手会評価

は優 5例，良 1例であった平均%TAMはA群が優位に優れていた.局所麻酔下での EIP移行術では，即

時に母指のや1:1展が可能となるため l陛の緊張度決定に非常に有用である

た.評価項目として，両irfの母指の IP'MP関節の

伸展不足角度， %TAM，日手会腿損傷機能評価を

Mann-V判litneyU検定で p<0.05を有意とした 平

均 fo llow-up 期間は A 群 10.5 カ月 (6~12 カ月)， B群

9.6 カ月 (6~ 15カ月)であった.術者は 2名で，い

ずれも日手会専門医であり，腿の緊張度決定法以外

の手技に関しては， 2群間での差はないと思われる

A群の手術方法は， (1) EPL上の縦皮切， (2)示

指 MP関節近位の検皮切， (3)手関節伸筋支帯の遠

位の横皮切，の 3つの皮切をデザインし(図 1-a)， 

局所麻酔を行う.ターニケットを加圧し， EPL断

端の同定後， EIP速位音1)の切離を行い，これを (3)

[緒言]

榛骨遠位端骨折や関節リウマチにはしばしば長母

指イ11呼i百腿 (EPL)皮下断裂が合併し，固有示指伸筋

腿 (EIP)移行術が一般に選択される.艇の緊張度

の決定には機々な方法 1121:1H151GIがあるが，適切でな

い場合には何l展不全の残存や屈曲制限をきたすこと

がある.

本研究で、は局所麻酔下で、の自動運動により腿緊張

度を決めた EIP移行術症例と，それ以前の他の方

法で緊張度を決定した症例を比較検討した.

日皮切

b. EPLの同定とEIPの移動

図 1

[対象と方法]

症例は当科で手術を施行した EIP移行術症例 12

例で， 2009年以後に施行した自動運動法群 (A群)

6例(男性 1{'ll]， 女性 5 例，平均年齢 69 . 0 歳 (59~

78歳))と 2009年以前の非自動運動群 (NA群)6 

例(男性 2仔1]，女性 4例平均年齢、 61.7歳 (44-70

歳))を比較した.I地断裂の原因は，而群とも榛骨

遠位端骨折 5例， IU'附lリウマチ 1{7IJずつであった.

侠骨遠位端骨折に関しては，A群では，保存療法 3

f71j， 掌側ロッキングプレート l例，I腿断裂後に判明

1 fylJで，NAt詐では，保存療法 2仔1]， I腔断裂後に判

明 2仔1]，ピンニング l例であった. NA群での腿の

緊張度は，手関節 2却0 ~ 3却O。 背屈位でで、母指を J握屋 つ た状

態で

状態でで、l母寺指が少し浮く緊張としたものが 2似伊例!リlでで、あつ

青森県弘前市在府11115 
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図2 a.自動伸展|時の腿緊張度

b.llill移行後.

の皮切に引 き抜き，示指総指{EII筋腿の下を通 して

(1)の皮切へ皮下を通して引き出す(図 1-b).この

時点でターニケットを外し，(2) および (3) の創

は洗浄 ・止血後.創閉するーターニケッ ト時間は

10分弱なのでターニケット痛を訴えることはまず

ないと思われる.次に EPLに EIPを 1回編み込み

縫合するが，緊張は手関節軽度背屈で，母指が完全

伸展する緊張としている(図 2-a).患者に母指の自

動伸展を命じると，短周指外転筋を使って伸展しよ

うとするため，母指の掌側外転をブロックして伸展

させる.このI時に，{IIJ展不全があれば緊張を強くし

て， 再び自動イ111展させ，十分に伸展 ・屈曲が可能で

あることを確認 し， さらにもう 2@]編み込み縫合を

行う(図 2-b).

[結果]

IP関節の平均{EII展不足角度は， A群O度(全例 0

~関節|
n. s. (/]=0. 058) 

(度)

15 

10イ
5〆

00 ー... 
o v 

A NA 

度)， NA群 4.2度 (0-15度)であ ったが，有意差は

認めなかった(図 3). 

MP関節は， A群0.8度 (0-5度)， NA群7.5度 (0

-20度)で， A群の方が伸展不足角度が小さい傾

向はあった(図 3) が，症例が少ないため.統計学

的有意差はなかった.

A群の平均%TAMは 95.3%(85.7-100%) で，

伸展不足角度が 100を超える症例はなく ，NA群の

84.2% (70.0-100%) と比較して，有意に良好な結

果であった (p=0.024，図 4).日手会機能評価は A

群が全例優， B Utーでは佐 5f~lJ，良 1 例であ っ た(図

5). A群では全例が術後 2-3カ月で受傷前の ADL

に復 しており，やI'I前に比較すると， r洗顔動作がし

やすくなったjという意見が多かった.

1~15 に A 群の症例 (65 歳女性)を提示する.術

後3カ月での 自動可動域は IP関節 0-60度，MP 

関節 0-70度である.

[考察]

EPL皮下断裂は，機骨遠位端骨折後の発生頻度

は 1%以下と言われていた 7)tJ'i，転位のない榛骨遠

位端骨折の 5%で発生 したという 最近の報告もあ

り8) 頻度は少なくはない.

さらに，最近の掌側ロッキングプレー卜の普及に

より，手術の合併症としても今後は頻度が増える可

能性が高い 9)川

EIP移行術における腿緊張度の決定法は，手関節

50。背屈位で母指が完全伸展位となる緊張 1) 手関

節伸展 ・母指外ilii位で縫合 し，IP関節が軽度屈曲

位となり，かつ手関節掌屈位で IP関節が完全伸展

I MP関節|

n. s (/]=0. 06) 
(度)

15 

10 

5 

。
A NA 

図 3 両併の伸展不足角度
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(%) 

100 

80 

60 

40 

20 

P二 O.024 

A NA 

図 4 両群の%T刈刈

図 5 A若手 (65歳女性)，術後 3カ月

a母指自動屈l泊

b. I引旨自動伸展

する緊張 2) 旬指最大屈曲l位で最大の緊張 :1) 手関

節中間位で母指が完全何l展位となる緊張べなど

様々な方法があり，それぞれ良好な成績が報告され

ている.

当科では 2009年から森谷らの方法 5)に準じて行

っており，局所麻酔下での EIP移行術では，即時

に母指の伸展が可能となった.自動運動を行わせる

ことで鍵の緊張度を調節することが司能であり，非

常に有用な方法と思われる.また，機能転換も即時

に完了するため，速やかに受傷前の ADしへの復帰

が可能となった

本調査を開始して気付いたことであるがヲ :単;側ロ

ッキングプレー トで手術を行った患者では.示指~

小指を伸展した状態での母指{q1mは良好であるが，

示指~小指を屈曲した状態では母指の併l展が制限す

る例があった.これは長母指屈筋l陛と他の屈筋腿

(特に示指深指屈筋腿)との癒着が原因と思われた

腿移行後は， 3週間のギプス固定を行ったことも一

つの要因と考えられる しかしながら実際の臨床の

場では，全指をことができれば，手指の伸展は十分

と判断されるが， 掌側ロッキングプレートの術後で

は，予想以上に長母指屈筋躍の癒着が多い可能性が

ある.

[まとめ]

局所麻酔下に自動運動を行わせて緊張度を決定し

た EIP移行術は，それ以前の方法で手術した症例

よりも臨床成績に優れていた.

即時にスイッチングが完了するため，速やかに受

傷前の ADLへの復帰が可能となったが憐骨遠位

端骨折に対する掌側ロッキングプレートの術後の場

合，長母指屈筋l躍の癒着を生じている場合があり，

リハビリテーションにおいては注意が必要である.
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外傷性母指ボタンホール変形に対する治療経験
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外傷性母指ボタンホール変形は稀な外傷で，母指以外のボタンホール変形とは異なる機序で発生する.当

院にて手術療法が有効で、あった外傷性ボタンホール変形の 2症例を報告する.痕例 1. 48歳女性，手をつい

て転倒し受傷.右手母指 MP関節痛・変形を自覚 装具療法が無効で当科初診 受傷後3か月で手術施行し

た.症例 2.17歳男性， 2年前よりサッカーのキーパーで右手母指の突き指を繰り返し，母指の不安定感 ・

変形を認め，装具療法が無効で当科初診，受傷後 2年で手術施行した 2 fJIJとも手術では椀背側指背!陛膜 ・

関節包の損傷，短母指伸筋l陛(以下 EPB)の損傷，長母指イ111筋腿(以下 EPυ の尺側亜脱臼を認めた.関

節包を縫縮， EPBをミニアンカーで固定し，指背腿膜を修復した 術直後より変形は矯正され• i;!:j後 1年

で再発はない.外傷性母指ボタ ンホール変形は短母指伸筋!陛付着部 ・検背側関節包の損傷によりおこるとさ

れ，上記の手術法で良好な成績が得られた.確立 した治療法はないが.2か月以上経過した症例では手術療

法が望ましいと思われる.

[緒言]

外傷性母指ボタンホール変形は，団指以外のボタ

ンホール変形とは異なる機序で発生する稀な外傷で

ある.今回著者らは，外傷性母指ボタンホール変形

の2症例に対 し， 観血的治療を行い良好な結果を得

たため，文献的考察を加え報告する.

術fjIiレントゲン(症例 1)

A:正而像

B : {刊Ji函{象;MP 1.\/01節で、基tií'j骨の掌(H11 !illJJ!~

臼を認める

および不安定感が11¥現し 近医での装具療法の効果

なく，当科初診となった

初診時身体所見および検査所見:右手母指 MP関

節の extensionlag (I~I 2)， EPLの尺側EU!脱臼を認

めた.可動域は MP関節flll展_250

/ 屈IHI750

• IP関節

flll展200

，自動屈iJllに制限を認めた.つまみ力は 4.0kg

図 1

[対象と方法]

症例 1: 48歳女性，介護職.

現病歴 :右手をついて転倒し受傷，右手母指 MP

関節の廃痛および変形を認め，前医での装具療法の

効果なく，受傷 3か月で当科初診となった.

初診時身体所見および検査所見:右手匂指 MP関

節の extensionlag， EPLの尺側盟脱臼を認めた.可

動域はMP関節伸展_30
0

/ 屈曲700

，IP関節伸展15
0

，

自動屈曲に制限を認めた.つまみ力は 2.0kg(健側

比 50%)，握力は 22.9kg(健側比 79%) と低下し

ていた.

術前レントゲン:MP 関節部で基節骨の掌側亜脱

臼を認めた(図 1A.B). 

症例 2: 17歳男性

現病歴:サッカーのキーパーで 2年前から数回突

き指を繰り返 した結果，右手母指 MP関節の変形

宮崎県宮崎郡清武111']大字木原 5200

-108一
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図2 初診11寺写真 (症例2)

ボタンホール変形を認める

図4 術中所見(症例 1)

図3 術前レントゲン (症例 2)

A:正面{象

B:側面像;MP関節で基節情の掌側亜脱

臼を認める

A 修復i'ii'j;検背側指背l殴膜 .1Y1節包の煩傷， EPBの検側部分裂:41t， 中手骨頭の機背iJilIElEJl児臼(....)，

EPLの尺(HIJ亜脱臼(↑)を認める

B:修復後 ;IMJW包の縫縮，基節骨基部に怖入したア ンカーでEPBを縫合機側腿J換を重層縫合し，

変形は矯正されている

(健側比 55%に握力は 43.2kg (健側比 93%) であ

った.

術前レントゲン:MP関節部で基節骨の掌側亜脱

臼を認めた(図 3A.B). 

[結果]

症例 1 受傷 4か月で、手術Ij包行した.母指 MP関

節背fJ1lIアプローチにて展開，模背側腿11英・|兵'Jilii'i包の

損傷および EPB様側が基kfri骨から剥離 したこ とに

より中手骨頭は焼背側に突出し， EPLは尺側DE脱
臼していた(図 4A) 側副靭幣損傷の合併はなかっ

た.損傷した関節包を縫縮し，基iliri骨基音1¥に ミニア

- 109 

ンカーで EPBを固定，!健膜を修復する とEPLは整

復され，変形も矯正された(図 4B). 術後レン トゲ

ンでは基節骨の亜脱臼は矯正された(図 5A.B). 

術後経過:術後 6週間装具固定後，可動域訓練を

開始し，術後 2か月で現職に完全復帰 した.術後 l

年で変形の再発な く，可動域は MP関節伸展 00

/

屈曲 60
0

，IP関節伸展 0
0

/ 屈1:1:1190。であったつまみ

力は 4.0kg(健側比 100%に握力は 28.0kg(健側比

110%) と回復した(図 6)

痕伊IJ2 :受傷 2年で手術胞行した撰背側l腿膜 ・

関節包の損傷， EPBは非薄で EPしと癒着し尺側偏

位してい た(図 7A).EPBは MP関節部では同定
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図 5 術後レントゲン(症例 1)

A:正而像

B:側面像

図 7 術中所見(症例 2)

図6 術後 1年写真(症例 1)

A:修復前，検背側指背l腿JJ英・関節包の煩傷， EPB. EPL癒若および尺側亜脱臼(↑)を認める

B:修復後;関節包の縫縮，基節'胃基部に怖入したアンカーで EPBを縫合，検側腿!換を重層縫合し，

変形は矯正されている

図 8 術後レントゲン(波例 2)

A:正面{象 B : (!!IJlm像

110 

が困難で.手関節lに追加の小切聞をいれ， EPBを

近位か ら同定することで EPLとの癒着が確認で、き

た 側副靭帯損傷の合併はなかった.症例 lと同様

に，関節包を縫縮し，基節骨基音1)にミニアンカーで

EPBを固定後， 腿膜を修復した(図 7B).術後レン ト

ゲンでは基節骨の亜脱臼は矯正された(図 8A'B). 

術後経過 術後 6週間装具固定後，可動域訓練を

開始し，術後 3か月でサッカーに完全復帰した，術

後 l年で変形の再発なく，可動域は MP1}'i1ili'(i{I!1展 O。

/屈曲 75
0

，IP関節伸展 0
0

/ 屈[11190
0

であった.つま

み力は 6.0kg(健側比 85%)，握力は 44.7kg(健側

比 100%) と改善 し，満足度は高い(図 9). 
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図9 術後 1年写真(症例 2)

[考 察]

母指以外の外傷性ボタンホール変形の報告は多数

あるが，外傷性母指ボタンホール変形は稀で，また

母指以外のボタンホール変形とは機序を異にする.

その発症機序は，機背側!腿IJ英および関節包の損傷と

ともに EPBが|断裂もしくは部分裂IiJlfし，その結果

長母指仰筋l陛が尺側亜脱臼することで MP関節の

イ[11展際害 ・IP関節の過伸展となり ，ボタンホール

変形をきたすとされている 1121

少数の報告ではあるが，著者らが調べえた範囲で

外傷性母指ボタンホール変形の特徴をまとめた. 1. 

原因として閉鎖性の外傷 特に転倒や打撲が最も多

い(スポーツ外傷が半数).2 徐々に変形が進むた

めか， 90%の症例で受傷 2か月以降に医療機関を受

診 しており，治療開始が遅れる傾向にある. 3 側

副靭帯の合併損傷がなく，手術を行う場合には

EPB.関節包 ・背側)腔膜など焼背側要素の修復のみ

が行オつれる 21314151

{確立さ れた治療法はないが， Churchillらは 4{91] 

中3f91]に保存療法を行い良好な成績を得ている.し

かしながら，保存療法の固定期間は8週以上と長く，

受傷 3か月の症例では保存療法が無効であり ，受傷

後早期の痕例であれば、保存療法が有効と結論付けて

いる ，1) 著者らの症例でも，症例 lは受傷3か月で，

症{91]2は受傷 l年半で装具による保存療法を施行さ

れたが，無効であった.

一方，手術療法を選択 した症例では，本症例も含

め全例に変形の再発はなく，可動域 ・筋力回復も良

545 

好な成績が得られていた.また術後固定期間は 4-

6週で保存療法より可動域訓練開始が早く，その後

の現職やスポーツ復帰も早い傾向にあった 315161

Ivanらはボタンホー ル変形が完成 してし まうと，

保存療法には抵抗性で，手術療法が望ましいとして

いる 31

以上より，外傷性母指ボタンホール変形に対する

治療としては，受傷から 2か月以上経過 した症例，

ボタンホール変形が完成 している症例，スポーツ ・

仕事への早期復帰を希望される症例に対しては，手

術療法を積極的に選択すべきと思われる.

[まとめ]

1 外傷性母指ボタンホール変形の 2症例を報告

した

2. 2例と もに EPB.榛背側関節包 ・背側!陛膜の

修復を行い，術後経過良好であった.

3. 外傷母指ボタンホール変形では受傷 2か月以

上経過した症仔1]， ボタンホール変形が完成 した症例

では手術療法が望ま しい.
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手指 MP関節伸筋腿脱臼の治療
たやまのぷたか

田山信敬

MP関節伸筋腿脱臼の手術治療法につき報告した.手術は駆I血帯を使用せず局所麻酔後，新鮮矢状索損傷

例では修復，陳旧例で癒痕が認められるものは癒痕切除し矢状索を縫縮した.術中患指を自動運動させて脱

臼しないことを確認し，縫縮部のIljlt聞が危慎される場合は縫縮を追加した.

手術症例は 5例 5指で， 男性 2例女性 3仔IJで発症年齢は平均 37.4歳だった.催患指はすべて中指で尺側

脱臼だった.損傷形態は特発性が4指，外傷性が 1指であり，手術|時新鮮例 2指， I凍旧例が3指であった.

術後経過観察期間は 2-4ヶ月(平均 2.8ヶ月)であり，再発の有?H~ と可動域を評価した

全例再!J見臼なく，可動域も術後 2ヶ月で術前の可動域に回復していた 本法は 局所麻I，I~~で術中に脱臼整

復の安定性を確認できる有用な手術法である

[緒言]

MP関節伸筋l健脱臼の治療は，保存治療と手術治

療がある.当科では引っかかりで機能障害がある

MP関節例l筋腿脱臼は積極的に手術を行っている.

その手術法と治療成績につき報告する.

[対象と方法1
2008年以降で手術を行った 5例 5指を対象とし

た(表1).男性 21JIJ女性 3{91Jで発症年齢は 13から

57歳(平均 37.4歳).擢態依IJは右 2指左 3指ですべ

て中指だった.損傷形態は特発性が 4指，外傷性が

1指で，手術時新鮮伊IJ2指，腕旧例が 3指であった

すべて尺側脱臼だった

術後経過観察期間は 2-4ヶ月(平均 2.8ヶ月).

再発の有無と可動域を評価した.

手術は駆血帯を使用せず 1%エピネフリン入りリ

ドカインにて局所麻酔後，新鮮矢状索損傷例で、は修

復のみを行った.陳旧例では癒痕により修復時に緊

張が強いと予想されるものは叛痕切除し矢状索を縫

縮した |凍旧例で損傷部位が確認できない症例は損

傷部と判断した部位で軟部組織と矢状索を縫縮 し

た.術中患指を自動運動させて脱臼しないことを確

認し，縫縮部のjijJi聞が危倶される場合は縫縮を追加

した 術後は 2-3週 MP関節のみ軽度屈曲位で固

定した

[結果]

全例再JJ見臼なく ，可動域も術後 2ヶ月で、術部lの可

動域に回復していた.

<症例提示>

57歳女性.指を握って地面に着き受傷した.そ

の後中指伸筋)陛脱臼出現した 45日後に手術を行

表 1 痕例一位

症例 性別 年齢 受傷指 受傷原因 手術までの期間 手術法 術後観察期間

1男性 56 中指 引っかかっTニ 2日 矢状索修復 2ヶ月

2男性 46 中指 手を振った 15日 矢状索修復 3ケ月

3女性 13 中指 不明(1¥レ一部活後) 11日 矢状索修復 3ヶ月

4女性 15 中指 不明(吹奏楽部サックス奏者) 3ヶ月 矢状索修復 2ヶ月

5女性 57 中指 手を握って地面に着いた 45日 癒痕切除+矢状索修復 4ケ月

受四!日 2013/09/25 
松村総合病院銭H~外科 〒970-8516 桐島県いわき市平字小太郎IIIT1-1 
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図 1 症作IJ5 伸筋l健脱臼と椴痕(↓伸筋l陛 ↑級痕)

った.矢状索損傷による伸筋腿脱臼で，岡部に糠痕

を認めた (1~1 1) .修復部が癒痕部にかかり緊張する

と思われたので癒痕を切除 し矢状索を修復した.術

中自動運動で安定していた(区12) 術後 4ヶ月で可

動域は正常，再脱臼 していない.

[考察]

MP関節制1筋腿脱臼の治療は， MP関節固定によ

る保存的治療もあり， Catalano 1)は 11指1:1::)で3指に

亜脱臼が残存したと報告している.当不|では固定期

間を考慮すれば，確実に脱臼を確認，修復できる手

術療法が適応と考えている.

MP関節伸筋l腿脱臼は中指で尺側が最も 多い.

Prameela 2)は屍体解剖 100例を調査 し. 示一中指

間のIl世間結合の欠損が 13%，示 ~Iこl指聞の腿問結合

の非薄を 83%に認めたと報告している.これら腿

問結合の破格は，示指と中指聞の安定性が弱く，示

指は総指{rtl筋l躍と固有示指何l筋l陛を有するが，中指

は総指{EII筋l腔のみで環指とのl腔問結合のため尺側へ

の牽引力が強く働く 特発性Il見臼は.伸筋l陛と矢状

索の結合破綻とされているが 3) 1世間結合の破格に

よって{ll鳴I1JI鍵と矢状紫の結合部にストレスが加わり

易く，断裂しやすいと思われるー本症例仁1::)，/iIif中に

示一仁1::)指!陸間結合を認めた症例はなかった.このこ

図2 症例 5 椴痕切除と矢状索修復後(↑縫縮部)

る.矢島は 4)骨間筋l腔帽が薄く修復しでも強度が弱

いため新鮮例で再建術を勧めている.しかし井上 5)

は矢状索の一次修復が原則と述べている.本法は局

所麻酔で、損傷を確認し，基本的には一次修復として

治療した.新鮮例はすべて損傷部位を確認し修復可

能だった.陳旧例では，修復後に緊張が強くなると

予想される癒痕は切除した.また， 15歳女性の吹

奏楽部サックス奏者は受傷後 3ヶ月で手術したが，

損傷古川立をli在認できなかった.脱臼部位で軟部組織

と矢状索を縫縮 した.矢状索修復後の安定性はや|可中

に自動運動させてli在認で、き，安定性が得られた.今

のところ，再脱臼が危倶されるような再建術を要す

る症例は経験 していない.そのような症例では付l筋

腿自体に操作が及ばないl腔間結合を利用した再建術

が適応と考えている.

[まとめ]

当科での MP関節伸筋腿脱臼の手術法を報告 し

た.

矢状索修復術のみで、成績は良好で、あった

局所府酔で術中に脱臼整復の安定性を確認でき，

追加処置，再建術への移行が可能であり，有用な手

術法である

とはl腿間結合の破格が関与していると考えられる [文 献]

今後も症例を積み重ねて検討 したい 1) Catalano LW 3RD. et al. Closed treatment of nonrheu. 

手術法は矢状索修復{ilirと矢状索再建術に大別され 1l1e巾 idextensor tendon dislocations at the metacarpo 
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phalangeal joint. J Hand Surg Am 31 (2): 242剖 5，2006.

2) Prameela 0， et al. A Comprehensive Study of the Exten-

sor Tendons to the Medial Four Oigits of the Hand 

Chang Gung Med J 34: 612-619， 2011 

3) lshizuki M. Traumatic and spontaneous dislocation of 

extensor tendon of the long finger. J Hancl Surg 15-A・

967-972， 1990. 

4) 矢島弘嗣ほか.MP 関節昔日付l筋!腿脱臼.OS NOW N028 

手の外科.第 1J仮.東京.メジカルビュ一社.pp75.79， 

1997 

5) 井上五郎ほか.新世代の整形外科手術 22 手指の外科

イ申iI!JJ腿Jl児臼.第 1版東 京.メジカルビュー社.pp63-

67，2004 
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骨性 malletfingerの骨片形状の検討

-extension block pin は 1本で充分なのか一
ささき こうすけ かわぱた あきら さかぐちきみかず ゐかしけんいち こ'たにひろゆき

佐々木康介ヘ 川端 確 4，坂口公一¥明石健一¥五谷寛之判

骨性 malletfingerに対する extensionblock pin (以下 EBP)を用いた石黒法は有用な治療法である 近年，

EBPを2本刺入した方法も報告されたが， EBPは 1本で充分なのか，2本刺入した方がよいのかを検討す

べく，末節骨近位骨片の形状・ 位置についてcrで評価した. 対象は，単純X線にて骨性 mallet日ngerと診

断し，近位骨片が関節面の1/3以上を占めていた男性 16例，女性 10例 平均年齢は 36.7歳で2 中指 12本，

環指 8本， 小指 6本.CT画像を計測 した結果 骨片の最大横径は平均 7.3ml11であったが.末節骨最大横径

の半分にも満たない狭い骨片も認められた.また中央からの平均偏位は(末節骨最大横径の)2.7%であり，

最大で 6.7%側方に偏位した症例も認められた.本研究で、は， 全例で骨片が末節骨中央にかかっており.粉

砕していなかったことから 1本の EBPを中央に刺入する ことで骨片にかかると考えられるが，骨片が末節

骨中央にかからない症例や粉砕した症例が認められる可能性については， 受傷機序を含め更なる検討が必要

である.

[緒言]

骨|生malletfing巴Iーでは多くの症例で splint固定が

推奨され，一部の症例が手術適応となる.すなわち，

開放骨折症例，関節而の 1/3以上の裂離骨片を伴う

症例，splint固定が奏効 しなかった症例が手術適応

と報告されている 1) 手術力[1療には観血的整復固定

術と経皮的鋼線刺入固定術があげられる.観血的整

復固定術は， K-wire， screwヲ hookplate， pull-out 

wire， 8の字締結法などを用いた手術法が報告され

ているが，その煩雑さ， bulkiness， implant除去必

要性から頻用されていない. 一方，経皮的銅線東IJ入

固定術では， extension block pin (以下 EBP)を用

いた石黒法 引が行われることが多いが， 2009年に

Leeが報告 した EBPを2本刺入した方法 1)も報告さ

れてい る.ここで EBPは 1本で充分なのか， 2本

刺入した方がよいのか，という疑問が生じたため，

その第一段階と して，末節骨近位骨片の形状 ・位置

について CTで評価した

[対象と方法]

単純 X線にて骨性 malletfingerと診断し，近位

骨片が関節面の1/3以上を占めていた 26例を対象

とした.男性 16例，女性 10例であり，平均年齢は

36.7歳であった.催患指は中指 12仔11，環指 8紗11，

小指 6例であり，小西池分類でType1b : 10 f?IJ， Type 

2:5例， Type 3: 9例， Type 4: 2例であった.また，

骨片の関節面を占める割合は平均 49.4% (33.3-

71.7%)であった

骨片の大きさと位置を CTにて評価した.骨片の

大きさは，crのllifli位断にて%横径を言|測 した%

横径は骨片の最大横径 :Aを，末節骨全体の最大横

径 :Bで除した値を算出した(図 1).骨片の位置

については， crの三次元再構築像の前額面にて偏

位を言卜測した.骨片中点と末師、l骨中央の距離 :Aを，

末節骨最大横径 :Bで除した値を算出した(図 2). 

[結果]

骨片の最大横径は平均 7.3mmであり%横径は

平均 74.0% (41.1%-94.6%) であった%横径が

41.1 %と末節骨全体の最大横径の半分にも満たない

狭い骨片も認められた(表 1).また，中央からの

偏位は平均 2.7% (0.4% -6.7%) であり， 最大で

6.7%側方に偏位した症例も認められた(表 2).全

例で， 骨片は粉砕しておらず，骨片が末節骨中央に

'支i型日 2013/09/26 
本東住吉手足本病院 盤形外科 〒546-0014 大阪府大阪市東住吉区的合 3丁目 2番66号

“清恵会 大阪外傷マイクロサージ ャリ ーセンター
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骨|生malletfingelの骨片形状の検討

(骨片の最大横径 :A)

(末節骨全体の最大横径:B) 

図 1 %横径の算出方法

骨片の偏位=
(骨片中点と末節骨中央の距離 A)

(末節骨最大横径 B)

図 2 骨片の偏位の算出方法

表 1 %横径の分布 表2 儒片の偏位の分布

(%) 

100.0 T一一一一一 8 T一一一一一ー一一一ー一一

90.0 7 • • 

80.0 
6 

平均値 • • 5 • • • 70.0 • 4 • • 60.0 • 
3 可干 i守、

• • 
50.0 

2 • 

• 40.0 1 
• • 

30.0 。
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EBP(支点)

伸筋腿による

牽引力(力点)

図 3 EBPが骨片にかかっておれば骨片は
固定されるのか

かかっていた.

[考 察]

本研究において，全例で骨片は末節骨中央にかか

っていた.たとえ最小の骨片検径で(%横径 :41.1 

%)，最大の偏位 (6.7%)であっても，骨片は末節骨

中央にかかり 1 本の EBP を仁I~ 央に刺入すると骨

片にかかる，と結論した.

では， EBPが骨片にかかっておれば骨片は固定

されるのか，というと，伸筋腿に刺入された EBPに

より伸筋腿の牽引がある程度，市IJ動される可能性が

あるほか，てこの原理で考えると， {EI'筋l陛による牽

引力が作用しでも， 整復位であれば骨片は安定する

と考えられる(図 3).しかし軟部組織の関与を考慮

した biomechanicalstudyは行われていない.また

諸家の報告では，石黒 2)や岡崎 4)は石黒法を施行

して，全例で骨癒合し，良好な成績を報告している

一方，織田 5)は，大骨片を有する症例のみを抽出

して検討し，15例中 3仔IJで骨片が背側回転したと

報告している.また，小西池 6)は， 小西池分類句'pe

3や4の症例では，術中に関節面の整復位を獲得す

るのが困難である，と述べており，坪)11 7) も大骨片

を有する症例で、は関節面の整復が困Y!fiで、あると述べ

ている.すなわち大骨片を有する症例の中には，術

中に EBPだけでは整復位を獲得することが困難な

症例があり，このような症例に対しては，坪川らが

述べるように，石黒法に加えて，近位骨片にキルシ

ユナーワイヤー刺入を併用すべきと考える.また，

小西池らは type3や4の症例に対して EBPの固定

力のベクトルでは関節面の整復が困難であると述べ

ており，これを 2木目の EBPを刺入することで，

整復位がより獲得しやすくなるとは考えにくい.今

後， Iii'r後成績を評価し，骨片の形状や位置との相関

を検討することで，より適切な治療計画が見いださ

れる可能性がある.

本研究において， 1:1:15たから偏位した骨片，横幅の

狭い骨片，粉砕した骨片については，単純X線で

正確に評価することが困難で、あっ た. したがって，

骨片の形状 ・位置を正確に把握するのに術前 CTは

有用であると考えるが，全例に術前 CTを行うこと

は日常診療では煩雑であり， 受傷機転等が通常と異

なる場合や骨片の粉砕を疑う症例などは，骨片の形

状 ・位置を正確に把握すべく，術前 CTを考慮すべ

きと考える.

[まとめ]

・手術適応となる骨性 mallet日nger26例の近位骨

片の形状 ・位置について CTで評価した.

-全例で近位骨片は，末主(r'i骨仁1:1央にかかっていた

・通常 1本の EBPを中央に刺入することで骨片

にかかるが，症例に応じて，ワイヤー固定の併施や

2本の EBPが必要となる可能性もある.

-受傷機Ili式等が通常と異なる場合，骨片の形状・

位置を正確に把握すべく 術前 CTが有用となりう

る.

-今後， [，I:r後成績を評価し，骨片の形状や位置と

の相関を検討することで，より適切な治療計画が見

いだされる可能性がある

[文献]

1) Cheung J.P.Y， et al. Review on mallet finger tr巴atlllent

Hancl Surg 17: 439-447， 2012 

2) 石黒隆ほか骨片を伴ったIllalletfingelに対する

cJosecl reclllclionのWJr法ー日手会誌 5:444-447， 1988. 

3) Lee Y.H， et al. Two extension block 1くirschnerwire 

technique for Illall巴tfinger fractllres. J Bone ancl J oint 

SlIrg Br 91: 1478-1481，2009 

4) 岡崎敦ほか 骨性マレツ卜指に対する石黒法におけ

るextensionblock pin ~i1 J 入位置の検討 日手会誌 28

23-25.2011 

5) 織田道広ほか。大'白}，を有するマレ y 卜指の治療成

績 骨 折 32:451-453， 2010 

6) 小西池泰三ほか骨性マレ y 卜指の骨折型の検討 日

手会誌 23:496-500， 2006 
7) 1平川直人ほか.大きな骨片を有する Mallet'白折に対

する石黒法変法 日手会誌 22:58-61， 2005. 
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A2 pulleyを完全切離した指健鞘炎の長期成績

PIP関節の可動域制限をきた している指l陛鞘炎 (以下，拘縮ばね指)に対する腿持j切開術では，術中に自

動での完全屈曲 ・。11展の可動域を得ょうとすればその多くがA2pulleyの部分的もしくは完全切離を要する

しかし，A2 pulleyの完全切離については屈筋腿の bowstring現象をきたす可能性があるなどの否定的な意見

が多いことから，今回はA2pulleyの完全切離を行った症例の長期成績について検討した.対象は手術時に

A2 pulleyを完全切IlllEし，術後 l年以上経過観察可能であった 63名 74指である.調査時，屈筋腿の bow-

string現象をきた した症例はなく， 74指中 68指 (91.9%) は自動での完全屈曲と完全伸展が可能な状態で

あった.残り 6指は完全屈ilII可能であるも軽度の伸展制限(平均 -0.7度)が妓存しており，これらは術前の

弾発現象が有意に少ないこと，糖尿病の合併，男性例，術後 2週l時の伸展制限が強い例であることが特徴的

であった.

[緒言]

PIP関節の可動域制限を きた してい る指!陛鞘炎

(以下，拘縮ばね指) に対する腿鞘切開術では，討す

r-I:Iに自動での完全屈曲 ・伸展の可動域を得ょう とす

れば，個々によ って手術|時の操作内容が異なる.著

者らは第 55回本学会において拘総ばね指に対する

l腔鞘切開術の手術内容について後ろ向きに調査を行

い，その多くが手術時にA2pulleyの部分的も しく

は完全切~jff.を要していたことを報告した 1 1 術後 3 か

月以上経過した症例を対象に術後成績を調査した結

果， A2 pul1eyの切離に関わらず概ね良好な結果が得

られていたが，討議においてこの A2pull巴yの完全切

離については屈筋腿の bowstring現象をきたす可能

性があるなど， 否定的な意見が多かった このため，

今回はA2pul1eyの完全切li.lltを行った症例の長期成

績について検討したので報告する.

[対象と方法]

対象者

2010年 5月より 2012年 2月までに腿鞘切開術を

施行した拘縮ばね指のうち，手術時にA2pul1eyを

完全切離し，術後 1年以上経過観察可能であった 63

名 74指 [男性 25名目指，女性 38名目指，手術時

年齢 61.2::t11.3歳 (37-88歳)， 催病期間19.3士11.7

か月 (0.5-60か月)，経過観察期間 16.9::t4.5か月

(12.1-33.5か月 )]を対象とした. 患指の内訳は中

指 (45指， 60.8%)が最も多く，次いで環指 (24指，

32.4%)，小指 (3指，4.1%)であり，示指 (2指， 2.7 

%)が最も少なかった.なお， Dupuytren拘縮合併

例，関節 1)ウマチ例や，人工透析例は今回の調査か

ら除外した. 今回， 自動での完全グリップも しくは

完全伸展が不能な状態を“可動域制限あり"と定義

した.

手術方法

手術は MP関節:掌側上に縦切除lを行い，まず A1

pul1eyおよび手掌!腿11莫 (palmaraponeurosis，以下

PA)の切離を行う.さらに同皮切からA2pulley近

位を可能な限り切)jjltし，その後，指基節近位音1)掌側

に皮切を入れ，残り遠位部のA2pull巴yを完全に切

離する なお， I陛滑!民の増殖や肥厚が認められた場

合には，滑11英切除を行った.最終的に PIP関節の

自動での全可動域が得られたことを服認 した上で，

手術を終了 した(図1).なお， 長期拘紛のために PIP

関節I白{本の拘縮をきたした症例には manipulation

を行った.

評{iIli J1'~目

1. 屈曲はグリップi時の指尖部から手掌までの距

離 (mm，DIP関節のJli![111が隣接指と差がないことを

受理日 2013/10/11 
医療法人友和l会鶴田鐙形外科 〒849-0306 iti:t!.i県小城市牛τI1II/TII寄1241番6号
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可動場制限をきたした指腿鞘炎 削 pullevおよびpA(J)切離しノた後 完全伸展，屈曲が得られたことを
基節骨造位部掌側に皮切を入h 確認して手f桁を終了する
A2 pulleyを切離する

図 1 手術方法

確認)，俳l展は PIP関節伸展不足角度とした. 1*I前

に屈曲，イ[1'1展，終痛 (VAS，0-100mm)および弾

発現象の有無を調査し，術後 2週時および最終調査

時に屈|出， {II:I展角および廃痛を再調査 し，術後合併

症として屈筋腿 bowstring現象の有無を調査した

2.患者背景として糖尿病や高血圧などの心循環系・

代謝疾患の合併の有無を調査 した. 3.最終調査時

に司動域制限が認められなかった症例を良好都，可

動域制限が残存していた症例を不良群として，各調

査項目について両鮮を比較，検討した.

統計処湾!

統計処理には， StatViewJ-5.0 softwareパッ ケージ

(SAS Institute， NC)を用いた 2併聞の連続変数の

比較には対応のなし川検定を，術前と調査u寺の比較

には対応のある t検定を用い，名義変数の比較には

本 01 

20 ー巳V I圃圃・・・・・・l

ε15 

由中 き10干c 
~ 

密 10 ~ -15 
E :!!守tー-

5 -20 。。 -25 
f*i前 術後2週 調査時 柿j前

カイ 2釆検定を用いた 調査時の良好群と不良群の

比較には Mann-Whitneyの U検定を用いた.なお，

危険率 5%未満をもって統計的有意水準とした.

[結 果l
1il~Ï前可動域miJ 限は屈曲平均 8. 8::!: 11. 7ml11， {~3 展

-11.0::!: 10.6度，建痛は 48.9mmであ った.術後 2週

I侍は屈11I18.8::!:8.9mm，伸展は 2.2::!:3.5度， VASは

24.2::!:20.1mmと，可動域制限，l'客痛とも残存 して

いたが，調査時は屈rtll0.03::!: 0.2mm，伸展は -0.7::!:

3.1度，終痛は 3.6::!:12.1mmと有意に改善した (p

<0.05， 1~1 2 ) 調査時， 74指中 68指 (91.9%) は

自動での完全屈曲lと完全伸展が可能な状態であり，

6指は完全屈[11]可能であるも軽度の{rll展制限(平均

0.7::!:3.1度)が残存 していた.屈筋l陛の bowstring

80 

~ 60 c 
c 

2〉 40 
} 

2 20 

術後2週 調査時
。

術前 1，fj後2週 調査時

。j，fi前と調査時の比眠 pく0.0001

図 2 百f1i}jJ戎終痛の術i泊とIiN後2週/I"i，1忌終制査H寺の比較
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表 1 良好群と不良若手の差異

良好群(68指) 不良群(6指) P{直

年齢(歳) 61.0:1: 111 63.5:1: 13.5 I~ .S 

性別(男性/女性) 26 (382%) 142 (61 8%) 5(833%)/1 (167%) 0.03 

平霊病期間(月) 96:1: 121 58:1:52 卜JS

1中j前屈曲(mm) 9 4:1: 11.9 13:1:22 NS 

iホI前イ申展(度) -106:1: 10.2 ー15.5士143 NS 

術後2週日寺庖曲(mrn) 9 4:1: 11.9 13:1:22 |サS

術後2週日寺イ申展(度) -106:1:102 155:1: 143 004 

最終調査時疹痛(VAS，rnrn) 3.5:1: 12.3 43士101 NS 

弾発現象の有無(有/無) 47 (855%)/8(145%) 3(500%)/3(500%) 003 

糖尿病の有無(有/無) 9 (13 2%)/59 (86 8%) 3(500%)/3(500%) 0.01 

現象をきたした症例はなかった.

調査時に可動域制限が認められなかった 68指を

良好群，可動域制限が残存していた 6指を不良群と

し，年齢，' J~I:別，催病期間，弾発現象の有~!l~，合併

症，可動域について両群を比較 した結果，不良群は

良好群に比べて術前の弾発現象が有意に少なく，糖

尿病の合併が有意に多かった (p<0.05).また，男

女聞で比1J攻した結果，男性は女性に比べて不良群が

有意に多い結果であった (p<0.05).可動械におい

ては，術前は両群間に明らかな差は認めなかった

が.術後 2週時の{rt展角度において，不良府は良好

群に比べて有意に伸展制限が強い結果であった (p

<0.05，表 1). 

綻例供覧

jfF:例は71歳，女性，右中指，慌病期間 2'.~~ . や|可

前は著明な可動域制限を きた していたが(図 3-a)，

術直後はスムーズに完全屈l品|と完全{IJ1展が可能とな

っている(図 3-b).術翌日は創部痛のため動きが悪

くなっているが ( J~1 4-a ) .術後 2週時には到Jきは

かなり改善しており(図4-b)，1割高も認めていない.

[考察]

指l陛鞘炎に対する!健鞘切開術においては，手術手

投書にはA2pulleyの完全切断は bowstringの原因

となるので Alpulleyを超えてA2pulleyまで切開す

る必要はないと警かれており へ A2pulleyの一部

切[i.ilfまで許容する成書もあるが ol 完全切献を行う

という成書はなく .著者らも先輩手外科医師からそ

- l20 

NSニNotSigni日cant

のように指導を受けてきた.しかし， PIP関節の可

動域制限をきたしている指l挫鞘炎においては，術中

にAlpulleyを切離 しただけでは，完全伸展が得ら

れない症例を多く経験する.このよ うな症例に対し

A2 pul1eyを少 しずつ切離 していくと，長期間の PIP

関節の拘締例や変形性変化などの PIPr}'iliiii、l自体の

問題がない限り，指は徐々に伸びていき， 全切離に

て完全に自動作11展可能となる.術後早期は創部痛や

術後の腫張のため，術直後のように全可動域が得ら

れない症例も 多く，今回の調査においても術後 2週

時 (抜糸時)は“ひっかかり "は消失 し，スムーズ

な動きが獲得されてはいるものの，可動域としては

まだ十分に回復はしていない.また， 1客痛，腫脹も

残存している しかし，時間経過とともに徐々にそ

れら熔痛やIIlli張は軽減 し l年以上経過 した調査11寺

にはほとんどの症例が廃痛もなく完全指屈1111が可能

とな っていた 今巨1， 本学術集会において， 著者ら

の先行研究 11を受けて拘縮ばね指に対してA2pul-

leyの完全切li.!lfを行った との報告が，貞箇ら によ っ

てなされた 叫.その報告では，43指'i"3指 (7%)に

術後 bowstringによると思われる PIP関節屈曲制限

が生じたとあった.著者らの症例では全ての症例に

bowstringが認め られておらず¥その差が何かは不

明であるが，討議においては手術時の Alpulley， 

A2 pu ll ey 周回の jI1)~部組織の扱い方の差などが指摘

された 今後， fi!q式の相違を含めて さら に検討の余

地があると考える.しか し 貞勝らの痕例においても

bowstringはA2pul1eyを切離した全例に生 じたわ
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a_術前 b術直後

図3 術前，術直後の可動域

a術翌日 b_術後2週

図 4 術翌日，術後 2;即時の可動域

けではなく， 自動での全司動域を獲得するためには

A2 pulleyの切離も必要ではなし、かと考える.

最後に，調査時にflj，展制限が認められた不良群の

6指について考察する.今巨1，糖尿病の合併例.弾

発現象が認められなかった例，男性例で不良群が多

い結果であった.糖尿病何1]， 男性例が成績不良とな

る原因は不明であるが，ばね指が効率に合併する手

根管症候群において も糖尿病などの心循環系の合併

例や男性例で治療成績が劣るとの報告があり 5)6)

何らかの関連があるかと考える.術前の弾発現象の

有J!!~ については，著者 らの先行研究 1 ) においても

同様の結果で、あり，手術決定は患者の希望が前提で

はあるが，良好な成績を得るためには弾発現象が認

められるうちに手術を行ったほうがよいのではない

かと考える.さ らに，不良群は良好群に比べて術後

2週時の伸展制限が強かったことから，術後 2週間

は特に指を伸ばす指導に重点をおき，経過観察を行

ったほうがよいと考えられた.

[まとめ]

1. PIP関節に可動域制限をきた している指腿鞘

炎に対する腿鞘切開において，A2 pulleyの完全切

離を行った症例の長期成績について検討した

2. Íii~後平均 16.8 か月時において， 74指lキ'68指は

終痛なく完全屈1111可能であり，屈筋l世の bowstring

による屈曲障害をきたした症例はなかった.

3.術中に全可動域を獲得するために必要であれ

ば守A2pulleyの完全切離を行ってもよいかと考える.
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検討.日手会誌29:794-498， 2013 
2) 斉藤覚.整形外科の小手術第 2m:IJ 東京.メジカ
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刷ー東京.中山書庖.pp229-229，1997. 
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[目的1Zone3， 4における屈筋l世皮下断裂の治療成績を，手術法別に比較 ・検討した. [方法]対象は

1993-2012年までに関連施設で加療された 21例で，男性 12{)iIJ，女性 9例，年齢は 27-76歳で平均 59.4歳

だった.断裂腿は小指 FDPI腔のみが 12例，小指 FDPI陛 .FDSI躍が 7仔IJ，中指 FDP腿・示中指 FDS腿が

l例，示指 FDP腿のみが 1例であった.手術法は健常な FDSI陛の移行，橋渡しl陛移植，隣接指 FDP腿へ

の端側縫合.隣接指 FDP腿への端側縫合と腿移植の併用がそれぞれ 6，5， 2， 8例だった.全例で術後早期

運動療法を行った. [結果118例で良以上の成績が得られ，不可や再断裂例はなかったが， FDSI健の移行で

は成績が不安定な傾向にあった. [考察]屈筋腿皮下断裂では， 1挫の滑動距liilt.を確認したうえで過した治療

法を選択すべきであるが. FDS特有の筋活動様式が報告されており， FDSI躍の移行は成績不良に影響する

可能性が示峻された.

後・トリアムシノロンアセトニド注射後がそれぞれ

1 {iIJだった. 基舵疾患なく ，伸展力あるいは ov巴r

useによると考えられるものは 6例だった.

手術法の選択について述べる(図1) 断裂近位

腿の他動伸展幅が 15-20mrn以上あ った場合は，

橋渡しl陸移植を選択 した.ただし，欠損が大きい症

例やl陸走行異常などで近位断端が認められない症例

では，橋渡し腿移植を併用した隣接指 FDPI陸への

移行(端側縫合)を行った. 一方，断裂近位l陛の他

[緒言]

Zone3， 41苗筋腿皮 |ご断裂では，I踏の摩耗による

欠損や|凍旧性断裂で端端縫合が不能となる.治療法

として隣接指の深指屈筋(以下， FDP)腿への移行

や，浅指屈筋(以下， FDS) 1健の FDP腿への移行

で良好な成績が報告されているが，これらが行えな

い場合，橋渡し腿移植を用いた治療の適応となる.

今回われわれは， Zone3， 4屈筋l舵皮下断裂に対す

る4種類の FDPI陛再建法の治療成績を比il攻・検討

した.

移行 ¥ \\\~V 

手術法(文献 1より引用， 一部改編)
①FDS腿の移行

①矯波し!此移植

③隣接指 FDPへの移行

④腿移植を併用した隣彼指 FDPへの移行

図 1

[対象と方法]

対象は 1993-2012年までに当科および関連施設

で加療された 21例で.男性 12例，女性 9{~IJであ る .

年齢は 27-76歳で平均 59.1歳だった.断裂腿は小

指 FDP腿のみが 12{~IJ，小指 FDPI陛. FDSI雌が7例，

中指 FDP腿 ・示中指 FDSI世が 1仔11，示指 FDPI挫
のみが l例で，複数の FDPI陛が|断裂した症例はな

かった 断裂の原因は非特異的滑膜炎が 4例，豆状

三角骨関節変形性関節症が 3例，有鈎骨鈎骨折後偽

関節が 2f~lJ， 有鈎骨鈎部での摩耗が 2 例，キーンベ

ツク病・遠位機尺開館i掌:側盟脱臼 ・侠骨i霊位端骨折

新潟県燕市佐il!f.633番地

-123一
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動伸展幅が 15-20mm以下であった場合は，隣接

指 FDP腿への移行(端側縫合)あるし刈ま FDSI.陸の

移行を選択した.隣接指 FDP腿への移行で、は，強

固な編み込み縫合ができない症例で橋渡し腿移植を

併用した.

施行された術式により 1群を健常な FDSI陛の移

行， 2群を橋渡し!健移植 3群を隣接指 FDPI陛への

移行， 4群を橋渡し腿移植を併用した隣接指 FDP

腿への移行として大別すると，それぞれ 6，5， 2， 

8例であった.各群の年齢はそれぞれ 59-69歳(平

均 63.2歳入 27-74歳(平均 48.2歳)， 62-76歳(平

均 69.0歳)， 39-74歳(平均 49.0歳)だった.FDS 

腿断裂は修復しなかった.I陸移植に用いられたのは

いずれも長掌筋腿で，岡山i端とも編み込み縫合が行

われていた. 1.腿移植により補填された欠損長は 2-

表 1 各鮮の平均 %TAMと治療成績

優 良 可 平均%TAM

1群 3 2 76.5 

2群 4 。 91.2 

3群 。 80.5 

4群 2 3 。 85.0 
」一一

表 2 各併における %TAMの分布

. 
100 

95 

90 

85 

80 

75 

ト一一一一 . I 
1 . 
. . 

70 

5CIl1，平均 3.6cmであった.受傷から手術までの期 65 

聞は 4日から 24か月で，中央値は 4週だった.後 印 . 
療法は 1若手の 3例でKleinert変法を施行し，それ

以外の 18例は早期白動運動療法を行った.術後経

過観察期間は 5か月から 24か月で，平均 8.5か月

だった.

やI:J後成績の評価は日手会評価法を用いた 各群問

およびu汗における後療法別の%TAMについて，

Mann-Whiteneyの U検定を用いて比較した.また，

術後合併症について調査 した.

[結果]

各群での成績と%TAMの分布をそれぞれ表 1，2 
に示す 21例中 18例で良以上の成績が得られ，不

可や再断裂例はなか った.合併症は l例で MP関

節屈曲拘縮が出現し，拘縮解剖i術を追加した 各群

における %TAMの比ili立では， 2群は 1群に対して

有意に高かった それ以外の群間では有意差を認め

なかったが， 2， 4群は比較的安定 した%TAMが得

られ， utでは大きなばらつきがみられた. Klein 

ert変法を行った l群の 3例と，同群で早期自動運

動療法を行った 3例との聞で%TAMに有意差はな

かった

症例 1: 62歳，女性.

右豆状三角骨関節変形性関節症による小指 FDP

l胞の断裂である X線写真およびcrで， 豆状三角

骨関節に変形症性変化を認めた

受傷後 4週で手術を施行 した 小指 FDP!世には

約 4cmの欠損が存在し， I新裂近位!縫の他動付l展幅

124 

55 

50 「

4 群

は20111111以上であったため，長掌筋l陛を用い橋渡

し!陸移植を行った.豆状三角骨関節は DT]スク リ

ユーで固定した.術翌日より早期自動運動療法を行

い，術後 6か月で%TAMは91%であった(図 2). 

症例 2: 67歳，男性.

農作業後より右小指 DIP関節l屈曲不能に気付い

たが， 2年開放置していたー手関節 X線写真や手根

管撮影で異常所見がなく，手術時所見では，小指

FDP!躍の近位断端がなく，環指 FDP!陛から 小指

FDP!健が分校する奇形と考えられた

小指 FDPI1建には約 2cmの欠損が存在 したため，

長掌筋l陸移摘を併用し，環指 FDP!腔への移行を行

った.術翌日より早期自動運動療法を行い，術後 9

か月で%TAMは78%であった(図 3). 

[考 察]

Zone3， 4屈筋!陛皮下断裂に対する手術法につい

て考察する.腿の摩耗による欠損や陳旧性断裂で端

端縫合が不能となるため，隣接指 FDP腿への移行

や FDS腿の移行が行われてきた¥)

隣接指 FDPW住への移行は|煉旧例など断裂近位艇

の滑動距~iflが制限される症例に有効で， 縫合張力の

決定が容易である.一方 縫合部が遠位になるにつ



Zone3， 4 屈I~JII建皮下断裂に対する l限移行 ・ 移植術

A 

D 

D 

図 2 症例 1: 62歳，女性

A， B:術前

C: CT所見

0: j材中所見

E : f設終l時

図 3 極付IJ2 : 67歳，男性

A， B: j;j:jfjij 

C 小指fDrの近位|折端なし

D 術中所見

E:最終11寺

日

559 

れ，隣接指 mPI陛の走行と移行した mPI腿の走行

に差が生じることより，隣抜指 FDP腿の滑動が効

率的に伝達されにくいという欠点がある.

FDSI.陛の移行では強い握力が得られるが 縫合

張力の決定は容易でない 土田ら 2)は FDSの筋活

動綴式の検討を行い， il窪い負荷では筋活動が極めて

低いことを示 した.これは軽い自動屈rltlでは FDS

l此が有効に滑走しないことを示唆しているが哩十分

125 
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なl腔滑動距離を得るために早期から強い屈曲を行え

ば再断裂の リスクを伴うこ とにもなる.本研究の成

績においても， FDS!躍の移行における%TAMは橋

渡 し腿移植に比 し有意に低く， 他の手術法に対しで

も低い傾向であったまた，治療成績は優から可ま

で大きなばらつきが認められたため，催患、指 FDP

l躍に FDS腿を移行するのは不適当である可能性も

考えられる.

橋渡し!挫移植は，健常な屈筋l陛を犠牲としない点

に優れるが， 断裂/t，建のi骨勤距聞が著しく 制限されて

いる場合には適応とならない.また，手技が煩雑と

なり癒着の危険性も高まると考えられるが，早期自

動運動療法との併用で良好な成績が報告されてい
る 314151

橋rJJ!'し腿移植を併用した隣接指 FDP腿への移行

は， 近位縫合部を任意に設定可能で，移行腿の走行

を理想的な角度に近づけられる， 手根管を開放しな

いように調整できるなど、の長所がある.また，橋渡

し!健移植単独に比し移植l陪を短くでき，断裂や癒着

のリスクが低下する可能性も考え られる.

以上から，われわれは Zone3，4屈筋l陛皮下断裂に

対する手術?去を以下のように選択している まず，

断裂腿の滑動距離の有無を確認 しなければならな

い.斎藤 61はl陛滑動距riJlf.の検討を行っている.こ

れによると，筋固有最大伸縮幅は桔抗筋や関節Il支位

の影響がない状態 (tonusproper)からの他動伸展

111肩の 1.5-1.8倍と算I:ljされる.これに腿断裂後の筋

短縮性拘縮や動的腿固定効果により得られる滑動距

離を加味すると，断裂近位腿の他動作11展幅が 15-

20mm以仁あれば断裂l陛を動力l雌として利用可能と

考えられ，安定した成績が得られる橋渡し腿移植が

第一選択となる 他動伸展Illlliのボーターラインに幅

をもたせているのは，筋短縮性拘縮の程度や断裂腿

の差異を考慮する必要があるためである.腿の欠損

が大きい場合や手根管開放を回避したい症例など

は， 初めから橋渡し腿移植併用を含めた隣接指

FDP腿への移行を考慮しでもよい. 一方.断裂近

位!陛の他動伸展幅が 15-20mmに満たない場合，

隣接指 FDP!陛への移行あるし刈ま FDS!陛の移行を選

択する.隣接指 FDP腿への移行では強固な編み込

み縫合ができなければ，時路]![~く橋渡し l腿移植を併

用する必要ーがある.FDSJI建の移行は滑動距離に関

わらず対応可能と考えられてきたが 今後その適応

には慎重になるべきと考える.

また，症例 2に示 したよ うなl陛走行異常に伴う屈

筋腿皮下町f裂 71も存在する ことに注意 しなければ

ならない.Zone3， 4屈筋)腔皮下断裂の原因として，

関節リウマチなどでの慢性滑膜炎，有拘骨鈎偽関

節， 豆状三角骨関節変形性関節症などがある.一方

で，そのような基礎疾患を持たず， 比較的軽微な伸

展力により腿実質部での断裂をきた した症例も報告

されている.後藤ら 81は基礎疾患のない手掌部で

の小指 FDP/腔皮下断裂 5例の解剖学的検討を行い

4指で環指 FDP/憾の虫様筋起始部から小指 FDP腿

の分校を認めたとしている.このような症例では，

橋渡 し腿移植を併用 した環指 FDP腿への移行のよ

い適応と考える.

さらに， 明らかな基礎疾患がなく誘因のない，あ

るいは軽微な外力で発症した小指 FDP/健断裂では，

有鈎骨拘部での摩耗による断裂の可能性も疑わなけ

ればならない Yamazakiら91は手根骨病変による

屈筋!陛皮下断裂の 21例中， 小指 FDP/腿i析裂の 2例

に有鈎骨鈎部での摩耗を認めたと報告しており，本

研究で有鈎骨鈎部での摩耗が確認された 2例も， 小

指 FDP腿の断裂を伴っていた.また， 三祝日らは 101小

指 FDP腿の解剖学的特徴から同部での摩耗が起こ

りやすいと考察 している.これに対する治療につい

ては，断裂近位l躍に十分な他動付l展幅があれば橋渡

し!陸移植が可能だが，同部での摩耗の再発が危倶さ

れる.有鈎骨鈎の切除を追加 101するか，橋渡し腔

移植併用を含めた隣接指 FDP腿への移行を選択す

べきと考える.

後療法については，固定法の成績が不良であるこ

とより，早期運動療法を適用すべく強度の高い腿縫

合を行い，必要に応じて橋渡 し腿移植が併用される

べきである.その点で， I陛鞘のない手掌音1¥は縫合部

でのブロックが起こりにくく ，両断端を強固に編み

込み縫合することが可能である.再断裂の リスクは

完全に払拭されたわけではないが，吉津ら 41は移

植!地への血行令について，短い腿移植で、あれば移植!陸

中央部への血流回復が早く起こることが期待できる

と述べている.

Kleinert変法を行ったのは l群の 3例であったが，

同若手で早期自動運動療法を行った 3{9IJと%T刈川を

比較すると有意差はなく Kleinert変法が同群の成

績不良因子とはいえなかった しか し本研究での比

較症例数は少ないため，術後早期!の自動屈曲を行わ

ない Kleinert変法では移行した FDSI陛が十分に滑
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走せず成績不良となる可能性は否定できないと考え

る.よって， FDSI躍の移行を選択する場合は，強固

なl陛縫合を行うのはもちろんのこと，早期から Pas-

sive flexion-active hold technique 4)を行うなどの配

慮が必要と思われる.その一方で， FDSI挫の移行

が FDPI睦の再建に適しているのかについては，今

後さらに検討を重ねていかねばならない.

[まとめ]

Zone3， 4における屈筋腿皮下断裂の治療成績を，

手術法別に比較 ・検討した. 21例中 18例で良以上

の成績が得られ，不可や再断裂例はなかった 橋渡

し腿移植 5例の%T.出川は FDS 腿の移行の 6例に

比 して有意に高かった. I陛のi骨動距離を確認したう

えで適した治療法を選択すべきであるが， FDS特

有の筋活動様式が報告されており， FDP腿への移

行は成績不良に影響する可能性が示峻された.
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イリザロフ ミニ創外固定による手指拘縮の治療
はまだよしたか ひ びの なおひと やまのまさひろ か さい ときお たかはしみつひこ とのがいいちろう

浜田佳孝ド，日比野直仁ド l' 山野雅弘ぺ笠井時雄氏料¥高橋光彦え BM，殿谷一朗斗争中ド

手指用イリザロフ創外固定を用いた拘縮の後療法を中心に述べた.対象は，重度外傷後の母指内転拘縮，

PIP関節屈曲及び伸展拘縮，多数指多関節に及ぶ不良肢位拘統iなどであった.後療法は 3段階に分けられた.

第 1段階は拘縮矯正期.第 2段階は安定化期と矯正獲得後の再拘縮の予防期間.第 3段階はバランス評価と

自動運動の誘発期間.各ユニット聞を輪ゴム等で矯正位を動的に保持し拘縮方向への自動運動を誘発した

本手技は後療法が重要で、あり パーツの組み合わせや輪ゴムの使用により工夫 ・応用の余地が多く含まれる

方法であった 創外固定による積極的な リハビリテーションにより 障害手の良服位への変換と他動可動域

の改善のみならず，自動可動域の改普もみられた.

[緒言]

手指用イリザロフ創外固定(以下 1M) を使用し

た手指拘縮の治療は，治療対象となる障害手の評価

のみならず，創外固定設置後の加療が最も重要であ

る.IMを使用した手指拘縮の治療，特に後療法を中

心に，手技上の留意点や工夫した点などを述べた.

[対象と方法]

対象は 21例 23手である 内訳は，手部重度外傷

後に発症した強い母指内転拘縮の第 l指間聞大術 (8

手)， PIP関節屈曲 (7手)及びイ1:1:1展 (3手)拘縮，

複数指の多数関節に及ぶ不良肢位拘縮 (2手)，神

経麻癖や阻血のため I~J .外在筋拘縮に陥った手 (3

手)であった.創外固定の設置方法(ユニットとロ

ッドの設置)は，従来法に従い，母指内転拘縮は五

谷式([玄[4)，PIP関節屈曲拘縮はロシア式(図 5)，

PI P 関節や 1 1展拘縮は五谷式 ([~[ 6)， ~i.~手指拘縮及

び目指内転拘縮はロシア式(図 7)，内在筋優位の

手指拘縮はロシア式(図 8)としたり2)3)4)

創外固定装着後の治療過程を以下の 3段階に分け

た(図 1).第 1段階;拘縮矯正期間 原則は関節

拘縮の場合は長軸牽引から開始し，屈|出や件l展方向

への矯正は充分な関節裂隙の聞大後とした 原則と

して同一指で複数関節を矯正する場合は末梢から行

図4 症仔1)1 母指内転拘縮の第 1指開聞大術.五谷式

lB 向 21|
図5 症例 2 rlr関節の屈曲拘縮.ロシア式

まず l 長車IIJ牽引で関節を開大させて，2 伸展
方向へ矯正した 幅の広い輪ゴムで長前IJ牽引と
伸展矯正するのも矯正に有効であった

受JYl日 2013/09/30
勺恕島県立 中央病院 干770-8539 f!f，I:.j県徳島市政本urr1丁目 10-3
**11口門病院

本ホ*高松市民病院

$事象掌{窓口大学医学部
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図6 症仔IJ3 PIP関節の伸展拘縮 五谷式(グローパ

ルヒンジ)

まず1.長軸牽引で関節を|苅大させて， 2. 屈曲

方向へ矯正した 関節が柔らかくなってきたら

自動 -他動運動を励行した 夜間は屈曲位をと

らせて，日中は輪ゴムで伸展優位にするなど，

手の状態や性格を考慮して， リハビリ意欲を持

たせることが重要であった.

図8 症仔IJ5 内在筋j優位の高度拘縮手

図 7 症例 4 外在筋優位の拘織である全手指1若手変形

+母指不良肢位拘縮

まず 1. PIP関節屈曲拘縮の伸展矯正を行った後

に， 2. MP関節fljl展拘縮の屈曲矯正を行った.

並行して第 l指間聞大もおこなった.輸コ、ムで

示指を外ilii方向へ輩引しているように， I臨機応

変に工夫を追加した.

母指 MP関節で基節骨背側JJ児臼を矯正 (1，2) した後に，第 l指問

を聞大した 手指 :IPI期節を輪ゴムで伸展方向に肇引しながら MP関

節を長1illlに牽引した後に，関節商が脱臼{立から整復されるよう伸展矯

正した.矯正位獲得後は輪ゴムで矯正位置を保持した.

った-単関E!i'はi斗虫の場合は 1日lmm程度， 1斐!E!ii裂

隙を 3-5mmミリ程度聞く 事を目標と したが，あ

る力で、癒着の破断を生じ急激な関節裂隙の聞大がみ

られた症例もあった 第 l指間聞大術や手全体の矯

正での軟音11組織延長は，やや強めの適度な緊張を持

続することが目的で， 余裕があれば 1日3mm以上

延長した 第 2段階、安定化期間矯正位置を獲得

しでも，自IJ外固定を除去すると再拘経iをおこしてし

まう為，最低で、も数週間おくか，固定期間の長期化

が危慎される症例では，倉IJ外固定のユニットを残し

て次の第 3段階へ移行した.第 3段階;バランス評

価と 自動運動の誘発期間 各指骨に装着されたユニ

ット聞を多彩なパーツを利用して，輪ゴムで矯正方

向へ動的に保持し， 主に拘縮していた方向への自動

運動を誘発した このゴムによるダイナミックな牽

引や矯正は， 第 l段階の拘縮矯正期聞から，遠位側

は末i'm骨lこ垂直にワイヤーを刺入して指節間関節を

伸展方向へ牽引した状態で， 自IJ外固定で近位の関節
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1-3mm/日

第1段階，拘縮矯正期間
関節拘縮の場合
1)関節長軸牽引関節裂
隙3-5mm聞大(約lw).

2)屈曲・伸展方向へ矯正ー
矯正困難時に強い輪ゴム
が効果的.

S'; 
自動運動筋収量産

第2段階;矯正位の保持期間
再拘縮予防の2包数週間以上の矯正位保
持.早く勤かしたい例は，次へ移行

第3段階，再拘縮予防と自動運動誘発
ユニット閣を.輪コ.ムで矯正方向へ動的に
保持し.主に拘給していた方向への自動
運動を誘発.

図 1 術後療法のまとめ 後療法を 3段階に分けた

矯正を行うこともあった.

注意点として，同一指で複数関節を矯正する際に

は，原則として遠位から矯正した. この理由は，矯

正過程で生じる屈筋腔の強い緊張で生じる隣接関節

の変形を回避するためである.もっとも代表的なパ

ターンが外在筋優位の拘縮である鷲手変形で， DIP 
関口iriの何l展保持を行いながら P1P関節の伸展矯正

を行った後に MP関節の屈曲矯正を行った.内在

筋優位の拘縮では P1P+DIP (IP)関節を輪ゴムで

伸展方向に牽引しながら MP関節を伸展矯正した.

しば しば基節骨が MP関節で掌側に脱臼 してし ま

ってお り， 1P関節を考躍、せず，この MP関節不良

部位から矯正開始すると，鷲手変形となるため注意

が必要であった.

[結果]

合併症のピン刺入部中節骨骨折が難治化した P1P
関節屈曲拘縮 7症例の 1例を除いて，不良肢位から

良JI支位への改善，自動・ 他動可動域の改善がみられ

た.まとまった症例数のあった P1P関節屈曲拘縮 7
症例の平均可動域は術前 69/84から術後 36/84で

あった 高度外傷後の鷲手変形に，さらなる自動可

動域の改善を目的として屈筋腿景IJ離を行った症例で

は，夜間屈曲法など後療法の過程で P1P関節の屈

耐変形が再燃 し， 本法による機能的な良肢位への変

換で得た自動可動域以上のものは得られなかった.

以下，症例提示に従い部位別の具体的方法や注意点

を述べる

症例呈示

症例 1(図 4): 54歳τ 男性

現病歴 左上腕近位部を機械に巻き込まれ受傷し

た緊急手術で上腕動脈を静脈移植で再建され 3週

後，左上腕皮!育・!Ii)¥部組織欠損に対する再建目的で

紹介された.広背筋皮弁で被覆したが，手指の運動

不良は改善なく，前腕掌:側を展開したところ前腕屈

側の筋群は脂肪変性しフ オルクマン拘縮となってい

た症例である.受傷後約 6か月で強い母指内転拘縮

の第 1指間聞大f，iJを五谷式で行った.母指の囲内位

は1M設置手術時に意図的に行った 術後は直交す

る2つのロッドで母指の掌{JlIJ・榛側外転を各方向へ

行った.適度な緊張をかけた状態から開始し，最終

的にはかなり強い緊張となる為，母指 CM閑ffl'iJJ見
臼予防のロッドを設置した

症例 2(図 5): 36歳，女性.

現病歴:外傷後に過去に 3@]手術を受けて伸筋!世・

背側皮膚 ・仁|二'w'I骨基部の関節軟骨にも問題がみられ

る重度 PIP関節屈Ettl拘縮で，ロシア式で矯正した.

関節の長取lJ牽引から開始.関節隙聞が開大してから

伸展方向へ矯正した. PIP関節の{Fll展位を獲得した

後に， PIP関節jは輪ゴムで伸展位と関節柔軟性を制j

持し，カペナ副子治療へ変更 した 後日，自動作11展

の不足が目立ち健移植を行った.

症例 3(区16): 53歳，男性

現病歴:小指 PIP関節レベルでの不全切断術後 6
か月の症例 PIP関節は{EII展拘絡し， X線上関E!I1i症
性変化も呈していた 五谷式(グローパルヒンジタ

イプ)で、小指 PIP関節を牽引の後，屈1111方向ヘ矯

正した.関節が他動的に柔らかくなれば，夜間は最

大屈1111に近い位置とし，日仁1"は輪ゴムで{rjl展保持す

るなど，充分な他動的矯正を続けることでリパウン

nu 
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一後療法を中心と した手技上の留意点一

図 2 外在筋優位の拘総指で複数|主l節を矯正する際の

パターン.

ド予防に努めた.同時に，矯正位での自動運動，及

びロッドを外しての自動運動を推奨 した 最終的に

1M術後 1年の時点で， 倉IJ外固定に よる|司心性の関

節運動と上記後療法を行った後には，小指可動域の

改善のみならず， X線上 P1P~I frr'j裂隙の開大と 中

指 ・環指の自動可動域の改善も縦持されていた.

症例 4(図 7): 60歳，女性

現病歴 :MP関節での全指切断後，母指は壊死し，

第 2足蹴移植後も壊死を生じ，不良Jl支位拘縮(鷲手

+母指内転拘縮)に至った症例である.外在筋優位

の拘縮である鷲手変形矯正のパタ ーン(図 2) で，

同一指における複数関節矯正の原則lは遠位からの

為，DIP関節のイ111展保持を行いながら PIP関節屈曲

拘縮のイ111展矯正を行った.その後に MP関節。11展

拘縮の屈曲矯正を行った.まず PIP関節の屈曲拘

絡を長中111牽引の後に伸展矯正 した.P1P屈曲拘縮の

伸展獲得により，屈筋!縫の緊張で MP関節は僅か

に屈曲|方向ヘ矯正されたが不充分であり ，次の段階

としてl愉ゴムで PIP関節伸展保持 しつつ， MP関節

の矯正と第 l指聞の聞大を行った.手の形が内在筋

マイナス手から 内在筋プラス手へ変換さ れる過程

で‘手指の関節可動域が他動的に改善するととも

に.自動可動域の改善もみられた.

症例 5(図 8): 54歳，女性.

現病歴:初診|時より 3年前から左優位の内在筋優

位の拘縮手が進行 し手指基節骨は MP関節でfl見臼

し，骨幹部に垂直に立つような変形を呈 していた.

動的副子療法を 1年間以ヒ行うも効果なく，つまみ

もできない左手より 外科的に治療 した るいそう症

565 

図3 内在筋優位の拘縮指で複数関節を矯正する|僚の

ノfターンー

で既往歴に拒食症と甲状腺機能克進症があった. 内

在筋優位拘縮の長期経過から生じた母指と手指の著

しい変形を生 じていた.IM装着直前に以下の手術

を行った.母指は中手骨を短縮して CM関節を矯

正した位置で固定した 屈筋群の強い緊張による手

関節と手指の伸展制限を改善するため近位手根列切

除を行った.最後に 1M を装着して治療した 内在

筋優位の拘縮矯正のパターン(図 3) に従った 手

指については，同一指における複数関節矯正の原則

は遠位からで， IP関節を輪ゴムで伸展方向に牽引

しながら MP関節を長軸に牽引した後に，関節面

が脱臼位から整復されるよう伸展矯正した 矯正位

獲得後は輪ゴムで矯正位置を約 1か月保持した.母

指については， MP関節で基節骨背側脱臼を矯正し

た後に，第 1指聞を聞大した つまみ動作も獲得さ

れ，機能的にも外観的にも改善が得られた.術前に

は皮下組織がほとんど認められなかった手に，術後

には筋肉と皮下組織の増加が認められた.延長 ・矯

正の負荷がかかったことで.骨延長の際に観察され

るような軟部組織の増大も誘発されるという事象

が，はっきりと認められた症例であった.3年以上

経過を観ているが.術後 1.5年で僅かな再燃を認め

たが，それ以降の悪化は認めていない.

[考察]

高度の軟部組織拘縮の外科的治療方法として，I1J! 
I飢的には，拘縮組織の切離 ・切除と，関節の矯正 ・

剥離，皮脂・軟部組織欠損の被覆という外科的な治

療がある側面で，ロシアなどでは古くから凍傷やデ

守
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566 一後療法を中心とした手技上の留意点一

ュピュイ卜ラン拘縮による高度の拘縮手にイリザロ

フ法による緩徐矯正法が行われてきた.

観血的治療法と創外固定による治療方法を比較す

ると，創外固定が有利な点として全般的に言えるこ

とは以下の 5点と思われた. 1.観lfll的手術は，技

術的に難易度が高く，術者の技量に依存すると思わ

れる. 2. 術後療法が，骨に立てたピンから矯正力

が直達されるため，術後療法の可動域の維持が3 効

率良く，痛みも少なく実施できる.3.大きな皮切

や，皮弁や植皮を要しないため外観もよい. 4. 意IJ

外固定法では筋肉を切離しないので術後の筋力があ

る程度温存さ れる.症例によ っては緩徐延長に伴う

筋肉 ・皮下組織の増大も期待できる. 5. 拘縮手の

治療吾j'ITliiとして，まず形の改善と関節、iを軟らかくし

て，その後に，白星b運動を評価して，I陛剥li.iftや)陛移

行が必要であるか判断するという事が多いが，本方

法では創外固定装着しての後療法の段階から除去後

の筋力などの予測が立てやすい.

最後に，部位別の考察を述べた.PIP関節拘縮に

ついては，観血的手術を行った場合でも，術後の後

療法が非常・に重要となるが，副子療法では，手術で

)j重脹の強くなっている指に 体表から関節の他動屈

曲 ・{Ijl展を強要するため なかなかヒ手くできない

ことも多い.術後成績として， 一般的には屈1111拘縮

のほうが{l:jl展拘縮より も難 しいと されるが，本法を

用いた場合でも，まず関節間|坊を拡大させる牽引方

向と， 続いて必要な矯正方向の設定が，屈曲拘縮の

ほうが若干難しく，矯正後のリバウンドも屈1111拘縮

のほうが若干強い と思われた.また著しい PIP関

節屈曲拘縮を矯正した後には， PIP関節背側の中央

索が著しく伸長されて しまっていたり消失 していた

りすることもあり，他動的に柔軟な PIP関節の可

動域を得た後に，自動伸展が不良である場合には，

腿の剥l~ft もしくは!躍の移植や移行の必要性を考えて

おかなければならなかった

lヨ指内転拘縮の第 1指間聞大Wiは，術後の団指の

外ljli_;角度よりも 2 術後の母指の対立機能がより重要

で，従来の方法では後者が得られにくいと報告され

ている 5) 本手技では拘縮した内転筋ではあるが，

切liJftせずに延長しており術後の筋力がある程度残さ

れるため，この点でも有利と考えられる 手技的に

は母指 CM関節への強いストレスに配慮する必要

があり，母指 CM関節を防御するロッドの設置が

望ましい.

高度外傷後の手の拘縮を矯正 した際に，本手技で

手の形を理想的な位置に矯正 し，同時に関節も柔軟

になる事は予測されたが，本創外固定による外科的

リハビリテーションを行っていく過程で，ある程

度，癒着 していた!躍が剥がれ， その結果と して自動

運動も誘発されることは 著者らにとっても驚きで

あった.握力の改善を期待して，不良JJ支位.内在筋

マイナス手から良)J主位 :内在筋プラス手へ変換した

後に，屈筋l陛剥離して術後夜間屈曲法など行うと，

せっかく{l:jl展させた PIP関節が再度回[[11して機能

が悪化してしまい，患者さんに不利益を生じた症例

も経験 した.高度外傷後の不良肢位拘縮の治療は，

本手技を最終手段と考えるのがよいかもしれないと

考えている.

[まとめ]

手指の拘縮に対して，本手技で不良11主位から良肢

位への改善，自動 ・他動可動域の改善がみられた.

観凶l的手技に比べて，外観及び機能面で優れる点も

多く，推奨できる手技と思われた.倉IJ外固定装着後

の加療が非常に重要と思われた.

[文 献1
1)五谷克之ほか 指用 I1izarov創外固定部による第一指

間聞大林i整形外科最小侵袈手術ジャーナル 61:43. 

49，2011 

2) 松浦仮太郎ほかー イリザロフミニ自11外固定J>，~を用いた

手指関節拘縮の治療経験.日本創外固定 骨延長学会

雑~t. 24: 67.71， 2013 

3) 松浦慎太郎ほか 手外科手術におけるイリザロフミニ

自11外国定総の有用性.日本創外|歪|定 -骨延長学会雑誌

23: 15.22， 2012. 

4) 五谷覧之ほか 手部j旨間拘縮に対する指1:1'1イリザロフ

l'1119t固定器を用いた軟部組織延長術 日本自11外回定・

骨延長学会雑誌 22:196-196，2011. 

5) Masclen DL， et al. Preclictors of sllccessflll olltcomes in 

(irst web space contraclllre release. HAND 6: 50・55，

2011 
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当科における Dupuytren拘縮の手術治療成績
なかiJ勺 おさむ かじよしお 守まぐちニうのすけ やまもとてつじ

中村修，加地良雄，山口幸之助，山本哲司

当院における Dupuytren拘縮手術の治療成績とその問題点について検討を行った.対象は Dupuytren拘

縮に対し部分l世JI集切除術を施行 した 18例 22手 32指である.血管神経束の絞拒が高度な例は手術用顕微鏡

を使用し，PIP関節の拘縮が高度な例では，掌側板の剥高IE，側副靭帯の リリ ースを追加，閉創時に皮膚の緊

張が高い例では，手掌部の創を開放創と し，人工真皮で被覆するこ とで.術後の皮!苛性伸展制限を予防した.

術後成績は Mey巴rding分類の grade2および3の症例に成績不良例の割合が高い傾向が見られ. PIP関節

拘縮例で改善率が悪い傾向を認めた.しかし 術後大きな合併症を生じた症例はなかった. 手術用顕微鏡の

使用による指神経損傷の予防や，創開放部の人工真皮による被覆は，Dupuytren拘縮に対する治療法のーっ

となり得ることが示峻された.

[緒言]

高度の Dupuytren拘縮では，成績不良例や 1血

管神経束損傷など合併症の報告が散見される.そこ

で著者らは必要に応じ，手術朋顕微鏡による剥離や

創閉鎖法の工夫を行い，手術成績の向上と合併症の

予防を図っている.今回，当院における Dupuytren

拘縮手術の治療成績とその問題点について検討を行

った

{対象と方法]

対象は当科にて Dupuytren拘縮に対 し部分l陛膜

切除術を行い， 3か月以上経過観察 し得た 18例 22

手 32指である.男性 21手，女性 1手. 手術時年齢

は58-81歳，平均で 69歳であった 擢患指は母指

2指，示指 l指，中指 2指，環指 9指，小指 18指

であった Meyerdingの病期分類では， grade 1が

15手， 2が3手，3が4手であった.

手術方法は， Multiple Y-V plastyあるいは Dem

ingの皮切を用いて肥厚 した病的腿膜を可能な限り

切除した.血管神経束の絞J厄が高度な例は手術用顕

微鏡を使用し， PIP関節の拘縮が高度な例では， 掌

側板の剥時IL側副靭帯の リリ ースを追加，閉創時に

皮胞の緊張が高い例では， 手掌部の創を開放創と

し，人工真皮で被覆することで，術後の皮!習性伸展

制限を予防したー

術後成績の評価は Tubianaの評価基準を用いた

また，成績不良の原因と考えられる因子と術後成績

の関係を考察した また 指の拘縮改善率 (=術前

屈曲拘縮角度 術後屈曲拘縮角度/術前屈曲拘縮角

度x100)を算出し， MP関節と PIP関節の改善率

の有意差検定を行った.統計処理による有意差検定

は統 言|ソ フ トGraphPadPrism5 (GraphPad So[t-

ware Inc.， San Diego， CA， USA) を使用し，対応の

?!!~ II 2群問での ι検定により，危険率 5%を有語、水

準として検討を行った.

[結果]

術後成績は， Meyerding分類の gracl巴2および 3

の症例に成績不良例の割合が高い傾向が見られた

(図 1) 成績不良例が多いとされる小指権患例と，

小指以外の術後成績を比較すると，Tubianaの評価

で可となった成績不良例はすべて小指であった(図

2). 年齢が 70歳以上の高齢者と，それ以外の若年

者を比較すると，明らかな傾向は認めなかった(図

3) 一方，既存の論文で¥成績不良因子と述べられ

ている因子を調査してみると，両側擢患例や複数指

催居、例では，成績不良例が多い傾向を認めた(表 1)

MPI実]oriとPIP関節の拘縮改善率を比較すると，

統計学的には有意差を認めなかったが.PIP関係、Iで、

改善率が悪い傾向を認めた(図 4). 
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図 1 術後治療成総の内訳
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図 3 70歳以上と 70歳未満の症例の比較

また，filij後合併症は，軽度の知覚|部審を 1191)に，

肥厚性廠痕の形成を 3例に認めたが.その他の大き

な合併を生じた症例はなかった

症例呈示

症例:79歳，男性.既往症に特記すべき事項な し

職業は果物農家.

100 

90 

80 

40 

MP関節 PIP関節

図 4 Mr関節催患例と rlr関節擢患仔11の比較

表 1 成績不良因子と症例数の内訳

園調E司
糖尿病

手根管症候群

甲状腺機能低下症

両側擢患例

複数指擢患例

2 1 1 

1 

1 

1 

2 

2 

3 3 

主訴 右球指 ・小指の屈曲拘縮.

現病歴:2012年春ごろより右小指の{rt展制限が

出現.徐々に進行してきたため， 7月に近医受診 し，

当院に紹介となった.

身体所見 ・検査:初診H寺， 小指 MPIまlilii'j部皮下

に限結を認め，MP関節には 40
0

の例l展制限認めた

(匡15). MRIでは，阿部位にTl， τ'2ともに低輝度

を呈する結節性病変を認めた.また，環指にも軽度

の{FII展制限も認めており， Meyerding分類の grade2 

と診断した

手術所見 小指 MP関節部の皮下に病的l陛膜を

認め， 一部血菅 ・神経束を巻き込んでいた(図 6)

これら病的腿!換を，手術用顕微鏡を用いて切除した

後，í~l)の閉鎖を行ったが 指何l展時の皮)¥'1/の緊張が

強く MPI葉ltii'j音11の伸展制限を生じたため，;li位音11

の自1)は開放自1)とし (1豆17)，人工真皮で被恕した.

病理所見では HE染色標本で、筋線維芽細胞様のがJ

錘f附111胞の羽生を認めており， Dupuytren拘縮に特

徴的な所見であった.
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図5提示症例術前所見小指 MPI基|節皮下の病的
l陛j換のIj巴厚を認めている

図6 提示症例 術中所見原指および小指の手掌I!ぜ
l肢が病的に肥厚している

図7 提示症例 filJの近位に皮肢l欠煩を認める この
後，人工真皮を!l占付した

図8 提示症伊Ij 最終l時所見 人工真皮を被躍した音11

位は良好に上皮化が完成している.

やjii後は 3週で開放創部の上皮化は完成し，術後 6

か月目には小指関節の完全伸展が可能となってお

り 病 的l凶撲の再発も認めなかった(図 8).

[考察1
Dupuytren拘縦iの成績不良因子としては多くの報

告で， PIP関節催患， 小指権居、，複数指俗患，高度

な屈1J11拘縮などが挙げられている 1) それに加え，

尼子らの報告のように Dupuytren体質を指摘する

報告もある 2) 特に PIP関節権患例で術後成綴不良

例が多いとされており，その理由として病的腿"英の

構造が PIP関節周辺では複雑であり，指神経が病

的l陛膜に高度に巻き込まれ，腿膜の切除が困難であ

ることが挙げられる 2) 当科では手術用顕微鏡の使用

により，病的!世"英と指神経 ・ l1rL管を剥~iI~しており，

神経損傷を生じた痕例は経験していない.また，本

研究で、は行っていないが， 3D-Cf検査の両府成など

により，術T~ÍJ 3次元的な病的IJ注目英の把握により，損

傷を起こしやすい部位の同定や，剥離を容易とする

safe zoneの存在の確認も重要と思われるが，今後

の課題にしたいと考えている.

PIP関節確定、例については，関iiii拘縮解離を要す

るかどうか，よく議論されている. しかし過剰な

手術侵襲は病的!世肢の増生や拘縮の再発の危険性を

高めることから， {rjl展制限が高度な場合に限り拘縮

解離を行うなど.症例を選んで行うべきとの意見も

ある :1) 著者らも， J句縮が高度な場合に限って拘縮

解1~1[ を行い雪 jij可後は可動域を維持するため. 術後早

期より介助自動運動を開始し，夜間は何l展位でのス

プリント回定を 3週程度行う方針としている.
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また，拘縮が高度な場合，創の閉鎖が困難なこと

はしばしば経験するところと思われる.これに対 し

ては，以前より創部開放療法を行う報告がある 4)

これは創開放により良好なドレナージが司能で，合

併症が少なく，早期運動が可能となる ことから有用

とされている.しかし，出血・ 浸出液に対して，分

厚いガーゼ「が必要となるため， 卜分な屈曲運動が困

難であるとの考え方から，最近では創傷被覆材を用

いる報告もある 5) われわれは，同様の考え方から，

最近では，制開放部に人工真皮を被覆し，創縫合に

よる皮問の緊張を予防することで， 比較的早期に上

皮化を得た症例を経験した.自験例では最近の数例

のみではあるが， lOmm以下の開放創であれば， 3 

週程度で上皮化が得られている 今後.更に症例を

重ねる必要がある と思われるが，本法は高度の屈出l

拘縮に対する一つの治療法となり得ることが示峻さ

れた.

[まとめ1
1. 当科にお ける Dupuytren拘紛 18例の手術治

療成績について報告 した.

2.小指恨恵、修IJ， PIP IUHi'ri催患杉11，病Wi進行例に

ついては成績不良である傾向が認められた.

3.手術J=f:J顕微鏡や創開放部の人工真皮の使用は，

指神経損傷の予防や高度屈曲拘新i例に対し，有効で

ある可能性が示唆された.
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TFCC尺骨小富剥脱に対する診断と治療
とみたかずなり いけ ど じゅん くぽかずとし なかむらゅうサけ かわさきけいきち いながきかっのり

富田一誠¥ 池田 純同，久保和俊ホ¥ 中村裕介三 川崎恵吉*ぺ稲垣克記ド

Fovea signとDRUJ(distal radioulnar joint : DRUJ)の関節動揺性の有無から診断した TFCC尺骨小筒剥

脱に対して，経尺骨的TFCC修復術を施行した.その術中所見と治療成績を調査 し，有効性を検討した.6 

か月以上経過観察した 25例を対象と した.平均年齢は 31歳で，平均観察期間は 16か月であった.最終観

察時に 9例は痛みが消失し，術前王子均 VAS71.9が最終観察時 10.9と有意に改善していた. DRUJの動揺性は

消失し， DASHスコアと手関節機能評価などの総合評価は良好な結果を得た TFCCの尺骨小筒への村着部

は生体力学的に重要であり ，同部の損傷は|臨床的には痛みと動揺性の原因となるため，手術的治療を必要と

することが多い.Fovea signとDRUJの関節動揺性の有無は，尺骨小潟剥脱の診断に有用であり，経尺骨的

修復術は症状を改善する有効な治療方法であった

[緒言]

手関節痛の中で、尺側部の痛みは，狭い範囲に複雑

な病態が存在 し， 診断に難渋する. 1981年に Palm-

erが報告して以来， TFCCは徐々にその解剖学的特

徴が解明され 1)2) その病態が少しずつ手外科医に

理解されてきた.かつては，手関節鏡技術を用いて

も切除術が一般的な治療であったが，その解剖学的

特徴と病態の理解により 靭帯修復術や制帯再建術

などTFCC損傷に対する治療法は発展してきた.

関節鏡視所見により TFCCの損傷形態を諸家が分

類している 2)3)が，痛みと不安定性を生じる尺骨小

高での剥脱は，保存治療に抵抗性であり， 手術力[1療

が必要となる場合が多いと考える 当字|では Fovea

sign 4)陽性で DRUJの動揺性を認める症例を TFCC

の尺骨小筒剥脱と考え.画像所見で証明され，保存

療法が無効な症例に対して，関節鏡視下経尺骨的

TFCC修復術を行ってきた.今回著者らは，その診

断と治療成績を調査し，その有効性を検討 したので

報告する.

[対象と方法}

対象は，当科及び関連施設にて TFCC尺骨小筒

剥脱と診断し，手術加療を行い 6か月以上経過観察

できた 25例で，男性 14f~lj，女性 11 f91)，平均年齢

は 31 歳 ( 14 ~59歳)，右 15 手，左 10手，手1) き手 16 手，

~j三利き手 9 手，平均観察期間は 16 か月 (6~59 か月)

であった.受傷から初診までと受傷から手術までの

期間，手術中の損傷所見，施行した治療，術前と最

終観察時の VAS(visual analog score : VAS)，術後

の関節動揺性の有無，および総合評価として最終観

察時の上肢障害評価表 (Disabilitiesof the arm， shoul-

der and hand : DASHスコア)と手関節機能評価(日

本手外科学会)を調査し，成績不良群の所見を検討

した 統計学的解析には Student'sT-testを用い， p 

<0.05を有意差ありとした.

[結果]

受傷から初診まで期間は，平均 8.4 か月 (0~36 か

月)，そのうち 3か月以内に受診している新鮮例は，

12例で平均 2.1か月，全o1j1 [i]の外傷歴があった

3か月以上を経過してから受診した|凍旧例は， 13例

で平均 14.2か月，そのうち 3例は 1@!の外傷が， 10 

例は複数回の外傷歴があった 受傷から手術までの

期間は，平均 15.1か月(1.5-53か月)，保存療法

が無効で早期に手術を施行した早期例は， 9 Wljで平

均 4.7か月. 一度保存療法で改善した後に痕状が再

発 して手術を行 った|晩期例は， 16例で平均 20.9か

月であった

受即日 2013/10/03 
*昭和大学附属豊洲病院整形外科 〒135-8577 東京都江東区豊洲 4-ト18

本キ昭和大学医学部鐙形外科学訴座

本本IIB干[J大学横浜市北部病院整形外科
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表1 手術所見と治療手技

圃・・・・圃里遺i司~j司王Af民l;)il1;1・ì，J.・・・・・圃圃圃圃圃耐~r，1;三 ~:I. ，'iI;l iF;tì，.掴.. :圃圃圃圃圃圃

尺骨小窟断裂 全例滑膜切除 全例

TFC実質部損傷 10例 経 尺骨的TFCC修復術(2例直視下) 全例

掌尺側靭帯(UT)損傷 6例 経関節包靭帯(UT)縫合術 3{11J 

背側榛尺靭帯損傷 4例 経関節包靭帯(DRU)縫合術 3O1J 

SL靭帯損傷 4例 骨片摘出術(直視下) 2伊l

LT靭帯損傷 l例 LT問固定術(透視下) l例

関節症変化 l例 腿鞘修復術(直視下) l例

尺骨茎状突起偽関節(直視下) 2{9IJ 尺骨短縮術(直視下) l例

ECU subseath損傷(直視下) l例

手術中の関節鋭視所見では全例尺骨小筒剥脱を呈

し，TFC実質部の焼側|断裂が 10仔11， うち大断裂が

l仔11，掌尺側靭帯損傷6仔11， 背倒IJ;健尺籾帯損傷4伊11，

SL1間帯損傷 II度が4仔11， LT損傷 II度が 1例，問問i

症変化が 1仔IJであった(表1).直視下に ECUsub 

seath損傷を 1f91J，茎状突起偽関節骨片を 2伊IJ認め

た.同時に偽関節骨片を掌側小切開進入で摘出した

2 fJlJを含めて， 23例は関節鏡視下経尺骨的TFCC

修復術を行った ECU subseath 損傷合併を診断し

た 1例は背側進入で直視下経尺骨的 TFCC修復と

l陛鞘修復を行い 1仔IJに背側進入で直視下経尺骨的

TFCC 修復後に尺骨短縮術を行った. 掌尺側靭帯損

傷 3仔1]. 背側機尺靭帯損傷 3fタIJは，経関節包靭帯縫

合術を out-sidein法で行った.LT 損傷に対 して， 一

時的な関節固定を 6週間行った.

術前尺側部痛の平均 VASは71.8(:t 12.2)であっ

たが，最終観察時に は， Fovea古1¥や ECU部の痛み

を含む尺側部痛の平均 VASは 10.9(:t 14.8)となり，

有志t(P<0.05)に改善した(図 1).そのうち 9例 (36

%)は痛みが完全に消失していた.受傷後 6か月以

内に手術を施行した早期群 9f9iJの最終平均 VASが

7.2 (:t 10.9)で， 6か月以上経過して手術をした晩

期群 16例の最終平均 VASが 13.0(:t 16.5)であり ，

有意差はないが早期群が少ない傾向にあった.徒手

的な DRU]の動揺性は消失し， Terminal hard end-

pOlntが全例存在した 最終観察時の DASHスコア

は，平均 9.5(:t 11.7)で，早期淵iは平均 8.6(:t 10.9) 

で，晩期町一は平均 9.2(:t 12.4)で手術時期によ っ

て明らかな差はなかった 最終観察時の手関節機能

評価ljは，平均 92.8(:t9.0)で，Excellentが24例で，

Goodが 1{9IJであ った.早期群は平均95.6(:t7.7)で，

|即刻群は平均 91.3(:t9.0)で手術|時期によって明

90 

80 
pく0.05

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

。
術前 最終

図 1 WI前と最終観察H寺の VAS変化

らかな差はなかった.最終i観察時の VASが30以上，

DASHスコアが 30以上の成績不良 3例は，変形性

手関節症， リハビ リ中の再断裂， TFCC 損傷に尺掌

側靭帯損傷と LT靭帯損傷が合併 した複合損傷であ

った.

[症例提示118歳女性.大学体育会グランドホッ

ケー，右利き.(主訴)左手関節痛 (現病歴)グラ

ンドホッケー中パックを打つ際に，国外尺屈位で強

く地面を打って受傷し，当科を紹介初診.(現症)

VAS: 75mm，屈Itll: 80
0/f申展・ 90

0

(痛み増強)， 囲

内80
0

/ 回外 90。左右差な し Foveasign (+)， DRUj 

ballottement test仁h間位(+)，国外位(+)， 団内

位(+)ー(単純 X線像)UV: Omm， (M悶)尺骨小筒

|断裂 (1豆12).(経過)初診時に急性期の TFCC損傷

の診断で、シーネ固定した.M悶 検査後も痛みが強

いため注射を施行 し-11寺l怪快したが，T"'l診時再び痛
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図 2 初診l侍単純 X線像と M悶

図3 手術中関節鏡視所見

みが強く手術を希望された.関節鏡視所見は，尺骨

小潟1m裂， TFC実質部の機側断裂，背側機尺籾帯

断裂を認め，経尺骨的に関Em鏡視下TFCC修復術

を施行した(図 3).術後 2週間肘仁ギプス固定し，

その後 4週間をスプリントにて回旋運動を禁止し

た.段階的に手関節可動域訓練と負荷運動を許可

し，術後 6か月でグランドホッケーに復帰した.術

後 1i:T=の最終観察時に痛みは VAS:Omm. 関節可

動域制限なし， DRUJの動揺性なし.握力:30/25kg. 

DASH score 5.8. 手関節機能評価 100. 痛みなく，

大学で、グランドホッケーをプレイしていた.

[考察]

症例のおよそ半数は，受傷後早期に外来を受診 し

ていたが，残りは受傷後数か月してから，または数

回の受傷後に外来を受診していた.他の関節の!間帯

損傷と比べても，急性期に受診するケースが少ない

印象であった.また， TFCC 損傷が診断されても，手

の使い方で，日常生活や仕事，スポーツが可能であ

り，早期に手術など積極的な治療を希望することは

多くなかった.白験例で DRUJの動揺性のない痛

みだけの場合は，適切な保存療法により症状が軽減

したことを多く経験したが，痛みと DRUJの動揺性

を認めた場合は，保存療法は効果が不十分で結局手

術を要することが多かったー

Fovea signは，尺骨小高部での圧痛の有無を検査

するのではなく，健患側聞に明らかな差があり，い

つも困っている痛みと性質や場所が閉じである再現

性を認めた場合に陽性であり ，陽性とは， TFCCの

尺骨小筒剥脱と掌尺側靭帯 (尺骨三角骨靭帯)の縦断

裂の病態を表現している ，1).TFCCは憐骨 sigmoid

notchの掌側，背側縁から尺骨へ靭帯成分が合流し

ながら尺骨小筒に付着することで，;f}f骨と尺骨聞の

安定化に寄与し， 円滑な前腕の回旋運動を担ってい

る.DRUJの安定性に関する生体力学的な研究にお

いて， Gofton 51らは.榛尺籾帯と triangularfibro・

cartilage : TFCが他の軟部組織より重要であり，

I-laugstvedt 61らは，尺骨小簡の付着部が尺骨茎状突

起付着音1)より重要であると報告している. 一方，掌

尺側靭帯(尺'腎三角骨靭帯)は，掌側1発尺籾帯と手

1良部を連結し，手関節背屈時に緊張が高まる.以上

から， TFCCの尺骨小筒剥脱は， DRUJの掌背側方

向の動揺性を生じるが，掌尺側靭帯(尺骨三角骨靭

帯)の縦断裂で、は生じない.今回の手術症例全例に

尺骨小簡素IJ脱損傷を認めたことからも， Fovea sign 

とDRUjの動嬬性の有無l、による TFCC尺骨小商剥

脱損傷の診断方法は，本病態に対して有用な診断方

法であった.

関節内病変である TFC実質部の焼側断裂に対し
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ては， Bendarの血行動態 7)を意識して，回旋運動

H寺に障害がある場合にのみ部分切除し，それ以外は

放置した.その他の靭帯周辺断裂は， JJ奈半月板と同

様に， TFCCの修復により自然治癒が可能と考える

場合は滑膜切除のみで，大きな損傷，不安定性があ

る場合に out-siclein法にて経関節包的に修復した.

関節外病変である尺骨茎状突起偽関節は，同部への

カルボカインテスト陽性症例と，長!賠責患者が希望

したために，ECUの掌側か ら小切開にて骨片を摘

出した.術前の合掌テスト シナジーテス トが陽性

であった 1例に対して，背側か ら進入 しECUJ躍鞘

を修復した.尺骨小宮剥脱は，DRU]鋭で剥脱部を

確認し，可及的に新鮮化し， I三l家特製デバイスを用

いて経尺骨的に骨子しを作成し， 尺骨小簡に靭帯成分

をout-siclein 1去で再縫着 した.本研究にて，術後痔

痛が有意に軽快し， DRU]の関節動揺性が消失 し.

総合評侃liが良好なことから，経尺骨的 TFCC修復

術は諸家の報告同様に有効な治療法である と考え

た また，急性期症例で終痛が有意に改善 したが，

総合評価では急性期l晩期にあまり差がなかったこと

より，本術式は， I晩期症例に対しでも迎応の可能性

があると考えた

修復術の方法に関して， Trumble
8
)らは in-sicleout 

法で，Papapetropoulos 9)らは out-sidein法で関節

包に縫合している.しかしこれらの方法は，正確な

解剖学的修復にはならない. W"剖学的に修復するた

めには，尺骨小禽に再縫着する必要があるが an-

choring法 2)10) 本法のような pull-out法などが報告

されている.最近では，Anchor systemの手関節へ

の応用が散見されるが，TFCC専用でなく， 直視下

での手技，関節内に残る knotや固定強度などの問

題がある.一方尺骨への pull-out法は，高度な技術

を必要と し，小筒縫合自1¥の初期固定強度に課題があ

る.著者らは宮本研究で比較的良好な治療成績を得

るこ とができ， 今後も侵襲の小さい関節鋭視下経尺

骨EI1TFCC修復術を第一選択として治療を行って

いきたい.

[まとめ]

1) Fovea signとDRUjの関節動揺性から TFCC

尺骨小筒剥脱と診断し，保存療法に抵抗 し手術治療

を施行した 25例を検討したー

2)術後尺側部痛VASは有意に改善 し， 9例 (36%)

は消失した.徒手的な DRUjの動揺性は消失 した.
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DASHや手関節機能評価の総合評価も良好であっ

た.

3) Fovea signとDRUjの動揺性の有無に よる尺

骨小筒剥脱に対する診断法は有用であった.

4) TFCC尺骨小筒剥脱に対する関節鏡視下経尺

骨TFCC修復術は，痛みと動揺性を有意に改善す

る有効な方法であった.
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手指基節骨・中手骨骨折に対する
ナックルキャストによる保存的治療成績
主らさきしんじ かどたや fたか

楢111奇慎二ヘ門田康孝司 F

手指基節骨 ・中手骨骨折に対する，石黒らの方法に準じた手関節Iを固定しないナックルキャストを用pた

保存的治療成績について検討したので報告する.症例は 11例 12指で，基節骨基部骨折 7指，基節骨骨幹部

骨折 2 指，仁!~手骨頚部骨折 2 指，中手骨骨幹部骨折 I 指であった . 外固定期間は 28 - 42 日(平均 3 1.0 日)

であった. 10指は受傷時転位を有しており徒手整復が必要であった.全例で早期可動域訓練を行い，整復

位での骨癒合と良好な可動域獲得が可能であった.受傷時転位のある骨折においても，徒手整復可能であれ

ば本治療法により良好な成績を獲得することが可能であり 有用な治療方法と考えた.

[緒言]

手指骨折治療の目標は，終痛や変形がなく良好な

機能を獲得することである. 一方で，不適切な外固

定や手術侵裂などにより容易に関節拘縮が生じてし

まうことが問題点である Burlくhalter1)や石黒ら 2)3)

により報告されているナックルキャス 卜法は，整復

位を維持した状態で早期からの可動域訓練を行うこ

とが可能であり，良好な成績を期待できる有用な保

存的治療である.今回著者らは，手指骨折に対して

ナックルキャス 卜 (!~!1) を用いた保存的治療を行

い， 良好な整復位維持と機能獲得が可能であるかど

うかを検討したので報告する

図 1 ナックルキャスト

[対象と方法]

手指基節骨骨折および中手骨骨折を対象とした.

~!ö転位型または徒手整復に成功した転位型骨折に対

して， 石黒ら山)の方法に準じた手関節を固定しな

いナックルキャス卜を用いた保存的加療を行 った.

転位した骨折においては 指ブロックまたはIJ夜筒ブ

ロックを行い徒手整復を行った 指最大屈曲でクロ

スフィンガーとならないこと，明らかな側屈変形が

ないこと，また画像評価にて整復位を雌認した.ギ

プス固定の際には MP関節をしっかり屈曲させ，母

指を含めた手指運動の妨げとならないようにギプス

辺縁の トリ ミングカッ トを行 った.患者に可動域訓

練を行うことの重要性について充分に説明を行った

上で， 受傷直後から積極的な手指自動屈曲訓練を指

示した.

対象症例は 11f91J 12指である.年齢は 14-82歳(平

均 44.3歳)で，基節骨基部骨折 7指，基節骨骨幹部

骨折 2指，中手骨頚部骨折 2指，中手骨骨幹部骨折 l

指であった.また受傷指は示指 1指， '-!コ指3指，環

指 4指，小指 4指であ った.10指が受傷時に徒手整

復を必要とした転位型骨折であったー固定期間は 28

-42日(平均 31.0日)であった.経過観察期間は 2-

7か月(平均 3.4か月)であ った.これらの症例の最

終調査時のf割高・変形の有無および可動域測定を行

い， Belsky判定基準 1)を一部改変した設楽らの判定

受理日 2013/10/09 
*総合病院岡山市立市民病院 干700.8557 岡山県|前l山市北区天瀬 &-10
本*光生病院
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基準 5)6) (Excellent: Free of pain， No deformity， PIP 

孟100
0
，TAM孟215

0

，Goocl: Free of pain， Minimal cle-

formity， PIPミ80
0

，TAMミ180
0

，Poor目 Freeof pain， 

milcl deformity， PIP~600 ， TAM ~ 145
0

， Fair: Worse) 

を用いた臨!末成績評{耐を行った.

[結果l
excellent 8指， good 4指であり ，概ね良好な成績

であった.終痛や変形が残存した症例はなく，平均

TAM (total active movement) 246。であり機能的にも

良好で、あった.高齢患者 また合併損傷として PIP

関節掌側板剥離骨折があった症例で PIP関節の可

動域制限を軽度生じたが その他の症例の成績は概

ね良好であった

1J'Ef9IJ 1 (図 2): 34歳男性.主訴 :左小指@.現

病歴 :El転車で転倒して左小指を打撲して受傷.単

純X線では典型的な掌側凸変形を示す左小指基節

骨基部骨折を認めた.指ブロック下に徒手整復を行

った十 分に牽引を行い， i.欠いで MP関節を卜分に

屈曲させることで整復可能で、あった.指完全屈曲位

で匝|旋変形がなく，単純 X線でも良好な整復位で

あったのでナックルキャス 卜を用し 3た保存的加療を

行った.経過 :4週間の外固定を行った.整復位は

保持され骨癒合を獲得， TAM250
0
であり良好な可

図 2 症例 l

動域を認めた

症仔IJ2 (図 3): 21歳男性.主訴 :左中指変形怒痛，

左環指痛.現病歴 :機械に左手を巻き込まれて受傷.

左中指の著明な変形と環指痛のために受診.単純X

線では左中指基f!'j骨基部粉砕骨折を認め，機屈 ・回

旋 ・掌:側凸変形を認めた また合併損傷として環指

掌側板付着部の剥離骨片を認めた.指ブロック下に

徒手整復を行い，屈曲位でクロスフィンガーになら

ないことを確認してナックルキャス 卜固定を行っ

た.経過 :早期から可動域訓練を行い 5週間で外固

定を除去.変形なく骨癒合，またクロスフィンガー

も認めなか った.合併損傷を認めた右環指 PIPに

軽度の可動域制限を認めたが，右中指の TAM250。

であり I二J:i指に関しては良好な可動域を獲得した

症例 3([豆[4): 32歳男性 主訴左中瑞指変形 ・

終痛.現病歴 :機械に左手を巻き込まれて受傷.中

指環指の尺屈偏位，回旋変形を認めた.単純X線

で転位のある中指，環指の基節骨燦旋状骨折を認め

た • 11夜;匂ブロ ック下に徒手整復施行.指屈曲位にて

クロスフィンガーはなく，単純X線で整復されたこ

とを確認してナックルキャスト固定を行い，積極的

早期可動域訓練を行った.経過 :32日間の外固定

を行った.変形なく骨癒合，良好な可動域を獲得 し

た (TAMI令指 250
0

，環指 250
0

)

a.受{l;¥JI寺:典型的な掌(l!ll凸変形を

皐 してい る 2基まE節íl骨基古部[1む付作. 1手骨I~，

図 3 症(7112

b. 11上手整復後

c.受(l;¥2.5か月
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a.受似11:[ 著明な転位を認める左中指基節骨骨折

b 徒手笹復後

c.受1M後 3か月 良好な可動域を獲得した
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図4 症例 3
a 受傷/1寺:図版J!!E位を認める左中指I21指基節骨骨折
b 従手整復後
C.受{お後3か月

{考察]

MP関節周辺の手指骨折では骨折音1¥と腿の癒着を

生じやすく ，特に MP関節の伸展拘縮を生じやす

い問題点を有している.し、かに整復維持した状態で

早期可動域訓練を行うことができるかが重要である

と考えている.整復位維持，早期可動域訓練を重視

して手術を行うとしても 術後終痛や手術侵裂に伴

う!陛癒着などのために期待通りの成績を得ることが

できないことは少なくはない.石黒ら 2)りが報告して

いるナックルキャス 卜法は，MP関節回IJ:lI位で整復

位を保持した状態で早期から自動屈llil訓練を行う方

法であり，良好な成績を獲得することができる有用

な方法と考え，著者らも行ってきた

Burkhalter 1)の方法では前腕からのギプス固定で

あったが，石黒はintrinsicplus positionでは前腕筋

の影響はあまりないと考え，手関節の固定を行わな

いナックルキャス卜での保存的加療について報告し

た 213) 本治療法は MP関節屈[111位で凶定するので

伸展拘縮の発生を予防する，骨折指と隣接指とが接

触しているので側屈変形を予防する，指の積極的な

自動屈曲訓練は{EI'筋腿によるテンションバンド作

用 7)による整復位維持 ・また良好な可動域を控得

することができる点で優れている. 著者らも同級に

手関節を固定しないナックルキャストによる保存的

治療を行い良好な成績を認めた. 一般的には手術適

応も考慮、される症例 2，3などの転位が強い症例に

おいても，徒手整復後にナックルキャスト固定によ

る保存的加療を行うことで良好な成績を得ることが

できた.

今回著者らがナックルキャスト法による治療にお

いて留意し，また重要であったと考えた点を以下に

示す.

(1 )徒手強復は指ブロックまたは11夜間ブロックに

よる充分な除痛の上で千?った.これは良好な肢位を

保ってギプス固定をするためにも重要であると考え

た

(2) ギプス固定の|僚に， MP関節を十分に屈曲さ

せることを心掛けた. しかし高畑 8)が指摘するよ

うに十分な屈曲位となっていないことがあった. 特

に受傷直後は痔痛や腫脹もあり，ナックルキャスト

固定法は決して容易な手技ではないと考えている.

(3)患者への説明を充分に行うようにした.ナッ

クルキャス 卜法の1m諭とホームエクササイズの重要

性 ・方法について詳紺|に説明した.ギプス回定であ

りながら，早期可動域訓練を指示する特殊なギプス

固定法であるので.患者への充分な説明が重要で、あ

一143-
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る.

(4)可動域訓練の妨げになるようなギプスの辺縁

は トリ ミングして，できるだけ指屈曲が しやすいよ

うに した.

このようにナックルキャスト法を用いた治療は手

間や習熟が必要ではあるが， 侵袈なく整復位を保持

して早期可動域訓練を行えるので，良好な成績を期

待できる有用な治療方法と考える.

[まとめ]

MP関節屈曲位でのギプス固定を行い，早期可動

域訓練を行った手指基節骨 ・仁|二l手骨骨折の治療成績

は良好であった.転位を伴う場合でも整復位を獲得

できれば良好な成績が期待できる有用な治療方法と

考える.
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PIP関節掌側脱臼骨折に対する経皮ピンニング
せんませいえつ なりたゅういちろう

千馬誠悦， 成田裕一郎

手指 PIP関節の掌側脱臼骨折に対して経皮ピンニング手術を行ったので報告する.1998年 2月から手術

後 4か月以上の経過観察できた 9例 10指を対象にした.男性 6例 女性 3W1Jで 手術時年齢は平均 39歳で

あった.受傷から手術までの期間は 2-10日 平均 5日であった.慌患指はすべて小指であった.手術は径

1m111の鋼線を近位背側から，骨片の背側で中央を滑らせて，先端を骨片聞から中節骨の髄内へ刺入し，鋼

線をできるだけ遠位まで進め，背側骨片を押さえつけて固定する.術後 1-1.5週から自動運動を開始させる.

全例で骨癒合し， PIP関節の自動や11展は平均 ー12
0

，自動屈曲は平均 92
0

であった • %T品 4は平均 88%であ

った.熔痛は l指に軽度あったが.9指ではみられなかった.本法は特別な器具や器械を必要とせず，簡便で，

低侵袈であり，早期から自動運動を開始できる利点がある.経皮的操作で整復が可能で，銅線の刺入で整復

位の保持ができれば， PIP関節掌側脱臼骨折に対する経皮ピンニング法は有用な手術方法といえる.

[緒言]

PIP関節の背側脱臼骨折に比べて，掌側ml臼骨折

は発生頻度が少なく.治療に難渋することも多い.

稀な外傷なために数多くの手術方法による症例報告

はされているが，同一手技による手術成績の論文は

少ない.今巨1，同一術者による手指 PIP関節の掌

側脱白骨折に対 しての経皮ピンニング手術を行った

ので，その結果について検討を加えて報告する.

[対象と方法1
1998年2月から 2012年 4月まで，手術後 4か月

以上の経過を観察できた 9{911 10指を対象にした.

内訳は男性 6仔1]， 女性 3例で，手術H寺の年齢は 19-

78 j武平均 39歳であった.受傷から手術までの期

間は 2-10日，平均 5日であった..rm態、側は左右と

も5指ずつで，擢恵、指は 10指ともすべて小指であ

った.受{話機il去はボールがあたったのが 5指，転倒

が3指，自転車からの転落が2指であった.

手術は石黒らの方法 1)に準じて経皮ピンニング

を行った.手指を末梢方向に牽引しでも，関節内の

陥没骨片が整復されない場合は，経皮的に銅線を用

いて整復操作を力11える.整復できなかった陥没骨片

は， 牽引しながら鋼線を背側の骨片聞から京IJ入し

て，てこの原理を利用して整復する.あるいは 鋼

牽引

‘ーーー

図 1 手術方法 陥没 rM;l~rjì商の整復方法

①鋼線を背ff!11の骨片聞から刺入して，てこの原理
を利用してi宣復

②鋼線を経皮経骨髄的に車11入して陥没した関節面
をtrpし出して整復

線を経皮経骨髄的に京IJ入して， Hintringer 1去2)で陥

没した関節簡を抑 し出して整復をする(図 1). 

J欠に，中節骨を背側ヘ持ち上げて PIP関節の掌

側脱臼を整復する.径 1111mの鋼線を，近位背側か

ら背側骨片の背側で中央を滑らせて，骨片を掌側へ

押し込むように先端を骨片間から中節骨の髄内へ刺

入する(図 2a) 整復位を確認 し，鋼線をできるだ

け遠位まで進め，背側骨片を押さえつけて固定する

(図 2b)

銅線の刺入本数は l本が9指， 2本がl指であった.

1指に骨片聞の固定を追加した

受理日 2013/10/15 
中泌総合病|旋盤形外科 干010.8577 秋田県秋田市南通みそのIIIT3.15 
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a b 

図2 手術方法銅線の車IJ入

a ①中節骨を持ち上げて脱臼を整復

②背側近位から銅線を背側骨片の背似IJを滑らせて，骨片

を掌側へtlllし込みながら先端を骨片間から司!節骨の髄

内へ車IJ入

b 銅線をできるだけ遠位まで進め，背側骨片を仰さえつけ

て悶定

術後の 1-1.5週間はアルミ副子で外固定し，その

後は隣接指と bucldytapingして，自動運動を開始さ

せる 骨癒合を11在認した後に，鋼線を抜去する.

手術後の経過観察期間は 4か月 -6年 9か丹，平

均 1年 7か月であった.

[結果]

骨癒合は 10例全例で得られた.主ImJ線を抜去する

までの期間は 4-7週，平均で 5.6週を要していた

術後の重大な合併症はみられなかった.

終痛は l指に軽度残存していたが， 9指ではみら

れなかった 握力は健側比で 85-119%，平均 97%

まで回復していた.

最終調査時の PIP関節の可動域は 自動{Lll展が -30

~Oo，平均 ー12
0

，自動屈曲が 60-105
0

，平均 92
0

で

あった.健側と比べた PIP開館、lの伸展不足角度は

10-30
0

，平均 16
0

で，屈曲不足角度は 0-30
0

，平均

6
0

であった • %T品 4は 62-100%，平均 88%であっ

た.

症例呈示

症例 1: 30歳，男性

現病歴 :右小指にソフトボールがあたって受傷し

(図 3a)，その 2日後に手術を行った.牽引で関節

内の陥没骨片は整復が可能であったため関節面の整

復操作は加えず，経皮ピンニング固定を行った(図

3b) .術後 6週で鋼線を抜去した.術後 6か月の時

点で右小指に終痛はなく PIP I調節の可動域は伸展

ー10
0

，屈曲 95
0

，握力は健側比 90%まで回復してい

た(図 3c).

症例 2:78歳， 男性

現病歴:転倒し，右手をついて受傷し(区14a)，

その 5日後に手術を行った.関節内の陥没骨片を背

側から骨片聞に刺入した鋼線で整復し， 2本の鋼線

を刺入して経皮ピンニング固定を行った(図 4b).

術後 6週で鋼線を抜去した.術後 1年 1か月の時点

で右小指に終痛はなく， PIP関節の可動域は伸展 0
0

• 

屈曲 85。，握力は健側比 92%まで回復していた(図

4c). 

症例 3: 32歳，男性

現病歴 左小指にサッカーボールがあたって受傷

し(図 5a)，その 2日後に手術を行った 関節内の

陥没骨片を背側から骨片間に刺入した鋼線で経皮的

に整復し， 1本の鋼線を刺入して経皮ピンニング固

定を行った(図 5b).術後 7週で鋼線を抜去した.

術後 6年 9か月の時点で左小指に終痛はなく， PIP 

閉鎖、lの可動域はNI展 50，屈曲 1050.握力は健側比

91%まで回復していた(図 5c). 

[考 察l
PIP関節の掌側!即日骨折は， PIP関節の損傷全体

の 1-2%，背側Il見臼骨折の 5%の発生頻度で稀な外

傷といえる l) 発生頻度が稀なため，手術方法に閲

してのまとまった報告は少ない.

手術方法は，蝦子による観血的骨抜合術 4) 骨片

をキルシュナー鋼線で固定 5) 裂離骨片に対して

figure of eightによる鋼線締結 6) 陥没骨片を経骨

髄的に整復して鋼線固定し，掌{J!lJから鋼線で flex-

ion block pinを追加する方法 3)7}，i間前l的に整復し
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PIP関節掌側脱臼骨折に対する経皮ピンニング 581 

図3 症例 1: 30歳，男性
a初診H寺 b手術直後 c 術後 6か月

図 4 痕仔IJ2: 78歳，男性
a初診11寺 b手術直後 ι術後 l年 1か月

図 5 症191J3・32歳，男性
a初診11寺 b手術直後 c術後 6年 9か月

背側小骨片に hookをかけて minihook plat巴により

固定する方法 8)などが報告されている.著者らは石

黒らの報告した方法 1)に準じて，経J支ピンニングを

してきた.

経皮ピンニング法の適応は，経皮的に関節面， 背

側骨片の整復ができて.さ らに経皮ピンニングで整

復位の保持が可能な場合としている 固定性が不良

であれば，さらに l本の鋼線刺入を追加，あるいは

背側骨片と掌側との聞に銅線固定を加えている 関

節症性変化を防止するには できるだけ関節面を整

復し，早期に自動運動できる固定性を得るとだと考

えている.術前の骨片の大きさ，陥没骨片や!Ili位の

状態では手術適応を決めていない 手術時に経皮的

な操作や鋼線の刺入で整復が得られなければ経皮ピ

ンニング手術の適応でないと判断し， f山の手術方法

に変更する.
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この方法による経皮ピンニング法は，特別な器具

や器械を必要とせず，簡便で，低侵製であり，関節

を固定しないために早期から自動運動を開始できる

利点がある 9) 田中ら 7)は観J:Ill的整復固定術では，

侵製の大きさ から整復固定できても満足のいく機能

の回復が得られない ことも経験すると述べている.

できるだけ低侵襲手術を選択する必要がある.欠点

として，関節面を直視下に見て行う整復に比べて整

復が不完全となりやすい.経皮的操作での関節面の

整復には限界があるので，整復ができない症例には

本手術法に拘泥するこ となく ，観血的整復を選択す

るべきである.また，鋼線の刺激症状で自動運動が

制限される場合もある 自動運動が十分にできなけ

れば，OT訓練を早期から始める必要がある.

今回の手術成績をまとめると， 経皮ピンニングで

手術できた症例では骨癒合が得ら れ， 合併症もな

く，終痛もあまりみられず， PIP関節の可動域制限

も少なかった.金ら 6)の裂南IE骨片に対して figureof 

eightによ る鋼線締結する手術も良好な可動峨が得

られている.5例 5指の結果は，PIP関節の伸展が

-14.2
0

，屈IH]が 95.2。で， iJJ動域に関 しては著者らの

結果と大きな差がみられないが， 終痛が 5例I:t3例

に残存していた.侵襲がやや大きくなり，術者の技

量により結果が左右される可能性があると思われる.

低侵裂で整復 し，PIP関節を早期から自動運動させ

たことが， 終痛を{=i'わず可動域制限が少ない良好な

結果につながったと推察した.すべての PIP関節

の掌側脱臼骨折には応用できないが， 適応がある場

合はすすめ られる手術方法と考える.

[まとめ]

経皮的操作で整復が可能で，鋼線刺入で整復位の

保持がで、きれば， PIP関節掌側脱臼骨折に対して経

皮ピンニング法は有用な手術方法といえる
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に対する超音波検査の小経験
しのみや り くお たけうちみ ちこ お ち みつあ

四宮陸雄，竹内実知子，越智光夫
とおる

融，
すながわ

砂川

「突き指」
主かし まゅう ニ

中島祐子，此

w

綿
W

、、

指の外傷としてよく知られる 「突き指」は 指先に大きな外力が加わって起こる様々な外傷の総称で，靭

帯損傷， I陛損傷，軟骨損傷，骨折・脱臼などを含んでいる.今回当科で [突き指Jに対して行なった超音波

検査結果について検討し，その有用性を報告する.当科外来受診した「突き指J13例を対象として超音波

検査で損傷部位と病態を評価し，これらの画像所見を検討した.超音波検査で、は.指の靭帯， I腔，軟骨，骨

表面の評価が可能で，画像診断は，側副靭帯損傷 6例 (PIP関節 :2例，MP関節 :4例)， J健性槌指 3例，

PIP関節掌側板損傷(骨折合併)2例，深指屈筋l陛引き抜き損傷 l例， PIP関節内骨折 1仔IJであった.単な

る「突き指jとして放置されているものの中には，早期に適切な加療を必要とするものがある.超音波検査

は軟部組織の描出や動的観察がで、き 「突き指Jの病態把握が可能な簡便で有用な検査であると考える.

位とし，手台に手を乗せて，症例に応じて靭帯， I地

掌側板，関節軟骨，骨を観察 した.

[結果]

超音波画像診断で、は， MP関節側副靭帯損傷4例，

PIP関節I側副靭帯損傷 2仔11， J腔性槌指 3例，PIP関

節I掌側板付着部裂111ft骨折 2例，深指屈白iiJ控引 き抜き

損傷 1例， PIP関節内骨折 1例であった(表1).超

音波検査で診断が変わった症例はなかったが，病態

の把握が可能であった

それぞれの損傷部位の画像所見は，側副靭帯損傷

では関節側方をまたぐ fibrillarpatternを呈する靭

帯の腫脹，消失や途絶を認め，反対側へのIMI)方スト

レスをかけながら動的観察を行うと，靭宇野に緊張が

なく関節裂隙が聞大することで不安定性を確認でき

た 腿性槌指では，仁IJ節骨背側を走行する線状高エ

コーの仲筋l陛が末節骨に停止する部位で連続性が途

絶えており ，DIP関節の他動屈曲で断裂音1¥中枢のl踏

の滑走が消失していた.掌側板は，関節の掌側，屈

筋!陛の深層にある三角形の高エコー組織として観察

され，近位音1¥は膜様になっており，遠位部は骨底に

付着 しているが， 付着音1¥剥離骨折では掌側板に連続

する小骨片を認めた • i~~指屈筋腿引き抜き損傷で

は，連続性のある線状高エコー像としてみえるはず

の深指屈筋l世影が PIP関節中駆か ら末節偶停止部

[緒 言]

指の外傷のひとつとして比較的頻度の高い 「突き

指」 は，指先に大きな外力が加わって起こる様々な

種類，程度の外傷の総称であり，この中には，側副

靭帯損傷，腿性槌指，掌側板損傷，深指屈筋l陛引き

抜き損傷，骨折や脱臼などが含まれる.今回著者ら

は， I突き指jに対して超音波検査を行い，その有

用性を検討したので報告する

[対象と方法]

当科を受診した「突き指」症例のうち超音波検査

を施行した 13f~IJ (男性 6例，女性 7例，年齢 8-67

歳.平均 34歳)を対象と した(表 1)ー催患関節は

MP関節4例， PIP関節 5例，DIP関節4例であ った.

受傷原因を患者の主訴により分類すると， Iボール

や地面などで突いたJ7例， I捻ったJ2例， I挟ま

れたH過伸展したJ各 1例， I覚えていないJ2例で，
受傷から当科初診までの期間は 3週未満が 4仔11， 3 

週以ヒが 9例であった

全例に単純X線撮影を施行し，理学所見とあわせ

て診断した後に，超音波検査にて軟部組織の評価と

病態の把握を試みた.超音波検査には目立アロカ社

製 HIVISION Aviusと 14・6MHzリニアプロープ，

もしくは 13-7MHzホッケースティック型リニアプ

ローブを用いた.被検者は検者と向かい合わせに座

広島県広島市南区霞 1-2.3
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584 「突き指」に対する超音波検査の小経験

表 1 突き指定例リス ト

捜伊l 年俄 性別 受傷原因 11.患部位 超音波画像診断

26 男性 地面で突いた 右母情W関節 嶋側側面1I靭帯損傷

z 54 女性 覚えていない 左母情111'関節 横倒側SII靭帯撹惰

3 45 女性 転倒l...tまった 右母福W関節 尺側側面1I靭帯鍋悔

4 23 男性 繰り返し鎗った 右母借111'関節 尺側側冒1I制手軽自白傷

5 57 女性 地面で突いた 右II指PIP関節 m側側面1I靭帯鍋1事

6 62 女性 覚えていない 右E岨筒PIP関節 4昂側側Iilll靭帯鍋傷

7 39 男性 棚で突いた 右小指DIP関節 腿性槌情

8 8 男性 地面で突いた 右示備DIP関節 腿性鎚}旨

9 67 女性 地面で突いた 左II福DIP関節 髄性槌循

1日 14 女性 ポールで突いた 右小泊PIP関節 関節本側t!i付着部製離骨折

11 21 男性 侠まれた 左中治PIP関節 開節本側極付清都民議骨折

12 15 男性 過f申a.した 右瑚惜DIP関節 iJi.指庖筋髄引き徳吉鍋傷

13 17 女性 車で突いた 右小泊PIP関節 関節肉骨折

の範囲で消失し，腿断端がA21陛鞘末梢に{確認でき

た. PIP関節内'自'折は， PIP関Em屈曲位で基節骨骨

頭関節面の評価が可能で 関節中央の骨折部で、の段

差を認めた.

症例呈示

症例 5:57歳女性.

主訴・右環指)j重脹 .1客痛， 可動域制限.

現病歴 :転倒し右環指を地面で突いて受傷.PIP 

関節の腫l医 ・終痛が続くため，受{宴後 6週で当科初
壬.~:

超音波画像所見:PIP l¥Wj節棟。!IJ側副靭帯の11重脹と

fibrillar patternの消失を認めた(図1).動的観察

を行なうと靭帯の緊張がなく，関節裂隙の聞大を認

め，榛側側副靭帯損傷と診断した

陳旧性の完全断裂で、不安定性と画像上籾帯の退縮

を認めたため手術的加療を行なった.

症例 7:39歳男性.

主訴.右小指 DIP関節イ"j:I展障害.

現病歴:右小指を打撲受傷.DIP関節の伸展が不

可能となり，受傷翌日に当科初診.

超音波函像所見:末節骨に付着する仲筋!挫の連続

性の途絶を認めた(図 2a).DIP関節の他動屈伸を

行いながら観察すると中枢のl健は滑走 しておらず，

!腔性槌指と診断 した

キルシュナー銅線での 6週間伸展位仮固定後に観

察すると.I陛断裂部の組織は肥厚し連続性は回復し

ていた(図 2b) 動的観察を行うと， 中枢腿の滑走

を認めた.

図 1 症例 5.57歳，女性 右環指 PIP関節機側I!!II日IJ籾帯J員傷 超音波長引11
(象.正常(矢頭)と比較すると靭帯は11到底し 内l'illエコ ーは不鮮明
(日brilIar patternの消失)となっている(矢r:1l)ー

ハU
F
h
d
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A
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a 

b 

図2 症例 7.39歳，男性.右小指l陛性槌指.

a.受傷H寺単純X線側面像，超音波長ilillif象ー

DIP 1M!節の屈曲変形， {申IlIJ肢nの途絶を認
める(矢印)

b 伸展位仮固定後単純X線償1I而像，妓釘後

超音波長車IH象 伸IlIJI陛の連続性を認める

(矢I=P). 

症例 13: 17歳女性.

主訴 :右小指痛.

i見病歴:右小指を打撲受傷.近医にて PIP関節

内骨折を指摘され保存加療を受けたが終痛が続く た

め，受傷後 8ヵ月で当科初診.

画像所見 :単純X線で基節骨骨頭の軽度の変形

を認め (1豆13a)PIP関節屈曲位でプローブを基節骨

骨頭関節面上に置くと中央で約 1mmの段差を認め

た(図 3b). CTでも 阿部位，同程度の関節面中央

での段差が確認できた (sI3c).

[考察]

「突き指jは受傷後も日常生活やスポーツ活動が

継続可能であるため 2 医療機関を受診しない例が多

い.また受診 しでも単純X線で儒傷がないというこ

とで放置され，早期に適切な加療が行われず、に陳旧

例となって治療に難渋する例も少なくない])この背

景のひとつには.手指の軟部組織損傷を評価する有

用な方法が少なかったことがあげられる.

手指の外傷に対する画像診断法としては. x線.

CT， M町， 超音波があり それぞれに長所短所が

ある.軟音IS組織の評価は X線や CTでは困難で，軟

151 

a 

b 

C 

図 3 J疋例 13.17歳，女性.右小指 PIP関節
関節l内骨折.

Eし 初診|侍単純 X線正 .iW!面像.機限11の
小骨}"]-と基ili'i'i奇骨頭の変形を認める.

b 超音波短車III(象 関節問中央での段発

を認める(矢印)

C. 単純 CT冠状|断{象.同様に関節i頭中
央での段差を認める(矢印).

部組織の評{ilJiが可能な MRIは高コストで検査自体

にも11寺聞がかかる.これらの方法は.通常では動的

観察ができないこともあり， r突き指」 の画像診断

としては十分とは言えない

一方，超音波検査は近年 整形外科官l械で飛躍的

に進歩を遂げ、た.画像構築技術の進歩や高周波フ。ロ
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ーブの出現により，より鮮明な皮下浅層の軟部組織

が描出で、き，運動器の評価に有用な動的観察も可能

である.手領域疾患の関心領域は主に皮下 3cm以

内に存在するため，浅層の組織の描出に優れた高周

波プローブにより観察が可能で， i突き指」に含ま

れる疾患ヘ応用した報告も散見される 山山161

本研究の「突き指」症例では籾帯損傷，腿損傷，

骨損傷が確認できた.靭帯やl陛ではその正常所見で

ある fibrillarpa口ern (複数の線状高エコー像が層状

配列を呈した像)と連続性を確認し，動的観察により

靭帯の緊張，関節の不安定性や腿の滑走性を確認す

る.骨損傷の評価lは通常， X線やCTが基本であるが，

超音波検査は骨内部の評価はできないものの，直上

にプローブをあてることができれば骨表面は高エコ

ーの鮮明な線として描出で、き，骨皮質の連続性や段

差が確認可能である さらに繰り返し検査が可能で

あるため経過観察にも有用で，靭帯の治癒過程やl腿

の滑走性の確認が可能であり 71 仮骨は単純 X線より

も早く描出できる.また 超音波検査で、は従来徒手

的に判断していた関節の不安定性を，損傷している

組織そのものを見ながら評価することが司能であ

る. I陛損傷の診断に関 しては三次元 CTも有!日であ

るが 8191 滑走性の観察によ る機能評価は超音波検

査でしかできない

超音波検査の短所としては，観察できる部位 ・範

囲が限定されること，技術の習得や読影に経験を要

することがあげられる したがって，症例に応じて

それぞれの長所を生かした検査を選択することが望

ましい.

以上の点から，仙の検査では代用し得ない動的観

察による評価を含む超音波検査は，より詳細な軟部

組織の評価と病態の把握を可能にし，治療法選択の

一助となる有用な方法であると考える.

[まとめ]

「突き指J13例に対して超音波検査を行い，靭帯，

腿， 掌側板，骨を観察 し， i突き指Jの評価が可能

であった.本検査は外来で簡便にできる方法で， i突
き指Jに対する画像診断として有用と考える.

[文 献]

1)木野義武 手指の籾帯損(初 日手会誌 11:172-176， 

1994 

2) 成問裕一郎 超音波画像診療の実際突き指 |臨床ス

ポーツ医学 28・955・962，2011.

3)篠原孝明ほか 母指 MP関節尺側側副戦l帯損傷に対す

る超音波検査の有用性.日手会誌23:719-722， 2006. 

4) Schnur Dp， et al. Ultrasound: a powerful tool in the cliag 

日osisof ulnar collateral ligament injuries of the thumb 

Ann Plast Surg 49: 19-23，2002. 

5) Ebrahim FS， et al. US cliagnosis of UCL tears of the 

thumb ancl Sternar lesions: technique， pattern-basecl 

approach，and differential cliagnosis. Radiographics 26: 

1007-1020.2006 

6) Melville D， et al. Ultrasouncl of clisplaced ulnar collateral 

ligament tears of the thumb: the Stener lesion revisitecl 

Skeletal Racliol 42: 667-673， 2013 

7) 中島祐子ほか.超音波検査による手指屈筋腿損傷の診

断・術後評価 別 問整形外科 62:169-174，2012. 

8) Sunagawa T， et al. Three-dimensional CT imaging of 

f1exor tendon ruptures in the hand ancl wrist. J Comput 

Assist Tomogr 27: 169-174， 2003 

9) Sunagawa T， et al. Three-dimensional computecl tomog-

raphy imaging: its applicability in the evaluation of ex-

tensor tenclons in the hand and wrist. J Comput Assist 

Tomogr 29: 94-98， 2005 

-152ー



日手会誌 (J]pn Soc Surg Hanc1)，第 30巻第4号 587-590，2014 

aw 

物中、、
前腕コンパートメント症候群に対する治療経験
すずき たく たけだかずき やまベえいこう たかおえいり ゅヲ いわもとたくじ

鈴木拓¥武田和樹¥ 山部英行ぺ高尾英龍ヘ岩本卓士ド R

|自由投稿論文|

前腕に生じるコンパートメント症候昨は比較的稀である. 当科で加療を行った前腕コンパートメン卜症候

群 9例(男性 8例，女性 l例，平均年齢 48歳)の臨床像，治療成績について検討した.受{易機序，骨折，

筋!健断裂の有無，コンパートメント内圧.術式， 血液検査，臨床成績，術後合併症について評価した. 2例

に前腕骨骨折を， 3例に筋)陛断裂を認め 2 {yl)に初回手術時に腿縫合術 腿移行術も併用した.1.腔断裂を呈

した症例は全例，機械への巻き込みが原因で、あった.除圧した区画は前腕掌側が 7例，前腕背側が 4仔1]， 手

背が 3例であった. 7例に手指の癖れが残存し，5例に手指および手関節の拘縮を認めたが， 受傷早期に手

術を施行しえた 2例は合併症を認めず，臨床成績は良好であった.術Wiに腿断裂を正li花に評価するのは時と

して困難な場合もあり，受傷機序も考慮して断裂のli白忍も含め疑わしい区画を開放することも大切である

{緒言]

前腕に生じるコンパー トメン卜症候群は， ド腿に

比べ稀で，本邦におけるまとまった報告は少ない

今回.著者らは前腕コンパートメント症候群におけ

る臨床像および手術成績について検討した.

[対象と方法1
2002-12年の聞に当科で手術を施行した前腕コン

パー トメ ント症候群 9例(男性 8例，女性 l例)を

対象と した.手術時における年齢は平均 22-79(平

均 48)歳，受傷(発症)から手術に至るまでの時

聞は 3.5-32(平均 12) 時間，術後経過観察期聞は

4-29 (平均 12) か月であった.受傷機序としては機

械への巻き込みが 4例と最も多く ，交通外傷 lfヂ1]，

電撃症 1例，感染症 l例，抗凝固薬服用中患者の転

倒が 1{JI)，動脈穿刺が 1例であ った.評価は骨折，

筋)雌断裂の有無，術前コンパートメント内圧，術式

(除圧部位，倉1)閉鎖法)合併症，I臨床血液検査につ

いて調査した.筋内圧は動脈圧モニターを利用して

測定した.

[結果]

2例に侠骨および尺骨骨幹部骨折を合併した. 3 

例に屈筋およびイ111筋の筋11住断裂を合併し，初回手術

時に 1例はl世移行術を， 1例は!腿縫合術を施行した.

筋!健断裂を呈した 3例は いずれも前腕の機械への

巻き込みが受傷原因であった コンパー トメ ン卜内

圧は前腕掌側が 40-60(平均 49)mmHg，前腕背側

が 40-70(平均 53)mmHg，手背が 30-50(平均 38)

mmHgであった.除圧したコンパートメン 卜は前

腕掌側が 7{91]，前腕背骨(1)が 4{yl]，手背 (1-4背側骨

間筋)が 3{yl)であった.倉1)閉鎖に関しては 5{JI)に植

皮，皮弁形成術を必要とした.術後合併症は 7例 (78

%)に手指の癖れや知覚鈍麻を認め，5例 (56%)

に筋の阻血性拘縞が原因と考えられる手指や手関節

の拘縮を認めた.また合併症を認めなかった 2例は

受傷から手術までの時間が平均 3.8時間と，合併症

を認めた症例の 27.4時間に比べて有意差は認めな

いものの短い傾向にあった.また血液検査では多く

の症例が受傷時では CPKの上昇が軽度であったの

に対して，翌日には全例が正常値の 5倍以上の高値

を示した(表 1). 

症例提示

35歳，男性 職場のローラーに右前腕を巻き込

まれて受信書した. 右前腕の著明な腫脹と手背を中心

とした激痛を認め，激痛のため手指，手閉館lの自動

運動はほとんど不可能であった(図 la).単純X線で

は明らかな骨折は認めなかったが，コンノfートメント

受fill日 2013/10/07
* JJII ~良赤 卜字病院 整形外科 干324-0062 栃木県大!日原市中田原 1081-4
村段HM(義塾大学 鐙形外科
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IfJr裂を認めた (Ijglld， e) 断裂腿を近位まで展開し

たが，筋l陛移行部での断裂であったため断端での縫

合は困難であり ，EPLは短母指や11筋に，EIPは仁|こl指

EDCに端側縫合にて!世移行を行った(図 2f).前l腕

背側， 手背は一期的に創を閉鎖し，前腕掌側はシユ

ーレース法により徐々に創を縫縮した 術後 2週に

て創閉鎖を行うことができ，植皮術や皮弁形成術を

必要としなかった(図 2a，b).最終観察H寺における

手関節の可動域は屈曲 90度，伸展80度，囲内 90度，

回外 90度と可動域制限や手指の煉れとい った合併

症は認めなかった(匡I2c-f).また腿移行を行 った

母指 lP関節， 示指 MP関節の{rll展不足角は 0度で

あった(図 2g，h). 固有

の!陛

9・見 包"・.. . .九 ~t !l ~・ð 列喝 l手"‘舗胃1

内圧は前腕掌:側が 60mmHg，前腕背側が 45mmHg，

手背が 40mmHgと上昇を認めたため，コンパー ト

メント症候群の診断の下，受傷から4時間後に緊急

手術を行った.

前腕掌側を展開すると方形囲内筋の断裂と示 ・中

指指深指屈筋の筋腹での部分断裂を認めた(図

lb) .前腕掌側のコ ンパートメ ン 卜を開放後に屈筋

の処置は行わずにl血管テープを!刊し、たシューレース

法 1)を行 った(図 lc).前腕掌側コンパートメント

開放後，前腕背側の内圧は 20mmHgと低下を認め

たが， 手背の内圧は 35mmHgと依然高値で、あ った

ため，手背のコンパートメントを展開した.

手背を展開すると長母指伸筋(以下 EPL)，

示指伸筋 (EIP)，示指総指伸筋 (以下 EDC)

代表症fyl) a:初診H寺，fiiJl腕のif明な11副長を認める.b 方形回内筋の断裂と深指!罰ilIJの部分断裂

を認めた.c シュー レース法にて自1)閉鎖を行った.d， e :手背， tiiij腕背fl11)を展開し，EPL，示指

EDC， EIPの断裂を認めた f: EPLをEPBに， EIPを中指 EDCに端側縫合にて!陛移行した.
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g 

図2 最終観察11寺 a， b:創部の状態.手IYJfii'i自動運動可動域.c . 府E曲 900 • cl 伸展 800 • e : 国内 900 •

f 回外 900
. g， h 母指 IP閉鎖、1，示指 MP関節の伸展不足fi'Jは 00

[考察]

コンパートメン卜症候群の臨床症状として 5P

(pain， pallor， paresthesia， paralysis， pulselessness) 

が有名であるが，全てが発症初期から出現すること

はなく，早期診断には適さない.早期診断において

は他動的に手指を伸展した際に生じる stretchpain 

が有用とされているが 21 前腕骨骨折が!原因となる

前腕コンパートメント症候群の頻度も高く 31 骨折

における終痛と stretchpainの鑑別は時と して困難

な場合もある.本検討では全仔1]， NSAlDsやペンタ

ゾシン等の注射で軽減しない高度な熔痛とjJ重脹を認

めており，早期診断には激痛，腫脹といった|臨床症

状を重視すべきであると思われる その上でコンパ

ートメン卜内圧を測定し，内圧が高値であった場合

には手術適応と考える.

内圧に関しては Mubarakらは引30mmHg以上を

手術適応と報告しているが，絶対値では血圧によっ

て左右される可能性がある.また拡張朋血圧とコン

パートメント内圧の差が 20-30mmHg以下を手術適

応としている報告 りもあるが，1.(ll庄が低い患者の

判断には注意を要する.コンパートメン 卜内圧の測

定には Whit巴sides法引が一般的にJ:I'll、られること

が多いが，装置を組み立てるのがやや煩雑であり 2

著者らの経験では検者間の誤差も少なくない.当施

設では動脈圧ラインを使用しているが，簡便に施行

することができ，検者間誤差が少ない印象である.

血液検査所見では本検討のよう に初診時には

CPKが明らかな高値を呈さない症例も存在するた

め， CPK等の血液検査はあくまでも補助的な診断

と位置づけるべきである.現在のところコンパート

メント症候群の診断に golclenstanclarclはなく，臨

床症状とコンパートメン卜内圧を総合的に判断して

早期加療を行うことが重要である.

前腕コンパー トメント症候群に合併する腿断裂は

著者らの渉猟し得る限り過去に 4例の屈筋l陛断裂の

報告があり，比較的まれである日市191 (表 2).本検

討ではl陛断裂を発症した症例は，全例高度な圧挫と

牽引による受{易機序が原因であった.市町市jに)陛断裂

を正確に評価するのは時として困難な場合もある.

そのため，代表症例のように主コンパートメン 卜を

除圧後守他のコンパートメント内圧を再測定し，受

{易機序や内圧を考慮 して断裂の確認も含め，疑わ し

い区画を開放することも考慮しでもよいのではない

かと思われた.

また手背のコンパー トメントをNfJ放する|僚の皮膚

切聞に関して，背側骨間筋l肢を切|井lするために第2，
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表 2 コンパートメント症候群に合併する筋腿断裂

年 報告者 断裂腿

屈筋縫 1984 Gainor B1 FDS 

1997 RichardsAM Biceps 

200& Fung DA Biccps 

2011 1aeblon TD Biceps 

EPL， EDC，EIP，PQ 
{申筋健+屈筋腿 2013 鈴木

FDP， FDS， FCR， PL 

4中手骨上に2つの縦切聞を用いるのが一般的であ

る21101(図 3a，b). しかし，この手技では，手背の

2つの皮切聞の血流のみならず，前腕背側に対して

筋膜切聞を追加した際に，切開が3つに及ぶため，

切聞が近接してしまう場合には皮切聞の血流障害が

懸念される.著者らは第 3中手骨上に大きめの縦切

聞を用いることで手背のコンパートメン 卜を全て開

放 している(図 3c).これは，手背のみを展開する

際にも，切聞を延長して前腕背傾IJを開放する際にも

単一の皮切で行うことができるということ，皮切間

の血流の心配がないという利点が挙げられ，有用な

方法と考えられた

{まとめ]

前腕コンパートメン 卜症候群における臨床像につ

き検討した.前腕コンパートメ ント症候群に対して

受傷早期に手術を行った症例の予後は比較的良好で

あった 腿断裂を伴う症例も存在するため，受傷機

序，症状，内圧を総合的に考慮した早期診断，早期

加療が重要である.

[文献]

1) Harris l. Graclual c10sure of fasciotomy wouncls using a 

vesselloop shoelace. Injury 24: 565-566， 1993 

2) Scotl WW， et al. Green's Operative Hancl Surgery. 6lh 

eclition. Elsevier. Churchill Livingstone. pp 1929-1948， 

2011 

3) Duckworth AO， et al. Acute compartment synclrome of 

the [orea1日1.J Bone Joint Surg 94-A: e63 1・6，2012

4) Mubarak SJ， et al. Acute compartment synclromes: cliag-

日osisancl treatmenl with the aicl of the wick catheter. J 

Bon巴JointSurg 60.A: 1091-1095， 1978 

5) Whitesicles TE， et al. Acute Compartlllent Synclrollle: 

Upclate on Diagnosis and Treatlll巴nt.Jん11Acad Orth叩

Surg 4: 209-218， 1996 

b 

図 3 手背コンパートメン 卜の皮切 a:従来の皮切. 第
2， 4中手骨上の 2つの縦切開(実線).背側を展開
する際の皮切(点線).b: 2つの皮切から背側骨間
筋l撲を切 I~fl. c:著者らの皮切.第3中手骨上に大
きめの縦切開にて手背の全ての区画を開放噌

6) Boyes JH， et al. Flexor-tenclon ruptures in the forearm 

ancl hancl. J Bone Joint Surg 42-A: 637-646， 1960. 

7) Gainor BJ. Closed avulsion of the flexor cligitorum su-

perficialis origin causing compartment synclrom巴.A

case reporl. J Bone Joint Surg 66-A: 467-， 1984 

8) Fung DA，巴tal. Rare case of upper arm compartm巴nt

synclrome following biceps tendon rupture. Orthope 

clics 31: 494-， 2008. 

9) Jaeblon TD， et al. A case of ipsilateral both bone fore-

arlll fracture ancl acute clistal biceps rupture. J Orthop 

Trauma 25: 104-106，2011 

10) Leverseclge FJ，巴tal. Compartlllent synclrome o[ the up-

per extrelllily. J Hancl Surg 36-A: 544-559， 2011 
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労働災害による手の外傷例の検討
ひらさわひでゆき く寸のせこういち ますもとしんたろう

平津英幸，楠瀬浩一，益本真太郎

[目的]当院は立地環境から労働災害による手の外傷例に遭遇する機会が多い.今回その発生状況につい

て調査 ・検討を行ったので報告する.[対象と方法12009年 4月より 2011年 3月までの 2年間に当院を受

診した労働災害による手の外傷 277例を対象とした.[結果]男性 253例.女性 24例であった. 受傷時年齢

は30代が最も多かった. 月別発生件数は9月が最も多く， 7月が最も少なかった.曜日別では木n1ilが最も

多く，以下月曜と続いた 時間別では 11時台が最も多く，次に 10時台と続いた.受傷側は左 145仔1]， 右

130例であった.受傷部位は左中指末I'(ri部が最も多く，右示指末飾部と続いた. 受傷機ilir;は挟まれ ・巻き込

まれが半数以上を占めていた. 受傷内容は切断 ・骨折 ・脱臼等の重症例が半数を占めていた. [考察 ・結語]

著者らの対象症例数は l施設からのまとまった報告としてはこれまでで最も多い.今回の結果を現場や行政

へ還元 し.労働災害防止対策の一助となることを望む.

[緒 言]

当院の位置する東京都大田区は， rモノづくりの

まちjとして知られており，工場数が4，000を超え.

従業員は35，000人以上と いずれも東京都市区町

村で最も多い地区である.また特徴と して，従業員

10人未満の工場が全体の 80%以上を占めており ，

そのほとんどが機械金属加工の工場である.こう い

った立地条件から，当院では労働災筈による外傷患

者，中でも手の外傷患者に非常に多く遭遇する.そ

こで当院での労働災害による手の外傷発生状況につ

いて調査を行い，特徴を検討 した.

[対象と方法1
2009年4月から2011年 3月までの 2年間に当院

を受診した労働災害による手の外傷 277例を対象と

した 検討項目は，性別，受傷時年齢，丹別発生件

数， I曜日別発生件数，発生時刻， 受傷側，受傷部位，

受{易機転，受傷内容である.

[結果1
' I ~I: 別は男性が 253 例，女性が 24 fJIJで，男性が9

割を占めていた.受傷時年齢、の分布は 20歳台と30

歳台が最も 多く.両者で全体のほぼ半数を占めてい

た (図 1) 月別発生件数では， 5月と9月が多く，

80 

60 

援

金 40

20 

。
20-29歳 3(}-39歳 4(}-49歳 5(}-59簸 60歳ー

図 1 受傷11寺年齢分布

20歳台と30歳台で、全体の半数を占めていた.グラ
フは 18歳受傷の l例を除く .

35 
30 

30 !島一一一一一一ーーー←i

25 
25 

語 2日

立 15

10 

図 2 月別発生件数

5月と 9月が最も多く， 7月と 12月は少なかった.

受理日 2013/09/30 
東京労災病院鐙形外科 干143-0013 東京都大田区大森南 4-13-21
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592 労働災害による手の外傷例の検討

7月， 12月は少なく 20件未満であ った(図 2).曜

日別では，木曜日が最も多く 53例で，続いて月曜

日が 52例と多く発生 していた 平日では水|曜日が

最も少なかった(図 3). 発生時刻については，時

間の経過とともに増加し， 11時台で 33例とピーク

を迎えた.12時台は 10例と少なくなるが，その後

増加し 14時台から 16時台にかけて多く発生してい

た mI4). 受傷側は右側 130仔11，左側 145例，両

側 2191Jで左にやや多く認めた.受傷部位では，左の

中指末節音1)が最も多く，次いで左の示指末節音1)，右

では母指， 示指の末節部に多く 発生 していた (図5).

受{易機転は，挟まれ ・巻き込まれが全体の 51%を

占め，次に，切れ ・こすれが 31%と 続き，以下，

ilii;倒 ・転落，飛来 ・落下，衝突の111買であった(図 6)

受傷内容は，挫滅 ・切断，開放性骨折 ・lJ見臼が36%，

601 
52 53 

50 

語 30
主主

20 

10 

。
月火水木 金 土日祝

図 3 眼目別発生件数

月11111日，木眼目が最も多く発生しており，平日で

は7)<1I1i!日が最も少なかった

35 

30 

25 

援2日

立15

10 

図4 発生H年五1)

午前中は I I~i l':': ) とともに徐守に地リ') 11 し， 10 1昨1111寺台

でピークを迎えた 1211寺台は減少するが，その後

地力LIし1411!i台から 1611寺台にかけて多く発生して
いた グラフは I I1~i台か ら 5 11寺台発生の 7 191) を除く

閉鎖性骨折 ・脱臼が 9%. 臆断裂が 5%と重傷例が

全体の半数を占めており，切創 ・挫創が39%，挫傷・

捻挫などil産微なものが 9%であった(図 7).

左 (件数)

図 5 受{易自IS位

左の"1:1指末m'j部がEAも多く，次いで左の示指末EiI'j

音rS，布では母指， 示指の末節部に多く発生していた.
同一症例で絞数箇所の受傷もある

衝突 3%

飛来・落下¥

転倒・転落
6% 

図 6 受{易機転

他の
鵠

そ

挫鎗

“、m
nud 

傷挫

図 7 受似内容

骨折， 11見臼， ，陛断裂などの重症例が全体の半数を

占めていた
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[考 察]

著者らが採し得た範囲で 労働災害による上JI支外

傷調査報告は 2000年以降 3件にす ぎない(表 1).

高瀬ら 1)は 1995年から 1998年までの 4年間，入

船 ら2)は 1996年から 2004年までの 9年間に，そ

れぞれー施設内で調査を行った結果を報告してい

る.また小坂ら3)は 2005年の 1年間に医師会と協

力のもと， 地区内の多施設での調査を行った結果を

報告している.著者らの対象症例数は 1施設からの

まとまった報告と してはこれまでで最も多いもので

ある それぞれを比較すると，平均年齢はいずれの

報告も 40歳台前半でほぼ一致していた.性別に関

しで もいずれも男性が圧倒的に多く7-9割を占め

ていた.受傷側については いずれも左側にやや多

くみられた.これは電気ノ コギリやローラーなどに

よる切れ ・巻き込まれが受傷原因と して多いことか

ら，ものを把持する役割の左手に受傷が多い，と推

測される.

受傷日時に関する検討では， 月別では各報告間に

明らかな傾向は認めなかった (表 2) 札幌医大の

考察では， 2月に受傷件数が少ない要因と して，降

雪による土木建築作業の減少が起因 していると述べ

られていた 2) 当地区で 5月と 9月に多く発生して

いる要因として，新人の作業不慣れ又は↑員れてきた

頃の安全11在認怠慢， 休暇明けの作業不慣れが影響 し

ているものと推察 した. I曜日別では，いずれも月曜

日や週末に多い傾向がみられた.月曜日は，作業意

欲の低下や短期間作業中 止による慣れの低下が影響

していると考えられ，また週末は疲労の蓄積が原因

と考えられた 時間別では 昼休み前と終業前に多

い傾向がみられ，同様に疲労の蓄積による集中力の

低下が一因と考えられた.

東京労働局が発表 した平成 23年事業場規模別労

働災害死傷者数によると 4) 従業員 50人未満の事

業所での死傷者数が全体の 6割を占めており，零細

企業における安全管理上の問題を浮き彫りにする結

果となっている.

本報告では事業規模別での検討を行っていないこ

とや l胞設だけの調査である点で全体の手の外傷発

生を現しているか問題点は残る.しかし，この結果

を踏まえ，本施設周辺の. I我が国のモノづくりを

支える仁ド小企業」に対し安全対策を啓蒙し. I安全J
に関わることも手外科医の重要な役割と考える.

表 1 過去の報告

北里大学病続 札幌医科大学
府中地区

救命教急 寓庭教命救急
医師会

東京労災病議

報告 セン聖一 . セン書一

初日O年高調ら 初日5年入船ら 2∞8年小額ら 2013年著者6
日職災医金肱 日手金鉱 中回聾外金詰

調査期間 199与1998 1996-2004 2005 2009-2010 

患者数 217 254 162 277 

年齢 17.76 16-66 18-76 
(平均年齢) (41.5) (41.4) (42刀

性別 92:8 83:17 74:26 91:9 
(男女比)

受傷側 55:45 52:4日 52:47 
{左右比)

表 2 受傷日時

北毘大学病院 札幌医科大学
』 与ー ..晶

府中地医
救命救急 高度救命救急

医師会
セン事ー セン;ー

月 6，12月 8，9月 1， 10月 5，9月
3月 2月 8.12月 7ft! 

曙日 月，木，金 水 木，金 /l，求

時刻
11，13，16時 9・12，15-18時 9，15時 10， 11 fJ手

12時 6-9時 12時 12跨

[まとめ]

当院における労働災害による手の外傷 277{91Jにつ

いて検討を行った 発生数が多かったのは，月別で

は 5月と 9月， 11程日別では月 11程と木H程，時間別では

10時と 11時であった.作業の不慣れや疲労の蓄積，

集中力の低下などの影響が示唆された.今回の結果

を現場や行政にフィー ドパックすることにより，労

働災害防止対策の一助となる ことが望まれる.

[文 献1
1) 高瀬税ほか.労災による手の外似患者の検討.日Jf;，&

災医会誌48:475-478， 2000 

2)入船秀仁ほか 労働災害による上11主外傷例の検討(第

l報) 受傷日H寺，受{易機転，受傷内容等に関する調査

日手会説、 22:124-126， 2005 

3) 小坂~'íi樹ほか.府中地区医師会内で、発生 した労災によ

る仁Jl支外iaと労災補償.中凶整外会誌 20:1-6， 2008. 

4) 東京労働!日労働基準部.グラフで見る東京の労働安全

ifii生平成24年.http://tokyo-roucloukyoku.jsite.lllhJw. 

go.j p/j i rei_to u kei / palll p h let_leallet/ saigai tou keij i rei/ 

palllphlel.htllll (参照 2013-06-24) 
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子外科領域における Acutrak2 micro screwの使用経験
てらつ らひでとし
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当院で施行した Acutrak2 micro screwの使用成績を報告する.対象は 27例(男性 9f91J，女性 18例)29 

肢で，平均年齢は 62.7歳，平均経過観察期間は 7.0か月であった.内訳は骨折内固定が25例 25骨折(尺骨

茎状突起骨折 16，検骨頭骨折 6，尺骨鈎状突起骨折 1，上腕骨速位端骨折 1，母指末節骨骨折1)， 関節固定

が2例4関節(変形性 DIP関節症 4)であった.尺骨茎状突起骨折の 3例のみ偽関節となったが，その他の

症例は骨癒合を得た.骨脆弱f91J 骨片に牽引力がかかる場合などその固定性には限界がある と考えられたが，

Acutrak 2 micro screwは手外科領域における小骨片の骨接合術，小関節の関節固定術において選択肢となる.

が2例 4関節(変形性 DIP関節症 :4) であ った.

尺骨茎状突起骨折は全例基部骨折で Acutrakmicro 

l本のみの固定懐骨頭骨折はMason分類 句rpeII 

が5例， lypeIIIが1例で，症例に応じて Acutrakmicro 

を2-3本で固定した.尺骨鈎状突起骨折は Regan分

類 句rpe1IでAcutrakmicro 1本で固定，上腕骨遠位

端骨折は coronalshear fractureであり， 小頭骨片，

j骨車骨片をそれぞれ Acutrakmicro 1本ずつで固定，

母指末節骨骨折は IP関節内骨折で関節内骨片を

Acutrak micro 1本で固定、変形性 DIP関節症の示

指と ~Iヨ指， 他の 1 仔IJ は示指と環指であり ， 4指とも

DIP関節の固定角度を伸展 0度と し，指尖部から

Acutrak micro 1本のみで固定 した.これらの症例

について，臨床症状として終痛(特にイ ンプラン ト

刺入部や偽関節部)， x線学的に骨癒合とスク リユ

ーの loosening，およびその他の合併症の有無を検

討した.

[緒言]

整形外科手術においてheadlesscompression screw 

は広く普及し，現在では多様な手術に使用されてい

る その中で， Acutrak screwは強固な固定性，圧

迫力，利便性などが特徴であり 1)2)3) また，海外で

はいくつかの biom巴chanicalstudy 4)5)により強固な

スク リユーとして報告されている.手外科領域にお

いてもその有用性が報告され 川 ，多段な骨折の骨

桜合中|可や，関節固定術に使用されてきた.2008年 8

月より使用可能となった Acutrak2 micro screwは

近位径 2.8ml11，遠位径 2.5111111とス クリユー径が小

さいことで，従来の cOl11pressionscrewを選択しに

くし、小骨片の骨接合術や小関節の関節固定術などに

おいて適応が広がり 当院でも使用してきた 今回，

当院で施行した Acutrak2 micro screwの使用成績

を報告する

[結果]

最終観察時の臨床症状として変形性 DIP関節症

の 1指で指尖部の終痛が残存したが，その他の症例

でら終hl'iの残存はなかった.X線学的に尺骨茎状突起

骨折は 16例中 3例が偽関節となったが，その他の

症例においては全例で術後転位なく骨癒合が得られ

た.尺骨茎状突起骨折後偽関節となった 3f9iJにおい

[対象と方法]

Acutrak 2 l11icro screwを使用し 3か月以上経過観

察可能であった 27例 (男性 9仔1]， 女性 18例)29 

肢を対象と した. 平均年齢は 62.7(22-95)歳，平

均経過観察期間は 7.0(3・26) か月，手術の内訳は

骨折内固定術が 25例25骨折(尺骨茎状突起骨折 .

16，機骨頭骨折:6，尺骨鈎状突起骨折 1，上腕骨

遠位端骨折:1，母指末節骨骨折:1)，関節固定術

受旦11日 2013/09/26 
.~~住吉森本病院整形外科 干546・001LI 大阪府大阪市東住吉区lぽ合 3-2-66

村 m虫、会病院強形外科大阪外iMマイクロサージャリーセンター

ホ*コミ阪府消生会千里病院整形外科
判明石整形外科クリニック
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図 1 受似時X線正面像 .(ITI]面像 図 2 受傷H寺3-DCT 図3 術後 3か月|待 X線像

図 4 H'rf:jijX 線{象

ても尺骨茎状突起周囲の痔痛の訴えはなかった.ス

クリューの looseningは，尺骨茎状突起偽関Niの 3

例においてのみ認められた. Looseningの部位は 2

例で尺骨茎状突起骨折部より近位に認め， 1仔IJで骨

折部の近位，遠位の両方ともに認めた.その他合併

症は認めなかった.

[症例提示]

症例 1:47歳男性の右榛骨頭骨折 Mason分類 type

rr (Igll， 2) に対して Acutrakmicro 2本による観

血的整復固定術を施行した.術後 3か月時，関師、I面

は整で守骨癒合が得られた(図 3).

症例 2: 81歳女性の右示指，中指 DIP関節の変

形性|立!節症 (図 4) に対して Acutrakmicroによる

観血的関節固定術を施行 した.術後 3か月i時，良好

な骨癒合が得られた(図 5). 

症例3:22歳男性の右母指末mi'i'南の関節内骨折 (図

6) に対して小切開での Acutrakmicroによる観血

的整復固定術を施行した.術後 3か月時，骨癒合を

催認できた(図 7). 

図 5 i何i&3か月i時X乱世{象

症例 4:79歳女性の右尺骨茎状突起基音1)骨折(図

8) に対して Acutrakmicroによる観血的整復固定

術を施行した.術直後は整復位にあった尺骨茎状突

起(図 9) は偽関節となり.術後 12か月の最終観

察時 X線にて述位骨片の転位，近位はスク リユ一

周囲にlooseningの所見を認めた.また偽関節部近

位には骨I吸収{象を認めた (図 10). 

{考 察]

過去の Acutrakscrew固定の術後偽関節例につい

ていくつかの報告があり， その原因について考察さ

れている.田中 らは 14(上肢 7， ド肢 7)の使用例

の内，尺骨肘頭骨折の l例が偽関節となり骨組揺症

が原因であったとしている 6) 山本らは成績不良例

を検討し，尺骨1]す頭偽関節の 2Jl支仁IJ1 JJ~，分裂IJ奈蓋

骨の 31]主中 2JJ丸母指 CM関節固定の 51I支中 3肢

で骨癒合が得 られず，その原因として尺骨肘頭偽関

節と分裂Im~蓋偶については骨片への牽引力がかかる

ためとし，旬指 CM関節固定については関節固定
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図 6 受傷H寺X線像 図 7 術後3か月H寺X線{象

図 8 受傷l侍X線像 図 9 術直後 X線{象 図 10 術後 12 か月 lI~i X線像

部に巨|旋力がかかるためと報告している 7) また，

佐々木らは椀骨頭骨折 9191Jの内，粉砕骨折の 1例で

骨片の安定性が得られず偽関節となったとし 8) 中

島らは上腕骨遠位端 coronalshear fractureの2例中

l例が偽関節となり，骨脆弱性や術後の安静度不足

などが原因であったとしている 9) 本研究において，

Acutrak 2 micro screwを計 29の骨折内固定術や関

節固定術に使用したが，そのうち尺骨茎状突起骨折

の3例が偽関節となった.本研究における尺骨茎状

突起偽関節の 3例の原因については， 3例すべて女

性で平均年齢 76(71-79歳)歳の高齢者であり ，

骨組長言症，骨脆弱'Itが考えられた.3仔IJ全てで骨折

音1¥近位にスク リューの looseningを認めており，対

側の海面骨への固定力が不十分であったと推察でき

る また， fljrp剖学的に尺骨茎状突起には尺側側副靭

帯，尺骨手根靭干ii:，J院尺靭帯が付着し
10)

骨片へ

の牽引力がかかること 2
さらに本症例では術後外固

定を行なっておらず術後の安静度不足なども原因と

- 162 

考えられた.

Acutrak 2 micro screwが開発され，今回，手外科

領域における小骨片の骨抜合術，小関節の関節固定

術に使用した.尺骨茎状突起骨折のみ 16例中 319IJ
が偽関節となったが，その他の部位では良好な骨癒

合が得られ， Acutrak 2 micro screwは手外科領域の

手術における選択肢のーっとなると考えられた‘た

だし，骨粗穏症や骨脆弱性のある症例，骨片への牽

引力，回旋力がかかる症例，高度粉砕骨折症例など

に対しては固定性に限界があると考えられ，その適

応と術後の安静度は慎重に検討すべきである.

[まとめ]

当院で施行した Acutrak2 micro SClでwの使用成

績を報告した.Acutrak screwは強固な固定性を期

待できるスク リューであり ，本研究の microscrew 

においても言129}肢の手術例の!大J，尺骨'茎状突起骨

折の 3f91Jを除き骨癒合が得られた.骨脆弱例などに
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対しては Acutrak2 micro screwの固定性には限界

があると考えられたが，手外科領域における小骨片

の骨接合術，小関節の関節固定術において選択肢と

なると考えられた.

{文献1
1) 前川尚宜ほか.新鮮舟状骨骨折に対する AClltrak

Screw固定の成績.日手会誌 21:742-745， 2004. 

2) 池上博泰ほか.手の外科における Acutrakbone screw 

の有用性.日手会誌 18:320-325， 2001. 

3) 池田登ほか.手の外科における Acutrakscrewの使用
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4) 明月1eelerDL， et al. Biomechanical assessment of com-
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1998. 

5) Beadel Gp， et al. lnterfragm巴ntarycompression across 

a simlllated scaphoicl fracture-analysis of 3 screws. J 
Hand Surg Am 29: 273-278， 2004 

6) 庄|中|場介ほか 骨折手術における Acutrakscrewの使
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将山、
高齢者に対する Hand20とその基準値
おおにしてつろう なつめ ただひろ いわっきかつゆき しのはらたかあき たて ベまさひろ ひらた ひとし

大西哲朗に夏目唯弘ぺ岩月克之 4，篠原孝明*ぺ建部将広料ぺ平田仁!

65歳以上の集団における Hand20について詳細に検討したものはなく 治療介入時の比較ができず若年

者との違いについてもわかっていない.上肢障害の治療をしていない 65歳以上の人に対して Hand20を調

査し検討した. 65歳以上で上肢の治療をしていない人を対象とした.年齢，性別， 基礎疾患，アンケー 卜

(Hand20の理解，質問量，生きがいの有無，居住形態)，長谷川式簡易知能評価スケール (HDSscore)， 

Hand20を調査した. 184人から回答を得た.Hand20が3項目以上欠損で無効例となったのは 5人 (3%)

であった. Hand20の平均値は 8.3であった. Hancl20の質問は 90.5%がわかりやすい， 量についても 77.1%

がちょうどいいと回答していた 65歳以 tの高齢者に対する Hand20は，無効例は 3%であり ，外来通院で

きる高齢者には十分に適応されうる.

[緒言]

日本は，平均寿命，高齢者数，高齢化のスピード

という三点において，世界ーの高齢化社会である.

それに伴い，臨床現場においても高齢者に対する治

療効果判定を要する機会が増えている.

また，日常i臨床においては患者本人による治療効

果判定が重要視され，患者立脚型機能評価表の利用

が増えているが，高齢者に対するその応用は困難な

場合がある.

Hand20は高齢者でも欠損値が少なく有用である

とする報告もあるが 1) DASH 2)とともに 65歳以七

の基準値データを欠いているのが現状である.

そこで今回， Hand20を65歳以上の高齢者集団

で調査し，基準値を治療介入時の比較に利用できる

ようにすることと，若年者集団との違いを明らかに

することを目的に調査を行った.

[対象と方法]

外来診療クリニックに自身で受診 している 65歳

調査項目として Hand20(図 1)，長谷川式問易知

能評価lIスケール(以下 HDSscore)，基礎疾患.アン

ケー卜として Hand20の質問の理解の しやすさ，質

問量，生きがいの有無， 居住形態について調査した.

Hand20の悪いほうの手の項目については，治療

はしていないが痛みや使いにくさを感じている側が

あればそちら側とし，なければやりにくい側(非利き

手)としたー

検討項目として Hand20の無効例や欠損項目，

Hand20の平均値， 中央値，男女聞や年代別比較，

2012年日本手外科学会で報告した大学病院職員を

対象とした若年者データとの比較，生きがいや居住

形態，既往症との関係を調査した. 21t:~聞の比較に

はMann-WhitneyU testを用い， 3群以上の比較には

Kruskal-Wallis H testを(吏用し posthoc test は80n-

ferroni methodを用いた.また Hancl20の75%値以

上を Hand20高値群として 2項ロジスティック回帰

分析(尤度比による変数増加法)を行った

以上の者で上肢機能障害の治療を していない者を対 [結 果]

象とした 回答者は 184名で 3項目以仁の欠損による無効例

文書での同意が不可能な者や脳機塞等による明ら は5名 (3%)であった

かな麻療のある者は除外した 回答者の内訳は整形外科ク リニックへの上肢以外

受:IM!日 2013/10/02
本名古屋大学 手の外科 干46ら8550 愛知県名古屋市IIl:HO区f政務Jlrr65 
**メ1]谷豊田総合病院

村 *01コ日病院
*キキ本安城更生病院
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図 1 Hand20 

* HDS score 

* 
35 35 

30 

25 25 

:F 元斤二
20 

15 

10 

65・74 75-84 85- y。
65-74 75-85 85・年齢区分

字 Kruskal-WallisH lesl: p(0.05. post hoc: 8onferroni me由。d 傘 Kruskal-WallisH tcst: p{0.05， post hoc: Bonferroni method 

図2 年齢区分別 Hancl20値 図3 年齢区分別 HDSscore 

の病態での通院している者が 31名，整形外科以外 た.男女間には有意差は認めなかった (p=0.138). 

のかかりつけ医受診が 153名であった.

~!!~効例を |徐いた 179 例について解析を行った .

179例のうち 1項目欠損は 10silJで 2項目欠損は

2 {9IJであった.

各欠損項目としては， Hand20項目の 6が 2例 2

9が 3仔1]， 10が 2例， 14が 1例， 15が 1例， 17が 5

例であ った.

性別は男性が 64名，女性が 115名，平均年齢は

77.6:t 6_2 (平均±標準偏差 :以下同)歳，男性 78.2

:t 6.0歳，女性 77.3:t6.3歳であ った. Hand20の全

体 の平均値は 8.3:t12.3，中央値 3(範囲 :0-75)， 

男性平均値 6.8:t10.1，女性平均値 9.2:t13.4であっ

年齢区分では 65から 74i誌が 52名，75から 84歳

が 105名， 85歳以上が 22名であ った.Hand20の

値は 85歳以上のグループで有意に高値とな ってい

た(図 2). 

HDS scoreは平均 25.5:t4.2であり，年齢区分別

では 65・75歳が他の年齢区分と比べて有意に高くな

っていたが各年齢ともに平均 20 以上であ っ た (I~I

3) . 

2012年日本手外科学会で報告 した 65j歳未満の結

果では Han20の平均値が 2.8:t7.1であり， 今回の

65歳以上の結果が有意に高かった (p<O.Ol). 各項

目別でも 5番と 8番以外で 65歳以上の群が有意に
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90.5% 

01: Hand20の質問はわかりやすかったですか?

-わかりやすい

2.2目-わかりにくい

どちらとも言えない 6.7百

0.6百-無回答

6.7% 

77.1百

3.9% 

11.7百

0.6% 

02: Hand20の質問の量はどうでしたか?

圃多い

圃ちょうどいい

少ない

・わからない

無回答

高い結果となった.

Hand20の質問はわかりやすさについての質問に

対しては， 90.5%がわかりやすいと回答 しており ，

質問の量に関しても 77.1%がちょ うどいいと回答 し

ていた (1豆14)

生きがいの有無に関しては，生きがいがあると回

答 した人が 152人，19~い，わからないとした人 27 人

であ った. Hand20の平均値はそれぞれ 7.5:t11.7， 

12.8:t 15.0で生きがいがあると回答 した人の方が無

い，わからないと回答 した人に比べて有意に Hand20

の値が低かった (p=0.04)

居住形態については，独居の方が 30人，家族と

同居 している方が 149人であ った.Hancl20の平均

値はそれぞれ 12.2:t16.8， 7.6士11.2で独居の人の方

が家族と同居しているノJこ比べて有意に Hancl20の

値が高かった (p=0.03). 

基礎疾患は高血圧が 69名と最も多く，変形性管

椎症や変形性JJ奈関節症等の上肢以外の運動器疾患、も

52例に認めた(図 5).

基礎疾患の数は Oが 40人.1つが 46人， 2つが 52

人， 3つが24人，4つが 15人守 5つが2人であった.

基礎疾患が 2つまでの若手と 3つ以上の併で、比較す

ると Hancl20の平均値はそれぞれ 6.7:t9.9，13.9:t 

17.4であり， 基礎疾患が 3つ以上の群で有意 に

Hand20値が高かった (P<O.Ol)

Hand20値の 75%値であ る 12以上を Hand20高

値群とし，これを従属変数として， i:1=iは性別， HDS 

Hand20質問の問解と質問量

score，生きがい，居住形態，基礎疾Jilit数 (2つまで，

3つ以上)を共変量として 2項ロ ジスティッ ク解析

を行った

年齢のオッズ比が 1.104(P<O.Ol， 95%C[: 1.04・

1.173) ，生きがいありのオッズ比が0.388(P=0.039， 

95%CI : 0.158-0.954)であり年齢が高いほど， 生き

がいを感じていないほど Hancl20高値となるリスク

が高い結果となっ た

.67ー
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[考 察]

内閣府によ ると日本は 2007年には，高齢化率が

21%を超える超高齢社会となり，その後も高齢人口
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は年々上昇，平成 27年には 65歳以上の人口が 3395

万人となる見込みである.平成 27年とは，いわゆ

る団塊の世代が 65歳以上になる年であり，その 10

年後の 2025年には 3657万人，2042年は 3878万人

程度でピークに達すると推計されている.

一方で健康長寿の取り組みもあり，介護を必要と

しない元気な高齢者が8割以上を占めているのも現

状である.このため，日常臨床においても高齢者に

対する機能障害治療の治療効果判定の機会が増えて

いる.

患者立脚型機能評価の重要性が高まっていること

もあり，機能評価表が高齢者に対して有効に利用で

きることは重要である.

本研究の対象者は HDSscoreが平均 25.5と認知機

能の保たれた高齢者を対象にできており，自身でク

リニ ックを受診し治療意欲の高い方を想定できる.

今回著者らは 65歳以上の高齢者に対 して Hancl20

を施行し，無効例は 3%と良好な結果であり，欠損

項目も趣昧についての 17が5例と 多かったが，そ

の他顕著な項目は認めなかった.またアンケートの

結果で Hancl20の質問の理解について 90.5%がわか

りやすいと回答 しており，イラストによる質問表認

容性向上が理解の助けになる:!IHancl20は高齢者に

対しでも利用しやすいと考えられる.

高齢者についての報告では，健康状態が良いほど

生きがいを感じていたり，家族との団築等で生きが

いを感じている答IJ合が多いことが言われており 41

今回の調査でも生きがいを感じていない 独居，多

数の基礎疾患の群で Hancl20高値となっており，結

果判断時に生きがいや居住形態，基礎疾患等も考慮

する必要があると考えられた.また，治療介入後に

生きがいを感じられるよう なリハビリや社会活動の

提案ができるようメデイカルスタッフとも密に連携

をとり治療に当たっていくことが重要で、あると考え

られた.

日常!臨床において患者立脚型機能評価の重要性が

高まっており，妥当性，信頼性，反応性などが良好

なこ とを検証された評価表が利用されている.手外

科領域で平IJm される評価表では SF365
)や HAQ

score 6)などは若年者高齢者共に基準値を利用でき

るが，MHQ 7)や McGillPain Questionnaire 8) など

は基準値について検討した報告がないため基準値が

利用できず， DASH 21も若年者の基準値の報告はあ

るが 9)101高齢者についての基準値の報告はなく，高

齢者の基準値は利用できない.

超高齢社会の日本において，高齢者の基準値比較

ができるこ とは重要であ り，本研究の結果は今後の

日常臨床において利用価値が高いと考えられる.

{まとめ1
65歳以上の高齢者に対して Hancl20を施行し欠

損項目による梨県効例は 3%であった.

上肢機能障害治療を していない 65歳以上の高齢

者 Hancl20平均値は 8.3土 12.3であった.

高齢者の Hancl20結果判断時には生きがい，居住

形態， 基礎疾患等を考慮に入れる必要がある.
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上肢静脈奇形における 3%ボリドカノールを用いた

経皮的硬化療法
とりやベそうはち

鳥谷部荘八
うし お しげ ニ

牛尾茂子

h
F
'

A'戸

「丸
一

'
L
E
V
E
E
-
N

一
会
冊

一

j

ト

i

A
，
司
a
'
d
o

z
崎
一

ι川
咽
』
凶

E
E
E
E
ゆ

一
凡
旦

一

i

i

 

t
ν
b
I
B
a

h

-由
一

、、
L
t
町

百
一

静脈奇形は，従来 s海綿状I血管腫'と呼ばれ腫傷性病変として扱われていたため，切除が第一選択とされ

てきた.しかし近年では 先天的な血管形成異常という認識が徐々に定着し 治療の首座は切除から経皮的

硬化療法にとって代わりつつある.

今回著者らは上肢静脈奇形患者に対し 3%ポリドカノールを用いた経皮的硬化療法を施行し良好な結果を

得た.

3%ポリドカノールを用いたフォ ーム般化療法は，重要組織が密集する上肢に存在する静脈寄形の治療と

しては低侵襲であり， 他の硬化削に比して少量で高い効果を得ることが可能である また日帰り手術も可能

であり，術後回復や日常生活への復帰も非常に早い.使用量と注入速度に注意しながら使用すれば，第一選

択として行うべき治療法であると考える.

過観察期間は 3か月から 28か月

であった

[プJ7去]
全例において全身麻酔下もしくは局所麻酔下で手

術を施行した.超音波カ守イド下に平行法で注射針を

病変内に刺入し (sI1a，b)，静脈血の逆流を確認

した後，造影剤を少量注入 しながら透視下で病変の

状態と導出静脈の描出を確認する.用手的圧迫で導

出青'(1)1)(¥への流出を抑止した上で，フォーム状に した

(平均 13.8か月)[緒言]

静脈奇形は，従来‘海綿状的l管)J重'と呼ばれ腫蕩

性病変として扱われていたため，切除が第一選択と

されてきた. しかし近年では，先天的な血管形成異

常という認識が徐々に定着し，治療の首座は切除か

ら経皮的硬化療法にとって代わりつつある

今回著者らは，上)]支静脈奇形患者に対し 3%ポリ

ドカノールを用いた経皮的硬化療法を施行し良好な

結果を得た.治療の実際とその要点などにつき報告

する

[対象と方法]

[対象]

2010年6月から2012年 10月の 2年 4か月間に 3

%ポリドカノールを用いて経皮的硬化療法を行った

18例で， tl:別は男性 6{911，女性 12silI，手術時年齢

は2歳から64歳(平均 24.2歳)であった.治療部位

は，手指 2例，手部 3仔11，前腕 7仔11，上腕 3{yll， 肩

3例であった.術前症状としては，肉眼的隆起のみが

6仔11， 自発痛は 11例，出血が 1例であった 術前

に運動障害や知覚障害を認めた症例はなかった.ま

た， !硬化療法前の手術の既往として，切除術が4仔11，

1由化療法が 3例，レーザ一治療が 1{911であった.経

病変 ~HJ 入 11寺，超音波ガイ ド下

に平行法で注射針を車IJ入する

図 la

宮城県仙台市宮城肝区宮城野 2.8-8
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図 lb 硬化}甲jj注入前の超音波画像

図 lc フォーム注入後 7主入部位は高輝度となる

硬化削を 1-2m!ずつゆっくり注入する.硬化削注

入時は超音波装置でモニターする.注入部位は超音

波では高輝度を示し比較的分かりやすい(図 1c)

注入液の停滞化や病変の高輝度化，皮膚の若干の才[

i弱lや青白色化が認められたH寺点で注入を中 LIこする.

フォームは Tessari法 IIに従い作成する. 3%ポ

リドカノール 2m!を 5m!シリンジに.空気 8m!を

10m!シリンジに採取し， 三方活絵で接続して 10往

復パンピングしフォームを作成する(図 lc). 

術後はガーゼと弾性包帯で病変古1¥を圧迫し，血液

流入による内1]空の拡大を抑制する

治療効果の判定は 術前術後の造影 M悶画像で

の病変の縮小率を言|摂11し，それをもとに Excellent，

Good， Fair， Poorの 4段階に評価し行った縮小率の

算出方法は WHOresponse criteriaに基づき，病変

の最大径とそれと直行方向の最大径を術前後で比較

する方法を採用した 21 縮小率は術前後の径の積の

差を術前の径の積で|徐したものとした 縮小率が

50%以上であった場合を Excellent，15 %以上を

Good， 15%未満を Faげ，不変あるいは増大した場

合を Poorとした :11

[結果]

術後治療部位に何らかの症状を訴えた症例は 17

例で， I大l訳は腫脹が 17例，終痛の増強が2仔1]， 知

覚低下が 3f9U，色素沈着が 2例，皮11号の血流低下が

1 f911であ った 全例で術後 1か月以内に症状の改善

を得られた.また全例において術前症状の改善を認

めた.

縮小Isは 10%から 89%(平均 63%)であり， Exce!-

!ent 10例， Good 5例， Fair 3例， Poor似IJはなかった.

術後再増大を認めた症例は現在認めていないが，増

大もしくは症状の悪化を認めた場合は硬化療法を計

画する予定である.

[症例提示]

症例 :3歳，女児.左肩静脈奇形.

生下|侍より左肩に柔らかい睦癒を認めていた か

かりつけ小児科で、経過観察となっていたが徐々に増

大するため.1歳時に当科紹介となった. 2歳時に

硬化療法を行った.1，1:[育Ij造影 M悶 では，病変の最

大径は 8cmで、最大径の直行方向の巌大径は 7cmで

あり高さは 2Clllであ った(図 2a. b)治療は全身麻

酔下で行い， 3%ポリドカノールを 8ml局所注入し
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図 2a 術fiii左肩に目立つlIill納を認める.

図 2b 術前 M則 行2強調{象)

図 2c !硬化商11注入直後。術I1Iiより l由民し

皮防の若干の発赤を認める.

図 2d 術後 1年.腹痛の縮小を認める.

図 2e 術後 1年の M悶 (T2強調像).

明らかな!箆癌の縮小を認める

た(図 2c).合併症は特に認めずに腫痛は縮小 した.

術後 1年経過時，再増大は認めておらず，術後 1年

l侍の造影 MRlでは，最大径は 3cmで，最大径の直

行方向の最大径は 2cm ， 高さは 5mm であった ( ~I

2d， e). {i制術|何5刊H前T有lパf後灸で、の縮づ小、率は 8悶9%で

でで、あつた.

{考察]

静脈奇形は， IJ台生 4-10週の末梢l似管系形成期の

異常によって生じた血管の先天的形成異常であり，

治療に|燦しては，)J重傷性病変である血管腫とは別の

疾患であることを認識する必要がある

1982 '[1:に Mullikenら 1)が病理組織所見に基づい

て血管病変を血管性腫揚 (vasじulartumor) と血管

沓形 (vascularmalformation)の 2つに区別 し，この

分類をもとに 1996年 ISSVA(The lnternational Soci-

巴tyfor lhe Study of Vascular Anomalies)分類(表 1)5) 
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表 1

(表1)ISSVA分類(1996年Romeworkshopより改到

Wascular tumors ~ascular malformations 

nfantile hemangI<lma Simple 
pongenital hemangioma capillary (C) 

RICH I NICH Iymphatic (L) 
仇herhJmors ve∞us (V) 

Kaposiform heman~oendo伽lioma arterial (A) 
tu社edan~oma Combined 
etc. AVF/AVM， 

CAVM， CVM， LVM， CLVM， 6tC. 
制CH:Rapldly Involuting CongenItal Hemangioma， NICH: Non.lnbolu討ngCongenJtal Hemangloma 

AVF: Arterio Venous Malformation AVM: Arterlo Vonous Malformation 

が確立され，この分類に基づいて診断を行い，治療

方針をi決定することが標準化されつつあるが，実際

のところ本邦においてはあまり浸透しておらず，こ

の分類を浸透させることが早急な課題のーっと言え

よう .

静脈奇形の治療は従来外科的手術が第一選択であ

ったが，広範囲のものは完全摘出が難しく，かなり

の確率で病変の再増大を来していた.またそれば、か

りか，部位によっては術後機能障害を免れず， 術後

の回復にも時間を要していた

2003年Cabreraらωは，既に下JJ支静脈癌で|臨床応

用されていたフォーム硬化療法を静脈奇形の治療に

導入し，現在世界的に普及しつつある.

フォ ーム硬化療法は，病変のみをターゲッ卜に治

療することができ，硬化斉IJをあえてフォーム状にす

ることで，硬化剤が活動する表面積を増やし，血管

との密着性を高め， 血管掌縮を引き起こすことによ

り，硬化作用を増強させると考えられている 71 また

液体硬化削に比べ.低濃度 ・少量で治療効果が得ら

れ，当濃度・等量ではより強い効果を得ることが可

能である.また，超音波で、は高輝度を示し，注入され

た領域をモニターしやすい利点もある 91

現在フォームとして使用されている代表的な硬化

削は，エタノラミンオレエイ トと ポリドカノールで

ある 著者らは雪重要組織が密集する上肢に発生し

た静脈奇形に対しては 3%ポリドカノールを多用し

ている.

ポリドカノールは他の硬化剤と比べ局所的合併症

が低く，特に1'[IJ経目玉揮の頻度やその程度が低く，人

休への影響が少ないことが利点といえる 61 今回の

報告においても.知覚低下を来した症例は 17例中
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3例であり，いずれも 1か月以内に改善を認めてい

ることから，その有用性を伺うことができる また，

注入日寺の痛みも少なく，限局性病変であれば外来治

療も可能である.ただ，他の硬化斉IJと比べ比較的長

時間の薬剤暴露を要するため，大きな病変では複数

回の治療を要することを念頭に置いて治療計画を立

てなければならない.

最大使用量に関 しては， 2mg7)から 5mg/kg81と

報告によ りまちまちである 著者らは 5mg/kgを使

用量ーの上限としているが 皮膚の赤色変化など注入

直後の皮膚の色調変化により注入量を調節してい

る.無理な注入は，有効な効果を得られないばかり

か皮府壊死に陥る可能性があり，十分注意しなけれ

ばならない.

また著者らは，硬化療法時にはフォームを緩徐に

注入することを心掛けており，幸い重篤な合併症の

発生は現在のところ経験していない.過量投与を避

ければ有用性・ 安全性が高く，かつ使いやすい硬化

剤であると言えるが，大きな病変を治療する場合

は，心血管系の合併症(徐脈 ・血圧低下 ・一時的な

心停止)を発する危険性があり 川191 卜分注意して

使用する必要があると言えるー

[まとめ]

上肢静脈奇形に対する 3%ポリドカノールを用い

た経皮的硬化療法について報告した 重要組織の密

集する上肢の静脈奇形に対しては，有用かつ安全な

治療法であり ，施術後比較的早期に日常生活に戻る

ことが可能であり，切除よりも優先すべき第一選択

の治療法と言える.
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あかさかともよ

赤坂朋代

健鞘巨細胞腫発生部位の検討

健，橋本
こ うのもとあき

河野元昭
ゃまだとしゆき

山田俊之
ろっかく ともゆき
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締中、、
!健鞘巨細胞臆はその名称より， !腔鞘より発生するものが主体という印象を受けるが，関節内に病変を認め

るという報告も散見される. 1999年より 2011年までに当科にて手術加療した手発生の腿鞘巨細胞腫 66例

の発生部位について検討した.母指 13例，示指 12olJ，中指 13例，環指8例，小指 12例，手掌部 2例，手

関節 5例，複数指 l仔1)であった.関節より発生していたものはお例であり， DIP関節目仔1)，PIP関節 8例，

MP関節 5例， IP関節 4例，手関節 2例であった 腿鞘発生例，関節発生例を比較すると，性別，年齢，催

患側，骨病変の有無，再発率に有意な差は見られなかった.関節l内発生は 55%とほぼ半分であり，また，

遠位の関節に発生する傾向が強かった.これらは摘出に際して取り残しやすく，再発の原因となり得るため，

関節内発生を意識することで再発率を低減できる可能性がある.

に明らかな)陸揚組織がみられ，かつ関節包の切除が

必要であるものと した.関節内の腫携がわずかで，

容易に引き出せたものは関節発生疑いとした.

これら症例について，腫湯存在部位，発生組織を

調査した また， !J重蕩発生組織と，性別，手術時年

齢，催恵、側，骨病変の有~，再発の有無との関連に

ついて検討した.2群の比較には Fisherの直接確率

検定を用いた.

[緒言]

!腿鞘巨細胞腫(以下 GCf)は手に発生する軟音11

腫蕩では日常よく遭遇する.その名称から腿鞘に発

生するものが一般的のように思われるが，近年関節

内発生の報告も散見される 今回，当院にて施行し

た GCf手術症例についてその発生部位を中心に検

討したので報告する

[結 果]

臨場存在部位を図 lに示す.ほとんどが手指に存

在し，手掌が 2例.手関節部が 5例であ った.1 191) 

が複数指に及ぶ例であった.

先に述べた定義による発生部位は， 屈筋!健市ì~ 23 

例， {E13筋腿 5作IJ，関節 30例，関節疑い 6例 i骨膜

組織と連続性がみられない皮下l盟癌のみの症例が2

例であった 関節，関節疑い合わせて 36例を検討

した.

関節ごとにみた発生部位では(図 2)，DIP関節

目例，PIP関J!!i'I8 {91J， MP関節 5例， IP関節 4例，

手関節 3例であった.明らかに末梢に多く発生し，

示指~小指の MP関節にはみられなか った また

母指，小指に多い傾向が見られた.また，隣接する

複数の関節に病変がみられたものはなかった.

Xお11，WI中所見で判断された骨病変は 12例に見

[対象と方法]

対象は 1999年3月より 2011年 11月までに手関

節以遠の GCfに対して当院で、手術を施行した 66例

66肢である.男性 17olJ，女性 49191J，右手 37例，

左手 29例であった.手術時年齢は 12歳から 89j設

で平均 49 . 5 歳であった • WI後経過観察期間は 8日

から 5年.平均 11.8か月であった.

手術は伝達麻酔下に，拡大鏡を用いて浸潤した部

位を含めなるべく連続性を保ちながら全摘出した

関節近傍ではわずかな連続性をも って関節内に存在

することがあり，特に注意して摘出した.全例病理

診断にて GCfを確認した.

手術に|燦し，発生組織の判断は以下のように行な

った

腿鞘発生は!腔鞘に強く癒着し，関節内には腫傷が

みられないものと した.関節発生は，腿鞘内に!医療

が存在しでも， !J車場の I~"心が関節t~lí にあり，関節内

千葉県千葉市中央区青葉1111'1273.2 
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608 Il建鞘巨細胞l堕発生部位の検討

図 1 1毘錫存在音[1位 図2 関節発生の分布

表 1 Il建鞘発生仔IJ，IWil節発生例の比較

鍵鞘発生(28例) 関節発生(36例)

1 :3 1 :3 
性別(男:女)

(7:21) (9:27) 

49歳 50歳
年齢

(12~76歳) (19~89歳)

2:1 1:1 
羅患側(右。左)

(19:9) (18:18) 

18% 19% 
骨病変

(5/28) (7/36) 

7% 11% 
再発

(2/28) (4/36) 

られ， scal10ppingが8{JI]，骨内浸潤が4{'ll)であ った.

再発にて手術を施行した症例は 6例あり，そのうち

2 {91)は初回他院で手術施行され，再発にて紹介され

た例であった また関節内病変を意識 した手術を開

始した 1999i:lニ3月以降に初回手術を施行した症例

での再発は 2{9IJであった.

l世相発生28{JIJと関節発生36例を比較した(表 1). 

性別はどち らも男女比 1対 3で差はなかっ た. 年齢

も49歳 50歳と差は見られなかった 権患側は右対

左で腿鞘 2対 1，関節 l対 1であったが統計的有意

差はなかった.骨病変の存在は 18%，19%と差は

なかった.再発は!健鞘 7%，関節 11%とやや関節に

多い傾向があったが.統計的有意ではなかった.

[代表症例144歳男性.5年来右中指の腫痛に気

がついていたが放置 し，最近地大 して きたため， 11重

傷専門病院を紹介された M悶，細胞診にて GCτ

疑いとされ，当院を紹介され来院した.肉眼初見で

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

は中指仁|二l節部か らDIP関節にかけて禅性硬の腫痛

を触知し，特に而掌側屈筋l践に癒着 しているように

思われた(図 3a).MRIでは屈筋l陸l陸鞘にH占り付い

た腫癌が焼{l!1)，尺側に見られた()玄13b).以上より

屈筋腿!陸料jより発生した GCTを疑い手術を施行し

た 腫痛にそって照旋状皮切を加えた.屈側の腰痛

は!陛鞘表面に貼り付いていたが，I日鞘ごと挙上する

と内部には腫場組織はみられなかった(図 3c). 背

側の腫痴は DIP関節の両側関節包を穿服しており，

関節包ごと挙上すると， DIP関節内部に11重癌がみら

れた(図 3d).横倒1]，尺側で腫療を 切断し，掌ml)，

背側それぞれを完全摘出した 病瑚所見は典型的な

Gcrであった

[考 察]

Gcrは古くからその名称に多様なものが見られ，

Giant cell tumor of tenclol1 sheath， Fibrous xantho-

AUτ 

ウ

fl
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三
図3 症例

a:局所所見 中指中節音11からDIP関節にかけて抑性硬のIJill舵iを触知する.

b: MRITl像 屈if1JI附l住持iに付着したl匝摘が見られる
c:術中所見 屈筋腿祈jに付着しているが， I従鞘内にはl陸揚は見られない
d:術中所見 DIP関節内に11重傷が見られ DIP 関節発生と考えられる.

ma of synovium， Xanthoma of tendon-sheath and sy-

novial membranes， Xanthomatous giant-cell tumor， 

Benign (giant cell) synovioma， Localized nodular 

tenosynovitis， Pigmented villonodular synovitisなど，

当初炎症か腫傷性病変かも判然としていなかった.

現在 WHO分類では良性線縦組織球性l堕蕩に分類さ

れ，滑膜組織由来の軟部腫践と認識されており，

Tenosynovial giant cell tumour， localized lypeとTe

nosynovial giant cell tumour， diffllse lypeに分類され

ている 11 前者が Giantcell tumor of tenclon sheath 

と同義とされ， "Tenosynovial"と滑脱発生を強調し

た表現になっており，関節内発生も記載されてい

るけ.しかしい まだ腿鞘の名称が造残 しており ，あ

たかも腿鞘から発生するものが主体と思われがちで

ある.

GCfの関節内発生については古くからいく つか

の報告がある.過去の報告では Wrightが関節内発

生例について詳細に報告している ~) その仁I~ で，手

に発生した 69仔IJ仁1::115例が関節発生で、あり.特に背

側に!匝痛が見られたものはすべて |見Jí~í'j に関与してお

り.DIP関節に発生する傾向が強いと述べている.

また Jonesは91例中 31例が関節に関与しており，

より述位の関節に多いとしている 31 さらにそのう

ち7例が明らかな関節発生で、あったと述べている.

その他 Byers41， Mooreら51も発生数は明らかには

していないが関節内病変について言及している 囲

内では関節内浸潤，特に近年注目されているびまん

型 GCTで関節内病変が多いという報告が池田らに

よってなされている ω.また，最近では石田らが 25

例中 8仔IJが明らかな関節発生であったと報告 してい

る7) これら各報告によると関節内発生の割合は浸

潤.発生合わせても全体の 8から 32%であった.

今回の著者らの検討では 関節発生は全体の 55%

と過去の報告より圧倒的に多い結果であった.また

関節発生はより遠位の関節に発生する傾向があっ

た.

関節内に発生した GCTは増大に伴って逃げ場が

なくなり， {f!lJ副靭帯背側や，掌側板近位のわずかな

脆弱部から少しずつ外に浸潤することは十分に考え

られる. しかし. IJill鞘に発生 した GCTが!世鞘内や

柔らかい皮下のみならず 硬い関節包を穿Ji.皮して関

師、i内に浸潤してい くことは，容易ではないと思われ

る 今回の検討でも，どんなに巨大なIJ重癌でも複数

の関節にまたがって関節内病変が見られたものはな
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く，関節内病変の存在するものは，関節内より発生

したと考えるほうが自然と思われた

今回検討した関節内病変をもった GCTは!腿鞘病

変のみの GCTと，性別，年齢，発生側，骨病変の

合併において差が見られなかった.以上より， 発生

する組織は異なるものの 腫楊そのものの性質は変

わらないと思われた.

さて，再発に関 して，過去の報告では 9から 44

%とかなりの率で再発をみている 2131418191101 再発の

時期は 10年の経過で生じた例も報告さ れ，どこま

で経過観察するべきかは議論が必要である.当院で

は，漫然と外来通院を継続するのではなく ，Il重癒再

発などが見られた|僚には必ず再診するよう説明 して

いる.以 |二の経過観察を行い， 経過観察期間は短い

ものの，他医初期治療後再発も含めて 6例， 9%で

あった.さらに関節発生を意識して手術を行ない始

めた 1999年 3月以降の初回手術症例に限ると 2例

3%となり，過去の報告に比しでかなり成績良好と

言える.関節内病変を意識することで再発率を低減

できる可能性が示唆される

以上より石田らの提唱するように 71 腿鞘巨細胞

腫と言う名称よりも滑膜巨綱胞Il虫という名称が本腫

磁の病態を適切に表現していると思われた

本研究の限界は，腫場発生部位の確定が画像的雪

組織学的になされておらず，術者の所見によってい

る点が挙げられる.今後関節内病変を有する症例の

詳細な病理所見の検討を要すると考える.

[まとめ]

手に発生した腿鞘巨細胞臆 661$'IJについて発生部

位を中心に検討した.

関節発生と思われる症例が36例55%にみられた.

関節発生は遠位に多くみられた.

関節発生を意識することで;jij発率を低減で、きる可

能性がある.

)陛鞘巨細胞腫より滑膜巨細胞11車という名称が病態

を適切に表現していると思われた.

[文献]

1) Fletcher CDM， el al. WHO Classification of Soft Tissue 

and BoneTllmollrs. 4th edition以RC.Lyon. pp 100-103， 

2012 

2) Wright C.lE， et al. Benign gianl-cell synovioma -An in-

vestigalion of 85 cases-. Br J Sllrg 151: 257-271，1951. 

3) Jones FE， et al. Fibrolls Xanthoma of synovium(Giant-

cell tumor of tendon sheath， pigmented nodlllar synovト

tis). J Bone Joint Surg 51・A:76-80， 1969. 

4) Byers PD， et al. The diagnosis and treatment of pig-

mentedvillonodular synovitis. J Bone Joint Sllrg 50・B

290・305，1968 

5) Moore JR， et al. Localized nodular tenosynovitis: Experi 

ence with 115 cases. J Hand Surg 9A 412-417， 1984 

6)池田和夫ほか.Diffuse型の手指l此鞘巨細胞l屈につい

て.日手会誌 23:213・216，2006.
7) 石田腕ほか.腿鞘巨細胞艇の手術症例の検討.日手

会誌25:627-629， 2009 

8) Rao AS， et al. Pigmented villonodular synovitis(Giant-

cell tumor of the tendon sheath and synovial mem-

brane). J Bone Joint Surg 66-A: 76-94， 1984. 

9) Reilly KE， et al. Recurrent giant cell tllmors of the ten-

don sheath. J Hand Sllrg 24-A: 1298-1302， 1999 

10)北川泰之ほか.手の!腿鞘巨細胞JI重の治療成績と再発因

子.日手会誌23:653-656， 2006 

-176-



611-613， 2014 第 4号日手会誌(JJpn Soc Surg Hand)，第 30巻

無腐性壊死を舟状骨と月状骨に合併した希少症例
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舟状骨と月状骨に無腐性壊死を合併 したまれな症例を経験したので報告する.症例:56歳女性.数か月

前からの手関節痛を主訴に来院した.右手関節可動域は掌屈 60度，背屈 60度と軽度制限を認め，握力は左

30kgに対 して右 14kgと低下していた.X線及び C1'像では舟状骨の分節化と月状骨の硬化像を認めた

M悶では舟状骨 ，月状骨ともに1'1で低信号， 1'2で低信号と高信号の混在する所見を認めた.手術は，舟

状骨を摘出し，月状骨有頭骨間固定 (I'Mi隙に侠骨からの瓜l管柄付き骨移植術)を施行した.X線像で骨癒合

は術後 6ヵ月で得られ，術後 1年で月状骨の骨硬化は改善 した 術後 1年で痛みなく，右手関節可動域は掌

屈 40 度，背屈 40 度，握力は右 10kg ， 左 26kg であ っ た.舟状骨と 戸!状骨の~J商性壊死合併例は極めてまれ

で，これまで 3例報告されているのみである.1例はステロイド内服の既住があった.手術は， 2例は近位

手根列切除術 1例は槙骨舟状骨月状骨固定が施行されていた.本痕例では，舟状骨は分節化していたもの

の，月状骨は Lichtman分類 stageIIで漏存可能と考え再血行化と月状骨有頭骨回定を施行した.

主訴:右手関節痛

現病歴:約 2年前に転倒して右手をっき，その後

しば、らく右手関節の痛みがあったが，やがて痛みは

消失していた 数か月前から右手関節、i:Jfriが出現 し，

次第に増強してきたため受診した.

既往歴 :特記すべきことな し.内服薬な し

身体所見 :可動域は，右手関節背屈 60
0

，掌屈

60。と制限を認めた 握力は右 14kg，左 30kgと右

手握力低下を認めた.

画像所見 :単純 X線像(図 1，2) 

[緒言]

舟状骨~!~J商性壊死は，舟状骨骨折に起因する場合

と，外傷に起因しない Preiser病がある.月状骨壊

死 (Kienbりck病)は原因が特定されていない.そ

れぞれの疾患は，それほど珍しくないが，両者の合

併は極めて稀である.今回，著者らはこの両者を合

併した症例を経験したので報告する.

[対象と方法]

症例:56歳，女性 月状骨では，

面初診II"j図 2而正初診|時図 1

奈良県奈良市東紀寺IIIT1 T臼50-1

177 

〒630-8305
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612 無腐性壊死を舟状骨と月状骨に合併した希少症例

図 3 CT 

図 5 M則 T1強調画像

舟tic骨 ・月状骨ともに低信号

の骨硬化と舟状骨背側の分節化と思われる所見が見

えるが，はっきりしなかった. CT{象(図 3，4) で

は，月状骨の硬化像で舟状骨の分節化を明確に認め

た M間 像(図 5，6) では，舟状骨，月状骨とも

にT1で低信号， STlR f象で高信号と低信号の混在す

る所見を呈していた

診断 : 以上より，舟状骨と月状骨の1!l~腐性壊死と

診断した . 舟状骨は外傷後の偽関節による 1!~腐性壊

死とも考えられた.月状骨は回enbりck病の Licht-

man Stage IIの状態と考えられた.

手術所見:当初は，舟状骨への榛骨からの血管柄

付き骨移植と榛骨短縮術を計画していたが，術中所

見では，舟状骨近位骨片は 3つに分節化 しており，

そのうち 2つは肉眼的に完全に壊死していたため，

舟状骨温存は困難と判断した(図 7) このため計

画を変更し，舟状骨を摘出した そのままでは月状

宵に不安定性が残るので 月状骨有頭骨間固定を施

178 

図 4 CT 

図 6 MRI STIR画像

舟状骨 ・丹羽:骨ともに高信号
と低信号が混在

行した.この際，月状骨有頭骨間隙に焼骨からのIIfl

管柄付き骨移植術を施行 し，椀骨採取部はペース ト

状の骨補填材で充填した

図 7 術中所見

舟状骨は分節化し壊死していた
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図 8 j;F<i後 1年正面l

[結果]

術後経過術後 5週間ギプス固定を行った 術後

6か月で月状骨有頭骨の骨癒合をJ確認 した 術後 1

年の時点で，痛みなく ，右手関節可動域は掌屈 40
0

，

背屈 40
0

，機屈 10
0

，尺屈 20
0

であっ た. また，握

力は右 lOkg，左26kgであった.x線像(区18，9)で，

}=I状骨の骨硬化像は改善 していた.

可動域と握力に低下見られるものの.終痛なく ，

患者は満足 していた.

[考 察]

舟状骨と月状骨の]!!~J商性壊死合併症例は . 現在ま

で3例報告されている.

世界初の報告である Budoffらの症例 1)は， 50歳

女性で， 7年前からの手関節痛があり，危険因子と

して， 11年前に 3か月ステロ イ ド内服をしていた.

また 1喫煙者でもあった X線像で舟状骨，月状骨

ともに分節化を認めており， ulnar variance (以下，

UV)はーlmmだった 治療は近位手根列切|徐術が

行われていた.術後 40か月で，痛みが残っており ，

X線像で榛骨有頭骨聞に OA変形が認められていたー

Parkらの報告の症。IJl)は， 56歳女性で， 20年前

から右手関節痛があり， 危険因子は特になく， x線

{象で月状骨分節化と舟状骨近位に袋胞形成を認め，

uvは Om mであった 治療は，検骨舟状骨月状骨

回定術が施行されていた.術後 l年で終痛なく経過

していた.

Bhardwajiらの報告の症例 けは. 20歳男性で， 3 

か月前からの右手関節痛があり，危険因子として，

5年間市販の薬草をのんでおり，この成分が詳キ111不

明だが.ステロイドが含まれていたのでないかと推

図9 術後 1年 側 面

測されている.x線像で舟状骨の分節化を認めてい

て， uvはー3mmだった.治療は近位手根列切除術

が行会われていた 術後l年で底痛なく経過 していた.

これらに対 して，今回の症例は， 56歳女性で，

数か月前からの右手関EfJ'i1高があり ，危険因子と し

て，ステロイ ド内服などはなく 2年前に右手関節

を捻挫 した既往があった X線像では，舟状骨の分

節化と月状骨の硬化像を認め， UVは-lmmだった.

治療は舟状骨摘出と 月状骨有頭骨固定術を施行 し

た.術後 1年で終痛な しだった

これらを総合する と，危険因子は明確なものはな

く， UVはマイナスである傾向が強く，治療は病態

に合わせて近位手根列切|徐や部分手関節固定が行わ

れており ，術後に痛みは改善するが， 可動域や握力

は低下する{頃向にあった

[まとめ]

極めてまれな，舟状骨と月状骨の無!商性壊死合併

症例を経験 した.舟状骨は高度分節化， 月状骨は骨

硬化の所見であり ，舟:1犬骨摘出と月状骨有頭骨間回

定を施行した.可動域と握力の制限はあるがき痛み

は消失 し 患者は満足 していた.

[文献]

1) sudoff J E， et al. Concomitant Kienbock's disease ancl 

Preiser's clisease: a case report. J Hancl Surgery Am 31: 

1149-1153.2006 

2) Park [ J， et al. Coexisting avascular necrosis of the 

scaphoicl ancl lunat巴.J Plast Sllrg Hancl Surg 44: 252・

256.2010. 

3) sharclwaj P， et al. Concolllitant avasclllar necrosis of the 

scaphoicl ancllllnate. Hand Surg 17: 239-241， 2012 
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1997年から 2009年にかけて東北大学形成外科での

症例及び 2010年 4月から 2012年 3月の当科での症

例を対象とし，検討した.[結果113年間に東北大

学形成外科に搬送された切断指は 446指 再接着を

施行したものは 330指 生着指は 296指(生着率は

約 89%)であ った.労災事故症例は 201指で年々減

少傾向にあ った.一方で 2010年 4月以降当センタ

ーに織送された切断指は 158指，再接着を施行した

ものは 60指，生着指は 52指(生着率約 87%)であっ

た.労災事後は 98指であったが，東日本大震災発

生後震災復興が進むようになる平成 23年 9月以降

著 しい増加を認めた. [考察]近年の労働環境の改

善により労災事故による切断指は減少傾向にあるこ

とが判明 した. しかし，先の大震災のより労災事故

が増加した.その背景には本格的な復興のさなか，

以前には建設業などに従事していないもの，慣れた

作業ではないものや復興ボランディアなどの外傷が

増加し，それにつれて再接着症例も増加するように

なったものと考えられる.

S1-4 労働災害における切断指再接着の検討

関東労災病院 O小林康

深津克康

高群浩司

2000年-2011年に当院で行った労働災害による

切断指再接着例について検討した.対象は 97例

122指，男 89f9IJ .女 8仔1]，年齢 18歳-76歳(平均

年齢 40.0歳)でヨ 受傷年齢は50代 ・30代 ・60代 -

40代の順だった.受傷月は 7月が最も多く 8月が最

も少なかった.受傷H琵日は木 ・火 ・水 ・土11程の/11員だ

った 受傷H寺刻は 71時台-20時台で，午前と夕方が

多く 13時台が少なかった.受傷から手術開始まで

の時間は平均 210分 (83-507分)で，午前に受傷

した患者では手術開始までに時間を要する傾向があ

った.産業別では製造業が 59例とi最も多く，プレ

O三上容

山本 真

業務災害や通勤災害で受傷した被災労働者(患者)

が労災認定されれば，労災保険から治療費と休業補

償が支払われる 労災認定には患者による申請が必

要である.治療が終了し症状固定となったH寺点で|鎗

害が残れば， 主治医が後遺障害診断書 (10号様式)

を作成し，これに基づき後遺障害が認定される.後

遺障害等級は，医師(地方労災医員) が患者を診察

した後 3 労働基準監督署長が認定する.等級は 1-

14級まであるが，補償金は 1-7級は年金と して，

8-14級は一時金として支払われる.等級に不服が

ある場合には，不服申立て制度により審査請求でき

る 後遺障害認定後の救済措置として，アフターケ

ア，再発，外科後処置などの制度がある.アフター

ケアの対象傷病は 20であるが，そのうち上肢に関

連するのは，振動降害，人工関節 ・人工骨頭置換，

末梢神経損傷である 適正な症状固定時期を設定

し，患者の適切な社会復帰を促進するためには，労

災補償制度に関する基本的知識が医師にも求められ

る 平成 18年に日本職業 ・災害医学会により 「労

災補償指導医j制度が作られた本制度が労災認定

や後遺障害等級認定業務に寄与することが期待され

る

司

Sl-l 上肢外傷と労災補償

横浜労災病院整形外科

Sl-2 切断指セン タ における労災切断指の特徴に

ついてー労災は本当に減っているのかフー

仙台医療センター形成外科 ・手外科

O鳥谷部荘八

牛尾茂子

[はじめに]労災事故は減少しそれに伴い切断指

も減少傾向にあるといわれている.宮城県内の再接

着センターとなっている当院における切断指症例を

検討し，労災事故の傾向について調査 した [方法]
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ス ・器械による受傷が多かった.次に建設業と食品

加工業が続いた.玉井分類では zone1 : 29指，Il: 

24指， III: 18指， IV: 30指， v (および手掌~肘): 

20指肢で，生着率は zone1 : 82.7%， II: 91.7%， rn: 
89.5%， 1¥1: 86.7% V: 75.0%だった複数指切断

は24例で切断指数は 2-8指だった.プレス高度挫

滅例は生着率が比較的低く，追加手術回数が多くな

る傾向にあった 指尖部再建希望例には 1/21剥止爪

皮弁を行った

Sl-5 男性手根管症候群と業務障害

東京労災病院整形外科 O平津英幸

楠瀬;告

段 鐘晃

武光 真 志

山中 誠

[はじめに]手根管症候訴が労災とみなされるか

否かは議論を要する問題である.米国労働安全衛生

局は繰り返 し作業等が手根管症候群の リスクである

とし多業種に予防を推奨している.しかし ASSHは

作業活動と手根管症候群発症との聞に因果関係はな

いという報告を支持しており統ーした見解が得られ

ていない.そこで演者らは当院で治療した特発性手

根管症候群男性例を調査し，職業との関連等につい

て検討を行った [対象]当院において平成 13年~

平成 22年の 10年間に手術を行った手根管症候i洋

234手のうち男性例は 59例 74手であった.透析 4

例 7手， 1骨膜炎 4fJIJ 5手，外傷に起因したもの 4例

4手を除外した 47例 58手を対象とした 診断は理

学所見，電気生理学的検査を行った [結果]手術

時年齢は平均 60歳であり，多くは日常頻回に手を

使用する職業であった.全例労災保険を使用してい

なかった. [考察]海外では頚肩l腕部作業関連障害

の有訴率が非常に高く ，頭肩!腕症候群等の病態定義

の |境 I~çさが問題となっている 手恨管症候群は反復

性作業により生じるという病態は良く知られている

が，本邦では労災として治療されている症例は少な

い.[結語]手根管症候群には労災として治療を行

って良い症例も多いと考えた.

615 

Sl-6 自賠責保険の視点からみた後遺障害等級認定

の諸問題

順天堂大学整形外科 ・スポーツ診療科

O井上 久

自賠責保険における後遺障害等級は労災のそれに

準拠しているが，福祉事業的な意義を持つ労災補償

に対し，損害賠償の立場に立つ自賠責保険において

は，認定された等級の意義やその影響力について大

きな違いが存在する.実務面においても，自賠責保

険では医師による診察がなく書類審査のみであるこ

と，症状固定(後遺障害認定)後のアフターケア，

再発.外科後処置などの制度がないこと，単に後遺

障害慰謝料だけでなく等級を基に労働能力喪失率が

決定され，これに従い一定の年齢までの逸失利益が

算定され，これらが一時払いされること ・・などの

違いがある 加えて，認定を受ける患者は一般に被

害者であるため感情的な要素が強く混入し，さらに

は医師の間に，賠償問題にはなるべく関わりたくな

いという意識が少なからず存在し，後遺障害診断書

作成に協力的になり難いこと ・-などの事実と相ま

って，後遺障害等級を巡る係争が少なくない.

以上を踏まえ，現行の後遺障害等級の認定基準お

よび認定実務の実態，ならびにその問題点につき，

損害保険会社の顧問医経験に照らしつつ自賠責保険

の視点から見解を述べたい

S2-1 特発性手根管症候群に対する手掌内小皮切を

用いた手根管開放術の成績と予後関連因子

大阪労災病院整形外科 O矢野公

恵 木 丈

[目的]

手術加療を行った特発性手根管症候群の術後成績

と予後関連因子を検討した.

[方法1
2007年 4月から 2011年8月に当院で手掌内 2.5

cm小皮切からの手級官開放術を行い，術後 1年以

上経過し評価できた特発性手恨管症候群 71例 89手

(女 53例，右46例，両 18例)を対象にした.女53WIJ， 

平均年齢 71歳 (28-84)，平均術後観察期間 41カ丹

(14-65) ，平均術前催病j明間 43カ月(1・269)であっ

た.術後しびれ，痛み，満足度 (10点満点)をア

ウ ト カム，性，手Wí時年齢，擢病朋r:~ì，喫煙，飲酒.

糖尿病，高Ifil圧，高コレステロール血症，高中性JJ旨
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肪，心血管イベント， BMI，術前神経伝導検査を予

後関連因子とし，統計学的に検討した.

[成績]

術前に しびれが全手，痛みは 48手にあり 3 術後

はしびれが消失:54手，軽減:21手，不変:10手，

悪化 :4手，痛みは消失:41手，軽減 :6手，悪化:

1手，満足度は平均 8(0-10)であった.術後しび

れは性，年齢，高血圧，高コレステロール血症 3 高

中性脂肪，術後痛みは神経伝導検査，満足度は性.

年齢，催病期間，高コレステロール血症， BMIが

有意に関連 した.

[結論]

予後関連因子と して高脂血症との関連を認めた.

脂質代謝異常が病態に関与している司能性がある.

S2-2特発性手根管症候群の病態

虎の門病院リハビリテーション科

0中道 健

手根管症候群 (CTS)の多くは特発例で，明らか

な原因を欠く .しかし，当科の調査では以下の特徴

がある.

(1)単純 X線上手が小さい 発育性手根管狭窄の

背景因子と考えられる

(2) 1腿滑膜の組織学的所見は多くが正常である.

線維化，浮llillを時に認めるが，これらは健常者にも

認められるため特異的変化ではない.炎症は認めな

(3)超音波検査上， 1.雌滑IJ長の増生はあ っても軽度

である.

(4)正中神経は圧迫されない.逆に電気生理学的

重症度に相関 して腫大し，手根管内圧を増}JIIさせう

る

(5)手指の屈伸にともない正中村l経は生理的に側

方に移動するが，C1ちではこれが抑制されている.

(6)高コレステロール(低比重リポタンパク (LDL))
血症例に多い

(7)正中神経断面積(含絞犯部位)および腿滑l慌

の線維化，浮IJ重の頻度は LDLと相関する.

上記より，特発性 CTSの病態を以下のように考

える 静的には，中高年(特に閉経期女性)に高値

となる LDLに相関した正中神経の腫大(神経要因)

およびl陛滑膜の線維化，浮腰(和11経外要因)の両者

により手根管内圧が上昇する.小さい手(特に女性)

- l82 

では手根管狭窄の結果，内圧上昇が顕著となる.動

的には，神経の生理的可動性が抑制され，機械的ス

トレスが増加する.

S2-4 特発性手根管症候群ぽrs) の病態， 手根管

症候群ぽrs)とはね指 (出ggerfinger，TF) 

は果して簡単な疾患か?

仙庖総合病院整形外科 O宮坂芳典

手根菅症候群 (CTS)とばね指 (TF)が合併する

事は広く知られている.また屈筋!即位鞘滑膜炎など

関連疾患の臨床的観察から，手のこわばりの複数の

病態を考察し，これらの関連と overlapする関係を

報告する. CTSとTFは果 して簡単な疾患か?この

questionの答えは yesと 110である Yesは，軽い

しびれのみの症例や単発性のばね指のみの症例が含

まれる.Noとしては，両側CTS例でTFを伴うもの，

多数指の TF症例が含まれる.手のこわばり感や手

指屈11111埠害を伴う例が含まれる.病態として広範な

屈筋雌l挫鞘肥厚が CTSとTFとの共通する原因とな

りうる.臨床的観点からは，① simpleCTS，TFの

症例か，または② 110tsimple casesかを鍛別 し，診

断を進めていくべきと考える ①の場合は屈筋!凶健

鞘滑膜炎の有無について診断を進めていく .I大!科疾

患として関節 リウマチなどが含まれるが，基礎疾患、

が否定されても，屈筋!腿l健鞘肥厚を示す症例が数多

く存在する.①と②との鑑別が重要な点は予後が決

定的に異なることが挙げられる.①と診断 した症例

は治療に反応し予後良好なのに対して， ②の痕例は

術後の合併症ややI~j後再発の可能性を考え治療を進め

る必要があるー特発|生CTSにおいても屈筋腿l此鞘

滑膜の浮11重・IJ巴厚を示す症例が多いことを報告した.

S2-6手根管症候群に対する手指屈筋膜滑膜切除術

崎玉成窓会病院 ・I奇王手外科研究所

O福 本 恵 三

村中秀行

菅野百合

小平 聡

加家壁正知

白井隆之

{目的]特発性手根管症候鮮の成因は手指屈筋!陛

滑IJ英の浮l匝. IJ巴厚の関与が指摘され，ステロイド手



根管内注射の効果は腿滑膜の浮腫を軽減し手根管内

圧が低下するため発現すると考えられる.手根管症

候群に対 し横手根靭帯切離な しに屈筋l躍滑膜切除術

のみを行う術式を行ったので報告する.

[方法]対象はステロイド注射で一時的にしびれ

が軽快する手線管症候群患者 17例 20手，全例女性

で平均年齢 57.8歳，10例にパネ指を合併 した初

診から手術までの期間は平均 24.5ヶ月でステロイ ド

注射は平均 6.2回行わ れた.手術は手関節掌側，

PL， FCU腿聞に約 3cmの切聞を加え，FDS， FDP 

腿滑膜を手関長11，指を屈伸しながら横手根靭帯のや

や末梢まで切除した.

[成績]術後経過観察期間 は 6-29ヵ月 (平均

16.6ヵ月).術後 しびれが消失 したもの 17手，一時

的にしびれが消失 したが再発 したものが3手で， 2 

手はその後ステロイド注射でi陸快，母指球筋萎続iが

高度な症例 1手は OCTRを追加した.術後の pillar

painはなかった.

[結論]本術式の成績は良好で，横手根靭;情を切

lii(~しないため pillar painは起らない.母指球筋萎縮

の~nれ n陸症例が良い適応で，手根管症候群の病態に

対する本質的な治療法と考える.

1-1鏡視下手根管開放術と併用した母指対立機能再

建術

仙塩総合病院整形外科 O宮坂芳典

当科では 2ポータル法の鏡視下開放術を原則的に

行っている.手線管症候群重症例で，不iJき手側に同

時に母指対立機能再建を行ったが，その短期成績を

報告する 母指球筋委縮が半年以 t持続 して， 11fl放

術と同時に対立機能再建を行った 10症例を対象と

した.やI~後経過観察期間は 3 カ月から 5 年で平均 6

カ月であった.術式は鏡視下開放後，機骨茎状管を

展開し短母指fiMvj(EPB)を同定， EPB健径 2mm

以上の場合は向指 MPJ部で切離 し，母指球部皮下

をとう した後，短母指外転筋 (APB)停止部l陛と腿

縫合しさらに母指基節骨近位音1)にアンカー縫合し

たー径 2mm未満の場合は示指 MPJ背側より示指

{I:I:I筋 (EI) を採取 して，同様にl陛縫合+アンカー縫

合した 結果として術後手の巧融運動の獲得まで術

後 3-5か月を要 していた.この理由と しては，移

行腿による母指対立が可能となるまで 2-3カ月で

あったが，知覚回復まで 3-5か月かかるためと考
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えた.術直後にギプス固定を外した l例を除いて，

9例は手の巧織運動が獲得されていた.本術式は小

皮切を多数要するが，鋭視下開放術の皮切と併用で

きる特徴を有する.問題点と して移行腿長に余裕が

なく，強い緊張下にアンカー縫合を要する症例もあ

る点が挙げられる.

1-3 重度手根管症候群と重度肘部管症候群の合併例

に対し，1期的機能再建術を行った 1例

米沢市立病院整形外科 O長谷川 和 重

川上 純

[症例178歳男性，農業

[主訴]左手でつまめない?物をつかめない.

[現病歴13年以上前から左母指球の萎縮あり，

次第に左全指のしびれ感 ぎこちなさが出現し前医

を受診，当科に紹介された.[臨床所見]左母指球，

背側骨問筋の高度の萎縮と鷲手変形あり.母指対了

不能， Kapandji score2.正中神経，尺骨神経領域の

知覚障害 あり .握力 7kg.Biceps5/5， Triceps5/5， 

ECR5/5， EDC5/5， AOM5/1， F015/1， APB5/0， 

FOP5555/5532.右 APB，FD1， ADMの CMAPは導

出不能.SNAPは右正1:1功11経(示指)，尺骨神経(小

指)で導出不能憐骨神経は正常. [手術]中指

FDSを用いた母指対立再建術と ECRLを力源とし

4-lail長掌筋l陸移植を用いた鷲手変形矯正 (Brand法)

を行った.[術後経過13週外固定後，機能訓練を

開始.擬力 9kgと改善し，つまみ，ペッ トボ トル把

持動作が可能となった [考察]変形矯正と power

gnpのWl得を目的に Brancl法をj選J尺した.Brancl 

法は手技が煩雑ではあるが.側索の機能再建による

Claw handの直接的矯正と MP関節屈曲力の増加が

期待できる方法である.本例では把持機能が改善に

効果的であったと考える

1-5 痛風結節により生じた手根管症候群の 1例

山梨大学医学部整形外科 O佐 藤 信 隆

佐 藤 栄

長 選 晃 樹

大 北弦 樹

務 藤 正 憲

i皮 E 浩 孝

{目的]痛風結節により生じた手根管痕候詳の手
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術症例を経験したので報告する

[症例]症例 71歳男性.約 2年前より右母指 ・示

指 ・仁h指を中心としたしびれ感が強くなり，近医に

て加療の後，当院紹介となる.既往歴，高血圧・高

尿酸瓜l症.当科受診時， 血清原酸値は 7.3mg/dlと正

常値であった.母指球の萎縮に加えた母指対立運動

は不能であった神経伝導速度検査では SCV.MCV 

とも測定不能 M問所見では手関節音I~掌側に T1で

low， T2で lowから highのl盟癒織の陰影をみた

以上から Grade3の診断で手恨管開放術を施行.術

中所見では正中神経は横手根靭帯中央部で圧迫され

非薄化し，痛風結節が掌側手間i!(rj包に沈着してい

た 病理組織所見では，多数の尿酸結品と，好酸性

無構造物質が線維性組織で、固まれた結節を形成して

いた 痛風結節の増大とともに正 ~I功1 1経は庄村|さ

れ，手根管痕候群へと進展したものと考えられた.

術後，症状は改善した.

{まとめ]比較的稀な痛風結節による手線管症候

群を経験しました.高尿酸血症に対する加療を行っ

ている態者に対しては痛風結E(r'jを伴うことも考屈を

要するものと考えられました

1-6携骨頭切除術後長期間経過して肘部管症候群を

発症した 1例

和歌山県立医科大学 救急集中治療医学講座

0下江隆司

和歌山県立医科大学 整形外科学教室

谷 口 泰徳

浅 井 宣樹

辻本修平

吉田宗人

[目的]今回， {尭骨頭切|徐術後長期間経過して肘

音I~管痕候群を発症した l 仔IJ を経験したので報告す

る. [症例168歳.女性.既往歴:約 30年前に交

通外傷により左肘関節音11を受傷し，近医で検骨頭切

除術が施行された 現 病歴約 l年前より左手尺側

のしびれを自覚し当科を受診した.現症左手尺側

にしびれを認め，また背側骨間筋および、小指球筋の

委縮がみられた 左JI，J関節外{l!'1に不安定性がみら

れ，左上腕骨内側上如、の末梢で Tinel徴候が陽性で

あった.運動神経伝導速度は充)]，J 音 I~管音1\で 3 1.2m/s

と著明に低下していた 画像検査 左侠骨頚が切除

されており 外反肘変形および変形性刑関節症性変

化を認めた.手術所見 :肘関節屈曲により尺骨神経

は前方へと脱臼した.また，屈IJ:lJ動作により肘関節

は棋側偏位し， fibrous bandは強く緊張し，尺骨神

経を絞掘 した.尺骨神経の前方脱臼および機側への

牽引によって自brousbancl部で絞掘が起こることが

肘部管症候群の原因と考えられたため，尺骨和jJ経皮

下前方移動術を施行し経過良好である. [結論]一

般に粉砕型の侠骨頭骨折に対し槙骨頭切|徐術が行わ

れるが榛脅頭切除術の|晩期合併症として肘部管症

候群の発症も念頭に置く必要がある

1-8ラグビ一選手に生じた肘関節周辺での尺骨神経

障害

目的

111質天堂大学整形外科 O有 冨 健太郎

金子和夫

東京労災病院整形外科 楠 瀬 浩一

11匝天堂東京高齢者医療センター整形外科

岩瀬嘉志

杏雲堂病院整形外科 富 田 善雅

ラグビー トップリーグの選手に生 じた尺骨神経陣

害の 2例 3肘の治療経験を報告する

症例 1: 26歳男性，右利き.フランカー.半年前

からの両手尺側のしびれ 右手筋力低下主訴に初

診.両側肘関節の可動域制限，終痛はなかったが，

肘関節屈曲で尺骨神経は前方に脱臼した.術前の赤

堀分類では，右が第 4期，左が第 2期 手術は両側

尺骨神経皮下前方移行術施行.術後 1年で赤堀の予

後手1
'
{illi基準で、は右が良で、左が優で、あり，競技に復帰

した.

症例 2: 31歳男性，右利き.プロップ.半年前か

らの左手尺側のしびれ，左肘関節痛主訴に初診 肘

関節の可動域は屈曲 125伸展 30. 単純X線， CT像

上変形性関節、j躍の変化を認めた.肘関節イ"'1展で、後方

にf割高認めた 術前の赤堀分類では，第 3)明 手術

は尺骨神経皮下前方移行術と後方の骨締切除術施

行 術後 1年で赤堀の予後評価基準は催であり ，競

技に復帰した

考察

今回の尺，南和利|川

|隆径とそれにfド伴2司半|ド5う尺骨神経の前方IJ}脱日悦t臼2変j形影削，性|性肘i険閲禁刻l山印節1 

症でで、あり， 2仔伊例|リlともフオワ一 ドの選手でで、あり' ウエ

イ卜トレーニングの関与が考えられた.コンタクト
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スポーツであるが，皮下前方移行術を行っても， }l~ 

痛はなく競技復帰して良好な成績を得た.

1-9榛骨遠位端骨折術後に前腕筋膜による正中神経

の絞犯を生じた 1例

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科

0鈴木英嗣

若林良明

二村昭元

症例は 49歳男性.スケートボー ドにて転倒し棋

骨遠位端骨折 (AO分類 A3) を受傷.3日目に掌側

ロッキングプレー トによる槻血的骨接合術を施行し

た.閉創時，方形囲内筋を修復後，前腕筋JI具と皮下 ・

皮府を縫合し， ドレーンは使用しなかった.術後よ

り正中神経領域のしびれ ・痛みが出現し， Swr6.65 

以ヒと著明な知覚低下を認めた.Tinel様徴候は手

根管入口部から 3検指近位が最強点であった.神経

伝導速度検査では CMAP.SNAPとも誘発されず高

度の s巴nsorimotoraxon lossと判断した 術後 5週

時に手根管開放+正中神経剥11if~ f;lq を施行，術中所見

で正中神経は手根管入口部より近位の前腕筋}]莫と強

く癒着しており，掌側皮枝分岐部レベルで著明に絞

把されていた.神経剥離術直後よりしびれ ・痛みは

改善し，最終評価時の正中神経領域の知覚は swr

3.22， CAMP' SNAPも導出可能となり， DASHは

3.3点であ った 掌側アフローチ閉創時の前腕筋}]英

縫合の際には，正中神経の絞把が生じる可能性があ

り， 当科では本症例の経験以後はルーチンでの前腕

筋膜の縫合は施行していない.
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[症例173歳男性. 27歳まで旧満州、I(現黒龍省)

に在住.関節症状は 16歳頃より出現， 41歳で KBD

と診断された.右手の癖れが出現し， 6月に当院受

診 した.Phalen testは陽性 正中村l経領域に知覚低

下，母指球筋の萎縮. 手線管部の Tinel様徴候を認

めた.単純 X線写真で月状骨を中心に手根骨の変

形性変化を認め，月状骨の手根管内への突出を認め

た. M悶T2脂肪抑制像で手根管近位の正中神経に

高信号を認めた.右手根管症候群の診断で，同年 8

月に手根管解放術を施行した 神経上膜の肥厚は明

らかでなく， IAE指屈筋11住は月状骨高位で癒着してい

た.月状骨の突出を認めた.神経周囲の|徐圧は十分

であったため.骨刺lの切|徐は不要であった.術後，

速やかに感覚障害の改善を認めた.

[考察1KBD は成長期の長管骨骨端， 関節軟骨の

障害を来し，低身長，関節変形，さらに二次的変形

性関節症を来す疾患である 原因としては，飲料水

説，微量元素欠乏説など諸説あるが，現在の所原因

不明である.本症例では KBDによる月状骨の突出

変形が原因の手根管症候鮮と考えられた.

1-11 前腕コンパートメント症候群に対する手術成

績の検討

那須赤十字病院整形外科 O鈴 木 拓

武田和樹

松丸 聡

鹿陛義塾大学整形外科 山部英行

岩本卓士

[目的]前腕に生じるコンパートメン卜症候群は

比較的稀である 当科で加療を行 った前腕コンパー

トメント症候群の臨床像治療成績について検討し

た.

[対象と方法12002-12年の聞に手術を施行した前

腕コンパートメント痕候府9i'iIJ(男性8i'ilJ，女性l仔11，

平均年齢 48歳)を対象としたー受傷から手術まで

の期間は平均 12(3.5-32)時間であった 骨折，I陛

断裂の有無， 受{号機序， 1*i前コンパートメント内圧，

術式，血液検査，臨床成績，合併症について評価し

た

[結果12例に前腕骨廿折を， 3i91Jにl世断裂を合併

し，2 似IJ は初回手術時 lこ I!住縫合 lil~ï. Il住移行術も{片用

した l陛断裂を呈した続例は全仔1]. 機械への巻き込

みが原因であった.コンパートメン卜内圧は平均 49
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(35-70) mmHg，除圧 した区画は掌側が7例， 背側

が4{71Jであった.7例に手指の癖れが残存 し， 5例

に手指および手関節の拘縮を認めたが， 受傷早期に

手術を施行しえた 2例は合併症を認めず，臨床成績

は良好であった

[考察]術前に!健断裂を正確に評価するのは時と

して困難な場合もあり，受傷機il去も考慮 して断裂の

確認も含め，疑わしい区画を開放することも大切で

ある.

[-13 脂肪腫に合併した Guyon管症候群の 1例

国立南和歌山医療センター整形外科

0辻本修平

和歌山県立医科大学整形外科谷 口 泰徳

下江隆司

吉田宗人

[はじめに]今回我々は脂肪腫により Guyon管症

候群を呈 した 1{9IJを経験したので報告する.[症例1
40歳男性 主訴 :右手尺側の しびれと筋萎縮.現

病歴 :3年前より右手尺側の揮れがあり， i茄萎縮も

出現した.症状が改善 しないため当科を受診 した

初診時現症-右小指球部にl毘砲を削!知し， 右手尺骨

神経領域の感覚異常を認めた.右手背側骨間筋，小

指球筋は著明に萎縮しており，ぽ手変形がみられた.

Froment徴候は陽性であった. MRlでは，右小指球

音1¥にTlおよびT2強調画像とも高信号に摘出される

)]車場像を認めた.軟音1¥1匝癌による Guyon管症候群

の診断で手術を行った手術所見 :小指球部に黄色.

脂肪様のl匝癌を認め，尺骨神経浅枝がその直 tを走

行していた.尺骨1'[1'経深枝はIJ重傷の圧迫により肩平

化しており，尺'間 有(1経を剥 1~1i. し ながら腫湯を一塊と

して摘出した. 病理組織学的には摘出したIJ重傷は脂

肪組織からなる脂肪腫であった.術後 8か月の調査

時，感覚障害が改善し経過は良好である.[考察]

Guyon管症候ti'!'は占拠性病変としてガングリオンに

よるものが多い.脂肪腫による Guyon管症候群の

報告は少なく ，比較的稀であると思われる
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I・14 超音波検査が病変部の探索に有用であった術

後後骨間神経麻療の 2例

東京都立広尾病院整形外科 O田 尻康人

原 由紀則

飯島準

岡本直樹

菅原留奈

超音波検査が後骨間神経麻簿(以下 PINP)の損

傷部採索に有用であった 2例を報告する

症例 1 22歳女性 様骨近位部骨折プレー ト固定

後の PINP
術後 11ヶ月で紹介受診.針筋電図ではIJ!l神経電

位のみで巨|復な し.超音波で、はプレー ト最近位の穴

の部位で神経の連続性が途絶.神経剥liili.を行うと，

所見通り神経は断裂していた.事11経移植村ijを実施

し，術後 2年で指{EII展はほほ完全に回復した

症例 2 54歳女性 榛骨頭骨折Tプレート固定後

のPINP
術後 3ヶ月で紹介受診 超音波で、は榛'南頚部で神

経に連続性があるものの引き筆れたような不整が見

られた. 7ヶ月H寺点で骨癒合を得たが麻簿回復なく，

プレート抜去 し同音1¥位を展開 したところ，神経は輪

状靭帯に縫合糸で縛り付けられ，超音波所見通り絞

把あり.損傷部を切|徐して端端縫合し指伸筋は術後

15ヶ月で M4に回復.

考察

知覚隙筈がなく， Tinel徴候がないため に PINP
は回復傾向があるかどうか判断することが難しい.

特に医原性麻癖の場合には神経修復術を行うべきか

どうかの判断をする事は容易ではない.今回の症例

のように神経損傷部位が非侵袈的にli在認で、きれば，

治療法の選択には有用で、ある.

‘士三五
小口 口口

医原性 PINP2仔IJの治療には超音波検査所見が有

用であった.

[-15 回復の遅い榛骨神経睡眠圧迫麻痩 4例の検討

東京都立広尾病院整形外科 ・末梢神経外科

0原 由紀則

田 尻康人

機骨1''11経睡眠圧迫麻癖は発症後 6ヶ月以内に概ね

自然回復する.6ヶ月経過しても手指{II"展筋力 (EDC)

の回復が悪かった4例を報告する



[症例 1J23歳男.長時間運転後睡眠.翌朝麻癖.

3ヶ月日受診.EDC O.部分変性型障害.発症 7ヶ

月 EDC2+で転医.

[症例 2J18歳男.うつ伏せで 3時間睡眠後発症.

5ヶ月日受診.EDC 0 伝導試験では非変性型であ

ったが，針筋電図検査で混合型障害と判断.発症 1

年目でほぼ機能回復.

[症例 3J20歳男.机に両腕をついて睡眠. 翌朝

麻癖. 6ヶ月目受診. EDC 1+.非変性型.発症 1年

3ヶ月 EDC4 その後 2回再発.針筋電図検査で他

神経疾患合併と判断.

[症例 4J25歳女.飛行機で居眠り後発症.8ヶ月

目受診.EDC 1+. 非変性型であったが，1年で回

復なく筋電図検査行い，頚髄症との合併障害と判

断.現在発症 3年 EDC3-.

{考察]受診時の神経幹伝導試験で変性型であれ

ば回復が遅れることは予想できる. しかし非変性型

であっ ても，一部変性線総を含む混合型や. 他有11経

疾患合併により回復が遅くなる症例も存在する.~ I" 

変性型麻揮であっても回復の惑い症例では原因検索

のため針筋電図検査を行う必要がある.

1-16 乳癌転移性腕神経叢腫霧の2例

横浜労災病院整形外科 O中川 将吾

山本 真

三上容司

乳癌術後に上JJ支麻簿を呈 した lllï_;移I~:I腕神経叢腫場

を経験したので報告する.症例 1: 57歳女性， 7年

前に左乳癌に対し乳房全摘手術を受け， 術後は化学

療法のみが行われた.1年前から左上JJ支しびれ!惑が

出現し，徐々に左上肢麻癖 ・終始iが進行した 前医

では腕神経叢を展開するも生検は行われず， li'fff定診

断に至らなかったため，当科紺介受診した.左鎖'I~l'

上部に硬化した索状物を fq1t知し，左上IJ支不全1~料理お

よび知覚障害があり ，造影 MRIで左腕神経叢に沿

った造影効果が確認された. 切1';トl生検を行い，前医

標本との免疫組織化学的比較から，乳癌の腕神経叢

神経内転移と診断した ー 症f~IJ 2 : 59歳女性、6年前

に右乳癌に対し乳房温存手術を受け，放射線治療も

行われた 10ヵ月前から右手指しび、れ!惑が出現し，

徐々に右上IJ支麻簿が進行し，当科紹介受診となった.

同様に切開生検を行い，腕神経叢神経内~移と診断

した.悪性IJ主蕩の腕神経叢神経内転移の報告は隔で
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ある.麻揮が軽度の場合，画像診断は困難で確定診

断に至らないことが多く，放射線治療後の麻癖との

鑑別も必要で、ある.乳癌治療後の上肢府、海例では，

転移性麻療を念頭に置いた早期診断と，その後の集

学的治療が重要である.

1-17 非外傷性母指 CM関節脱臼の 2例

太田総合病院手外科センター O根 本 高 幸

富 田泰 次

金 潤 喜

岩 崎 幸 治

牧田総合病院整形外科 平出 周

[目的]今回我々は極めてまれな母指 CM関節脱

臼の 2例を経験したので報告する.

[症例 1J52歳，女性.6カ月前から右母指 CM

関節に熔痛および腫脹が出現し，徐々に母指に力が

入りづらくなり当科を受診 した.単純X線写真では

母指 CM~1節が脱臼しており， M悶 では第一中手

骨基部に骨IJ重蕩をみとめた.術中所見では前斜走靭

帯付着部に病的骨折をみとめ，これにより CM関節

が脱臼し軟骨面は広範に欠損していた.手術は骨臨

場を切除後，関節形成術を施行した.病理検査は骨

内ガングリオンであった.

[症例 2J54歳，女性.1年前から右母指 CM関

節の随意性脱臼をみとめたが， 1カ月前から 自己整

復できずhl'i痛が続くため当科を受診した 既往歴に

左尺骨頭脱臼，左母指 CM関B白卸節(J'j、'j脱臼があり 全身{伯1

関節弛緩をみとめた.手術は軟骨面が比較的保たれ

ていたため Eaton法による靭帯再建術を施行した.

[考察 ] 私共の渉猟し得た範囲では~ I='外傷性母指

CMIWMt日 II!~臼の報告は l 例のみであ った.脱臼の原

因はIJ重傷による病的骨折と全身性関節弛緩であっ

た.術式は関節固定術，形成術，靭帯再建術が考え

られるが，術中にmx'胃而の状態を十分に観察した上

で患者の QOLも考慮しゃI:j式を選択すべきであると

考える.

1-18 保存的に加療可能であ った外傷性母指 CM

関節脱臼の 1例

西明病院整形外科 O三 浦 一 志

[目的]外傷性母指 CM関節目見臼はきわめて頻度

が少なく，報告が散見されるのみである.徒手整復

-l87-
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が可能であっても整復位の保持が困難で、あるため，

しばしば再脱臼をきたす.今回，徒手整復後短期間

の外固定のみで再脱臼をきたすことなく経過 した 1

例を経験したので検討を加え報告する

[症例]症例は 18歳，高校 3年生男性である ラ

グビ一試合中にタックルをした際に右母指に激痛が

走ったとのことで受傷当日受診した.単純X線にて

右母指 CM関節背側脱臼を認めた.脱臼を徒手整

復後， IP関節を含めない thumbspica castとした.

術後外固定を 4週施行予定としていたが， 2週の時

点で遠征先の病院で外固定を除去しテーピングを施

行した上で試合に出場していた 整復後 4週で再診

したが，再脱臼は認められなかったためテーピング

施行にて試合出場を継続させた.受傷後 10週経過

時点で，軽度のJ割高は残存しているが再脱臼は無く

握力は健側比 100%と良好であった.

[結語]外傷性母指 CM関節脱臼は，徒手整復後

に安定性がある場合は外固定のみでも治療可能な場

合がある.

ι19 当院における母指 CM関節症に対する

Suspension and interposition arthroplasty 

)1回天堂大学付属浦安病院整形外科

0市原理司

原章

東京労災病院整形外科 楠瀬浩

順天堂大学整形外科 金子和夫

I~I 的:保存治療が無効な母指 CM 関節症に対し，

当院で行っている suspensionancl interposition ar-

lhroplaslyを紹介する

方法:母指中手骨基音1IにA-P方向に骨子しを作成し，

~~側手根屈筋!陛 ( FCR) を半裁したものを骨子Lに通

し長母指外転筋l陛 (APL)と FCRの聞で 8の字に編

み込むという方法で行っている.

症例 :58歳女性右母指 CM関節症(Eatonstage 

IU)に対して保存加療により熔痛改善しないために

同手術を施行した

結果 術後熔痛は消失した. AOLは改普し，母指

の可動i札ピンチ力，握力は改善 した.術後 12カ

月の経過観察で母指~I:I手骨舟状骨遠位 lî，\:jINtは維持

されている.

考察 fiiI斜走靭帯，背槙側籾帯はlヨ指 CM閑i'ii1

の安定化に重要である.本方法は半裁した FCRを，
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APLとFCRで8の字に編み込み大菱形骨切除後の

スペースに充填することで，母指中手骨基部の背側

転位，MP関節の過{I!J展，術後のiヨ指短縮を予防可

能とする.

結論 :当院で行っている suspensionancl interpo-

sition arthroplastyは母指 CM関節症に対して有用

な方法で ADLや可動域改善を望める.

1-20 舟状骨偽関節に対する血管柄付き骨移植術の

治療経験

加納岩総合病院 O高山拓人

[目的1Zaiclemberg法に準 じ，1，2-ICSRAを血管

茎と した骨移植術を経験したので報告する.[対象

と方法]対象は 5例で男性 3f91J，女性 2例，平均

46.6歳， 経過は保存治療後が 4{91J，他院術後が 1例

であった 受傷から手術までは平均 30.5ヶ月，経過

観察期間は平均 20ヶ月であった.骨折型は Filan

Herbert分類の 01が 1f911， 02が3例， 03が 1f91jで
部位は服部 3例，近位音112例であった 手術は必要

に応じて海納骨移値も行い OT]screwまたは K-wire

で固定 した.OISI変形の矯正は骨移植の工夫と中村

法をm用して行った. 術後は thumbspica caslを平

均5週間行い， splintを作製 し， 関節可動域訓練を

開始した.[結果]骨癒合は 4例で得られ，癒合期

間は平均 9.6週間であった.03の症例は偽関節と

なった. [考察]近位骨片が骨皮質のみ存在 し，骨

欠損の大きい症例や humpback変形の矯正を要す

る症例，移植骨の安定化のためには遊llHf:J腸骨移植の

併用とより確実な内固定法が必要であると考えられ

今後検討を要すると考えらた.

1-21 舟状骨遷延治癒骨折に対して積極的加療を行

わずに骨癒合が得られた 1例

越谷市立病院整形外科 O越 智 宏 徳

)1阻天童大学整形外科 有冨健太郎

目的

舟状骨選延治癒骨折に対して積極的加療を行わず

に骨癒合が得られた 1仔Ijを経験したので報告する.

症例

18歳男性，イヨ利き.バスケットボール中にジャン

プして着地した際に左手を着いて受傷.近医受診す

るも単純 X線像で異常なしとの診断で経過観察と



なった 受傷後約 3ヵ月の時点で左手関節痛を主訴

に他院受診され舟状骨遷延治癒骨折の診断で紹介受

診となった.単純 X線像で舟状骨体部に転位のあ

る骨折線を認め，周囲に若干の硬化像を伴った骨透

亮像を認め骨癒合は得られていなかった.手術治療

を考慮したが，本人の都合により行われなかった.

初診時以降は通院せず積極的加|療を行わずに経過

し， 受傷から約 11ヵ月後の再診時に柊痛は消失し

ており，単純X線像と M悶 T1強調像で変形治癒を

認めるものの骨癒合が得られていた.

考察

単純X線像上骨折部に転位があり，骨透亮{象を認

めた舟状骨選延治癒骨折の治療としては手術治療が

一般的で，放置された場合は偽関節を生じる可能性

が高い.手術治療を行わす、に低出力超音波を用いて

骨癒合 した報告はあるが 外固定や低出力超音波等

の保存治療をせずに骨癒合した症例はまれである

11-2 榛骨遠位端変形治癒骨折に対する コンビュー

タ支援三次元矯正骨切り術-s-TCP単独使

用例の成績一

大阪市立総合医療センター整形外科

0香 月 憲

米田昌弘

高松聖仁

池田幹則

上村卓也

岡田充弘

[目的]術前切削加工した βTCPを単独で用いた

榛骨遠位端変形治癒骨折に対するコンピュータ支援

三次元矯正骨切り術の成績について報告する.

[対象 ・方法]対象は女性 5仔1]， 平均年齢 64歳，

骨折型は Colles型 4例，Smith型 l例，術後観察期

間は平均 12.5ヵ月.市販の CADソフトを用い，患

者の CTデータから健側の鋭{象をもとに三次元模聞

き矯正骨切り術をシミュレーションし.三次元切削

機を用いて生じた骨欠損音1¥に一致した埋植人工骨

(オスフエ リオン 60@) を作成.手術はこれらの計

画をもとに骨切りを行い，術前切削加工した s-TCP
をだI!植，プレー トとスク リユ ーで内固定 し，X線像

と臨床成績を調査した

[結果]術後の各 X線パラメータの健側のそれと

の差の平均は palmartiltで 3.20
，radial inclinationで
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4.00
， ulnar varianceで 0.6mm，最終観察時に手関節

痛を訴えた例はなく，掌背屈平均可動域は討す前 91
0

が術後 1240
に，握力は術前平均 12.7kgが術後平均

18.5kgに改善， Mayo wrist scoreは術前 faげ 1f91]， 

poor3例が，術後全例 gooclに改善した

[結論]術前切削加工した s-TCPを用いた槙骨述

位端変形治癒骨折に対するコンビュータ支援三次元

矯正骨切り術の術後成績は良好であった.

11-3 前腕骨矯正骨切りやt.iにおいてコンビュータを

用いた術前計画と 3次元骨モデルが有用であ

った 2例

東京大学医学部附属病院整形外科 ・脊椎外科

O山崎嘉之

坂 井 邦 臣

上 原 浩 介

森崎 裕

]R東京総合病院 三 浦俊樹

前腕骨骨折後の変形治癒は，整容上の問題に加え

終痛，前腕回旋制限などの機能障害が問題となる.

機能改善のため矯正骨切りやl:jを行う場合，的確な術

前計画と正1確な骨切りが必要である.従来， {建似IJと

患側のレントゲン画像を比較し術前計画を行ってき

たが， 2次元{象から得られる情報では的確な骨切り

音1)位・角度の設定が困難であった.今@]，前腕両骨

骨折変形治癒に対し矯正骨切り術を行うにあたり，

コンピュータシミュレーションによる術前言|画と 2

3次元骨モデルが有用であった 2拡例を報告する.

2症例とも，前腕両骨骨折変形治癒による前腕回旋

制限があり矯正骨切り術を行った.術前に健側を含

めた CTをj1引象し，コンビュータシミュレーション

上で健側の立体鏡面像と患側の立体像を重ね合わせ

ることで骨切り部位を設定し，最終的に 3次元骨モ

デルを作成した.シミュレーションにて. 2症例し、

ずれも機尺骨 1ii'ii所ずつの closeclweclge osteotomy 

にて矯正可能であることがわかった.手術は作成し

た3次元骨モデルを参考にして矯正骨切りを行いプ

レート固定した. llil内外アークは l症例目で 50度

から 170度， 2症例目は 80度から 140度まで改善し

た.
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11-4 梶骨遠位端変形治癒骨折に対する尺骨短縮骨

切りを要しない新しい closing-wedgeoste-

otomyの試み

札幌医科大学整形外科学講座 O金谷耕平

射場浩介

和田卓郎

J憐骨遠位端変形治癒骨折に対して，尺骨短縮filiJの

併用を必要としない新しい closing-wedgeosteotomy 

を考案 したので報告する

[術式]棟骨遠位端に対し，単純 X線像正面で関

節面となす角が健側の Radialinclination (以下， Rl) 

に一致 し，側面で関節面と平行になるように骨切り

を行 う.さらに近位断端に対し，正面で骨車fllに垂直

で骨中央を通る面，側面で骨刺|の垂線から健側の

Volar tilt (以下， Vf)に一致 した角度で掌側に傾斜

した面で骨切りを行う.近位骨片と遠位骨片の骨切

り面を合わせ，同rschner鋼線で仮固定する掌側

ロッキングプレート で骨接合を行い， 切除された骨

は移植骨として利用する.尺骨の短縮は行わない.

[症例174歳女性.左様骨遠位端変形治癒骨折に

対し， 上記術式による治療を行った.γrはfilす前が

-15度で術後が 10度， 悶 はやliJ前が 12度で術後が 23

度， Ulnar varianceは術前が 5mmで術後が 3mmで

あった.

[結語1Ulna plus varianceが残存するため，手関

節尺側部痛の有無l、やその推移に関する長期経過観察

が必要と考えられた.

の 3{9IJの成績を報告する

症例 1: 61歳男性 一輪車運転中に立木との聞

に小指が挟まリ 受傷.受傷 3日目に尺側から2本の

経皮に ピンで固定.術後 3ヶ月の最終診察日には MP

関節可動域制限はないが， PIPの可動域は 10-85度

と制限がみられた.

症例 2: 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週間の安静岡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 3: 38歳男性 労務中に物が落ちて きて受

傷.単純 x-P上， 左様骨遠位端と右小指基節骨基部

骨折が見られた. 小指は!liz;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，使用できている.

11-10 Humpback変形のある舟状骨偽関節に対す

る血管柄付き骨移植術 Direct Lateral 

Approachによる掌側設置

昭和大学横浜市北部病院整形外科

0川

酒

昭和大学医学部整形外科 稲

上

崎 恵 吉

井 健

垣克記

野幸夫

11-9 基節骨基部骨折に対する術後可動域制限の少 池 田 純

ない銅線固定術

キッコーマン総合病院整形外科

0田中利和

里子内隆治

小川 健

熊谷 洋

落合直之

筑波メデイカルセンター病院整形外科

井汲 彰

手指骨折のうち，基節骨骨折は多く，特に基音1¥骨

折は治療に|燦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

骨問ifiil陛111旨 (interosseoushood)に鋼線を入れるこ

とにより，手指関節の可動域制限を生じない刺入法

門

昭和大学附属豊洲病院整形外科 富

国利雄

馬秀介

田 誠

はじめに1humpback cleformily (HD)を有する

舟状骨偽関節に対する血管柄付き骨移植の問題点と

して， 2aiclemberg法 (2法)では掌側までの血管茎

の挙上が難しく， 一方 Makino法では採骨量には制

限があ った.また背側と掌侃IJの 2ヶ所の皮切が必要

であった.今回我々は，手関節機背側の一皮切 (cli-

rect lateral approach)で，掌側に血管柄付きの移植

骨片を設置する方法を行ったので報告する

対象と方法]手関節第 2伸筋支帯上から Snuff

boxに向けた焼背側の皮切を用い， 2法で採骨した

骨片を遠位に挙上， i干l状骨側面を展開， 茎状突起先
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端も一部切除，偽関節部の掌側を掻把，さらに HD
を矯正，血管柄付きの移植骨片を掌側に設置， head-

less screwで固定した本法を行った 3症例の年齢

は31，50， 70歳，男:女比 1: 2，受傷から手術ま

での期間はそれぞれ 7: 9 : 360ヶ月であった.これ

らの画像と臨床評価を調査した.

結果]全例に骨癒合が得られ， Cooney scoreは平

均85pointであった.

考察}楼背側 1皮切で，掌側にI血管柄付きの移植

骨片を設置出来る本法は有用な方法と思われた.

11-12超音波エコーを補助とした内視鏡下手根管開

放術

東京都消生会仁1:1央病院整形外科 O亀 山 真

小見山 貴継

目的 :手恨管症候群に対する 2portalの内視鋭下

手恨管開放術の|僚に，超音波エコーで正中神経，浅

掌動脈弓の位置をマーキングする有用性を紹介す

る.

方法 :61手に本法を行った.近位手首皮線上に

超音波エコーの採触子を置き，正中神経をマーキン

グする.手根管出口部で尺骨動脈が有鈎骨拘の焼側

か尺側かを確認する.手首皮線の正中神経との交差

部より中，環指聞に向かう線上に採触子を置き，拍

到Jする浅掌動脈弓を採る.小指球の皮膚上にi浅掌動

I1JR弓の位置を示す線を手首j支線と蛇行になるように

マーキングする. Entry portalは正中神経の尺側縁，

exil portalは浅掌動脈弓を示すマーキングより近位

に置く

結果 :Exit portalを浅掌動脈弓の近位にできず直

視下法に変更したものが 1手あった 重篤なねH:I，

血管損傷を生じた例はなく ， i~~前の症状は全例有意

に改善した

考察:Entry portalを正中神経の尺側に設世する

とギヨン管床を切り込み また尺骨動脈が有鈎骨鈎

の検側を走行する場合， exit portal作成時にこれを

損傷する危険がある.これらを回避するために，術

前の超音波エコーによるマーキングは極めて有用で

あった.
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11-13筋肉線維性索状物の切除による筋延長が有効

であった第 1度Volkmann拘縮の 1例

筑波大学附属病院土浦市地域臨床教育ステーション ・

霞ヶ浦医療センター整形外科 O西 浦 康 正

村井伸司

筑波大学医学医療系整形外科 原 友紀

取手北相馬保険医療センター医師会病院整形外科

中 島 佳子

キッコーマン総合病院整形外科 落合直之

症例:52歳.男性，海洋高校教員.主訴・左手

指の屈佐IJ拘縮.現病歴:2011年 7月漁業の網を巻

き上げるゴムローラーに左前腕を巻き込まれて受

傷.終痛 ・しびれ・I1lli脹が強かったが，骨傷なく，

保存的に治療された.手指の運動は徐々に回復した

が，屈rJllt句縮が残存し改善しないため， 10月中旬当

科を紹介され受診した.臨床所見:手関節は屈i曲位

で，手指，特に示指 ・I:IJ指の屈曲拘縮が著明で， 1ft'
展が制限されていた 屈曲は可能であった 手関節

の運動による tenodesis効果が見られた.M聞 では，

手指屈筋 ・伸筋に芦Il度変化が見られ，内部に低輝度

領域を認めた.津下の分類の第 1度 Volkmann拘縮

と診断し， 受傷4か月後に手術を行った.FCR， FDS， 

FDP， FPLI陛の癒着を剥離 した FCR，中指 FDP，

示指 FDS'FDPは，なお拘縞が強かった.筋内を

分けて見ると，内部に線維性の索状物があり，これ

を2-3か所で切除し，他動伸展すると，伸展が改善

した.Wi後は，splinlを用いて， リハビリを行った.

術後 11か月の現在，手指の伸展 ・屈IJlIともほぼ良

好で， ADしにほとんど支障はない.考察 :部分的な

筋拘縮では，腿延長Wiが考慮されるが，筋内線維性

索状物の切除による筋延長で.良好な結果が得られ

た.

II-14経皮的神経刺激装置を用いた上阪の腫蕩切除

時の表在性末梢神経評価の有用性

順天堂大学医学部形成外科 O名 取

林

水

平

人

司

悠

礼

博
野

I~I 的.末梢神経の走行は11重傷による庄村|ーな どで術

中予期せぬ神経走行を認めることは しば、しば経験す

るが， Wi前に末梢神経の走行を視覚的に評価するこ

とは困難である 今回我々は， 11重傷切除時の術前評

価における経皮的神経刺激装置のイ専用性を認めたの
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で報告する.

対象および方法.対象は男性 4例 年齢は 43歳

から 74歳(平均 62.5歳)で，使用した疾患は腫場

周囲に神経の走行が予測された，神経鞘腫 2例 巨

細胞腫 2例であった.斤jpた装置はスティムプレッ

クス串HNS12(B/Braun製)で電極ペンによる体表

マッピングを行った.皮膚に密着させた電極ペンを

移動させ，運動神経は支配筋の収縮で，知]覚神経は

支配領域の しびれ感により神経を同定した

結果 :11車場に圧排された神経をその部位や臨場の

浅層と深層どちらを走行するかといった位置的関係

についても正確に評価できた.

考察 :手術時の末梢神経損傷は避けなければなら

ない合併症であるが，末梢神経の術前評価は困難で、

あり， 行われることは殆どない.我々の1=f:JIIた方法

は運動 ・感覚神経とも術前に正確に評価で、き，神経

走行に合わせ切開部位や剥離範囲を術前に検討する

ことが出来，有!干!な方法であると考える.

11-19樟骨遠位端骨折に対する Reductionand 

Distal Fixation First Techniqueの有効性に

ついて

埼玉医科大学総合医療センター整形外科

0加 藤 直樹

吉 ;峯貴 弘

関谷繁樹

掌;側ロッキングプレートを用いた榛骨遠位端骨折

の治療は，安定した成績が得られる事から現在は標

準的治療法としての座を獲得したと言っても過言で

はない しかし症例数が泊えるにつれ，屈筋腿皮下

断裂などの重篤な合併症も多く報告されるようにな

ってきた 我々は当科で経験した長母指屈筋腿皮下

断裂例を検討し，これまで危険因子として着目され

てきたWatersheclline以遠への遠位設置だけでなく，

遠位骨片の回旋転位の残存によるプレー ト尺側遠位

端の突出が原因になりうる事を確認し，昨年の本研

究会で報告した.この結果を踏まえて当科では，整

復後に，先に問題となるフレート遠位と遠位骨片を

密着 した上で!大l固定する Recluctionancl Oistal Fixa 

tion First Techniqu巴 (R&O法)が有効であると考え

実践 している 本手法は整復をまず行ってから速位

を先に固定するため，挺子の原理で整復する従来の

conclylar stabilizing法とは異なる手法であると考え

赤'L、堂病院整形外科

ている.今回，本法に基づいて関連施設で行われた

手術症例 (35例，平均年齢 58.4歳)の結果から，そ

の有効性を検討 したので報告する.

11-20榛骨遠位端骨折に対する保存治療後に手指屈

筋臆皮下断裂が生じた 2例

(財)新潟手の外科研究所 O森谷浩治

牧裕

I平川直人

成漂弘子

倉 石達也

依 田 拓 也

原敬

吉 津 孝 衛

[はじめに]保存治療後に深指屈筋 (FOP)腿が

皮下断裂 した椀骨遠位端骨折の2例を経験したので

報告する. [症例 1]75歳女性. 60歳時に Colles骨

折の保存治療を受けた.その 2年後に皮下断裂 した

示指 FOPI陛を中指 FOPI陛への腿移行中I'Iで、処置され

た.骨折後 15年経過し，中指 FOP腿も断裂した.

X線写真では背側傾斜 (OT)200
， ulnar variance (UV) 

10mmの変形治癒を認めた.環指 FOP腿へのl陸移

行術に併せて， Oarrach操作を施行した [症例 2]

81歳女性.69歳時に Colles骨折の保存治療を受け

た.ギプス除去後から小指の自動屈曲は不能になっ

ていたが，日常生活動作で、の障害が少なかったので

様子をみていた.骨折後 12年経過し，中 ・環指の

FOPI健も皮下断裂 した.X線写真ーでは OT15
0
， UV 

10mmの変形治癒であった [考察]この 2例は変

形治癒が遅発性 FOP腿皮下断裂の原因になりかね

ないことを示唆している . 遠位~尭尺関節不安定性に

起因する尺骨頭の掌側突出，骨折部や関節縁の骨赫

の他，背屈変形の遺残自体も屈筋)挫の皮下断裂を助

長する要素と考えられる.

11-21開放性榛骨遠位端骨折の治療経験一高齢者を

中心に

越谷誠和病院整形外科 O木 村 和 正

燭協医科大学越谷病院整形外科 橋本智久

佐野和史

大関 覚

[対象 ・方法]対象は 2007年 4月以降 6か月以上

つ'unu 
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経過観察し得た開放性榛骨遠位端骨折症例，女性 7

例で平均年齢 67歳 (57-74)である.受{易機転は全

例転倒.骨折型は AO分類:C2が3例，A2・A3・B3

C3が各々1例.開放創は全例尺骨側で尺骨骨折や

尺骨頭脱臼を合併した.受傷から手術までの期間は

平均 1.4日.レントゲン変化，臨床成績，合併症等

を検討した.

[結果]平均vrは術後 6.7"，調査時 3.60

，平均

uvは術後1.30

，調査時 2.7mm. 臨床成績は Excel

lentl例， Good2例，Fair3例，Poor1例.感染語、;の

合併症はなかったが， volar lunale facet [ragmentに

スクリュー刺入されていなかった l例で1怪度の終痛

が残存した

{まとめ]比較的軽微な外傷で受傷し，全て尺骨

側からの開放創を認め，これは骨折転位により手関

節全体が榛屈かつ短縮することで尺骨が露出すると

思われた ロッキングスク リューが適切に刺入され

ていれば概ね良好な臨床成績を獲得 しており， 倉IJ内

の汚染が無ければ一期的内固定を行なう事は妥当な

選択と思われた.

11-22背側天蓋状骨片を有する榛骨遠位端骨折に対

する治療

厚生連山本組合総合病院整形外科

0伊藤博紀

[目的]背側天蓋状骨片(以下天蓋状骨片)を有

する椀骨遠位端骨折に対し， 1臨床的検討を行ったの

で報告する.[対象および方法]2005年 8月以降，

当科で手術を行 った椀骨遠位端骨折 119例のうち，

単純X線や口、で天叢状骨片を認めた 6例 6手を対

象と し た男性 1例，女性 5f91]， 手術時年齢は平均

63歳 (52-72)，経過観察期間は平均 17ヶ月 (7-31)

であ った.骨折型は全例 Colles型で， AO分類A3: 

2例， C2 : 2仔1]， C3 : 2例であった 発生頻度，骨片

の位置 ( lll ~l" らの分類) ，発生音1I位，治療法につい

て検討した.[結果]発生頻度は 5.0%で.骨片の位

置は連続型 3{911，遊離型 l作1]，髄内型2例であった.

発生部位は守後骨速位背側ま たは続背側部であった.

手術は，bridging lype創外固定を 1WIJに，掌側ロ ッ

キン グプレート を5{91Jに使用した 骨片に対する処

置は，連続型や遊~Jlf.型は 2 仔IJ に 直視下整復を， 2 {9IJ 

に摘出を行った.髄内型の 2例では 2 遠位掌側骨片

をcondylarstabilizing法により整復することで，天
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蓋状骨片の関節内への逸脱が解消され，その確認に

関節鋭が有用であ った.[考察]天蓋状骨片を有す

る榛骨遠位端骨折の治療に際 しては適切な処置が必

要であり，髄内型に対する関節鋭を併用した手技は

簡便で有用であった.

II-23槙骨遠位端骨折後短縮変形に対して 10mmの

一期的延長を施行した 2例

駿河台日本大学病院整形外科 O冨 塚 孔 明

長 尾 聡 哉

鵜之沢泰裕

豊 泉 泰 洋

長岡正宏

日本大学整形外科 徳橋泰明

[はじめに]幼少時の機骨遠位端骨折による短縮

変形 2WIJに対して，10mmの一期的延長を行ったの

で報告する.

[症例 1]28歳男性.12歳時， 左機骨遠位骨端線

損傷にて他院で保存的治療を受けた.徐々に左手関

節部の変形が進行したため当科を初診した初診

時， 著明な手関節焼屈変形を認めた.単純X線像は

Ulna varianceは 10mmの樟骨遠位端骨折後短縮変

形を呈 しており ，一期的検骨延長術および自家骨移

植術を施行した.術後 10か月経過ffi'1，骨癒合が得

られ，矯正損失も認めていない.

[症例 2]20 歳女性.10歳時に左椀骨遠位端骨折

の既往がある 19歳時からの左手関節痛にて当科を

初診した.初診11寺，手間E!I'j可動域および握力の軽度

低下を認めた 症例 lと同様に一期的侠骨延長術お

よび|三l家骨移植術を施行した.術後 10か月経過時，

矯正J員失はなく骨癒合が得られ，患者の満足度は高

L、
[考察]検骨速位端骨折後短縮変形に対する-J倒

的骨延長は神経 ・腿への伸張による障害の可能性が

あるため延長量が約 6-8mmに制限されるとされ

ている.OSRプレート はスライディング ・ラック機

構により 10mm の正1ir~な一期的骨延長に有用で， 自

験例でも 10mmの一期的骨延長を行ったが良好な

成績が得られた
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11-25榛骨遠位端骨折に合併した尺骨茎状突起骨折

の骨癒合に関する検討

順天堂大学付属浦安病院整形外科

0市原理司

原章

東京労災病院整形外科 楠瀬;告

順天堂大学整形外科 金子和夫

目的 :榛骨遠位端骨折に合併した尺骨茎状突起骨

折の骨癒合に閲して検討したので報告する.

対象と方法 :対象は 25症例で骨折型により尖端

~中央若手(以下T群)14例，基部~骨端部群(以下

B群)11例であった.T群， B群の順で平均年齢は

53.4・53.1歳で、平均経過観察期間は 8.9・14.0か月で

あった.掌側ロッキングプレー トによる内固定を全

例に行った.検討項目は術前後 ulnarvariance (以下

UV)，最終評価i時の骨癒合の有無，および手関節尺

側部痛の有無とした.

結果 T群， B群の順に UVは，術前 (4.2mm・

4.7mm)，最終評価|侍(1.6mm. 0.8mm)であった.

最終評価時の骨癒合率は T部 7.1%，B 計一 45.5%と B

群で有意に高値を認めた.手関節尺側部痛は T群

7.1%， B群 36.4%と B群で有意に高値を認めた.

考察:骨癒合の得られた全例で術後 UVが Omm

であることから骨癒合と UVの関連性は高いと考え

られる.骨癒合率，手関節尺側部痛ともに B群で有

意に高く ，骨癒合 した 6仔IJ仁1:12例に尺側部痛が残存

したことから骨癒合が得られでも尺側部痛が消失す

るとは言えない

194 

11-26榛側に hookか付いた掌側 poly血 iallocking

plate : APTUS Flap plateを使用した携骨遠

位端骨折の小経験

昭和大学横浜市北部病院整形外科

0川崎恵吉

酒 井 健

昭和大学医学部整形外科 稲垣克記

瀧川宗一郎

上野幸夫

池田 車宅

前田利雄

門馬秀介

久保和俊

根 本 哲 也

筒井完明

久保田 5慮E翁Z 

昭和大学附属豊洲病院整形外科 富 田 誠

始めに]関節辺縁に骨折線が存在する (watershecl

line以遠な ど)侠骨遠位端骨折に対 しては， 掌mlJ，
椀骨!IJ，背側からのプレー ト選択に迷うことが多い.

今回我々は，機側lこイ寸し、た hookからもスク リュー

挿入が可能である掌側 polyaxiallocking plate : AP-

TUS flap plate (AFP) による治療を経験 したので報

告する.

対象と方法]当科で椀骨遠位端骨折に対してAFP

を使用した症例は6手であった.平均年齢は 50.2(19 

~ 71) 歳，新鮮例 5 手，陳旧例 l 手であった 骨折

型は，背側 Barton+Challffellr骨折 2手.関節辺縁

の AO-C3型粉砕 Colles骨折が 2手，模側 Barton骨

折が 1手， Chauffeur骨折が各 l手であった.Ter 

minal fractureと呼称し た watersheclline以遠の骨

折は3手であった.臨床成績と画像評価を検討 した

結果]全例に骨癒合が得られた.各種パラメータ

ーの矯正損失の平均は， UV:Vf:Rlが 0.1mm:

1.2
0 

: -1.0
0
であっ た.Cooney scoreは，89.0pointで

あった.

考察1AFPは症例によ っては有用と思われた.

11-29小指 MP関節垂直位固定の 1例

石心会狭山病院整形外科 O山 田 哲 也

野 本 栄

東京医科歯科大学整形外科 若林良明

[はじめに]小指 MP関節垂直位固定整復後に生



じた屈曲制限に対し，手術的治療を行った1例を経

験したので報告する.

[症例117歳，女性.ダンス中に人と接触，過屈

曲にて受傷.当院救急外来にて整復，以後可動域制

限なく改善.5ヶ月後，ダンスでJI奈にぶつかつて再

受傷 他医にて整復後.MP関節屈曲制限が残存 し，

当院再診.MP関節自動屈曲 450，中手骨頭横掌側

に圧痛を認める.X線で中手骨頭椀掌側に骨隆起を

認めたが骨折なく， M悶で骨隆起骨挫傷を認めた.

局麻下に手術を施行.副靭帯と掌側板が部分断裂し

て遠位に退縮しており，中手骨頭;ff~側頼部隆起に引

っかかつて屈曲制限の原因となっていた 骨隆起を

切除し，副靭帯 ・掌側板を部分切除すると屈曲|は改

普 した.術後屈曲80度と経度の屈曲制限が残存 し

た

[考察]小指 MP関節垂直位固定は稀な疾患で，

伸展制限の原因については 中手骨頼部骨隆起に基

節骨が騎乗し側副靭帯が緊張するとの報告がある.

平常時は骨隆起を基節骨が乗り越えられず軽度の屈

曲制限を示す例が多い.本例の著名な屈出|制限の原

因は，富IJ靭帯 ・掌側板が中手骨から剥離して中手骨

頭焼側頼音1)r~ill起に引 っかかったためと考えられた .

II-30陳旧性遠位榛尺関節掌側脱臼の 2例

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 O鏑木秀俊

若林良明

鈴 木英嗣

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科

i臨床(IJ特IJ学分野 二村昭冗

土浦協同病院整形外科 白坂 律 郎

[はじめに]初診時に確定診断に至らず， 1凍旧性

となった遠位検尺関節掌側脱臼の 2fタIJを経験したの

で報告する. [症例]症例 1: 29歳男性，転倒し左

手をついて受傷 左手関節痛，関節l可動域制限を主

訴に近医受診するも，左手関節打撲と診断された.

その後， 受傷後 4か月で当院受診.手関節、i掌屈 600，

背屈 70
0

，囲内-200，国外 400

の可動域制限と左手

関節、i痛を認めた.背fWJアプローチにて観瓜l的諮復術

胞行し，TFCC及び三角靭帯を pullout縫合した

術後 12か月で手関節掌屈 70
0

，背屈 750，回内 600，

回外 70
0
であり，日常生活に復帰している.症例 2:

43歳女性.タンスを運んでいる|際に壁に右手関節を
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はさんで受傷. 2つの病院を受診するも，左手関節

捻控と診断された.症状改善せず，受傷後 4か月で

当院受診.手関節掌屈 45
0

，背屈 35
0

，囲内一55
0

，

回外 70
0の可動域制限と左手関節痛を認めた.背側

アプローチにて観血的整復術施行.術後 8か月で手

関節掌屈 700，背屈 75
0

，囲内 75
0

，回外 60
0

であり，

経過良好である • [結論]陳旧性遠位横尺関節掌側

脱臼に対し，整復不可能の場合は SK法や Darrach

法が適応となることがある.本症例では観血的整復

術にて良好な成績を得た.

11-33 TFCC掌側断裂の 2例

慶J.l!E義塾大学医学部整形外科 O木村洋朗

中村俊康

松村 昇

岩本卓士

佐藤和毅

戸山芳昭

今回，我々は Palmer分類に含まれていないTFCC

の掌側断裂 2症例を報告する.症例 1: 58歳男性，

テニスのストローク中に右手関節尺側に痔痛が出現

した. M悶でTFCC損傷を認めたため，関節鋭を施

行し， TFCC掌尺側に slit損傷を認めた.6U portal 

から鏡視下に損傷部位を縫合し，尺骨 varianceが

plusであったため，尺骨短縮術を併施した.術後成

績は良好である.症例 2: 54歳男性，転倒後より右

手関節の尺側痔痛が出現した.M則 でTFCC損傷を

認めた.手関節造影では prestyloiclr巴cessへ造影剤

の漏出を認めた. 6U portalから鏡視下に損傷部を

縫合し，手関EII'j痛の症状と DRU]不安定性は改普=し

た.近年，画像診断や関節鏡の進歩により Palmer

分類で分類できない TFCC損傷が報告されている.

より詳細な分類法を作成する必要があると考えられ

る.

II-34背側手根骨間靭帯を用いた靭帯再建が有効で

あった舟状骨回旋性E脱臼障害の 1例

赤心堂病院整形外科 O吉 津 貴 弘

関 谷 繁樹

!ti玉医科大学総合医療センター整形外科

加 藤直樹

症例は 26歳，男性.柔道の試合中に引っ張られ
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て転倒し，左手関節を掌屈強制された.他院を受診

するも，単純 X線写真で明らかな異常を認めず，左

手関節捻挫と診断された. しかし，その後も手関節

の終痛と違和感が続くため 精査加療目的で当科紹

介受診となった 当科初診時，左手関節背側に圧痛

を認め，掌屈させるとク リックに伴って違和感を訴

えた.手関節尺屈位と掌屈位における単純X線写真

と3DCf画像か ら，舟状骨近位が回旋を伴って亜脱

臼を繰り返す舟状骨回旋性亜脱臼障害と診断し，手

術を行った.

術中，透視ドに動的不安定性を確認した後，背側

アプローチで展開した 背側手根骨間靭帯は舟状骨

および月状骨背面から剥がれており，加えて背側舟

状月状骨間靭帯も舟状骨側で断裂していた.そこ

で，背側手根骨間靭帯を用いてこれらの靭帯再建を

行った.まず DISI変形をきた した月状骨を矯正 し

た後，この月状骨に対して舟状骨を整復して仮固定

を行った 次いで背側手根骨間靭帯を近位に引き下

げ， Mitek anchorを用いて月状骨と舟状骨に縫着 し

た.術後は 8週間のギプス固定を行った.

術後 1年経過した現在， 終痛 ・違和感無く柔道も

行えている.

II-35経舟状骨月状骨周囲掌側脱臼の一例

六甲アイラン ド甲南病院整形外科

0村川大介

牧野 健

(はじめに)月状骨周囲脱臼は観l飢的治療を行っ

ても手根不安定症への進行をきたすことがあり，治

療に難渋する疾患である. 手関節の外傷の中でも稀

であり ，背側脱臼がほとんどで，掌側脱臼の、限告は

非常に稀である. 今回我々は経舟状骨月状骨周囲脱

臼の掌側例を経験 したので報告する.

(症例)30歳男性 2.5mの高さから転落 し右手を

掌屈位で接地し受傷.手恨中央関節での掌側IJ見臼

と.舟状骨骨折を認めた. 受傷当 日に徒手整復 し，

受傷 7日目 に観血的治療を行った. DTJスク リュー

による舟状骨の観血的骨接合を行い，月状 ・三角骨

聞での不安定性を認めたため，有頭-月状骨問にIJ[I

え月状 ・三角骨聞に K-wireによる仮固定を行った.

術前に中環指のま目覚障害を認めたため手根管を開放

して正中神経を確認後，掌側関節包も確認したが損

傷は認めなかった.術後外固定は 5週行い， k-wire 
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抜去後，可動域訓練を行った術後 1::01::で背屈 75
0

掌屈 800
榛屈 100

尺屈 250

囲内 90。回外 900
握力 41kg

で熔痛の残存もなく，レントゲン上も明らかな手根

不安定症を認めなかった.

(考察)月状骨周囲掌側脱臼は非常に稀であるが，

本症例では受傷早期に舟状骨に対する強固な内固定

と，手根骨聞の良好なアライメントを確保できたた

め，良好な成績が得られた.

II-36指神経血管束のみで連続していた「切断指j

の 1例

福岡新水巻病院整形外科 O篠根理孝

指外傷の受傷機転は様々であり ，損傷の程度も

様々である.今回，神経血管束のみで連続していた

「切断指jを経験 した 痕例は，78歳，男性， ドアで

右中指を挟んで受傷し， 他院で切断指と診断され当

院を紹介受診 した.受傷レベルは石川分類の Sub-

zone mであった.当初，完全切断と考えていたが，

末節部皮府色は良好で痛覚が残存 していた 観 察 の

結果， r切断J部は模 ・尺側で索状物により連続し

ており， 1発側の 2本の索状物のうちの l本に拍動を

認めた.神経血管束のみで連続する不全切断と診断

し，骨折部を径 1.0mmK-wireで固定，自IJを縫合 した

のみで手術は終了 した 術後一時水泡形成をきたし

たが，萎縮する こと なく治癒した.受傷後 6カ月の

S羽rtestで，右中指は青 (3.22)，他指は緑 (2.83)で.

2 PDは全指で 2mmと知覚は正常であった.Sub-

zone皿での切断は， Composite graftでは完全生着

は難 しく ，生着を望む場合は血管吻合を試みるべき

とされる 本症例は鈍的外傷のため開放骨折を生 じ

たが，組織はj~人滅されず，断固は鋭的外傷のごとく

滑らかであった.引き抜き外傷ではなかったため神

経l血管東が温存され，循環障害や知覚障害を生 じる

ことなく治癒 したと考えられた.本症例は， 神経血

管束が連続していたことで障害なく治癒 した幸運な

「切断指Jであった.



11-37手指骨折における低出力超音波 (LIPUS)

の治療成績

岩手県立中部病院整形外科 O佐 藤 光太朗

鈴木善明

岩手医科大学整形外科 古町克郎

田島克己

西田 淳

嶋 村 正

[目的]手指骨折に使用した LlPUSの治療成績に

ついて検討した.[対象]筆者の在籍した施設で手

術を行った手指骨折 116例のうち LIPUSを併用し

た9例を対象とした 部位は末節骨 5例， '-1:1節骨 3

例，基節骨 1例で，そのうち開放骨折は 6例，骨性

槌指は 2例であった 癒合率，癒合期間，癒合不良

の原因について検討した.[結果19例中 8例 (88.9

%)で骨癒合が得られ，癒合期間は 54-260日(平

均 188.0日)であ った.初回手術で骨癒合が得られ

たのは 5例で，3例に!揚骨移植を併用した.初回手

術で癒合しなかった 4例では，3例に腸骨移植を行

い骨癒合が得られ 1例(末節骨粉砕骨折)は癒合

しないまま治療を中止した.初回手術で癒合しなか

った 4例はすべて骨欠損をともなっていた.[考察]

手指骨折は軟部組織へのダメージが強く， 開放骨折

など骨欠損を{~I九、やすい . 今巨1，初回手術で癒合し

なかった例では骨欠損が大きく，骨移植を追加する

ことで骨癒合を得た 骨欠損が大きい手指骨折は

LIPUSによ る骨新生は期待しがたいため，骨移植

を併用する必要があると考えられた.

11-38手指 PIP関節内基節骨骨頭粉砕骨折

荻窪病院整形外科 ・手外科 O田崎 憲

岡崎 真 人

PIP関節内基節骨骨頭骨折のなかで，骨頭粉砕骨

折 (AOC2-3型)の報告は少なく，自験例を報告

して治療法の検討をおこなった.

[症{9IJ1症例 1: 16歳，男 右環指 PIP関節脱臼

骨折，新鮮{ダ1). ソフトボールで受傷 し， 翌日手術施

行ー徒手牽引下に 1本の経皮鋼線固定を行い， Mor 

gan型ラケット翠引で 4週の持続牽引を行った.術

後 7ヵ月， PIP関節iの{ljJ展 100
屈曲 850

とADL，ス

ポーツに支障はない

症例 2:23 i緩，男.右示指 PIP関節脱白 骨折，

~E急性. バイクのサーキットで転倒受傷 し， 22日目
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に K-wireと PDSpinでの O悶FとDDA持続牽引を

施行.術後 11ヵ月に抜釘を兼ねて授動術を行い，

伸展 -20。屈曲 850
で機能的には問題ない.症例 3:

17歳，男.右中指 PIP関fii'i脱臼骨折，陳旧{9IJ. サ

ッカーで受傷し， 受傷後 1ヵ月で Iく.-wireでの O悶F

とDDA持続牽引を行った.現在術後 4ヶ月である

が，関節団の適合性は良好で書字 ・箸の使用が可能

である [考察1PIP関節内基節骨骨頭骨折の AO

の B型の単頼骨折や C1型の両頼骨折では新鮮例の

治療方針がほぼ確立している.C2-3型粉砕骨折で

はO悶F自体も複雑で関節聞の Collapseや再転位の

危険が高い.新鮮例では出来ればclosedrecluction 

無理なら openで整復固定の上，持続牽引を加える

のが現在の推奨法と考える.

11-39ロッキングプレートを用いた PIP関節固定術

聖W41浜松病院手の外科 ・マイクロサージ、ヤ リーセ

ンター O神田俊浩

大 井 宏 之

向田雅司

鈴 木歩実

[目的1PIP関節固定術における内固定法は多種

あるが，今回私たちはロッキングプレートを用いた

関節固定術を施行したのでその成績について報告す

る.

[対象と方法]対象は 4例 5指であり，男性 3例

女性 1例，平均年齢 45.5歳 (23-64歳)であっ た.

擢患指は示指 1指 "1コ指 3指，環指 l指であ った

原疾患は Bouchard結節 1指，再接着後の変形性関

節症 3指，不全切断指の銅線による関節固定不成功

例 1指であった.プレートは Synthes社製 cOl11pact

lock 2.0を2指に， Stryker社製 VariAxHandを3指

に使用した.これら対象について，関節固定の成否，

術後合併症の発生について調査した.

[結果]全例術後 3か月までに骨癒合を得た.1 

例に術後 2か月でプレートの露出を生 じたが，既に

骨癒合していたため早急に抜釘し，感染なく治癒 し

た.

[考察1VariAx Hand 2.3111111の厚いプレー トを選

択した l例にプレート露出が生じた. PIP関節固定

では鋭い l.7111 111プレートを選択すべきであった

PIP関節におけるプレート固定術は.予めプレート

を曲げることにより関節固定角度を決める ことがで

ワ
tn汐1
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四股に多発した非結核性抗酸菌症の 2例

東京大学医学部附属病院整形外科

0上原浩介

森 崎 裕

坂井邦臣

]R東京総合病院 三 浦 俊 樹

名戸ヶ谷病院 大江隆史

[目的]四}J支に多発した非結核性抗酸菌症 (NTM)

の 2紗IJを報告する. [症例 1]SLE，直腸癌の 69歳

女性. 1年前より右前腕が腫脹.8ヶ月前より正中

神経領域の しびれ自覚.手関節掌側に癌孔出現し，

その後右股 ・IJ奈関節 ・ド腿にも病変が出現.組織培

養からM.Marinum感染の診断 CAM + EB + LVFX 
を1.5年内服し，再発な し [症例 2]85歳女性.5年

前に右前腕掌側をガラスで受傷.3年前より手掌の

腫脹・柊痛を自覚.近医でステロイド注射をうけ症

状自制内となっていたが， 注射の効果がなくなった

と当院紹介前腕遠位掌側に 3cmの腫癒あり .穿刺

検体の鏡検 ・培養や QFTは陰性であったが病歴か

らNTM感染を疑し、手術.組織培養から M.lntraceJ

lulareが検出された.CAM+EB+RFP投与するも， 3 

か月後に右}J，J付l側に11重脹出現.穿刺液からも抗酸菌

が検出された [考察]NTMによ る四肢の感染の

多発は稀であるが， compromised hostでは多発 しう

る.NTM感染は，発赤， ~客痛な どが軽度であり ， 診

断にH寺聞を要することが多い.多発 しているこ とに

気付く のにもH寺聞を要する可能性があり comprひ

mised hostでは催患部位以外の診察も重要である.

111-2 
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きる利点がある.更にロッキングプレー卜であれば

固定力も向上し，術後の早期訓練および骨癒合にも

有利であると考えられる.

0高松 諒

関 口昌之

川上雅弘

窪 田綾子

寺 島 史明

塚越 実

柘植新太郎

福武勝典

高橋 寛

土谷一晃

{緒言]今回，我々は非結絞性抗駿菌が起因菌と

考えられた難治性の関節炎と!健鞘滑膜炎の 2例を経

験したので報告する.

[症例 1]33歳，男性.海岸岩場で右中指 PIP関

節を刺傷した 数日後より腫眼と熔痛が出現し.他

院で 2ヵ月間抗菌薬を内服するも!J車脹が持続 した.

M悶で PIP関節の炎症性変化を認めたため，受傷よ

り 3 ヵ月後と 10 ヵ月後に滑I1真 切 |徐 íil~ を施行 した.細

菌検査で起因菌同定には至らなかったが，経過から

11のcobacterium(M.) marinum によ る ~I:結核性抗酸

菌症を疑い，抗結核治療を開始した 6ヵ月の内服

で軽快した.

{症例2]60歳，男性.鮮魚の背鰭で、左手を刺傷し，

2週間後に1*指の腫脹と手関節尺側に数珠状の小結

節が出現した.他院で 4ヵ月間の抗菌薬治療を行っ

たが軽快 しなかった.PCRで結核や MACは陰性だ

ったが，生検による組織塗沫で抗酸菌陽性を示 した

ため，経過も含めて M.marinumによる非結核性抗

酸菌症を疑い，抗結核治療を開始した.約 l年の内

服で軽快 した.

[結語]報告した 2例のように非結抜性抗酸菌と

同定できない症例も多いが 病歴からその関与が強

く疑われた場合は速やかにその治療を開始すべきと

考えた

非結核性抗酸菌が起因菌と考えられた手部感

染症の 2例

東邦大学整形外科

III-l 

III-3 

0原

市原理

工 藤 俊

杏:霊堂病|境整形外科 富 田 蕃

東京労災病院整形外科 楠瀬;告

[対象と方法]2009年まで本邦において M.1何arznum

と同定できた手の化脳性l陛鞘炎を対象とした.自験

停IJ5 {9IJを含め 19施設 34症例であった 自験例以外

は論文から得た情報を元に発症時期!と感染経路につ

いて調べた.

[結果]19施設の所在地は西日本に多く，東北，

北海道雪 jヰ!制からの報告はなかった 受傷原因と感

198 

章

司

哉

雅

本邦における Mycobαcteriummarinumによる

手の化膿性腿鞘炎の検討

順天堂大学浦安病院整形外科



染時期が明記さ れた 13例中，海や魚に関連するも

のは 11例であり，受傷時期は 9-11月に集中した.

9-11月受傷の 9例に対 して受傷 1か月前，2か月

前の海面水温を気象庁ホームページから調べた結

果，平均 25.10C(21-280C)であり ，M.marinumの

至適発育温度にほぼ達すると思われた.ヒトに感染

した後，気温が関与する と推定，受傷 した年月の平

均気温を調べた とこ ろ， 150 (7.6-19.80

C)であった.

[考察]8， 9月に海面水温が250C前後まで上昇 し，

この時 M.marinumが増殖，魚介類に感染，感染巣

を形成 し，9-11月頃人と接触，手指の創から感染.

気温が低下 し手指の温度が 300C前後となり， 1陸周

囲ヘ達すると化膿性腿滑膜炎を生ずる と仮定 した.

[結語]日本において，M.marinumの手指への感

染には，海水調および気温が関与している可能性が

ある.

III-4 CPFχ が著効した非結核性抗酸菌症の 1例

中通総合病院整形外科 O成田 裕一郎

千馬誠悦

[症例]77 j歳，男性，漁業.誘引なく右手関節部

掌側から小指掌側の腫脹が生じ，前医を受診.穿京IJ

液の一般菌培養が陰性で抗菌剤投与を受けたが軽快

せず，痩孔を生じたため3か月後に当科を紹介受診

した クオ ンティフエ ロン，抗TB-GL抗イ木，ツ反が

陽性で，超音波，M悶 で手掌から屈筋l腿周囲のHlf膜

炎があり 2 非結核性抗酸菌症を疑し、手術を施行 した.

滑IJ具切除術を行い，病理検査では， Z-N染色で菌は

同定さ れなかったが，類上皮肉芽11重とLanghans巨

市IH胞を認め本症と診断した.抗酸菌培養，PCR法と

もに陰性であった.術後よ りRFP，EB， CAMの{月

用療法を行ったが， 術後8か月に前腕遠位から手掌，

手指の滑膜炎が再発 した.再手術で滑膜切除を施行

し，MINOの追加投与を行ったが， 1 週後に再び前

腕から手指全体の腫脹が出現し，自IJが自演 して躯孔

を生 じた RFPとEBを中止 し， CAMとMINOに

加え CPFXを追加投与 し l週後に再度滑脱切除術

を行ったところ， 1毘脹が軽減 し創は治癒 した.CAM， 

MINO， CPFXの投与を継続 し，再々手術後 1":1::の

現在， 再発は見られない.

{考察]CPFX は比較的副作用が少なく，耐I~: を作

りにくい利点があり， 非結核性抗酸菌症による屈筋

腿滑膜炎の難治例に対する多剤併用療法において，

633 

有用な選択肢のーっとなり得る.

IIl-7 猫岐傷後に発症した Pasteurellamultocida 

による榛骨化膿性骨髄炎 ・化膿性手関節炎の

2症例

済生会宇都宮病院整形外科

荻窪病院整形外科

輔

人

秀

真

憲

田

崎

崎

増

岡

田。
[目的]猫|皮傷後の Pasteurellamultocida (以下

Pmultocida)による深部感染の 2症例を経験したの

で報告する.[症例 1]70歳女性，飼い猫に右前腕

をH交ま れ受傷，自IJ?1!1置と抗生斉IJ内服で軽快 してい

た. 1年半後特に誘因なく右手関節痛 ・発赤腫脹が

出現.切開封1，1臨し培養より Pmultocidaが検出され

た.単純 X線で;侠骨速位音11溶骨像を認め，入院後

洗浄掻J限・瀧流留置し術後 10ヶ月現在ほぼ無症状

である.[症例 2]49歳女性.飼い猫に右手関節を

H交まれ受傷 6週間l創処置するも増悪し紹介初診.

単純X線で様骨手摂関節狭小化あり .切開排膿し，

培養より Pmultocicla陽性.排IJ農持続するためデブ

リドマン ・倉IJ外固定術施行 術後 8ヶ月現在手関節

掌屈制限残存.[考察]Pmultociclaは動物口腔内に

常在するグラム陰性短梓菌であり， 1Hiで‘ほぼ 100%・

犬で 50-60%に検出される.猫 ・犬11交傷後の本菌

による重篤な合併症と して前腕や手指の骨髄炎 ・関

節炎の報告が散見される 手指や前腕遠位部の動物

|佼傷では受傷日寺に命IJの到達深度をしっかり判定する

ことが重要であり， J'HI限持続や X線異常など深部感

染が疑われる場合には積極的に観血的治療を行うこ

とで機能障害を最小限に抑えることが出来た

III-8 高圧注入損傷の 1例

名古屋般消会病院整形外科 O佐々木梨 恵

佐々木 宏

江南厚生病院整形外科 矢 崎尚哉

[はじめに]高圧注入損傷は比較的稀な外傷だが，

初期治療が重要であり治療に灘渋する.今回，著明

に高い 2000気圧と いう高圧注入損傷の 1例を経験

したので報告する

[症例]40歳，男性 自動車のエンジンの機械内

部圧力を調整中に71Uと有機化合物の混合液を 2000

気圧で左母指 IP関tii'バてj近に誤って注入.他院で抗

-199一
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生剤投与するも腫脹が悪化し，受傷後 2日目に当院

紹介.採血にて炎症高値 左母指から手全体に著明

な腫脹を認めた為，緊急手術施行 左母指 IP関節

尺側の創から長母指屈筋l陛に沿って皮切を加えると

大量の膿を認め，可及的に洗浄とデブリードマン施

行.術後 2日EI，手背の腫脹が増強 し，皮膚の色調

変化が出現.第 1指間圧迫により排膿を認めた為，

再手術施行.!脱が手背全体~手関節皮線の 5cm近

位まで、広がっていた その後，炎症は沈静出来たが，

左母指指尖部壊死は避けられず有茎鼠径皮弁により

被覆.

[考察]高圧注入損傷は倉IJから薬液が注入され高

度の感染を起こすが，薬液の及んだ範囲や感染の及

んだ範囲を特定する事が重要で，手術の際に皮膚と

皮下組織がどこまで剥離されているのかを確認する

事が必要と考えられた

III-9 手指の感染症 化膿性腿鞘炎の手術的治療法

について

防衛医科大学校整形外科 O有野浩司

根本孝

尼 子雅敏

山元 浩治

伊藤雄也

大野晋太郎

手指は作業などで直接物に触れる部位であり，小

さな外傷は珍しくなく，特別な治療を行わなくても

治癒することが多い しかし，一度感染が成立 し，

l躍鞘や関節に及ぶと治療は難渋する.緊急手術を必

要とすることも多い.

当科で行っている化膿性腿鞘炎の診断，治療法に

ついて報告する.

化l膿性l陛鞘炎の診断は，Kanave14徴候，血液検

査，先行する指の外傷の有無などを考慮、して行う.

掻仰すべき部分の取り残しゃ，過大な展開による感

染範囲の拡大を防ぐために，やI:j前に可能であれば

M悶を撮像し，化)j能性l陛鞘炎の範囲を推定して掻艇

の範囲を決定する.

手術で充分な蟻艇の後に持続j溌流を加えている.

指では 4Frのアトムチューフマを小児用輸液チューブ

の中に差し込みスライデイングが可能とし [-2週

間程度行う 生食で、満たしたアウトチューブによる

創部と掛液口の高低差で|吸引力を創部にかけ， )j農や

壊死物質を排出する.抗生剤を全身投与し，ギプス

シーネ固定 し高挙する.術後 3日目から指の自動屈

伸を開始し，拘縮を予防する 2本の径が違うチュ

ーブ間でスライディングすることで瀧流中に運動を

行うことができる

IIl-ll シリ コン鋳型で作成した人工 MP関節型の

抗菌剤含有セメントスペーサーの使用経験

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 O若林良 明

鈴木英嗣

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 二 村昭 π

[症f91Jl 関節リウマチの 38歳女性 示指に石突式

人工 MP関節置換術施行後 1年時に，倉IJ部からの持|

m員と痔痛を生じ， X線上も中手骨側インプラン 卜の

jレースニングを認め術後感染と診断した.や|可前に人

工関節のトライアルを元に歯科用シリコンで鋳型を

作成し， 手術時に抗菌剤含有セメントを鋳型に注入

し人工関節型のセメン トスペーサーを作成した.仁IJ
手骨 ・基rii'j骨のインプラントを抜去，髄J控をj蚤)関 ・

洗浄後，スペーサーを髄腔に挿入 ・固定 した 術後

5か月で revlslonを試みたが，滑膜中の好中球浸j問

があったため見送り，再度同様のスペーサーを挿入

した 2回目のスペーサー設置後 6か月の現在，感

染徴候は消退し，痛みなく. MP関節の可動性も保

たれており， Re-r巴visionを検討中である.

[考察]人工関節i置換術後の感染においては，感

染が沈静化して再置換が可能になるまで cleadspace 

に抗菌剤含有のセメントスペーサーを留置すること

が多い.指においては感染が沈静化するまで関節を

非動化することは関節機能の全廃に直結するため，

人工閉鎖1型のスペーサーで可動性を維持しつつ感染

をコン トロールする本術式は，有意義であると考え

られた.

-200-



III-12 変形性指 PIP関節症に対する掌側進入に

よる表面置換型セメントレス人工指関節置

換術の治療成績

独立行政法人国立病院機構崎玉病院整形外科

0森;峯妥

林 俊吉

産業医科大学整形外科 山中芳 亮

東邦大学医療センタ一大橋病院整形外科

池上博泰

目的

変形性指 PIP関節症に対する掌側進入による表

面置換型セメントレス人工関節置換術の治療成績を

t食言すした
対象と方法

対象はナカシマメデイカル社製 self-Iockingfinger 

joint systemを使用した 7例 10関節，年齢 58-82

歳(平均 66歳入経過観察期間は平均 13ヵ月であ

った 検討項目は術前，最終診祭時の関節i可動域，

自覚症状， Mayo clinic scor巴評価，合併症とした

結果

平均可動域は術前伸展 3度，屈曲43度，最終診

察時fEt展 ー11度，屈曲 71度であった.終痛は全例

で消失した 示指 1関節で術後 6ヵ月で程度尺屈変

形 ・側方動揺性を，単純 X線で中節骨側インプラ

ン 卜の軽度転位を認めた.

考察

変形性指 PIP関節症では終痛と可動域制限が主

訴である 関節固定術では終痛は改善するが可動域

は消失する.人工指関節置換術は終痛，可動域制限

共に改善するー終痛は全例で改善したが可動域の改

善は固体差を認めた.RA指と違い OAでは背側の

処置が不要なことが多く掌側進入が有効で、あった

セメントレスのために術中に屈。11バランスの微調整

が容易であった.示指で OA変化の高度な症例では

椀側側副靭帯の温存に留意すべきである

III-13 PIP人工指関節置換術後に生じる屈曲拘縮

の検討

さいたま赤十字病院整形外科 O白川 健

代田雅彦

鈴木志郎

PIP人工指関節置換術は， J客 Ji'ri の~!\~ l、平均 500
前

後の可動域を得て，経年的に可動域が減衰する例も
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あるが良肢位を中心に収束するため有用であること

を，第 53回日手会で報告した.今回， PIP人工指関

節置換術後の PIP屈i1ll拘縮傾向について検討 した

ので報告する.

[対象 ・方法]

PIP OAまたは外傷性 OAに対し， 掌側アプロー

チを用いて PIP人工指関節置換を行った 8例 10指

で，術後 1年間の可動域の経時的変化を検討した.

[結果]

術後 1ヶ月 時に認めた軽度の屈曲拘縮は， 6ヶ月

H寺までに徐々に増悪する傾向がみられた.

j毘l蜘拘縮例の多くは指尖の位置を MP過伸展で

代f員し順応していたが， 高度の拘絡に陥った 2例で

は観的l的授動術を要した

[考察]

掌似IJアプローチによ る PIP人工指関節置換術で

は， 1;11中操作での仰向百!陛付着部損傷による伸展不全

や，掌側の剥離操作による表在および深在性軟音1)組

織の拘締などにより，屈[11]拘縮が生じやすい.術中

これらの侵襲を最小限とすべく留意するのはもちろ

んのこと，術後早期より長期に波り， f申展力強化や

適切なスプリント装用の徹底などの屈曲拘縮予防が

重要であると思われたー

1II-15 FINE@ total finger systemを用いた PIP

関節置換術の検討

東邦大学整形外科 O関 口 昌之

窪 田 綾子

宮崎芳安

青木秀之

井形 ES 

横 山雄一郎

柘植新太郎

;;:コ、壬JE2-r 日

土 谷 晃

{目的]関節面に snapIn構造を有す FINE@Total

Finger System (PIP joinl)を開発し， 2006年から関

節リウマチ (RA)などに臨床応用を行っている.

その短期成績とsystel1lの有用性を評価した.

{対象および方法]本 syslemをJ=f:1いて PIPrMJlilii'j 

置換術を行い調査可能であった RA!患者 10例 18関

節を調査した.手術l侍年齢は平均 61歳，術後経過

観察IYI問は 6ヵ月 -6年 5ヵ円であった.調査時の
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PIP関節可動域および合併症について評佃iした.ま

た， implantを45
0屈曲位で、組み合わせた状態で、の掌

背側 (z軸)方向および、水平 (yijilli)方向への強制

変位を想定 して有限要素解析を行った

{結果]調査時の関節可動域 (arc)は平均 58.1
0

で

あり，経過とともに伸展制限が進行する症例がみら

れたが，脱臼や感染例はなかった.有限要素解析に

おいて z軸方向では 34.8N負荷時に降伏点に達し

た.y軸方向で、は関節面中央の突起基音1)に相当応力

が集中し 9N負荷時に降伏点に達した. [結語]本

systemを用いて少数例ではあるが，短期成績は比

較的良好な結果が得られた.有限要素解析の結果か

ら，関節周囲軟部組織の力学的強度を考慮すれば¥

日常生活での手の使用に有用な syst巴mであると考

えられた.

III-17 榛骨頭の後外側脱臼を呈し たsado分類 4

型の Monteggia骨折の 1例

那須赤十字病院整形外科 O武田和 樹

鈴木 拓

松 丸 聡

慶n主義塾大学整形外科 中村 俊康

榛骨頭、が後外側脱臼を呈 した Bado4型 Monteg-

gia骨折を経験した [症f~IJ J 38歳男性バイク事故

で受傷し，当院救急搬送となった 前腕部の変形，

腫脹および前腕尺側に 2cm大の開放創を認めた.

単純 X線上，機骨および尺骨骨幹部骨折に加え，機

骨頭の後外側fJJl臼を認め，Baclo分類 4型の Mon-

teggia骨折と診断した.同日緊急で、観血的整復固定

討すを施行した プレートを用いた尺骨の整復固定，

擁骨に対しで も同様にプレート固定を施行した.術

後 5ヶ月において骨癒合を認め， 11す関節自動可動域

は屈曲 130
0
，伸展 0

0
，囲内 80

0

，回外 90
0

，jOA 

scoreは 95点であった.[考察JBacloの原著では

Monteggia骨折の Baclo分類 4型は，検尺骨骨幹部

骨折および焼骨頭の前方脱臼と記載されている.本

症例でみられた椀骨頭は後外側に脱臼しており，わ

れわれの渉猟し得る限り過去に 119IJの報告を認める

のみの稀なタイプと思われた. Baclo分類 4型は近

年では骨折高位やIJ日臼方向は問わない傾向になって

いるため，本症例は 4型の亜型と考えられた 受{易

機転として前腕に強い国外力および長ilil1i方向への!lilll

圧が加わったことにより発症したと推察できた.

III-19 アレンド口ン酸ナトリウムの長期服用によ

り生じたと思われる非定型尺骨骨折の一例

富山大学医学部整形外科 O長田 龍 介

頭川 峰 志

[症例J87歳女性. 左肘痛を主訴に来院 した. 骨

粗懸症， IJ旬推多発性圧迫骨折の既往がある.独歩は

可能であったが，円背のため立ちあがりの際および

調理などの立ち仕事では左肘を台について体を支え

る癖があった.また骨組穏症に対して長期にわたり

アレン ドロ ン酸ナト リウム(フォサマック)を 7年

間服用していた.骨折音11のXP所見は尺骨近位骨幹

部の横骨折であり著 しい骨硬化を伴ったことから，

ビスフォスフォネー ト(BP)の長期服用で生じる大

腿骨の非定型骨折(Atypicalfracture of femur : AFF) 

に類似 していた 手術はロッキングプレー トによる

固定，骨折部骨硬化巣の切除，自家腸骨移植を行っ

た. 術後一年現在，骨筋合が得られ，痛みなく日常

生活に不都合を生じていない.手術時に切除した骨

検体の骨携帯計測所見で破骨品111胞が認められず，骨

吸収が抑制されている点で、ビスフ ォスフォネー 卜の

長期投与の影響と解釈された.

[考察JBPの長期投与をい受けている高齢女性に

おいては大腿骨のみならず |二l肢にも非定型骨折を生

じる危険があると注意すべきである.

1V-1 前骨間神経麻痩を呈した傍骨性脂肪腫の 1例

江戸川病院整形外科 O戸谷祐 樹

古 庄 寛 子

加 藤 正二郎

江戸川病院病理検査科 遠藤 久 子

慶腔義塾大学病院スポーツ医学総合センター

岩 本 航

上都賀総合病院整形外科 高 畑 智 嗣

[目的]われわれは前骨flJ'Jtrll経麻樽を呈 した，前

腕に生 じた{労骨性l脂肪IJ車の一例を経験 したので報告

する

[対象および方法167歳，女性.約 4年前から右

前腕前方，近位1/3のIJ重痛に気づいたが，痛みがな

いため放置していた.右母指，示指の屈Itl1制限が出

現 したため，当科を受診した 局所所見で，右前腕

に約 6X5cmのTinel徴候を伴う弾性軟なIJ重痛を認

めた.右上肢は前骨間判1I縫麻癖を呈 し，神経伝導速

度検査で右前骨間相11経の伝導速度低下および¥筋電
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図では同神経領域の脱神経電位を認めた.MRIでは

槙骨近位1/3周囲の前腕筋群直下に， T1および官

強調画像ともに高信号な傍骨性IJ重痛を認めた.症状

が改善せず腫f裏切|徐を行った.病理学的診断は脂肪

腫であった.術後麻簿は徐々に改善し，経過観察期

間 l年 5か月で局所の再発は認めず，経過良好であ

る.

[結果および考察]前腕発生の傍骨性脂肪)Jillは比

較的まれな疾患で，後骨間神経麻療を呈することは

あるが，前骨間神経麻癖を呈したとする症例は，わ

れわれの渉猟する限り 2例のみであった 前骨聞神

経束が正中神経の分1"支より近位で機背側より分岐 し

ているためと考えた.われわれは，前骨問神経麻癖

を呈した極めてまれな傍骨性脂肪腫を経験した

IV-3 携骨神経浅枝に多発した神経鞘腫の 1例

せんぽ東京高輪病院整形外科 O川 野健

筋聖子 隆

中川 種 史

上肢の単一の神経に多発する神経鞘腫は，文献的

にも稀である. 今巨1，我々 は， 一側の椀骨神経浅校

に多発するネ111経鞘腫の l例を経験したので報告す

る

症例は 17綴男性. 15歳H寺より，左前腕のIJ重癒を

自覚，腫痛は徐々に増加し 放散痛を伴った 平成

2 1 年 12 月に当院を紹介受診 し た . 初診時， 左~主骨

神経浅枝の走行に沿った多数の)J重癒を認め，日11打に

より，第 1指間音1¥背側への放散痛を生じた.その他

の四服体幹に腫痴を認めず，カフェオレ班，I!'B覚異

常はなかった.家族歴も特記すべきことはなかった

手術を行い，計 7個の!盟f哀を摘出した. 11重蕩はいず

れも焼骨神経浅校に由来し，病理組織学的検査で

は，神経鞘11重の所見であった.その 2年後，左隣骨

神経浅枝の別の部位の放散痛を伴う腫療を自覚する

ようになった.再度手術を行い，音l'3か所の11量痴を

切除した病理組織型は同じく， .f!1'経鞘IJ重であった.

Jacobyのcriteria(1997)によれは，本例は， 'Schwan-

nomatosis'に分類されるー孤発191Jと異なり，単一神

経に多発する神経鞘lJillで、は， )匝楊核出により，やl'経
麻障を残す可能性が高くなり. iíl:T~íïの説明にも留意

する必要があると考えられた
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IV-4 指節骨に発生した類骨骨腫の 1例

東邦大学大森病院整形外科 O宍 倉 日

関口昌之

井形 聡

窪 田 桂子

品 松 言尽

福武勝典

柘植新太郎

横 山 雄一郎

高橋 寛

土谷 一 晃

[はじめに]今回我々は示指基節骨に発生した類

骨骨服の l例を経験したので報告する.

[慌仔IJ]33歳女性.3年前からの誘引のない示指

基節目手掌部の終痛を認めたため当院受診した.診

察所見で、は示指基i!((i骨をに|こl心lこ腫脹を認め，圧痛を

伴っていた.手指の PIP関節可動域は伸展 0度，屈

曲90度と可動域制限をi経度認めた.単純 X線画像

では基質i'j骨掌;側に骨硬化{象， CT画像では中心部に

骨透亮像と周辺の骨硬化像が認められた NSAID

内服にて経過観察するも終痛残存 したため手術療法

を選択した.手術は骨撞j限術を行なった.病理では

類骨骨11重と診断された.術後，手指の終痛は改善 し

軟音11組織の腫脹も改善 した.

[まとめ]一般的に類'白骨腫の好発部位は大腿骨，

腔骨，上腕骨とされている.良性)J重蕩であるが，建

痛 ・IJ車脹を伴う臨場である.今回我々が経験 した指

骨発痕の頬骨骨腫は比較的まれであるため，他疾患

との鑑別が重要になる.また，治療は対症療法とし

て NSAID投与も適応であるが，根治には nidusの

切除である 今回の症例では骨掻j陀術で痔痛 ・11重脹

は速やかに改善し，術後 5年の時点でも再発を認め

ていない.

IV-6 クロームス腫蕩に対する治療経験

凹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- 0中村恒

平 瀬雄一

桑 原 異 人

[佐|的]グロームス腫悩の手術方法はさまざまな

ものが報告されている.当院ではl匝場の局在に応じ

て，より低侵袈で術後爪変形をきたさない手術方法

を行っている.当|坑におけるグロームス腫蕩の治療
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方針，治療成績について報告する [方法]対象は当

院にてグロームス腫蕩と診断された手術症例 27例

27指である. 17例に術前爪変形を認めた.22例は

爪下に存在 し，4例は末鈴i骨側方に，1例は掌側に

存在 した.22例は術前の超音波検査で描出可能で、あ

った.爪甲下の腫湯に対して，われわれは抜爪せず

に爪甲剥離子，爪甲男万をもちいてコの字に爪甲を

切開し爪半月部で爪甲を反転することで爪床を露出

し，JJ重蕩を摘出 している また，末節骨側方に存在

するものには側正中切開 掌側に存在するものには

掌側縦切開で摘出している. [結果]上記の方法で

合併症なく JJ車場の摘出が可能であった.全症例で術

前の終痛は消失 した. 爪下グロームス腫場手術症例

では約半年ほどで新しい爪に生え変わり 1例を除

き術前の爪変形は消失 している [考察]超音波検

査は診断の助けになるが 臨床症状が最も重要と考

えられた.グロームス腫療の局在に応じた手術進入

により，整容的，機能的に良好な成績が得られた

IV-8 手発生軟部腫蕩手術例の検討

群馬大学大学院医学系研究科整形外科学

0金 子哲也

田鹿 毅

山本 敦 史

小林 勉

品 l芋 憲

手に発生する軟部腫蕩はその穏類と頻度が他の部

位とは異なることが知られている 近年の傾向を把

握するため，平成 20年 4月から平成 24年 4.1=Jまで

の4年間に当院で手術治療を行い限定診断し得た症

例を対象と して， 当院初診までに要 した時間 ・告IJ合 ・

発生部位 ・IJ重傷サイズ ・再発の有無などについて調

査 した調査期間中に当院で、休幹を含む四肢軟部腫

蕩摘出術を受けたのは 4401JIJであり，そのうちガン

グリオンを|徐く 26例 (5.9%) が手の軟部腫蕩摘出

術であった.症状自覚から初診までに要した平均時

間は 3.6年であった 内訳は腿鞘巨細胞種 9/26例

(34.6%)， グロムスIJ車場 4/26silJ (15.4 %に lfll管腫

3/26 1Ji1 (11.5%)，結節性筋膜炎 2/26例 (7.7%)，滑

膜炎 2/26例 (7.7%)，神経鞘Il車 ・粘液種 -線高m種 ・

骨外軟骨種 ・石灰沈着 ・悪4目ニグロムスl匝療がそれぞ

れ1/26例 (3.8%)であった.22例が母J旨を含む指に，

4 {9IJは手掌に発生していた 摘出H寺のIl重傷サイズは

平均 15.8mmで，30mmを超えたものは手掌に発生

した神経鞘Il重と悪性グロムス腫擦であっ た.また，

!健鞘巨細胞種の 1例は他院で摘出術後の再発で、あっ

た

IV-I0 手掌部に発生し，固有指神経上膜内に浸潤

したアテローマの 1例

みつわ台総合病院整形外科 O有薗行朋

浜 田 良 機

守 宏介

[はじめに]手掌部に発生 し，神経上脱内に浸潤

した， きわめてまれなアテローマの 1例を経験した

ので報告する. [症例]45歳， 男性. 3， 4年前から

手掌音1¥に腫痛を削!知していたが放置 していた 腫痛

は徐々に増大し，当科初診の 21=1前から左示指，ヰl

指の癖れが出現した 初診時，左手掌部に約 3cm

の弾性，軟で可動性のある腫癌を触知した.簿れは

左示指尺側， "1"指機側に限局 していた.M悶にてTl

low， T2 high intensityの境界明瞭な軟部Il重湯を示指

MP関節やや末梢から中指に認めたため手術を施行

した. 手術所見では示指掌側に被膜を有する11次部腫

傷を認めるが，被膜はすでに破裂 し， アテローマを

思わせる腫場内容物は指神経に浸潤，示指， r-Iコ指指

神経の分l岐部中枢， i浅掌動脈弓までみとめた 千111経

上膜を縦切すると臨場内容物が噴出，洗浄にてこれ

を除去 した • [結果 ・考察}病理組織学的検査では

epidermal cystであったが，手術所見から神経上膜

内に浸潤し，神経障害を発症 したと診断 した.術後

経過は良好でやI:j後半年の現在，簿れは消失 し， I匝蕩

の再発もない.

IV-12 豆状三角関節内遊離体の 1例

泉整形外科病院手JJ~ スポーツ O平野知恵子

高原政利

丸山 真 博

山形徳洲会病院整形外科 大沼 寧

[目的]豆状三角関節内遊間i体を関節鏡視下に摘

出した症例を経験 したので報告する

{症191J]59歳男性.交通事故時ハンドルを握って

いた右手関節に衝撃が加わり受傷した.受傷H寺から

右手関節尺側摘があり， I待に激痛を呈 した. TFCC 

損傷を疑い保存療法を行ったが，受傷後 5か月経過
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壊死部切除後皮膚は閉じた.術後 7か月再発を認め

ていない.

[考察]本症の治療は石灰摘出が原則であるが，

基礎疾患に強皮症があるため，石灰摘出時は皮府血

行に十分注意を要し，時には可及的な部分摘出にと

どめることも肝要と考える.

屈筋腿周囲の増生滑膜によ って生じた手関

節弾発症の 1例

新潟県立新発田病院整形外科 三 輪 仁

[はじめに]屈筋!陛周囲の増生滑膜によって生じ

た手関節弾発症の 1191jを経験したので報告する.

[症例133歳男性. 18歳時より塗装業，ハケ，ロ

ーラーを握つての作業を行っている. 1年前より塗

装作業での右手関節税尺屈で前腕遠位に蝉発現象あ

り.数か月前より弾発現象に伴って痔痛が出現，仕

事に支隊をきたすようになったため受診.手関節掌

側に手指屈筋腿と共に移動するf直結あり，手指屈曲

位での手関節模尺屈動作で前腕遠位掌側に弾発現象

とf割高出現.弾発現象は長掌筋!陛背側を手指屈筋!健

周囲の硬結が通過するときに生じていた.手根管症

候群の合併はなかった M悶 では手指屈筋腿周囲

に滑膜の増生を認め，硬結は噌生i骨膜と思われた.

屈筋l躍周囲の増生滑}j襲を切除し症状は消失した.

{考察]手関節弾発症は手関節や手指の運動によ

り手関節部で弾発現象を生じる疾患であり特に手関

節の運動によるものは Truetrigger wristと呼ばれ

ている 同様の症状は手根骨聞の異常運動など関節

内病変が原因でも生じ鑑別を要することがある

IV-14 

しでも同様の激痛が継続したため手術を予定した.

術前身体所見では豆状骨周囲に逃避行動を伴う著明

な圧痛を認めた.X線写真では三角骨の軽微な輪郭

不整を認め， CTでは豆状骨近傍に遊離休を認めた.

遊)iilt体摘出を目的として 6Uportalから鏡視を行っ

たところ，豆状三角関節内に滑}j具増生と遊離体を認

め，関節内に lockingする様子を観察 した また，

TFCC変性断裂，月状骨と三角骨の軟骨変性と靭帯

断裂を認めた.豆状三角骨関節内の遊離体を摘出

し， TFCCと軟骨の変性部のシェービングを行った.

術翌日より終痛，圧痛が消失した.術後 6か月間に

終痛再発を認めなかった.

[考察]豆状三角関節内遊Vjff.体の報告はまれであ

り，関節鏡視下に遊離体摘出を行った報告はほとん

どない.関節鋭で、は遊離体が|禁JEii1内に lockingする

様子をとらえることができ，病態把握に有用であり，

低侵裂で治療できる利点もあると考えた.

中手骨頭の骨性隆起によ って生じた示指弾

発指の 1例

術協医科大学整形外科学 光

裕

輔

雄

哉

裕

IV-18 

0高井

亀 田

坪 山

関 本

玉井

野原

郷協医科大学日光医療センター整形外科

長田伝 重

都 丸 倫 代

[はじめに]中手骨頭の骨性隆起による手指 MP

盛

正

大

巌

和

CREST症候群に伴った小指 calcinosis

circumscriptaの 1例

日本医科大学武蔵小杉病院整形外科

O南野光彦

堀口 元

;峯泉卓哉

小寺訓江

友利裕二

高井信閉

[目的]限局型強皮症の一型の CREST症候群に，

小指皮下石灰沈着を伴った稀な calcinosiscircum-

scriptaの 1例を経験した

[症例179歳，女性. 6か月前に左小指の皮下l直

結に気づき，終痛と共に徐々に培大した.初診時，

左小指掌側に約 2cm大の硬い皮下腰痛を認め s 指

尖部小痩孔から白色ぺースト状組織が漏出し レイ

ノー現象，手指硬化，毛細血管拡張，逆流性食道炎

を認めた.単純 X線， CTで小指掌側皮下に分葉状

石灰沈着像を認め， MRIで腰痛は T1低信号， T2等

信号を呈 していた. I血液的には Ca，IP正常，抗核

抗体陽性，抗セントロメア抗体陽性. RF陰性. :JJt 
scl-70抗体陰性であった.CREST症候併に伴 った

calcinosis circumscriplaと診断し手術を行った.小

指掌側侵入で腰痛を愛護的に摘出し，病理組織は石

灰であった.1*r後指腹部の部分表層壊死が生じたが，

日本医科大学整形外科

IV-13 
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関節ロッキングの報告は散見される.今回，中手骨 が，活動性の低い患者や， time savingの目的での

頭の骨性隆起によって生じた示指 MP関節神発指 手術としての適応があるものと考えられた.

の 1例を経験したので報告する.[症例J15歳，女性.

主訴は右示指の伸展障害.3年前より誘因なく，右

示指伸展時の引っかかり感を自覚 していたが経過観

察 していた 5ヵ月前より伸展時に痔痛を伴うため，

近医からの紹介にて当科を受診した スポーツ歴と

して約 1年前より弓道を始めており，不IJき手は左で

あるが， 弓の弦を引く際は右手を使用 している.右

示指は屈曲制限なく ，伸展時に磯音を伴う弾発現象

がみられた.単純 X線 .CT 像にて右第 2~Iコ手骨頭

焼掌側に骨性隆起を認めた.手術所見では骨住1:隆起

に副靭帯が引 っかかるものの， 他動にて完全作11展可

能であった，副籾帯の切J1lmにて弾発現象を伴わず完

全{EI1展が可能となった.術後 6ヵ月経過し再発を認

めていない. [考察]弦を引く!民弦の反張力が第

2 r-I~手骨頭焼側部に一定時間加わる.本症例におけ

る弾発現象の原因として 骨性隆起の辺縁がなだら

かであったこと，およびその骨性|盗起周囲に反復す

る弦の機械的刺激が関与しているものと推測された

lV-19 Preiser病に対する骨片摘出術の 5年成績

一第 2報一

市立函館病院整形外科 O中 島 菊雄

弘前大学医学部附属病院長 藤 哲

[はじめに]われわれは， fragmentationを生 じた

Preiser病の l例を経験した.骨片摘出術後 5年ま

での followupを行い得たので報告する. [症例1
62歳，女性，右利き，無職.転倒し，右手を強く

ついてから右手関節痛が出現 した.1ヵ月後再度転

倒し来院.左i懐尺骨遠位端骨折と右手舟状骨壊死が

認められた.経過観察中に終痛の増強，兵l状骨の

fragmentationが見られたため手術を勧めたが，長期

を要する治療は受けられないとのことで.鋭視下'湾

片摘出術のみを行った.j;1可後，x-Pで遠位手根列の

椀側移動と SLACへの進行が見られたが，手関節模

側部痛は軽減 した ため追加手術は希望しなかった.

術後約 5年で胆管癌で死亡した.[考察とまとめ]

Preiser病は症例も少なく，その治療も確立されたも

のはないー本症例では鋭視下骨片摘出{析を施行し.

術後，変形進行が見られたが. 侵裂が低いため日常

生活への復帰も早く，痔痛のil珪減が得られた SLAC
の進行により， salvage手術法の検討が必要となる

lV-20 示指から小指の中手骨骨頭無腐性壊死の 1

伊j

新潟手の外科研究所 O坪川直人

牧 裕

成還弘子

森 谷浩治

吉津孝衛

倉 石達也

依 田 拓也

原 敬

右小指基節骨基部骨折に対してナックルキャス卜

法を 4週間行われた後，バ レーボールで発症した示

指から小指 4指の中手骨骨頭無!商性壊死の 15歳男

性例を報告した. レントゲンで示指から小指の中手

骨骨頭背側部の軟骨下骨不整像， CTで骨頭背側関

節ii百の陥凹を認め， M悶 では Tl強調で低輝度で骨

壊死像を呈 していた 保存治療を3か月行ったが症

状の改善ないため 4指に対して中手骨骨頭壊死部掻

艇に海綿骨移植を行い，軟骨を骨釘移植により固定

した にh指から小指の MP関節痛は消失 したが示指

に最大伸展時の終痛が残存したため，骨移植後 8か

月で示指 MP関節、lに肋骨軟骨移植を行った 3か月

でバレーボールのセッターに復帰し 1年後には終痛

消失，可動域良好であり移植された肋骨軟骨の状態

は良好である 中手骨骨頭]!l~腐性壊死は稀な疾患で

ある 原因は外傷，ステロイド療法などがあげられ

るが本症例はギブス固定後の骨脆弱性が残る|時期に

バレーボールのトス，MP関J，f!l過例l展動作のMJ圧が

骨頭背側軟骨部にかかったためと考えられた.治療

はまず安静治療が行われるが，海綿骨移植，骨釘に

よる骨壊死部の再建や肋骨軟骨移植による再建術も

有効であった.
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[代表症例1
8歳女児 3月中旬から外傷などの誘因なく右中

指中節部の腫脹，終痛が認められたため近医受診.

打撲と診断されたが，症状改善しないため受診とな

る.来院時局所IJ重脹とil珪し、終痛が持続し，血液検査

では炎症反応などの異常所見はないものの Xp仁

特徴的打ち抜き像を認めた.以上より Microgeodic

cliseaseと診断，経過観察したところ発症 2ヵ月で

症状は改善した.また，初診時に右中日止にも問機の

Xp所見が認められ，問診により自然経過で改善 し

たことを1i在認している

[考察]

Microgeoclic cliseaseは寒冷刺激による骨内の循

環陣害が原因と推測されており .今回報告 した 3例

はいずれも 1月から 3月に発症し，経過観察にて改

善 している点は過去の報告に一致 している.

本疾患の好発年齢・特徴的 Xp所見などの疾患概

念の認知が何より重要であり，情報共有のツールと

して電子カルテは診断に有J=I=Iであった.また，病的

骨折による変形の報告もあることに留意する必要が

ある.

聡

康

拓

昇

士

毅

昭

イ変

卓

和

芳

丸

村

木

村

本

藤

山

稀な尺骨頭部分壊死の 1例

慶臆義塾大学整形外科 O松

中

鈴

松

疋王

佐

戸

IV-21 

母指 MP関節榛側側副靭帯損傷の3例

江東病院整形外科 O楼 井

梶 原

森本 宏

予 善 弘

母指 MP関節、H尭側側副靭帯損傷 3191Jの手術症例を

報告する.症例は 46歳男性， 32歳および47歳女性.

ラグビー， I喧|時，壁を叩いて受傷している.受傷翌

日から 6日までに当科初診.単純X線検査で，いず

れも基師、i骨は尺側へ変位し.尺側ストレスの Tilting

angleは 32-45度であった.受1M6-10日目に手

術を施行. ~Iヨ手骨側の付着音1\で完全断裂した 2 例は

suture anchorを用い中手需に縫着.lf91Jは小骨片を

伴う再受傷例で， 1陛実質損傷のため，端々縫合を し

たのちキルシュナー鋼線で MP関節を固定した.

本損傷は尺側損傷と比べ稀で， ADL上支障が少な

く保存治療が選択され易い しかし，痛みや機能障

害で手術となる報告も多く，早期に診断し手術を行

うことも重要と考えた

Tilting angleで20度以上または健側差 10度以上，

健側差が 10度以上あり基節骨基部が側方にずれて

晃

IV-25 

大

康

当院で診断さ れた Microgeodicdiseaseの

3例

関東労災病院整形外科

，口

司

[背景と目的]

Microgeoclic c1iseaseは 197011二に Maroleauxが報

告 した指制ーに Xp上特徴的抜き打ち像を示す稀な疾

患である.今回当院で診断された本疾患の 3症例を

経験したので報告する.

[症例1
28歳，男性.ゴルフプレー後に右手関節尺側部痛

を認め，近医を受診し， TFCC 損傷と診断され，保

存的加療を受けたが，終痛は改善しなかった.8ヶ

月後に当|涜紹介受診.M悶 のTl，T2強調像で尺骨

頭に低信号領域を認めたが，尺側手根骨内に嚢腫状

陰影等の輝度変化は認めなかった.尺骨頭の音li分壊

死の診断の下，手術を施行した.尺骨頭壊死に対し

ては尺骨頭の新鮮化を行い， じr靭帯損傷に対 しては

K-wireによる LT関節の仮固定を行ったが， TFCC 

には問題がなかったため放置した 術後，一時的に

終痛の改善を認めたものの再び増悪し， M悶におけ

る壊死所見も変化を認めなかった.発症 l年 9ヶ月

後に，尺骨短縮術を施行 した その後，柊痛は徐々

に改善 し， 発症 6年後において終痛は完全に消失し

た.また，同年に施行した M悶 においても尺骨頭壊

死の所見は改善を認めた.

[考察]尺骨突き上げ、症候群では通常 TFCCの穿

孔などの変性損傷と尺側手根骨の軟骨病変や骨襲股

などを認めるが.本症例では骨病変は尺骨頭にのみ

限定していた.尺骨短縮術による除圧により症状 ・

画像所見ともに軽快した.

明

克

康

健

裕

屋

還

林

田

崎

土

深

小

飛

岡

。
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いる場合などが手術適応とされている.

今回，Tilting angleはいずれも 20度以上であった

が， 基節骨が尺側に変位しており， 単純 X線を注意

深く読影することも重要であると考えた.

)t，建付着部断裂の 2例は，suture anchorを用いるこ

とで強固な固定が得られた.端々縫合を行った 1例

は，キルシュナー銅線による関節固定を加えること

で良い成績が得られた.

IV-26 榛骨手根関節脱臼骨折の一例

日本医科大学整形外科 O小寺訓江

;事泉卓哉

南野光彦

友利裕一

高井信朗

稀な外傷である撰骨手根関節脱臼骨折の 1191Jを経

験したので報告する.症例は 56歳男性の植木職人.

約 1mの高さより転落し，右手掌をついて受傷 し，

翌日当科へ紹介された 単純レン トゲン像にて，椀

骨茎状突起骨折と榛骨手根関節の背側脱臼を認め

た.徒手的にIJ見臼は整復 し得たが，不安定住1:が残存

し， CT像にて暁骨手探関節内の月状骨識に剥離骨

片を認め，受傷後 10日目に手術を施行した. 手関

白i鋭を使用し，茎状突起をスクリユーで固定した

月状骨閣に認めた来IJliil~骨片には籾帯成分は付着 して

いなかったため摘出した.鏡視上は掌側の靭帯損傷

を認めたが，関節の安定性は良好だったため，観Jin

的な靭帯修復術は行わなかった.術後 8ヶ月現在，

関節可動域は手関節掌屈 70
0

，背屈 68
0

，前腕囲内

800
，巨|外 95。で1::1常生活動作の支障は認めず，復職

している 椀骨手根関節脱臼は全脱臼の 0.2%であ

り，模骨遠位端骨折を合併することが多い.自験例

では， {尭骨茎状突起の|大l固定を行うことにより榛骨

手根関節の安定性が得られ 関節内の禁IJ自ff骨片の摘

出と靭帯の確認を鏡視下に行い得たことにより，よ

り低侵裂の治療が行うことができ，良好な手関節機

能が得るこ とができた.
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IV-27 骨性槌指の変形癒合に対して骨切り術を行

った 1例

中通総合病院整形外科 O千馬誠悦

成田裕一郎

骨性槌指の変形癒合に対して骨切り術を行った 1

例を経験したので報告する. 14歳の男性で，野球

部の内野手. 6か月前に軟式野球ボールが右中指に

あたり受傷 した.近医で手術を勧め られたが，手術

を受けずに野球を続けていた.右中指 DIP関節のや11

展障害により ，投球時にボールがひっかかるため 2

当科を受診 した DIP関節の伸展が_350
で健側より

50。の付l展制限がみられた 単純 X線写真では背側

に転位した小骨片と末節骨聞に骨が形成され，延長

して骨癒合 していた.変形癒合した骨折部を展開 し，

長く変形癒合 した骨を 20-300

，3mmの範囲で切除

し， 石黒法に準じて DIP関節を固定した.術後 5週

で鋼線を抜去 した.術後 7か月の時点で DIP関節の

イIj1展は 0。と改善 していた.屈曲は 750
で，術前より

10。制限されていた.終痛はなく ，投球目寺のひっか

かりもなく ，野球ができるようになっていた.陳旧

性骨性槌指の大部分は偽関節となるが，本症例のよ

うに延長 して骨癒合する こともある. 1割高，DIP I禁i
ifr'jの例l展陣害があり， 何 らかの支障をきたしている

場合に骨切り術が必要となる.骨切り術でDlP関節

に軽度の屈J1:11制限は生じるが，伸展障害は改善でき

ると思われる

IV-28 陳旧性 DIP関節掌側脱臼の 1例

太田総合病院手外科センター O岩崎幸治

富 田泰次

金 潤 喜

根 本 高 幸

[目的]小児骨性槌指後の DIP関節掌側脱臼を治

療する機会を得たのでこれを報告する.

[症例]11歳，男児.右示指にボールが当た り受{釘

右示指の変形が残存 し受傷後 3カ月で近医受診，当

院紹介受診 初診時左示指には変形を認めるものの

終痛はなかった.単純レントゲン像では末節骨は掌

側に脱臼し， 末目i骨の背側にわず、かな骨隆起をみと

めた 徒手整復を試みるも不可能であり手術を施行

した DIP開館I背側より展開， 伸筋!陛はl折裂せず保

たれており末節骨背側の骨隆起音1)に付着 していた.

軟部組織解南fHI可を施行するも整復は不可能であり，



骨性槌指の陳旧例と考え伸筋j挫付着部で骨切りをお

こなうと DIP関節は整復可能となった.DIP関節を

整復位で固定，末節骨骨折部を新鮮化レ骨切りした

骨片を整復，銅線締結法にて固定 した.術後 8カ月

の現在末節骨背側の骨端線の不整は軽度認めるもの

の関節可動域は 0-50。で日常生活では支障なくスポ

ーツにも復帰している.

[考察]DIP関節の脱臼例は散見するが掌側脱臼

はまれである.本症例は手術所見から骨I~:槌指後に

末節骨が掌側脱臼し，脱臼位が長期に及んだため小

児であることから背側骨片が末節骨背側に骨癒合し

てしまったものと推察された

IV-29 骨折を伴った非開放性 malletthumbの 2

例

目白病院整形外科

佐々木研究所付属否雲堂病院

亮

利

雅
勝

善

月

池

田

定

野

富。
[はじめに ]Mallet fingelにおける malletthumb 

の発生は稀で非開放性損傷はさらに少ない.今回

我々は，非開放性の骨性 malletth um bを2例経験

したので報告する.

[症例 1]28歳，女性.喧11草にて右母指を強打し

受傷. Doyle分類 Type IVB.受傷後 3日目に石黒

法を行った術後 4週で抜釘し最終経過観察時の IP

関節可重IJJiiJiは{FI'展 O。屈曲 700
で痔痛なく ADLiljlJ限

はなかった

[症例 2]87歳，女性.駅の階段で、転落し受傷.

Doyle分類IVC. 受傷後 111::1自に石黒法を行った.

術後 6週で抜主lし最終経過観察時の IP関可動域節

は{EI'展 0。屈FHI600

で廃痛なく ADL制限はなかった.

[考察] 本~'IS にて骨折を伴った mallel thumbの詳

細11な論文報告は 7例と非常に少なかった.発生頻度

が少ない理由として，母指は他指よりも短く， EPL 
が太いため断裂しにくいとされている.受傷原因は

転倒Ilii落によるものが5仔IJと多く， Mallet fingerの

約半数がスポーツ外傷とされていることとは対!照的

であった.治療は全例手術治療が行われていた 自

験例はいずれも石黒法を行い，良好な結果を得るこ

とができた.

643 

IV-30 同一指に発生した DIp.PIP関節脱臼骨折

の 1例

川崎市立川IIJ奇病院整形外科 O堀 内孝

堀内行雄

別所祐 貴

河 野 友 祐

右示指に Dlp.PIP関師、Iに同時発生した脱臼骨折

を経験したので報告する.

[症例]47歳男性 タクシー運転手

[主訴]右示指 DIp.P1P関節の腫脹 ・終痛

軟式野球のキャッチャーでショートバウンドの捕

球時に右示指にボールが当たって受傷.右示指

Dlp. PIP関節脱臼骨折の診断で手術的加療を行っ

た.両関節とも， Iく.-wlreを掌側から刺入 して骨片を

固定し，もう 1本の K-wireで伸展ブロックを追加

した.術直後から屈曲のみの軽度の運動療法を指示

し，伸展ブロックは 3週，骨片の固定は 6週で抜去

した.術後 6か月で骨癒合は良好でADL障害なく，

経過良好で、あった.

[考察]同一指の Dlp.PIP関節脱臼骨折が同時

発生することはまれである.受傷機転としては，長

ijilli方向の外力が DIp.PIP関節軽度屈曲位で各関節

に伝わり， lIilll圧による到断力が働いでほぼ同時に両

関節の背側脱臼骨折が生じたものと考えられる.ま

た，屈筋!世，伸筋腿がともに緊張状態であり，関節

が固定されている状態であったからこそ過伸展損傷

にはならず，!I![I]圧損傷となったと考えられる.早期

診断し， {r!.1展ブロックを併用した経皮ピンニングで

良好な成績を得た.

IV-31 骨端線損傷を伴わない小児マレ ッ卜指の 1

修IJ

リハ ビリテーション中伊豆温泉病院整形外科

0韓 哲 舜

)1回天堂大学医学部付属静岡病院整形外科

内藤聖人

大林 治

症例は 12歳男児 ドッヂボール中，右環指にボー

ルが突き指する形で受仮 初診時に右環指のマレツ

卜変形を呈 していた 単純レン トゲン側面像では，

骨端線は|別存しているも末節骨の転位は見られず，

骨端背側に小骨片を認めた. {I和展位にて整復位が得

られず手術を行った.術中に明らかな骨端線損傷を
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所見は認められなかった.手術は l.OmmC-Wire2本を

extension blockとして使用して open石黒法を行っ

た.術後 5週で抜釘し自動運動を開始し，最終評価

は術後 5カ月で蟹江分類の優であった 小児マ レツ

卜指は骨端線損傷ーを伴って発症し，その多くが Salt-

er & Harris (S-H)分類 1，II型となると考えられて

いる またすでに骨端線閉鎖が進んだ状態であれ

ば， S-H分類皿型となると考えられる.本症例はレ

ントゲン上，骨端線閉鎖が進んでいたと考えられた

が，指尖部から伝わる制l圧外力が小さかったため，

S-H III型とならずに成人同様の剥離骨折型を呈 した

ものと考えられた.

1V-33 親子発生した変形性関節症による伸筋膿断

裂

Jllfi天堂東京江東高齢者医療センター整形外科

0岩瀬嘉志

清 村幸雄

[目的]親子で特徴的な ulnaplus variant 形状の

変形性手関節i症により時期を同じくして伸筋腿断裂

を生じた症例を経験したので報告する

[症例 1157歳女性.特に誘引なく右手関節部腫

脹.その後 8カ月して書字で， 伸展右手環指小指不

能.同月初診右手環指小指伸筋腿断裂の診断にて，

l陛移行術施行.病理所見は，滑膜は乳頭上の凹凸を

呈し I血管の増生，リンパ球浸潤，ヘモジデリン沈

着を認めた

[痕例 2185歳 女 性症例 1の母親.症例 lの手

術から 3ヵ月後突然右手環指小指イ1'11展不能.右手環

指小指11判前腿断裂の診断にて，I陸移行術施行.病理

所見は，滑IJ英は乳頭 仁の凹凸を呈 し，血管の増生，

リンパ球浸j聞を認めた

[考察]非外傷性の伸筋!世断裂は慢性関節リウマ

チによる滑膜炎によるものが良く知られている. し

かし症例 1，2ともに血液検査その他より関節リウマ

チは否定的であった.症例 lは尺骨頭が背側に突出

した形，症例 2は遠位擁尺関節に骨聴形成を認め，

ともに ulnaplus variant 形状の変形性手関節症像を

呈 しており機械的刺激が原因となり断裂したと思わ

れる 家族的に特異な手閉鎖、lの形状が伸筋腿断裂の

原因とな ったことが示唆された.
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1V-34 長母指伸筋臆不全断裂の 1例

防衛医科大学校整形外科学講座 O伊藤雄也

有野浩司

尼子雅敏

山元浩治

大野晋太郎

根本孝 一

棟骨遺位端骨折後の長母指伸筋!陛(以下， EPL) 

皮下完全断裂の報告は多いが，不全断裂の報告は少

ない.我々は検骨遠位端骨折による EPL不全断裂

の症例を経験したので報告する.

症例は 64歳の男性，ゴルフ場で、転倒して受傷 し

た.近医で骨折と診断され，保存的治療を行った.

4か月後に手関節背側の腫痛と終痛が出現 し，当院

を受診した lP関節の 自動伸展は可能であった.

EPLに一致した腫癌を認め.母指の最大伸展位でク

リック，終痛を認めた.M悶で EPLは不鮮明であ

った.EPL不全断裂と診断し手術を行った.腫痛は

5mm大，伸筋支帯より遠位に存在し， J毘痛の近位が

部分断裂していた.国指の最大イEll展位でIJ重痛は伸筋

支帯遠位でインピンジされた.損傷部でl陸の直径が

3/4保たれていたため，腫癌を切|徐し，また1[11筋支

部述位辺縁を一部切開した.I陛の滑走に問題ないこ

とを確認し，手術を終了した.手関節掌側シーネ固

定を 2日間行い，可動域訓練を開始した.術後 5か

月において臨癒，震痛ともに消失しており，患者の

満足度は高い.

EPL不全断裂に対して，腔移行術や補強術，また

EPLの皮下移行が行われという報告が散見される

が，本症例では，損傷部の腫痛切|徐とイ1'1吻~í支帯の切

開で良好な成績が得られた.

1V-35 長母指伸筋臆皮下断裂症例の検討

町田市民病院形成外科 O篠田明彦

西村 礼 司

東京慈恵会医科大学形成外科学講座

松浦慎太郎

小 俣 美香子

内田 満

世田谷下回総合病院整形外科石橋嘉津雄

[はじめに]長母指1111筋l腔(EPL)皮下|折裂は焼骨

遠位端骨折後や関節リウマチ (RA)患者にしばしば

見られる.また繰り返し動作やスポーツなどの外傷



に伴って発症する.われわれは RAを伴わない EPL
皮下断裂症例に検討を加えたので報告する.

[症例]2007年から 2012年までに経験 した EPL
皮下断裂例のうち， RAに伴うものを除いたものは

20例であった.年齢は 15歳から77歳(平均57.6歳入

うち 2例は 10歳代であった 性別は男 9例，女 11

例であ った.受傷原因のうち擁骨遠位端骨折後は 7

例であ った.

[結果]固有示指伸筋腿!陸移行を行ったものが 17

例，固有示指仲筋腿が欠損 しており示指総指伸筋l躍

を部分的に移行 した例が l例，1.雌付着部断裂でマイ

テックアンカーを使用 して腔縫合術を行ったものが

1例，断裂 EPLが椴痕性に連続 しており腿縫縮手術

を行ったものが 1191Jであった.Lister結師、l音1)断裂例

は 悶clclellの評価基準，末節骨停止部lj:Jr裂は蟹江の

評価基準を用いた.

[考察]EPL皮下断裂に対する手術例について考

察を加えた.また比較的少ない，末節骨停止部での

断裂似1]， 10歳代に発症 した症例について検討を加え

た.

IV-36 豆状三角骨関節の CPPD関節症に深指屈

筋腿皮下断裂を合併した 1例

土浦協同病院整形外科 O若杉琢磨

白坂律郎

木村浩明

東京医科歯科大学医歯学総合研究科整形外科学分野

若林良明

手関節の Calciumpyrophosphate clepositionによ

る関節症(以下 CPPD関節症)は月状三角骨関節や

TFCCに多く発生 し，伸筋!挫断裂合併の報告が散見

される 今回われわれは，豆状三角骨関節に発生し

たCPPD関節症に続発 した深指回筋腿皮下断裂の 1

例を経験したので文献的考察を加えてこれを報告す

る.

症例 :65歳女性.現病歴:誘引なく起床i侍に左

小指の屈|出不能を自覚 し 当院外来受診 した. 左小

指は DIP関節 ・PIP関節ともに自動屈|巾不能であっ

た単純X線写真国外斜位像にて豆状三角骨関節の

関Nîll:i~性変化と関節岡田の石灰化像を認めた.小指

深指屈筋!従皮下断裂の診断にて手術施行.車状三角

骨関節は関節包が破れており，手根管内に辺縁の先

鋭な豆状骨が露出していた 術中所見から小指深指
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屈筋l躍は機械的刺激による断裂と考えられた. 豆状

骨切除に加えて小指深指屈筋!躍は環指深指屈筋腿に

端側縫合と し た.術 I:I~ の石灰化病巣か ら CPPD 結晶

の存在が証明された.術後は手関節背側シーネ固定

とし環指とのテーピング下に減張位早期運動療法を

行った.術後 3ヶ月の時点で小指は可動域制限なく

屈伸可能であった.

R人37 変形性遠位榛尺関節症により生じた小指深

指屈筋臆皮下断裂の 2例

さいたま赤十字病院 O鈴 木志郎

代 田 雅 彦

白川 健

遠位椀尺関i'(r'jの変形性関節症を原因とした小指深

指屈筋l陛皮下断裂の 2例を経験したので報告する

[症例 1]58歳男性.左小指をサ ッカージャージに

引っかけて転倒し DIP屈曲不能となった.左様骨遠

位端骨折の既往歴あり， X線像で DRUJの OAを認

めた.術中 FDP末節骨停止部の損傷はなく，変形

した尺骨頭の骨瓢による DRUJ関節包の穿孔と小指

FDP1.腔断裂を認めた.骨赫を切除し DRU]1具Im'(j包を

縫合閉鎖，長掌筋l腔を用いて FDP断端聞に briclge
graItを行 った.[症例 2]72歳女性.4ヶ月前より

左小指のl出げづらさを自覚 し， 手提げを向指で引 っ

かけた際に DIP屈曲l不能とな った.X線{象で DRUJ
および豆状三角関節の OAを認めた.術中 DRUJ関

節包の穿孔と小指 FDP断裂を認めたがr 豆状三角

関節の開口は~!\~か った . 手関節形成術 (S-K 法)と

DRUJ関節包の縫合，同様の briclgegraftを行った

[考察]DRUJの OAでは背側脱臼した尺骨頭による

{I11筋腿断裂の発症が多いが，その変形や脱臼方向に

よっては屈筋l陛l断裂も発生しうる 手関節部での小

指 FDP腿断裂の原因として， 豆状三角関節症や有

鈎骨鈎偽関節などの報告が多いが， DRUJの OAも

発症原因のーっとして念頭におき，やtij前の画像評価

を行い手術計画する必要がある.
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IV-38 榛骨遠位端骨折後の長母指伸筋臆断裂に対

して行った臆移行術後に総指伸筋臆断裂を

生じた 1例

富山大学医学部整形外科 O頭川峰志

長田龍介

[症例161歳女性，掃除婦.転倒により 左様骨遠

位端骨折を受傷し，前医にて掌側プレート固定術を

施行された.術後 1ヵ月で生じた左母指伸展不全に

対し，長母指何l筋l健 (EPL)皮下断裂と診断し固有

示指イ11:1筋!陛 (EIP)).腿移行術を行った.断裂部周辺

にスクリユーの突出はなく， Lister結節での骨性隆

起の増大を認めるのみで第 4区画の腿，滑走床とも

正常であった 母指例l展は改善したが，)陸移行術後

3カ月で誘因なく左前腕痛を自覚し，示指何l展不全

が出現した.示指総指伸筋l健 (EDC2)皮下断裂と

診断し，遊離腿移植術を行った.術中所見は EPL断

裂と同部位での断裂であり，原因のーっと思われた

骨性隆起を切除形成した.示指イEI:I展は改善ーし，や11後
l年現在，再断裂はない.

[考察]模骨遠位端骨折の合併症として EPL断裂

が知られるが， EDC断裂は稀である.報告にあるス

クリユーの突出は見られず，断裂の原因として仮骨

による滑走床の隆起， {申筋支帯展開に伴うl陛走行の

偏位，職業上の overuseなどが考えられた.1尭骨遠

位端骨折後lこは EPLばかりでなく他の伸筋J陛断裂

を生じる可能性，これは腿移行術の後でさえも生じ

えることを念頭に置くべきである

町一39 破格を伴った小指深指屈筋腫皮下断裂の 1

例

霞ヶ浦医療センター整形外科 O村井伸司

筑波大学附属病院土浦市臨床教育ステーション

西浦康正

症例:37歳，男性.主訴.左小指 DIP関節の屈

曲不能.現病歴 :鍵のかかった自動車のスライドド

アを，左手をひっかけて思い切り開けようとしたら，

手に激痛を感じた直後から左小指 DIP関節の屈曲

が不能となった.受傷後約 4週で当科を紹介受診し

た 現症左小指の DIP関節は伸展位で，自動屈曲

は不能， PIP関節は自動屈|泊可能であった.術"1"所
見 :A1 pul1eyの近位で小指深指屈筋(以下，FDP) 
!陛を牽引すると DIP関節の屈|立lが可能だった.そ

の更に近位に著明な癒着があり，小指 FDP)陛の遠
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位断端が存在 した. 有拘骨鈎部での断裂を考え，癒

着が強いため，手根管を開放 し，断裂部を確認 した

とこ ろ，小指 FDP腿は，手根管近位から環指 FDP
l健と一体となった破格で?手根管出口付近のちょう

ど分|岐部で小指 FDP腿のみが断裂していた. 手根

管近位まで，環指 FDP腿と小指 FDP)陸近位断端を

裂いて，手根管近位か ら手掌部まで、小指 FDP)世断

端聞に腿移植を行った.術後経過 :術翌日から早期

運動療法を開始し，術後 27週での Tota!Active Mo-

tionは240。と良好な結果を得た.考察 基礎疾患の

無い青壮年の有鈎骨鈎部で、の深指屈筋腿単独皮下断

裂は稀である 有絢骨鈎に異常を認めず， FDP腿の

破絡が断裂の一因と推測された.

IV-40 手指 MP関節伸筋臆脱臼の治療

松村総合病院整形外科 O田山信 敬

[目的]当院で行っている手指 MP関節伸筋腿脱

臼の手術法とその治療成績につき報告した.

[対象および方法15 f91J 5指を対象とした 男性 2

例女性3例で発痕年齢は 13から 57歳(平均37.4歳).

催患側は右 2指左 3指ですべて中指だった.損傷形

態は特発性が4指，外傷性が 1指で，手術時新鮮例

2指，陳旧例が3指であり，すべて尺側脱臼だった

手術は駆血帯を使用せず 1%エビネフリン入り リド

カインにて局所麻酔後，矢状索煩傷例では修復，癒

痕が認められるものは搬痕切除し，明らかな所見が

ないものは矢状索を縫統iした. Wrl:jJ患指を自動運動

させて脱臼 しないことを確認し，縫縮部の離聞が危

慎される場合は縫縮を追加した 術後は 2-3週 MP

関節のみ軽度屈曲位で固定した.術後経過観察期間

は2-4ヶ月(平均 2.8ヶ月)だった.再発の有無と可

動域を評価した.

[結果]全例再脱臼なく，可動域も術後 2ヶ月で術

前の可動域に回復していた

[考察]本手術の利点は，術中l三!動運動で脱臼 し

ないことを確認でき，縫締部の[ijl~聞が危慎される場

合は，縫縮追加し有li強できることである.今のとこ

ろ縫縮術に追加処置を要する症例はなかった



IV-41 エビネフリ ン入り局麻剤を使用した指ブ口

ックによる鍵剥離術

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 O中村恒

平 瀬雄 一

桑 原 真 人

[ 目的 ] 手指l陛剥 l~f1.術時に，腿が十分剥 /)JfÊ されて

いるか確認することは重要である.全身 ・伝達麻酔

|ご， タニケット使用下では指の自動運動が不可能な

ため，様々な工夫がなされている.我々は，従来指

ブロックで禁忌とされてきた，エビネフリ ン入り局

麻剤による指ブロック麻1j!1~を行っており，それによ

りll1U{n野での剥l相手技と， 自動運動での残存癒着の

有無の確認が可能で、ある.その手技，経験について

報告する

[手技1Zone2での屈筋腿癒着患者 4例に対して

以下の指ブロ ック麻酔による縦剥l)jf1.術を行った 10 

万倍希釈のエピネフリン+100倍希釈の リドカイ ン

液 (E入り 1%キシロカイン液)を手掌指針i間皮!宙

線中央部より intrathecalに 3ml注入.指掌側が蒼

白になるまで、約3分待ったのち， Il住剥高f1.術を行った.

剥liifE後，自動屈曲l運動を行ってもらい，十分に剥jiifE

されていること を確認 した

[成績]平均手術時間は 42分であった.手術はMi
血野で行うことが全例で可能であり ，神経， 血管損

傷，その他の合併症はなかった.全例市町中で十分な

自動屈曲角度の獲得が可能であった

[結論]エピネフリン入り局麻削での指ブロック

により， 11時間以内の手術であれば安全に確実なl陛

剥li.lfE術が可能である.

IV-42 遠位僕尺関節の変形性関節症で，関節包断

裂を伴わない症例

さいたま市立病院整形外科 O山 鯨 朋 宏

済生会横浜市東部病院整形外科 山中一良

松井 秀 和

済生会神奈川県病院整形外科 佐々木 孝

はじめに.遠位榛尺関節 (DRUJ)の変形性関節

症 (OA)に合併した抑制筋腿皮下断裂症例の報告は散

見されるが， DRUJ関節包の断裂を伴わないものは

極めてまれであるー今回 2症例を経験したので報告

する.

椛仔IJ1 : 76歳女性 尺骨頭JJl~臼 ・ 動揺性を認めな
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い.腿移行術を施行.術中所見では DRUJ関節包断

裂を認めず，直下に槙骨の骨赫を触知 した.

症例 2: 64歳女性.尺骨頭の背側突出と動揺性を

認めた.手関節形成術とl陛移行術を施行.術中所見

では腿鞘滑膜の増生を認め， DRU]関節包断裂はな

かった.尺骨頭は表面が象牙質様に硬化，算盤の珠

状の変形を認めた

考察:DRU]の OAに合併した伸筋腿皮下断裂の

原因は，背側脱臼した尺骨頭やその骨赫によって腿

の機械的摩耗をきたすものであるとされる.DRUJ 

関節包に小孔を認めるとする報告がほとんどである

が，関節包断裂のない症例も存在する.症例 Iでは，

尺骨頭の鋭利な変形や動揺性は認められず，機骨の

骨聴が関係 している可能性が考えられた.症例 2で

は，尺骨頚の背側突出と動揺性により {ll1筋腿コンパ

ートメント 内のl腔滑走抵抗が増大，摩耗をきたした

可能性が考えられる

IV-43 長期観察しえた第 2足祉移植による母指再

建術の 1例

進藤病院整形外科 O平山隆三

小児期のlヨ指 MP音11切断に対し第 2足肱移植によ

る母指再建術を行い術後 17年観察 しえた症例につ

き報告する.

[症例]女児， 8歳時農業機械に巻き込まれ受傷，

母指はMP部完全切断にて母指 MP音11断端形成 腹

壁皮弁にて被覆される.受傷後 1年， 9歳時第 2足

駈移植による母指再建術行う .術後 17年， 26歳の

現在， 再建母指は健側母指に比 し ~Iコ手骨以遠の長径

差 5mm，横径差 5mmで骨成長率健側足E止比 100%，

外観形態は健側第 2足世と同様である ROMはTAM

は伸展/屈曲 0/400

，母指対立は可能，S-2PD3mm， 

握力健側比 88%，Cold-intoleranceはなく ，Re-orien 

tationは起こっている.DASHscoreは機能障害 0.17，

スポーツ/芸術活動 6.25，手外科機能評価基準にて

excellentである.供与足は横径減少， il!f度外反母雌

変形を認めるが機能障害はない.再建母指は整容(:1''1，

機能的に良好な機能を獲得し患者の満足度も非常に

高い

[考察]小児期に母指に移植された第 2足肱は良

好な血行と物理的刺激が維持されれば外観.X-pに

て本来の第 2 足~IIの成長過程をとる

-213一
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IV-44 爪床の欠損に対して剥脱した爪床を遊離移

植した 3例

(財)新潟手の外科研究所 O原 敬

森谷浩治

牧 裕

坪川 直人

成 津 弘子

吉 津孝衛

[目的]

爪床に欠損が生じている指先損傷では阿部の被覆

が整容のみな らず，機能的にも問題となることがあ

る 今回，外傷により生じた爪床部分欠損に対して

剥脱した爪床を遊離移植 した症例を経験したので報

告する.

{症例]

症例 1，48歳男性.機械に右小指を挟み，爪床と

指先指腹が切断された. 掌:側より V-y皮弁を行いて

指先部欠損を被った後，爪甲に付着 していた爪床を

欠損部の大きさに合わせて切lijlEし遊離移植した 遊

離爪床は肉眼上変化なく，順調に生着した.症例 2，

50歳男性.紙の裁断機に右中指を挟み，爪床が広

範に切断された.爪甲ごと切断された遊離爪床は元

の位置に戻すと，組織の欠損がない鋭利損傷であっ

た.遊離爪床を正ji在に創部に縫合したところ，壊死

所見なく生着 した症例 3.25歳男性.物の聞に左

母指を挟み，爪床が爪甲とともに剥脱した.持参し

た爪甲に付着した爪床をはがし，欠損部に遊離移植

した.遊離爪床は色調変化なく生着 し，爪も成長 し

てきている.

[考察]

爪床は頼粒屈を欠く以外は表皮と同様な構造を有

し 受傷直後であれば剥脱した爪床は皮膚移植と同

様に遊離移植が可能と考えられる.今回提示した 3

例はこの推測を裏付ける結果と思われる

IV-45 指体部掌側円形皮膚欠損に対して行った指

動脈皮弁 (vololateralflap )の工夫

高月整形外科東京手の外科スポーツ医学研究所

0久能隼人

山口 利 仁

平良 貴 志

河原=四郎

小 松一成

凹谷メディカルキューブ手の外科 マイクロサー

ジエ リーセンタ一 平 瀬雄 一

[目的]指体部掌側円形欠損に対し考案した指動

脈皮弁 (vololateralflap)による再建について報告

する

[方法]症例は 20歳男性仕事中に左示中指を研

磨機に挟まれ受傷.示中指掌側r-IこI節部に直径 10.15

mm大の円形欠損と屈筋腿露出を認め皮弁による再

建を行う方針とした.同一指からの皮弁挙上を前提

に指動脈を血管茎とする局所皮弁を考案，デザイン

は欠損部遠位を一方の頂部とし他方は尺側の側正中

線上とする紡錘形を描き近位頂点から基節基部にか

け側正中線を加える.側正中切開で神経血管茎を同

定 しこれを皮弁に含め動脈皮弁として腿鞘上で挙上

する. 15mmまでの前進は容易に得られ皮弁前進に

より欠損部を被覆した

[成績]術後 3ヶ月時創癒痕は目立たず示中指と

もに %TAMは 100%であった.

[結論]指休部掌側欠損の再建には digitolateral

flapや指交叉皮弁などがある. しかし digitolateral

flapでは被覆範囲の限界，指交叉皮弁では他指の犠

牲や背側皮膚という質感の問題がある.本皮弁は安

定した1I[l行と皮弁長に応じた移動距離が得ることが

でき指体部に類円形欠損を認める場合有用であると

思われた.
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