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手根管症候群に対する Phalenテスト手技の検討
-finger motionテス トの有用性-
いたでらえいいち うえのけいすけ くによしかずき

板寺英一¥上野啓介ぺ園吉一樹林

[目的]我々は手栂管症候群を疑う患者に対して，手関節を他動屈曲させるいわゆる Phalenテス トに加え，

前腕を垂直に保ち手関節を下垂させる Phalenテスト原法と手関節屈曲位で手指の自動屈曲を行わせる fin-

ger motionテストを行っている.今回はこれらの陽性率と有用性を検討した.[方法12007年 10月から

2012年 9月までの 5年間に手根管症候群と診断したのち，当科で手根管開放術を行い，治療効果が認めら

れた 27例を対象と した 症例は男性 9例，女性 18例，平均年齢は 62歳 (39-79歳入擢病期間は 1か月から

10年(平均 33か月)であっ た.これらの症例に対して術前評価として行われていた各テストの陽性率(敏感

度)を比較し，診断上の有用性について検討した.[成績1Phalenテス ト原法，いわゆる Phalenテストおよび

finger motionテストの陽性率はそれぞれ 48%，56%および81%であった. Phalenテスト原法といわゆる

Phalenテストの陽性率に有意差はなかったが，日ngermotionテス 卜は有意に陽性率が高かった伊豆0.05)

[結論1finger motionテスト は Phalenテス トの有用な modificationである.

[緒言]

Phalenテストは手根管症候群の臨床診断に用い

られる最も一般的な検査のひとつであるが，実際に

は原法通り行われることは少ない 1)2) 我々は手根管

症候群を疑う患者に対して，誘発テス トとして手関節

を他動屈曲させる「し、わゆる Phalenテストjに加え，

前腕を垂直に保ち手関節を下垂させる iPhalenテ

ス ト原法Jと手関節屈曲位で手指の自動屈曲lを行わ

せる ifingermotionテス トjを行っている.今回は

これらの陽性率を調査し，日ngermotionテストの有

用性を検討した.

[対象と方法]

対象は 2007年 10月から 2012年 9月までの 5年

間に，最終的に手根管症候群と診断したのち，手術

を行い，治療効果が認められた 27例とした 診断

基準は誘発筋電図で M波遠位潜時が 5ms以上(導

出不能を含む)または健側より 0.5ms以上の遅延が

見られたものとした.なお，知覚神経伝導速度はiJ1lJ

定していない.症例の内訳は男性 9例.女性 18例，

年齢は 39-79歳(平均 62歳)，擢病期間は 1か月 ~

10年(平均 2年 9か月)であった.浜田の分類では

Grade 1が 10例， Gracle 2が3例， Grade 3が 14例

であった.術式は通常皮切による直視下手根管解放

術 22例，奥津法による鋭視下手根管解放術 5例で

あった(表 1).

これらの患者に対して術前評価として行われた

Tinel様徴候を含む各テス トの陽性率を比較し， 日n-

ger motionテス トの有用性について検討した.また，

finger motionテストと擢病期間，浜田の Grade分

類および M波遠位潜時との関連を調べた.統計学

的処理には χ二乗検定，Fisherの直接確率計算法

および Studentの t検定を用いた.

誘発テスト手技:日本手外科学会監修の手外科シ

リーズには手関節を他動屈曲させる手関節屈曲テス

ト(~ ¥わゆる Phalenテス ト)の図が掲載されている

が， Phalenテスト原法はこれとは異なり，“前腕を

垂直に保ち，約 1分間，手関節を最大屈曲まで下垂す

る"と，原著には書かれている け さらに我々は fin-

ger motionテストを考案 し，これらの手技に追加して

行っている これはいわゆる Phalenテストの肢位

のまま手指を屈fillさせるものであり ，およそ 1秒に

'受T型日 2013/10/29 
本成田赤十字病院整形外科 〒286-8523 千葉県成田市飯田町 90-1
ホ*千葉大学医学部盟主形外科
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1回の速さで 10回程度行って判定する. であった (p<0.05).また，後者は Tinel様徴候の陽

性率 (59%)より高率であったが，有意な差ではなか

った(表 1). [結果]

各テストの陽性率は， Phalenテスト原法が48%，

いわゆる Phalenテストが 56%，finger motionテス

トが 81%であり，後者が前 2者に対し，有意に高率

平均擢病期間は日ngermotionテス卜陽性患者が

31士36か月，陰性患者が 42:t49か月であり，差は

なかった.浜田の分類に関しては， finger motionテ

表 1 全症例

庄年 齢 j書、 権病
浜田

Tinel 
Phalen いわゆる Finger j皐位

術
(~ II (歳). '1生 (目'1

ノ7J亀、被~ij関 テスト Phalen motlon j首E寺 合併症など
期間 (G:~~d~) i'ill(i;実 王見i圭 テス卜 テスト (ms) 式

75 女右 3か月 + n.e. OCTR 4尭骨逮(.u端骨折後

53 女右 2年 4.7 OCTR 再発

62 男左 2年 11.2 OCTR 

73 男左 5年 n.e. OCTR 雨情'1擢患

53 -t: 右 4か月 + 10.0 OCTR 

67 -t: 右 2か月 8.0 OCTR 

56 女左 6年 7.0 OCTR 前(!IJ擢患

76 女右 1年 + 5.6 ECTR 

60 女左 5年 n.e OCTR 

10 79 女右 自力、月 n.e ECTR 

11 61 女右 2力、月 8.4 OCTR 

12 68 女右 2年 8.5 OCTR 多発関節炎

13 73 女左 10年 n.e OCTR 両(!II.m患

14 56 女左 5年 n.e OCTR 両(!II.m患

15 61 女左 2年 7.6 OCTR 両i!'1落差、

16 50 女右 1年 4.6 OCTR 両開'1需患

17 56 男右 l力、月 7.6 ECTR 而i!'J.m患

1 s 65 男右 2か月 n.e ECTR 

19 66 女右 4年 n.e ECTR 

20 54 男左 3力、月 n.e OCTR 

21 61 女左 2か月 9.6 OCTR 1尭骨速{立端骨折後

22 68 男右 10年 6.4 OCTR 両i!'I.m患

23 66 女左 4年 5.0 OCTR 

24 79 男右 3年 8.4 OCTR 両i!'I.m患

25 39 -t: 右 10年 5.3 OCTR 

26 61 男右 1年 6.0 OCTR 両(目'I.m患

27 49 男左 1力¥司 4.5 OCTR 多発関節炎

n.e.:導出不能， OCTR:直視下手根管解放術，ECTR:鋭視下手根菅島Z版術
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スト陽性患者では Grade1が9例， Grade 2が l例，

Grade 3が12例，陰性患者ではそれぞれ 1例，2例，

2例であり， 差はなかった.誘発筋電図で M波を導

出できた患者の平均遠位潜時は， finger motionテス

卜陽性患者で 6.7ms，陰性患者で 10.6msであり，陰

性患者の遠位潜時が有意に長かった (p<O.Ol).し

かし，導出可能例と不能例の数では差はなかった

[考 察]

Phalenテスト原法は 1966年の JBJSに図ととも

に記載されている 1) 他動的に行う Phalenテストの

手技がいつから一般的になったのかは不明である

が， 1987年の日本語の教科書にはすでに他動手技

の図が掲載されている 3) Phalenテストの原理に

ついて， Phalen自身は正中神経が横手根靭構の近

位縁と屈筋腿および検骨の間で締め付けられる，と

している 1) Phalenテストの変法として， Phalen手

技で Semmes-Weinst巴inテストを行う方法，手関節

を背屈する逆 Phalenテスト，手関節屈|曲位で物をつ

まませる方法， Phalenテストと carpalcompression 

の併用，前腕を枕へ乗せての Phalenテス ト， などが

あるが，基本的な原理は我々の方法もふくめでほぼ
同様と思われる4)5)6)7)

今回の結果から， finger motionテス トの陽性率は

Phalenテス卜原法およびいわゆる Phalenテス トよ

り高く，手技も容易であることから， EI常診療にお

いて有用と考える. しかし，特異度が評価されてい

ないことは今後の課題として残っている. Mi皮遠
位潜時が fingermotionテスト陰性患者で有意に長

かったことから，正中神経の損傷が著 しい患者で、は

症状を誘発しにくくなっているものと推測した.

[まとめ]

Finger motionテストはいわゆる Phalenテス トお

よびその原法に比べ，手根管症候群患者に対する陽

性率が高かった.
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母指球萎縮があり短母指外転筋の複合活動電位 (Abductorpollicis brevis-compound muscle action poten-

tial，以下 APB-ClVrAP)導出不能例 24例 25手に対して行った手根管開放術の APB一ClVrAP導出時期および¥

短母指外転筋 (APB)筋力を検討した.術後導出可能例 19手，不能例は 6手で，導出可能時期は術後 3か

月6手，6か月 8手， 1年以上 5手であった.術後最終APB筋力は，MMT3以上 12手 (48%)，3未満 13手

であった.手術時年齢と導出の可否，最終筋力との聞に相関はなかった.催病期間と導出の可否については

有意差がみられたが，最終筋力との聞には有意差がなかった. 一方，術後導出可能時期が早いほど有意に最

終筋力が改善し，特に術後導出可能時期が6か月以内の症例はMMT3以上の筋力の回復が多くみられた.

今検討では術前の年齢 ・躍病期間で筋力回復の予測は困難であった.一方，回復不良例に対する対立再建術

は術後 6か月以降に検討すべきと考えた.

ち，右 16手，左 9手，男性 7例，女性 17例，平均年

齢58.4歳 (33-81歳)，平均経過観察期聞は 14.1

か月 (12-26か月)であった.手術時年齢，術前擢

病期間と術後APB一CMAP導出の有無，術後APB筋

力について検討を行なった.なお，穣病期間の長い

症例では，発症時期を詳細に問診しても明確に覚え

ている患者は少なく ，ある程度の期間で区切って検

討を行うほうが実際的と考え，過去の報告 1)2)にあ

るように擢病期間を 2年で区切って検討を行った.

統計学的検討は χ2検定 (p<O.05)を用いた.

[緒言]

母指球萎縮を伴い，短母指外転筋複合活動電位

(以下APB-CMAP)導出が不可能な手恨管症候群(以

下 CTS)の母指対立障害に対して，手根管開放術

のみを行うか，あるいは一期的に対立再建術を行う

か定まった見解はない.また，術後の回復不良例に

対する対立再建術を行なう時期についてもi明確な意

見はない 今検討の目的は， APB一CMAP導出不能

例に対 して行った手根管開放術の APB-CMAP導出

可能|時期・短母指外転筋(以下 APB)筋力を検討

することである.

[結果]

最終経過観察|侍の APB-ClVrAPは導出可能が 19

手76%，導出不能が 6手 24%であった(図 1).導

出可能時期は術後 3か月 6手， 6か月 8手 1年以

上5手で， 14手 (74%)が術後 6か月以内と電位が

導出可能な際は術後早期に導出されていた.術後最

終APB筋力は MMT3未満が 13手， 1VI1VIT 3以上

は12手48%と，約半数に良好な回復がみられた (1豆|

2) . 

手術時年齢の検討では導出可能例平均 59.6歳 (33

[対象と方法]

母指球萎縮のある CTSで，術前に APB-ClVIAPが

導出不能，手術は手掌内小皮切による手線管開放術

を行い，術後 1年以上経過観察可能であった24例 25

手(透析例を|徐く)を対象とした.術後 3か月， 6 

か月， 1 年で電気生理学的検査を施行し， jil:j後最終

APB 筋力を評価した.筋電言|はDantec製 Iくeypoint

を使用し，APB一ClVIAPは導出間距離約 7cmとして，

手関節刺激し APBにて導出し測定した. 25手のう

静岡県浜松市東区半田山 1・20.1

4 
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重度 CTSにおける電気生理学的およびAPB筋力回復 653 

図 1 最終経過観察l博のAPB-CMAP導出の可否

-81歳)，不能例平均 54.3歳 (42-69歳)，と年齢

と導出の可否との聞に相関はなかった.また，手術

時年齢は術後最終 APB筋力 MMT3以上平均 59.3

歳 (33-80歳)， MMT3未満 57.5歳 (42-81歳)， と

年齢と最終筋力との間にも相関はなかった.

権病期間の検討では導出可能例が平均29.8か月 (2

-180か月)，不能例が平均 45.3か月 (8-72か月)で

あった.擢病期間 2年未満と 2年以上の症例で検討

を行ったところ，導出可能例は2年以上 7手，未満

12手，不能例は 2年以上 5手，未満 1手であり，

導出不能例は 2年以上経過しているものが有意に多

くみられた.しかし，擢病期間と術後最終筋力との

検討では APB筋力 MMT3以上の症例では罷病期

間が平均 35.9か月 (2-180か月)，MMT3未満の症

例では 31.4か月 (3-72か月)であり，権病期間と

最終筋力との聞には相聞はなかった.

MMT 

5ト $
1 ・

4卜 ・ .:
1 ・
1 ・

~ ， ‘・3 卜 ・ a;

手

MMT3未満;13手 MMT3以上 ;12手(48%)

図 2 術後最終APB筋力

一方，APB-CMAPが導出可能と なった時期と術

後最終APB筋力の検討を行ったところ，導出可能

時期が早い症例において最終筋力は有意に回復して

おり，特に導出時期が 6か月以内の症例は MMT3

以上の良好な回復が有意にみられた (1豆13)

代表症例を提示する.症例は 60歳女性. 主訴は

左母指から環指のしびれ.既往歴に高血圧 ・高脂lUl

症があり， 内服加療中.約 10年前より特に誘因な

く左母指から環指の しびれ感が出現. 5年ほど前か

ら徐々に しびれの増悪と巧徹障害が出現し，当科を

紹介受診した.初診時現症では左母指 ・示指 ・中指 ・

環指撰側1/2の低位正中神経領域に 3/10程度の感

覚鈍麻があり， APBは MMTOで母指球に筋萎縮を

認めた. Phalen徴候は陽性であったが，明らかな

Tinel徴候はなかった.電気生理学的検査において

APB-CMAPは導出不能であ った.左 CTSの診断に

日日・ぃ.................，・.-.......，・..............・・・・・・・・・・・・・・・ 1・・・・・・・・・・.............
l ・

2ト ・: + 

。 • • 
_L  

3 6 : 12 18 
導出可能時期(月)

図 3 術後 APB-CMAP導出可能H寺期と術後最終APB筋力 説出可能
H寺山lが早いほど最終筋力は有意に回復しておりー特に呼出If.'fJiHが
6か月以内の症例は MMT3以上の良好な回復が有意にみられた

-5 
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Lへ 術後6か月

コ州
5ms 

術後1年

/~ J州

5ms 

図4 代表症例APB-CMAPの変化
や向後 6か月:TL 7.2ms AMP 1.7mV 

術後 1年:TL4.6ms AMP5.1mV 

TL (terminallatency) 終末潜時

AMP (amplitude) 振幅

て手術(手根管開放術)を施行した.術後 6か月で

APB-CMAPは導出可能となり(図 4)，術後 1年の

最終経過観察時， APB筋力は MMT4であった.

[考察]

母指対立障害のある CTSにおいて術前にわずか

でも APB-CMAP導出可能例は，過去の報告 別の如

く手根管開放術のみで APB筋力の回復がみられ，

良好な対立機能が得られる. 一方，術前に APB-

CMAPが導出不能例では APB筋力の回復予測は困

難であり，またそれらの症例に対する術式，また追

加手術時期に関する一定の見解はない.

APs-CMAPが術前導出不能症例において，手根

管開放術術後 1年で MMT3以上もしくは筋萎縮が

改善 した症例の割合は過去の報告 3).1151では 56-70%

とされ，今検討では 48%とほほ守同様の結果が得ら

れた.母指対立機能回復の予後因子としては，術前

の予測因子は不明という報告別叫がある一方，年齢 1161

や催病期間 1121 電気診断 71により予測可能という報

告もあるー

今回の検討では術後も APB-CMAP導出不能例は，

術前催病期間が2年以上の症例において有意に多く

みられたが，実際の最終筋力と手術時年齢 ・穣病期

間との間には相関なく ，明らかな術前の予後因子は

不明であった しかし，術後の導出可能時期につい

6-

ては，江畑らは術後 6か月以内に可能となった症例

では全例で筋萎縮が改善したと報告 別しており，今

検討でも導出可能時期が早いほど有意に最終 APB

筋力は回復し，特に 6か月以内の症例は MMT3以

上の良好な回復がみられた. したがって，回復不良

例における対立再建術は術後 6か月以降に検討すべ

きと思われた.

[まとめ}

術前 APB-CMAP導出不能例のうち，約半数が術

後 l年で MMT3以上の回復がみられた.

手術時年齢 ・権病期間と術後最終 APB筋力との

聞に相関はなかった.

手板管開放術の術後回復不良例における対立再建

術は 6か月以降に検討すべきと考えた.

[文 献]
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重度手根管症候群に対する環指浅指屈筋腿を用いた

母指対立再建術の経験~手根管開放による母指球筋の
回復の無かった症例の検討~
右 かだたかみつ ゆ げ ひでひこ いわもとゆきひで

岡田貴充，弓削英彦，岩本幸英

[目的]手根管症候群による母指対立機能障害が長期間ある場合手根管開放のみでは母指球筋萎績が改善

せず対立機能が回復しない事がある.このような重症例のうち手術による母指対立機能の改善を希望する症

例に対して，確実な母指対立再建を目的として手根管開放と一期的に球指浅指屈筋腿を用いた母指対立再建

術を行ってきた.今回結果と して母指球筋の回復が無かった症例を調査し 本手術法による母指対立再建機

能単独の対立再建機能を検討した

[対象と方法]上記の条件で手術を施行後回指球筋の回復のない 5例を対象とし，治療成績と合併症の有

l!!~ を調査 した .

[結果]全例ピンチカ，母指可動域，DASH scoreに改善を認めた 合併症は 1例に isolatedDIP flexionを

認めた.

[考察]利き手において長期間母指対立機能障害が生じ，手術による母指対立機能の改善を希望する症例

には，匂指対立機能の確実な再建が必要である.母指球筋の回復に頼らず確実に対立機能を改善させる本手

術法は有効だと考えられた.

[緒言]

手の 3大機能は pinch，grip， sensationである手

根管症候群ではこれらのうち pinch，sensationの2

つが隙害されるため，手IJき手に手根管症候群が生じ

た場合には ADL障害は顕著となる

母指球筋の萎縮により対立機能障害が長期間生じ

ている場合，手根管開放術のみでは対立機能の改善

が見込めないと報告もあり 利き手に対立機能障害

が長期間生じている症例では，手恨管開放術に加え

て一期的な母指対立再建術が適応となると考えられ

る.

当科ではこのような症例に手根管開放術と同時に

環指浅指屈筋腔を用いた母指対立再建術を施行して

いる 今回本手術法を施行し，結果として手恨管開

放による母指球筋の回復が無かった痕例の|臨床成績

を調査し，環指浅指屈筋艇による母指対立再建機能

単独の対立再建機能を評価したので報告する.

[対象と方法]

対象は利き手において母指対立機能障害を自覚し

て1年以上経過し，手術による確実な母指対立機能

の改善を希望して本手術法を施行した症例の内，問

指球筋萎縮が改善しなかった症例である.男性2例，

女性 3例のdt5例，平均年齢は 66.2歳，術後平均

経過観察期間は 1年4ヶ月であった.

手術方法は，手根管直上の 2cmの皮切で手根管

を開放後，正中神経本幹と母指球筋枝を拡大鋭視下

に剥自fL続いて環指 MP関節掌:側の約 lcmの皮切

で浅指屈筋l陛を切離して手関節尺側の L字の皮切

に引き出し，同部位で尺側手根屈筋の halfslipで

distal baseに作製したプーリーに通し，母指 MP関

節様側に引 き出し短母指外転筋停止部に縫着 した

(図 1). 

治療成績として(仕1)S臼巴mme白s

る知覚の改普度，(2)母指球筋萎縮の改善度， (2) 

掌側外転 ・僚側外転の母指可動域， (3) 日本メディ

ツクス社製油圧ピンチメータを用いた母指 ・示指間

受f盟日 2013/10/16 
九州大学整形外科 〒812-8582 傾岡県福岡市東区馬出 3-1・1
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①手根管IJ司放ート母指I求筋枝除庄c

② FDSIVの採取。

③ FCUを用いたプーリーの作製剤f10
④ APB付請告flへの移行援の縫着。

図 1 手術手技

のピンチカ， (4)日本手外科学会母指対立機能評価，

(5) DASH score，合併症の評価として (6)握力，

腿の採取指である環指の変形の有無を調査した.統

計学的検討には Pairedt-testを用いた.

[結果]

手根管開放術による知覚の回復は全例に認められ

た(図 2)が，母指球筋の萎縮度は宮崎ら 1)の方法を

用いた.すなわち母指球筋が健側と比べ容積の減少

が認められるものを milcl，母指球筋の隆起が平坦化

しているものを moderate，さらに母指球筋検側に陥

凹が認められるものを severeとした.令官前後通じ

て母指球筋の萎縮度は severeのままで全例におい

て改善は認められなかった(表 1).母指外転角度は，

掌側外!Ii互角度 ・J憐側外転角度ともに全例改善し平均

の外iliz;角度は掌側外転で 11.6度から 54.6度へ， 1発

図 2 正中神経領域知覚の改善度
(Semmes・Weinsteintest) 

表 1 母指球筋萎縮度の評価

術前 術後

Normal 。 。
Mild 。 。
Moderate 。 。
Sever巴 5 5 

側外転角度は 35.0度から 60.0度へいず、れも統計学的

有意に改善 した(図 3).ピンチ力は keypinch . pulp 

pinchともに全例改善 し平均ピンチ力は keypinch 

で2.4kgから 4.7kgへ， pulp pinchでO.5kgから 3.3kg

へいずれも統計学的有意に改善した(図 4).日本手

外科学会母指対立機能評価法では術前全例が poor

であったが，術後は全例 good以上に改善 した(表

2). DASH scoreも全例改善 し平均スコアも術前

59.1 !さから 7.5点に統計学的有意に改善 した(図 5).

合併症の有無を調査では， 2例に若干の握力低下

を認めたが愁訴もなく有意なものではなかった(図

6).腿の donorsiteである環指の変形は l例に 10度

以下の DIPextension lagを認めたが，危↑具された

スワンネック変形や PIP関節の屈曲拘縮は認めな

かった

[考察]

低位正中神経麻郷に対する母指対立再建術は様々

な移行l陛を用いたものが報告されている 2) 母指対

立再建に使用する移行!世の選択においては，移行l陛

-8-
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後最IJ外転角度n_一一-， 
山町， ， 

.術前回術後 」プ竺)

60 160 

u tl 

30 

20 

60 

~Q的外転角度(.)

・術1m.悼r佳

65 

10 

症伊13症例2症例1

DASスコアの術前後比較図5

{2YR製

図3

ピンチカの術前後比較図 4

握力の術前後比較

自験例では認められなかった自験例では DIP関節

の extensionlagを 1{91Jに認めたが 10度以下の軽度

なもので， donor fingerの変形に関しては大きな合

併症は無いものと考えられる.また環指のl陛を採取

することより握力の低下が危慎されたが，渉猟 し得

た範囲で握力に関する報告はなく，自験例では数値

上は 2例で軽度の低下を示したが愁訴はなく軽微で

あった(表 2).

環指浅指屈筋l世を用いた母指対立機能再建の治療

成績においては，母指対立機能がgood以上のもの

がJensenら71が96%，Richardら81が93%と報告し，

白験例では全例が goocl以上であり高率に安定した

母指対立機能の再建が可能だと考えられる また本

手術法により獲得できる再建機能には， I三l験例でも

示されたように母指の掌側外転だけでなく母指fj~側

外転も再建可能であり，採取舵の長さから囲内運動

も再建可能とされている 9) しかも今回の結果から

得られたように，これらの機能回復は尽指球筋の回

復が全くない症例でも再建が可能であることが示さ

れ，本手術法は母指球筋の回復に依存せず，様々な

母指対立機能を再建できる優れた方法であると考え

ら~1.た .

-9-

図 6

の筋力を表す tensionfractionは理想的には母指対

立筋と短母指外転筋の総和と同等以上であることが

必要とされており 3) 特に手根管開放術による母指

球筋の回復が全く望めない場合はこの条件は必須と

考えられる.母指対立筋と短母指外転筋の tension

fractionの総和は 3.0%となるが，母指対立再建によ

く用いられる移行j世の中で 3.0%以上となり動力源

として条件を満たすものは中指 (3.4%)・環指 (3.0

%)の浅指屈筋のみであり 41 環指浅指屈筋腿は移

行!躍として適した腿であると考えられる.

本術式を選択した|僚に考えられる 問題点と して

は， I地の採取による合併症がある.donor fingerの

変形として PIP関節の屈曲拘縮があるが，Anderson 

ら51が8%，Rossら61が 5.8%と報告しているものの
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[まとめ1
1.母指球筋の回復が得られなかった症例全例に

おいて，母指対立機能の改善が得られた.

2. 合併症として握力の低下，環指の軽度の変形

を認めた症例を経験したが合併症に対する愁訴はな

く軽微で、あった.

3. 利き手にお いて長期間対立機能障害による

ADL障害が生じ，手術によ る母指対立機能の改善

を強く希望する症例においては，母指球筋の回復に

頼らず確実に対立機能を改善ーさせる本手術法は有効

であると考え られた.
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特発性手根管症候群に対する手掌内小皮切を用いた手

根管開放令官の成績と予後関連因子
やのこういち えぎ たけし かわぱたあきら

矢野公一七恵木丈六 川|端 確判

特発性手線管症候群に対して手掌内小皮切を用いた手板管開放術の成績と予後関連因子の関係を脂質代謝

に注目して横断的検討を行った.手術加療を行い術後 1年以上経過した特発性手根管症候群患者 101例 127

手を対象とした.アウトカムを術後しびれ，術後痛み，手術に対する満足度 (10点満点評価)とした.予後関

連因子を性別，手術時年齢，術前擢病期間，飲酒歴 I喫煙歴，高血圧，糖尿病，高コレステロール血症，高

中性脂肪，心血管イベント， body mass inclex (BMI) ，術前科l経伝導検査と した.術前の症状はしびれが全手，

痛みは 71手にあった術後しびれは，消失 :76手，軽減 :35手，不変 :10手，悪化 :6手，術後痛みは消

失:63手，軽減 :6手，悪化 :2手であった術後満足度は平均 8点であった.術後しびれには高コレステ

ロール血症，術後痛みには神経伝導検査結果が，満足度には手術時年齢，術前催病期間，高コレステロール

血症，心血管イベント， BMIが有意に関連した.脂質代謝異常は，術後の予後予測因子となりうると考える.

[緒言]

手探管症候群は，手関節部における正中神経の絞

把性末梢神経障害である 症状は，正中神経領域の

しびれ，知覚障害，運動障害， 神経因性廃痛などを

伴う.

手探管症候群の疫学は，女性が 70%を占め，発

症年齢は 40から 60歳代にピークを持つ これに対

して，高コレステロール血症の疫学に関しては，閉

経中あるいは閉経後の女性に多く，その発症年齢の

多くは中年である 1)

この手根管症候群と高コレステロールlUl症の疫学

的背景に注目し，手術加療を行った手恨管症候群の

患者主観評価による術後成績と，脂質代謝に注目し

た予後関連因子との関連を検討した.

[対象と方法1
2007年4月から 2011年 10月の聞に，理学的所

見および電気生理学的検査結果に基づいて特発性手

根管症候若手と診断して手術加療を行い，術後 1年以

上追跡できた患者を対象とし，横断的検討を行っ

た 甲状腺疾患，慢性腎不全，透析，関節リウマチ

を含むIJ安原病，手関節骨折後， JJ車場I~:病変，顕椛症，

神経内科的疾患を合併する手根管症候群は除外 し

た また，旬指対立再建併用例や，再手術例も除外

した.糖尿病合併例は脂質代謝との関連を検討する

ため対象に加えた.対象は 101例 127手，術後追跡率

は88.8%(127/143手)であった男性 21例，女性 80

例で， 右手権患が 39仔1]， 左手権患 36例，両側躍患

が26例であった.手術時年齢は，平均 71歳 (28-84

歳)，術前催病期間は平均 40か月(1-269か月)，術

後観察期間は平均 41か月 (13-68か月)であった.

手術は全例に対して，局所麻酔下に手掌内に 2.5cm

の小皮切を用いた手根管開放術を施行した.

アウトカムを術後しびれ，術後痛み，手術に対す

る満足度とし，患者より口頭あるいは文書により得

た.術後しびれと術後痛みは，術前と比較して，消

失，軽減，不変，悪化の4段階で評価し，満足度は

10点満点で， 10点が満足， 0点が不満足と設定した.

満足度は， 0-1点， 2-4点， 5-7点， 8-10 点の 4群に

も分けて検討した.

予後関連因子の設定は，性別，手術時年齢， j，liI前

機病期間，飲酒歴 I喫煙歴，高血圧，糖尿病守高コ

レステロールJfu症，高中性脂肪，心血管イベン卜，

body mass index (BMI)，術前神経伝導検査とした.

年齢は， 65歳未満と 65歳以上に分けた.高血圧は，

昨圧薬服用あるいは収縮期血圧 1401l1ll1Hg以上，拡

受理日 2013/11/07 
*大阪労災病院 〒591-8002 大阪府m市北区長曽根IHJ1179-3 

*本東住吉森本病院
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表 1 術後しびれと予後関連因子
一 一一一一一 ー日目ー '宅 一一一一一--~_.

予後関連因子 p va1ue 

男性:26手 女性 :101手
f宝男11 消失 | 軽減 | 不変 | 悪化 消失 | 軽減 | 不変 | 悪化 p=O.OI 

14 4 5 3 62 31 5 3 

65歳未満:55手 65歳以上 :72手

年齢 消失 | 軽減 I ~変 | 悪化 消失 | 軽減 | ↑変 | 悪化 p=0.03 
術後しびれ 40 12 3 。 36 23 7 6 

あり :92手 なし:35手
高血圧 消失 | 軽減 | 不変 | 悪化 消失 | 軽減 | ↑変 | 悪化 p=O.02 

48 31 9 4 28 4 1 2 

あり :22手 なし :105手

心血管イベント 消失 | 軽減 | 不変 | 悪化 消失 | 軽減 | 不変 | 悪化 p=O.02 

9 6 4 3 67 29 6 3 

表 2 術後痛みと予後関連因子

予後関連因子 p va1ue 

あり :19手 なし:52手

穏尿病 消失 | 軽減 | 悪化 消失 | 軽減 | 悪化 p=O.05 

16 Z 47 5 。
あり :12手 なし:59手

心血管イベント 消失 | 軽減 | 悪化 消失 | 軽減 | 悪化 P=O∞ 
術後痛み s 2 2 55 4 。

SCV遅延 ・1手 D~[[".SCV遅延 : 25手
消失 | 軽減 | 悪化 消失 | 軽減 | 悪化

神経伝導検査
。 。 22 3 。

SN.4Pな し・ 25手 Ml皮.SN-4Pなし :20手
p=0.01 

消失 | 軽減 | 悪化 消失 | 軽減 | 悪化

24 l 。 17 1 2 

張期血圧 90mmHg以上とした.糖尿病は，経口血糖

降下薬服用あるいはインスリン使用，空腹時血糖値

が術前採血で 110mg/dl以上とした.高コレステロ

ール血症は，内服薬服用あるいは術前総コレステロ

ール値 221mg/dlとした.高中性脂肪は，内服薬服

用あるいは術前中性脂肪値 151mg/cll 以上とした.

心血管イベン トは脳梗塞，心弁膜症，狭心症，閉塞

性動脈硬化症とし，カルテより抽出した BMI (kg/ 

n})は， 18.5未満， 18.5-24.9， 25-29.9， 30以上の 4群

に分けた.術前者11経伝導検査は，感覚神経伝導速度

(sensory nerve concluction v巴locity，以下 SCV)の

み選延，短母指外転筋終末潜H寺 (clistalmotor laten 

cy，以下 DML)および SCV遷延，知覚神経活動電

位 (sensorynerve action potential，以下 SNAP)導

出なし， Mr，皮および、SNAP導出なしの41詳に分けた.

アウトカムと予後関連因子の関連を，カイ二乗検

定 t検定， Tukey-Kramer法を用いて統計学的に

検討し，有意水準を p<0.05とした

[結果]

術前の症状はしびれが全手，痛みは 71手にあっ

た術後しびれは，消失 :76手，軽減:35手，不変:

10手，悪化 :6手，術後痛みは消失:63手，軽減:

6手，悪化 :2手であった.術前主訴のしびれと痛

みは，消失および軽減がそれぞれ 87%，97%に得

られた 術後満足度は平均 8点 (0-10)であった.

予後関連因子の結果は，飲酒歴 :39例， I喫煙歴:

11例，高血圧:71例， 糖尿病 :20仔1]，高コレステ

ロール血症:95 -&'IJ，高中性脂肪:52例，心血管イ

ベン 卜 17例であった.BMIは，18.5未満が4手，

18.5から 24.9が 66手， 25-29.9が 49手，30以上が

8手であった術前神経伝導速度結果は， SCV遷延が

1手， DMLおよびSCV選延が 53手， SNAP導出なし

が43手， M波およびSNAP導出なしが 30手であっ

た.

アウトカムと予後関連因子の検討結果は，術後 し

びれは性別(男性不良)，手術時年齢，高血圧，高

ηノ“
唱
E
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高コレステロール血症

表4 アウ トカムと予後関連因子の関連
一一一一一一一一一一一一 日一

予後関連因子

関連あり (p<0.05)

術後しびれ 性別、手術時年齢、高血圧、 心血管イ ベン ト

術後痛み 糖尿病、心血管イベン ト

満足度 性月IJ (男性 VS女性、平均7.3土3.3vs平均8.6土1.9)

コレステロール血症，心血管イベントと有意に関連

した(表 1).術後痛みは，糖尿病，心血管イベン ト，

術前神経伝導検査結果と有意に関連した(表 2).

満足度は性別，手術時年齢，術前擢病期間，高コレ

ステロール血症， 心血管イ ベント， BMIと有意に

関連した(表 3，4) 

[考 察]

特発性手根管症候群の病態の mechanicalfactor 

に関しては，屈筋腿と正中神経の excursionと手関

節運動方向におけるそれぞれの運動方向の違いや，

手指屈曲に伴う屈筋艇の掌側移動が認められ，その

結果として滑膜および腔の変性が起こり手線管内容

が増大すると考察されている 2):1) また， morpho-

logical changeについては， M悶やエコー (ultra-

sound，以下 US)上，屈筋腫l鍵鞘滑J!莫の肥厚を認め，

病理組織学的にはi滑膜の浮腫と線維化を認め，各種

サイトカインの発現が報告されている 4)5)6)

手線管症候群と脂質代謝の関連に関する報告は散

見される.手恨管症候群有病者と対象比較で， 血清

LDL値と US上の正中神経のcross-sectionalareaや，

神経伝導検査における DMLおよびSCV，手根管症

候群有病率と相関したという報告や， 手根管症候群

と心血管危険因子，内頚動脈r"J膜径，動脈硬化性疾

患との関連を認めた報告や，手根管症候群患者群内

でメタボリック症候群を有する者は， 手根管症候群

の頻度が高く，神経伝導検査の重症度が悪いという

報告がある 川)91 しかし 著者らの結果と同様の手

根管症候群術後成績と脂質代謝異常との関連はi渉猟

-13 

強、、関連あ り (pく0.01)

高コレ ステロール血症

術前神経伝導検査

手術時年齢 (65殺未満 vs65歳以上、平均9.0土1.5vs平均7.8土2.7)

術前橿病期間 (4年未満 vs4年以上、平均8.6，"2.1vs平均7.7'"2.7)

高コレステロー)¥.，血症、 B1vll

心血管イ ベン ト (あり vsなし、平均7.1土2.9円平均8.60102.1)

できなかった.

エストロゲンには，脂質代謝作用と酸化作用があ

り，その低下により LDLコレステロールおよび中

性脂肪が上昇 し，酸化 LDLが増加する.この酸化

LDLには，線維化を促進するサイトカインである

TG下戸を誘導する作用がありコラーゲン産生促進を

きたす 101 この機序により，手根管内結合組織増

加と正中神経の線維化をきた して，術後成績が不良

になったのではなし功3と推察する.

術後痛みと強い相関が認められた神経伝導検査結

果が，満足度と相闘が認められなかった原因は，患

者個人により満足する対象が異なることに起因する

と考える Disability of th巴Arm，Shoulder and Hand 

(DASH) scoreなどの機能評価を用いて今後評価を

行いたい

本研究の limitationは，前向き研究ではないこと，

コレステロール分画の検討を行っていないこと，客

観的評価を加l味していないことである.今後， WJ向
き研究を立案 し，さらなる検討を行う予定である

[まとめ1
1. 手掌内小切開手恨管開放術により，術前主訴

のしびれと痛みは，消失および軽減がそれぞれ 87

%， 97%に{専られた

2. 術後しびれは高コレステロール血症が，術後

満足度には高コレステロール血症と BMIが有意に

関連した

3. 脂質代謝異常は，術後の予後予測因子となり

うると考えるー
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特発性手根管症候群における性差による術後経過の差異
-DASH scoreによる比較一
つるたとしゆき みね ひろニ

鶴田敏幸，峯 博子

特発性手根管症候群における術後回復過程の性差の特徴を， DASH scoreに着目 して検討した.対象は

2009年 2月から 2012年3月までに当院にて鏡視下手根管開放術法で手術を行い 術後 6か月まで追跡調査

可能であった症例で，手術時年齢が 50歳以上であった男性 18例 21手，女性 36例 39手である.その結果，

神経伝導速度，知覚においては女性群のほうが男性群よりも早期から回復し，先行研究を追認する結果であ

った. しかし， DASH scoreは男性群が女性群よりも早期から改善が認められ，諸家の多くが指摘している

ように，電気生理学的評価と 自覚症状は一致 しない結果であった.女性群が男性群に比べて DASHscoreの

改善が遅かった理由として，今回の結果からは女性群は男性群に比べて pillarpainが長期間残存した症例が

多く ，ピンチ力や握力の回復が遅れる傾向にあり，さらにばね指の合併も多かったことから，結果的に男性

群に比べて自覚症状，家庭 ・社会生活の復帰が遅れているのではなし、かと推察された.

[緒言]

近年，手根管症候群においては患者の訴える重症

度と医師が評価する機能障害との聞には明らかな*

離があるとの報告もあり 1) 術後の臨床成綴の評価

にあたっては，電気生理学的検査などの他覚的検査

とともに患者立脚型アウ トカムによる評価として

Disabilities of the Arm， Shoulcler ancl Hancl ; The 

]SSH Version (DASH score) や手根管症候群質問

表日手会版 (CTSI)， Hancl 20などが用いられている.

これまで，特発性手根管症候群 (CTS) において

性別による臨床的背景や臨床症状の回復期間の差異

について検討された報告は散見されるが 2)3) DASH 

を用いて検討された報告は我々が渉猟しえた限りな

いようである.今回， 他党的検査所見と DASHscore 

を経時的に調査し，術後回復過程の性差の特徴につ

いて検討したので報告する

[対象と方法]

対象者

2009年2月から 2012年3月までに，当院にて鏡視

下手娘管開放術法 (ECTR法)で手術を行い， 術後

6 か月まで追跡調査可能であった症例で，手術時正I~

齢が 50歳以上であった 54例 60手 [男性 18例 21

手(手術時年齢平均 67.9::1::7.8歳，権病期間平均 23.1

::1::29.5か月)，女性 36例 39手(手術時年齢平均 69.7

::1:: 11.3歳，擢病期間平均 25.8::1::43.4か月)]を検討

対象とした.

なお，全て特発性症例だけを対象とし，関節リウ

マチや人工透析中の症例，様骨遠位端骨折後などの

続発性の症例は本研究から除外した.

方法

手術法は Okutsuらの原法 4)に準じて，近位からの

one portal法を用いて行った.術後はギプスシーネ

を1週間固定し，その聞は痛みのない範囲で手指を

動かすよう指導した(入浴や洗顔も術後 3日目より

許可).ギプスシーネ除去後は，手指と手関節は痛

みのない程度に日常生活や仕事等での使用を許可し

た.なお，抜糸は術後 2週目の来院時に行った.

調査項目

他覚的検査として，神経伝導速度(導出筋はAPB剖)，

中指知覚(侶S巴m汎1me白s

2虫様筋 .APB筋力，ピンチ力[ピンチメータ一(不

二精工株式会社)を使用]握力[デジタル握力計(竹

井機器工業株式会社)を使用 し， 立位上肢下垂位で

測定] を，や|涌~ïならびに術後 6 か月時まで 1 か月ごと

に計測した 評価後に診察を行い， pillar painの有無

受盟日 2013/10/19 
医療法人友和l会鶴岡整形外科 〒849.0306 佐賀県小城市牛津町勝 1241.6
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を確認 した.なお，今回 pillarpainは手掌基部痛と定

義 した.

DASH scoreは術後 3か月時までは 2週ごと，そ

の後は術後 6か月時まで 1か月ごとに調査 した な

お，ピンチ力は母指一示指聞の tippinch (tip: T-I) 

とsidepinch (side: T-I)，母指一小指聞の tippinch 

(tip : T-L)を測定した.第 2虫様筋と APB筋力は，

MMTの 0-5段階を 14点満点で評価した.全ての

評価は術者ではなく，ハンドセラピィ専門の理学療

法士が実施した.

その他，患者背景としてばね指の合併の有無，心

循環系 ・代謝疾患の合併の有無を調査 した.

統計処理

統計処理には，StatView ]-5.0 sofuνareパッケージ

(SAS Institute， NC)を用いた.多重群聞の比較には

一元配置の分散分析， post-hocテストとして Tukey-

Kramer法も しくは Scheffer去を用いた.名義変数

の比較には χ2検定， Fisherの直接法を用いた.ま

た，危険率 5%未満をもって統計的有意水準と した.

[結果]

1)神経伝導速度について

神経伝導速度の術後経時的変化を図 1に示す.

女性群では術後 1か月時から，男性群では術後 2か

月時から，術前と比べて有意な改善が認められた (p

<0.05). 

2)知覚について

女性群のみ，術後 6か月時に術前と比べて有意な

改善が認められた (p<0.05，図 2).

3)第 2虫様筋 .APB筋力について

両群とも，各評価時期の聞に有意な差は認められ

なかった(図 3).
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0，05，図 4)，

5) DASH scoreについて

Disability/symptom scoreにおいては，男性群の

みやf，J後 2週時と比べて術後 5か月， 6か月時に有意

な改善が認められた (p<0.05，図 5).

Work scoreにおいては，男性群で術後 2週時と比

ヴ，
，

‘，A
 

図 5

4)ピンチカ，握力について

TipTーしにおいて，女性群で術後 2か月時に術前

と比べて有意な低下が認められた.握力は，両群と

も 1か月時に術前と比べて有意に低下するも (p<

0.05)，男性訴のみ術後 5か月時およ び 6か月時に

術後 1か月と比べて有意な改善が認められた (p<
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表 1 pillar pain存在の差異

男性(21手) 女性(39手) P値

術後1か月時 5手(238%) 14手(359%) N.S 

i相変3力、月日寺 1手(48%) 12手(308%) 0.02 

i背後6か月日寺 1手(48%) 1手(26%) N.S 

べて術後 3か月， 4か月， 6か月時に有意な改善が認

められ，女性群では術後2週時と比べて術後4か月，

5か月， 6か月時に有意な改善が認められた (p<0.05，

図 5).

6) pillar painについて

術後 pillarpainを生じた症例は，術後 1か月l時に

おいて男性群 21手中5手 (23.8%)，女性郡 39手中 14

手 (35.9%) に認め，男女聞に明らかな差は認めら

れなかったが，術後 3か月時まで残存した症例は，

男性群 1手，女性群 11手と，女性群が男性群に比

べて有意に多かった (p<0.05，表 1). 

7)患者背景(合併疾患)について

ばね指を合併していた症例は，男性群が 18例中

10例 (55.6%)，女性群が36例中 30例 (83.3%)と，

女性群が有意に多かった (p<0.05). 一方，高血圧

や狭心症，糖尿病などの心循環系代謝疾患を合併 し

ていた症例は，男性群が 18例中 15例 (83.3%)，

女性群が 36例中 18例 (50.0%)で，男性群は女性

群に比べて心循環系代謝疾患の合併が有意に多かっ

た (p<0.05，図 6).

[考察]

浜中ら 3)は，しびれ感と痛覚の回復については男

性群のほうが女性群より遅かったと報告している.

その原因と して，安静位における手根管内圧で男性

群が女性群に比べて高かったことから(男性 63.9:t

26.4mmHg，女性 56.0土26.0mmHg)，男性群では術

前の高い手根管内圧のために圧迫に強いとされる細

いA-dfiberなども障害を受けて， しびれ感と痛覚

の回復が遅れたものではないかと推察している.今

回の著者らの結果でも，神経伝導速度と知覚におい

ては，女性群のほうが男性鮮よりも早期から有意な

改善が認められた.また 本研究において手根管内

男性 女性

(n=18) (n=36) 

口あり ・なし

男性 女性

(，，=18) (n=36) 

口あり・なし

図6 患者背景(合併疾患)の差異

圧の測定は行っていないが 以前著者らが行った研

究 5)の対象症例においても，男性は女性に比べて

術前安静時の手根管内圧が高か った(男性 60.9:t

11.2mmHg，女性 53.8:t13.2mmHg) .したがって，手

根管内圧，すなわち圧迫の強さも神経伝導速度，知

覚の回復過程に影響を及ぼす因子のーっとして関与

しているのではないかと推察される.

しかし，その一方で， DASH scoreにおいては Dis-

ability/symptom score， Work scoreとも，男性群の

ほうが女性群に比べて早期より有意な改善が認めら

れた.すなはち，神経伝導速度，知覚においては女

性岩手のほうが男性群よりも早期から改善するも，自

覚症状や家庭 ・社会生活への復帰は男性群のほうが

女性群よりも早いと考えられ，諸家の多くが指摘し

ているように，電気生理学的評価と自覚症状は一致

しない結果であ った.女性群が男性群に 比べて

DASH scoreの改善が遅かった理由として，今回の

結果からは女性群は男性群lこ比べて pillarpainが長

期間残存 した症例が多く ピンチ力や握力の回復が

遅れる傾向にあり，さらにばね指の合併も多かった

ことから，結果的に男性鮮に比べて自覚症状，家庭・

社会生活の復帰が遅れているのではなpかと推察さ

れた牧ら 6)は，手根管開放手術後の pillarpainの発

生頗度と術後経過について検討を行い， pillar pain 

の発生は女性に多く ，消失までの時間も女性が長い

傾向を示したとし，その原因として，女性の制帯が

緩いなどのffJ?1~剖学的特徴も，この痛みの発生に影響

している可能性も考えられると報告 している 現時

点では pillarpainの明らかな原因は不明である.た

だ，いずれにしても術後の pillarpainの発生は患者

の家庭復帰，社会復帰を遅らせる原因となる可能性

。。
唱
目
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が高く，特に注意する必要がある.

crsの性差について，立花ら 7)は，男性の特発性

症例は 45歳以降に好発し，心循環系の合併症や糖

尿病など末梢循環に影響を及ぼす併発症の合併率が

高かったと報告している.このことは，今回の著者

らの結果と同様であった.吉原ら 2)は，男性におけ

る手根管症候群の臨床的背景を検討し，男性では術

前の症状が軽度でも，成績が良くないものが多かっ

たとして，成績の性差を決定する因子を臨床的背景

に着目して検討しているが，明らかとはならなかっ

たと報告している.浜中ら 8)は手根管掌側の解剖

学的構造と手根管内圧の観点から crsの発症要因

を検討し，男性crsの特徴として，術前安静時の

手根管内圧が解剖学的構造の差に関わらず女性より

高かったと報告 し，男性crsの発症要因は動的な

手の繰り返しの小外傷よりも手を使用しない状態に

おける恒常的な手根管内圧の上昇であるとしてい

る.また，男性例にはアミ ロイド沈着が多いことも

報告されている 9) このように crsの性差につい

ては多様な着目点，結果があるが， crsの性差に

おける真の病態については未だ明らかではない.現

在は!挫滑膜に着目した基礎的研究なども進んでお

り 10) そのIq平明に期待したい.

{まとめ1
1.特発性手根管症候群における術後経過の性差

による特徴を， DASH scoreに着目して4食言すした
2. 神経伝導速度，知覚においては，女性群のほ

うが男性群よりも早期から回復し，先行研究を追認

する結果であったが， DASH scoreは男性群が女性

軒ーよりも早期から改善が認められ，自覚症状の改

善，家庭・社会生活への復帰は男性のほうが女性よ

り早いと考えられた.

[文献1
1) Levine DJ， et al. A Self.Aclministered Questionnaire fOI 

the Assessment of Symptoms and Functional Status in 

Carpal Tunnel Syndrome. J Bone Joint Surg Am 75: 

1585・1592.1993 

2) 吉原由樹ほか.男性における手被管症候群の臨床的背

景.整形外科と災害外科 47:1011-1017，1998 

3) 浜中一輝ほかー特発性手根管症候併における性別によ

る臨床症状回復期間の比i1攻 日手会誌 24・200-202，

2007 

4) Okutsu 1， et al. Encloscopic management of carpal tun-
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nel syndrome. Arthroscopy 5: 11-18， 1989 

5) 鶴田敏幸ほか.特発性手根管症候群に対する手指屈筋

!陛腿i骨l民切|除術と鋭視下手根管開放術とのDASHscore 

を用いた治療成績の比較.日手会誌 29・178-183，2012. 

6) 牧裕ほか.手根管開放手術後の pillarpainの発生頻度

と術後経過.日手会誌 26・142-143，2010.

7) 立花新太郎ほか.手根管症候群男性症例について.日

手会誌5・96-99，1988
8) 浜中一輝ほか.特発性手根管症候群の発症素因につい

てー解剖学的構造と主根管内圧測定結果からの検討一.

関節教 32:37-42， 2007. 

9) 大茂詩久ほか.特発性手根管症候群にアミロイド沈着を

認めた症例の臨床的特徴.日手会誌29・370-375，2013 

10)森田哲正ほか.手根管症候群の病態， M悶から病理所

見まで.日整会誌 84:15-21， 2010. 
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手根管症候群患者における手指運動に伴う

正中神経の形態学的変化
よしいゅういち いしいとも必 さかいしんすけ えとうふみひこ

吉井雄一，石井朝夫，酒井晋介，江藤文彦

超音波検査により手指運動に伴う正中神経の形態学的変化を調べ，手根管症候群患者と健常者について比

較した対象は特発性手線管症候群と診断された患者 30名 53手関節と健常成人 32名 64手関節とした.超

音波検査装置を使用 し，手根管近位部において正中神経の横断像を描出した.指伸展位から屈曲した際の正

中神経の動態画像を記録した.指伸展位と屈曲位における正中神経の横断面積，周径，縦横比，円形率を計

測した.各計測値は健常者と手根管症候群患者 指伸展位と屈曲位の相違につき検討した.健常者において

は，指伸展位から屈曲した際，周径と円形率が増大し，縦横比は減少した.対照的に患者群においては指伸

展位から屈曲した際，縦横比は増大し，円形率は減少した.超音波検査による手指運動時の正中神経の形態

計測は，手根管症候群の病態を示す一手法になると考えられた

{緒言]

特発性手中艮管症候群の腿鞘滑膜組織にはコラーゲ

ン束の変性，滑膜の肥厚，線維化や浮腫，血管平滑

筋の肥厚や血栓形成などの炎症性細胞を伴わない腿

鞘滑膜組織噌生を認めることが報告されている 1121

また手根管症候群の腿鞘滑膜組織は健常者と比較し

て粘弾性が低下していることが報告されている 31

これらの変化は正中神経の弾性にも影響を与えてい

る可能性があるが，臨床的にそれを示した報告はな

い.今回，超音波検査により手指運動に伴う正中神

経の形態学的変化を調べ，手根管症候群患者と健常

者について比較したので報告する.

[対象と方法]

対象は特発性手根管症候群と診断された患者 30名

53手関節(女性 24名，男性6名，平均年齢 61.1歳，

43-85歳)と健常成人 32名64手関節(女性 26名，

男性 6名，平均年齢 42.5歳， 22-64歳)とした

手根管症候群の診断は臨床症状と電気生理学的検査

で確定した.手根管症候群患者の催病期間は平均

2.2年 (1ヶ月 -15年)で，浜田分類41ではI度:32手，

II度:14手， III度7手であった.頚推症，慢性関

節リウマチ，変形性手関節症，屈筋)世炎，痛風，血

液透析，同側上肢の外傷など二次性の手根管症候群

は除外した

超音波検査装置は MyLabFive (目立メディコ)

を使用した.手根管近位部の豆状骨レベルにおいて

正中神経の横断像を摘出した.探fq1!子は手関節中間

位にて近位手関節皮線上に平行におき，角度計を用

いて皮膚と垂直に保持した.被験者は示指~小指同

時(把握運動)に，指伸展 O度から屈曲(指尖が手

掌に触れるまで)，屈曲~伸展運動を行った.5回の

屈曲一伸展運動を録画した

Analyze 8.1 Software (Biornec1ical lrnaging Re-

source， Mayo Clinic， Rochester， MN)を用いて記録

した画像の解析を行った.イEll展位と屈曲位それぞれ

の最終フレームを画像解析の対象とした 画像上の

正仁IJ神経を トレースし，正中神経の面積，周径，縦

総比， jIlJj;率を計測した 縦横比は， トレースした

神経の輪郭を囲む最小の長方形の縦と横の比 (As-

pect ratio of minimurn enclosing rectangl巴)とした.

また形態の複雑さの指標として円形率を求めた.円

形率は面積と周囲長を元に形状の複雑さを測る特微

量で， (正中神経の悶径の2乗)/(正中神経面積X4π)

とした.すなわち翼円の場合は円形率1.0となり，

これより大きいほど円から遠ざかり，複雑な形態を

示すものと定義した.各計ifllJ値は 5巨|の平均を求め

て統計解析に用し、た(図 1). 

受理日 2013/10/20 
東京医科大学茨城医療センター 干300-0395 茨城県稲敷郡阿見町中央 3-20・l
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手根管症候群における正中神経の形態学的変化

攻守ぷ~ユム議総詰察制

心ヰ守二言、三宅!
C>~::----'r::::::JI H 

W 

1.) Ib) 

図 1 (a)超音波画像， (b) トレースした正中神経.

面積 :A，周径 :P，縦横比 :神経の輪郭がお

さまる最小の長方形の縦と績の比 (H/W)，円

形率 :Pの2乗/(制π)

各計測値は健常者と手根管症候群患者，指伸展位

と屈曲位の相違につき検討した.健常者と手根管症

25 

20 

15 

10 

面積
{平方mm)

局径
Imm) 

669 

候群患者間の比較には Student'sιtestをもちいた.

指伸展位と屈曲位の比較にはpairedt-testを用いた.

0.05未満の P値を有意水準とした.統計学的検定に

は，Statcel QC (OMS-publishing. Inc.， ]apan)を用

いた

[結果]

各計測値の結果を図 2，3に示 した.指伸展位にお

ける面積，周径，縦横比，円形率の計測値はそれぞ

れ (健常者/手根管症候群患者): 11.8/14.7 (平方

mm)， 16.6/18.2 (mm)， 0.33/0.31， 1.90/1.97であっ

た.面積，周径，円形率において健常者と手根管症

候群の聞で統計学的有意差があった. 一方，指屈曲

口健常者

.手銀管症候群患者

2.5 

1.5 

0.5 

。
縦横比 円形率

(a) (b) 

図2 指伸展位における各計測値

(a)面積と周筏， (b)縦繊比と円形率

* : P < ü.ü5，他;常者 vs 患者， 中 ~と P<u.ul，健常者 vs患者，

+ : P < ü.ü5 ， 指f~l展位 vs 指屈 l鈎位

25 

口健常者

. 手根管症候群患者

15 

。
面積

{平方mm)
周径
Imm) 

ヨ町

:l二:JE:;
縦横比 円形率

(a) (b) 

図3 指屈曲位における各言liWJ値
(a)面積と周径， (b)縦横比と円形率目

* : P<u.u5，健常者vs患者， **: P<u.ul，健常者 vs患者，
+ : P<u.u5，指伸展位 vs指屈曲位.
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670 手根管症候若手における正中神経の形態学的変化

位における面積，周径，縦横比，円形率の計測値は

それぞれ(健常者/手根管症候群患者): 12.1/14.7 (平

方 mm)，18.4/17.6 (mm)， 0.27/0.34， 2.26/1.88であ

った面積，円形率，縦横比において健常者と手根

管症候群の聞で、統計学的有意差があった.

指伸展位と指屈曲位での計測値の比較では，健常

者ではすべての言|測値において統計学的有意差があ

った.一方，手根管症候群患者では，円形率と縦横

比においてのみ指伸展位と屈曲位の間で統計学的有

意差があった.

[考察]

超音波検査は，非侵襲的で，短時間で関節運動を

行いながらも評価できるこ とに利点がある.現在ま

でに手根管症候群の超音波画像診断にて，屈筋!陛の

腫脹，横手根靭帯の肥厚，滑膜の増生，正中神経の腫

大などを描出できることが報告されている 5)6)7)8)9)

これらは，正中神経や手根管内組織の形態学的な変

化を示している.

本研究で，健常者と手根管症候群患者で手指運動

に伴い異なる形態変化のパターンを示すこ とがわか

った.健常者と手根管症候群患者の特徴的形態変化

を図 4-6に示す.健常者においては，指件l展位か

ら屈曲した際，周径と円形率が増大し，縦横比は減

少した(図6a).縦横比の減少は神経がより扇平な形

態になることで，円形率の増大は神経のたわみなど

により複雑な形状を示すことを意味する.対照的に

患者群においては指伸展位から屈曲した際，縦横比

は増大し，円形率は減少した(図 6b). 即ち手線管

症候群では指の屈曲に伴う正中神経の肩平化は少な

く，より円に近い形状を示 した. 多くの場合，正中

村l経は手根管内の掌側，屈筋支帯の下に位置してお

り， 掌背方向に扇平な形態を示す.本研究の結果は，

健常者においては手指の運動に伴い，正中村l経は掌

背方向への圧に伴う形態変化(縦横比の減少)を示

すのに対し，患者前ーで、は桃尺方向への圧による形態

変化(縦横比の増大)示すことがわかった.

また指{I~展位と屈曲位での比較では健常者におい

ては，どの計i!llJ項目も指伸展位と屈曲位で、統計学的

有意差を示しているのに対し，手根管症候訴では面

積と周径に関しては指屈illl位と伸展位の差がみられ

なかった.これは手恨管症候群患者における正中神

経の弾性率の低下を示しているのかもしれない.ま

た手根管症候群では，屈筋l腿滑!摸の肥厚に伴い手根

(al 
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図4 (a)指伸展位，(b)指屈曲位
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図 5 (a)指伸展位， (b)指府l油位ー

指仲吋 ::...:...........:::::.::.:)1

指屈曲位 |:::::.:::. .... .......:~.. ................::::_:.: I

斗

|;:μ)1: 
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図 6 (a)健常者， (b)手中民営痕候群患者

管内圧が上昇していると考えられる.超音波検査を

用いた正中神経の動態に関する過去の報告では，手

根管症候群患者で、は正中神経の可否UJ性が少なくなる

ことが示唆されており 9) これらの要因が正中神経の

形態変化に差を生 じた原因と考えられた.
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手根管症候群における正中神経の形態学的変化 671 

神経への慢性的な圧迫に伴い神経束内では，神経

内・周膜下の浮腫， それに引き続く神経内 ・周膜の

肥厚， Waller変性を伴った神経線維変化を生じるこ

とが知られている 10) また圧迫部の近位では形態学

的に偽性神経腫を呈する.このような神経内の組織

学的変化は，神経自身の弾性率を変化させている可

能性がある. 今回の報告で示した手指運動に伴う神

経の形態変化の解析は，このような組織特性の変化

を示す一手法になると考えられた.

本研究の限界として，手指の運動に伴って生じる

3次元的な変化に対しての 2次元的画像評価の限界

があげられる.神経は長軸方向にも移動することが

知られており，本研究で用いた計測値は神経の長軸

方向への移動による変化をみている可能性もある.

また今回の研究では，正中神経の形態を観察しやす

い手根管近位部での計測とした.この部位では正中

神経は偽性神経腫となって手根管症候群患者では形

態変化が少ない可能性もある.また対象群の年齢不

等もあげられる.手根管症候群でみられた形態変化

は加齢変化を反映している可能性もある.さらに今

回の研究では， 重症度や擢病期間を基にした解析を

行ってお らず，今後このような点を踏まえて検討を

すすめる必要がある と思われた.

[まとめ]

超音波検査により手指運動に伴う正中神経の形態

学的変化を調べ，手根管症候群患者と健常者につい

て比較した.手指運動時に正中神経は手根管症候群

患者と健常者で異なる形態学的変化を示す.これは

正中神経の組織特性の変化により生じると考えられ

た.
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鏡視下手根管開放術後の
一時的尺骨神経麻療に関する考察
きたじま いずる やまもとせいぞう 主かみちけんいち たちば止しんたろう

喜多島 出=¥山本精三ぺ 中道健一料*，立花新太郎同**

鏡視下手線管開放術(以下 ECfR)が広く 普及 しない一因として合併症の存在が挙げられる 当院では，

手根管症候群(以下CfS)に対し， ECfR (奥津法)を施行後に一時的尺骨神経麻簿を生じた， 比較的まれ

な症例を 2例経験している.その病態を明らかにするために，われわれは，ECfR術後の一時的尺骨神経麻

療が Guyon管の偏位に起因すると仮説を立て， ECfR施行前後に超音波検査を施行し， Guyon管の偏位を

分析した.Guyon管は ECfRにより術直後一時的に偏位 し，その後 1週間で回復しており，術直後では

Guyon 管偏位を生 じていたのではな ~l かと考える . ECfRでは術後の腫脹による Guyon管内圧の上昇と走

行の偏位が尺骨神経麻癖を生じさせたと推察した.また，透析患者では特発性患者と比較し Guyon管の偏

位が小さく HD患者では麻痴を生じにくい可能性がある

[緒言]

鏡視下手根管開放術(以下 ECfR)が広く 普及 し

ない一因として合併症の存在が挙げられる. 当院で

は，手根管症候群(以下CfS)に対 し，ECfR (奥

津法)を施行後に-11寺的尺骨*111経麻揮を生じた， 比

較的まれな症例を 2例経験している

ECfRを安全に行い広く普及させるためには，そ

の病態を明らかにする必要があると考えた.われわ

れは， ECfR術後の一時的尺骨神経麻癖が Guyon

管の偏位に起因すると仮説を立て， ECfR施行前後

に超音波検査を施行できた症例で Guyon管の偏位

を分析した.若干の文献的考察を含めて考察する.

{対象と方法]

対象は当院において crsに対 して ECTRを施行

し，術前後に超音波検査を施行 した症例 31例 31手

である.男性 13仔1]，女性 18f91]，血液透析(以下 HD)

症例 12例，特発性症例 19仔1]，平均年齢 62.5士14.6

歳であった.

術部11，術直後， 術後 1週間において，超音波検査を

用いて大菱形骨結節と有鈎骨鈎問の距離(以下THD)

および、舟状骨結節と豆状骨間の距離(以下 SPD)

を測定し，屈筋支帯切離が Guyon管に及ぼす影響を

計測 した(図1).また HD患者と非 HD患者でデー

タを比較した 統計学的検索には student'sιtest，

Mann-Whitney's U testを用いて比較した

[症例提示]

症例 1: 56歳女性. 手指の しびれ，夜間痛を主訴

に来院 2007年2月特発性CfSの診断にて ECfR
を施行した.術直後の診察では尺骨神経の知覚 ・運

動障害を認めなかった.術後2日の診察で正中村l経

領域の しびれ，夜間痛は軽快していたが，手指の内

外転運動障害を生じていた.皮下出血は認めず，手

全体の腫脹は軽度であった.術後の Guyon管症候

群と診断 した.術後 3ヶ月で運動麻揮は完全に回復

した.

症例 2:77歳女性.手指のしびれ， 夜間痛を主訴に

来院. 2009年 12月，特発性CfSの診断にて ECfR
を施行した.術直後の診察では尺骨神経の知覚 ・運

動障害を認めなかった 術後 3日で正中神経領域の

しびれ，夜間痛は軽快していたが， 手指の内外転運

動障害および環指尺側， 小指の知覚障害を生じて来

院.手掌に皮下出血を認めるものの軽度で，大菱形

骨結節部周囲 (母指球基部)にpillarpainを認めた.
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鏡視下手根管開放術後の一時的尺骨神経麻簿

豆豆iJ._'

控

図 1 大菱JT~骨材iw'j と有鈎骨鈎問の距離(以下 THD ) および舟状
骨K:f:i節と豆状骨聞のE巨自11(以下SPD)を，それぞれ 3四百1

if!lJし平均値を採用 した.

術後の Guyon管症候群と診断した 術後 1ヶ月で

運動 ・知覚麻癖ともに完全に回復 した.

[結果]

術前と 術直後の計測 を比較すると SPDは術前

30.2士4.2111111，術直後 32.1:!:2.8ml11と術直後で有意

に聞大 していた. THDは術前 25.1:!:3.1I11m， {;11直

後 26.2:!:3.4ml11と術前後に有意差を認めなかった.

術前後の SPD，THDの差 を比較すると 1.9ml11:!: 

2.5111111と3.1I11m:!:2.3ml11で有意差を認めており術

直後では Guyon管の近位と遠位での偏位に差を生

じていた(表 1).

術前と術後 1週間で SPD，THDを比較 した.SPD 

30.2:!:4.2111111から 30.3:!:2.8I11m，THD 25.1:!:3.1111111 

か ら24.5:!:3.4mmと術後 1週間ではやliIl'jIiと比較 し

差がなかった(表 2).

HD患者と特発性患者でそれぞれ術前後での SPD

とTHDの差を 比較 した.HD 患者では術前 1.9:!: 

2.6111111と術後 2.7:!:2.1111111で両者間に有意な差を認

めなかったが，特発性患者では術前1.3土2.6I11m，

術後 3.1士2.4111mで両者間に有意な差を認めた(表

3). また麻癖症例 2f911と非麻部症例で SPD，THD 

を比較 したが差を認めなかった.

[考 察]

ECI'R術後の一過性の尺骨神経麻婦は Guyon管

痕候群， 一時的尺骨神経麻揮として会議録などに幸&

表 1

|術前後の変化i
術前 術直後

SPO(近位)30.2:t4.2mm 32.1 :t2.8mm本0.0007

THO(遠位)25.1:t3.1mm 26.2:t3.4mm 0.06 

P値
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lSPD(近位)とTHD(遠位)の術前後の差 |

術前 術後

1.9:t 2.5mm 3.1 :t 2.3mm 

P値

'0.03 

表 2

|術前・術後1週間での計測値

術前 術後1週間 pj直

SPO(近位) 30.2:t4.2mm 30.3:t2.8mm 0.07 

THO(遠位) 25.1 :t3.1 mm 24.5:t3.4mm 0.06 

表 3

lHD患者におけるSPD(近位)とTHD(遠位)の術前後の差 |

術前 術後 P値

0.56 1.9:t2.6mm 2.7:t2.2mm 

|特発性怠者におけるSPD(近位)とTHD(遠位)の術前後の差 |

術前 術後

1.3:t2.6mm 3.1 :t2.4mm 

P値

'0.03 

に
d
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674 鏡視下手線管IJr11iI(術後の-11寺的尺骨神経麻癖

告が散見されるが，渉猟し得た限りでは症例報告を

認めなかった.奥津らは ECTR6500手を検討 し4

手に一時的尺骨神経麻簿を認め，全例自然軽快した

と報告している3) その中で，患手を術後過度に使用

する事により Guyon管内圧が上昇し一過性の尺骨神

経麻痩につながる可能性を示唆 している.Jonathan 

らは手根管開放術前後の Guyon管形状を M悶 を用

いて比較し三角形から円形に変化したと述べてい
る 1)

われわれは Guyon管の偏位に注目 し分析した.

Robertらは超音波を用い， Katoらは MRIを用い，

手根管開放術前後の手根管偏位を検討した結果，大

菱形骨結節と有鈎骨鈎聞の距離に大きな偏位を認め

なかったとしているが， 2報告ともに術後一定期間

経過してからの計測である 2)ベ われわれの計測結果

を解釈すると， Guyon管は ECTRにより術直後一

時的に偏位し，その後 1週間で回復しており，術直

後では Guyon管偏位を生じていたのではないかと

考える. 2症例ともに，術直後ではなく，術後 2日

から 3日経過してから発症しており，最終的には回

復している.術中操作による尺骨神経損傷とは考え

られなかった.また両症例ともに腫腹は軽度で、術後

血腫による神経圧迫は否定的で，それ以外の機序に

より Guyon管部での尺骨神経麻癖を生じたと考え

られた. ECTRでは術後の浮腫， Guyon管内圧の上

昇， Guyon管の走行の偏位によ る神経の絞把など

の要素が関与し尺骨神経麻癖を生じさせたと推察 し

た.

また，透析患者では特発性患者と比較し Guyon

菅の偏位が小さかった.われわれの経験した 2症例

も特発例であることから HD患者で、は麻煉を生じに

くい可能性がある.

しかし現状では ECTR後の一時的尺骨神経麻癖

を防ぐ有効な予防法はない.本報告では残念ながら

麻簿を生じた症例での計測データがない.また症例

数が少なく，同一検者が測定 しているなど、の制限が

ある.

[まとめ]

ECTRにおける屈筋支干ff切離により術直後に

Guyon管形状が大きく偏位していた.ECTR術後の

一時的尺骨神経麻揮は Guyon管の偏位が関与して

いる可能性がある.

[文献]

1) Jonathan R， et al. Carpal tunnel syndrome: Morphologic 

changes aiter release of the transverse carpal ligament. 

The Journal of Hand Surgery 14A: 852-857， 1989. 

2) Kato T， et al. Effects of Endoscopic Release of the 

Transverse Carpal Ligament on Carpal Canal Volume. 

The Journal of Hand Surgery 19A: 416-419， 1994. 

3) 奥津一郎ほか USE systemによる手根管開放術の合

併症とその対策 日手会話;22: 1・5，2005

4) Robert A， et al. Morphologic Changes Following Endo・

scopic and Two-portal Subcutaneollw Carpal Tunnel re-

lease. he JOllrnal of Hand Sllrgery 19A: 821-826， 1994. 
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手根管症候群に対する Camitz法における

長掌筋健の効果
かやかベまさとも ふくもとけいぞう むら生かひでゆき かん の ゆ り こだいら さとし

加家壁正知，福本恵三，村中秀行，菅野百合， 小平 聡

手根管症候訴に対する母指対立再建と して施行される Camitz法で移行された長掌筋腿 (PL)の滑走につ

いて，超音波測定後に画像処理しその滑走距離を測定した. Camitz法で移行 したPLは平均 2.64mm，移行

していない PLは平均 1.75mmの滑走を認め Camitz法で移行された PLは滑走距離が大きくなる傾向を認め

たが， I陛としての滑走は小さいため internalsplintとしての役割が強いと思われる.

[緒言]

手根管症候群に伴う強い母指球筋萎縮は母指対立

機能を障害 し，手根管開放術のみでは母指対立機能

回復に時間を要することがあり，早期の機能回復を

希望される場合に Camitz法 1)をはじめとする一期

的腿移行術が考慮される.Camitz法で移行された長

掌筋l挫(以下pυ は，滑走することを前提にプー リ

ーを作製する変法などの報告 2)もある一方， ~*Í後

早期の internalsplintとしての役割しか持たない考

えもある. 実際に移行された PLは滑走しているの

か超音波を用い検討した.

[対象と方法]

当院で 2008年から 4年間で手根管症候群に対 し

て手根管開放術とともに PLを用いて Camitz法原

法を施行し，本調査に同意 した 9例9手を対象と し

た.手術時年齢は平均 65.1歳で男性 2仔1]， 女性 7

例であった.

超音波検査装置 (MyLabFive!HITACHI)，18MHz 

リニアプローベを用い，手関節遠位j支線より 3cm

中枢の PL直上で計調1)した.肘関節屈111190
0

，前腕

国外 90。とし，手関節 O。から母指対立位にしつつ手

関節 50。まで屈曲させ.PLの動きを録画した.なお，

母指対立位のみでの長掌筋l健の滑走は超音波画像で

確認困難であり，手関節屈曲位の動作を追加した.

この超音波動画ファイルをフレームごとにカッテイ

ング しBMP画像として一括連番保存 し，Dill巴yの

f:rame by [rame cross correlation法河川を用いて PL

の滑走距離を計測した.PLは1mm以下と非常に薄

く，解析の誤差を考慮して，選択する解析領域は 5

か所以上行いその最大となる距離を求めた.

手根管症候群でない健常者での PLの滑走距離を

計測するため， 8人 16手の PLの滑走距lll![を測定し

た.年齢は 30歳から 59歳で平均 43.1歳，男女各 4

人の医療従事者で特に手を酷使するスポーツなどは

していない.

[結果]

健側のPLは最小で 0.76mm，最大で 4.28mm，平均

1.75mm滑走しているのに対 して，Camitz法を行っ

たPLは最小 0.48mm，最大 5.99mm，平均 2.64mm滑

走 し，危険率 5%では有意差を認めた 比較として

屈筋群で同様の解析をすると全例で20mm以上の滑

走を認めた.

健常者 16手の PLの滑走距離は最小で0.02mm.最

大で 5.99mm，平均1.20mmであったなお，右手平

均は 1.18mm，左手平均は 1.22mmで健常'者での明

らかな左右差は認めなかった.Camitz法施行 した

患者の健側との有意な差は認めなかった

[考察]

PLの解剖学的な変異や欠損率に対する論文は散

見されるが， PLの動的な解析をした論文は非常に

少ない.PLは短母指外転筋の協同筋であり，また

Camitz 法後の PLの機側への移動量を計iJ1lJして有意

差がなかったという報告がある 5) 成書 G)では，長掌

受理日 2013/10/18 
t奇玉成恵会病|涜 ・}奇玉手外科研究所 〒355.0072 崎玉県東松山市石橋 1721
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0.818 

4.267 

0.785 
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症例一覧表 1
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超音波測定:母指対立位にしながら手関節掌屈
していく

図 1

PL滑走距離

[まとめ1
L手栂管症候群に対する母指対立再建として施

行される Camitz法で移行された長掌筋腿 (pL)の

滑走について，超音波測定後に画像処理しその滑走

距離を測定した

2. Camitz 法で移行した PLは平均 2.64mm，移行

していない PLは平均 1.75mmの滑走を認め Camitz

法で移行された PLは滑走距離が大きくなる傾向を

認めたが，腿としての滑走は小さいため internal

splintとしての役割が強いと思われる.

滑走醐〈醐)

25 

表 2

PL滑走距離

1.5 05 

Camitit 

t>!f.町
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o
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筋は機側手根屈筋，尺側手根屈筋とともに手関節掌

屈運動に関与 しており，単独収縮でほぼ純粋な手関

節掌屈運動がおこると記載されている また，手掌

l腔膜を介して手掌皮膚緊張を行い，前腕囲内運動の

補助にもなるという.

これまで手根管症候群に対して手根管開放術と共

にPLを用いて母指対立再建を行った発表は 1967年

の Littlerら7)以降多数確認され，概ね良好な成績

を発表されている.特に Keypinch力では手恨管開

放術のみと比較 して優位な改善を認めたとの報告も

あるふ

今回の解析では PLは最大でも 5mm程度の滑走し

かしていないことから，他の屈筋!健と異なり，筋力の

伝達は等尺性のものがメインであると考えられる

実際， PLは長車fj1方向への滑走というより， bowstring 

がメインではなし 3かと思われる.そのため，プーリ

ーを作成することは，上腕骨内側上頼から起始し長

掌筋!陛膜につながる PLのベクトルの方向を変える

ことは可能だが，ほとんど滑走はしていないと思わ

れる PLをCamitz法で利用し，成績が良い場合，

手線管を開放されたことによる正中神経麻揮の改善

と長掌筋の等尺性の力で短母指外転筋力を含めた母

指対立筋を支えているのではないかと思われ，いわ

ゆる internalsplintとしての役割が強いのではない

かと考える

本解析での問題点としては，PLがあまりに薄い

ためデーターの誤差が生じやすいのではないかと思

われるが， 他の屈筋腿と比較しでも大きな滑走はし

ていなかった 超音波の精度と解析の精度にも課題

はあると思われるが，傾向はつかめていると考え

る.
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初診時に特発性手根管症候群と診断された症例に対す

るMRIでの占拠性病変などの異常所見の検討
aw w山川

、ー

陵
きっかわ

吉川
せきぐちこうごろう

関口浩五郎
ニうのしんじ ろう

河野慎次郎

初診時に特発性と透析性手線管症候群と診断された症例に M悶を行い 占拠性病変などで手術法が鏡視

下手根管開放術から直視下手根管開放術ヘ変更になった症例を変更群.変更しなかった症例を非変更群とし

て両者を比較した 全 74手のうち 12手， 16%に変更を認めた.変更群はガングリオン 5仔1]， 痛風結節 1例，

関節リウマチ 2例，多発性骨髄腫による有頭骨病変 1例，骨内ガングリオン 2例，正中神経分岐異常 1例で

あった.変更群と非変更群において年齢， 男性例の割合，透析例の割合，両側催患例の剖合，擢患から初診

までの期間，初診から手術までの期間，伝速での重症例の割合，浜田分類での重症例の割合について比較し

たところ，変更群で片側催恵、例の割合が低く権患から初診までの期間が短い傾向があったが，すべての項目

で有意差はなかった.変更群で両側擢患例の割合が低いが 両側擢患例で占拠性病変の可能性を捨てること

はできない.

であり，そのうち両側手術が 11名 1名同側再手

術であった これらの症例を，術前の M悶 によっ

て手術法の変更を要 した症例を変更群，変更を要さ

なかった症例を非変更群に分け，両群の数，変更新ー

の全体における割合，変更群については変更の原因

となった疾患を明らかにした.また変更群と非変更

群において，年齢，男性例の剖合，透析例の割合，

両側権患例の割合(症状あり，あるいは正中神経の

運動神経伝導検査にお いて刺激電極から 70l11mの

距/)jl1.における短国指外転筋の複合筋活動電位の遠位

潜時《以下手関節潜時))4.2111s以上)，擢患から初診

までの期間，初診から手術までの期間，神経伝導速

度での重症例の剖合(手関節潜時 10l11s以上)， i浜田

分類¥)での重症例の割合 (grade3)の項目につい

て比t股した.平均値の差の検定は t検定，比率の検

定はど検定を用い，ともに p<0.05を有意差あり

とした.

[緒言]

鏡視下手根管開放術 (ECTR)では術中の視野が

限られており，術中に占拠性病変などを確認するこ

とが困難である.そのため占拠性病変のある症例に

ECTRを行うと占拠性病変を放置 してしまい，手線

管症候群が再燃する可能性が考えられる.

著者らは特発性手根管症候群や透析性手根管症候

群に対して，第 1選択として ECTRを行うが，術

前に M悶 を蝿影し占拠性病変などの異常が見つか

れば直視下手根管開放術 (OCTR)に変更し占拠性

病変があればその除去などを追加している.今回

2009年 6月から 2012年 10月まで当院で手線管症

候群に対する手術を行った症例のうち初診時に特発

性手根管症候群や透析性手根管症候群と診断してい

たが術前 M則 の検討によって手術J去を変更した症

例数を明らかにし，変更した症例と変更しなかった

症例について比較検討したので報告する.

{結果]

変更群は 12手 11名， 1名両手変更群 1名右手

変更群左手非変更群であった.非変更群は 62手 54

名， 8名両手非変更併 1名右手変更群左手非変更

群 l名同側 2回手術施行であった.全体に対する変

[対象と方法]

2009年 6月から 2012年 10月まで当|院で手線管

症候群に対して手ji!ijを行った 86例中，初診時に特

発性あるいは透析性手恨管症候群と診断し術前に

MRIを行った 74手 (63名)が今回の検討する症例
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手根管症候群におけるMRlでの占拠性病変の検討

表 1 変更群と非変更群の比較

比較lEi自 変更詳 (12手)

年齢 平均63.4歳

男性例の喜11合 33.3拡(4手〕

透析の割合 16.7拡(2手)

両側J.1董患の割合(症状ありor
50%(6手)

手関節;昔日寺4.2ms以上)

擢，壱:JJ、ら初ð~までの期間 平均11.1ヶ月

初ð~かう手術までの期間 平均3.8ヶ月

伝速での重症例の害11合
333%(4手)

(手関節;昔時10ms以上)

浜田分類の重症j~1の割合
33.3叫(4手)

(夏目指3以上)

図 1 症仔IJ1両手関節 M則 :

矢印はガングリオンを示す.

更群の割合は 16.2%，変更群はガングリオン 5手 (1

名両手変更若干~) ，痛風結節 1手，関節 リウマチ 2手，

多発性骨髄腫による有頭骨病変 1手，骨内ガングリ

オン 2手，正中神経分岐異常 l手であった.両群の

比較においては，変更群で、両側催患の割合が低く権

患から初診までの期間が短い傾向がみられたが，こ

れらを含めすべての項目で有意差はなかった(表 1).

症例 1: 75歳男性

非変更群(62手) 有意差 pj直

平均62.1設 笠E 0.671 

27.4%(17手) 査E 0.677 

16.1%(10手) 受ま 0.963 

72.6首(45手) ま壬 0.122 

平均22.0ヶ月 無 0.087 

平均4.9ヶ月 無 0.41 

54.8%(34手) 査ま 0.172 

355%(22手) 寺号、 0.88 

図 2 症例 2両手関節 M悶:

矢印はガングリオン，矢頭は正中神経を示す.

慢性腎不全のため透析中であり，両手根管症候群 図 3 症例 2i桁中所見:

の診断で ECTRを予定 したが，術前 M悶 で両手に 矢印はガングリオン，矢頭は正中神経を示す

ガングリオンを認め(図 1)両手とも OCTRに変更

した.

679 

症例 2:72歳男性 で両側にガングリオンを認めた(図 2，図 3) 左手

両手根管症候群の診断で ECTR予定 した術前 M町 は車IIJ状断で最大 8X6mmの大きさで機側手根屈筋の
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官l

ミー量咽ーf'

図4 症例3手関節 M悶 :

三婦画ミー
で:-z-fd;，hF 4 }

ぬ い 4 え

企 .. 

矢印は有頭骨内の多発性骨髄l殴矢頭は正中

村1経を示す.

図 5 症例 4手間節 M悶

矢印は痛風結節哩矢頭は正中村l経を示す.

下層にあり，影響が少ないと判断し ECTRを行っ

たが，右は 13X8mmで正中神経に接していたため

OCTRをおこなった.術中所見ではガングリオンに

接 している部位ではなく屈筋支帯の部位とくにその

遠位部に正中村l経の強い圧迫を認めた

症例3: 73歳女性

多発性骨髄IJ重の既往があり，右手根管症候群の診

断で ECTRの予定と したが，術商ijMRlで有頭骨の

絢i度変化を認めた(図 4) 手線管内に病変が及ん

でいるか M悶 では判断がつかず， OCTRを施行.

術中所見では手根管内に病変はなかった.

症例4:52歳男性

左手線管症候治'の診断で ECTRを予定 したが，

術前 M悶 で左手関節に STIR像で低から等信号の

占拠性病変を認め(図 5)，OCTRに変更した.術

中所見で I~I 色の臆癒があり病理で、痛風結釘lの診断で、

図6 症例 5手関節 M則

矢頭は正中村I経を示す.

あった.放射線科医の読影報告書では占拠性病変は

確認されていなかった.

症例 5: 53歳女性

左手根管症候群の診断でECTRの予定としたが，

術前 MRlで正中神経高位分|岐を認めた(図 6). 

ECTRによる神経損傷の可能性を考え OCTRに変更

した.

[考察]

手根管症候群における占拠性病変について，ま と

まった報告は多くない.Nakamichiら2)は手板管症

候群 128名にエコーを行い，ガングリオン 5名，石

灰化腫癌 2名を確認 し，これらはみな片側擢患例で

あったと報告した.そのほかエコーで関節 リウマ

チ，非特異的関節炎，結核などを確認しているが，

これらの疾患を論文中には占拠性病変に含んでいな

いが，これらの疾患と占拠性病変を合わせたものの

全体に対する割合は 21%であった.また Chenら:))

は， OCTRをおこなった手栂管症候群手術患者 779
名の検討で， 23名 (2.9%) に占拠性病変を認め，

内訳は痛風結節 10名，腫傷 .IJ重傷類似疾患、 6名，

j骨膜炎 7名であり，痛風結節 3名が両側慌j皆、であっ

たが残りの 20名は片側権患例であり，存't'i風結E{!'jは

全例男性， IJ重傷 ・腫蕩類似疾患は全例女性であった

と報告した

今回の検討では占拠性病変などで手術法が変更に

なった症例の割合は 16.2%であった 鋭視下手根管

開放を行う状況では，再発の可能性を考えると，占

拠性病変や滑膜炎などの存在は常に念頭におかなく

てはならず，エコーや MRIでの術前の検索は必要
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と考える.

また占拠性病変が片側擢患例に多い傾向があるこ

とは，今回の検討や Nakamichiらや Chenらの報告

でも明らかであるが，今回の検討では変更群 12手

中両側擢患が6手もあり，ガングリオンにより手術

法を変更した症例に限れば4手 3名に両側催患を認

めており (1名両手変更群)，両側擢患例であれば

占拠性病変を考慮、 しなくて良いわけではないことを

銘記する必要がある.

手根管症候群の占拠性病変による術後再燃を防ぐ

ために術前に M悶 を行って いるが，術前エコー -

M悶を行わず ECfRを行った場合に再発率が高い

という報告はなく ，また実際にOCfRの手術所見

では，占拠性病変がどこにあっても手根管遠位部で

神経が圧迫されている症例がほとんどであり，占拠

性病変を本当に除去する必要があるのかは疑問が残

る.またどの程度の占拠性病変が手線管症候群に影

響するかといった明確な基準はなく， 占拠性病変の

除去が必要かどうかは主観的な判断で行っているた

め，今後占拠性病変を除去するかどうか判断する明

確な基準を決める必要がある.

占拠性病変の検索にエコーが簡便であるとの意見

もあるが，エコーで占拠性病変があることを示すの

は容易かもしれないが占拠性病変がないことを客観

的に示すのは困難と考え.著者らは MRlを使用 し

ている.MRlでの占拠性病変の検索で注意すべき点

として，症例 4で提示 したように，痛風結節がTl

強調像， 1'2強調像， STIR像で等信号から低信号を

呈 し，見落としやすいと考えられた.

正中神経の分岐異常についての MRlに関する過

去の報告はない.占拠性病変ではないが今回の検討

方法では変更群に分類された.症例 5で正中神経高

位分岐の症例であり， ECfRでも手術は可能である

とは考えたが，やはり神経損傷のリスクが高いと判

断し OCfRに変更した.

[まとめ]

術前に特発性あるいは透析性手根管症候群と診断

された症例に MRlを行うことで占拠性病変などに

より手術法が変更になった症例の割合は全体の 16.2

%であった.

変更群で両側催態例の割合が少なく，権患から初

診までの期間も少ない傾向があったが有意差はなか

った.

変更群でも両側催患例が存在し，両側擢患例であ

れば占拠性病変の可能性を除外してよいわけではな

本当に手術法を変更すべきか明確な基準はない

が，術前 MRlは占拠性病変やj骨膜炎などの検索に

有用である.

[文献]

1) 浜田良機ほか 手根管症候群に対する保存療法と手術
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3) Chen CH， et al. Unusual causes of carpal tllnnel syn・
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将山、:
掌側ロッキングプレートで、あるVariAxで焼骨遠位部を内固定する際角度の固定されたスクリュー (monoaxial)

と自由に角度を変えることの可能なスク リュー (polyaxial)を semiHybridに用いて DSS法が行えるプレー

トの設置位置を検討した.人工骨 SA羽TBONE1027と，術中計測および術後 CT撮影を行った 20例を対象と

した. MDCTにて，関節面からロッキングスクリユーまでの距離が機骨茎状突起側を除くすべてのスクリ

ユーで 3mm以内であったものを DSS法が可能であったと判定した.設置位置の評価には月状骨掌側骨性隆

起先端からの距Jijft.を用いた. DSS法が可能であった設置位置を人工骨と実際の臨床双方で調査した. DSS 

法が行えた掌側骨性隆起からの距離は 人工骨では， 3mmと4mmであった.臨床では 2-4mmであった.

今回の結果は， DSS法を行うためのプレー ト設置位置の至適部位を知るのに有用であった.

た.もうひとつの問題点はプレー トの設置位置であ

る.そこで今回， VariAxで内固定する際， semi-Hybrid 

方式で DSS法が行えるプレートの設置位置を検討

した

[対象と方法]

人工骨 SAWBONE1027と，臨床では当院にて術

中計測および術後 CT撮影を行った 20例を対象とし

た.症例の年齢は， 21歳から 77歳で平均は 52歳で

あった.男性は 8H'IJ.女性は 12例であった.骨折型

は，背側転位型は 19例で掌側!I!i位型は1例であった.

AO分類では， A3が5例，C3が 15例であった.使用

プレートは VariAx(medium)であった

[緒言]

槙骨遠位端骨折の治療に対して著者らは， poriaxial 

locking plate (PLP)である VariAx(Stryker社)を用

いて Double-tierdsubchondralsupport (DSS)法 1)を

行ってきた. PLPは，ロッキングスクリユー挿入に

自由度があるため， mono以 iallocking plateとは異

なりプレートの設置位置に明確な定めはない.この

自由度が利点であるが，プレートの設置位置が変わ

るたびに，多数本のスクリユーを透視下に確認しな

がら挿入するこ とは技術を要し繁雑である.

対策としてスクリュー挿入については，ゐ<edをメ

インで用い，必要な所だけを variableでスクリユー

固定する semi-Hybrid方式を先の本学会で報告 し

lunate facet掌側骨性隆起の頂点)

受理日 2013/tO/23 
*太田西ノ 内病院鐙形外科 〒963・8558
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榛骨遠位端骨折に対する VariAxのプレート設置について

'X 
variable guide 

図2 semi-Hybrid方式

点線丸 (fixedguide)，実線丸 (variableguide) 

人工骨では， lunate facet掌側骨性隆起の最遠位頂

点(以下骨性隆起)を基準点 (HO)とし，プレート

遠位が接するように設置した(図 1). ここから近

位方向へ 1mmずつ移動した点をそれぞれ H1から

7とし，これを距離として用いた.槙骨茎状突起側

の2本を除いたロッキングスクリユーについて，

fixecl angleで用いると，遠位列は尺側から順にスク

リューホールに対して近位方向へ 120，50， 0。傾斜

し挿入される.そして，近位列はそれぞれすぐ尺側

の遠位列スクリユーと同じ角度で平行に挿入される

ため， DSS法にはならない.そこで， DSS 法にな

るように近位列尺側 2本のみ variableガイドでその

他は fixeclガイドを semi-Hybriclに用いスクリュー

固定を行った(図 2).

スクリュー固定時の透視像で， HOから H2ではド

リルが関節内へ穿孔し， H7では関節面から明らかに

離れすぎており， H7で終了とした(図3).以上より，

HOから 2を1¥余く， H3から 7に対して， GE社 Light-

speecl VCTを用い， Multi Detector row Computecl 

Tomography (MDCτ)を撮影し，ロッキングスク リ

ユーに平行な sagittal像を作成した.ロッキングス

683 

? 

図 4 スクリュ一番号

クリユーを遠位列尺側から順に1. 2. 3，近位列尺

側から順に 4.5番(図 4) とし， 1. 2. 3は関節面

中央で， 4. 5は背側縁で関節面からロッキングス

クリューまでの距離を計測した(図 5). 

一方， 1臨床では，trans-FCR approachにて掌側か

らVariAxを semi-Hybricl方式で固定後に，透視を

併用し 23G針を骨性隆起の遠位に刺入(図 6ab)し，

最も近いプ レート縁までの距離をメジ ャーにて

1mm単位で計測 した(図 6c).人工骨と同様に

MDCTで関節面からスクリューまでの距離を計測

した.

今回， MDCTで関節面か らロッキングスクリユ

ーまでの距離が 1から 5すべてのスクリューで

3mITI以内であったものを DSS法が可能であったと

判定した 設置位置の評価には骨性隆起からの距離

を用いた DSS法が可能であった設置位置を人工

骨と臨床双方で調査した.

[結果]

人工骨では，骨性隆起からの距離が増すごとに関

節面からスク リユーまでの距離がほぼ一定に増加し

ていた(図 7). DSS法が可能であった設置位置は，

回 3 人工骨 内固定H寺の透視側面像(I-lu-7)

に
3つiυ



684 続骨迷位端骨折に対する VariAxのプレート設置について

図5 a)画像作成 :CT (axial)像，
b) c)計測方法 :cr (sagittal)像

十件

図 6 骨性隆起先端に ~Hl入した 23G 金l' (矢印)
a) 正面像， b)側面像， c) 骨性|盗起
からの計iftll部位(矢印)

H3と4すなわち近位方向へ3mmと4mmであった.

次に臨床例では， 2mmが6例， 3mlη が6例，4mlη 

が8{91Jであった.DSS法が可能であった設置位置は，

平均では 2mmであった(図 8).ただし，人工骨の

結果とは異なっており，骨性隆起からの距l椛が増 し

でも関節面からスク リユーまでの距離はほぼ一定に

増加せず，尺側遠位のスク リユ一1. 2. 4はほぼ一

定値であったそこで， DSS法が可能であった症例数

をみると， 2mmで4{9IJ(67%)， 3mlη で3例 (50%に

4mmで419iJ(50%)であり， 2から 4mmで DSS1去が

可能であった

吋

7

6

5

4

3

2

(
 

。
① ② ③ ④ ⑤ スヲリユー

|__HJ 削 H5 十 H6 ・削除ぷ)

図7 関節面からスクリューまでの距離(人工骨)，
横~illi :スク リュ一番号，
縦~ílll :骨性隆起からの~e雌

(mm) 

n=20 
5 

スヲリ.oL-N。

4 

3 

2 

。
① ②③④  

⑤¥詰ま
|..... 2mm Jmm 4mm I 

図8 関節面からスクリューまでの平均距離(臨床)，
級車li:スク リュ一番号，

縦i1ílll: 骨性隆起からの~e:iil~

[考察]

本研究で、は， VariAxをDSS法に準 じてsemi-Hy-

br吋 方式にて内固定 した際に，椀骨茎状突起へのス

クリューを除くすべてのスク リユーが subchondral

supportできるプレー トの設置位置を lunatefacet掌

側骨性隆起からの距)iJlf.で検討 した.

subchonclral supportが椀骨述位端骨折の治療に

有効なこ とは周知の事実である.坂野ら 2)は，遠

位ロッキングスク リユーを軟骨下骨またはその近位

3mm以内に刺入し，関節内骨折では K-wireによる

関節面の固定を追加することで，良好な術後成績が

得られた と述べて いる.泉山ら3)は，有限要素法

を用いた実験から，関節面から 3mm以内にロッキ

ングスクリューを何人することが効率的であると述

べている.Orbayら4)は，軟骨下骨から 3mm以上 peg
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が離れていた例で， ulnar variance 1mmの矯正損失

を認めたと述べている.Drobetzら5)は，軟骨下骨

直下より 4mm離れていたスクリユーは近接 したス

クリユーより荷重負荷試験で優位に榛骨長が短縮し

ていたと述べていると述べている.今回これらを参

考に， subchondral supportについて関節面から

3mm以内をカットラインとした.プレートの設置

位置について，関節可動域の点から設置位置を評価

した報告 6)や屈筋腿断裂の予防から Watershedline 

との関係で評価した報告 7) もあるが，今回，設置

位置の指標には，掌側骨性隆起先端からの距離を用

いた Watershedlineとされる最も掌側に突出して

いる部分は， short radiolunate ligament 81や関節包 91

で覆われていて触診上分かりづらいため， Phillips 

ら101の報告を参考に骨性隆起の最遠位を基準点と

した.

次に，人工骨と臨床データの相違について検討し

た.これは，人工骨ではプレー 卜を槙骨骨幹部上で

近位方向へ移動させた こと に対して，臨床では lu-

nate facetの固定を重視 しているために.まず尺側

遠位を決定し，次に骨幹部でプレート近位をあわせ

ており，設置方法の違いが原因であると推測した.

次に臨床例で， DSS?去が行えなかった原因につ

いて検討した.関節面からスクリューまでの距離が

3mmを超えていたスクリユーは，合計 20本であっ

た.2が1本 (5%)，3が7本 (35%)，4が3本 (15

%)， 5が9本 (45%)であり， 3と5の槙側スクリ

ユーが多くを占めていた.また，行えなかった症例

は9例であり，プレート近位がわずかに尺側へ傾斜

していたもの 5例，プレート遠位部が DRUJから模

側へ偏位していたもの 2例，その他 2例であった.

プレー トが尺側傾斜や僕側偏位すると， (図 9)の

ように榛側の 3.5の関節団からスクリユーまでの

距離は増大し，榛側のスクリユーが逸脱して DSS

法が行えなくなったと推測された.さらに，プレー

トが尺側傾斜や椀側偏位したものについて，侠骨遠

位部横径との関連を調べてみると，尺側傾斜した 5

例は模骨横径が 28.5mm以下と小さく，また撰側偏

位した 2例は逆に横径が 30mm以上と大きかった.

これは，VariAx (medium)の横径は 27.5mmであり，

模骨横径が小さい症例では擁側がはみだすため，こ

れを回避するようにプレートを設置 し，大きい症例

で、は茎状突起側へのスクリユー刺入のため榛側へ移

動させて，手術を行っていたと推測された ひとつ

a b c 

図9 関プレート位鐙の違いによる関節面からスクリ
ユーまでの距離 (3. 5) : 

a)通常， b)尺側傾斜， c)椀側偏位

のサイズで対処していたことが問題であり，今後プ

レートのサイズバリエーションの追加が期待され

る

最後に，掌側骨性隆起先端からの距離のみで評価

したが，今回の結果から， DRUJからの距離は軟骨

下支持の部位に影響を及ぼすことが推測された.よ

って今後 DRUJからの距離や，矯正損失などの臨床

成績を加l味し，至適設置を検討していく必要がある

と考えられた.

[まとめ]

1) VariAxで内固定する |燦， semi-Hybrid方式に

て DSS法が行えるプレートの設置位置を人工骨と

臨床例で検討した.

2) DSS法が行えた掌側骨性隆起からの距離は，

人工骨で、は， 3と4mmで，臨床では 2-4mmであっ

た.

3) 侠骨横径が 28.5mm以下の小さい症例と，

30mm以上の大きい症例で 榛側のスクリユーの逸

脱による， DSS法が行えなかった症例が多かった.

[文 献1
1)川崎恵吉ほか Polyaxial locking plate: APTUS2.5によ

るAO分類 C型機骨退位端骨折の治療成績ー骨折 32:
240-243.2010. 

2) 坂野裕HHほか 不安定型侠骨遠位端骨折に対する Stel-
larプレートによ る掌側ロッキングプレート固定術.

骨折 29:661-665， 2007. 
3) 泉山公ほか 能骨遠位端 AOC3骨折における骨片数

と荷重分散の検討.骨折 35:12-15，2013. 
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8) Berger R， et al. The palmar racliocarpal ligaments: a 

stucly of adlllt ancl fetal hllman wrist joints. J Hand SlIrg 

Am 15: 847-854.1990 

9) Winclisch G， et al. Capslllar attachment to the clistal ra-

clills for extracapslllar placement of pins. SlIrg Radiol 

Anat 23: 313-316， 2001. 
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榛骨遠位端骨折変形治癒に対する新しいデバイスを用
いた矯正骨切り術の術後 3DCTによる矯正角度の検討
た ん じ あっし おくやまく にまさ よしおかあっ し さかえ としまさ きくち けんた ろう

丹治敦， 奥山邦昌，吉岡淳思，栄 利目，菊池謙太郎

榛骨遠位端骨折変形治癒例に対し コンピュータシミュレーションと新しいデバイスを使用した矯正骨切

り術を施行した 術後， 3DCfによる評価を行った.健側と患側の差は， radial inclinationが術前平均 10.0

度から術後 1.0度に， ulnar varianceが術前 5.8mmから術後1.4mmに， volar tiltが術前 32.2度から術後 3.0

度に，回旋転位が術前 7.2度から術後 0.7度に改善していた本方法は棋骨遠位端骨折変形治癒の治療に有

用であると，思われた.

|錫|

[緒言]

一般的に骨折の治療では，骨折部の形状を指標に

して，整復して固定する. しかし変形治癒において

は既に短縮や回旋変形して骨癒合しているため，切

断面の形状などを指標とした骨切り後の分離した骨

の適切な矯正は困難である.著者らは，コンピュー

タシミュレーションを行い 考案したデバイスを使

用 した治療法を施行し，3DCfを用いて矯正角度を

検討 したので報告する.

{対象と方法]

対象は女性 5仔IJで，手術時平均年齢は 70歳であっ

た.いずれも，受傷時の槙骨遠位端骨折は関節外骨

折であった.骨折型は Colles型骨折 4191]， Smith型

骨折 1例であった.

術前計画

両1J!1J前腕の cfを撮影 し，機骨のみを分離し，三

次元モデルを作成する.健側の様骨の三次元モデル

q 

をわれわれの開発したコンピュータシミュレータソ

フト上に取り込み，鏡像のモデルを作成する(図 2，

a). 患側の暁骨の三次元モデルをシミュレータに取

り込み，このモデルを複製する(図 2，b).健側の

模骨の三次元モデルの遠位部と患側モデルの遠位部

を重ね合わせる.健側モデルの近位部と複製した患

側モデルの近位部を重ね合わせる(図 2，c). 

重ね合わせたそれぞれの患側モデルを骨切りライ

ンで分離する 速位部を重ね合わせた態側モデルの

分離した近位部は除去する.近位部を重ね合わせた

患側モデルの分離した遠位部は除去する(図 2，cl). 

われわれの開発したデバイスの三次元モデルをシ

ミュレータ上に取り込む.このデバイスは，4つの

ワイヤースリーブ，スリーブを固定するプレート，

プレートに連結するボールジョイント，それらを連

結するジョイン 卜パーによって構成されている.ボ

ールジョイントの角度とジョイン 卜パーの長さを変

更することにより， 三次元的に自民|な角度でワイヤ

亡ゴ〉

図 1 CT搬彩後，画像をトリミングし， 三次元モデルを作成

受恕日 2013/11/10 
静岡市立清水病院 〒424-8636 静岡県静岡市消水区宮加三 1231
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a b 

e 

，. "... 

. ..... 

図2 術前計画.ミラーリングした健側モデル
(a) と複製した患側モデル (b)の遠位，
近位をそれぞれ重ね合わせる (c). 骨切

り面で切断し (d)，デバイスを設置 し
(e)，矯正前に位置を戻し (f，g， h)， 
デバイスの角度を決定する (i，j). 

ースリーブを固定する ことができる(図 3).

シミュレータ上で，このデバイスモデルを，少な

くとも三本のス リーブの先端が接触するように骨表

面に接地する(図 2，e). これが一つ目のデバイス

となる(図 2，i). デバイスモデルのパーを除去し，

デバイスの連結を解除する(図 2，f).遺位のス リ

ーブと榛骨遠位部の相対的位置関係を保ったまま，

遠位骨片を移動して樟骨を骨切り前の状態にする

(図 2，g).デバイスを適切な長さのジョ イントパ

ーを用いて連結する(図 2，h) これが 2つ目のデ

バイスとなる(図 2，j). 1つ目のデバイスと 2つ

目のデバイスの長さ角度を設定台(図 5)にて設定

する.

手術方法

術前計画で設定した二つ目のテ守パイスを骨表面に

J菱地する(区14，b). 4つのワイヤースリーブにワイ

ヤーを刺入する(図 4，c).デバイスを分解し，デバ

イスを除去する(図 4，d).骨切りをして， 一つ目の

a 

図3 新しいデバイスの外観

同作

b 

e 

図4 手術方法.デバイスを設置し，ワイヤー
を刺入し，デバイスを除去する.骨切り
した後，次のデバイスを設置すると整復
位が得られる

図5 デバイス角度設定台

デバイスを骨表面に設置することで， 三次元的にコ

ンピュータシミュレータ上で計画した位置に骨を移

動することが出来る(図 4，e， f).骨移個を してプレ

ートで固定する.

術後評価II

術前の態側と{住側の 3DCTを用いて，患側の三

次元モデルと健側の鏡像三次元モデルを作成し，コ

- 40ー
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表1 手関節掌背屈の関節可動域

関節可動域(掌屈十背屈)

症例 術前 術後

20 90 

2 40 125 

3 100 155 

4 50 120 

5 50 105 

平均 52 219 

表2 矯正角度

radial inclination(O) ulnar variance(mm) volar tilt(O ) rotation (" ) 

症例 術前 術後 術前 術後 術前 術後 術前 術後

24 3 6 22 2 7.1 0.6 

2 10 。 6 。 53 2 11.2 0.7 

3 7 。 5 26 4 10.6 1.3 

4 8 2 2 30 2 4.1 0.6 

5 。 5 30 5 3.2 0.5 

平均 10 4.8 0.8 32.2 3 7.24 0.74 

ンピュータシミュレ ータヒで， radial inclination， 

volar tilt， ulnar variance，回旋変位の健側と患側の

差を測定した.術後に 3DCTを撮影し，同様に健側

と患側の差を測定 した.このように測定 した患側と

健側の差を術前と術後で比較 した また術前後の終

痛，握力，関節可動域を測定した.

[結果]

掌屈は術前平均 22度から術後 58度に，背屈は術

前 30から術後 61度に改善した(表 1).囲内は術前

50 度から術後 82度に，回外は術前 72度から術後 90

度に改善 した.握力は健側比平均 75%に回復 した.

終痛は全例消失した.

Mayo wrist scoreは平均 87.5点で excellent4仔1]，

good 1例であった骨癒合期間は平均 11週であった.

術前後の 3DCTを用いた健側と j皆、側の差は radial

inclinationは術前平均 10.0。から術後 1.0。に ulnar

varianceは術前 4.8mmから術後 0.8mmに volartilt 

は術前 32.2。から術後 3.0
0

に巨|旋m王位は術jijIj7.2
0

か

ら術後 0.7。に改善した(表 2)

症例fJt覧
症例は 63歳，女性路上を歩行中に転倒し'受傷 し

た.近医受診 し，模骨遠位端 Smith骨折の診断で整

復とシーネ固定が行われ，シーネ固定 1週間後に骨

折部のilii位を認めたが， そのまま固定が継続され

た 受傷 5週間後にシーネ固定が除去された.その

後，可動域訓練を施行していたが，可動域制限と動

作時痛を認めたため，受傷から 2ヶ月で当科紹介と

なった.当科受診後も可動域訓練を継続していた

が， 受傷から 6ヶ月で終痛が続いており ，可動域は

手関節掌屈 55度，背屈 45度，回内 60度， 回外 60

度と制限を認めていたため，前述のコンピュータシ

ミュ レーションによる術前計画とわれわれのテ守パイ

スを使用した手術を施行した.術後， 一週間のシー

ネ固定の後，可動域訓練を開始した.術後 6ヶ月に

て，痔痛は消失 し，可動域は手関節掌:屈 80度，背屈

75度，回内 90度，回外 90度に改善 した 単純 X線

写真での比較において， radial inclinationは術前 23。

から術後 30。に， ulnar varianceは術前 7mmから術後

lmmに， volar tiltは術前 47
0

から術後 25
0

に改善 した

(図 6，7). 3DCTによる健側と患側の差は， radial 

inclination は 0.5
0

• ulnar varianceは 0.3mm，volar tilt 

は 3.2
0

回綻II去位は 0.3。であった.

[考 察]

変形治癒の術前計画は， 二次元画像による術前計

画が一般的であっ たが，三次元の変形を二次元画像

で把握するのは限界があった 1)2) そこで，コンピ

唱
E
A
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図 6 検骨遠位端骨折変形治癒の術前単純X

線写真(正面像 ・側面像)

ュータ三次元計測による術前計画が行われるように

なった 3) しかし，コンピュータ三次元計測での変

位量は三軸の平行移動， 三平rl!の回旋の 6つのパラメ

ータで表され，骨切り後にコンピュータで得られた

目標値に矯正するのは容易ではなく，そのため，さ

まざまな手術方法が考案された.2003年に Optical

tracking cleviceを用いる方法が考案されたが，この

機器は高価で一般的な施設では用いられていな

い4) カスタムメイドテンプレー 卜や，三次元切削

加工した人工骨を用いる方法が報告されたが，三次

元切削加工機や三次元プリンタを使用しているた

め，高額であり，米田らは初期投資に約 1500万円

を要したと述べており， 一般的な施設での使用は困

難である 5)6) われわれの方法は，再利用可能なデ

バイスを用いており，低コス トで施行可能である

2011年には術中 crを使用し矯正する方法が報告

された 7) これは，術中，任意の方向にワイヤーを

刺入し，術中にcrを撮影しピンの位置を把握した

後，術中計測を行い，ピンの移動距離，角度を算出

し整復を行うものである. しかし，術中 cr撮影は

限られた施設でしかできないことと，術中計測によ

る手術時間の延長が問題となる.われわれの方法

は，デバイスを用いることでワイヤーの刺入角度，

位置はコンピュータシミュレーションの術前計画を

容易に術中に反映することができ，術中の cr撮影

と計測は不要で，正確な矯正を行うことが出来る.

健側と比較 しulnarvariance 2m m以内， raclial in 

clination . volar tilt 50以内を矯正目標とした場合の

達成度は，母集団の違いから一概に比1絞はできない

もののガイドなしでは 40%との報告がある一方で、，

カスタムメイ ドテ ンプレートは 80%，本研究では

図 7 デバイスを用いた矯正骨切り術後の単純X

線写真(正面像・ 側面像)

100%であった

[まとめ]

検骨遠位端骨折変形治癒例に対して新しいデバイ

スを用いた治療を行ったので報告した.

関節可動域，各種 X線指標， 3Dcr画像評価にお

いて良好な成績が得られた.

本方法は，榛骨遠位端骨折変形治癒例に対して有

効な方法と思われた.

[文献]
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3) Jupiter JB， et al. Computer-generated bone models in 

the planning of ost巴otomyof multidirectional clistal radi-

us malunions. J Hancl Surgん1117(3): 406-415，1992 

4) Athwal GS， et al. COl1lputer-assistecl clistal raclius osteot-
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5) Murase Tほか.Three-dil1lensional corrective osteoto 

l1ly of malunited fractur巴sof the upper extremily with 
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pre-and intraoperative imaging. IEEE Trans Biol1lecl 

Eng 58 (1): 182-190， 201l. 

42ー



日手会誌(J]pn Soc Surg Hand) ，第 30巻第5号 691-694，2014 

aw w山川
、、

新しい distractiondeviceを用いた榛骨遠位端骨折の

プレート 固定法
かんだとしひろ お訟い ひろゆき むこうだ ま さし すずき あ ゆみ

神田俊浩，大井宏之，向田雅司，鈴木歩実

[目的]梼骨遠位端骨折に対し棋骨長を獲得して内固定するための方法として新しい distractiondeviceを

開発した.その術式と成績を報告する.

[対象と方法12009年から 2012年までに本deviceを用いて内固定した様骨遠位端骨折26例を対象とした.

男性 4例，女性 22例で¥平均年齢 64.8歳であり，平均経過観察期間は 11.1か月であった.合併損傷は，尺

骨茎状突起骨折を 8仔IJに 尺骨遠位端骨折を 3f9~に認めた.これら対象症例において術後および最終時の X

線パラメータ;ulnar variance 山V)，volar tilt (Vf)， radial inclination (Rl)，術後尺側部痛の有無.斎藤の

評価での術後成績を調査した

[結果]各パラメータ平均値の術後から最終時の変化は， uvが0.1mmから 0.4mm，vfが 11.6。から 11.2
0

，

mが 25.6。から 25.6
0

であった 手関節尺側部痛は l例のみに認めた.斎藤の評価では優が 22例，良が 4f:9IJ 

であった.

[考察1ulnar varianceは術後手関節尺側部痛に影響するため できるだけ検骨長を回復して内固定を行う

べきである.本法は検骨長を獲得するために簡便でかつ有用な方法である.

[緒言]

焼骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレー ト

固定は術後矯正損失の少ない内固定法であるが，矯

正損失はゼロにはならない 特に検骨長の損失によ

るulnarplus varianceは手関節尺側部痛の原因にな

り得る.そこで我々は椀骨長を獲得して内固定する

ための新しい clistractiondeviceを開発した ので，

その術式と術後成績を報告する.

[対象と方法]

我々の開発した新しい clistractioncleviceはプレー

トを骨に圧着させる jigとclistractionする clevice本

体からなるーdevice本体(図 1)は先端部の一方が

筒状になっており ，もう一方がフック状となってい

る圧 着jig(図 2)はステンレス製の律で，先端の

16mm分に threaclが切つであり，その上に鍔が付

いた構造になっている. thread部の反対側は手回

しハンドルを依め込むことができ，これを用いて徒

手的に回 してプレー トを圧着できる.

術中での手技について説明する.先にロッキング

図 1 新しい distractiondevice rKachikachi-kull No.2J. 
先端が一方は筒状，他方がフック状になっている.

プレートの遠位部にロッキングスクリューもしくは

ロッキングピンを刺入しておく.次にプレート近位

部の楕円穴に圧着jigを挿入する(図 3).この際，骨

折部をdistractionするために楕円穴の遺位寄りに

刺入する 圧着jigはパワードライパーで刺入する

'受t里日 2013/10/17 
翌隷浜松病院 手外科 ・マイクロサージャリーセンター 干430-8558 飾岡県浜松市中区住吉 2-12-12
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図2 プレー ト圧着jigr Accha-kuI1J.先端部 16mm
にthreadが切ってあり，その上に鍔が付いて
いる

図3 パワードライバーを用いて Accha-kul1を怖入
する.最後まで入れ切らない

が，完全に入れ切る前に止めてパワードライパーを

外し， 圧着jigの端に手回 しハン ドルを装着 して徒

手的にプレート を圧着させる(図 4).これでプレー

ト近位部を抑えていた指を離すことができる device

本体の筒状部を圧着jigに装着 し，楕円穴より近位

の螺子穴にフック部を引っ掛ける(図 5). 柄を締

めて圧着 jigとプレー トを引き寄せることによりプ

レートと遠位骨片が遠位に持ち上げられる 約

1111111程度 distractionしておきながら，残りの近位

蝶子穴に皮質骨燥子を刺入し固定する.その後device

と圧着 jigを外し， 圧着 jigによりできた thread穴

にも皮質骨照子を刺入する.最後に deviceのフッ

ク部を桂トけていた螺子穴にロッキングスクリューも

しくは皮質骨螺子を刺入して内固定を完成させる

2009年から 2012年までに，この deviceを用いて

図 4 Accha.kul1に手回 しハンドルを装着し，徒手的
にプレー トを圧着する.

図 5 Kachikachi-kul1 NO.2を装着し骨折部を
distractiol1して内固定する.

掌;側ロッキングプレー ト固定を行った検骨遠位端骨

折 26例 26手について調査した.男性 4例，女性

22例であり，手術時年齢は 25歳から 85歳で平均

64.8歳であった.経過観察期間は 5-21か月で平均

11.1か月であった.骨折型は， AO分類でA2が1例，

A3が 7例，C1が 7例，C2が3例， C3が 8191Jであ

った.合併骨折は尺骨茎状突起骨折が 8例あり，う

ち3例に内固定が施行されていた 尺骨遠位端骨折

が3例あり， 3例ともプレートによる内固定が行わ

れていたー検骨の内固定に使用したプレー トは日本

ユニテック社製 Stellarが 23例，同社製 Stellar2が

3例であった.また，本 deviceは楕円穴を有するプ

レー トであれば他機種でも使用可能で、あると考えら

れる

調査項目は clevice使用時に生じた問題点，術後 X

線パラメーター (raclialinclination ;悶，volar tilt ; 

VT， ulnar variance ; UV)の変化，最終観察l時の可動

域および手関節尺側部痛の有無と斎藤の評価 1)に
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表1 術後から最終観察時のX線パラメ ーターの変化

RI (" ) VT (" ) UV(mm) 

術直後 25.6士3.1 11.6::!::2.8 0.1土1.1

最終観察時 25.6::!::3.0 11.2::!::3.5 0.4::!::1.2 

図6 左:内固定した直後のX線像右:骨癒合

よる成績である.

[結果1
1例において，骨幹部の径が大きいために圧着jig

先端の thread部 16mmでは長さが足りず，圧着効

果が弱かった.X線パラメータ一平均値の変化は，

悶 が術直後 25.6
0

から最終時 25.6
0

，vrが 11.6。か

ら11.2
0

，UVは0.1111111から 0.4ml11と変化した(表1).

25例は術後問題なく経過 し骨癒合 したが(図 6)，骨

幹部の皮質骨螺子が逸脱 しulnarvarianceが低下し

たものが l例あった(図 7)最終観察時の自動可動

域の平均値は，掌屈71.3
0

，背屈64.0。前腕国内79.2
0

，

国外 89.4
0

であった.手関節尺側部痛は l例にのみ認

めたが，ときに軽度の痛みを感じる程度であった.

斎藤の評価では優 22例，良 4例であった.

[考 察]

今日では，不安定型の槙骨遠位端骨折に対しロッ

キングプレー トにより様骨長を維持する内固定法が

主流であり ，これにより術後矯正損失は飛躍的に減

少したがへ ulnarvarianceの矯正損失は少ないなが

らゼロにはならない 3)4)5) 森谷らは ulnarplus variance 

が，術後および最終時の手関節尺側部痛に影響する

と報告 している 6) このことから，槙骨長を獲得し

維持することが重要であると考え，この clistraction

deviceを用いた内固定法を考案した.
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図7 近位皮質骨螺子がbackoutした例

~二時ltlD=-=
図8 プレート近位部の浮き上がりが残存した状態

で計測するとスクリユー長が長くなり背側に
突出する

以前我々は bonespreaderを用いて榛骨長を獲得

するプレー 卜固定法を報告した 7)ー しかしながら.

この方法ではプレート近位に捨て蛾子が必要であ

り，不要な螺子穴が榛骨骨幹部に残存するという問

題があった 今回我々が開発した deviceは圧着jig

を楕円穴に挿入 し，これとプレー トをdeviceで動

かすことにより，捨て螺子および無駄な蝦子穴を残

すことなしに骨f庁音日を distractionできる.

プレー ト近位部を螺子を用いて圧着する場合，プ

レートの浮き上がりが残存した状態で服子長を計測

してしまうと，計測値が必要分より長くなり，螺子

先端が背側に突出する原因になる(区18).徒手的

に圧着する場合では，指でプレートを圧着した状態

を維持 しながら.その状態でドリリング，螺子長の

計 ì!l~，螺子挿入までを術者が片手で行わねばならな

い また，プレートを抑えている指も疲労する.圧

着jigを用いれば，容易にプレートを骨に圧着させ

ることができ，両手を用いて鍛子挿入作業を行うこ

とができる.

この cleviceを用い様骨長を獲得 して内固定する

「、d
pA4
・
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ことが術後の手関節尺側部痛を予防できる可能性が

ある.今回の調査では 1例に手関節尺側部痛を残し

たが軽度であり，最終観察時に日常生活で支障にな

る程度の尺側部痛を訴えた例はなかった.今後も症

例を重ね再度調査することを検討している.

[まとめ]

・新しい distractiondeviceを紹介した.

. deviceにより捨て蝶子な しでdistractionでき，

槙骨長を獲得する内固定が可能で、あった.

[文献1
1) 斎藤英Jffi. ;ft~骨速位端骨折-f~!!gIJ学的特徴と分類， 治

療法.盤形 ・災外 32・237-248，1989. 

2) 古田和彦ほか 検骨迷位端骨折に対する掌側プレー ト

の固定力の比較.日手会誌 23・287-291，2006. 

3) 康問孝彦ほか 続骨述位端骨折に対する掌側 locking

plateの問題点.日手会誌 24:278-285， 2007 

4)森谷浩治ほか 掌fftl!プレー ト固定を施行 した高齢者

(70歳以上)椀骨述位端骨折の治療成績ー日手会誌 22:

732-736，2005. 

5) 大田大良ほか.高齢者機骨遠位端骨折に対する掌側

locking plateの成績.日手会誌23:421-424， 2006. 

6) 森谷浩治ほか掌ff!i!ロッキングプレート固定後に外国

定を用いなかった侠骨遼位端骨折における手関節尺側

部痛.日手会誌 28:16-19，2011. 

7) 神田俊治ほか Bone Spreaclerを用いた続骨述位端骨

折の掌側 Iρckingplate固定 日手会誌 25・819-822，
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50歳以下の AO分類 C型携骨遠位端関節内骨折 52例の透視下整復および掌側ロッキングプレート仮固定

後の関節鏡所見を関節鏡スコアと して 1-10点に点数化し grade1， II， IIIに分類した AO分類 C1: 3.1点，

C2 : 3.8点， C3: 6.9点であ り， C3は C1，C2に比して有意に点数が高か った.Mayo Wrist Scoreでは

grade 1 (10例)90.0点， grade II (29例)89.3点， grade III (13例)82.2点で、有意差は認めなかった.AO 

分類 C3は関節鏡スコアが高いため関節鋭視下手技が必要と考えられた.

トの残りのスク リューを挿入する (6)検骨遠位端

骨折の固定後に DRUJ不安定性を認める尺骨茎状突

起骨折や，骨折部のアライメン卜不良が残存してい

る尺骨遠位端骨折に対しでも治療を行う. 2003年

以降に本術式で加療した AO分類 C型樟骨遠位端

関節内骨折のうち，経過観察期間が 1年以上で，軟

部組織損傷が少ないと考えられる 50歳以下の 52例

を対象とした.男性40例，女性 12例，年齢 16-50

(平均 33.2)歳，右 25{91J， 左 27{91J， 経過観察期間 12

-24 (平均 13)か月，骨折型は AO分類では C1: 10 

例， C2: 12例，C3 : 30例であった.これ らの症例

について関節内骨折の骨片数，転位の程度 (gap，

step off)， 軟部組織 (TFCC，SLIL， LTIL)損傷の有

無を調査した. SLIL 損傷と LTIL損傷は Geissler分

類 m度以上を損傷ありとした.関節鏡視は，透視

下にアライメントを整復，掌側を展開し直視下に掌

側関節内骨片および骨幹端骨片を整復，その後掌側

ロッキングプレートで仮固定した状態(図 1)で施

行した.これらの各項目を損傷程度により点数化し

た骨片数 2partsをi点， 3partsを2点， 4parts以ヒ

を3点， gap， step off 0 -1m!η を各 0点， 1-2mmを

l点， 2mm以上を 2点， TFCC損傷，Geissler分類

grade III以上の SLlL損傷，じrIL損傷を認めれば各

l 点とした(表 1).合計点数を関節鏡スコアと定義し，

1-3点を gracle1， 4-7点を gracleII， 8-10点を

gracle IIIとした (表 2).また AO分類 C1，C2， C3 

の関節鏡スコアおよびgracle1， grade U， gracle III 

[緒 言]

著者らは 2003年よ りAO分類 C型機骨遠位端関

節内骨折に対してロッキングプレート固定と関節鏡

視下整復を併用して加療している.その際に得られ

た関節内病変に着目し，関節鏡所見に基づいた分類

を試みたので報告する.

{対象と方法]

手術方法 1)は以下の如くである.(1)まず透視下

にintrafocalpinningなどで全体のアライメント (volar

tilt， raclial inclinationなど)を整復する. (2) 次に

trans FCR approachで骨折部を展開し， 掌側の関節

内骨片および骨幹端骨片を直視下に整復，その後掌

側ロッキングプレー卜の楕円ホールにスクリューを

l本挿入し，掌側の支えとして仮固定する この状

態ではまだ関節内の骨片は固定されておらず整復操

作が可能である. (3)手関節鏡を施行する. 1(11臨 ・

滑膜などをシエーパーでデブリドマンを行い，視野

を確保した後に，関節内骨折の状態(骨片の数， gap， 

step off)を観察する.適宜プローピング，皮]¥雪上か

らの徒手的圧迫， joy stick手技などで関節|大l骨片を

整復し，回rschner銅線で固定を行う .(4)軟部組織

(triangular fibrocartilage complex (以下 TFCC)， 

scapholunate inteross巴ousligament (以下 SUL)， 

lunotriquetral interosseous ligament (以下 LTIし)の

損傷状態を評価し，適宜デブリドマン，縫合，ピン

ニングによる一時的関節固定を行なう. (5) プレー

受理日 2013/10/30 
キ東住吉森本病院整形外科 干546-0014 大阪府大阪市東住吉区間合 3・2・66
**消窓会大阪外傷マイクロサージャリーセンター
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図 1 ・透視下にアライメン トを整復

掌~!IJ ロッキングプレートで仮固定
この状態で関節鋭を施行する

表1 各項目の点数

2 pa出 I 3岡市 4同 町s以上

骨片数

l点 2点 3点

骨析留の転位 い mm I 1-2mm Zmm以上

gap 。点 1点 2点

step off 。点 1点 2点

軟舗組織扱笛 なし あり

TFCC 。点 1点

SLlL 。点 1点

LTIL 。点 1点

表2 関節鋭スコアの grade

関節鏡スコア

1~ 3点 grade 1 

4~7点 grade II … grade III 

の Mayoscoreを調査 し， 各群を比較検討した.統

計学的処理には Mann-Wllitneyの U検定を用い， p 

値 0.05未fillを有意差ありとした

[結 果]

関節鋭所見は関節内骨折の骨片数 2-7(平均

3.1)個， gap 0-6 (平均 1.8)mm， step off 0 -4 (平

表3 AO分類 C1，C2， C3の関節鏡スコア

AO分類 症例数 関節鏡スコア

C1 10例 3.1 

C2 12例 3.8 

C3 301~lj 6.9 

表4 AO分鎖 C1，C2， C3の関節鏡スコアの比較 :

C3はC1，C2に比して有意に高値をしめした

(mean:!:SD) 

均1.3)mm，軟部組織損傷は TFCC損傷 28例 (54

%)， SLIL損傷 27仔IJ(52%)， LT!L 損傷 16例 (31%)

であった.各項目の平均は骨片数 1.8点， gap 1.3点，

step off 0.9点， TFCC損傷 0.6点， SLIL損傷 0.6点，

じrIL損傷 0.3点， 合 計 5.5点であった.AO分類

C1 : 3.1点， C2: 3.8点， C3: 6.9点であり(表 3)，

C3はC1，C2に比して有意に点数が高かった(表4).

Mayo Wrist Scoreでは grade!(10 例)90.0点， grade 

Il (29 {ylJ) 89.3点，grade III (13例)82.2点であり

(表 5)，有意差は認めなかった(表 6) まとめると AO

分類 C3は，透視下にアライメン 卜を整復し， 次に

掌側を展開し直視下に掌側関節内骨片および骨幹端

骨片を整復，その後掌側ロッキングプレー卜で仮固

定 した状態での関節鋭所見で，関節鋭ス コアが高

い，つまり背側関節内骨折の転位残存や修復すべき

l間帯損傷を認めたため， 関節鋭視下手技を併用する

のが望 ましい. grade [[[でも grade!，IIと同等の

治療成績が得 られた.
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表 5 関節鏡スコアgrade1， grade II， grade III 

のMayoWrist Score 

関節鏡スコア
MayoWrist 

Score 

grade 1 
10例

1-3点
2.3 90.0 

grade II 
29例

4-7点
5.4 89.3 

grade III 
131列

8-10点、
8.5 82.2 

表 6 関節鋭スコア grade1， grade 1I， grad巴III

のMayoWrist Scoreの比較:各鮮聞で有
意差な し

(mean士SO)

{考察]

AO分類 C型椀骨遠位端関節内骨折の治療目的は

1. アライメン 卜の再構築と整復位の保持 2.関節

内骨折 (gap，step off)の整復 3.合併する軟部組

織損傷の診断と治療である.1. に関 しては諸家に

より掌側ロッキングプレートの良好な治療成績が報

告されている出) 焼骨遠位端骨折診療ガイ ドライ

ン20124
)でも掌側ロッキングプレート固定は推奨

度GradeAとされており，その手技は確立している.

2 に関しては，ガイドラインでは関節内骨折の手

術での透視下整復は推奨度 GradeBである.関節

内骨折に対する関節鏡視は推奨度 GradeCとなっ

ており，関節鋭視は行うことを考慮しでもよいとい

う位置づけであり，必須の手技とされていない た

だし 「透視下に整復を行い，良好な成績が得られる

症例があることは広く知られている.ただ し，許容

できる整復位が得られなければ，透視下のみの整復

にこだわることなく ，鋭視下あるいは直視下整復を

-49 

行う必要がある.Jとの追記がある.透視と鏡視に

よる整復位の'*離については， Edward IIら5)は33

%， Abeら6)は35.2%と報告しており，透視下整復

のみでは約1/4-1/3の症例に関節内の転位が残存

したままということになる.話離が疑われる症例で

は関節鏡施行が望ま しい. 3. に関しては，槙骨遠

位端関節内骨折には高率に軟部組織損傷を伴うと報

告されている 7) また安部らは SLIL損傷は手関節

掌背屈と握力の回復に影響 し，TFCC損傷は握力の

回復に影響がある 8)と報告しており，軟部組織損

傷の診断 ・治療には関節鏡視が必須である.すなわ

ち 2. と3. の治療成績向上のためには，関f!ii'j内骨

折のilii;位が残存 している症例や軟部組織損傷が疑わ

れる症例，つまり関節鋭ス コアが高い AO分類 C3

に対しては関節鋭施行が必要と考える.

{まとめ1
1)検骨遠位端関節内骨折 AO分類 C3は C1，C2 

に比して関節鏡スコアが高いため，関節鏡視下手技

の併用が望ましい.

2)関節鏡ス コア gradeIIIでも gradeI， IIと同等

の治療成績が得られた.

[文 献]
1) 寺浦英俊ほか.青壮年 AO分類 C型機骨迷位端関節内

骨折に対するl主!i'!i'j鋭と掌(W!ロッキングプレート固定を

併用した手術方法.日手会誌24:879・884，2008.

2) Orbay JL. The treatment of unstable distal radius trac-

tures with volar fixation. Hand Surg 5: 103-112，2000. 

3) Osada D， et al. Prospective study of distal radius frac-

tures treated with a volar locking plate system. J Hand 

Surg Am 33・691-700，2008

4) 日本整形外科学会診療ガイドライン委員会ほか 検骨
迭位端骨折診療ガイドライン 2012.第 l版 東京

南江笠 pp53・78，2012.

5) Edwards C， et al. Intra-articular distal radius fractures 

Arthroscopic assessl1l巴nto[ radiographically assisted 

reduction. J Hand SlIrg A.m 26: 1036-1041，2001 

6) Abe Y， et al. Less invasive sllrgery with wrist arthl・osco.

py for distal radius fracture. J Orthop Sci 18: 398-404， 

2013 

7) Mehta JA， et al. Anatomical redllction of intraarticular 

fractllre of the distal raclius: an arthroscopically-assistecl 

approach..I Bo口巴Joint Surg Br 82: 79・86，2000

8) 安部号~Mf ほか 椀'I~J'述位端骨折の治療は骨折修復だけ

で十分か?日手会誌23:868-871，2006. 
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伸筋腿の依入を伴った小児榛骨遠位骨端線損傷の経験
なかしまきくお とう さとし

中島菊雄¥藤 哲料

槙骨遠位端骨折時にl挫の蹴入を生じた症例の報告はわずか しかない. 著者らは， 徒手整復が困難なため間

血的整復を要 し，術中に伸筋腿の依入を認めた小児樟骨遠位骨端線損傷を 2例経験した.症例は 9歳男児と

6歳女児で， Smith type， Salter-Harris II型の閉鎖性骨端線損傷で，いずれも 自転車事故による高エネルギー

外傷であった.伸筋l躍の阪入を解除することで骨折部の整復は可能となった.1191Jは術前の指の自動屈伸は

軽度可能であり，臨床症状からは!陸の鼠入の判定はできなかった.術前にl腔の依入を判別するのは難しいた

め，徒手整復操作にて良好な整復が得られないものは，観血的に整復するべきである.

また，両症例において徒手整復操作にて背側の皮質骨にたわみや，骨折を生じ聞いてしまうという EI-Kazzi

らの報告と同線の画像所見が見られた.これは 腿の骨折部への阪入を疑うべき注目すべき所見と考える.

[緒言]

梼骨遠位端骨折|時に腿の!荻入を生 じた症例の報告

はわずかしかない ¥.¥0) 小児の付l筋j陸は非常に細く ，

これが骨折部に鼠入 したまま治療を続けた場合，指

の自動運動が著しく制限されるこ ととなる.これを

!健の癒着や拘縮と考えて無理な リハビリ を続けた場

合， 1陸の断裂を生 じる恐れがある.著者らは，徒手

整復が困難な小児検骨遠位骨端線損傷で，術中に伸

筋腔の依入を認めた症例を 2例経験し，共通する画

像所見が見られたので，考察を加えて報告する.

[対象と方法]

症例は 2例で，男児 1例と女児 1例である

[症例提示]

症例 1・9歳男児，右利き.

現病歴:自転車で転倒し'受傷 した.

身体所見:右手関節の11重脹，終痛の訴えがみられ

た.知覚障害はなかったが，手指の自動運動は痔痛

のためほとんどできなかった (図 1). レントゲン

にて Smithtyp巴，Salter-Harris 1I型 (SH-Il)の閉鎖

性骨端線損傷が認められた.

治療経過・手術所見:受傷当日，局所麻酔下に整

復を試みたが整復できず 介在物の存在が疑われ

た. 同日，全身麻酔下に制血的に整復を行った.ま

ず，掌側進入での整復を試みたが，整復できず，背

側からの展開を追加したとこ ろ， EPL， EIP， EDC 

!躍が骨折部に阪入 しているのが認められた 伸筋支

帯の損傷は見られなかった 伸筋支帯の一部を切開

し，腿を整復すると骨骨P折音部Hは容易に整復でで、きた

K阻1r百 hn児悶e臼rWlr巴(以下 K-wire) にて，掌背両側から

buttress状に固定し，さらにシーネ固定を行った.

術後経過術後 2週でシーネを除去し，術後 3週

でK-wireを抜去した.良好な骨癒合が得られ，手指

の運動制限もみられないため，術後 6週でスポーツ

を許可とした.術後1年2か月の最終診察時点では，

背屈変形が見られたが，機能障害は見られなかった.

症例 2:6歳，女児，左利き.

現病歴:自転車乗車中，立ち木に激突し転倒， 受

傷した.

身体所見:左手関節音11に廃痛， 11重脹が見られ，手

関師、lの自動 ・他動運動は終痛のため困難であった.

手指の自動運動は軽度可能であったが終痛を伴って

いた.レントゲンにて Smithtype， SH-[[の閉鎖性

骨端線損傷が認められた (1豆12).

治療経過・手術所見 :受傷当日に，全身麻酔下に

徒手整復，ギプス固定を行ったが，整復は不十分で

あった.麻酔覚醒後の手指の自動運動は不完全で、は

あったが可能であった.翌日，付l筋!健協(入の可能性

を考え観血的に手術を行った 背側か ら展開する

受理日 2013/11/02 
本市立函館病院整形外科 〒041.8680 北海道函館市港町 1丁目 10・1
*事弘前大学附属病院
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図 1 症例1.9歳，男児，右利き.

a， b.受傷l時レントゲン像.

c. 徒手整復後 背似IJ皮質骨のたわみが見られた.

d. 1視血的に整復し， K-wireにて固定した.
e. 手術後 1年 骨癒合は良好である.背屈変形が見られるが機能障害はない.

図2 症例 2. 6歳，女児，右利き.

a， b. 受傷l時レントゲン像.

c. 徒手強復後.背fftlJ皮質骨の骨折，転位が見られた

d. J此の|荻入解除にて骨折部の整復が得られた. K-wireにて固定した.

E 手術後3か月.良好な骨癒合が得られた.

と，近位骨片の尺側に伸筋l陛が引っかかっており，

これをよけるとさらに奥にも腿が依入していた(図

3) 伸筋支帯は損傷 していなかった.{I!I筋支帯の一

部を切開し， 1陛の阪入を解除することで骨折部の整

復は可能となった.最入した1I庄は， EDC， EIP， EPL 

であった. K-wireによる掌背両側からの buttress

固定とギプス固定を行った.

術後経過.術後 5週にて良好な仮骨形成が見られ

ギプス，K-wireを除去した術後 3か月で骨癒合良

好，手指の運動良好なため，スポーツを許可とした.

[考察1
1~~骨述位端骨折での腿 |荻入例は， 1969年に Hunt

らけによ って報告され，以後も症例報告が散見され

る程度である.まとまった報告としては曹 2009年

の岡崎ら 6)によるものがあるが，これは屈筋腿の

依入も含まれた報告であった. しかし，腿が依入し

た 9 例~!二' 8 例は Smith typ巴でのや!1筋l腔i荻入であり，

Smith typeの方がl挫のi荻入の危険性が高いことが示

峻される.

{E!的Gil陛i1;;入の診断ができた理由としては， 1 開放

骨折でIY.建の依入が見えた， 2:手術時に!躍のi荻入が

見えた， 3 臨床症状，徒手整復困難なことから腿

の依入を疑 ~l手術を行った， 4: 術前の M悶 で確認

した，であった.新鮮外傷時に診断がついたものは

56%のみとされている 7)が，開放骨折を|徐くとさら

に低い診断率となり，診断が難しい病態といえる

{lj1iii'i1世i訳入を疑う所見と しては，指の自動運動不

能，指の運動時痛が挙げられる. しかし，終痛のた

め判断困難な例が多く，特に小児や高齢者では十分

l
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図3 症例 2

a. 椀骨骨折部への EDCJ縫の引 っかかりが見
られた (R・榛骨骨折音11近位).

b. EDC腿を引き，伸筋支帯の一部を切開す

ると，更に奥に EPL)陛が|荻入していた.

に指示を理解できない者も多いと考えられる.ま

た，腿の|伝入があっても自動運動可能な症例がある

ことが報告されており 8) 注意を要する.成人の|凍

旧例にて MRlで腿の依入が確認できた症例の報告

もある 8)9)が， 小児では MRlは安静を保持できな

いため， j1引象に鎮静を要することも多く，また，判

読も困難で、有用性は高くはない. 今回は施行してい

ないが， 3D-Cfやエコーで腿阪入が判定できない

か今後の検討が必要と思われる.

今回報告した 2症例に共通する特徴的と思われる

画像所見に，徒手整復操作後に掌側皮質骨が一見整

復されているようでも，背側皮質骨が押し出されて

合わないことが挙げられる(図 1c，図 2c). すなわ

ち，遠位骨片を掌側から圧迫することで，近位骨片

の背側部がi長入したl躍により押し出されてたわみや

医原性骨折を生じたものと考えられた(図 4). 

2005年に EI-Kazziら 10)は 12歳の症例で類似の

像が見られたことを報告し， beakが残ったと表現

しているが，あまり強調されていない. しかし，こ

の像は小児の Smithlypeの棋骨速位骨端線損傷時

にl陛の猷入を疑う所見のひとつとして注目するべき

と考える. EI-Kazziらの症例， 著者 らの症例のいず

れも小児症例であったが 成人でも同様の所見が見

られるのかは不明である.

[まとめ]

i機侠除骨i

はわずず、かしカか、ない 臨床症状カか、ら，)腿陛のb依R入を判別

ー四令

図4 整復操作により，背側皮質骨のたわみや医原
性骨折を生じたものと考えられた

するのは難しいため，徒手整復操作にて良好な整復

が得られないものは，観血的に整復するべきであ

る.特に，徒手整復操作にて背側の皮質骨が聞いて

しまうものは， 1.陛の骨折部への鼠入を疑うべきと考

える.また，通常 Smithtypeの骨折では掌側進入

が勧められるが，伸筋!陛の越正入を疑う場合には，背

側からの進入が勧められる.

[文献1
1) Hunt 00， et al. Dislocation of the extensor pollicis lon-

gus tenclon in Smith's fracture of the raclius. A case re-

port. J Bone Joint Surgんn51: 991-994， 1969 

2) Itoh Y， et al. Extensor tendon involvement in Smith's 

and Galeazzi's fractures. J Hancl Surg Am 12: 535・540，

1987 

3) 田|出足立ーほか.lm血的整復を要した椀骨遠位儒'端目If.開.

日手会誌 18:543・547，2001.

4) 岡崎真人ほか Smith型侠骨述位端骨折における手指

伸筋l陛 II~筈 日手会誌 20: 22-25， 2003. 

5) 原川尋江ほか.指伸筋l健が陥入した Smith型続骨遠位

端骨折の 2伊1) 整形外科 54:1580-1581，2003. 

6) Okazaki M， et al. Tendon entrapment in distal radius 

fractllres. J I-Iancl Surg Ellr 34・479-482，2009.

7) 1重l分直樹ほか. 手指仰筋!陛の依入を認めた侠骨遠位端

骨折の 1{ylJ.東海整形外科外傷研究会誌 23・94-96，2010. 

8) Kumar A， et al. Extensor pollicis longlls entrapment af-

ter Smith's (yacture. [njllry 34: 75-78， 2003 

9) Okazaki M， et al. Extensor tenclon entrapment in volarly 

displaced distal raclial fractllre. J I-Iand Surg Ellr 32・230
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10) EI.Kazzi W， et al. Extensor pollicis longlls entrapment in 

a paecliatric distal radills fracture. J Hancl Surg Br 30: 

648-649， 2005 
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横骨遠位端骨折に対するStellar2による治療成綴を検討した 対象は 72例で，年齢は平均 65歳，骨折型

はAO分類でA2型 13例， A3型 12例，B3型 7仔1]， C1型 6例，C2型 3例， C3型 31例，術後観察期間は平均

7.3か月であった.全例で骨癒合が得られ，臨床成績は Mayomodified wrist scoreで平均 89.8点， Excellent 

29例， good 35例， fair 7例， poor 1 {91Jであった.X線評価としてvr，悶， UVおよびgap，step offの術後矯正

損失の平均値はいずれも最小限であった Stellar2の crosslocking構造は適度な subchondralsupportとな

っていたまた， 独自に作成した cr横断像用テンプレートや condylarstabilizingのためのデバイス，本シス

テムの 1mm刻みの screwバリエーションはより確実な治療に有用で、あった.

では0-2本，関節内骨折では各骨片の固定に必要な

分のみ 1-4本を使用 した. これらの症例に対してX

線評価として関節外 parameterのvr(volar tilt) ， RI 

(radial inclination)， UV (ulnar variance) ，および関節

内 parameterの gap，step offの変化を，臨床評価と

して Mayomodified wrist scoreを』食言すした.また，

手術操作と して追加固定法， PQの被覆率 4) (術者

の目算による遠位 291Jのロッキングスク リュ一部分

の被覆面積の割合)，関節内骨折例の術後 X線， cr
における遠位スク リユーの位置(関節面との距離，

背側突出)，抜釘時の長母指屈筋腿 (FPυ 損傷の

有無，合併症について検討した

[緒 言]

検骨遠位端骨折に対する掌側ロ ッキングプレー ト

(以下VLP)による治療は今日では標準的な治療と

して，各社から様々な VLPが製品化されている.

Stellar2 (日本ユニテック社)は従来の Stellarとは

異なり，遠位ロッキングスク リューを291J構造の

cross locking mechanismとするこ とで，monoaxial 

lypeでありながら lunatefacetとscaphoidfacetを

それぞれ 3-4本ずつのスク リュー固定が可能という

特徴を持つ 初代 Stellarの良好な成績 1)2)3)に続き，

筆者ら は焼骨遠位端骨折に対 して Stella2を使用し

た関節内骨折に対する良好な治療成績 '1)を報告 し

ているが，今回椀骨遠位端骨折全体の治療成績につ

いて検討 したので報告する. {結果]

全例で骨癒合が得られた.手関節平均 ROMは掌

屈が 66
0

(45-80
0

)，背屈が 69
0

(45-75
0

)，回内が 86
0

(60-90
0

) ，国外が 84
0

(70・95
0

)，握力は健側比平均

89.3% (30・134%) であ った.Mayo modified wrist 

score は平均 89.8点，Excellent 29紗IJ，goocl 35仔11，

fair 7例， poor 1例で， fair以下の 8{91J中 7例が観察

期間 4か月以下で握力の回復不良が主な成績不良要

因であった X線評価における変化では術前，術後， 最

終，矯正損失のJ@iに関節外paral11eterのVTは_6.4
0

，

10.2
0

， 9.9
0

， 0.3
0

， RIは 12.9
0

，24.8
0

， 24.6
0

， 0.2
0 

UVは

3.8ml11，ーO.lmrη，0.4111111， 0.5111mであり，関節内 pa

rameterの gapは 1.9111rη，0.5111111， 0.6I11m， 0.1111111， 

[対象と方法]

侠骨遠位端骨折に対 して Stellar2による治療を行

い， 3か月以上の経過観察が可能だった 72例を対

象とした.性別は男性 20例，女性 52似11， 年齢は平

均 65歳 (21-88歳)，骨折型は AO分類でA2型

13仔IJ，A3型 12仔IJ，B3型 7仔11， C1型 6仔11， C2型

3仔11， C3型 31例，術後観察期間は平均 7.3か月 (3

-11か月)であった手術法では方形団内筋はでき

るだけ温存して切離せずフ レー卜 を筋腹下に挿入す

る形で殻世し，速位スク リユーの固定には遠位 191J

目は 4本を，述位 291J目は症例に応じて関節外骨折

東京都世田谷区駒沢 2-2-15
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702 後骨遠位端骨折に対する Stellar2による治療

図 1 術前X線と CT.

AO分類C3.2型骨折で， central depressionが著明である.
a. X線{象. b. CT{象

図2 術後 6か月における X線と CT

Cross locking mechanismによりスクリューの均等な分散
と良好な subchondralsupportが確認された.
a. X線{象 b. CTf象

step offは2.6mm，0.3mm， 0.5mm， 0.2mmであった.

追加した手術操作は，背側プレート固定が 1例，背

側骨片に対して intrafocalpinningの留置が3例 (3

週で抜去に人工骨の充填が 6例，尺骨茎状突起に

対する骨接合術が 12仔11，舟状骨月状骨問鋼線固定

l例であった PQの被覆率は平均 84%(40-100%) 

であったが，長母指屈筋腿の滑走部は 69{91J (96%) 

で被誼可能であった.術後 X線， crからスク リュー

の関節内刺入はなかったが，椀骨背側皮質からの突

出は 4{91J 5本(し、ずれも 1mm以下)に認めた.やfij

後 cr(14例)からスクリユーと lunatefacetまでの

距離は 5mm以下が 12{911， 5mmを越えるものが 2

例であった.抜釘は 28例 39%に行われ，プレート

の露出および FPL損傷は軽度のものを含めて認め

られなかった.合併疲は一過性の正中村11経掌側枝領

域のしびれを 1{9iJに認め たが，感染， I陛損傷，

CRPSはなかった.

[症例提示1
61歳女性.C3.2型骨折で，術前の各 parameterは

Vて:_8
0

， R 1 : 16
0

， UV:ー1mm，gap : 4mm， step off : 

11mmであった(図 1).Stellar2により良好に整復固

定され，術後 6か月の時点で， VT: 8
0

， RI : 24
0

， UV : 

-0.5mm， gap， step offとも Ommで， Mayo modified 

wrist scoreは90点で成績は goodであった(図 2).同

時に施行した crでは crosslocking mechanismによ

り，スクリューの均等な分散と良好な subchondral

supportが!確認された.

[考 察]

近年，機骨遠位端骨折に対する VLP固定は標準的

治療となり，様々な種類の製品が存在している そ

の中で monoaxialtypeあるいは polyaxialtypeで遠

a
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検骨遠位端骨折に対する Stellar2による治療

位 2列のロッキング構造を有する新しいパージョン

が加わり，遠位 1列目で、関節面中央， 2列目で関節

面背側の軟骨下骨を支える double-tieredsubchon-

clral support 5)6)とするものなど多数のスク リュー固

定を可能にした VLPが開発されている.今回使用

した Stellar2は近位設置型の monoaxialtypeのVLP

で，遠位 2列の crosslocking mechanismを採用し

た新しいパージョンである.プレート形状は槙側傾

斜を残して槙側の掌側支持を可能としているため，

key stoneとなる掌尺側骨片に加えて背尺側骨片，中

央骨片の lunatefacetと，権側骨片の scaphoiclfacet 

をしっかり固定することが可能である.

遠位スク リユーの設置について，今回の調査では

術後の各 parameterの変化は最小限に抑えられてい

たことから，遠位 1列目のスクリュー4本に加えて

遠位 2JIj自のスク リュー設置は関節外骨折では 0-

2本，関節内骨折でも尺側を主に 1-4本と骨折型

に応じた最低限の固定でも十分な固定性が得られる

と考えている.実際に術後 CTで lunatefacetとスク

リ ュ一間距1~IEがほとんどの症例で 5mm 以内と cross

locking mechanismが矢状面での良好な subchon-

clral supportを形成すること，さらに本システムに

特徴的な横断面でのスク リューのクロス方向への分

散も安定した固定性に大きく関与するものと考えて

いる叫.

開館I内骨折の症例で術後に gap，step-offで 1mm

以上の再転位例は 2例あったが，いずれも 65歳以上

で術前の step-offは5mm以上と大きく，術中に良

好な関節商の整復を保持した銅線を抜去し， lunate 

facetの固定にロックピンを使用していた.Martineau 

ら7)はC3型モデルの biomechanicalstuclyにおいて，

特に subchonclrallunate部分の固定はロッキングピ

ンではなくロッキングスク リユーの固定力が有意に

大きいことを報告している.I共i師、I而の支持にはスク

リューによる複数の点としての支持ではなく，ピン

による線としての支持がよいとする考えもあるが，

球面状の軟骨下骨を支える部分はピンの使用であっ

ても結局ほとんど点としての支持にしかならない

そこで著者らも Martineauらの意見を支持 し，骨片

の整復位保持にはスク リューがよいと考え，現在で

は背側骨片の引き寄せが可能なキャンセラスラグス

クリユーによる固定を基本としている Stellar2の

システムには 3f:霊ff.i(キャンセラス，キャンセラス

ラグ，ピン)の遠位ロッキングスクリューがあり曹長
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図3 Stellar2におけるテンプレート.
a， b.通常の正面，側面用.
c 新規に作成した横断面用(CT用)

さも 16-20mmまでは 1111m刻みで揃っているため，

症例に合わせて 1111m単位で最適なスクリューの選

択が可能となり，より確実な固定が可能となる点は

他のシステムにはない利点である.

今回の調査では追加操作として背側プレート固定

が 1例，背側骨片に対して intrafocalpinningの留置

が3例 (3週で抜去)行われていた.関節内背側粉

砕骨片の固定性に不安があったため補強の意味で使

用し，結果として十分な固定力と良好な治療成績が

得られたが，いずれも使用初期の症例であり現在で

は原則使用していない.こうした多数の骨片を有す

るC3型骨折に対する治療に対して，著者は横断面の

テンプレートを作成した(図 3).Stellar2はmonoaxial

plateであるため，関節面の 1/3以上を有する尺背

側骨片が存在する場合の固定には，尺側 2JIJのスク

リユーが確実に骨片をとらえられるように慎重にプ

レート位置を決める必要がある.術前 CTの横断像

にこのテンプレートを適用することで，プレー トと

スク リユーの設置位置，方向，長さなどのより詳制

な術前計画に有用であった.また，専用デバイスと

して著者が考案したロッキングテイルトアップ 2)

はStellar2でも使用可能であり， conclylar stabilizing 

法をより簡便化するのに加え， volar tiltの矯正をより

正般にできる点は強調しておきたい.

Stellar2では遠位脱側部分が watershedlineにかか

る設置となるため， bu仕ress効果を scaphoiclfacet 

まで持たせることが可能な利点を有する一方， FPL 

損傷が危↑具される. しかし， FPLの滑走部はプレー

ト中央から尺側部分であり ，watershecl line にかか

F
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704 模骨迷位端骨折に対する Stellar2による治療

FPL 
FDP2，3 

図 4 watershed lineと長母指屈筋腿の位置.

プレートは椀側部で watershedline に
かかるが， FPLの通過する中央部では

かかることはないー

る榛側部分ではな い (図 4). さら に今回の調査で

PQの被担率は 84%と良好であり， 96%で FPL滑

走部は被覆さ れていたことから，直接プレートと

FPLが接する可能性は非常に少なく，実際に抜釘時

の FPL損傷は全く認められなかった.また，従来

の Stellarよりプレート 形状 としての RIが減少 し，

さらに プ レー トの厚みも減少 (2.5mm→ 2.0mm)

したことから， FPL損傷の リスク はより軽減されて

いると考えている.

[まとめ]

1)機骨遠位端骨折に対する Stellar2による治療

成績を検討 し，良好な治療成績が得られた.

2) Stellar2では crosslocking構造と して遠位 ロ

ッキ ングスク リューの均等な分散 と適度な sub

chondral supportが確認され，関節面の整復は良好

に保持されていた.

3)本システムの lmm刻みのスク リューバ リエ

ーション，さらに独自に作成した CT横断面用テン

プレー トと専用デバイスはより縦突な治療のために

有用であった.
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榛骨遠位端関節内骨折の骨折パターンには靭帯が

関与するか?
おがわ たけし たなかとしかず おちあいなおゆき

小川 健，田中利和，落合直之

[緒言]焼骨遠位端関節内骨折の骨折パターンと解剖学的な靭帯位置との関係を検討する.

[対象 ・方法]当院にて榛骨遠位端骨折に対して CTを施行した 146例， 平均年齢は男 48.8歳，女 65.1歳.

CT横断像にて靭帯と関節包付着部に合わせ，検骨遠位端の外周を 11領域に分け，骨折線がどこに及ぶかを

分類 し，これを男女間，年齢 (65歳以上と未満)，重症度 (AOtype C1， 2群と C3群)，骨折型(背屈 ・中間・

掌屈)で比較した.

[結果]骨折線は， DRUJ部の背側一掌側の焼骨尺骨靭帯の聞である Zone10に最も多く，掌側は籾帯間

である Zone2，背側は靭帯部分である Zone8， Lister結節槙側の靭帯のない部分である Zone6， 7に多かっ

た.男女間 ・年齢 ・重症度による有意差はなく，骨折型では有意差を認めた.

[考察]機骨遠位端掌側・尺側の靭帯は骨折パターンに関与 している可能性が強いが，背側の靭帯に関 し

てはこの限りではなかった.

[緒言]

検骨遠位端関節内骨折を治療する上で骨折線の入

り方や位置を把握することは重要で，手術成績にも

影響する と考えられる.また，骨折パターンを評価

する上で ComputedTomography (以下 CT)は有用

な方法として報告されている 1) Rozentalは関節内

骨折の位置と転位を DRUJに着目し， 5つの Type

に分類 している. DRUJに骨折が及ばない Type1， 

骨折は及ぶがiP王位のない Type2， DRUJに骨折が及

び転位もある Type3である 2) 著者らは，腕骨遠

位端関節面がこのような骨折のタイプに至る原因と

して侠骨遠位端に起始を持つ靭帯 3)が関与 して

いるのではないかと考えた 本研究の目的は，検骨

遠位端骨折受傷時の CT横断像を評価し，関節内骨

折パターンと解剖学的な靭帯位置との関係を検討す

ることである.

[対象と方法]

対象は， 2008年 12月から2013年4月に当院を受

診し，様骨遠位端関節内骨折 (AO分類 lypeC)に対し

て CTを施行 した 146例.男 43例，女 103仔11，右 57

手，左 91手である年齢は男 20-82歳(平均 48.8

歳入女 20-92歳(平均 65.1歳)であっ た 骨折型は

AO分類の C1; 11例， C2; 42例， C3; 93例で あ

った. 受傷時の CT横断像にて槙骨遠位端関節面軟

骨下骨のスライスを評価した.Bergerが報告 3) し

た靭帯と関節包付着部に合わせ侠骨遠位端の外周

を 11領域 (Zone)に分け(図 1)，骨折線の位置がこ

の Zoneのどこに及ぶかを Mandziakらの報告叫 に

準じて分類した.さらにこれを性別，年齢 (65歳以

11 4 

図 1 機骨i皇位端外周の 11領域 (Zone).
1 : 短椀 'i~'FI状骨籾搭， 2: 1.3の問， 3・長検
'局月状信初手H:，4 榛骨舟状有頭骨籾幣， 5: 

侠骨茎:犬突起背仮1I部， 6: 5・7の問， 7: Lister 
結節古11，8 背側侠骨手根骨粉帯， g:背側椀
尺靭帯，LO:9.1lの問， 11:掌{ITII侠尺初端

受埋日 2013/11/07 
キッコーマン総合病院整形外科 干278-0005 千葉県野田市宮崎 100
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706 検骨遠位端関節内骨折への靭帯の関与

表 1 総合結果

Zone 症例数

2 3 6 7 8 g 10 11 (例)

合計(例) 10 58 6 26 16 57 53 92 3 98 4 146 

70(ハ46例) 7 39 4 18 10 39 36 62 2 66 3 

男 6 25 11 4 19 13 27 。26 2 43 
女 4 33 4 15 12 37 40 64 3 72 3 103 

65歳以上 2 25 2 13 4 27 27 43 3 44 。66 
65歳朱満 8 33 13 12 30 26 49 。54 5 80 

Cl， 2 。16 2 2 3 15 19 34 27 53 
C3 10 42 4 24 13 42 34 58 2 71 3 93 

00r8.1 7 38 16 10 44 43 84 3 78 5 118 
Vol.r 15 10 。18 。23 
Neutral 。4 2 2 3 。 。 5 

上とそれ未満)，重症度 (AO分類， C1， C2群と C3群)

において比較した.統計は， Mann-Whitney検定を

用い， p値 0，05未満を有意とした.また，骨折型(背

屈型 ・中間型 ・掌屈型)による比較も行い， Kruskal-

Wallis検定を用い， p値 0，05未満を有意と した.

[結果]

骨折線は背側一掌側榛骨尺骨靭帯の間である Zone

10に最も多く ，全体の66%に及んで、いた.掌:側では，

短長検骨月状骨靭帯問であるZone2に多く全体の

約 4割であった 一方，背側ではリスター結節模側の

Zon巴5，6， 7よりも，背側樟骨手根骨間靭帯の起始し

ている Zone8に多くみられた(表 1). 

性別での比較では，女性で sigmoidnotch部の

Zone 10に最も多く，背側の Zone7と8，掌側の Zone

2に多い傾向にあ ったが，男女間での有意差はない

(表 1). 

年齢別の比較では，どち らの訴も sigmoidnotch 

部の靭帯聞である Zone10， ik'f側のZone6-8，掌

側の Zone2に多い傾向にあり， 65歳以上とそれ未

満とでほぼ問機の傾向が認められ，有意差はない

(表 1). 

重症度による比較では，関節内は単純骨折である

AO分類 C1，C2 fJrが53例 (C1;11 f91J， C2; 42例)，

関節内に多数の骨折線が及ぶ C3群は 93例であっ

たーC3若干は Zone10に最も多く，背側の Zone6-8， 

掌;側の Zone2の)1阪であり， C1， C2群と C3群とで

有意差はなかった(表 1). 

骨折型による比較では，それぞれの症例数は，背

屈型 118例，掌屈型 23例，中間型 5例であ った.

背屈型は尺側と背側に多く， 掌屈型と中間型は掌側

のZone2に多く，有意差を認めた(表 1)， 

症例を提示する. 28歳男性， AO分類 C3の背屈

型で関節面の粉砕が強い(図 2a)，crでは Zone2， 

5， 7， 8， 10に骨折線が及んでいる(図 2b，c). 

[考 察]

Mandziakらは， 100例のcr関節面の評価でZone

10， 2， 6の順に多かったと報告し，籾帯聞に骨折

が及ぶことから，骨折パターンへの靭帯の関与を主張

している 4) 白験例は Zone10， 8， 2， 6の)1仮に多く，

Mandziakらの報告よりも背側に多い傾向にあった.

これは自験例との症例背景の違いによるものと考え

られる.彼らは 6剖が男性に対し， 著者らは 7告IJが

女性.70歳以上が4例に対し， 65歳以上が67例と，

白験例は高齢女性が多いために，背屈]1忌位型の骨折

パターンが多く，骨折位置も背側に多い傾向にあっ

たと推察できる.

Tanabeらは，棋骨遠位端関節面を 6つの領域に分

けて，骨折型(背屈型，中間型， 掌屈型)による比較

を報告している 5) 背屈型では sigmoidnotch部と背

尺側部に骨折が及ぶことが多く， 掌屈型と中間型で

は背榛側部と掌側に多いという結果である.領域の

分け方が違つてはいるものの，著者らの結果と同じ

。δ
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図2 (a) AO分類 C3の背屈型で関節団の粉砕が強い
(b， c) CTでは Zone2， 5， 7， 8， 10に骨折線が及んでいる.

傾向が認められている 年齢構成が我々と類似して

いることも，この結果に関与していると考えられる.

一方， 靭帯の走行や太さ長さによる強度の問題，

年齢による靭帯や骨の mechanicalproperlyの低下と

いった問題も考慮、しなければならない. 掌側の短長

検骨月状骨靭帯 (Zone1， 3に起始)は，背側榛骨

手根骨靭帯 (Zone8に起始)に比べ短く，破断強度

は高い 6)7) また尺側の背側，掌側筏尺靭帯 (Zone9， 

11に起始)は TFCCの構成要素であり，線維軟骨

とも連続しているため強靭である 8) さらに高齢にな

るにつれ，靭帯や骨の mechanicalproperlyは低下

するため，背側機骨手根骨靭帯が起始 している

Zone 8は最も破壊されやすい領域と言える 9)10) し

かしながら靭帯だけが骨折パターンを規定している

わけではなく，特に背屈型の場合は，背側への応力

の集中により，靭帯に関係なく骨皮質に骨折が及ん

でしまう事が考えられる.一方，中間型や掌側型の

場合は，靭帯聞に骨折が及ぶ傾向を認めており，掌

側と尺側に関しては，靭帯の骨折パターンへの関与

が示唆された

[まとめl
cr横断像を評価し，機骨遠位端関節内骨折のパ

ターンと解剖学的な靭帯位置との関係を1食言すした
i侠骨遠位端掌側と尺側の靭帯は，骨折パターンに

関与している可能性がある 榛骨遠位端背側の靭帯

に関しては宅この限りではない.
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榛骨遠位端骨折変形治癒に対する掌側ロッキングフ。レ

ートを用いた矯正骨切り術の治療成績
たさがわなおひで あベむ担き

瀧川直秀， 阿部宗樹

機骨遠位端骨折変形治癒に対 して掌側ロッキングプレートと海綿骨移植を用いた矯正骨切り術を行った

11例 11手(背側転位型 9例，掌側転位型 2例，男性 3手，女性 8手，平均年齢 71歳)の治療成績とその

有用性について検討した.骨癒合は全例に得られ，関節可動域は掌側転位型，背側転位型ともに改善した.

術前後の X線評価 (VT，町，UV)では掌側転位型では術前平均 29.5
0

，12
0

， 7.7mmが術後平均 7.5
0

，24
0

， 2.1mm 

に，背側転位型では術前平均 _19
0

，14
0

， 5.4mmが術後平均 r，22
0

， 1.6mmに改善 した.矯正損失を軽度に認

めた例はあったが，再手術例はなかった.Mayo modified wrist scoreは術前 53.5点が術後 88.5点と改善した.

DASH scoreは術前 41.5が術後 8.7へ改善した.術後早期で変形が軽度などの症例を選べば，榛骨遠位端骨

折変形治癒に対する治療として，掌側ロッキングプレートによる強固な固定により海綿骨移植でも十分対応

できると思われた.

[緒言]

棟骨遠位端骨折変形治癒に対する矯正骨切り術は

open wedge法が広く行われ，良好な治療成績が報

告されている 1) 近年，掌側ロッキングプレー ト(以下

VLP)が棟骨遠位端骨折の治療の主流とな り，矯正

骨切り術においても VLPを使用するのが一般的と

なってきている2)3)

今回著者らは，痔痛や ADL障害が残存した榛骨

遠位端骨折変形治癒に対して， VLPと海綿骨移植

を用いた矯正骨切り術を行い，その治療成績および

問題点について検討した.

[対象と方法1
2009年 3月-2012年 3月に榛骨遠位端骨折変形

治癒に対して VLPと海綿骨移植を用いた矯正骨切

り術を行った 11例を対象とした.男性 3仔1)，女性

8仔Jjで， 手術H寺年齢は平均 71歳 (49-84歳)であっ

た.骨折型は，背側転位型 9仔1)， 掌側転位型 2例で

あり.初期治療は全例ギプスによる保存的治療であ

った.受傷から手術までの期間は平均 9.4か月(1.5-

60か月)，術後経過観察期間は平均 13.6か月 (3-

24か月)であった.

手術方法は， Henryの掌側アプローチで展開し，

骨切り方向は正面では骨ijirllに垂直に，側面では関節

面に平行とし，K-wireを挿入し骨切り面を決定す

る.マイクロボーンソーとノ ミにて骨切りを行い，

open wedgeで矯正する.背側転位型でも背側アプ

ローチは追加せず，スプレッ ダーにて焼側を広げ、，

腸骨から採取 した海綿骨を骨切り部槙側から移植す

る.K-wireにて仮固定を行い， condylar stabilizing法

にてプレー トを設置した.使用プレートは Acu-Loc

Distal Radius Plate (Acumecl社)8例，VA-TCP (Syn-

thes社)3例であった.後療法は術後約 10日間のギ

プス固定の後，可動域訓練を開始した.

評価は最終経過観察時(少なくとも術後 3か月以

降)に行い，骨癒合の有無，可動域， X線評価として

Volar Tilt (以下 VT)，Raclial lnclination (以下町)，

Ulnar Variance (以下 UV)，臨床評価として Mayo

modified wrist score， DASH score (JSSH 版)とした.

統計学的評価は t検定を行い P<0.05を有意差あり

とした

[結 果]

骨癒合は全例 3カ月以内に得 られた 可動域

作品1)は掌背屈は術前 81。が 136
0

に，囲内外は術

前 143。が 175
0

に有意に改善した(図 1).

受理日 2013/10/22 
西宮協立JI削ll'経外科病院整形外科 干663-8211 兵庫県西宮市今津山中町 11-1
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図 1 術前後の掌背屈，国内外可動域

X線評価では，vrは背側転位型で術前平均一19
0

が術後平均 7
0
，掌側転位型で術前平均 29.5

0
が7.5

0

まで改善 し，矯正損失も認めなかった(図 2a).悶

は背側転位型で術前平均14"が術後平均 22
0

，掌側
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転位型で術前平均 12
0

が 24
0

まで改善し，矯正損失

も認めなかった(図 2b). UVは背側転位型で術前

平均 5.4mmが術後平均 1.6mm，掌側転位型で術前

平均 7.7mmが 2.lmmに，改善したが， 掌側転位型

の1例で矯正損失を認めた(図 2c).

臨床評価は Mayomodified wrist scoreでは，平均

88.5点であり， excellent 4例， good 5例， fair 2例

であった. DASH scoreは術前平均 41.5点が術後平

均 8.7点に有意に改善した (P<0.05) (図 3).

症例提示

症例 1: 49歳，女性 他院でギプスによる保存治

療を受けるも，可動域制限， 1客痛を認め， 受傷後 3

カ月に当院を紹介受診 した.術前可動域は背屈20
0

，

掌屈 25
0
，回外 80

0
，@]内 70

0
であり ，握力は健側比

22.5%と低下し， X線評価では背側転位が残存し，

a 

背il¥IJ転位型

掌側転位型
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図2 術前後，調査時の X線評仙li
a : Volar tilt (VT) b・Radialinclination (Rl) c: Ulnar variance (UV) 
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平 P<0.05 

図3 術前後の DASHscore 

VT _35
0

，悶 15
0

，UV 3.8mm， Mayo wrist scoreは20

点， DASH scoreは117点であった(図4-a).VA-TCP 

(Synthes社)を用い矯正骨切りを行い，海綿骨移

植を行った(図 4-b). 術後 6か月経過時，骨癒合は

得られ可動域は背屈 70
0

，掌屈 70
0

，回外 90
0

，囲内

90。であり，握力は健側比 90%まで回復した.x線評

価では VT9
0

，悶22
0

，UV Omm， Mayo wrist scoreは

95点で excel1ent，DASH scoreは6.7点であり，矯

正損失も認めず(図 4-c) 健側の X線とほぼ同等

であった(図4-d). 

症例 2:67歳，男性.他院にてギプスによる保存

治療を受けるも，手関節尺側部痛と握力低下が残存

a b 

C d 

図 4 症例 1 49歳女性

a.術前 X線{象 b:術後 X線{象

c:術後 6か月 X線{象 d:健側 X線像

し，受傷後 12か月で当院を紹介受診となった.術

前可動域は背屈 60
0

，掌屈 45
0

，国外 85
0

，囲内 80
0

で

あり，握力は健側比 69%と低下し， x線評価では掌

側転位の変形を認め， VT 20
0

，悶 17
0

，UV 7.8mm， 

Mayo wrist scoreは65点， DASH scoreは32点で

あった(図 5引.Acu-Loc (Acumed社)にて矯正

骨切り術を行い， UV7.8mmと高値であったが，海

綿骨移植のみで治療した 術後の X線では UVは

1.8mmまで改善し，術前に認めた手関節痛はいっ

たん消失した(図 5-b). しかし術後 1か月で UV

3.6mmと矯正損失を認め(図 5-c)，術後 6か月経

過時 UV4.9mmまで増悪した(匡15-d).最終的に，

可動域は背屈 60
0

，掌:屈 45
0

，lliI外 85
0

，囲内 80。であ

り，握力は健側比 78%まで回復したが， x線評価で

はVT4
0

，問 26
0

，UV 4.9mm， Mayo wrist scoreは

70点のfairであった.DASH scoreは15点であった.

[考 察]

榛骨遠位端骨折変形治癒に対する矯正骨切り術は

Fernandezら1)の openingwedge osteotomyと背側

からの模状骨移植および内固定が広く行われてき

た. しかし問題点として 背側プレートによる伸筋

a b 

C d 

図 5 症例 2 67歳男性

a.術前 X線像 b 術後 X線{象

c 術後 1か月 X線{象 cl:術後 6か)=1x線{象
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l躍の障害 4)や採骨部の侵襲 5)があげられる.

近年， VLPの登場により，プレート固定は掌側か

ら行う ことが主流となった.それに伴い骨移植方法

も皮質海綿骨 2)3) 海綿骨 6)7) 人工骨 5)8)など様々な

報告がなされるようになった.VLPの固定力に加え，

より強力に矯正位を保持する方法として Osadaら3)

Petersonら4)は従来から使用されている皮質海綿骨

を使用し良好な治療成績であったと報告している.

一方， VLPの使用による矯正位保持能力が高いと考

え，海綿骨のみを用いた Maloneら6)，Henryら7)の

報告， tricalcium phosphateを用いた Iβzano-Calder-

onら8)の報告があり，皮質骨移植がなくても早期

運動に耐え，矯正位保持が可能と述べている.これ

に対し吉川ら5)は矯正位の保持を VLPの固定力の

みで維持するのは危険と述べており，気孔率 60%

s-TCPブロッ クを用いての人工骨移植を推奨 してい

る.

VLPと掌側からの海綿骨移植を併用した方法の

利点としては，皮切が一つで手慣れたアプローチで

あること，骨採取の侵襲が比較的少ないこと，骨癒

合が早い等があげられる.一方欠点として，矯正角

度の調整が難しい，短縮が大きい症例や受傷からの

期間の長い症例では矯正損失の問題がある点があげ

られる.短縮の矯正に関 して， Oskamら9)が 6mm

以上の短縮例には尺骨短縮術が必要と述べているの

に対し，坂本ら 4)は，皮質海綿骨移植で最大 8-10mm

まで可能であると述べている.受傷から手術までの

期間に関して， ]upiterら 10)は長期経過例では軟音1¥

組織の拘締等があり，手術のしやすさ，成績などに

影響があると し，早期手術を推奨 している. 矯正損

失を認めた症例2は， 受傷から手術までは 1年以上

であり， uvが 7.8mmと短縮が大きかった.このた

め本法では限界があり，さらに背側に皮質海綿骨も

しくは硬い人工骨を挿入すべきであったと考える.

さらに， Petersonら4)や Maloneら6)の手技のよう

に，腕撰骨筋を剥離 し十分に軟部組織を解離 した方

が，長期経過例や短縮が大きい症例には適している

可能性がある.

しかしその他の症例では良好な治療成績が得られ

たため，短縮の程度や受傷からの期間に注意すれば

VLPと掌似IJからの海綿骨移植を併用した本法は有

用な治療方法であると考えられた

[まとめ]

榛骨遠位端骨折変形治癒に対して，VLPと海綿

骨移植を用いた矯正骨切り術の治療成績を検討 し

た.症例を選べばVLPによる強固な固定により海

綿骨移植でも十分対応できると思われた.

[文献]

1) Fernandez D， et al. COI・rectionof post-traumatic wrist 
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榛骨遠位端骨折に対する掌側フレート固定後の長母指
伸筋臆断裂の検討:スクリュー以外の要因について
ずかわみねゆき おさだりゆっすけ

頭川峰志，長田龍介

~~骨遠位端骨折に対する掌側プレート 固定後に長母指伸筋腿断裂を生じる報告が散見され， その多くは突

出したスクリューが原因である.筆者らはスク リューが関与 しない長母指伸筋腿断裂例の頻度と危険因子に

ついて検討した.対象は掌側プレート固定を行った槙骨遠位端骨折 148例であり 断裂を認めたものは 4例

(2.7%) であった.危険因子として，背側転位型では背側天蓋状骨片の転位，掌側転位型では背側皮質に

sharp edgeを認めた.術前 3DCI'においてこれらを有するものは 34/73例 (46.6%)であった.一方，骨折

手術の際に第 3区画を開放した 26例では腿断裂を生じなかった.掌側プレート固定の術後にも残存する背

側天蓋状骨片の突出と sharpedgeなどが危険因子と考えられ，発生率は少ないが，第 3区画の開放，背側

天蓋状骨片の整復が術後の遅発性断裂の発生低下に役立つ可能性がある.

[緒言]

樟骨遠位端骨折に対する掌側プレート固定後に長

母指伸筋(以下 EPL)腔断裂を生じる報告が散見さ

れるが，その多くは背側に突出 したスクリューが原

因である 1) 筆者らはスク リューが関与 しない EPL腿

断裂の症例を経験した 必要があれば第 3区画を開

放すことで EPLI陛断裂が予防できると言われてい

るが 2)3) その適応や第 3区画を開放すべき危険因子

に関しては明らかでない.本研究の目的は EPLI健断

裂を生じうる危険因子について検討し，手術の際に

第3区画を開放すべき症例の特徴を知ることである.

{対象と方法]

2008年 8月から 2012年 5月までに 2施設で掌側

プレート固定を行った携骨遠位端骨折 148f9IJ 148手

を対象とした.平均年齢 65.1歳 (26-91歳)，男性

28例，女性 120例であった.骨折型は掌側転位型が

26例，背側転位型が 122f91Jであり， AO分類では

A2 : 7停止A3 : 70 fJIJ， B2: 1例，B3: 3例，C1: 1 

例，C2: 52例，C3: 15例であった.掌側プレー ト

固定のみ行ったもの 122例，第 3区画開放を追加し

たものが 26例であった.第 3区画開放は 1施設で

のみ行った.

検討項目として， (1)手術時に EPL腿断裂を認

めた例あるいは術後に EPL腿断裂を生じた例の特

徴. (2)術前 3DCI'によって描出した EPLI陛の滑

走床の評価. (3)掌側プレート固定時に第 3区画開

放の有無による EPL腿遅発性断裂の頻度. (4)第

3区画開放例の術中所見，母指機fiE，有害事象につ

いて調査した.

[結果i
EPLI.腔断裂を認めたものは 4/148例 (2.7%) で

あった(表 1)背側転位型の 2/122例(1.6%)は遅

発性断裂であり，術前CI'で背側天蓋骨片の突出を認

表 1 EPL腿断裂例の発生率と特徴

縫断裂 4 1148 (，IJ (2.7%) 
背側転位型 21122 (1 .6%) 
掌側転位型 21 26 (7.7%) 

岡田日制何跨酒賢司闘
:74 F 背i.~1持到立型 IA3 遅発性 背側天蓋状骨片の転位;

滑走床の{反骨

:79 F 背f~1庇位型/A3 遅発性 背恨1]天蚕状骨片の転位j

滑走床の仮骨

'61 F 営側転位!富IC2 遅発注…背頑IlSh~~戸hge-- …

'J沼E.i圏直面圏圃園田園圃・圃圃

: 78 F 掌1.1.1]転位型/C2 受傷時 背f~.I]Sha rp edge 
伸筋縫の陥入

受理日 2013/10/29 
富山大学整形外科 干930・0194 富山県富山市杉谷 2630
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侠骨遠位端骨折掌側プレート回定後の EPL断裂

表 2 危険因子と第3区画開放の有無による EPLJ.腿断裂

術前3DCT N=73 
危険因子・背側天蓋状骨片の突出、 sharpedge

Uilljf!霊・l'Bローーーーr.~i壬重'l' A:: f!' ーーーー
掌恨Ijplate圏定のみ

(N=S3) 

第3区画開放追加
(N=20) 

0/33 2/20 

。/6 。'/14

め，術中所見，術後crから滑走床における仮骨に

よる骨性隆起を認めた 掌側転位型の 2/26例 (7.7

%)例では背側皮質に sha叩 edgeを認めた.術後

に生じた遅発性断裂は，掌側プレート固定のみでは

3/122例 (2.4%)で生じていたが，第 3区画開放を

追加した 26例では生じていなかった.第 3区画を

開放した例の術中所見では第 3区画内の血!匝貯留を

全例に認めた.screwの突出は 1例も見られなかっ

た. 1例で術中に EPL部分断裂が確認された.

術前の3Dcrによる滑走床の評価がな されてい

たものは約半数の 73例であった 滑走床に危険因

子と思われる背側天蓋状骨片の突出， sharp edgeを

有するものは 34/73例 (46.6%)であった.遅発性

断裂の頻度は，危険因子を有するが第 3区画を開放

せず掌側プレート固定のみを行った 20例のうち 2

例に生じていた(表 2).

第 3区画を開放した症例の母指機能， 有害事象に

ついて調査 したが，全例とも母指の司動域制限や筋

力低下などの機能障害は認めず，有害事象はなかっ

た.

症例 1. 61歳女性掌側転位型， AO分類 C2の左

撰脅遠位端骨折.術前crで背側に sharpedgeを認

めた.術後に EPL健の遅発性断裂を生じ， EPL滑

走床に骨性隆起が遺残 した (図 1). 

症例 2.64歳女性.背側転位型， AO分類A3の右

挽骨遠位端骨折.術前crで背側天蓋状骨片を認め，

骨片に sharpedgeを認めた.掌償1)プレー ト固定後

も背側状天蓋骨片の突出が残存したため，第 3区画

を開放し，背側骨片の整復も行った.EPLI折裂は生

じず，術後 6か月の crで EPL腿滑走床は平坦であ

った m12)

713 

a b 

図 1 a 術前cr背側に sharpedgeを有する
b 術後crEPL滑走床に骨性隆起が巡残

{考察]

椀骨遠位端骨折掌側プレート固定後の EPL腿断裂

の発生率は0.2-8.6%と報告によりばらつきがあるが，

保存加療例での発生率より若干高い傾向がある4)5)6)

機械的要因として，山中らが報告した背側天蓋状骨

片7)や， sharp edge，過剰仮骨が自験例で見られた.

これらば、かりでなく， Lister結節により透視ではマ

スクされる screwの突出や drill-bitpenetrationを原

因とする報告があるが 3)山¥背側皮質を screwで抜

くべきでないという考えが波及してから発生率は減

少してきている 8)

掌側ilii;位型で、は，掌側プレート固定後にも背側皮

質の sharpeclgeが残存する整復不良の症例は EPL

!陸の陥入も考えられる.また，背側転位型の場合は

3DCTで滑走床の背側天蓋状骨片の突出を有する例

では，過剰な仮骨形成から遅発性断裂に至る症例も

あり ，掌側プレート固定と同時に第 3区画開放，背

側天蓋骨片を整復することによって EPLI挫断裂が

予防できる可能性がある.

本研究において第 3区画開放により EPL部分断

裂が{確認で‘きたのは1/26例のみであったが，区画

開放，凶LIl重除去による除圧で保存療法時の EPL断

裂と同様の原因を除去し screw突出を直視下に!確

認でき，滑走床の整復，腿に愛護的な整復により断

裂の予防ができたと考えている.短所として， bow-

stringによる筋力低下が考えられるが，近位の前l腕

F

、υ
nh
u
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a b C 

図 2 a 術前 CT 背側天蓋状骨片を認め，骨片に sharpedgeを有する.
b 第 3区画を開放し，背側骨片を整復.
c 術後 6か月 EPL断裂は生じず，J腿滑走床は平1~.

筋膜や{Et筋支帯遠位が残っていれば臨床上問題にな

らなかった.術早期の母指運動時痛は見られたが直

ちに改善 し，浮腫の遷延をきた した症例もなかっ

た.

本研究の問題点として，術前30Cfの評価で、あり，

単純X線像や術中透視よりも危険因子が過大評価

となること，整復 して掌側プレート固定を行う前の

評価であり，整復固定後の残存する背側天蓋状骨片

の突出， sharp edgeの評価が行えていないことが挙

げられる.骨幹端部，関節面の整復のみならず，合

併症を予防することも手術加療の目的である. 掌側

プレー ト固定術後に生 じる腿断裂の発生頻度は少な

いが，再手術にならないために危険因子の評価と積

極的な予防が必要である.

[まとめ]

榛骨遠位端骨折に対する掌側プレー ト固定後に生

じる EPL腿断裂の骨折型別の頻度と機械的刺激の

危険因子につき調査 した. 掌側プレート固定後も残

存する背側天議状骨片の突出， sharp edgeなどが危

険因子と考えられ，発生率は少ないが，第 3区画を

開放し，背側天蓋状骨片を整復することが術後の

EPL遅発性断裂を予防で、きる可能性がある.
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締仙川、，
榛骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定

後に発生した屈筋臆断裂の検討-背屈変形との関係-
けい もりや こ うじ まさ ゆたか っぽかわ主おと なりさわひろ ニ よし づた かえ

原 敬，森谷浩治，牧 裕，坪川直人，成津弘子，吉津孝衛

[目的]槙骨遠位端骨折に対し掌側ロッキングプレート (PLP)で内固定を行い 術後に屈筋腿断裂を起

こした症例を X線学的に調査 し，背屈変形遺残の関与について検討 した.[対象と方法1PLP固定術後に屈

筋腿断裂が生じた 6例を対象とし X線手関節正面および側面像から初回術後および最終診察時の掌側傾斜

(PT)，尺側傾斜 (UI)，尺骨バ リアンス (UV) を調査した.[結果1x線計測における PTの平均は初回術

後 _6.6
0

，最終診察時_6.5
0

，UIの平均は初回術後 18.1
0

，最終診察時 18.3
0

，UVの平均は初回術後 +2.5mm，

最終診察時 +2.9mmであった.この中でも PTは術直後と最終診察H寺で差がなく， PTの減少ないし背屈転

位の遺残は術後の矯正損失というよりも，初回手術時の整復不良に起因していた. [考察1PLPを設置する

際には正確な背屈転位の整復を行い 腿の滑走状態をなるべく生理的な範囲へ戻すことが手指屈筋腿断裂を

予防する重要な処置と考えられた.

[緒言]

椀骨遠位端骨折に対する掌側ロ ツキングプレ一 ト

(伊PLP刊)固定術後に生じた屈筋J腿腿断裂の原因には'

wat凶e印r凋油 e吋dlineを超えた PLPの遠位設置 lけ)や PLP遠

位音部1)の露出2幻)といつたPL口P自{伺休オ木tに関するものが多い.

その一方，保存治療では背屈変形遺残と屈筋l陛断裂

の関係が指摘されており 3) これは PLP固定にお

いても無視できない問題と思われる 4) 今回，榛骨

遠位端骨折に対し PLPで内固定を行い，やrij後に屈筋

!腿断裂を起こした症例をX線学的に調査し，背屈

変形jS残の関与について検討 したので報告する.

[対象と方法1
2007年 1月から 2011年 12月までに PLP固定術

後に屈筋腿断裂が生 じた 6191Jを対象とした. '1ヨニ別は

男性 3仔IJ，女性 3仔1]， 手術時年齢は 28-79(平均

58)歳であった.初回の PLP固定術は著者らの施

設で 2仔1]，他施設で 4例施行されていた.患側は右

4例，左2仔1]，骨折型はAO/ASIF分類で23-A2:2例，

C1 : 1仔1]， C3: 3例であった.使用された PLPは

著者らの施設ではメイラ模骨遠位端プレート システ

ム D-Plate(メイラ社，名古屋，日本) 1例， Matrix 

Smart-Lock (Striker， Michigan， USA) 1例，他施設

では AO掌側用 DistalRadius Plate (Synthes， Penn-

sylvania， USA) 1仔1]， LCP Distal Raclius Plate Sys 

tem Jaxta-articular (Synthes， Pennsylvania， USA) 1 

例，Acu-Loc clistal raclius plate (Acumecl， Oregon， 

USA) 1例，日本ユニテック様骨遠位端プレート シ

ステム Stellar(日本ユニテ ック社，東京，日本) 1 

例であった.屈筋l陛断裂までの期間は， PLP固定術

後から平均24.3か月であり，内訳は術後4か月 l仔1]，

8か月 2例， 18か月 l例， 32か月 1拶1]， 72か月 l

例であった.断裂した屈筋腿は長匂指屈筋l陛が 4伊IJ

で.その内訳は l例が部分断裂， 3例が完全断裂で

あった.また，示指深指屈筋腿が2例で完全断裂し

ていた.

以上の対象に対し， (1) X線手関節正面および側

而像における PLPの設置位置， (2)初回術後およ

び最終診察時の掌側傾斜 (PT)，尺側傾斜(UI)， 

尺骨バリ アンス (UV)を調査 した.

[結果]

PLPの設置位置は 5症例で watershecllineを超え

た遠位設置とな っていた.遠位設置型プレートだけ

でなく (図 1)，近位設置型プレー トも関節内穿破

を避けるために非ロッキング煤子を何人し， water-

受理日 2013/10/20 
新潟手の外科研究所 〒957-0117 新潟県北蒲原郡型筒11汀諏訪111997番地
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図 1 遠位設鐙型プレート例

図2 近位設置型プレート例

shed lineを超えた遠位に設置されていた(図 2). X 

線計測における PTの平均は初回術後 _6.6
0

(2-

15
0

) ，最終診察時 6.5
0

(2--15
0

)， UIの平均は初

回術後18.1
0

(12 -22
0 

) ，最終診察時 18.3
0

(14-22
0

)， 

lNの平均は初回術後 +2.5mm(0-+6mm)，最終診

察時 +2.9111111(0-+6mm)であった(表 1).この 中

でも PTは術直後と最終診察l侍で差がなく， PTの

減少ないし背屈転位の遺残は術後の矯正損失という

よりも，初回手術!時の整復不良に起因していた

[症例提示]

症例 671弘次|生

主訴左示指の違和感

現病歴転倒して左手をっき榛骨遠位端骨折(AO/
ASIF分類 C3) を受傷し.他施設で PLP固定術が

胞行された.経過は良好であったが，術後 16か月

H寺に左示指の違和感が出現し，当院を受診した.

身体所見・検査所見:左示指遠位指節間 (DIP)
関節の自動屈曲が不能であった.手関節 X線写真で

PLPの述位設置ならびに整復不良に伴う背屈転位の

表1 術後および最終診察l時のX線学的指標

X線学的指標 術後 最終診察時

平均掌側傾斜
-6.6。 -6.5。

(2.......・15
0

) (2.......・15
0

) 

平均尺倶IJ傾斜 18.1
0 

18.3
0 

(12 .......22
0 

) (14.......22
0 

) 

平均尺骨バリアンス
+2.5mm +2.9mm 

(O.......+6mm) (O.......+6mm) 

造残 (PT:_12
0

)， PLPの掌側への浮き上がりを認

めた(図 3). 左示指深指屈筋!陛皮下断裂を疑い手

術を施行 した.

術中所見 :示指深指屈筋!腔は完全断裂 していた.

PLPの遠位部は軟部組織で被覆されておらず露出

し， 長母指屈筋腿および示指深指屈筋l腔と接触する

状態であっ た(図4).PLPの抜去と断裂した示指深

指屈筋!腔に対する長掌筋!腔を用いた遊離脱移植術を

施行した.

術後経過:術翌日から早期自動運動療法を開始 し

た.術後 15か月の最終診察時，左示指の自動屈曲

は良好であり，特に日常生活で支障なく使用 してい

る.

[考察]

本研究では6仔IJ中 5例で PLP遠位端が watershecl

lineを超えていた.watershed lineを超えた PLPの

遠位設置では，長母指屈筋l陛とプレー 卜の接触圧は

手関節 300 -60。背屈位で上昇することがTanakaら

により報告さ れている 5) 手関節の機能JI支位は屈筋

群が最大効力を発揮する手関節 40-45
0

背屈位，

15。尺屈位である ωことから，プレート遠位設置の

状態では日常での手の使用自体が母指だけでなく手

指の屈筋腿にも負担をかけていると推測される.そ

のため Orbey1)が指摘するように watershedlineを

超えない PLP設置の遵守が手指屈筋l腿断裂予防の

基本であることに変わりない.

本研究の対象症例の PTは術直後より 2
0 -ー15

0

(平

均_6.6
0

)と全例で減少ない し背屈傾斜となっていた.

Lamasは様骨遠位端骨折の保存治療において背屈

転位の遺残自体が屈筋l陛断裂の誘因になると別報

告しているが，この理由として著者らは屈筋腿の慢

性的な虚血状態と屈筋!胞の緊張増加が関与している
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図 3 X線像

PLP遠位設置，整復不良による背回転位の
遺残およびPLPの掌側への浮き上がりを認
める.

図4 術中所見

PLPは軟部組織で被怒されず蕗出しており
(矢印)，示指深指屈筋腿は完全l担i裂してい
る(矢頭)

のではなし、かと考えている. Aroは背屈転位が遺残

すると月状骨が背屈して手根管が狭窄する 71と述

べており，変形のため狭窄した手根管内では神経だ

けでなく，同じ管腔内構造物の屈筋l健も当然圧迫さ

れていると推測される また Shakyaの研究による

と屈筋!世に対して圧迫力がかかると腿への血流が減

少する 81ため，これが長期間にわた ると般の耐久

性も低下し，手指屈筋腿断裂を誘起しかねないと考

える.さらに， Lieberが行った実験では，手指屈筋

l陛の緊張は手関節背屈位で掌屈位と比較して実に2

倍以上も増加するため 91 同様な状態下となる背屈

変形症例では正常と比べて手指屈筋l継の緊張は常に

717 

図5 背屈転位と PLPの設置位置の関係
背屈転位の矯正不足があると PLP遠位昔日が
掌側に突出する (a<b).

冗進 していると思われ，この状況下ではひとたび腿

に摩耗や損傷が生じると容易に完全断裂にいたると

推測される.

以上のように背屈転位の遺残は屈筋!陛断裂の誘因

の 1っと思われるが，これに PLPの設置が加わる

とどうであろうか.背屈転位を整復しないまま PLP

が設置されると，その PLPの遠位部は必然的に掌

側へ突出する べまた，提示症例でもみられた PLP

が榛骨遠位部から浮いた状態での設置が重なると，

背屈転位の遺残が軽度であっても PLPI~I 体の厚み

が加わることで，容易に手指屈筋!陛の虚血や緊張が

元進すると思われる.これに PLPによる機械的な

摩擦が屈筋腿に付加される ことで部分断裂，さらに

は完全断裂へといたってしまうのではなし、かと推測

する. したがって， PLPを設置する際には正確な背

屈転位の整復を行った後， PLPを浮き上がらないよ

うにして腿の滑走状態をなるべく生理的な範囲へ戻

すことが屈筋腿断裂を予防する重要な処置と考え

る.

本研究の限界は後ろ向き研究の性質上，厳密には

背屈転位の遺残と屈筋l陛断裂の因果関係を明示でき

ないことであり，著者らも背屈転位の迫残が必ず し

も屈筋腿断裂の主因になって いるとは考えていな

い 本研究の根本的な限界を解決するためには，同

様の骨折型に対して閉じプロト コールで手術を行

い， J健断裂発生mと椛成を一致させた比較群の聞で

cas巴controlstudyを計画する必要があると思われる.

n
y
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[まとめ1
1. 焼骨遠位端骨折に対し PLP固定術を行い，術

後に屈筋腿断裂が生じた症例の X線学的検討を行

った.

2.屈筋!陛断裂が生じた症例はプレート の遠位設

置および設置不良と骨折部の背屈転位が残存してい

た.

3. PLP固定術後の屈筋腿断裂の予防には正確な

背屈転位の強復と適 切な PLPの設置が必要と考え

られた.

[文献1
1) Orbay JL. Volar plate日xationof distal radills fractllres. 
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日手会誌 26(3):129.131，2010 

3) Lamas C， et al. Rllptllre of all the flexor tendons in the 
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Main 23 (1) : 45-48， 2004. 

4) 林原~U子ほか. 侠骨i主位端骨折掌側ロッキングプレー
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flexor fendon force in the canine forelimb. J Hand Sllrg 
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榛骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位端骨折に

内固定は必要か?
しらさかりつろう わかすぎた〈ま きむらひろあき いしづきまさふみ

白坂律郎ヰ，若杉琢磨ぺ木村浩明ヘ石突正文**

[緒 言]槙骨遠位端骨折に合併する尺骨遠位端骨折に対して内固定の必要性については賛否両論がある.

我々は必ずしも必要ないと考え加療を行ってきた.以下にその結果を報告し我々の考えの妥当性について述

べる.

[対象と方法]対象は槙骨遠位端骨折に尺骨遠位端骨折を合併した 23骨折である.尺骨茎状突起骨折は今

回対象には含めていない.原則として棟骨にプレー ト固定を行い 尺骨は内固定を行わなかった.終痛，可

動域，握力，画像所見の評価を行ない，機骨遠位端単独骨折例との比較を行った.

[結 果]尺骨骨折部や尺骨遠位端に日常生活を制限するほどの終痛を残存した症例は存在せず¥関節可

動域，握力健側比， ulna varianceも椀骨遠位端単独骨折例との比較で有意な相違を認めなかった.

[考 察]すべての症例で内固定が必要ないとまで、の断定はで、きないが， SK法などが salvage手術となり

得る高齢者や良好な内固定が困難な重度粉砕症例では内固定は必須とは思われない.

[緒言l
i憐骨を強固に内固定することを前提とすれば憐

骨遠位端骨折に合併する尺骨遠位端骨折の級いにつ

いては意見の一致は見られていない.報告は内固定

を勧めるものが多いが 1)2) 実際のと ころは保存療法

を選択している整形外科医も少なからず存在すると

思われる.今回著者らは，尺骨遠位端骨折に対して

内固定を行わなかった症例を検討した.

[対象と方法]

対象は 2008年以降，少なくとも骨癒合まで追跡可

能であった両側例 l例を含む 22f'il) 23骨折である.内

訳は男性 2例 2骨折，女性 20例 21骨折，年齢は 32

歳-87歳(平均 66.8歳)である骨折形態は尺骨は

Biyani分類 :1)でtype1が 10例， lype 2が 1仔1)，lype 3 

が4例， type 4が8似11.;憐骨はAO分類でA2が6f11]， 

A3が 12仔1]， B2が l例，C1が2例， C2が2例となっ

ている.術後評価は終痛(日常生活動作)，可動域，

握力，画像所見 (ulnavariant， DRUJ変形，骨癒合)

で行ない守握力，関節可動域及び ulnavarianceは当

院で 2005年9月-2008年9月までに手術を行った

榛骨単独骨折 64例 66骨折と比較した.追跡期間は

3か月 -42か月(平均 9か月)であった.

榛骨は全例プレートによる固定を行い，尺骨は内

固定は行わなかった.ただし，純粋な前向き研究と

はなっておらず，状況に応じて創外固定を併用した

症例が2例，尺骨に髄内鋼線仮固定を行った症例が

1仔1)ある.後療法は機骨単独骨折仔1)，榛尺骨骨折例

とも術後 2週間前腕以下のシーネ固定として，団内

外は特に制限はしなかった.経過中尺骨骨折部に転

位が見られでもこれを矯正するような処置は行って

いない.

[結果]

絞り動作， 重量物保持などで痔痛が残存した症例

が6例あったが，遠位椀尺関節や尺骨遠位端に限局

した日常生活を明らかに制限するほどの痛みを残存

した症例はなかった.可動域は平均::!:lSDで背屈 58.4

::!: 12.1度，掌屈 54.9::!:12.7度，囲内 67.9::!:20.1度，回

外 74.5::!:15.6度であった握力は平均で健側比約 77

%であった.Ulna variantは術直後平均0.62::!:2.22mm

で骨癒合平均で 0.89::!:2.30111111と若干の変形にとどま

った.ただし， 2111111以上の増大を来した症例が l

例あった. DRUJは明らかな関節症性変化は見られ

受理日 2013/11/03 
*土Yflì協同病院鐙}f~外科 〒300.0053 茨城県土iili市真鍋新Ilrr11-7 
キ本石岡市医師会病院
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表1 検骨遠位端単独骨折との比較(関節可動域)

関節可動域

.t尭骨単独 ・1尭尺骨骨折
的

マp、
匂

ぜ、

m
h
o
 

的

吋
A
W

史

a 
凶

H"l坦 白内1it庖 国外

表2 椀骨速位端単独骨折との比較 (ulnavariant) 

ulna variant 

0.89 
0.9 

0.79 
1).8 

0.7 
0.62 

0.6 

O.~ 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

g~íE世 骨癒合日

なかったが， 3mm以上聞大した症例が2例あった.

骨癒合は全例で得られたが， 10度以上の角状変形

をきたした症例が7例，15度以上の屈曲変形を生

じた痕例が4伊tJ， 癒合部の骨肥大が5{ylJで見られた

侠骨遠位端単独骨折例と今回の椀尺骨遠位端骨折

尺骨保存療法例との比較では可動域は前者で背屈

65.4:t 11.3度， 掌屈55.5:t11.6度，囲内61.9:t13.4度，

回外 70.0土 14.9度であり，両者に優位な差は存在し

なかった(表 1). Ulna variantについても侠骨遠位

端単独骨折例では術直後平均 0.35:t1.61ml11. 骨癒

合時平均 0.79:t1.57111111とこれも優位な差は存在し

なかった(表 2).握力(健側比)では焼骨遠位端

単独骨折例で平均 68%と若干機尺骨骨折例が勝る

結果とはなったが，統計学的に有意差は存在しなか

った(表 3). 

症例を供覧する.

表3 検骨遠位端単独骨折との比較(握力健側比)

握力(健側比)

1∞ 
90 

77.4% 
80 

70 
圃置 68% 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

。
f真骨t担1宝 f晃尺骨骨折

<症例 1>

73歳女性.機骨 AO分類 A3，尺骨 Biyani分類

type 4. 機骨のみ掌側ロッキングプレートで固定し

た.経過ヰl尺骨遠位骨折部の骨肥大が認められた

が，順調に骨癒合が得られ，最終的に良好な形態で

の骨癒合が得られた.関節可動域も背屈 90度，掌

屈 60度，囲内 70度，国外 80度と満足のいくもの

であった(図 1，図 2). 

<症例 2>

87歳女性.榛骨 AO分類A2，尺骨 Biyani分類

type l. 同様に榛骨のみ掌側プレートで内固定を行

った.尺骨に 18度の角状変形を辿残したが，骨癒

合は良好に得られ，握力は健側比約 82%，関節可

動域は手関節背屈 70度，掌回45度，前腕囲内 70度，

国外 80度とおおむね良好な結果であ った(図 3)

[考 察]

結果に示 したように，槙骨に強固なプレー ト固定

を行い，尺骨骨折部のある程度の整復位が得られれ

ば，尺骨は内固定を行わず.保存療法としてもおお

むね良好な結果となった.

過去の報告を見ても Soo-MinChaらは 29例に内

固定， 32例に内固定なしとした前向き研究を行な

い臨床成績，画像所見において両群聞に差はないと

結論している り また，トJambaらは尺'南'に内固定を

行わなかった 14例においてその臨床成績は催 11仔1]，

良3{9IJと良好で，特に高齢者においては尺骨に ORlF

η〆臼ゥ，
，
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図 1 症例 1 73歳女性

a受傷H寺 b.術直後 c術後 2か月後
d.術後4.5か月後 e.術後 16か月後 (abc/de) 

図 2 症例 1 最終可動域

は必ずしも必要ないと結論している 引.

前者の報告においては内固定なし群で外固定を 4

週間行い，経過中の整復位の喪失に対しては矯正を

行うなど，整復位の喪失を許容した我々の方針と若

干異なる部分もあるものの，おおむね同級の主張と

していいだろう.ただし，今回症例には問題となる

ほどのilii位が生じた症例は幸いなことになかった

が，どの程度までの変形が許容できるかについては

今後課題といえるだろう.

その一方で尺骨に内固定を行うとの報告似IJもある

が.前述したように内固定症例の報告のみとな って

図3 症例 3 87歳女性

a.受傷|時 b.術直後 c.術後 5か月後 (abc) 

おり，内固定を行わない症例との比較がなされてい

ない.

福田らは尺骨遠位端骨折に内固定を行うとの立場

から 17例の症例において尺骨を強固に固定するこ

との有用性を主張しているが，尺骨保存症例との比

較がなされているわけではない 6) また，尺骨骨折

を不安定なままに早期可動域訓練を行うと骨折部の

再転位，骨頭の委縮・変形を生じることがあるとし

ているが，ある程度の変形は許容して可動域訓練を

行うとした我々の方針と大きく異なる. 笑|探に我々

の症例では骨頭の明らかな委縮を生じた症例は存在

しなかった.変形治癒は許容できるものであり， I臨

床成績にはさほど影響しなかった.

今回著者らの結果からは焼骨遠位端骨折に合併し

た尺骨遠位端骨折に対しては内固定は必要ないとい

う結論になる.今回症例は高齢者以外も含まれてお

り，このような症例は多発外傷であったり，転位が

すくなかったりという事情もある.全年齢に対し

て，尺骨の内固定は必要ないと断定するのはやや乱

暴な気もするが，たとえ変形や偽関節が迫残したと

しても SK法などで リカバ リ一手術が可能と考えら

れる高齢者に対しては内固定を行わず保存療法とす

ることを第一選択としてよいと考える.少なくとも

同等の機能が得られるのであれば，手術を行う場合

にこそその理由が求められるはずと考える.

[まとめ]

椀骨遠位端骨折に合併した茎状突起骨折を除く尺

骨遠位端'南折に対する処置としては陵情を強固に

固定できれば、保存療法で卜分に良好な成績が得られ

ることが示|唆された.

今回の症例のみで断定はできないものの，特に

-73一
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SK法などでリカバリ一手術が可能な高齢者に関し

ては尺骨に内固定を行う必要はないと考える.

[文献]

1) Dennison DG. open reduction and internal locked自xa-

tion of unstable distal ulna fractures with concomitant 
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締山、ー
榛骨遠位端骨折に合併した手根管症候群の検討
ごとうしんいち かわちしゅんたろう

後藤真一，河内俊太郎

棟骨遠位端骨折後に手根管症候群として手根管開放術を行った症例について調査し，特発性手根管症候群

症例と比較した. 手術を施行した手根管症候群 111例 133手のうち憐骨遠位端骨折後に発症した 11例を

対象とした.また，同時期に手術を行った特発性手根管症候群 66例についても調査した.権病期間，浜田

分類による重痕度，知覚障害 (Semmes-Weinsteinmonofilament test)，電気生理学検査を調査した.骨折群

の催病期間は平均 5ヵ月，特発群は平均 17ヵ月であった.臨床所見では，骨折群に重症例が多く，知覚障害

も重度な傾向であった.電気生理学的検査では 特発群の重症度が高い傾向であった.槙骨遠位端骨折に合

併した手根管症候群は，特発性手根管症候群の発症要因の一つである滑膜炎の影響が少なく，代わりに受傷

時の正中神経損傷の要素が加わることで 特発性とは異なった臨床像，検査所見を示す可能性がある.

{緒言]

榛骨遠位端骨折後に手根管症候群が発症すること

はしばしば経験する.しかし，その特徴についての

詳細な報告は少ない. 当科で榛骨遠位端骨折後に手

根管症候群として手術を行った症例について調査

し，特発性手恨管症候群との違いを調査した.

{対象と方法1
2003年9月から2012年 5月までに手術を施行し

た手根管症候群は 111例 133手であった.そのうち

機骨遠位端骨折後に発症した 11例 11手 (以下骨折

群)を対象とした.また 同時期に手術を行った特

発性手根管症候群 66例 78手(以下特発群)につい

ても調査した.手術を要した頚椎疾患合併例は対象

から除外した.

発症時期(擁骨遠位端骨折受傷から手根管症候群

発症までの期間)，権病期間(発症から評価までの

期間)，浜田分類 1)による重症度，術前 Semmes-

Weinstein monofilament test (以下 SWtest) による

知覚障害の程度，電気生理学検査として，短母指外

転筋遠位潜時(以下 DML) 感覚神経伝導速度(以

下SCV) を調査 した.骨折群では健側の電気生理

学検査も調査した DMLは4.5ms以上を遅延とし，

SCVは40m/s未満を低下とした 2) 骨折型， X線評価

として volartilt (以下 VT).ulnar valiance (以下 UV)

も調査した. 骨折群の症例数が少ないため統計処理

は行わなかった.

[結果]

骨折群 11例の内訳 (表 1)は，性別が男性 1例，

女性 10oll，年齢が 62歳から 83歳，平均 69歳であ

った.特発群 66例の内訳は，性別が男性 16例，女

表 1 症例の概要

思例 年齢 性別 骨折24 発症時期 高病塑1!l 骨 折0);古車，王 浜田iill S以汀 DML(同) SCV(げ s) fiU与V寸(・) 民自寺山(mm)

62 支性 問m外Colles 1ヵ月 2ヵ月 保1子 2rar:!elli 陪 d 308 1耳血小 iî~ 132 2 
83 女性 問節タICol悟S 6ヵ月 ""月 保存 g陀<l， 皿 施行せ菅 368 i耳品不能 -13.4 14 

68 女性 関節タI，Col!es 1日 1η月 手術 l:rac1eU 施(7せず 持品不能 導出不能 85 
63 女性 問節外Co仏es 1週 ""円 ミ子備 gracle' 施行せず 326 51 08 07 

75 女性 関節外Colles 2"月 2力月 手桶 irade m 陪 d 358 359 57 07 
73 女性 問師升Colles 3日 9η 月 手尚 g陀刻el ced 993 i耳品不能 5.5 15 
71 立1宝 間師タI.Colles 5ヵ月 6"月 部芹 g陀刻.u 施行セず 426 352 -377 29 

8 66 男性 問町内Colles 3"月 4n月 毘存 g陀od.皿 同 d-li同d 呼出不能 導品不能 -98 39 
9 66 女性 関町内Colles 1ヵ月 3η 月 手術 2r'al:抱 E blve 597 402 35 
10 62 女性 問嗣升Col恒吉 2力月 8η月 保存 Z局副el 同，pkョ 482 488 -28 47 

" 69 女1主 国師列Colles 1逗!tl! 4n且 保存 宮巴凶e田 blue 837 422 2 18 

受Jg!日 2013/11/13
館岡市立荘内病院主主形外科 '1'997-8515 山形県鶴岡市泉IIIT4-20 
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• grade 1 

• grade n 

・gradeIII
• grade 1 

・gradeII 

・gradeIII

図la 浜田分類骨折君事 図lb 浜田分類特発群

図 1 浜田分類

日 骨折岩手 grade 1 3例， gracle 11 3例， gracle III 5例
b 特発若手 grade 1 27仔IJ， gracle 11 14例，grade田22例

叫 10'< 20'< 却 . 4(耳 目% 前気 7羽 町% 制調 1α鴻 品 1()'， 四% 由気 40' 以刻 印. 70'< 曲、 町.α孤

図2a 捕前SWT 骨折I1 固め術前SWT 時発群

図2 術前 SWtest
a 骨折lj干 blue 2 f91J， purple 1 f91J， recl 3仔IJ， recl-linecl 1例

b 特発群 blue 8例， purple 14仔IJ， red 7例， recl-linecl 4 f91J 

性 50例，年齢が 25歳から91ttt 平均 66歳であっ

た.骨折受傷から手根管症候群発症までは 1日から

6ヵ月(平均 2ヵ月)，骨折群の擢病期間は平均 5カ

月間，特発群の擢病期間は平均 17ヵ月間であった.

浜田分類は，骨折群で gracle1 (知覚障害のみ)が

3仔1]， gracle 2 (知覚障害+軽度母指球萎縮)が3仔1]，

gracle 3 (母指対立障害)が 5fJIJであった(図 1).特

発群では gracle1が 27仔1]， gracle 2が 14例， gracle 3 

が 22例であった(図 2).骨折l灯に重症例が多い傾向

であった術前SWtest(最も範囲の広い部分を採用)

による知覚障害について 骨折昨では 7例に施行し

ており， blue 2例， purple 1仔1]， recl 3例， recl-linecl 1 

例であった(図3).特発群では33例に施行しており，

blue 8仔IJ，purpl巴 14fJI]， recl 7191J， recl-linecl 4 fylJで

あった (~14 ) 骨折群の知覚障害の重症度が大き

い傾向であった.電気生理学検査では， DMLは骨

折剖ーで 4.5ms未満が 5停1]， 4.5ms以上が4仔1]， 導出

不能が 2例であった(図 5).特発部では4.5ms未満

が3例， 4.5ms以上が 51例，導出不能が 12例と，特

発計で遅延 している傾向であ った(図 6).SCVで

は骨折群で 40m/s以上が2例， 40m/s未満が3例，

導出不能が 6例であった(図 7).特発群では 40m/s

以上が 10例， 40m/sが 7仔1]，導出不能が 44例で

あった(図 8).特発群で導出不能例が多い傾向で

あった.骨折群の健側の電気生理学検査(健側は全

例症状なし)では 11例中 7f9IJで DMLまたは SCV

のいずれかに異常を認めた 骨折型は全例 Colles

型で，関節外骨折 9fJI]， 関師、l内骨折 2仔IJであ った.

骨折の治療は，保存療法が6仔1]，手術療法が5例で

あった X線評価では，保存療法 4例のうち， vr
は6例全例が O。未満，すなわち背屈転位が残存し

ており， UVは2mm以上が4仔IJと侠骨の短縮を認め，

2mm未満は 2例であった.手術療法 5例のうち，

vro。未満は 1f91]， 0。以上は 4例で，UV 2mm以上

-76-
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。. 10認 20% 3A  4~ 反鴻 曲潟 市覧 曲% 関.α% 団 10> 由梶 田. ，0> ヨ'" 成鴻 70> 前% 以潟 市潟

図3a DML 骨折僻 図3b D"ll 特発群

図 3 DML 
a 骨折群 4.5ms未満 5仔IJ，4.5ms以上 4例，導出不能 2例
b 特発若手 4.5ms未満 3仔1]， 4.5ms以上 51例，導出不能 12例

。. 10%四%却. ，岡田%曲. 70'/，即%町. αM (h， 10> 回気 宙誕 '"' 日% 日. 70> 前% 曲.α潟

国4a sCV 母llTBI 回4b SCV 椅発群

図 4 SCV 

a 骨折砕 40m/s以上 2f91]， 40m/s未満 3例，導出不能 6仔IJ

b 特発群 40m/s以上 10例，40m/s米満 7仔1]，導出不能 44例

は 1例， 2mm未満は 4例であった.

[考 察]

検骨遠位端骨折に合併 した手恨管症候鮮の特徴と

して， X線評価で保存療法 6例全例に転位が残存し

ていた.末松 31は 14f~IJ 15手のうち 80%がVT_10
0 

以上の背屈転位や 5mm以上の日fを認めたとしてい

る.谷口ら 41も 10例中 9f91Jで VTO。未満， 7 fylJに

DIDI変形を認めたとしており，保存療法例では変

形治癒が発症に関係していると考えられる. しかし

ながら，自験例の手術療法 5f~IJ では大きな!lii位が残

存したのは l 例のみであり，変Jf~治癒以外の嬰因が

考えられる.

また，健側の電気生理学検査で， 11例中 7f91Jで，

DMLまたは SCVに異常を認めたー谷口ら 41は，特

発性手根管症候群発症の要因を背景としていると

し，伊坪ら 51は. 105手中 30手に健側の正中村l経

終末潜時が延長し， I晩期発症型では 30手中 15手 (50

%)で遅延していたとしている.従来からの報告の

とおり，潜在的な手根管症候群の要因が加わって発

症していると考えられる

-77 

重症度について，骨折群の催病期間は平均 5ヵ月

間，特発性は 17ヵ月間と，骨折群は発症から短期

間であるにもかかわらず¥感覚鈍麻，母指球筋萎縮，

対立隙筈は重度であった. 特発性手根管症候群につ

いて，辻井 61は，催病期間をもとに 3ヵ月以内を早

期若手， 4ヵ月から 6ヵ月を中間期群， 7ヵ月 -12ヵ月

を進行期群に分けると，夜間痛，日中痛，睡眠障害

は早期群，ヰl間期群で強かったとしており.早期に

は神経外組織に由来する症状がある可能性を示唆し

ている.内山らi)は，初期の段階では滑膜の肥厚

により正中村l経の血流が阻害され，夜間に激しい痔

痛やしびれを生じるとしている.すなわち 2 特発性

手恨管症候若干は早期に自覚症状が強いといえる.

~尭骨遠位端骨折に合併した手根管症候群の発症原

因として，受傷時の正中神経への圧挫や手関節浮腫

などによる手線管内圧上昇，その後の変形癒合によ

る手根管の形態変化などが考えられる.特に，受傷

|侍の正中神経への圧挫は重症度に影響すると考え

る.さらに，特発性のような滑膜炎を生じにくく，

早期の激しい終痛が起こりにくいのではないかと推

j則するーそのため，重症となっていても自覚症状が
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乏 しく発見が遅れる可能性がある.

一方，神経伝導速度検査では特発群の重症度が高

い傾向であった.特発性の場合，長期にかけて軸索

変性が進行していくと考えられるが，進行が緩徐な

ため残存した健常組織が働き，知覚障害，母指球筋

萎縮，対立障害などの臨床症状が検査所見の割には

軽度になっているのではと推測 した それに対して

骨折群の場合，受傷時に外力による強い圧挫を受け

ると，知覚障害，運動麻癖が発生するが，さらに持

続する圧迫を受けないか，または受けても短期間で

あること，また正中神経の圧挫の部位は手根管より

多少近位部であることが，手根管症候群をターゲッ

トとした電気生理学検査では特発性ほど重症にはな

らなかった可能性がある.本疾患の病態を考える際

には，受傷時の圧挫による正中神経損傷も加わって

いる可能性を検討する必要がある.伊坪ら 5)は横

骨速位端骨折後 1週間以内に手根管症候群が発症し

た急性発症型では， high energy injuryによる関節

内骨折が多いとしている すなわち，骨折受傷から

正中神経症状の発症が早い症例では，受傷時の正中

村l経損傷の要素がより加わっていると推測できる.

治療に際しては，即時に手根管開放術を施行すべ

きという報告がある 8)9)が 本研究では発症から手

術まで最短の症例でも 1ヵ月経過し，平均でも 5ヵ

月経過していたが，全症例とも回復は良好であっ

た.骨折受傷から早期の発症で，特に臨床症状が知

覚障害のみの症例では，回復傾向の有無-を確認して

からの待機手術でよいのではと考える.

[まとめ]

焼骨速位端骨折に合併した手根管症候群は，特発

性手根管症候群に比較して，知覚障害，母指球筋萎

縮，対立障害など、のl臨床的な重症度が大きい傾向で

あった 特発性手線管症候群と異なり，滑膜炎の影

響が小さいこと，受傷時の正中神経損傷の要素が加

わっていることが原因のーっとして考えられたー

[文献1
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榛尺骨遠位端に対するアプローチ

Dual Window Approachの有用性
くのうはやと やまぐちとしひと たいらたかし かわはらさんし ろう ふくもとけいぞう

久能隼人七 山口利{プ，平良貴志持，河原三四郎*，福本恵三件

現在までに焼骨及び尺骨遠位端を共に十分に露出できる掌側アプローチの報告はない.筆者らは遠位検尺

関節を含めた焼尺骨遠位端を十分に露出できるアプローチを考案し，屍体解剖による検討を経て槙骨遠位端

骨折及び鏡尺骨遠位端骨折に対して臨床応用を行っている. Dual window approachと名付けた本アプロー

チは屈筋粧を吊り上げ radialwindowとulnarwindowという 2つの展開野を作成することを特徴とする.現

在までに焼骨遠位端骨折 9例憐尺骨遠位端骨折 6例の計 15例に対して本アプローチを用い憐骨及び尺

骨ともに掌側ロッキングプレー 卜にて固定を行った.対象をこの 15例とし術後 X線パラメーター評価，術

中及び術後合併症の有無，及び術後 6ヶ月l時の可動域及び握力獲得度， Mayo wrist score及びSarmient解剖

学的評価を用い成績評価を行った.本法に起因すると思われる術中及び休日後合併症は特になく安全に施行す

ることができた.術後 6ヶ月時の可動域，握力の回復は良好で Mayowrist scoreは平均 88.3，全例で受傷前

の活動性を獲得できていた.本法は AO-Ctypeの槙骨遠位端関節内骨折や榛骨遠位端骨折に合併する尺骨遠

位端骨折の治療に対して大きな選択肢のーっとなると思われる

[緒 言]

近年1発骨述位端骨折の治療において keystoneと

いわれる掌側尺側皮質の重要性が諸家により報告さ

れている 1)2) 岡部位の骨片(月状骨禽骨片)の整

復不良は術後成績不良や手根骨亜脱臼の発生につな

がるとされる 3) つまりより良好な機能獲得には確実

な解剖学的整復が必要といえる. しかし月状骨簡は

機骨遠位端の尺側端で骨折線が遠位機尺関節(以下

DRUJ)に及ぶこともあり Henryアプローチや FCR

アプローチでは展開及び整復が困難なときがある.

また時折椀骨述位端骨折に合併する尺骨遠位端骨折

に対し内固定が必要となることがある.従来尺骨遠

位端骨折に対しては外側アプローチが用いられてい

た.しかし合併した 2つの骨折に対し単一のアプロ

ーチで整復及び内固定が得られればより簡便とな

る.現在までに榛骨及び尺骨遠位端を十分に露出で

きるアプローチの報告はない このような背景から

屍体解剖による検討を経て雪尺骨遠位端も含めた

DRUJ近併を卜分に展開できるようなアプローチを

考案 し実際に臨床応用を行った.本論文の目的はア

プローチの詳細について述べ屍体における妥当性と

安全性の検証過程を報告する ことに加え，アプロー

チを臨床応用した症例の手術後の解副学的整復位獲

得の有無と合併症を評価し有用性及び安全性につい

て報告することである.

[対象と方法]

Dual window approachの作成法と屍体による妥

当性と安全性の検証

まずi憐骨及び尺骨遠位端を同ーのアプローチで十

分に露出させるには一方向のみでの進入では困難で、

あると考えた.そこで前腕の屈筋群 (lst-3rcllayer) 

を方形回内筋(以下 PQ) から吊り上げ，これを機

側及び尺側に牽引し掌側に 2つの展開野を作製する

ことで焼骨及び尺骨遠位端が十分に露出されると仮

定した.それを実践するために考案したアプローチ

方法は 3つの stepに分かれている.まず手関節中央

部にある長掌筋(以下 PL) )陸上に皮府切聞をおき

検側手根屈筋(以下 FCR)の様側と 長掌筋!腿の尺

側まで皮下組織を十分に剥離する (1~ll ) .皮膚切

聞は約 5・6cmで遠位を hockeystick状に焼側ヘカー

ブさせ掌側手首皮線を超えない 次に FCR榛側と

'支'.}望日 2013/10/24 
キ高月盤j杉外科病院東京手の外科スポーツ医学問究所 干192-0002 東京都八王子市高月IIrr360 
事場時玉手外科liJf究所

-79 



728 検尺骨遠位端に対するアプローチ

図 1 皮切線と境尺側の剥離完了後(屍体解剖 :

皮切線は PLi直上で迷位を hockeystick 
状に検侭1)へカーブさせる)

挽骨動脈問及び PLと尺側手娘屈筋(以下 FCU)健

聞の 2方向で PQ上に至る(図 2). 最後に尺側手

根屈筋(以下 FCU) を除いた前腕屈筋群を太いペ

ンローズドレーンにてつり上げ，これを槙側及び尺

側へと輩引することで 2つの展開野 (window) を

作る(図 3). PQの切離は Orbey1)らが報告したよ

うに intermediatefibrous zone (IFZ)上で行った.

今回我々が考案したアプローチは新たな試みであ

ったためまずホルマリン固定された屍体に対 して本

アプローチを用いその妥当性及び安全性を評価し

た.用いた屍体は 5体 10肢で上記のアプローチを

実際に行い屈筋腿の吊り上げが可能であったか，ま

たアプローチ中に正中神経本幹及び正中神経掌側

枝， 尺骨動fj氏尺骨神経が露出されるかを評価した.

Dual window approachの臨床応用:

屍体での評価の後， 実際に臨床応用を開始した

対象は 2011年 8月から 2012年 9月までに手術を行

った 15例で，男性4仔1]，女性 11例，平均年齢は 63.9

歳 (42.84歳)である(表 1).骨折型の内訳は榛骨遠

位端骨折 9例憐尺骨遠位端骨折 6例で AO/ASIF

分類は TypeA3・9191]， 83: 1例，C1: 1例， C2: 
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図 3 尺側手恨屈筋(以下 FCU)を除いた前腕

屈筋群を太いペンローズドレーンにてつ
り上げこれを榛側及び尺側へと牽引する
ことで2つの展開野 (window)を作る

3仔I]， C3:1仔1]， 尺骨遠位端骨折は 8iyani分類Type

1 : 3例， Type 4: 3例である.全例でi憐骨遠位端骨

折に対しては掌側ロッキングプレー ト (Synthes

VA-TCP，日本メデイカルネクス 卜:Acu-Locもしく

は 8iomet: DVR)を用いた.合併する尺骨遠位端

表 1 症例内訳
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図4 ドレーンにより屈筋腿を吊り上げ radial
wincJowから挽骨骨折部を整復，内固定

骨折に対しては掌側用ロッキングプレート (日本メ

デイカルネクスト:Acu-Loc VDU)もしくは機骨背

側用 ロッキングプ レート (Synthes:ロッキング

DRP)をペンデイングして使用し固定 した.全症例

は全例同一術者により行った.

アプローチの有効性を評価するために解剖学的整

復位を獲得できたかを主要評価項目 とした.術後及

び健側の手関節正面像，側面像における各X線パ

ラメーターの値を測定 しそれぞれの比較を行うとと

もに Sannientoanatomical criteriaにて解剖学的整

復度の評価を行った.また安全性の指標として術中

及び術後の主要1([1管，神経損傷，重篤合併症の有無

を評価した.さらに術後 6ヶ月時のおける手関節及

び前腕可動域の健側比.握力の健側比，Mayo wrist 

scoreによる評filliを行った.

[結果]

Dual window approachの作成法 と屍体による妥

当性と安全性の検証:

屍体におけるアプローチでは全例にて屈筋群の吊

り上げが可能でありアプローチ中に正中神経本幹及

び掌側枝，尺骨動111(¥，尺骨t'"経が露出されることは

なかった PQは上記の如く切離 し榛骨及び尺骨速

位端を露出した後，屈筋群の尺側への牽引によりで

きる raclialwindowからは様骨椀側 2/3が卜分に確

認できた.また屈筋群の模側への牽引によりできる

ulnar windowからは擁骨尺側 1/3と尺骨遠位端が

十分に確認できた 図中に実際の症例写真を示す

m14， 5)ーこの経験により十分な妥当性と安全性

をもって臨床応用ができると判断 した.

図 5 ulnar windowの作製と尺骨骨折音rsの露出
及び内固定

Dual window approachの臨床応用 :

臨床応用を行った計 15例の全例で棋骨遠位端及

び尺骨遠位端の骨折部を十分に露出 し直視下に整復

を行うことができた. 術後の X線パラメータ ーの

平均は volartilt (VT) : 10，60 

(range 5-16
0

)， radial in-

clination (悶): 21.7" (range 16-27")， ulnar variance 

(UV) : L1mm (range -2→10mm)， radial height (RH) : 

11.4mm (range 8-15mm)であっ た (表 2)，解剖学的

整復の指標の 1つとなる患者健側 X線パラメ ーター

はvr:12，3
0

(range 7.3-18
0

)， RI:22，l
O 

(range 18-26
0

)， 

UV: 1.35mm (range -2，5→5mm)， RH: l1.9111m (range 

9，8-15mm)であった， Sarmiento anatomical criteriaで

は exc巴llent13例 (86，7%)good 1例 (6，7%)poor 1 

例 (6，7%)であった(表 3)，術中の主要な神経血管

損傷はなく，術後合併症として壊死や水泡などの皮

的虚血性変化や正中尺骨神経の知覚障害はなかっ

た.術後 6ヶ月時の手関節及び前腕可動域平均及び

握力平均を機骨遠位端骨折群(以下 R軒')，槙尺骨

速位端骨折群(以下 RU群)及び全例(以下A群)に

分け評価を行った，R群平均では掌屈/背屈/巨l内/

国外はそれぞれ 64.4/64.3/76.6/87.2(0)， RU訴で

は 56/63.8/72/85(0)， A群では 61.5(45-80) /64.1 

(45-90) /74.9 (60・90)/86.4 (75-90) nであった.健

側比は R群にて 91.7/90/95.3/99.3(%)， RU群にて

85.8/95.7/92/99.1 (%)， A群にて 90/92/94.1/99.3

(%)であった.握力は患側平均/健側平均は R群，

RU f洋， A群でそれぞれ 28/28.4(kg)， 18.4/22 (kg)， 

24.3 (8-48)/26 (10-51) (kg)であり (建側比はそれぞ

れ93.5%，83.4%， 93.5%であった.Mayo wrist score 

は平均 88.3(75-100)で全例受{雲市lの活動レベルを
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表 2 術後X線パラメーターの各値と平均値(灰色が検尺骨遠位端群6例)

診症例 l>， 'j管後VTC'兄)V

5 

2 12 

3 14 

12 

5 10 

6 14 

7 11 

日 11 

自 6 

10 14 

11 15 

12 16 

13 日1

14 7 

15 7 

平均 10.7 

表 3 Sarmiento anatomical criteria 

Sarmiento 解剖学的評錨

I.E躍をH~nt

iロGood

.1 Fi!ir 

・POiJr

獲得できていた.最終経過観察時において本アプロ

ーチに伴うと考えられる有害事象は特に認めなかっ

た

[考 察]

本アプローチの特徴は屈筋腿を吊り上げることに

より 2つの workingwindowをつくることである.

吊り上げた屈筋腿を尺側へと牽引して作成される

raclial winclowはRikli4)の提唱する lateralcolumn 

の展開に有用であり.槙側へと牽引して作成される

ulnar winclowは mt巴rmediate及び meclialcolumnの

展開に非常に有用となる.基本的にこのアプローチ

において正中神経及び尺骨神経，尺骨動脈及び正中

神経掌;側枝を直視することはない しかし 15例中

l例で長掌筋欠損例がありこのような場合には尺側

16 

25 

26 
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9.3 

1.1 11.4 

表4 検骨遠位端骨折及び検尺骨遠位端骨折における
前腕 ・手関節可動域及び、握力の健側比平均(%)

手関節/前腕可動繊復カ(健鑓比，%)

75 
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9S • 

90吋

8S 匂

80 .v 

7S ・
70 /.ー 十一一一 一-一一--守一-- 70 '， 

";qli 作Itli Jnl I句 1"1外，，~ )J 
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の進入部位に注意する必要がある.また正中村l経及

び掌側枝は屈筋l世に包まれ-tl鬼となっているため牽

引による神経損傷を生じる可能性は低いと考えられ

る.また PしFCU聞の展開の際には PL尺側で、確実

に前腕深筋膜下まで進入した後に尺側へと展開を広

げることで尺骨神経及び動脈を筋膜上に含めること

ができ損傷の危険性を少なくすることができる.

特徴である 2つの winclowsを作成する利点は従

来の Henryapproachでは直視し難かった椀骨遠位

端尺側皮質の'局片や月状骨簡骨片の転位を確実に整

復できることである(図 6)ー Steve5)らは屍体研究

にて横骨遠位端骨折において生じている回旋転位は

X線所見では他のパラメーターに影響しないため同

定しにくいと報告 している.また AndrewG)や Shi-
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図6 lllnar windowによる intermecliate. 

medial colllmnの展開

rai 7)らは同様に屍体骨切りモデルにてこの遠位骨

片の回旋転位及び側方転位 (>5mm) の残存が回

旋制限につながり機能障害の原因となることを報告

している.図 6のように ulnarwindowを用い直視

下にこの部分を整復するこ とは解剖学的整復の獲得

に加え機能障害を予防する点において非常に重要で

ある.解剖学的整復の獲得の評価は未だ確立された

ものはないが， 1くim2)らが述べているように個人差

も加味して患側と健側のパラメ ーターを比較するこ

とは重要であると思われる.本研究では患者それぞ

れの健側パラメーターを測定，平均し整復度評価の

指標として用いるとともに Sarmientanatomical 

scoreにて解剖学的整復の評価を行った.評価の結

果は全 15例中 13例が excellentで 1{9IJが good，1 

例が poorであった. Poor caseの 1例 (痕例 No9) 

は|凍旧性の椀骨遠位端骨折の再骨折でありもともと

高度の変形を有していたため poor評価とな った

この l例を除いて概ね良好な解剖学的整復を得るこ

とができたと考えている

さらに，本アプローチのもう一つの大きな利点と

して尺骨遠位端骨折に対して掌仮肋、らの固定が可能

となる点があげられる.従来機尺骨遠位端骨折ーでは

椀骨に対する掌側アプローチと尺骨に対する外側ア

プローチの併用が必要であった.しかしながら本ア

プローチでは尺骨遠位端の十分な露出が可能であ

り，近年登場してきた尺脅遠位端用ロッキングプレ

ート(日本メデイカルネクスト :Acu-Loc VDU)の

731 

使用により掌側からの確実な固定も行える.

術中アプローチを行う際に最も重要なことは安全

性と確実性であり，本アプローチ施行に際して危倶

されるのは神経血管損傷と屈筋腿に対する影響であ

る.前述した様に正中神経に関しては吊り上げ時に

は屈筋群にクッションのように包まれ率引損傷を生

じ難し 3と考えている.また尺骨神経，尺骨動脈は深

部進入の際に前腕深筋膜下に進入することで神経及

び動脈の直視を避けることができる.また現在まで

自験例において屈筋群の損傷や問題となる癒着は認

めておらず安全に施行できると考えている 術後 6

ヶ月時点での可動域は RU群の掌屈を除き概ね 90

%以上を獲得できていた.また握力は RU群で健側

比 83.4%と低下傾向を認めたが R群及びA群では

健側比 93.5%と良好な回復をみた.他訴に比 しての

RU群での掌屈可動域及び握力の低下傾向は骨折の

重症度が影響していると考えた.可動域，握力に関

して明らかにアプローチに起因した大きな影響はな

いものと判断した

[まとめ]

本アプローチによる梼骨及び尺骨遠位端の展開は

非常に良好であり関節内'胃'片や尺骨遠位端の整復，

固定が容易となる しかしながら通常の掌側アプロ

ーチと比較すると侵袈が大きくなることは否めな

い.そのため本法の適応としてはそのメリットが従

来型アプローチのメ リッ卜を上回るような場合，具

体的には AO分類 lypeCなどの関節内骨折や榛尺

骨遠位端骨折などの場合が良い適応であろう

アプローチの名称に関しては屈筋腿を吊り上げ2

つの展開野を作成するという特徴的な手技から

Dual window approachと呼称して いる.今後も症

例を蓄積し長期成績の評価を行う予定である.
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掌側ロ ッキングフレートにおける螺子突出と
skyline viewの有用性
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検骨遠位端背側骨皮質は凹凸が多い特徴的な形状を している.そのため，掌側プレー トを使用する場合，

遠位螺子の背側突出が検出されず 伸筋腿断裂の原因となることがある.単純X線撮影や術中単純X線透

視における skylineviewは側面像に比べ螺子突出の検出率が高いと報告されている.今回，掌側ロッキング

プレート術後の遠位照子突出の有無を術後単純 X線 skylineview撮影を用いてレ トロスペクティブに調査し

た.遠位照子は 4.5%の頒度で突出していたが |臨床症状はなかった.照子突出は関節外骨折において専門

医に比べ経験の少ない非専門医に有意に多かった.専門医で認めたものは関節内背側骨片を有 していた.服

子の突出位置は尺側に多かった.skyline viewを術中単純X線透視，もしくは術中単純X線撮影で用いれば¥

燦子突出による術後伸筋l陛断裂などの合併症の予防策となりうる.

[対象と方法1
2009年2月から 2012年 1月までに， 当院で術中に

skyline viewを用いず，掌側ロッキングプレー ト固定

を行った椀骨遠位端骨折のうち，術後に単純 X線

skyline view撮影を行う ことができた 21例 21手を

対象とした.痕例の内訳は男性 1例 l手，女性 20例

20手，平均年齢 69歳 (17-82歳)，平均経過観察期

間は 12か月 (4-36か月) 骨折型は AO分類A2: 1 

手， A3: 6手， 83 : 1手， C1 : 2手， C2 : 2手， C3 : 

9手であった.skyline view撮影は図 1のように X線

照射方向に対し， 20度前腕を傾け，手関節掌屈位

で様骨遠位端背側骨皮質に対し接線方向に X線を

照射し撮影した.

これらの症例に対し，螺子突出の有無，照子突出

の位置，蝦!子突出による臨床症状，術者の経験値を

調査した.1原子突出の基準は螺子先端の陰影よりも

背側に椀骨背側骨皮質の陰影がないものを燦子突出

ありとし，術者の経験値は，日本整形外科学会専門

医であるかどうかを基準とした.統計処理には

Fisherの正確検定を用いて行い，危険率 5%未満を

有意差ありとした.

なお， 当院では掌側ロッキングプレー トを用いた

際には，速位蝦子は背側皮質を越えて設置しないよ

[緒言]

横骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート

を用いた内固定は，整復位を強固に保持できるた

め，早期の機能回復が得られ，良好な術後成績が報

告されている.その一方で， 伸筋腿断裂，長母指伸

筋l此 (EPL)断裂，正中神経障害， インプラン トの

折損など様々な合併症も報告されている.合併症の

一つである EPL断裂は，その頻度が 0.07-8.6%とさ

れており 1)2) 断裂の原因の多くは機骨背側に突出

した遠位照子による腿の摩耗である.椀骨遠位端背

側骨皮質には Lister結節などの隆起があり，骨幹部

に比べ凹凸が多い特徴的な形状をしている.そのた

め螺子先端が背側皮質から突出しでも，術中単純X

線透視での側面像では螺子突出部と骨隆起の陰影と

が重なり，照子が皮質下にとどまっていると誤認され

ることがある.単純X線撮影における skylineview 

は手関節掌屈位で榛骨遠位端背側骨皮質に対し接線

方向に X線を照射し撮影する手関節MI位撮影方法

であり，螺子の突出の検出率が高いと報告されてい

る川5)6) 今回，術中に単純X線透視側面像で螺子の

背側突出がないと判断した症例に対して，術後単純

X線 skylineview撮影を行い照子の背側突出の有無

をレトロスペクティブに調査したので報告する.

佐賀県佐貨市兵庫南 3丁目 8.1
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a I b I c 

図 1 a 手関節掌屈位で検骨遠位端背側骨皮質に対 し接線方向

にX線を照射し撮影する.

b， C:椀骨遠位端背側骨皮質と蝶子のWI係がよく評価できる.

うにしており，螺子の長さの計測，突出の有無の確

認は術中単純X線透視側面像を用いて行っていた.

[結果]

遠位蝶子総数は 21手 133本であった.そのうち，

突出している燦子数は 5手 6本であり，突出の割合

は4.5%であった 銀子が突出していた症例におい

て|臨床症状を認めるものはなかった(表 1).骨折

型はAO分類 typeAが3手， type Cが2手であった

type Aの3手はいずれも非専門医が術者であり，

type Cの2手は専門医が術者であった.関節外骨折

である AO分類 typeAでは螺子突出が専門医に比

べ非専門医で有意に多く，関節内骨折である typeB 

とCでは専門医と非専門医での差はなかった(表

2a) .限子突出位置は尺側が4本，機側が 2本と尺

側に多い傾向であったが，尺側と検側の差は有意で、

A3 

表 1 螺子突出症例の詳細11

A3 AO分類 A3 C3 

術前X線像

術前CT像

螺子の部位 権側

Skylineview 

術者 非専門医 専門医

尺側

非専門医

尺側

非専門医

に
U

0
0
 

C1 

尺側

専門医

尺側



掌側 LCPにおけるskylineviewの有用性

はなかった(表 2b). 

[考察]

横骨遠位端背側骨皮質は特徴的な形状 7)をしてお

り，掌側プレート の螺子先端を単純 X線透視側面

像で確認する際，螺子先端が背側骨皮質の陰影と重

なり，突出がないものと誤認してしまうことがある.

特に槙骨遠位背側骨皮質で最も隆起が高い部分であ

るLister結節の尺側は EPLが通る EPLgrooveがあ

るため，単純X線透視側面像では EPLgrooveに突

出した螺子は Lister結節の陰影と重なり突出が認識

されず，摩耗による EPL断裂の リスクとなる 8)9)

掌側ロッキングプレー卜遠位照子の背側皮質から

の突出についてはこれまでにも報告がある.Sugun 

ら10)は超音波検査で調査した結果，46症例の掌側ロ

ッキングプレートの遠位照子230本のうち， 59本(26

%)が 0.5mm以上， 背側皮質から突出し， そのう

735 

ち症状を認めないものが 45本であった と報告して

いる. 今回単純X線 skylineview撮影で調査を行っ

ており， 掌側ロッキングプレート遠位螺子の 4.5%

に背側皮質からの突出を認めたが，調査時に臨床症

状を認めた症例はなかった 術中に通常の単純X

線透視側面像で螺子の突出が認められず，症状がな

くても!螺子が突出 している場合があり，経年的に仲

筋!陸断裂のリスクが高くなると考えられる.インプ

ラン 卜の抜去を行っていない症例は伸筋腿断裂を考

慮した注意深い経過観察が必要であり，可能であれ

ば単純X線 skylineview撮影を行い，照子が突出し

ている症例は骨癒合後可及的早期にインプラン 卜の

抜去を行うべきである.

螺子突出の リスクファクターには，尺側の螺子，

経験年数の少なさ 9) 背側に骨片を有する骨折 5)な

どの報告がある.今回の症例においても螺子突出が

尺側に多い傾向にあった.AO分類 typeAの関節外
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症例数 % 症例数 % 

tJ，し

症例数 % 

pi直A 晶 1

古;3T

TypeA 

専門医 。 。 4 100 4 100 0.029 

非専門医 3 100 。 100 3 100 

Type B+C 

専門医 2 20.0 8 80.0 10 100 0.904 

非専門医 。 。 4 100 4 100 

b 螺子設置位置と螺子突出位置の関係

螺子突出

あり f4し 合計 P1直

保子数 % t早子数 % t早子数 % 

尺 f~11 4 7.2 51 92.7 55 100 0.204 

{桑 j~11 2 2.6 74 97.4 76 100 

a:術者と蛤!子突出症例の関係
関節外骨折であるAO分類typeAとI'WI節内骨折であるtyp巴B，Cにわけた

関節外骨折では有意差を認め 関節外骨折では有意差を認めなかった

b:螺子設置位置と燦子突出位置の関係.
有志:差を認めなかった.
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736 掌側 LCPにおける skylineviewの有用性

骨折において螺子突出を認めた症例は， 経験年数が

少ない非専門医が術者の症例である点は過去の報告

と同様の傾向である.

棋骨背側骨皮質の横断面の榛側は Lister結節を頂

点になだら かに検側へ傾斜しており，単純X線透

視側面で前腕を少し国外することで螺子突出の確認

は容易であると思われるが，尺側は尺骨頭があり，陰

影が重なりやすいうえに，Lister結節の陰影とも重

なりやすく，螺子突出がマスクされやすい.そのた

め尺側の螺子突出が多くなったと思われる.

通常，照子を固定する際はデプスゲージを用いて

螺子の長さを決定する ほとんどの掌側ロ ッキング

プレー トでは遠位螺子は 2mm刻みであり，計測 し

た値と同じ長さの照子が存在 しないことがあり，そ

の場合は計測値前後の長さの虫里子を用いることにな

るが，蛾子の長さを決定する際にはド リリ ングの手

ごたえや過去の手術経験などが参考になる. ドリリ

ングの手ごたえやデプスゲージでの計測方法などは

術者に しか判断できない要素であるため，経験年数

が少ない~ I:専門医の術者では燦子突出が多くなった

と考える.デプスゲージで計測する|僚に単純X線透

視 skylineviewを用いれば，突出しない長さの螺子

を選ぶこ とが可能である し，螺子を固定 した後に

skyline view を用 ~ \れば螺子が突出していないこと

を確認で、きる.術者が専門医で螺子突出を認めた 2

手は関節、i内骨折で背側骨片を有しており，背側骨片

が転位しないような固定を意識し，長い螺子を選択

したため，燦子が突出してしまったと推測される

i憐骨遠位端背側骨皮質から螺子が突出しないよう

に計測lよりも 2mm短い螺子を選ぶことを勧める報

告もあるが，関節内骨折を伴う症例では燦子が短い

ために骨片の転位が増大 したとの報告もあり 101 背

側に突出しない範囲で、で、きるだけ長い1息子を選んだ

ほうが骨片の転位に対し有利で、ある.

単純 X線 skylineview撮影は通常の側面像や斜位

像に比べ，螺子突出の検出率が高いと報告されお

り31 今回の調査でも，単純X線側面像で:'lii在認で、きな

かった蝦子突出を確認できていた. skyline viewを

術中単純 X線透視，もしくは術中単純X線撮影で

用いれば，術後の~里子突出による伸筋l挫断裂などの

合併症の予防策となりうる.

{まとめ]

単純X線 skylineview撮影を用いて掌側ロッキン

グプレート術後の螺子突出の有無を調査 した.4.5 

%の頻度で突出していたが，臨床症状はなかった.

照子突出は関節外骨折において専門医に比べ経験の

少ない非専門医に有意に多かった.専門医で認めた

ものは関節内背側骨片を有していた.自由!子の突出部

位は尺側に多かっ た skylineviewを術中単純X線

透視，も しくは術中単純X線撮影で用いれば，螺

子突出による術後伸筋腔断裂などの合併症の予防策

となりうる.
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締山、:
皮質骨付き腸骨移植を併用した舟状骨骨折偽関節に対
する骨接合術の治療成績
い白い あつゆき こく ぷ たけし みふね ゆたか にしもと l左右こ ま きの たけし

乾淳幸，国分毅，美船泰，西本華子，牧野健

舟状骨偽関節に対する皮質骨付き腸骨移植とdouble-threacledscrew固定による骨接合術の臨床成績を検討

した. 55手に本手術を行い， 91%の症例に平均 3.7カ月で骨癒合を得た.手関節平均可動域は術前掌屈 51
0

，

背屈 55
0

，術後は掌屈 62
0

，背屈 62
0

であり，握力の健側比は術前 79%で術後 83%であった.術前に M聞

で骨壊死が疑われた 12 例中 3 例，及び近位型骨折 5 例 ~I~ 2例では骨癒合が得られてお らず，また骨癒合が

得られなかった群の平均年齢は骨癒合が得られた群より高かった 舟状骨偽関節に対する皮質骨付き腸骨移

植を併用した screw固定術は術前の画像診断で壊死が疑われる例，近位骨片が小さく強固な内固定が困難な

例，高齢の症例ではよい成績が得られない可能性があり，このような症例に対 しては血管柄付きの骨移植等

のオプションを含めた治療方針を検討すべきと考えられた.

[緒言]

舟状骨骨折は手線骨骨折の中で最多の骨折であ

り，転位型骨折に対して保存的治療を行った場合，

55%が偽関節となるとの報告もある 1) また，舟状骨

偽関節を放置 した例では経年的に関rII'I症性変化や，

DISI変形の発生率が増加することが知られている 2)

舟状骨偽関節に対する観血的治療としては， Filan-

Herbert分類 3)のtypeD1， 2， 3の拡例に対しては皮

質骨付き骨移植と screwによる内固定が 4)，typeD3， 

4の症例に対しては榛骨や中手骨からの血管柄付き

骨移植術が選択されることが多い 5)6) しかしなが

ら， これらの治療法ついての選択や術後成績は施設

によ って様々であり，特に英li治性の偽関節症例の治

療方針に対 しては統ー した見解が得られていないの

が現状である.

そこで本研究では，舟状骨偽関節症例に対して皮

質骨付き腸骨移植を併用 した screwによる骨接合術

を行った症例の|臨床成績を後ろ向きに検討し s 本治

療法の適応と限界について検討を行った.

{対象と方法1
1994年から 2011年の間に当院および関連施設で

手術治療を行った舟状骨偽関節症例 55手(男性 45

手，女性 10手)を対象とした.手術時年齢は 12歳か

ら68歳で平均年齢は 31.3歳であった.また，受傷か

ら手術までの期間は 2か月から 360か月で，平均 48.1

か月であった.

骨折型の分類は Filan-Herbert分類に従って行い.

D1症例が5例， D2症例が 44fylJ， そして D3症例が

6例であった 骨壊死の評価目的に術前に単純 MRI

検査を 32手に施行した.手術では近位型の骨折は

背側アプローチ，仁|コ央・遠位型は掌側アプローチで

展開し，偽関節音11を掻破した後に腸骨より採取した

海綿骨を充填し，皮質骨ブロックで変形を矯正した

後にスクリューによる固定を行った.

これらの症例に対して，骨癒合までの期間， 平均

外固定期間， 最終観察|侍の廃痛の有無 ・手関節可動

域 ・握力， X線学的指標として carpalheight ratio， 

racliolunate angleの変化，骨折部位 ・Filan-H巴rbert

分類別での骨癒合の有無について検討を行った.統

計学的検定には Statce12(OMS Ltd. ]apan)を使用

して paireclt-testまたはカイ 2乗検定を行い， p< 

0.05を統計学的有意差ありと判断した.

[結果]

骨癒合は 50手 (91%)に得られていた.骨癒合

までの期間は平均 3.7カ月であり，平均外固定期間

は6.2週間であった.終1ifiの有無に関しては骨癒合し

受理日 2013/11/07 
神戸大学医学部](付属病院整形外科 〒650-0017 兵庫県神戸市中央区楠IIIT7丁目 5-2

Q
d
 

oo 



738 舟状骨骨折偽関節に対する腸骨移植術

表 1 骨折分類 ・骨折部位別の骨癒合率

骨折分類別の骨癌合率(Filan-Herben分類)

DI 100% (5例中5例)

D2 93.2% (44例中41例)

03 66.7% (6例中4例)

骨折部位別の骨撞合率

近位型 60% (5例中3例)

中央型 94% (50例中47例)

た群では 50手r-I"8手 (16%) に，骨癒合しなかっ

た群では5手中5手 (100%)に痔痛が残存 していた.

手関節可動域は，掌屈角度が術前平均 51土21。から

62:t 19
0

に，背屈角度が 55:t19。から 62:t19
0

に改善

していた.また握力は健患比で 79:t20%から 83:t

17%に改善していたが，いずれの項目も統計学的に

有意な変化は認めなかった.

X線学的指標の評価では carpalheight ratioが術前

0.49:t0.03から術後 0.51:t0.03に， radiolunate angle 

が術前1.1:t10.0。から術後-5:t12.2。に変化していた

が，これらの項目についても統計学的に有意な変化

は認めなかった

術前に M悶検査を行った 32手のうち， 8手に骨壊

死が疑われ，そのうち l手に骨癒合が得られていなか

った.また M悶で骨壊死が疑われなかった 24手のう

ち1手に骨癒合が得られていなかった.Filan-H巴rbert

分類別・骨折部位別に検討すると， lype 02の93.2%.

lype 03の 66.7%に骨癒合が得られ，骨折部位別で

検討した場合は近位型の 60%，中央型の 94%に骨

癒合が得られた(表 1). 

表 2 骨癒合した群と骨癒合しなかった群の特徴

骨癒合した群骨癒合しなかった群

手術時年齢 29.7:t13.0 47.6:t2U* 
(才) (P<O.Oミ)

受傷後期間 45.5:t75.7 73.2:t96.0 
{ヵ円]

骨折型分類症例数 D1:5.D2:41. D3:4 D2:3. D3:2 
(日!川一HCl'lJerl分罰J

骨癒合した群と，骨癒合しなかった群の特徴を検

討すると，受傷から手術までの期間は骨癒合しなか

った群が平均 73.2:t96.0か月に対して骨癒合群では

45.5土75.7か月であった.手術時年齢は骨癒合しな

かった群が平均 47.6土21.1歳に対 して骨癒合した群

では 29.7:t13.0歳であり，年齢の項目においては統

計学的有意差を認めた(表 2). 

代表症例:68歳女性， 5年前より続く手関節の痛

みにて来院された.初診時レントゲン上は舟状骨中

央部での偽関節を認め，単純 M悶像では T1，T2 

ともに近位骨片の低信号域を認め中枢骨片の壊死が

疑われた 手術は掌側アプローチにて偽関節部を掻

把し，腸骨から海綿骨の充填及び皮質骨付きの骨移

植を行い OTJスク リユー (Meira，Aichi， Japan)に

て固定を行った.

術後 6週間のギプス包帯固定及び，超音波骨折治

療器による治療を行ったが，移植部の骨吸収が進行

し骨癒合は得られなかった しかしながら痔痛が術

前より軽減したとのことで経過観察を行っている

(図 1). 

(社) )
 

)
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(c) 

図 1 a.代表症例の初診H寺単純レント ゲン像

b 術前単純 M悶1'1強調画像

c 術後 11か月での単純レ ントゲン像
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舟状骨骨折偽関節に対する腸骨移植術

[考 察]

舟状骨偽関節に対して，皮質骨付き腸骨移植を併

用した screw固定を行った場合の骨癒合率は一般に

80-90%と報告されている 1) 今回の調査では 91% 

の骨癒合率が得られており，本術式での骨癒合率は

諸家の報告と同等であった.

一方で，近位骨片の壊死がある場合は骨癒合が得

られにくく成績が不良とされているが，術前の画像

診断による骨壊死の評価方法そのものに一定のコン

センサスが無く，様々な報告が行われているのが現

状である 7)8)

今回，骨壊死の評価は単純 MRIで行った.術前

に骨壊死を疑った症例の骨癒合率は低い傾向にあっ

たが， T1およびT2強調像にて低信号を呈 し，術前

に骨壊死が疑われでも骨癒合する症例を認めた.本

研究では画像上骨壊死が疑われた症例が少ないため

に，単純 M聞の有用性についての統計学的な判定

は困難であるが，治療方針を決定する上での有用性

はあると考えられた.また骨癒合しなかった群では

手術時年齢が有意に高かったことより，症例によっ

ては血管柄付きの骨移植や salvage手術等のオプシ

ヨンを含めた治療方針を検討すべきと考えられた.

[まとめ]

舟状骨偽関節に対する皮質骨付き)j易骨移植を併用

した screw固定術の治療成績を検討 した. おおむね

良好な成績が得られていたが，骨癒合が得られない

症例が存在し，骨折部位 ・年齢 ・術前の画像診断を

含めた詳細な治療方針の検討が必要であると考えら

れた.

{文 献]

1) Buijze GA， et al. Factors associated wilh arthroscopical-

Iy deterll1ined scaphoid fractllre c1isplacell1enl ancl insla 

bility. J Hancl Sllrg Am 37: 1405・14lO， 2012

2) Mack GR， et al. The natllral history of scaphoid non-

llnion. J Bone Joint Surg Am 66: 504-509， 1984 

3) Filan SL， et al. Herbert screw fixation of scaphoid frac-

tures.J BonejointSurg Br78: 519-529，1996 

4) Fernandez DL， et al. A lechnique for anlerior wedge-

shaped grafts for scaphoicl nonunions wilh carpal insta-

bilily. J Hancl Surg Am 9: 733-737， 1984 

5) Zaiclell1berg C. A new vasculal匂eclbone graft for scaph-

。iclnonunion. J Hand Surg full 16: 474-478， 1991 

6) Makino M. Vascularizecl ll1etacarpal bone gra[t [or 

scaphoicl non-union ancl Kienbock's c1isease. J Reconslr 

739 

Microsurg 16: 261・266，2000.

7) Lutsky K， et al. Preoperative magnetic resonance imag-

ing for evalllating scaphoicl nonunion. J Hancl Surg full 

37: 2383-2385， 2012 

8) Donati OF， et al. Is c1ynamic gaclolinium enhancement 

neeclecl in MR imaging for the preoperative assessment 

of scaphoiclal viability in patients with scaphoicl non 

union? Racliology 260: 808-816， 2011. 
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Acutwist screwを用いた舟状骨偽関節の手術的治療
ふるまちかつろう さとっ こうた ろっ さいと うりょうすけ かめい よう いち た じま か つみ にしだ じゅん

古町克郎，佐藤光太朗，粛藤良輔，亀井陽一， 田島克己，西田 淳

舟状骨偽関節手術の内固定材料として，われわれは比較的細径の埋め込み型傾斜ピッチ螺子， Aculwist 

screwを用いて良好な成績を得たので報告する.対象は 9例 9手で 転 倒 や交通事故などの受傷機転である.

擢病期聞は 2か月 一7年間，偽関節部位は舟状骨腰部7手，近位部2手である.手術歴を有する 2例を含む.

掌側アプローチで進入し 偽関節部をわれわれの骨ボーラーで切除 し サイズを適合した円柱状の移植骨を

腸骨より採取し移植した. 2-4本の本燦子にて固定した.術後は 8週間のギプス固定を施行した.全例骨癒

合を認め， ROM，握力， OASHの改善を認めた.本法の利点は細径であるため擾数の娘子を刺入でき，京1)

入方向の自由度も高い点である.固定性が良好で細径のため移植骨の破損を生 じにくい.

[緒言]

舟状骨偽関節の手術的治療成績は headlessscrew 

などの内固定材料が利用できる現在においても必ず

しも安定していない. Acutwist screwは比較的制[j径

の埋め込み型傾斜ピッチ螺子である.腸骨移植と本

screwを用いて良好な成績を得たので報告する.

[対象と方法]

対象は 9例 9手(男性 7例，女性2例， 18-52歳，平

均 25.3歳)の舟状骨偽関節と選延治癒骨折で¥転倒や

交通事故などの受傷機転である.病期はFilan-Herbert

分類にて， 01: 1手， 02: 6手， 03: 2手で催病期

間は 2か月一7年間(平均 3.6か月)である.権磨、

部位は舟状骨腹部7手，近位音[12手である. 2手に

舟状骨骨折の骨接合手術歴あり， 2手に OISI変形

を認めた.

術式を以下に述べる.掌:側アプローチにて関節包

切間後，舟状骨{為関節部をわれわれの専用骨採取器

(骨生検針に似た直径ら10mmの中空の器具，以下

骨ボーラー)で切除し，直径を合わせて円柱状の移

植骨を腸骨より骨ボーラーで採取 し移植 した. OISI 

変形があれば、矯正 し仮固定した後に偽関節部を切除

して対処した.すでに内固定材料が存在する2o1jで

は，抜去した欠損に骨釘を移植した 掌側より 2-4

本の Aculwistscrewにて回定した.本スク リューは

骨との按触而全体に圧迫がかかるように傾斜ピッチ

で，基部直径 2mm先端部直径は 1.5mmである.

非中空で、ネジきり部の長さは 10-30mmである.術

後は 8週間の thumbspicaギプス固定を施行 した.

検討項目はOASH(ADLと仕事の関連の深い8項目)，

握力，可動域である.X線評価としてRL(radiolunate) 

angle (掌屈を+で表記)， SL (scapholunate) angle 

を計測 した.

[結果]

全例術後 8・16週で骨癒合を認めた.OASH評価

では，固いフタあけ(術前困難あり 4例/そのうち改

善 4例)，書字(同織に 2例/2例)， 5kg把持 (2例/2

例)，頭上の電球を交換する (2例/2例)，ヘア ドラ

イヤー (3例/1例 )， レクリエーション活動 (2例

/2 f91)) ，いつもの仕事の活動ができる (2例/2例)，

いつもと同じ|時間の仕事がで、きる (2例/2f91J)と改

善が得ら れた. I支Jilii'i可動域で、は，背屈は術前平均

47::!: 16.1度，調査時 74::!:19.3度 (p< 0.05， paired T) 

と改善が得られた 掌屈は術前平均 51::!:14.4度，

調査時 47土19.5度と減少傾向であった.握力は術

j!m対側比で平均 57::!:14.4%，調査時 80::!:14.1 % (p 

<0.05， paired T)と改善を認めた. OISI変形のあ

った2例の術前の RL角はや|刊行 ー15度と 20度，調

査1時でる度と O度， SL角は術前 65度と 70度，調

査時 50度と 53度，と改善がみられた 螺子の折損

例はなく.抜釘手術は 2{91)に施行した.

受理日 2013/10/18 
岩手医大 整形外科 1"020-8505 岩手県成岡市内丸 19-1
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Acutwist screwを用いた舟状骨偽関節の手術的治療 741 

図 lA 22歳の右利きの男性.
2年前にバスケットボールで受傷し近医でギプス回定を

うけた. 1年来卓球|侍などに右手関節痛が持続するため

来院した.

図 1B 偽関節部の切除後，直径 7mmの円柱状の腸骨移植を施

行し acutwistscrewで回定した 8週間のギプス固定後，
術後3か月からバスケットボールに復帰した.術前と(調

査時)の背屈角度は 40(60)度，術前と(調査時)の

掌屈角度は40(40)度，術前と(調査時)の握力は25(34.1) 

kgfであった.

症例 1

22歳の右利きの男性.主訴 :右手関節痛.現病歴 :

2年前にバスケットボールで受傷し近医でギプス固

定をうけた 1年来卓球時などに右手関節痛が持続

するため来院した.身体所見 :右手関節の可動域制

限と掌屈 ・尺屈時の終痛が顕著であった.手術所見 :

偽関節音I1の切除後，直径 7mmの円柱状の腸骨移植

を施行し aculwistscrewで固定した.術後経過 :8

週間のギプス固定後，術後 3か月からバスケットボ

ールに復帰した.術前と(調査時)の背屈角度は

40 (60) 度，やI~前と(調査時)の掌屈角度は 40 (40) 

度，討す前と(調査時)の握力は 25 (34.1) kgfであ

った(図1).

症例 2

24歳の大学生の右利き9男男Jナ4性性. 主訴 右手閑節痛.

現病歴:アイスホツケ一で

臼を受受，傷し脱臼整復と舟状骨観瓜血l的固定の初回手術

後'舟状骨近位極の骨癒合が遷延した.身体所見:

右手関節の可動域制限と尺屈時の痔痛が顕著であっ

た.手術所見:初回手術の 5か月後に再手術を施行

した鋼線抜去部から骨釘を刺入し Herbertlyp巴

screwの両脇に acutwistscrewを刺入したー術後経

過 :8週間のギプス固定と 4週間のスプリン ト使用

の後，再手術後 6か月後からアイスホッケーに復帰

した.再手術の術前と(調査時)の背屈角度は 50(60)

度，術前と(調査時)の掌屈角度は 45(40) 度，

j;I可前と(調査時)の握力は 25.6(26.8) kgfであっ

た(図 2)
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[考 察l

Acutwist screwを用いた舟状骨偽関節の手術的治療

図 2A 24歳の大学生の右利き男性.

アイスホッケーで経舟状骨 ・月状骨周囲脱臼を受傷し脱

臼整復と舟状骨観血的固定の初回手術後，舟状骨近位極

の骨癒合が遷延した

図 2B 5か月後に再手術を施行した.鋼線抜去部から骨釘を車IJ

入し Herbertlype screwの両脇に aculwlstscrewを車IJ入
した 8週間のギプス固定と 4週間のスプリント使用の

後，再手術後 6か月後からアイスホッケーに復帰 した.

再手術の術前と(調査|侍)の背屈角度は 50(60)度，

術前と(調査H寺)の掌屈角度は 45(40)度， 術前と (調

査H寺)の握力は 25.6(26.8) kgfであった.

わずか 9例ではあるが，本法による骨癒合の獲得

は， il]状骨偽関節治療の困難さを考慮すると 卜分受

容できる成績と思われた 良好な可動域獲得のため

には骨癒合可能な骨伝導能のある/Fl状骨骨片と移植

骨の密着および 卜分な内固定の固定力が必要であ

る.骨移植に関しては基本手技としての前方聞の

Strut bone graft 11，他に Chipbon巴gra丘へTCPなど

の人工骨などの報告がある.十分な量の骨移植が必

要といわれているベ 内固定法に関しては Matti-Russe

法を II<<~矢に Cance IJous screw， Herbert type screw， 

Head!ess screw， P!ate固定川などの固定法の報告

がある.本法の利点は細径であるため複数の牒子を

刺入できる点である.移植骨が介在する舟状骨を l

本の螺子で固定 した場合は回旋ス トレスにはやや脆

弱である.複数の燦子を種々の角度で京IJ入できる本

法では，良好な固定性が期待できる またMfI径のた

め移植骨の破損を生じにくい.一方.本螺子の折損
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Aculwist screwを用いた舟状骨偽関節の手術的治療 743 

例はないものの刺入には注意が必要である.抜釘手

技にはやや工夫が必要である.われわれの成績では

掌屈可動域の減少が問題であり，その原因として治

療期間の延長と外固定による拘縮の影響が第一に考

えられ， 今後はギプス固定期間の短縮が可能か検討

中である.

[まとめ]

骨移植と acutwistscr・巴W 固定により舟状骨偽関節

9例9手で，良好な骨癒合が得られた 本法の利点

は車III径であるため複数の螺子を刺入できる点であ

る.また， 細径のため移植骨の破損を生じにくい.

一方，本螺子の折損例はないものの刺入には注意が

必要で、ある.抜釘手技にはやや工夫が必要で、ある.

[文献]

1) Fernandez DL. A technique for anterior wedge-shaped 

grafts for scaphoid nonunion with carpal instability. J 
Hancl Surg 9-A: 733-737， 1984. 

2) Cohen MS， et al. Scaphoid waist nonllnion with hllmp-

back deformity treated withollt strllctural bone graft. J 
Hancl SlIrg 38-A: 701・705，2013

3) 坪根微ほか.舟状骨偽関節手術における DISI変形の矯

正と移植骨量の検討.日手会誌 27:634-636， 2011. 

4) Leixn巴ringM， et al. First experiences with a new adjllst・

able plate for osteosynthesis of scaphoid nonllnion. J 
Trallma 71: 933-938. 2011 
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舟状骨骨折術後評価における

インプラントを基準とした CT放射状 MPR画像
はせがわやすひろ なかごきえ

長谷川康裕ぺ 中後貴江料

舟状骨骨折の診断，骨癒合の判定に crは有用なツールとなっているが，有用なスライスはその中央部の

数スライスに限られる.我々は舟状骨骨折症例 10例の術後cr画像でインプラン 卜を軸とした放射状 MPR

画像を再構築 し，その有用性を検討した.舟状骨の冠状断，矢状断像とインプラン トの長軸を中心に放射状

MPR画像を作成した. 骨癒合の判定に有用であっ たスライ ス数とイ ンプラントの全長が観察できるスライ

ス数を調べた.骨癒合の判定に有用であった平均スライス数は冠状断 4スライス，矢状断像 3.3スライス，

放射状 MPR像は全 12スライスであ った.インプラントの全長が観察できる平均スライス数は冠状|新 2.8ス

ライス，矢状断 2.2スライス，放射状 MPR像は全 12スライスであった.本法は骨折部を含む画像が確実に

多スライス得られ，また， qiillをインプラン 卜とすることでインプラン 卜挿入位置の評価や再現性にも優れ，

有用な方法と考えられた.

[緒言]

近年，舟状骨骨折の診断，骨癒合の判定等の術後

評佃iにcrは有用なツールとなっている 112131

我々は術後の cr画像において従来の舟状骨長軸

方向に対する冠状断，矢状断画像の他，存fl入された

インプラン 卜を制!とし，放射状に|斬面を再構成した

画像を作成し(以下放射状 MPR)，術後評価を行な

っている(図 1) 今回，インプラン トを軸とした

放射状 MPRの有用性を検討した

[対象と方法1
2008年以降に当院で手術施行し，術後 crを撮

影 した舟状骨骨折症例 10例を対象とした.男8例，

女 2{JI]，年齢は 20歳 -68ttt平均 47歳，骨折型

は Filan ancl Herbertう刊:J441
でTypeA2 : 3 {9IJ， B2: 

3仔1]， 01: 3仔1]， 02: 1例であ った 撮影方法は主

に 16列マルチスライス CT(TOSHIBA社製 Aquil-

ion)を用い， 0.5ml11 I隔で撮影した後， 2mm I隔で舟

状骨長判lに対する冠状断， 矢状|析の画像を作成し，

それに加えて挿入されたインプラン卜の長車111を中心

とする 15。ずつ回転した画像を構築した.

これらの症例に対し，撮影した CTの各断面像で

骨癒合判定に有用であったスライス数とインプラン

図 1 インプラントを州とした放射状
MPRのリファレンスライン

卜のほぼ全長が写っているスラ イス数を調べた

[結果]

骨癒合の判定に有用であったスライス数は冠状断

で3-5スライス，平均 4スライス， 矢状断で 2-4ス

ライス，平均 3.3スラ イスであったが放射状 MPR

では全 12スライスで確認できた また， インプラ

受'Jlli日 2013/11/10
市l戸赤十字病院 整形外科 干651-0073 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通 1-3-1

H 兵庫県災害医療センター 整形外科
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舟状骨骨折における CT放射状 MPR画像 745 

図2 舟状骨長ijilliに対する冠状断(上段)と矢状断(下段)の CT像
骨折部の評価に有用なもの，インプラン トの全長の観察が可能なものは数スライスに限られる

図3 インプラ ントをifrlliとした放射状 MPR画像
全スライスで骨折部の評価が可能でー， インプラン卜の全長も観察できる

[考 察I
CTは舟状骨骨折の診断や骨癒合などの術後評価

に有用なツールである また， 以前は有肝!な断面像

を得るために肢位や撮影法に工夫を要した 別}が，

機種の機能向上に伴い，容易に必要な断面の設定が

可能となった 一方，舟状骨骨折に対する CTでは，

ン 卜の全長が観察で、きるスライスは冠状断で 2-3ス

ライス，平均 2.8スライス，矢状断で 2-3スライス，

平均 2.2スライスであったが，放射状 MPRでは全

12スライスで確認できた(図 2，3). 

勺
J
a

ハ吋
d



746 舟状骨骨折における cr放射状 MPR画像

図4 35歳男術後 11か月
両矢印:得られたスライス上の舟状骨の長車lli

舟状骨の大きさや独特の形状のため， q!lliを工夫しで

も有用なスライスは中心部の数スライスに限られ

る. qil1iを中心に放射状に断面を構築する方法は，乳

腺外科領域 7) また整形外科では股関節の部位での

報告 別が散見される 国司らは舟状骨長車lliを中心

に回転して画像を作成し pivotCTとして報告した 9)

インプラントが舟状骨長車lli方向に入った場合，得ら

れる画像は我々とほぼ同様のものとなるが，匡l司ら

の報告と同様に今回の検討でも従来の方法に比べ，

より多くの画像で骨折部を摘出出来，骨折音11の観

察，骨癒合の判定に有用な画像を多く得ることがで

きた.

また，国司らの方法と異なり，我々の撮影法では，

挿入されたインプラン 卜を基準とすることによっ

て，再現性をより高くすることが可能となり，また，

舟状骨の全周に対するインプラン卜全長の観察が可

能となることから，インプラントの設置位置の評価

がより詳細に可能となった.すなわち，インプラン

トが舟状骨の長軸に沿って至適な位置に挿入されて

いれば放射状 MRRの全画像で舟状骨の長車lliとイン

プラントがほぼ一致するが インプラントが至適位

置に設置されていなければ 舟状骨の長qillIとインプ

ラン卜が一致しない画像が含まれるようになる.

図4は35歳，男で舟状骨骨折偽関節に対し，通

常の骨移植，内固定を行ったが骨癒合が得られず，

血管納付き骨移植を行った症例の術後 11か月時の

画像である.骨折部の固定に 0'円 screwを用いた

が，骨欠損が大きく，至適な位置にインプラントを

設置できなかった.術後 11か月の CTでは，部分

的に骨癒合を認めるが，まだ不十分であり，インプ

ラントの緩みも疑われる状態で、ある また，右上の

図5 図4と同一症例.術後 1年 11か月
骨癒合が進行している

画像で舟状骨の長側|は矢印の如くであり，インプラ

ン卜の設置位置が至適位置でないことが明らかであ

る.

図5は同じ症例の術後 1年 11か月時の画像であ

る.骨癒合が進行し，インプラント周囲の radiolu-

centな部が縮小しているこのように整復不良，至

適位置でないインプラント設置を余儀なくされた症

例でも本撮影法では骨折部の評価を詳細に観察する

ことができた.

本法の特徴は利点と して 骨折部を含む画像が多

スライス得られ，骨癒合の評価により多くの画像が

得られること，インプラントの設置位置の詳細な評

価が可能であること，インプラン卜を軸とするため，

基準が明確で再現性が高い ことが挙げられる.ま

た，本邦の現在の医療保険制度では，本法を行って

もCTの診療報酬は同じであり， !I![tlを中心に画像を

回転させる方法は 30CTの画像では一般的なため，

放射線技師の負担もさほど大きくない.一方，欠点

としては， CTは単純X線写真に比べて被|曝量が多

いこと，舟状骨を対象とした撮影法のため，他の手

根骨やi憐尺骨との関連がわかりにくいことが挙げら

れる.

どの時期を骨癒合と判断するかについては臨床的

には，全画像の 50%程度で骨梁の連続性が認めら

れた時期とする報告 10) もあるが，未だにコンセンサ

スが得られていない.今後の問題としては，読影に

おいて，ど、の11寺点で‘骨癒合が得られたと評価すべき

かを考慮する必要があると考えられた.

[まとめl
L 舟状骨骨折術後に撮影した cτ画像よりイン
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舟状骨骨折における cf放射状 MPR画像

プラントを軸とした放射状 MPRの有用性を検討し

た.

2.本法は骨折部を含む画像が多スライス得られ，

また， ijilhをインプラントとすることでインプラント

挿入位置の評価や再現性にも優れ，有用な方法と考

えられた.
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awi wψ 、
早期自動運動療法を施行した

手指屈筋臆断裂症例における再断裂の検討
もりやこうじ よしづたかえ まき ゆたかっぽかわなおと なりさわひろこ はら けい

森谷浩治，吉津孝衛，牧 裕，坪川直人，成津弘子，原 敬

{目的]吉津 1法による屈筋腔縫合後の早期自動運動療法中に再断裂をきたした症例を調査した [対象1
1993-2009年に加療した新鮮手指屈筋腿断裂 101例中，再断裂をきたした 6例 6指(再断裂率 5.4%) を対

象とした.経過観察期間は平均 30週であった.[結果]再断裂指は示指 1指，中指4指，環指 1指であった.

中指に多く発生 し，再断裂時期は術後 2-7(平均 4.8)週で， 6例中 4例は 4週以後に生じていた.再断裂

)腔は全例吉津 1法で縫合され，その後の後療法は固定法 4例， 阻einert変法 2例であった.最終診察時の総

自動運動域は 160-270(平均 226)0 ， Strickland評価では優 3例，良 2例，可 1例，I健剥離を要した1例お

よび可の l例はいずれも固定法であ った. [考察]再断裂例はできるだけ再縫合で対処 し，後療法と して

Kleinert変法が行えれば比較的良好な治療成績が獲得できると思われた.

[緒言i
新鮮手指屈筋l陛断裂に対する早期自動運動療法

は，約 19ニュートン以上の張力に抗する縫合法が

施行されていれば実施可能で、あるけ.その効能は腿

構成体組織の早期反応や成熟，新生IJ妻原線維の長軸

方向への早期配)111，引っぱり強度の早期増強や機械

的に癒着を防ぎ，その形成も少ないことにあり 2) 現

在，これらの利点から後療法の主流にな っている.

その一方， 訓練中の再断裂は当然危倶され，極力回

避しなくてはならない合併症といえる.そこで今

回， 1993年から著者らが行って いる吉津 l法施行

後の早期自動運動療法 3)中に再断裂をきた した症

例を調査し，その概要ならびに対処法について検討

したので報告する.

[対象と方法]

本研究は 1993年から 2009年の 17年間に FDP腿

を吉津 1法で縫合 した新鮮手指屈筋腔断裂 101例

112指中，前述の早期自動運動療法中に再断裂をき

たした 6例 6指を対象とした(表1).男性 5仔11， 女

性 l例，受傷H寺年齢は 24-62歳(平均 38.5歳)， 術

前状態は良好 5例，不良 1例であった.合併損傷は

FDS腿|斬裂を 4伊IJに認め その損傷部位は!世交差

部以遠 3例， I陛裂孔より近位が 1例であった.経過

観察期間は 15-51週，平均 30週であった 以上の

対象症例に対し，催患指と受傷時の損傷部位，再断

表 1 対象症例

---------空型 1 2 3 4 5 6 

性別 女性 男性 男性 男性 男性 男性

年齢{緩) 48 42 29 24 26 62 

術前状餓 良 良 良 不良 良 良

(m傷形態} {鋭利型} {鋭利型} {鋭利型} (ff挫型) {鋭利型) (鋭利型}

合併FDS隠線傷 あり なし なし あり あり あり

{領傷部位) {腿交差) (m交差} (AUI孔) (m交差)I 

最終E主~時期 24 51 30 27 33 15 

{選1)

a受t盟日 20l3/11/1O 
財団法人新潟手の外科研究所 〒957-0l17 新潟県北蒲原郡塑能Hrf諏訪山997番地
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早期自動運動療法中の手指屈筋腿再断裂の検討 749 

表2 再断裂と擢患指の関係 表3 再断裂と損傷部位の関係

五日? (+) (-) ぷβ? (+) {・}

中指 4 30 Zone I 2 30 

中指以外 2 76 
Zone 11 4 74 

L 

(カイニ乗検定， P<0.05) 
{カイ二乗検定， NS) 

表 4 結果の概要

~ 2 

損傷指 中指 ホ指

領傷部位 Zone 11 Zone I 

再断裂時期{還} 7 2 

断裂原因 不明 不十分な
鍵縫合

再手術後の 回定法 回定法
後療法

追加手術 なし なし

最終診療時TAM 230。 213。
(%TAM) (88%) (84%) 

Strickland評価 良 良

裂の時期ならびに発生原因，再断裂後の処置方法，

最終診察時の総自動運動域 (T馴 )と Strickland評

価を調査 した 検定にはカイ二乗検定を用い，P< 

0.05を統計学的に有意差あ りと した.

著者らの後療法は手関節屈曲伸展 0
0

，中手指節

(MP)関節 30-60。屈曲位，指節間関節完全伸展位

の背側シーネ装着 Fにおける，術翌日からの自動作l'
展・屈曲訓練が基本となる:l) 日中は患指を含む全

指をゴムで室長引し 1日 3-4回の訓練時にはゴム

牽引を外す，または健側手でゴムを遠位に引き張力

を弱めるとともに，基節音1)背側に枕を入れた状態で

手指の自動伸展を行っている.自動屈曲訓練は腿周

囲の浮腫による腿滑走抵抗の増大を考慮して，最初

の l週間は他動屈曲l自動保持運動を中心に行ってい

るが，それ以後はハンドセラピス 卜の監視下にゴム

牽引を外しての自動屈曲を開始する.夜間はゴム牽

引を外し，背側シーネにあたるまで手指を伸展させ

た状態で固定する.術後 1週から浅指屈筋 (FDS)

!陛単独の縫滑走訓練を始め，術後 4週からはゴム牽

3 4 5 6 

中指 中指 中指 環指

Zone I Zone 11 Zone 11 Zone 11 

7 4 7 2 

不明 許可前 不注意な 不十分な
手関節手指 動作 腿縫合

同時伸展

Kleinert 固定法 Kleinert 固定法
変法 変法

なし 挺剥離 なし なし

235。 2500 27日。 1600 

(90%) (96%) (100%) (62%) 

優 僚 鐙 可

引を中止するとともに手指を軽く握らせての手関節

自動屈伸を開始する.背側シーネは術後 6週まで副11

;¥111時以外も装着させ，術後 8週までは指先からの夜

間スプ リン トを継続する.術後 9-12週で MP関

節から遠位指針i間 (DIP)関節までの同時他動伸展

訓練を開始 し，この時期から近位指節間関節や DIP

関節の屈曲拘縮に対するスプリン ト療法を許可す

る 術後 12週以上経過すれば，力仕事を含めた重

作業に従事 しでも構わない.

[結果1
l. 擢患指と受傷時損傷部位

治療した全 112指中，再断裂は示指 1指，中指4指，

環指1指，国際分類では zone1 2指，1I4指であった.

再断裂は有意に中指に多く認められていたが，損傷

部位間での有意差はなかった(表 2，3). 

2.再断裂の時期ならびに発生原因，処置法(表4)

再断裂の発生時期は術後2-7週(平均4.8週)で，

6例中 4例は4週以後に発生 していた.断裂原因は
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再手術時にロッキング部がほどけるなどの不十分な

腿縫合が確認できたもの 2例，不注意動作が 1例，

許可前の手関節手指同時伸展が 1例であった.明ら

かな原因が不明であったものが2例あり，いずれも

術後経過が良好であった縫合後 7週時の再断裂症例

であった.再断裂後の処置方法は全例吉津 l法によ

る再縫合が行われ，その後に 4例は固定法， 2例は

Kleinert変法による後療法が施行されていた.

3.最終診察時の TAMとStrickland評価(表 4)

TAMは160
0

-270
0 

(平均 226
0

)，%T.品4は62%-

100% (平均 87%)であった.Strickland評価は優 3

例，良 2例，可 1例で，優の l例は固定法後に健剥

離術を追加した症例であり 可の 1例も固定法施行

例であった.

[症例呈示]

26歳男性.ガラスで受傷した国際分類 zoneIIの

右中指屈筋腿断裂に対して 吉津 1法による腿縫合

後に早期自動運動療法を施行した(図 1a，b).後療

法を含め術後経過に問題なく， 6週で背側シーネを

除去した(図 2). 術後 7週時，不注意に車のドア

を聞けてから中指の自動屈曲制限が生じたため(図

3)，ただちに再手術を施行した.術中，再生した腿

鞘を切開すると，断裂した縫合糸とともに FDP腿

の再断裂が認められた(図 4). 断裂!陛を吉津 1法

で再縫合し，術後は悶einert変法による後療法を

施行した. I健剥離術を追加することなく再縫合 26

週後の最終診察時，T.酬は 270
0

，%T.酬は 100%

に回復し， Strickland評価は優で‘あった

[考 察]

屈筋l陛断裂一次修復後の再断裂は 4-30%の発生

率といわれ41 Kleinert法やその変法では 9.5%51，よ

り縫合腿に大きな負荷が加わる早期自動運動療法で

は2.8-9.4%と報告されている 61 本研究における

17年間の再断裂率は 5.4%であり，これら過去の報

告と比較しでも遜色なく 吉津 17去は再断裂の観点

からも，早期自動運動療法が安全に行える優れた縫

合方法といえる.

早期自動運動療法後の再断裂発生時期は術後 10

日頃が大半を占めるといわれているがへ本研究で

は縫合後平均 4.8週， 6 {91) 1*1 4例は 4週以後という

遅発性であった.このように遅発性に再断裂が生じ

る原因として，早期自動運動訓練において認められ

るextrinsichealingが少ない， intrinsic healing中心

の腔癒合自体に問題がある可能性が考えられる 51

また，早期運動療法後の再断裂指に関してKleinert

法では示指 71が，早期自動運動療法では小指針が

図 la 受傷|侍所見

図 lb 術中所見 由主裂孔部で断裂した FDS

!腿を cloubleloopecl suture法で修復し
た後， FDP!陛を吉津 lit.;で、縫合した

図 2 術後 6週i侍の自動伸展 ・廊l曲
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図3 再断裂11寺の自動伸展・屈曲

図4 再手術時の術中所見再生した11建制(矢
印)を切開すると，断裂した縫合糸と

ともに FDP腿の再断裂を認めた.

多いと報告されているが 本研究では有意差をもっ

て中指に多く 認められていた これは他指に比べて

中指が完全屈曲するために長い健滑走距]iifl91や大

きな力 '01を要することに起因していると推測され

る.

再断裂後の処置方法としては放置や!陸移植，関節

固定， 1.世移行などが挙げ、られるが，可能であれば再

縫合することが望ましい 4181 実際，再縫合症例の

60%以上は最終的に優または良の治療成績が獲得さ

れペ本研究においてもIYA剥阿佐討すを要した症例を除

いた 67%の症例が Strickland評価lで良以上であ っ

た.このよう に再断裂後の救済手術であっても， I陛

縫合術が優れた治療成績を獲得できる理由として，

両断裂をきたすまで早期運動療法を行っていた効果

が挙げられる 7) また，本研究において再縫合後に

Kleinert変法を施行した 2例はいずれも Strickland

評価が催であり，少なくとも阻einert変法による

後療法が再縫合後に実施できれば，良好な治療成績

が獲得できる可能性は十分残されていると思われ

る.

[まとめ]

1)吉津 1法による腔縫合後に早期自動運動療法

を施行した手指屈筋腔断裂症例の再断裂発生率は

5.4%であった.

2)再断裂は中指に多く発生していた.

3)全ての再断裂症例は吉津 1法で再縫合され，

最終的な Strickland評価は良以上が 67%であった.

4)再縫合後に少なく ともKleinert変法によ る後

療法が施行できれば，良好な治療成績が獲得できる

可能性がある.
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ZoneIIにおける深指屈筋臆損傷一次修復，早期自動運動

療法後の PIP関節屈曲拘縮の発生要因についての検討‘
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本研究では治療成績の向上を目的に，早期自動運動療法を実施した65例 75指 (33:t15歳)を対象に PIP
関節屈曲拘縮の発生要因を調査した.その要因と しては年齢，損傷指， PIP関節の掌側板損傷，浅指屈筋!健

(FDS)断裂，浮腫，術後3週経過時の PIP関節屈曲拘縮の有無を挙げ， PIP関節屈曲拘縮との関係を調べた.

さらにFDSの断裂部位， FDSの処置法の影響や術後3週経過時以降の PIP関節伸展角度の推移についても

調査した. その結果， PIP関節屈曲拘縮は FDS断裂，浮!毘，術後3週経過時の PIP関節屈曲拘縮の有無が

有意な要因となっており， FDS断裂合併例においては不良群に腔交叉部断裂例が多く，特に FDS切除の書IJ

合が多かった.また PIP関節伸展角度は常に伸展不良群は良好群より劣っていた.従って，早期運動療法を

行う際にはこれらの要因に注意し，早期から徹底して PIP関節の屈曲拘縮の防止に努めるべきである.

を施行した 65例 75指(男性:45例52指，女性:20 

例23指)，平均年齢 35:t15歳 (13-82歳)としたそ

のうち FDPの多数指断裂は， 3指断裂2例， 2指断裂

6仔IJの合計 8例 18指であった.なお治療経過観察期

聞が術後 12週間未満のもの，皮膚の高度挫減合併仔1]，

骨折合併例， 広範囲な靭帯性腿鞘(以下 pulley)の切

除例，再断裂を招いた 5例5指は対象から除外した.

対象のうち浅指屈筋l陛(以下 FDS)断裂の合併は

59指であり， FDS Ilfr裂59指を断裂部位別に分類す

ると近位音1)5指， 裂孔部 20指(両側断裂:16指，

半側断裂 :4指)， !健交文部34指(両側断裂 :29指，

半側断裂 5指)であった.FDSの処置については，

近位部断裂は 5指すべてが縫合されていた 裂孔部

断裂では FDS両側断裂 16指のうち両側縫合 10指，

半側縫合と半側切除 3指，両側切除 3指であり，

FDS半側断裂は 4指のうち縫合 2指，切除2指であ

った.!陸交叉音1)断裂においては， FDS両側断裂29指

のうち両側縫合 23指，半側縫合と半側切除 11旨，
両側切除 5指であり， FDS半側断裂は5指の うち

縫合 4指，切|徐l指であった.挙:側板損傷の合併は

75指中 9指であり，掌側板の修復は 2指に行われて

いた.

[緒言]

手指深指屈筋l陛(以下 FDP)断裂一次修復後の

後療法は，自動屈曲運動に耐えられる腿縫合法が開

発されて以来， 阻einert法に代表される他動屈曲 ・

自動作11展運動療法から早期自動屈曲 ・付l展運動療法

に変遷してきた.著者らは，1993年以降この早期自

動運動療法を導入し，最も治療の難しい zoneIIにお

いても比較的良好な成績を収めてきたが，中には早

期自動運動療法を行ったとしても PIP関節屈d1lf句
縮の遺残例を経験し，満足で、きる成績が得られなか

ったことも事実であった.

これまでに zoneIIにおける FDP断裂修復後の早

期自動運動療法例の成績不良因子についてはいくつ

か報告されてきたが 1)2)山 )5) PIP関節屈曲拘縮例に

着目 して調査 し，その原因や対策を検討した研究は

少ない 本研究では更なる治療成績の向上を目的に

PIP関節屈曲拘縮の発生要因について検討したので

報告する.

[対象と方法1
1. 対象

対象は 1993年から 2012年の 20年間で zon巴IIに

てFDPが完全断裂し，腿縫合後に早期自動運動療法

新潟県北蒲原郡聖能|町諏訪山 997番地
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2.腿縫合法および pulleyの処置

FDPの腿縫合は全指とも Yoshizu1法で縫合 して

おり， FDSの縫合は津下法 (34指)， figure of eight法

(8指)， double looped suture法 (2指)， Yoshizu II 

法 (2指)， Yoshizu 1法 (1指)，Kessler法 (1指)

と様々であり，断裂部位等の基準によ って選択され

たものではなかった Pulleyの処置は腿の滑走障害

となれば切|徐し，最低限A1かA2のいずれかと A4

か C1-A3-C2，C1-A3， A3-C2の組合せのいずれかを

残すように処置していた.

3. 術後セラピィ

全対象に手術翌日より早期自動運動療法を実施し

ていた.術後は背側装具(手関節中間位， MP関節

屈曲 50-600

，PIPおよびDIP関節伸展00

)を装着 し，

他動屈曲保持運動を主体とした自動屈曲運動を 1日

約 4-6セット，自動伸展運動を 1自ら8セット， Duran 

法に基づく他動伸展運動を 1日3-4セット実施した.

運動時以外は， 4指共にゴム牽引またはストラップ

バンドを用いて屈曲位を保持し，夜間は伸縮包帯を

用いて指が抵抗を感じることなく屈曲できる程度の

強さで伸展位を保持した.ゴム牽引あるいはストラ

ップベル トは術後 3-4週間経過時で除去し，背側ス

プリン トは術後 6週間経過した時点に外し，夜間に

限ってさらに 2週間継続した.また術後 6週間経過

時には，残存した屈i油拘縮に対して愛護的な他動矯

正と自動屈曲不足に対するブロッキング運動，軽負

荷のピンチ訓練を開始し その後は徐々に運動強度

を増やした.

4 治療成績の解析

治療成績の評価は，治療最終時の可動域をもとに

Strickland法で評価し，これを総合治療成績と した.

更に 悶einertらによる評価基準 6)の excellent指標

をもとに，治療最終時の PIP関節伸展角度がー15度

以上の場合を伸展良好群ー15度未満の場合を伸展

不良群に分類し，年齢，損傷指，浮腫の有~!\~， PIP 

関節の掌側板損傷の有無， FDS断裂の有無，術後 3

週経過H寺の PIP関節屈曲拘縮の有無の 6要因の影

響について調査した.なお浮腫は術後 3週間以上に

渡って腫れが残存し，かつ拳上によっても軽減せ

ず，圧迫しでも浮l距が窪まない状態を呈していた場

合に浮腫指として分類した.

FDPとFDSの両l腿|断裂例においては， PIP関節

屈刷拘締と FDSの|断裂部位，FDSの処置法の関連

性を調査した. FDS I断裂部位はl陛交文部，裂孔部，

近位部の 3項目に分類し， FDSの処置法は縫合，

切除の 2項目に分類した.なお FDSのー側が非損

傷あるいは縫合したにもかかわらずー側でも切除し

たものは全て切除として分類した.

また{Ijl展良好群と伸展不良群の PIP関節伸展角

度の経過を調査するために，両群の術後 3，6， 8， 

12週経過時及び治療終了時の PIP関節伸展角度を

求め中央値を算出した.

統計処理は， PIP関節屈曲拘縮の発生要因につい

ては多重ロジスティック回帰分析を用いて検討し

た.まず要因の選択作業を平易にするために要因ご

とに 2変量解析を行い， これらの解析で有意水準

25%以上の要因を除外し 残った要因について多重

ロジスティック回帰分析を実施 した. 要因の選択に

は，尤度比検定による変数増加法を用いた.

FDPとFDSの両陛断裂例については， FDS断裂

部位， FDS処置法の影響について調査する目的で

両群の各項目の占める割合を求め， Fisherの正確確

率検定を行った

PIP 関節伸展角度については，経過観察時ごとに

求めた PIP関節付l展角度の中央値を群ごとに経過

観察時間で比較した.統計処理には Friedman検定

を用い，事後検定では Bonferronir去による多重比

較を行った.また各経過観察時における PIP関節

伸展角度を伸展良好群と伸展不良群聞で比較し，統

計処理には Mann-Whitney検定を用いた.各検定の

有意水準はそれぞれ 5%とした なおこれらの統計

処理はIsMSPSS Statistics Base 18を使用した.

[結果]

総合治療成績は， Strickland評価で、excellent45指，

good 19指， fair 9指， poor 2指であり， {EI'展良好併

は51指，不良群は 24指であった.表 1には各群の内

訳を示した.

多重ロジスティック回帰分析の結果， PIP関節屈

曲拘縮の有無に影響する要因として浮腫，FDS断

裂，術後 3週経過時の PIP関節屈曲拘縮の有無が

選択された(モデルピ検定で P<0.001).各要因の

オッズ比は， FDS断裂で 12.36(95%信頼区間 1.04-

146.31) ，浮11重で 10.91(95%信頼区間1.66-71.66)， 

術後 3週経過時の PIP関節屈IHl拘縮で 10.11(95% 

信頼区間 2.59-39.39)であった.各要因の有意性は，

浮腫が P<0.05，FDS断裂が P<0.05，術後 3i11!!経

過時の PIP関節屈l封|拘縮が P<0.001であ った.こ
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表 1 良好群と不良群の内訳 別の損傷指数の割合は有意な差を認め (P<0.05)，

残差分析の結果，伸展不良群は良好群に比べて有意

に腿交叉部断裂が多いことが明らかとなった(表3)

FDS処置法別の損傷指数については，伸展良好群

は縫合 29指，切除 8指，不良群はそれぞれ 15指，

7指であり， FDS処置法の割合は群聞で有意差を認

めなかった (P=0.53). しかし， FDSの断裂部位ご

とに FDS処置法の損傷指数を求めると，腿交叉部

においては伸展良好群では縫合 16指，切除 1指，

不良群ではそれぞれ 11指，6指であり，裂孔部に

おいては伸展良好群では縫合 8指，切|徐7指，不良

群ではそれぞれ 4指， 1指であった.FDS処置法ご

との損傷指数は群聞で有意な差を認め (P<0.05)，

腿交叉部では不良群に FDS切除例が有意に多く，

裂孔部では不良群に FDS切除例は有意に少ないこ

とが明らかとなった(表 4). 

良好t平 不良詳

総指数(指) 51 24 
性男11(指)

男 36 16 
女 15 8 

年齢(歳) 32.4=13.6 39.3=16.8 
手術までの日数(白) 3.i土6 3.3土4.4
掌{目11板損傷(猪) 6 3 
高度の浮煙 (指) つ 8 
損傷指(指)

示指 li 8 
中指 14 3 
3軍指 10 。
小指 10 s 

FDS損傷(指) 3i 22 
多数指断裂(指) 10 8 
指神経断裂(指) 15 10 
両(町l 2 trJ ， 

片側l 15 8 
最終経過観察期間(月) o.4=2.:3 7る土:3.0

のモデルの Hosrner-Lerneshow検定の結果は p=

0.584で適合 していることが示され，予測値と実測

値の~I' IJ別的中率は 81.3%であ った(表 2) .

PIP関節の伸展角度の推移については，付l展良好

群の PIP関節伸展角度は術後 3週時点から治療終了

時まで経時的に改善を示し，特にやl:j後 8週以降に有

意な改善が見られた (P<O.Ol).不良群においては

術後 3週経過時点から治療終了に至るまで改善を示

さなかった (P=0.078) (図 1).経過観察|時ごとの

両群聞の PIP関節の伸展角度の比較で、は，術後 3週

の時点から治療終了までの全期間において，伸展良

好群は不良群よりも有意に高い値を示した (P<O.Ol).

FDPとFDSの両陛断裂例におけ る FDSの断裂

部位とその処置法の影響については， FDS I断裂部

位別に損傷指数を求めると， I陛交文部，裂孔部，近

位部の順に伸展良好群では 17指， 15指， 5指，不

良群では 17指，5指， 0指であり，両群聞の断裂部位

表 2 多重ロジスティック回帰分析の結果

B(係数) 標準誤差 自由度 有意確率 オッズ比
95%信頼区間

下限 上限

FDS損傷 2.51 1.26 0.04 12.36 1.04 146.31 

浮震 2.39 0.96 0.02 10.91 1.66 71.66 
鉾.ji圭3適時のPIP関節屈指拘縮 2.31 0.69 0.001 10.11 2.59 39.39 

定数 -47 1.39 0.001 0.01 

モデルx'袋定 Pく0.001 ト七smer-Lemeshow検定 P=0.584 判JN的中率 81.3%

表 3 FDS断裂部位別の保1M指数

腿交叉~~ 裂孔吉F 近位吉F
良好評 17 15 5 
不良詳 1 i 5 0 

表 4 FDS処置法別の損似指数

腿交文部 裂孔吉F
縫合 切除 縫合 切除

良好評 16 1 8 i 

不良詳 11 6 4 
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{考察]

近年の屈筋腿損傷の治療成績は， 1陛縫合法と術後

セラピィの進歩によりめざま しく向上 している.こ

うした状況の中，更に治療成績を向上させるために

はPIP関節の屈曲拘縮の不良因子を検討 し，その対

策を考案する必要がある.本研究では， zone Ilに

おける FDP断裂修復後の早期自由J運動療法施行例

を対象に PIP関節屈曲拘縮の発生要因を後方視的

に調査した.その結果，FDS断裂の有無，浮腫，

術後 3週経過時の PIP関節屈曲拘縮の有無が PIP

関節の屈曲拘縮の発生要因として明らかになった

FDS断裂に関しては従来から FDS断裂合併例は

FDP単独断裂例よりも治療成績が不良であること

が報告されており 3) 本研究においても伸展不良群 24

指中 22指が FDS断裂合併例で， FDS断裂が PIP関

節の屈曲拘縮に関与 しているこ とが示峻された.ま

た!陛交叉部での FDS断裂は近位部および裂孔部で

の断裂と比較して PIP関節の屈曲拘縮を招きやす

いことが分か った.さらにl陛交文部において FDS

の処置法別に検討すると FDS切除例 7指中 6指が

不良群に含まれており 当該部での FDS切除は

PIP関節の屈曲拘縮をより発生させやすい要因であ

ることが判明した.これらの原因としては，服部ら

が報告したように受傷時や手術時に PIP関節掌側

組織や雌滑動床に侵襲が加わることで PIP関節掌

側での癒着や椴痕化が強まったことや， 1腿鞘Iffl放に

よって PIP関節の掌側ヘ線維芽細胞が侵入したこと

などが考えられた 7) しかし，これらの要因は腿交文

部での FDP単独断裂や PIP関節掌側板損傷例にお

いても言えるものであるが 本研究ではこれらの症

例に PIP関節屈曲拘縮例が少なかったことから，

FDSの断裂そのものが PIP関節屈曲拘縮に強い影

響を与えているものと考えた.またl陛交叉部および

裂孔部での FDS断裂例では，腿紐も同時に損傷さ

れている可能性があり，腿紐損傷も成績不良要因と

して否定できないと考えられた. これまでの報告の

中には腿紐損傷がより強い成績不良要因とするもの

があるが 8) 本研究ではl腔紐損傷の影響については

明確にできなかった.しかし，腿紐損傷による出血

はFDSや PIP関節掌側組織の癒着をより増強させ

るものと推測でき，本研究で結論付けた腿交叉部で

の FDS切|徐は PIP関節の屈曲拘縮の発生要因とな

ることについては， FDS 切除に伴う短l陛紐の侵裂

が大きく影響 している可能性があると考えた.

浮1I重も PIP関i1l'iの屈世|拘縮の有意な要因で、あると

先行研究で報告されており 3) 本研究においても浮

腫は PIP関節の屈曲拘縮の発生要因となっていた

浮腫は皮膚伸展性の低下や周辺組織への線維形成を

促進し，関節周囲組織の短縮や癒着を招く 9) また浮

腫が遷延すると関節周囲組織の短縮や癒着はより増

強し， PIP関節屈rttl拘縮ばかりでなく例l展拘縮も発

生させることが推測できる.実際に，本研究の症例

の中でみられた浮腫例を詳細に検討してみても， PIP 

関節の屈曲・伸展拘縮が発生 しており，この拘縮に

対する早期運動のコン トロールに難渋していた

術後 3週経過時の PIP関節屈曲拘縮の存在に関

しては，不良群においては術後 3週経過時に認めた

PIP関節屈曲拘縮は治療終了時まで残存 していた.
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このことは，不良群のなかには腔交叉部での FDS

断裂例や浮腫例が多く含まれていたことを考慮する

と，これらの症例では PIP関節掌側部の癒着や癒

痕化が強く，早期運動療法の効果が有効に作用しな

かったうえに早期運動後のいかなるセラピィにも抵

抗していたことを示唆していると考え られた また

数例ではあるが，術後 8週以降に屈曲拘縮が出現し

た症例も見られたが，これは術後早期に伸展角度が

良好であ った としても腿細胞が成熟するまで 10)

あるいは関節周囲組織の炎症が沈静するまでは経時

的に可動域が低下する可能性がある ことを意|床して

いると考えた. 一方，良好群の症例においても術後

3週経過時に PIP関節の屈曲拘縮を生じていたもの

が数例いたが，これらは FDSの非損傷例，近位部

や裂孔部での FDS断裂例であったためか，後療法

によ って容易に拘縮を解離できたものと推測した.

年齢や損傷指の要因は，本研究では成績不良要因

として認めなかった.この結果は，過去に著者らの

研究グループが報告 した もの 1)2)に反するものと想

定でき るが，本研究は PIP関節の屈曲拘縮に着目

した ものであり，総自動可動域の成績を示したこれ

までの研究とは着目点が異なるこ とがその理由と考

えた.損傷指に関しては 従来から小指の FDP損

傷の治療成績は不良であると報告されており 1)4)

本研究においても伸展不良群の小指損傷例 8指全て

が 30度以上の強い屈曲拘縮を呈していた.しかし，

本研究では屈曲拘縮角度を比率尺度として採用しな

い手法のために損傷指が有意な要因として検出でき

なかったものと考えた.

以上のことより ，特に腿交叉部での FDS損傷合

併例に対しては，p円IPロ関l母l節掌側の病拡;

に手術侵襲を必要最小限に留めると共に十分な止血

が重要でで、あり'また術後のハンドセラピィの際には

PIP関節の自動および他動例l展訓練の頻度を増や

し，屈曲拘織をより積極的に予防することが重要で

あると考えた.具体的にはハンドセラピス 卜の監視

下にない場合の自己リハビリにおける自動伸展訓練

でも確実に完全伸展させるようセラピストによる指

導や背側装具の調整を前も って行い，必要に応じて

早期から伸展スプリン トを導入する必要がある.ま

た早期から浮胞の管理を徹底 し，遷延する浮!J重に対

しては薬物療法，物理療法などの浮腫のコント ロー

ルを導入すべきである.

本研究では PIP関節屈I}J]拘縮に関する種々の不

良要因を示 したが，その他にも不良要因としてj陸鞘

処置，軟部組織の損傷状態，後療法の方法，医師や

ハンドセラピストの技術など様々なものが考えられ

る.今後更に症例を積み重ね，これらの影響を含め

て改善策を検討する必要がある.

[まとめ]

本研究では， zone IIにおける FDP修復後，早期

自動運動療法を実施した 65例 75指を対象にPIP関

節屈曲拘縮の発生要因を検討した.その要因として

浮腫， 1陛交叉部における FDS断裂，術後 3週経過

時での屈曲拘縮の存在が挙げられ， 1.腔交叉音1)での

FDS断裂においては不良群に FDS切除例が有意に

多かった.一旦発生 した PIP関節屈曲拘縮は改善

が得られにくいことから，早期から浮腫をコントロ

ールし，徹底 した PIP関節屈曲拘縮の防止に努め

るべきである目
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手指 PIP関節内骨折の手術的治療の経験
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手指 PIP関節内骨折に対し手術的治療を行った 20例 20指について，その術式と成績を検討した.症例は，

男性 15例，女性 5例， 受傷時年齢は平均 35歳 (15から 67歳)，骨折型は Shenck分類にて 101例，2A 1例，

3A 3例， 3B 1仔11.3D 2例， 4A 2例， Pilon型骨折 7例， 基節骨片側頼部骨折 3例であった.手術ま での待

機期間は，平均 13日 (1から 90日)，経過観察期間は，平均 5.2か月 (2から 10か月)であった.手術方法は，

経皮的または観血的に pull-outwire， Kirschner wire，スクリ ユー， プレート ，DDA創外固定器を使用 し， 各々

を併用したものもあった.全例に骨癒合を認め， Stricklandの評価法にて Excellent11例，Good 6 {ylJ， Fair 

1例，Poor 2仔1]， 最終診察時の PIP関節の可動域は，平均伸展 _8
0

屈曲 91
0

，DIP関節は，平均伸展 ー1
0

屈曲

64
0

であった.骨折部の陥没や粉砕が重篤な場合は atraumaticな骨片整復と DDA創外固定器の使用が有用

であると考えられた

はイメージ下に Hintringer法 2)または骨折部より

K-wire (Kirschner wire) にて可及的に整復を行い

ピンニングのみ 6例 (PIP関節固定ピン併用 2例，

ブロックピン{汗用 2例)，pull-out wire 4例 (PIP関

節固定ピン併用 2WIJl，ピンニング+pull-out wire 1 

例(ブロ ックピン併用2例) スク リュー固定5例(ピ

ンニング併用 1例)，プレー ト+スクリュー固定 1

例，倉1)外固定 DDA2(Dynamic Distraction Appara-

tus) +ピンニング 3例であった.人工骨移植を行

ったものは症例 14のみであ り， 他に自家骨や人工

骨移植が適応となる症例もあったが，できる限り手

術による骨折部の侵裂を避けるため骨移植を行わず

atraumaticな手術を行った.術後後療法は，可動的

創外固定器使用を含め外固定を行っていない症例に

ついては， 1週間以内に自動的可動域訓練を開始し，

必要に応じて他動的可動域訓練を加えていった. 外

固定を行った症例でも， リハビリ時に外固定を外 し

1週間以内に積極的に 自動的可動域訓練を行い，他

動的可動域訓練も加えてい った.最終経過時の PIP

関節と DIP関節の屈曲可動域の総和から伸展不足

可動域の総手[iを減算する Stricklandの評価法 3)に準

じて評価を行い， 150
0

以上 を Excellent，120。以上

150
0

未満を Good，90
0

以上 120
0

未満を Fair，90
0

未満

を Poorと分類 し，手術時年齢，関節面に占める遊離

[緒言]

手術的治療を必要とする不安定な手指 PIP関節

内骨折は，時に治療に難渋し最終的に可動域制限を

残すものもある.手指 PIP関節内骨折に対 して様々

な手術的治療が試みられているが，各々の骨折型に

対する明確な治療方針は得られていない.著者 ら

は，手指 PIP関節内骨折に対して種々の手術的治

療を試みてきたので， その術式と成績について検討

し成績不良因子と各々の骨折型に適した手術法を文

献的考察を加え報告する.

[対象と方法]

対象は2006年より手指 PIP関節内骨折に対 し手

術的治療を行った 20例 20指で，男性 15例，女性

5例，受傷時年齢は平均 35歳 (15から 67歳). 受

傷指は，示指 1例，中指2例，環指9仔1]，小指 8{JIJ， 
受傷原因は，スポーツ 10例，転倒 5例， 交通事故

4例， 労災 1WIJだった. 手術までの待機期聞は，平

均 13日 (1から90日)，経過観察期間は，平均 5.2か

月 (2から 10か月)であった.骨折型は Shenck分

類 1)にて 101例，2A 1 {JI]， 3A 3例. 38 1仔1]， 3D 

2例， 4A 2例，Pilon型骨折 7例， 基節骨片側頼部

骨折 3仔1)であった.手術方法は，全例伝達麻酔下に

経皮的または観血的に，関節面の陥没骨折について

高知県高知市九反田 2番 14号干780-0832

-109-
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表 1 症例一覧

症例 年齢 患指 受傷原因
手術待機

骨折型
関節団骨片 関節面

手術法
術後固定 DlP関節 PIP関節

術後成績
期間(8) 割合(%) 遊離骨片数 期間(日) Ror'叶(度) ROM(度)

3日 左3量指 }¥イク転倒 3 3D 30 PW+因 21 0170 15/90 間口d

21 54 左小指 ソフトボール 6 4A 45 2 PW+K+ B 。 0/80 ー10/90 excellent 

31 17 右小ta ハレー 2 10 10 PW+国 24 0/80 0/90 excellent 

41 25 左不指 ハレー 17 片側頼部 50 s 。 01日O -20/1∞ excellent 
51 16 右小指 ハレー 5 Pilon 100 3 |く 7 01日O 0/100 excellent 

61 60 左3景ta 転倒 25 3B 40 K+B 。 0170 0/90 excellent 

71 26 右小指 フットサル 7 Pilon 80 3 S+Iく 7 0/55 0/90 gQod 

日 30 左3景指 野球 9 3A 40 K 14 01目。 0/100 excellent 

91 67 右環f旨 転倒 9 2A 20 K+固 16 0/60 0/90 excellent 

10 5日 左環指 事li5吾 4 4A 目。 5以上 1く+日 23 0/40 -30/70 日コor

11 21 左小指 ハレー 6 Pilon 80 2 K+困 24 。140 0/90 四 od

12 15 左3量指 空手 90 片側果首都 40 1 S 21 。/日O 0/90 excellent 

13 1日 左中指 転 倒 10 片f~.11頼部 50 S 16 0/80 。1100 excellent 

14 46 右3景指 草のドア 9 Pilon 100 3 PL+S 14 0/50 -10/90 good 

15 40 左中指 転{号I1 10 3A 30 S 11 01目。 一10/100 excel恰nt

16 32 右環指 }¥イク車iifjll 29 3A 30 5以上 PW 21 0/40 -201日5 fair 

17 61 左小指 バイク転f~11 12 Pilon 100 5以上 DDA+K 。 0/24 -401日6 r:oor 
18 29 と~'.羽E毛 tほ8 パレー 5 Pilon 50 DDA+K 。 18/60 0194 問。d

19 17 右小指 ソフトボール 12 3D 25 PW 15 0/80 0/90 excellent 

20 35 左小指 転倒 6 Pilon 100 4 DDA+Iく 。 0/60 0/85 回コod

|く:K-wi但 PW:Pull-out wire S: SCIBW PL: Plate DDA: DDAll 固:PIP関節固定ピン併用 B:Blockピン併用

骨片の割合，関節内の遊mfr骨片数，術後固定期間に

ついて比較検討した. 手術時年齢，関節聞に占める

遊離骨片の割合，術後固定期間 と最終経過時の

TAM (DIP+ PIP) との相関関係については Peason

の相関係数検定 (P<0.05) を行った.

[結果]

全例に骨癒合を認めた.最終診察i侍の PIP関節

の可動域は，平均伸展 _80 (-40_0
0

)，平均屈曲 91。

(70-100
0

)， OIP関節は，平均{Ifl展 1
0

(-18-0
0

)，平

均屈曲 64
0

(24-80
0

) であ った Stricklandの評価

法にて Excellent11例， Good 6仔1]， Fair 1例，Poor 

2例であった(表 1)

手術時年齢，関節面に占める遊離骨片の割合，術

後固定期間と最終経過時の TAM(OIP+ PIP) との

相関関係については，手術時年齢にて魚の相関が認

められたが，関節而に占める遊離骨片の剖合と術後

固定期間は，相聞が認められなかっ た (図 1)(図 2)

(図 3). しかし ， 関節面に占める遊:!if~骨片の割合と

TAMとの聞に相聞は認めなかったが，関節内の遊

離骨片数と関連させると，粉砕の程度が重篤すなわ

ち関節内の遊離骨片の割合が高くかっ遊離骨片の数

が多数である症例 (10，17)で著明な可動域制|恨の

遺残が認められた(表 1). 

[症例提示]

症例 2:54歳男性，ソフトボール中にボールをと

った際左小指が背屈強制されて受傷.X線， crに

て中節骨 PIP関節内掌側の陥没骨片を有する骨折

lAM:DIP ・PIP(度)

却 下一一 一一一一一一一一
1船十一一一一..

i ・・ ・1印 J …一円一三~隆 一一一一一一一一一 。--.-_._-_..._.... … 1 …ー←一一.-...~示-了干 ママム y: -0.9567x + 180.52 

1.10 .j一一一一一一_.._~-烹会~-一一一一一一 二一一一 R': 0.2686 .T .___._、、 r=-O.51823
120十一一i … ー で'--<マ一一一一一

1凹ム一一一一一一一金一一一一一一一一一一一一一
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図3 術後固定期間と経過l侍T品 4

と軽度の PIP関節背側脱臼を認めた 手術は掌側

アプローチにて骨片を整復し， pull-out wireと2本

の0.7mmK-wireにて骨片の固定を行い， 7LT側脱臼

傾向があったため， 背側ブロ ックピンを挿入した.

術後 3週でブロックピンを抜去，4週後に抜釘を行

った.術後 5か月の X線で骨癒合が認め られ脱臼

や関節の著明な不適合性は認め られなかった 可動

域は DIP関節伸展 O。屈曲 800PIP関節伸展-10。屈曲

900

であり，評価は excellentであった(図 4).

症例10:58歳男性，階段より転落し左環指を受傷.

X線， crにて中節骨 PIP関節内の広範囲の粉砕陥

没骨片を有する骨折と軽度の PIP関節背側脱臼を

認めた.手術は Hintringer法に準じて陥没骨片を整

復し，整復 した骨片が転位しないように，O.7mmK-

wire 3本を関節面のやや遠位に経皮的に平行に刺入

固定した.1.0mmK-wireにて PIP関節を 3週間固

定した後，可動域訓練を行った術後3か月経過時

のX線にて骨癒合が認められ脱臼も認められなかっ

たが， PIP関節の不適合性が認められた.可動域は

DIP関節伸展 O。屈曲 400PIP関節伸展 30。屈曲 70
0

であり ，評価は poorであった(図5).

症例 17: 61歳女性，バイクにて転倒し左小指を

受傷.x線にて中節骨 PIP関節内の広範囲の粉砕陥

没骨片を有する骨折を認めた 手術は背側正中縦切

聞のアプローチにて Hintringer法に準 じて陥没骨

片を整復した後， 1.0mm K-wir巴2本で骨片の固定を

行った.その後 DDA2を装着 した.術後直ち に自

動可動域訓練を行った.術後 3週間で倉IJ外固定を除

図 4 症例 2:a受傷H寺 b受傷11寺CT ci*ii直後 d術後5か月

図 5 症例 10・a受傷H寺 b受傷H寺CT c 術直後 d術後3か月
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図 6 症例 17:a受傷時 b術直後 c術後 10か月

図7 症例 20:a受傷時 b術直後 c抜釘時 d術後8か月

去 し，術後 2.5か月で抜釘と掌側の骨腕切|徐を行っ

た.術後 10か月経過時の X線で骨癒合が認められ

脱臼も認められなかったが， PIP関節の不適合性と

関節症変化が認められた 可動域は DIP関節例l展

。。屈曲 240PIP関節何l展 -40。屈曲86。であり，評価

はpoorであった(図 6).

症例 20:35歳女性，仕事中転倒し左小指を受傷.

X線にて中節骨 PIP関節内の広範囲の粉砕陥没骨片

を有する骨折を認めた.手術は，経皮的に 1.0mmK

wlreにて骨折部を整復し， 0.7mmK-wire 2本にて固

定した.その後 DDA2を設置 し，術後直ちに自動

可動域訓練を開始 した. 5週間後に K-wireを抜去，

6週間後に創外固定器の抜去を行った.術後 8か月

経過時， X線上骨癒合が認められJJ見臼と関節の著明

な不適合性も認められなかった可動域は DIP関節

イ111展O。屈11[1600PIP 関節付l展 O。屈曲目。であり，評

価は gooclであった(図 7). 

[考 察l
PIP関節内骨折の手術的治療においては，亜ml臼

残存例の予後は不良で、'同心円状の関節整復が重要

であり， このためには中節骨基部掌側の骨性支持の

修復 ・再建が重要とされている 4) 関節面の正確な

整復については，臨床上重要ではなく，損傷関節の

早期運動については， 3-4週間固定してからでも可

動域は早期運動群と変りなく回復するといういくつ

かの報告がある 4) 今回著者らの症例においてもや11
後固定期間と T釧 の聞に相関関係はみられず，外

固定中も リハビリ時は外固定を外し， 1週間以内に

可動域訓練を行っていることが影響しているかもし

れない.著者らの症例において術後 PIP関節の亜

脱臼を来 したものはなかったが，症例 10，17の様

に経過時X線にて PIP関節の同心円状の関節整復

が得られていないものは結果的に重度の可動域制限

を呈していた.また，症{ylJ2， 20の様に経過時 X

線にて PIP関節の一部の陥凹は認められたが同心

円状の関節整復が得られていたものは可動域が良好

であった.

陥没骨片を伴った手指 PIPIU'J節内骨折の観血的整

復術の予後決定因子として，木野らは受傷から手術

η
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までの経過期間，手術術式， atraumaticな手技，患

者の年齢等を挙げ 50歳以上の術後の可動域が不良

であったと報告している 5) また，浜田らは DDA
を使用した症例で成績不良例の特徴と して，既に手

術を受けていた例，陥没や粉砕の強い例で直視下整

復の際骨移植，内固定力の不足があった例， DDA2 
の装着期間が短かった例，背側脱臼で伸展制限を設

けた例の伸展制限を挙げている 6) 著者らの症例で

は，高年齢および粉砕の程度が重篤である症例で著

明な可動域制限の遺残が認められた.症例 17では

DDAの装着は 3週間と短く，掌側骨片の整復も不

十分で、あり可動域制限の遺残に関係していると考え

られた.また，各手術法について.石田らは， PIP 

関節背側脱臼骨折において伸展ブロックを行った症

例は成績が良好であったが，陥没骨折があり観JIJl的

整復固定術(以下 O悶F)を行った症例の中に成績

不良例がみられたと報告している 7) 中村らも不安

定型 PIP関節内骨折において新鮮例に Hintringer

法+伸展ブロックピンニングを行い良好な成績を報

告 している 8) 鈴木らは， PIP関節背側脱臼骨折の

刺|圧型損傷において O悶F群の方が PRTS(P&R 

Traction System)群より成績が劣っており， 0則F

群では関節面の整復状態は PRTS群よりも良好であ

ったにもかかわらず，関節症変化がより顕著であっ

たと報告している.そして ORIFの治療成績は術者

の技量に依存し，より atraumaticな手技が必要で

ある一方， PRTS法は手技も容易であり術後成績が

術者の技量に左右されることがないことを指摘して
いる 9)

今回著者らが経験した比較的骨片の大きい基節骨

片側頼部の骨折や中f!fi骨底部の掌側骨片の損傷の程

度がl陸度な Shenck分類の 1-2につ いては K-wire

または pull-outwireによる骨片の固定に K-wireに

よる一時的な PIP関節固定で良好な可動域が得ら

れた. Shenck分類 3については，骨片の状態に応

じて K-wire，pull-out wire，スクリユーにて骨片の

固定を行い，陳旧例だった 1f11Jを除いて良好な可動

域が得られた. 4Aの2症例については，高年齢で、

粉砕が重篤な症例 10で可動域が不良であり，掌側

骨片と陥没骨片の整復が不十分であったが手技的な

限界もあった.一期的な骨il次骨移植も考慮された ，1)

が，高年齢，骨折部の粉砕が重篤なため困難である

と考えられた.Pilon型骨折については，粉砕骨片

が比較的大きくプレー トや K-wire，スクリュ ーに

よる固定が可能なものに対しては各々の骨折の状態

に応じた固定を行い，粉砕骨片の固定が困難な場合

には可動式創外固定器である DDA2を使用し 2本

のK-wireにて補助的に骨片の固定を行い，比較的

良好な成績であった.岩城らも DDAを使用するこ

とで整復位保持も銅線 2本で十分得られ，早期運動

を行っても支障は生じなかったと報告している 10)

以上より手術治療上問題となるのは骨折部の陥没

や粉砕が重篤な場合であり，骨片の整復は出来る限

り術者の技量に依存する O悶Fを避け， Hintringer 

法のような atraumaticな方法を行い，術者の技量

にあまり 左右されない DDA2のような可動式創外

固定器を使用することがより良い成績につながるの

ではなし、かと考えられた. しかし高年齢の場合はい

ずれの手術法においても限界があると考えられた.

今回の著者らの研究では 各骨折型および各手術

の症例数が十分でなく統計学的な比較が困難であ

り，より症例数を重ねる必要があった.またi観察期

間が平均 5.2か月と短期であり，術後の PIP関節の

関節症変化を論じるにはより長期の観察が必要にな

るであろう.

[まとめ]

1. 手指 PIP関節内骨折に手術的治療を行った治

療成績及び成績不良因子とその対策について検討し

た.

2 治療成績は excellent11 fylJ， good 6例と概ね

良好であり，全例に骨癒合が得られた.

3. 成績不良因子としては，手術時高年齢，骨'折

部の陥没や粉砕が重篤な症例が挙げられた.

4. 骨折部の陥没や粉砕が重篤な症例では， atrau-

maticな骨片整復と DDA2倉IJ外固定器の使用が有用

であると考えられた.
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当院における指皮弁術後の PIP関節拘縮について
かやかベまさとも

加家壁正知**白井隆之**
きとし

1ft * * ， 小平
むらなかひでゆき

村中秀行ホド福本恵三**
かんのゆり

菅野百合*
awj 

締山、一ι
当院で施行した指皮弁症例を集計 し 術後 PIP関節可動域について検討した.対象は外傷で指尖・指掌側

部に皮弁形成術を行なった 94例 102指. PIP関節角度を集計し，術式別，指別，評価時期別に比較し，伸

展制限発生率について性別，受傷側，年齢，手術までの期間の検定をした 術式は obliquetriangular flap， 

神経血管柄島状掌側前進皮弁，逆行性指動脈島状皮弁，指交差皮弁，母指球皮弁であった. 102指の平均

PIP関節伸展角度 _5.4
0

，屈曲角度 93.4。であり，良好な結果であった.術式別，指別，評価時期別で PIP関

節可動角度に統計学的有意差はなかったが， PIP関節屈曲角度は経時的に改善する傾向にあり，伸展角度で

はその傾向はなかった PIP関節伸展制限の発生率に，性別のみ有意差があった.年齢の高い症例，手術ま

で2週間以上要 した症例にも PIP関節{I:jl展制限を発生しやすい傾向があった.

[結果1
102指の術式の内訳は， oblique triangular flap 51 

指(平均年齢 40.9歳)，神経血管柄付鳥状掌側前進

皮弁(以下，掌側前進皮弁)23指(平均年齢44.4歳)，

逆行性指動脈島状皮弁(以下，逆行性皮弁)19指(平

均年齢40.7歳入指交差皮弁 6指(平均年齢36.8歳)，

母指球皮弁 3指(平均年齢 32.3歳)であった 102指

の平均 PIP関節伸展角度は _5.4
0

(-34-0
0

)，平均 PIP

関節屈曲l角度 93.4
0

(60-120
0

) で概ね良好な結果で

あった.

術式別 PIP関節可動角度は， oblique triangular flap 

伸展角度/屈曲角度 _4
0

/94.2
0

，掌側前進皮弁ー7.5
0

/

91.3
0

，逆行性皮弁ー7.6
0

/92.2
0

，指交差皮弁ー2.5
0

/98.4
0

，

母指球皮弁 _4.7
0

/101
0

であった(表 1).術式問の各

角度に有意差はなかった.

指別の PIP関節可動角度は，示指伸展角度/屈曲

角度_4.5
0

/94.5
0

，r-Iコ指_6.3
0

/94.8
0 

，環指ー5.8
0

/92.8
0

，

小指 -2.9
0

/84.5。であった(表 2).指聞に統計学的有

意差はなかったが， 小指の可動域，屈曲が不良であ

る傾向があった.

対象を PIP関節角度評価時期で 3群に分けた.術

後 3か月以内群 23指，術後 3-6か月君f45指，術後

6か月以上j:tf34指であった.評価Ii時期別の PIP可動

の場合を有意差ありとした.[緒言]

指の皮府11吹部組織欠損を伴う外傷に，皮弁形成術

は頻用されている.指に対する局所皮弁術後には

PIP関節拘縮をしばしば経験し，教科書にも指摘さ

れているけ合併症である. しかし，皮弁術後の PIP

関節可動域の詳細を報告するものが少ないため，当

院で施行した症例を集計し，検討した.

[対象と方法]

2007年 1月から 2012年 6月に外傷により指尖 ・

指掌側に局所皮弁形成術を行なった症例のうち，母

指症例と骨折合併症例を|徐いた 94例 102指を対象

とした 2指同時 6例と 3指同時 1例を含む男 83

例 91指，女 11例 11指，手術時平均年齢 41.3歳 (13

-75歳).右 50例目指，左 44例 47指，示指 31指，

中指 36指，環指 28指，小指 7指， 受傷から手術ま

での平均期間 10日(当日 -49日)，平均術後経過観

察期聞は 163日 (43-877日)であった.

術式と手術指の PIP関節可動角度，その評価時

期を診療録より調査し，術式別 ・指別 ・評{illi時期別

の PIP関節伸展角度 ・屈曲角度を集計・比;11交した

また， PIP関節何!展制限の発生率について，性別・

受傷側別・年齢別 ・手術までの期間別に検討 した.

統計学的解析には Mann-Whitney検定， 1くJ'uskal-
Wallis検定および χ2検定を用い， P {直が 0.05未満

!t.i玉県東松山市石橋 1721

115 -

'支Jlli日 2013/11/09
ホ}奇玉成T&会病院 形成外科 'T355-0072 
**J奇玉成志会病院 ・}奇王手外科研究所
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表 1 術式別 伸展制限の性別比較
イ申展角度

Obli申 etriangular Aap 4
0 

;it{則前進皮弁 7.5
0 

逆行性皮弁 7.6
0 

指交叉皮弁 -2.5
0 

母指球皮弁 4.7" 

屈曲角度

94.2
0 

91.3
0 

92.2
0 

98.4
0 

101
0 

可動場

90.2
0 

83.8
0 

84.6
0 

95.9
0 

96.3
0 

100 
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20 

とム五重差益旦
pく0.05

各術式の各角度に有意差管し 10 

表 2 指別

伸 展角度 屈曲角度 可!I!1J域

示指 4.5' 94.5' 90.0' 

中指 -6.3' 94.8
0 

88.5' 

環指 ー5.8' 92.8' 87 O' 

小指 2.9' 84.5' 81.6' 

各j旨の各角度に有意;差無し

表 3 評価|時期別

イ申展角度 屈曲角度 可i}Jl或

術後31J月以内 -4.6' 89 O' 85.4
0 

術後3~6ヌ】月 5.7" 93.5' 87.8' 

術後6"月以上 -5.5
0 

96.4' 90.9' 

名群の各角度に有意差値し

角度は，術後 3か月以内群伸展角度/屈曲角度 _4.60

/

89
0
，術後 3-6か月若手-5.7"/93.5"，術後 6か月以上群

5.5" /96.4。であった(表 3)0各鮮の各角度に統計学

的有意差はなかったが， PIP関節屈rJ11角度は経時的

に改善する傾向にあるが 伸鹿角度は時間経過に関

係しないように思われた.

PIP関節伸展角度に関係する因子を調査した

PIP関節伸展角度 O。未満を{lll展制限のある症例と

し，その発生率を性別 ・受傷側別 ・年齢別 ・手術ま

での期間別に検討した.PIP関節伸展角度 O。未満

だったのは，対象中 36例 41指で，全体の伸展制限

発生率は 40.2%だった

性別で男 91指の PIP関節平均や1:1展角度は _5.2
0

で

伸展制限発生率 34.4%に対し 女 11指は 10.1
0
，

63.6%で統計学的検討に有意差を認めた(図 1).受

傷iHlI別で右 55指の伸展角度/発生率 4.6
0
/32%，左

47指 6.3
0
/45.5%に差は認めなかった(図 2).

。
男

PIP関節平均伸展角度 -5.2・
土標準偏差 :t8.12 

図 1 性別

女

10.5・
:t 11.20 

伸展制限の受傷側別比較
100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

|円吋Jrp度|
右

-4.6・
::t:8.63 

図2 受傷側別

左

-6.3' 

:t8.58 

n.s 有意差立し

対象を年齢の若い順から 3群に分けて，件l展角度/

発生率をみると平均年齢が 25.9歳 (13-32歳)の

A群は -3.1
0
/23.5%，平均年齢 40.3歳 (34-46歳)

のB群は 5.1
0
/37.1%，平均年齢 57.9歳 (47-75歳)

のC群はー7.8
0
/51.5%であった(図 3).どの群聞も

統計学的有意差は認められなかったが， PIP関節伸

展角度も， i~l展制限発生率も年齢が高くなるにつれ

悪くなる印象であった

手術までの期間別に 3日以内の併， 4-14日の群，

15日以上の群に分けて PIP関節平均伸展角度/{申展

制限発生率をみると，それぞれ -3.8
0
/26.7%，ー5.6

0
/

31.9%，ー7
0
/63.6%となり，どの野間でも有意差は認

められなかった (~1 4) しかし，受傷から手術まで

に2週間以上経過すると伸展制限発生率が高くなる

印象があった.
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当院における指皮弁術後の PIP関節拘縮について

伸展制限の年齢別比較
田

町

田

市

回

目

岨

却

却

叩

n.s 有意若年し

n.s 

A群
〈平均4:ii25.9由

C群
(平均.Ç.ê~57 .9Î却

8群
〈平均年齢40，:}段〉

図 3 年齢別

伸展制限の手術までの期間別比較
100 

90 

80 

70 

60 

so 
40 

30 

20 

10 。
3白以内

n.s. n.S 有意差なし

4-148 15目以上

図 4 手術までの期間i別

[考 察]

指尖・指掌側部の皮膚軟部組織欠損に対する皮弁

の選択は，創の状態，患者の年齢，性別，職種，治

療期間や整容面などから患者の希望も踏まえて決定

している 皮府の性状が欠損音1¥のそれに近く， 一度

の手術で消む， oblique triangular flapや掌側前進皮

弁，逆行性皮弁を好んで選択し，欠損部の大きさに

応じて使い分ける 2)ことが多かった.指交差j支弁

や母指球皮弁は，多数指症例に同時に施行されてい

た

母指Jjド皮弁は PIP関節強制屈[111の指位を 10-14

日間要するため， PIP関節可動域に障害が残ると予

想していたが，反して良好な結果であった.また，

指交差皮弁の成績も良好であった.これは術式選択

|時に，より若い症例を選んだためだけでなく， PIP 

関節周囲に椴痕を形成しないためと考えられた.

PIP関節周囲に癒痕を形成する掌側前進皮弁の成績

の方が思かったが，掌側j'jijJ11[皮弁を 15mm以上に，

過度に移動させると， PIP関節をl程度屈曲位にせざ

765 

るを得ないため，屈曲拘縮を起こす症例があること

は以前より指摘されている 3) 掌側前進皮弁の PIP

関節可動角度については癒痕の量と，関節にかかる

緊張が影響すると考えているが，より綴痕の量も緊

張も少ない逆行性皮弁の成績と同程度(約 84
0

) であ

ったことから， 他報告との比較ができなかったが，

悪くない結果であると考えた.

辻ら4)は逆行性皮弁術後の PIP関節平均可動域が

伸展ー70

，屈曲 90.7。と報告し，筆者らの結果と同様

であった.逆行性皮弁と同じく PIP関節片側に綴

痕を形成する obliquetriangular flapの結果の方が良

好であった.oblique triangular falpは，基節部で皮

弁を挙上する逆行性皮弁に比べ， PIP関節より中枢

で静脈環流の障害やうつ血，浮腫を停滞させる部分

が少ないため，良好な結果が出たと考えた.

指別の比較で，小指の屈曲角度が不良なのは，屈

曲力が弱L、ためだけでなく，指長が短い分，術後の

浮腫による掌側皮脂軟部組織の厚さが相対的に大き

く， PIP関節の屈曲l運動を阻害したと考えた.屈曲

しにくい為，伸展位が保たれ，伸展角度が良好だっ

たのではないかと思われた.小指では他指に比べ，

屈曲運動の リハビリを促す方が良いと考える.

術後， PIP関節の屈曲角度が経時的に改善してい

く傾向があるのに， イ111展角度では改蓄を認めなかっ

た. PIP関節の伸展制限の予防が重要である.伸展

制限発生の因子を検討 した結果，有意、差を認めたの

は性別で，女性であることだが，年齢の高い患者，

手術までに 2週間以上経過した症例でも何l展制限を

起こしやすし、傾向にあった.

これらの症例を l二1"心に，休日前外傷指の PIP関節

運動で術前拘縮を予防し 術直後に皮弁の過剰な移

動を代償するために PIP関節を屈曲位にしなけれ

ばならないj支弁(指交差皮弁と母指球皮弁は例外)

は避ける.術後 1)ハビリを行なう l時に PIP関節屈

曲だけでなく {Ill展運動も指導する 例l展制限を認め

た場合は， 早期に{qJ鹿装具を考慮する.以上のこと

に留意することで，イ111展角度がさらに改善できるの

ではないかと考えられた.

[まとめ]

外傷指に対する指局所皮弁形成術を行なった 102

指の PIP関節運動角度を検討した.間仕11.伸展角

度とも良好な結果であった.PIP関節屈illJ:lilJ限は経

時的に改善する傾向にあったが，付I展制限にはその
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766 当院における指皮弁術後の PIP関節拘縮について

ような傾向は認めなかった.
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スポーツによる近位指節間 (PIP)関節損傷の疫学的特徴を調査 し，機能的予後について新鮮例と陳旧例

に分けて比較検討を行った.3か月以上の経過観察が可能であった 51例 52指を対象とし，疫学的特徴と し

て損傷指，損傷様式，原因スポーツ，受傷から治療開始までの期間，治療法を，機能的予後として PIP関節

の関節可動域と石田の基準による臨床成績を検討した.機能的予後は，受傷から治療開始までの期間を 3週

未満 (A群)， 3週以上 (C群)の 2郡に分けて比較した スポーツにおける PIP関節損傷の疫学的特徴と

して，ボールを素手で扱うスポーツを行う選手の環 ・小指に多く ，受傷から治療開始までの期間は長い傾向

にあった.A群の臨床成績は C群より良好で、あり，受傷早期から適切な治療を開始することが，良好な機能

的予後に関係することが分かった.予防のためのテーピング， 受傷時の早期受診，適切な初期治療など，選

手やコーチのみならず医療従事者をも含めた啓発活動が重要と考えられた.

[結 果]

受傷指の内訳は，示指 12指.中指6指， 環指5指，

小指29指で，尺側指が全体の3分の2を占めていた.

損傷様式は，関節i内骨折 18指(部分関節内骨折 14

指，完全関節内骨折 4指)，脱臼骨折 27指(部分関

節内骨折 23指， 完全関節内骨折 4指)，側副靭帯損

傷 3指，掌側板損傷 4指であった.原因となったス

ポーツは，バスケットボール 12指(中指 l指，環指:

l指.小指 10指)，野球・ソフトボール 11指(示

指 5指，中指 3指，環指 2指，小指 1指)，バレー

ボール8指(示指 1指，小指7指)，サッカー7指(示

指 3指，中指 1指，環指 1指，小指 2指)，ラグビ

ー5指(示指 1指，中指 1指，小指 3指)， ドッジ

ボール 3指(示指 1指，小指 2指)，空手 3指(環

指 1指，小指針旨)，体操 2指(小指 2指)，合気道

1指(示指 l指)であり 主として手でボールを抱

うスポーツが 39指と全体の 4分の 3を占めていた

受傷から治療開始までの期間は 1-288週，中央値 1

週であった.A若手と C群の内訳について表 1に示す

(表 1). A群と C群に，年齢 ・受傷指 ・骨折型に大

きな偏りは見られなかった.また， c前:のうち当院

を受診する前に手外科を専門としない他の医療機関

を受診していたものが 5指あった 最終経過観察時

の平均 ROMは，全体では伸展ー14.80(_650 -50)，屈

[緒 言]

近位指節間 (PIP)関節損傷はスポーツ活動にお

いて頻発するが，治療開始が遅れがちでしばしば治

療に難渋する 1)2)3) 本研究の目的は，スポーツに起

因した PIP関節損傷の疫学的特徴を調査し，新鮮

例と|凍旧例に分けて機能的予後についての比較検討

を行うことである.

[対象と方法]

対象症例は， 2000年 1月から 2012年9月までに

受診した，スポーツによる PIP関節損傷例のうち，

3か月以上の経過観察が可能であった 51例 52指と

した 性別は男性 36例，女性 15例で，受傷時平均

年齢は 25歳 (11-43歳)，平均経過観察期間は 6か

月 (3-40か月)であった.検討項目は，疫学的特徴

として損傷指，損傷様式，原因スポーツ，受傷から

治療開始までの期間，治療法，機能的予後として

PIP関節の関節可動域 (ROM)，石田ら叫の治療成績

判定基準による臨床成績とした.また，対象症例を

受傷から当院での治療開始までの期間に基づいて 3

週未満群 (A若手)と 3週以上群 (C群)の 2郡に分

け，機能的予後について統計学的に検討した 検定

には Mann机ThitneyのU検定を用い， p<0.05を統計

学的有意差ありとした.

大阪府大阪市東淀川区柴島 1.7-50
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あった.残り 7指に対しては，観l血的関節受動術な

ど，損傷自体に対してではなく 二次的な障害に対す

る手術が行われており ，これらの手術は初期に適切

な治療を行っていれば回避できた可能性があった.

なお当院受診前に他の医療機関を受診していた5指

には，すべて手術が必要であった(図 1). 

[症例提示]

症例 (A群): 16歳，女性

主訴 :右小指 PIP関節部痛.

現病歴:バスケットボール中に突き指をして受傷

した.腫脹とr!l痛の改善を認めず¥受傷より 3日で

当院受診とな った.

身体所見 ・検査所見 右小指 PIP 関節音I~ に腫脹

と皮下I血腫を認め， ROMは伸展ー25
0

，屈|泊 80。であ

った.単純X線像にて小指 PIP関節掌側板裂離骨

折を認めたが，関fii'i面の適合性は良好であった(図

2a) . 

経過 :初診日から 1週間 PIP関節を伸展位にて固

定 し，以後は環指との buddytaping下に可動域訓練

を行った.最終経過観察時の ROMは伸展 0
0

，屈曲

100。で，臨床成績は優であった(図 2b，c). 

-120一

c. 最終経過観察時図 2

曲93.1
0

(70。ー 110
0

)であった.群別にみると， A君t
では伸展 -11.9

0

(_55
0 

-00 

) ，屈曲 94.3
0

(70。ー 110
0

)，C 

群では伸展 -24.6
0

(_65
0 

-0
0

)，屈曲89.2
0

(70
0 

-100
0

) で

あり， C群はA群に比して，有意に ROMが低値であ

った (p<0.05).また臨床成績は，全体では優23指，

良 13指，司 10指. 不可 6指であった.群別にみる

と，A群は優 22指，良 8指，可 7指，不可 3指，

C群は優 1指，良 5指，可 3指，不可 3指であり，

C群は A群に比して有意に成績が劣っていた (p<

0.05) .手術治療と保存治療の内訳は， A群では 22

指に手術治療， 18指に保存治療が行われていたが，

C群では 11指に手術治療が行われ，保存治療が行

われたものは l指のみであった.手術治療を行った

C群の 11指のうち，骨抜合術を行ったのは 4指で

2 t旨

z指

z指

lt旨

-観血的骨縫合術

-追加手術

観血的関節受動

側副靭帯再建

怠側板修復

思筋腿剥声量

手術治療と保存治療図 1

C 

18 

-手術

保存

A群



スポーツによる PIP関節損傷 769 

[症例提示]

症例 (C群): 36歳，女性.

主訴:左小指 PIP関節伸展障害.

現病歴 :バレーボールで突き指をして受傷した.

小指 PIP関節掌側板裂離骨折に対して，前医にて

PIP関節屈曲位での外固定が6週間にわた って行わ

れたため，屈曲拘縮をきたして当院受診となった

(図 3a).

身体所見 ・検査所見 :当院初診時の ROMは，伸

展_450

，屈曲 80。であった.装具による保存療法を施

行したが，自動可動域の改善が不十分であった.

可動式創外固定器を用いた観血的関節受動術を施

行 した.

最終経過観察時の ROMは伸展ー150

，屈曲80。で，
臨床成績は可であった(図 3b).

[考 察]

スポーツによ るPIP関節損傷は手でボールを扱

うスポーツ選手に多いとされ 5) 本研究でも 75%に

達した.また尺側指の損傷が全体の 65%を占めて

いた.ボールを受ける際には母指，手掌，尺側指を

主に用いるが，このうち母指 IP関節は長伺指{II:I筋

l世， 長母指屈筋l腔，侭IJ副靭帯，移動性の乏しい皮下

組織，皮胞などにより緊密に固まれており安定性が

よく，さらに末節部は短いためにてこ作用を受けに

くいため損傷は少ない 6) 一方，尺側指である珠 ・小

指の PIP関節には母指 IP閉鎖1のような特徴はなく

脆弱で，加えて母指よりも指長が長く前方に位置す

る服位となるため，損傷しやすいと考えられる.た

だし，種目による相違がみられ，ボールを素手で扱

うバレーボール，バスケットボールやラグビーでは

小指が多く，グローブから示指を出すことの多い野

球では小指より示指の受傷が多かった したがって

素手でボールを扱うスポーツ選手においては，環 -

小指をテーピングや装具にて保誰し，損傷の予防に

努めることが重要である 7)

受傷から当院での治療開始までに 3週以上経過し

ていた訴 (C若干)の ROMは， 3週未満の詳 (A群)に

比べて有意に劣っていた.また C群では，そのほ

とんどに手術加|療が必要であ り，かっその半数以上

は，損傷自体に対しての手術ではなく，観血的関節

受動術など二次的な障害に対する手術であった.c 
1Itの仁|コには当院受診前に手外科を専門としない他施

設を受診していた例が5指あり曹そのいずれもが提

図3 症例 (C鮮)36歳女性

a.受傷時及び当科初診H寺単純X線{象

図 3 b. 最終経過観察H寺

示した痕例のように初期の外固定肢位に問題があっ

たために屈曲拘絡を来していた.佐々木ら 8)は20

年前から安定型 PIP関節損傷に対して伸展位固定

が重要であることを提唱しているが，依然としてこ

のような症例が存在していることは大きな問題であ

る.受傷から受診までに時間がかかる原因は，選手

やコーチが損傷の程度を過小評価しがちであるため 9)

であると報告されているー以上のことから，スポー

ツによる手指の外傷，特に PIP関節近傍の損傷につ

いては1怪い突き指と思われでも，受傷後早期に手外

科を専門とする医療機関を受診し，適切な治療介入

を受けることが良好な機能予後の獲得に重要である

と考えられた.そのためには，スポーツ活動の現場

において， PIP関節の損傷の中には重篤な機能障害

を遣すものがあるため，早期に手外科を専門とする

医療機関を受診させることを徹底するような，更な

る啓発活動が必要と考える.

本研究の限界として， 1: A群と C群の外傷の性

質や重症度が同等でないこと， 2: C群の仁hには当
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院受診前に他施設を受診していた例が含まれており，

受傷から受診までの期間の真の差ではないこと， 3: 

経過観察期間が短期であること，が挙げられる. 1， 

2については，本研究が厳密な比較対照研究でない

ことを意味する しかし前述のように，早期に手外

科専門医を受診 しなかったために適切な初期治療が

なされなかった症例は現実に存在する.本研究の結

果は統計学的には正しいとは言い切れないが， PIP 

関節損傷に対して早期に専門医の治療を受けること

の重要性についての警鐘を与えるという点では一定

の意義があるものと考える. 3については，スポー

ツ選手は初診までの期間が遅れるだけでなく，少し

良くなると受診を控えることが多い傾向にあるこ

と，憤習的に練習を休みにくいこと，練習時聞が日

中であり受診が困難で、あること，合宿や遠征などの

ために一度治療を中断するとその後の継続受診が困

難となりやすいこと，などが考えられる. PIP関節

損傷に対する治療は手術だけでなく，後療法も重要

なウェイ卜を占めることを初診時から強調して指導

しておく必要があろう.

[まとめ]

1. スポーツにおける PIP関節損傷は，ボールを

素手で扱う選手の環 ・小指に多く，受傷から受診ま

での期間が長くなる傾向があった.

2. 受傷早期から適切な治療を開始した群は，開

始が遅れた群に比べて良好な機能を獲得している傾

向があった.

3.受傷の予防，受傷後早期に手外科専門医を受

診 して適切な初期治療を行うこと，十分な期間のフ

ォローアップが必要であることなどを，選手やコー

チのみならず医療従事者をも含めて啓発していくこ

とが重要と考えられた.
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有鈎骨骨折の発生は稀であり，外傷よりもスポーツによる鈎骨折の報告が多く見受けられる.その受傷機

序，治療方法や手術アプローチについては多く議論されている.我々は 75例のスポーツ選手に対して鈎切

除術を行った.アプローチは 58例で尺側弓状，その他鈎直上，憐側弓状も行った.後療法は約 2週間，前

腕から MP関節まで副子固定し手指自動運動を行い 2-3か月で完全復帰を許可 した. 6週-3か月(平均

11週)で全例もとのスポーツへ復帰した. 2例において術後局所の圧痛が残存 したが，3か月で消失し，全

例痔痛の残存はなく握力低下を訴えたものはなかった.骨抜合術は長期外固定が必要なため，早期復帰を強

く希望するアスリ ー卜には適応はほとんどない.皮切の問題では，パワーグリップが必要なアス リー 卜では

手掌部に繰り返し衝撃が加わるため，アスリートに対しては尺側弓状アプローチを用いている.

スポーツ選手は鈎切除術を行った.皮切は，中・高 ・

大学生，社会人の競技レベル選手，テニス選手およ

びプロ野球選手の 58例に対して手掌の違和感が残

らないように尺側弓状アプローチ，中年草野球レベ

ル ・その他スポーツ ・長期経過例 ・屈筋!陛損傷疑い

の 15例ではl陛損傷に対応できるように鈎直上アプ

ローチを用いたが，草野球レベルの症例でも直上皮

膚が異常に厚いJJJtH!fを形成していた 7例にはJJ則氏を

避けるため焼側弓状アプローチを行った(表 1). 

手術方法

トップアス リー卜や競技レベルの選手はほとんど

[緒言]

有鈎骨骨折の発生は稀であり，外傷よりもスポー

ツによる鈎骨折の報告が多く見受けられる その受

{易機序，治療方法や手術アプローチについては多く

議論されている 有鈎骨骨折の治療については，早

期であれば骨抜合術を行う報告もあるが，偽関節と

なって来院する場合もあり，スポーツ選手において

は早期復帰のため鈎切除術がほとんどである.鈎切

除術のアプローチでもグリップ部位の癒痕を避ける

ため，皮切を小指球部の尺側からアプローチするこ

とは有用であると考えている.今回，スポーツ選手

による本骨折における当院での手術方法について報

告する.

/
じ
y
i
i
!

N=60 4.6ヶ月 7.12ヶ月 1年以上

受傷から初診までの期間
( 1臼-4年:平均 4ヶ月)

1ヶ月以内 2.3ヶ月

図 1

[対象と方法]

対象は当院で治療したスポーツによる有鈎骨鈎骨

折 78例であるー平均年齢は 26.2歳 (13-65歳)，ス

ポーツ種目は野球 57例(プロ 11名)，ゴルフ 11例

(プロ l名)，テニス 2仔1]，剣道 2例， その他モト クロ

ス，パトミン トン，ボクシング， }¥スケッ ト，フライ

フィッシング(競技)，サッカーであった.受傷から

初診までの期間は，平均 4か月 (1日-4年)であった

(図 1).サッカ一選手および草野球選手で手術を希

望しなかった 3例には保存的治療を行い， 75例の

群馬県館林市羽附urr1741 
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772 スポーツ選手における有鈎骨鈎骨折の治療

表1 治療内訳(スポーツ 78例)
鈎切除のアプローチと対象例

保存 3伊1) (サッカ- 草野E求)

鈎切除術 75例

尺依l弓状 58例 (プロI 競技レベル選手)

鈎直上 15伊)(中年草野球， 自主績傷疑い，長期経過，その他)

榛担1)弓状 7例 (小指球勝s!l:あり中年草野球)

図 2 尺側弓状アプローチ 矢印は鈎の頂部.

の選手において鈎直上に硬い腕肱がみられ，直上ア

プローチは違和感を残しやすいと考え主に小指球尺

側弓状アプローチで行った(図 2). 小指球の尺側

から fatpadと短掌筋を反転し小指外転筋と小指屈筋

を温存しながら拘尖端に到達した 豆状骨と有鈎骨鈎

を結び， 小指球筋の起始部となるl陛様の muscuro-

tendinous archを確認し 鈎直上より切聞を加えて

横手根靭帯の停止部と小指球筋起始部を小円刃ある

a. 

いは小エレパトリウムでしっかりと鈎基部まで剥離

した.Guyon管の床部である pisohamateligamentと

muscuro-tendinous archの聞には，鈎基部尺側に密

着して尺骨神経深枝が走行しているため展開に注意

した.鈎は不安定であっても基部尺側は裾野状様に

広がっているため切除が容易ではない.また神経を

損傷しやすいため骨片の尺側縁まで卜分に剥離し

た.新鮮例の場合，鈎は不安定であり軟部組織をし

っかり剥離すると切除は容易であった(図 3a). し

かし，陳旧例では一部癒痕性に癒合しているため，

偽関節部の切除には鋭的な切離を要 した.鈎切|徐

後，基部断端の隆起は小さな骨|皮|徐~I:t子あるいは小

ヤスリで滑らかに形成 した.屈筋l随の摩耗および尺

骨神経深枝の損傷の有無を確認した(図 3b).

後療法

局所安静のため約 2週間，前腕から MP関節ま

で副子固定し，手指自動運動を行った.ギプス除去

後手関節運動を開始し軽いグリップ握りを開始し

た. 1か月後より軽い素振りを徐々に開始し，2-3 

か月で完全復帰を許可した.

[結果]

術後 4-6週で倉IJ部の痛みと有鈎骨直上の圧痛が

ないことを確認し，野球においては素振り， トスパ

ツティング，フ リーパッテイングへと徐々に レベル

を上げていった.野球，テニスでは約 12週，ゴル

フで、は約 8週，その他は約 6週間で完全復帰を許可

した おのおの 6週-3か月(平均 11週)で全例も

b. 

図 3 a. 鈎の摘出 (笑線)短:!ii筋は皮下とともに反転し，有鈎'I~J'尺fllll に小指外転筋をよけている .

b 府筋雌(実線)および尺骨神経深枝(点線)切除後屈筋!此の表問に摩耗等の損傷がな
いことを『在認する.
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とのスポーツヘ復帰した.復帰後，グリップエンド

の握りに注意するように指示した.尺側アプローチ

の2例において術後局所の圧痛が残存したが，3か

月で消失し，全例痕痛の残存はなく握力低下を訴え

たものはなかった.屈筋腔損傷の合併は，軽度損傷

が4例，躍のささくれがある中~高度損傷は 3例で

いずれも長期経過例であった.腿損傷に対しては十

分な太さが保たれていたため修復はしなかった.ス

ポーツはモトクロス， ゴルフ， パ トミントンであっ

た.術後尺骨神経障害は 75例中 4例あり，術後 1

か月以内に 3例で改善した.尺側弓状アプローチを

行った l例に術後 1年で軽度残存したが日常生活，

スポーツには支障はなかった.創部の問題では，術

後3週でヘッドスライディングをしたため，尺側弓

状アプローチの 1症例において創部が全部離間し

た.いずれのアプローチでも全例元のレベルで競技

復帰が可能であった

[考 察]

発症原因

鈎骨折は単純な転倒や交通事故による直達外傷よ

りもスポーツ中の受傷が特に多い田野球，ゴルフ，

テニス，剣道など直達外力の繰り返しによるものや

疲労骨折によるもの，その他，局所に外力がかかり

にくいと考えられる水球，アームレスリング，バレ

ーボールなどでも発症例があり屈筋腿による負荷が

主因とされるものがある.野球では，野球では，ボ

ールがパットの上部を擦ったときに，グリップエン

ドが手掌小指球部に衝撃が加わるためファールチッ

プで受傷することが多い.また空振りでも受傷する

ことがある 1) グリップエンドを小指で包み込む握

り方によって発症しやすい.Iヨ!段例では野球による

症例が特に多かったが，空振りとファウルチップに

よる受傷 (54/57例)がほとんどであった.ゴルフ

ではダフリによって受傷 (7/11例)していた.そ

の他転倒と詳細11不明であった.その機序として，村

上らけは保存治療による骨癒合後に再骨折，再々

骨折をきたした症例から 鈎部骨折の発生には外力

のみならず鈎部の形態が大きく関与 していると推測

している.有鈎骨の形状から体部と鈎部聞の骨梁構

造の連続性がないため力学的fJ危弱性があるとする報

告があるが，谷野ら 2)は基部骨折と鈎音1)骨折では

力学的負荷のかかり方で異なることを示し，スポー

ツ症例では手恨管側の骨皮質の肥厚と骨硬化がみら

773 

れることから疲労骨折の可能性を示唆している.

診断

発症原因を詳しく聴取することによって多くは有

鈎骨鈎骨折の診断が可能である.野球では空振りお

よびファウルチップの時の受傷歴が少なからずあっ

た.症状はスイング時における小指球の終痛であ

り，鈎部直上の圧痛が特有の所見であった.中には

初診時の主訴が手背の終痛であった患者もいた.鈎

骨折では，手関節単純正面X線写真のみでは骨折

線が確認できないので見逃されやすい. したがっ

て，手根管撮影(図 4)や CT(図 5)などで確認する

必要がある 3) 理学所見ではpulltestが有用で、ある 4)

有鈎骨先端には，小指球筋をはじめ複数の筋や横手

根靭帯などが村着しているため持続的に負荷が加わ

り診断が遅れると偽関節となりやすい.また， pulley 

の役割を果たす鈎が偽関節になると，この部位に接

触する指屈筋!躍が摩耗し 時に断裂を来すことがあ

る.Yamasakiら5)は lmm以上の分離があると，小

さくとも，辺縁が丸くとも健断裂を来す可能性があ

ることを指摘している.そのため長期化した症例に

はM悶画像による腿の摩耗などの損傷の評価も重

要である.

手術治療の選択

治療の選択として保存治療とするか手術治療にす

るかの議論 6)7)もある上 手術においても骨接合術

とするか鈎切除術をするかで議論川)がある.スポ

ーツをしない症例でたまたま転倒受傷した新鮮例で

あれば保存治療としてギプス固定，超音波治療 1)

が有効とされている. しかし，保存治療では復帰に

時間がかかること，再発，偽関節や屈筋!腿損傷を来

図4 単純レン トゲン(手根管録彩)
矢印は有鈎骨(笑線)と骨折線 (点線)
を示す.
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図5 有鈎骨鈎骨折 30CT(AZE Virtual Plac巴FujinRaijin 320， AZE社)

他の手根骨を透明化し骨折部を鮮明化している a

す可能性があることから手術を勧める報告 別が多

い.藤岡ら 6)はLIPUS治療による保存治療でも鈎

切除よりも治療期間が長期化するためスポーツ選手

では鈎切除を推奨している.一方で，手根管機能 -

pulley機能を維持すること，握力低下の危慎などが

あることから，受傷早期であれば骨接合術を推奨す

る報告もある 8) しかし，骨片が比較的小さく手技

的に困難であること，スポーツによる受傷では，復

帰しでも阿部に繰り返しストレスが加わるため偽関

節になる可能性も指摘されている 3) 骨接合術は長

期外固定が必要になることで，その間満足な練習も

できなくなりパフォーマンスが落ちるため復帰に時

間カfかかること， f.為関節になる リス クがあること，

長期的に屈筋腿損傷をもたらす リスクがあることな

どを考え，早期復帰を強く希望するスポーツ選手に

とってはデメ リットが多いと考えられる.スポーツ

選手にとっては何よりも代え難いのは早期復帰であ

るため，スポーツ選手に対 して鈎切除は骨接合術よ

りも有用であると考える.また，鈎を切除すれば偽

関節やそれによる指屈筋皮下損傷などの合併症をき

たす可能性もほとんどない 3) 一方， 鈎切|徐による

長期経過の問題点として 握力低下 8)9)や手根骨横

軸アーチの破綻などが取り上げられているが，短期

的な軽度の握力低下は保存的治療，骨接合術と比較

してより大きいとは考えられない.共著者の伊藤は

長期的にみてプロ野球選手でも握力低下の訴えはな

く，またプロ野球選手 4名において術後 3-15年後

の CT時影による手恨骨横軸アーチについては，復

帰後長期間活躍した後でも変化がなかったと報告し

ている 7) プロ野球選手において有鈎骨切|徐端の骨

増生 ・小骨化がみられたが，手根骨配列の異常によ

る変形性変化は見られず問題は生じていない.ま

た，さらに摘出手術を行った 21例においても握力

の低下，手線骨配列の不整による変形性変化は見ら

れていない 以上の観点から，有鈎骨の切|徐による

術後の長期問題点は，極めて少ないと考え，著者ら

はスポーツ選手の有痛性鈎骨折偽関節に対しては，

現在でも第 l選択として鈎切除を行っている

手術進入路の選択

有鈎骨骨折の鈎切除治療において，鈎直上アプロ

ーチ 10)か尺側弓状アプローチ 7)あるいは機側弓状

アプローチ 1)のいずれかを用いるか議論がある.

アプローチによる復帰期間の差は特にないが，著者

らは創部の違和感なく復帰させるために，特にハイ

レベルの野球選手においては尺側弓状アプローチが

有効な進入方法の一つであると考え行っている.合

併症として尺側アプローチでは鈎基部尺側に尺骨神

経深枝が走行しているため 切|徐時にや11経損傷に注

意しなければならない. しかし，十分な視野を得れ

ば安全に行うことができる

野球選手に限らずパワーグリップが欠かせないア

スリートにおいては手掌部に繰り返し衝撃が加わる

ため，もともと手掌皮府の1連結が伴うことが多い.

鈎直上アプローチでは，さらに肥厚性椴痕となる危

険性やグリップ時の廠痕の違和感が続くことが危倶

される.プロを含むトップアスリー 卜ではアマチユ

アが考えている以上に手掌の違和感には敏感なこと

が多い.アマチュア野球選手では創部逃杭|感によっ

126 -
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て打撃不振にな っても生活上の問題は生じないが， 10)小林明正ほか有鈎骨骨折に対する骨片摘出術の有用

プロでは選手生命がかかつてくるため死活問題とな 性について 日手会誌 12:116-119， 1995. 

ることもある.草野球とプロ野球選手とでは局所へ

加わる衝撃の程度は比較にな らない程の差があ り，

少しでも手掌部局所の侵襲を軽減すべきである.一

方， 他のアプローチにおいて必ずしも創部の違和感

が長期間残るわけではなく，また決して違和感のた

めに復帰できないわけではない. アマチュア レベル

では支障を来すことは少ない したがって，摘出術

のアプローチは患者のスポーツレベルと術者の慣れ

たアプローチによって選択すればよいと考えてい

る.

[まとめ]

スポーツ選手の有鈎骨鈎骨折 75例において鈎切

除を行った.6週-3か月(平均 11週)で全例復帰

可能であった.

スポーツ選手には早期復帰のため鈎切除が有効と

思われた.

尺側アプローチでは手掌部の癒痕による違和感が

回避できるためハイレベル選手では有効であると思

われる.

[文献]

1) 村上恒二ほか.スポーツによる有鈎骨鈎部骨折の病態

と治療. I臨床スポーツ医学 15・1037-1040，1988. 

2) 谷野善彦ほか.スポーツにおける有鈎骨鈎骨折の発生

原因について 日手会誌 27:637-640， 2011. 

3) Stark HH， et al. Fracture of the hook of the hamate in 
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手指 DIP関節の変形性関節症である Heberden結節は 未だにその病態 ・経過は明らかになっていない.

当院において本症で 6か月以上経過を見ることができた患者にアンケー 卜調査し，検討した.

対象は 125例で，性別は男性 4例，女性 121例，年齢は平均 63歳，催患側は右のみ 1例，左のみ 2例，

両側例が 122例であった.発症時年齢は平均 52歳であり，擢患期間は平均 10.9年であった. 3例を除いて

手を酷使していると回答しており また 他部位の変形性関節症合併 49例 親族に同様の変形を有したも

のは 57例であった.結果より，力学的ストレスのみならず，遺伝的因子などの関与が考えられた.

125例中 56例が発症から 10年以上経過していたが そのうち 26例は未だに終痛が残存していた.本症

では self-limitingdiseaseの経過(自己寛解)をとるものと，長期間終痛の残存する，もしくは進行し続ける

ものが存在した.

[結果]

発症時年齢は， 20-80歳(平均 52歳)であり， 40

代半ばから 50代でピークを認めた(図1).催態期

間は 9か月 -50年(平均 10.9年)で擢患期聞が 10

年以上であったものは 56例であ った.催患側は右

のみ 1{91J，左のみ 2例，両側は 122仔IJであった 催

患指は 983指で，その内訳は， 母指 98指，示指

235指，中指 235指，環指 198指，小指 229指であり，

母指を除く 4指には大きな差は認めなかった.

[緒言]

手指の DIP関節の変形性関節症である Heberden

結節については， 1802年に Heberdenが報告して以

来，多くの報告がなされているが，未だにその病態・

経過は明らかになっていない.治療法に関しでも，

その怒痛が自然軽快することも多いため，積極的な

治療が行われずに放置されているのが現状である.

当院に通院した Hebe!せen結節患者にアンケート

調査を行い，本疾患の臨床像とその経過について検

討することを目的とした

[対象と方法]

当院において Heberden結節で6か月以上経過を

見る ことができた患者を対象とし，アンケー 卜調査

を実施した.アンケートは自答式で紙面を手渡し，も

しくは郵送して行い，回答の得られた 125例， 983 

指を対象として当院受診時の単純 X線像も併せて

検討した.

性別は，男性 4例， 女性 121f9iJで，年齢は 43-88

歳(平均 63歳)であった

発症時年齢，擢患HfJ間，禄i患指， 11，故業，キIJき手，

手を酷使する趣昧等の有~!\~，既往歴， 家族歴， 初期

症状，現在の症状などについて調査 した. 発症時年齢

一128-

図 1
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DIP関節の変形が3指以上の多数指に及んだもの

は 125例中 117例 (93.6%)，PIP関節の変形性関

節症である Bouchard結節を合併していた症例は 48

例 174指 (38.4%)(その内訳は，示指 25指，中指 47

指，環指 58指，小指 44指であった)，母指 CM関節

症の合併は 41例 72手 (32.8%)であった.

その他，手以外の変形性関節症で治療を受けてい

るものは 49例 (39.2%)であった.

また，親族に同様の変形を有したものは 57例

(45.6%)であった.

職業は，専業主婦55例(44%)，事務関係24例(19.2

%)食品関係 8例， 音楽関係 8例， 農作業 3例， 医

療関係 3例，その他 14例であった.職種も多岐に

わたり，作業内容も様々であり， 主観による個人差

は大きいと思われるが，手を酷使していると答えた

ものが 122例 (97.6%)であったのに対し， してい

ないと答えたものは 3例のみであった.

発症時の症状としては 変形が 94例 (75.2%) 

と最も多く ，使用時痛が 60例， 自発痛が 55例，腫

脹が 35例，発赤が 27例であった(図 2).

初診時の主訴は， 終痛が 102例 (81.6%)と最も

多く，変形が82例 (65.6%)，腫脹が 51例 (40.8%)

であった(図 3). 

終痛を主訴と して挙げている症例は，初診時は

102例 (81.6%)と大部分を占めたが，アンケート

調査時では 38例 (30.4%)と減少 していた(図 4).

[考 察]

性差につ いては， 1987年に藤津ら 1)が三重県下

3645名を対象に，一般人口における Heberden結

節の発生煩度を調査 し，男女の有意差は認めなかっ

たと報告している.

これに対し， Kellgrenら2)の報告では，男性 10例，

女性 110例，吉野ら 3)の報告では，男性 2例，女性

30Wljと圧倒的に女性に多いという結果であり，自

験例でも男性 4例，女性 121例と同様の結果であっ

た.

自験例も含め，これらの報告は病院に受診 した も

のを対象としており，有症状の Heberclen結節は女

性に多いという結果であると考える.

年齢につ いては，膝津ら 1)は一般人口における

本症の発生頻度は，加齢とほぼ正比例して増加する

と報告しているが，発生時期に関しては正確に答え

たものは少なかったと している.

-129 
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図3 初診JI寺主訴

初診時 調査時

-砂

図 4 終痛の変化

自験例では，病院に受診 したものを対象としてい

るため，病識を認めており，発症年齢に関して回答

が得られ， 40歳代半ばから 50歳代にピークを認め

た.

有'~ ji邑指に関しては， 戸羽 ら 41 は 力IH愉に伴って左右

対称性に増加すると報告している.r~i重ら 51 ii奈津
ら61は Heberclen結節は示指 ・中指に多いと報告 し
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ており，また，麻生7)は Bouchard結節は中指 ・環

指に多いと報告 している.つまみ動作では示指 ・中

指の DIP関節に負荷がかかり Heb巴rden結節が，握

り動作では中指・環指の PIP関節に負荷がかかる

ため Bouchard結節が発症しやすいと，機械的スト

レスをその理由に挙げている報告もある.しかし，

佐久間 8)はこれらの報告でも発症側と利き手側の

相聞はな く，また，対称性に発症 しており ，外的ス

トレス以外の発症要因が示唆されると考察 してい

る

自験例においては母指を|徐き，環指はやや少ない

傾向があるものの，示 .~I" ・環 ・ 小指に有意差は認

めなかった.

これまでの報告と比較 し， 自験例での対象に進行

例が多く含まれ，両手全指に発症を認める例が多か

ったために，このような結果になったと考えられ

る.

終痛の変化については，擢患期間が 10年以上で

保存的に加療 していた ものは 53例あり，そのうち

26例 (20.8%) に未だに終痛が残存していた.終痛

が残存 した 26例はほぼ両手全指に変形を認めてい

た.自験例では，本症は長期間終痛の残存する，も

しくは進行し続けるものと self-limitingな経過(自

己寛解)をとるものが存在していた.

[まとめ]

・有症状で受診 した Hebeclen結節は，女性に多く ，

その発症年齢は 40代半ば-50代に多かった

-進行例ではほぼ全指にわたって変形を認めた.

-長期間終痛が残存し進行を続ける例と self-limit-

ingな経過をとる例が存在 した.

今後，症状の進行の程度と単純 X線像での変形

の進行，テーピングの効果などについて検討を重ね

ていく予定である.

[文献]
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有痛性 Bouchard結節に対する関節形成術
くしだ まなぶ

櫛田 学

[はじめに]強い熔痛により ADL障害を生 じた Bouchard結節の症例に対し，観血的加療(骨腕切|徐，関節

形成)を行ったので，若干の考察を加え報告する.[対象および方法]症例は 8例 9指であった.擢患指は

環指 6指， 小指 1指，中指 1指， 示指 1指であった.症状出現から手術までの期間は平均 31か月であった

術前単純X線評価で麻生改変分類 stage2が3指， stage 3が6指であった 術前の PIP自動伸展は平均_1.6
0

，

自動屈曲は平均 44。であった.手術は可及的に関節滑膜，関節背側や側副靭帯下の骨赫を切除した.これら

について自覚症状，可動域，単純X線評価における経過を観察 した.観察期間は平均 15か月であった.[結

果]熔痛は，全例で術後 2か月の調査時には消失し，再手術を行った l指を|徐く 8指で最終経過観察時まで

除痛効果が得られていた 可動域は，術後 2か月で PIP自動作11展は平均1.6
0

，自動屈曲は平均 66。となり，

最終観察時には自動伸展は平均ー2.7
0

， 自動屈曲は平均 56
0

とな っていた • 2指で stageが進行していた.[考

察及び結語]未だ Bouchard結節の病態は解明されていないが，現状での病態についてよく説明し，理解を

えたうえで，比較的侵襲の少ない本法を試みても良いと考える.

[緒言i
Bouchard結節は，同様な手指の変形性関節症で

ある H巴berden結節に比べると頻度は低く ，報告は

少ない.Bouchard結節の多くは終痛，腫脹などの

臨床症状は一過性である とされ消炎鎮痛剤の内服

や外用剤で保存的に加療されている. しかし，症例

のなかには強い終痛でADL障害を生じることもあ

る.

そのような症例に対し，症例数は少ないが観血的

加療(骨赫切除関節形成術)を行ってきたので臨床

成績を報告 し，さらに本術式の位置付け， 手術のタ

イミングについて考察 した.

{対象と方法l
Bouchard結節と診断し，保存療法にて熔痛，腫

脹改善せず， ADL障害が著明で本手術に理解が得

られた症例を対象と した.

症例は8例9指で女性7例に対し男性 l仔1)であり，

年齢は 57-82歳(平均 63歳)であった.

表2に示すように，催患指は，環指6指，小指2指，

中指 1指であった.表 1に示す単純X線評価におけ

る麻生分類 11stageでは， stage 2が 3指， stage 3が

6指であった.佐久間ら 21が報告した躍患関節のタイ

プ分類において， PIPのみ催患する PIP型は 4指，

DIPも権患する Heberden型は 5指であった.手術

までの期間は 2-168か月であった.術前 PIP関節

自動可動域は付l展が平均 一1.6
0

で，屈IHlが平均 44.4。

であった

[手術法l
局所麻酔(指ブロック) ドに PIP関節背側正中

表 1 X 線病賂l分類(森田分類を改変した麻生分~~[)

Stage 0 異常がみられない

Stagel 関節裂隙の狭小化はほとんどないか、あってもごく軽度で、あり、骨赫は小さい

Stage2 関節裂隙の狭小化が軽度認められるが、関節面の不整はなく、骨赫が明瞭に認められる

Stage3 関節裂隙の狭小化は著明で、関節面の不整像や適合不全を{半い、骨赫が著明に形成される

Stage4 関節裂隙の消失もしくは強直を呈する

受"f翌日 2013/11/13 

櫛田学盟主形外科クリニック 干819-1104 楠岡県糸島市波多江 268-4
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表 2 症例一覧
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切開にて展開し， central slipを鋭的に正中切開した.

関節包とともに炎症性の関節滑膜は可及的に切除

し，中節骨骨頭背側からの骨赫は，central slipを損

傷 しないように切除した. さらに側副靭帯をエレパ

トリウムフックや単鈍鈎で保護しながら側副靭帯の

下の骨赫を可及的に切除した. centr叫 slipを縫合 し

皮府を閉鎖 した.術後は隣指との buddytapingを2

週間行った

[調査法]終痛の変化，PIP関節自動可動域の変化，

単純 X線評価における麻生分類 stageの変化を調査

した

観察期間は 1例 l指のみ 3か月であり， 他の8例

9指は 6から60か月(平均 15か月)であった.術後

に創閉鎖不全，感染， CRPSなどの合併症を生じた

症例は認めなかった.

[結果1
・熔痛の変化

8指で術後， 1客痛は消失，または軽快していた

l指で終痛再燃した.手術時， 82歳の l伊IJをのぞき，

7例 8指で手術時に何らかの職務またはスポーツ活

動を常時行っていた.術後， 2-4か月(平均 2.5か

月)で現職またはスポーツ活動に復帰していた.

・司動域の変化

経過観察期聞が3か月と短い症{91J4を除外した 8

指の可動域の変化をみると 自動可動峨は平均伸展

_1.3
0 

.屈曲46。から術後約 2か月程度で平均伸展

_1.6
0

・屈111166
0

と改著していた.ただし発症から 60

か月経過した症例では可動域の改善はみられなかっ

た.経過観察期間が 6か月以上になると徐々に可動

域が低下する症例も認めた.最終調査時の PIP関

節自動可動域は平均{時l展ー2.7。・屈曲目。であった..xおiH象の進行

6か月以上経過観察可能であった 8指のうち 4指

では，経時的に関節症性変化は進行しており， 2指

では明らかに stageが進行していた.また，同一症

例で，両側とも環指が擢患した症例において，左側

はstageが進行し，最終的に関節強直となったのに

対し，右側は stageが進行せず可動域を維持してい

るとい う現象を認めた.

[症例呈示1
58歳，女性，事務職である. PIP関節腫脹，屈

曲時の左環指 PIP関節背側の終痛を訴え当院受診

した.

PIPの術前自動可動域は伸展 0。・屈曲30。であっ

た.

血液，生化学的検査で異常は認めず， 1臨床経過か

らBouchard結節と診断した.

単純X線評価では麻生改変分類 stage3で PIP単

独型であった(図 1). 

保存治療で症状改善せず?割高出現後 7ヵ月で本手

術を行った(図 2). 

術後 2ヵ月で終痛はほぼ消失し仕事に復帰した.

自動可動域は伸展 O。・屈曲 80。へと改善した.術後

1年から終痛， I毘脹が再発 し，次第に増悪 した.術

後 20ヵ月で術前と同程度の終痛となった.単純 X

線像でも関節症は進行 していた. 自動可動域は伸展

0
0

・屈|性135。に低下した

その後右環指にも同様の症状が出現した.

初回手術から 2年 4ヵ月で再手術を行った.再手

術時の可動域はさらに低下しており伸展 0
0

・屈曲

20。であった(図 3).初回手術と問機の手技にて関

節形成j;1すを行った.初回手術時と比較すると関節軟

骨の変性は著明で広範囲な関節軟骨面の陥凹を認め

たー右環指は， 1客痛， IJ重脹出現から 2ヵ戸!で左の再

手術と同時に手術を行った.右環指の可動域はやlij前

伸展 O。・屈illl40。であっ た.

再手術後 34ヵ月時点で左環指 PIPはJ自社tl20
0

で

強直しており，終病iは認めない.右側に閲 しては術

後 34ヵ月 H寺点で、終痛再発なく，術後獲得した自動

。，bqδ ー
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図 1 術前単純X線像側面ー 図2 術後側面{象. 図 3 左環指初回手術後
20か月側面像.

図 4 左環指再手術，右環指初回手術から 34か月側而{象
左潔指は Stage4，右環指は Stage2である.

可動域付l展 O。・屈曲 80。を維持している(図 4).

[考察]

Boucharcl結節は Heberclen結節ほど高頻度では

ないものの，日常診療でしばしば遭遇するが，臨床

的報告は少ない. 本邦では森田 31 麻生の報告が主

なものである.臨床的な特徴は 2つの報告をまとめ

ると，60歳前後の女性に好発し，環指に 多く，左

右対称性で，進行する例もあることである

Boucharcl結節に対する観血的治療の報告も少な

いが，手術は骨林切除関節形成か人工指関Etri置換術

が行われている.

我々の症例から，骨収切除関節形成術は|徐痛に関

しては良好な結果が得られたが，関節、i症性変化の進

行を予防するものではなかった 一方，人工指関節

は近年改良が進んでおり シリコンスペーサー.チ

タン合金とポリエチレンによる表面置換型，ピロカ

ーボン製などがある.それぞれ短期的には|徐痛，可

動域ともに改善するものの それぞれの再置換の割

合はシリコンスペーサーが 11%-14%，表面置換

型が 26%-33%，ピロカーボンが 14%-39%41と

下肢の人工関節に比べる と長期成績は安定している

とはいい難い現状である.

本手術の適応を考えるとき，対象となる 50歳代

後半から 60歳代の女性は今や高齢者ではなく ，む

しろ活動性が高い 世代というべきで，痛みによって

ADLが低下することを許容できない方が多いと考

えられる.現時点で、はそのようなニーズにこたえる

ためには，病態についてよく説明し，理解をえたう

えで.漫然と保存治療を継続するのではなく， stag巴

3までは比較的侵袈の少ない本法を試みても良いと

考える.stage 4に進行し， ADL 障害が著明な症例

qδ っ、d-
A
 



782 有痛性 Bouchard結節に対する関節形成術

に対しては人工指関節置換術を考慮、すべきであると

考える.

手指の変形性関節症のなかには急速に関節の破壊

が進行する ErosiveOAと下肢の変形性関節症のご

とく徐々に関節症が進行する NonErosive OAとの

2つのi臨床型が存在することが報告されている.欧

米においては，すでに 1960年代にCrain5)やPeterら6)

が手指の ErosiveOAとして従来の OAとは異なる病

態が存在することを指摘しており，とくに Erosive

OAにおいては強い炎症所見を呈し，急速に関節破

壊が進行するといわれている.Punziら7)は臨床，画

像所見などから ErosiveOAとNonErosive OA，関

節リウマチ， 化膿性関節炎との鑑別を報告してい

る. Erosive OAの単純 X線評価liにおける特徴と し

ては，関節近位側中央が大きく 浸食された gullwing 

変形を呈する.また NonErosive OAに比べて急速

な発症であり，関節の動揺性が強く，最終的には強

直してしまうこともある.

このような事を念頭において， 早期に NonErosive 

OAと診断し，切除関節形成を行うことで，関節症

の進行を遅らせる事ができるのではないかと推測し

ている 今後，手指の関節症にかかわるサイ トカイ

ンや遺伝子の解析が進み，関節症の進行のメカニズ

ムが明らかになれば，さらに適切な時期に手術を行

えるのではなし、かと考える.

[まとめ]

有痛性 Boucharcl結節に対して行った関節形成術

の臨床経過を報告した.本法は除痛に関してはおお

むね良好な結果を得られていた.森田らの報告にも

あるように， Bouchard結節は荷重関節に生じる 1

次性変形性関節症とは病態が異なり，あたかも関節

リウマチのように関節の腫脹と急速な破壊を生じる

場合があることを認識することが重要であり，注意

深く経過観察する必要がある.本法は終痛，11重脹な

どの|臨床症状が軽快しない症例に対する治療のひと

つとなりう ると考える
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母指 CM関節固定術の治療成績
まつむらたかし
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物中、一ι
母指CM関節症に対するHCSスク リユーと銅線を用いた関節固定術の成績を検討した.対象は 11例 11手，

男性 2手女性9手，手術時年齢は平均 64.7歳， Eaton分類 1) stage 2 : 2手， stage 3 : 8手， stage 4: 1手，術

後経過観察期間は平均 21ヵ月であった.検討項目は終痛の程度，骨癒合の有無，隣接関節の関節症性変化

の有無，関節可動域，日常生活機能評価， Kapandji's stage，指尖ピンチ力とした.結果は 11手中 10手で終

痛なく，全例で骨癒合はえられた.隣接関節の関節症性変化は認められず，日常生活上支障のない関節可動

域は得られていた 指尖ピンチ力は術前の平均 3.2倍と改善を認めた 固定術の利点は強いピンチ力の獲得

と長期の安定 した除痛である.本術式は銅線のみでの固定より強固で，圧迫螺子 2本での固定より容易で、あ

る.肉体労働，日常で手指を酷使する症例には良い適応と考えられた.

3. 隣接関節の関節症性変化の有無，4. 関節可動域

(固有指間での榛側外転角，掌側外転角)， 5.日常生

活機能評価(図 1)，6. Kapandji's stage， 7.指尖ピン

チ力(術前を 1として)とした.日常生活機能評価は，

非利き手症例は図 1の 1-6の 6項目.手IJき手症例

は 1-11の 11項目を 3段階評価(容易:2点，や

や困難:1点，できない :0点)で点数評価した(非

利き手は 12点満点，手IJき手は 22点満点).

[緒言]

母指 CM関節固定術は強いピンチ力の獲得と長

期の安定した除痛がえられる.著者らは Synthes社

Head!ess compression screw 3.0 (以下， HCSスク

リュー)と鋼線を用いた固定術を施行しているがそ

の治療成績を検討する.

[結果]

終痛の程度は痔痛なし 10手，寒冷時痛 1手であ

った 骨癒合は全例で得られた 隣接関節の関節症

性変化は全例で認められなかった.関節可動域は焼

側外転角は 60-85度(平均 65度)， 掌側外転角は 57

-70度(平均 61度)であった.日常生活機能評価は

非利き手では 8-12点(平均 11点)，利き手では 21

-22点(平均 21.5点)であった.Kapandji's stageは

9-10点(平均 9.4点)，指尖ピンチカは術前を 1と

して1.5-7.6(平均 3.2) と改善を認めた.合併症

として l手でWI後に槙骨神経浅枝領域のしびれが生

じたが 1ヵ月で消失した.

症例 51歳女性，会社員，左母指 CM関節症 Eaton

分類 stage 3 

HCSスクリュ -1本と 2本の銅線で固定した

[対象と方法]

症例は 11例 11手，男性 2手女性9手，手術時年齢

は51-84歳(平均 64.7歳)，Eaton分類 1)はstag巴2:

2手， stag巴3:8手， stage 4 : 1手であった術後経

過観察期間は 11-41ヵ月(平均 21ヵ月)， 全例で術

後 3.5週の thumbspica固定とした.方法は HCSス

クリユー1本と鋼線を用いて固定した.基本的に骨

移植せず，軟骨下骨切除を最小限にした (1例 1手

で第 1I中手骨基部に骨嚢腫による骨欠損があり榛骨

掌側から採骨， 骨移植した).固定角度は機側外転

20度， 掌側外転 40度を 目標として術中に固定のス

クリューのガイドピンおよび鋼線を刺入する際に角

度計を用いてあわせている.鋼線の抜釘は基本的に

はせず，銅線による違和感の有る症例のみ'南癒合が

得られた後に施行した.適応は保存治療で痛みが改

善せず，肉体労働や日常で手指を酷使する症例とし

た.検討項目は， 1.終痛の程度， 2.骨癒合の有無， (医|

干351-0102 I奇玉県平日光市諏訪 2-1
受)1J1日 2013/10/25
*独立行政法人国立病院機構崎玉病院整形外科
叫松村外科整形外科医院

村*独立行政法入国立成育医療li}f究セ ンタ一服部 ・運動?m病態外科部
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日常生活機能評価

1拍手

2.~オんを絞る 0/12点 .非科き手
3手をついて起きあがる

4ボ9ンをかける

5ポケットへの手の出し入れ

6.爪切り

'tJき手の症例は、 さらに、
0/22点 .利き手

7箸の使用

8.書字 容易 :2点
9財布から硬貨をとりだす やや困難 :1点
10.ガス控をひねる できない :0点
11ふたの開閉 3段階評価

図 1 日常生活機能評価:非利き手は 12点満点，手IJき手は 22点

満点で評価した.各々の項目を3段階に評価して， 合計ーした.

図 2 症例 51歳女性会社員左手

a， b:術前単純X線像 Eaton分類 stage3で

ある

2，区13). 骨癒合は得られ，術後 18ヵ月時点で痔痛

なく前l肢に復帰した 隣接関節の関節症性変化は認

めず，機側外転角 60度， 掌側外転角 65度，日常生

活機能評価は 12点満点， 1くapandji'sstage 9点，指

尖ピンチカは術前の 3倍であった(図 4). 

[考 察]

母指 CM関節症の手術は固定術以外に第 l中手

骨骨切り fÎI~j 2) ，籾帯形成術 川 などの報告があるー

そのうち固定術の利点は強いピンチ力の獲得と長期

の安定した|徐痛である 固定術は主に銅線のみでの

図 3 c:機骨有11経浅枝をよけて CM関節の軟骨を
掻j限した.

c1:術直後単純 X線像 HCS 1本と銅線 2本

で固定した.

固定(鋼線締結法を含む)5)や圧迫螺子 2本での固

定 6)7)の報告がある 鋼線のみの固定では圧迫不足，

ピントラブル，ゆるみという問題点，圧迫j息子 2本

での固定では強固な圧迫力は期待できるが，燦子の

干渉，刺入方向が難しいなどの問題点がある.著者

らはこの両者の利点をあわせ，鋼線のみでの固定よ

り強固で，圧迫照子 2本での固定より容易な HCS

スクリュー1本と銅線を用いた固定を用いている.

また，基本的には情移植をせず，母指の短縮を防止

するために軟骨下骨切除を必要最小限としている.

HCSスクリュ ーの形がくは Herbertタイ プスク リュ

ーのようであるが遠位と近位のねじのピッチは同じ

でラグスクリューの原理に近い.利点は1.仁十l央部

の|幅が狭く干渉しにくい，2. 卜分な圧迫を任意に
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図 4 1*T後 18ヵ月

e， f， g:母指機側外転，屈曲，掌側外転も十分でき，日常生活

上不自由はない
h・単純 X線像で、骨癒合が得られている

調節しでかけられる，ことがあげられる.Herbert 

タイプスク リューでは圧迫力は骨内に姉入されたス

クリユーの潜の差に依存するためで圧迫量の調節は

困難であり，骨粗怒例，適切でない位置への刺入で、

は圧迫不足となる危険がある 8)

本術式の利点は，上記の HCSスクリューの利点

に加えて，軟骨下骨切|徐を必要最小限にして， 1 

母指の短縮を防止すること， 2. 鞍状関節の形態を

残し固定角度の調節がしやすくすること，があげら

れる.

固定術の問題点として， 1. 偽関節， 2.術後の母

指可動域制限， 3. 隣接関節の関節痕七七変化，があ

げ、ら hる.Cloughら9) は 50%，山ー|ごら 10)は 20%

の偽関節発生率を報告しており，不十分な手技では

高率な偽関節の発生が認められる.著者らは HCS

スク リューと銅線を用いることで十分な圧迫力がえ

られるため，あえて骨移植は していないが全例で骨

癒合を得ていることから本術式での圧迫力は十分と

考えている.術後の母指可動域制限に閲しては術前

に患者は終痛のために十分な母指関節可動域は得ら

れておらず，愁訴とならないことが多い.隣接関節

の関節、j症性変化は本検討で、は認められなかった.原

田ら 5) も術後に新たな関節症の発生はほとんどな
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いと報告 しているが，本検討の術後経過観察期間は

平均 21ヵ月と短く今後の注意深い経過観察が必要

と考えている.

[まと めl
HCSスク リューと鋼線を用いた母指 CM関節固

定術を施行 し良好な成績が得られた.HCSスクリ

ユーの圧迫調節機能により適切で卜分な圧迫がかけ

られ，全例で骨癒合が得られた.軟骨下骨切|徐を必

要最小限にすることで，母指の短縮を防止し，鞍状

関節の形態を残すことで固定角度の調整が容易であ

った本術式は肉体労働 日常で手指を酷使する症

例には良い適応と考えられた.

[文 献]
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変形性肘関節症に対する鏡視下関節形成術における

コンピューターシミュレーションの有用性
てん11うりん ニう のぐちりょうすけ みやけ じゅんいち しまだこう ぞう

碑法輪光七野口亮介ぺ三宅潤ー持ぺ島田幸造ド

[目的]変形性肘関節症(肘OA)に対する鏡視下関節形成術におけるコンビューターシミュレーション (CS)

の有用性につき検討した.

[方法]肘 OAに対して鏡視下関節形成術を行い，術後 6か月以上経過観察ができた 34例， 35肘を対象

とした.csでは最大屈曲位，屈曲 90度，最大伸展位の 3肢位にて cfを撮影 し， 三次元構成して回転軸を

求め，衝突する骨瓢を計算 した. 手術では関節鋭視下に骨赫や遊離体を除去 した.術前，最終診察時の成績

をcsあり群 20/l，Jとcsなし群 15肘で比較した.

[成績]全例において終痛および可動域の改善を認めた.術前，最終診察時の可動域， Mayo Elbow Per-

formance lndexはcsあり群と csなし群では差を認めなかった.術後評価では肘頭の内外側に骨f!J!fが遺残
する例が見られた.

{結論1csは術前計画には有用であるが，術後成績には影響 しなかった 今後は肘頭での骨腕遺残をなく

す工夫が必要と思われた.

[緒言]

変形性肘関節症(以下肘 OA)に対する手術には

人工肘関節置換術 1) interposition arthroplasty 2)や

Outerbridge-Kashiwagi法などの観血的関節形成術:])

などがある.著者らは鋭視下関節形成術を主に行っ

ており，低侵室長にインピンジする骨林を切除するこ

とにより，除痛や早期の可動域改善が期待できる.

手術の際には computedtomography (Cf)にて得

られたデータを基に，コンピューターシミュレーショ

ン(以下 CS)にて術前計画を立てたうえで手術を行

っている ，1)本研究の目的としては，肘 OAに対する

鏡視下関節形成術における CSの有用性について検

言すすることとした.

表 1 患者背景

total (35肘) csあり(20肘) csなし(15肘) p値

性別
男 32例33肘 18例19肘 14例14肘

>005 
女 2 1肘 1例1肘

右 27s. 16肘 11肘
>0.05 患程IJ

左 8肘 4肘 4肘

年齢
42.2歳 42.8室長 41.3議

0.76 
(18-63愈) (18-59怠) (18 -63設)

観察期間
16ヵ、月 15泊、月 17か月

0.6 
(6-42か月) (6-24か月) (6-42か月)

受E型日 2013/10/17 

本大阪厚生年金病院 〒553-0003 大阪府大阪市福島区 4-2・78
*本大阪~察病院

***i'li立t界病院
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田園砂

最大伸展位 伸展シミュレーション

図 1 伸展位での cs方法 回転車rliを中心に最大付l展位よりさらに尺骨
と機骨を{rll展させ，重なり合う部位を責任病巣として計算した.

[対象と方法]

対象は2008年8月以降に鏡視下関節形成術をお

こない，術後 6か月以上経過観察できた肘 OA患者

34例， 35肘とした男性32例33肘，女性2例2M，
右 27肘，左 81Jt平均年齢は 42.2歳 (18-63歳)，

観察期間は平均 16か月(6-42か月)であった.

この期間，CSは術前計a画として基本的には行っ

たが，手術までの待機期間の短い例や他院ですでに

CTを揮影していた例では行わなかった また，特

に変形の強い例では CSを行うようにした.結果と

して CSを行ったのは重症例を含む 20肘，行わなか

ったのは 15肘であった. CSの有無にて，性別，年

齢，左右，観察期間などの患者背景に有意差を認め

なかった(表 1). 

CSは以下の方法にて行った.最大屈rHI位，90度

屈曲位，最大伸展位の 3ポジションにて CTを撮影

し， 三次元骨モデルを作成，上腕骨で重ね合わせて

屈Eltl域，伸展械での回転軸を計算し，屈伸運動をア

ニメーション化した.計算した回転刺lで、最大屈曲お

よび、最大伸展域を超えてさらなる屈伸運動をコンピ

ユーター上に再現し，重なり合う音1)位の骨赫をイン

ピンジする責任病巣として抽出した(図 1).手術

では， CSでの責任病巣の部位や切除量に沿って，

骨林を鋭視下に切除した.

手術は関節鋭を用い，前方より行い， anteromedi 

al portalおよびanterolateralporlalを作成し，鈎状突

起や鈎状突起簡の骨刺を切除した.次に後方にて，

posterior portal， posterolateral portal， direct lateral 

portalを作成し，肘頭，肘頭筒， 小頭後方の骨腕を

切除した. CSを行った例では，基本的には CSに

沿って骨臓を切除し，さらに鏡視下にてインピンジ

する骨腕がある場合にはこれを切除した.骨赫の切

|徐には abrac1erburrや骨ノミを用い，切除した骨片

が関節内に残存しないよう， i潅流を十分に行った.

また，前方，後方とも遊離体があれば除去した.さ

らに，両群 5肘ずつにおいて，腕尺関節の内側後方

の処置は観血的に行い，内側側副靭帯の後斜靭帯を

切離して腕尺関節内側の骨燃を切除した.内側側副

靭帯の後斜靭ザf切離以外の軟部組織の処置は行わな

かった.

検討項目としては.屈曲， {III展の可動域， Mayo 

Elbow Per[ormance !ndex (MEPI)を評価した.ま

た Reltig分類 5)を用い，関節症性変化が腕尺関節

のみのc1ass!，腕尺関節と腕椀関節のc1assI!， i侠

骨頚の脱臼を伴うc1assIII (こ分類し，軽症のc1ass! 

とより重症のc1assI!， IIIに分けて検討した.

CSを行ったもののうち 術後に CT評価ができ

た症例において，術前の CSと術後の CT所見との

比較を行ーった.

また，最終可動域が屈曲 120度未満またはイ111展ー30

度未満を可動域不良例とし，その原因を検討 した.
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a 

c 

csあり

csなし

4 

Rettig 1 

b 

csあり

山/ム思
124 

Rettig n、国

図2 術前および最終診察時の可動域.
a，全例での可動域.
b; CSあり鮮と CSなし群の可動域.
c ; Rettig分類 class[およびclass[J， mにおける CSあり群と CS

なし群の可動域(会p<O.05)

[結果!

?客痛は全例にて改善した.

可動域は，術前の屈曲 121度，伸展ー23度から術

後の屈曲 129度，伸展ー14度と屈世1，伸展とも有意

に改善していた(図 2a).CSあり群， CSなし群で比

較すると，術前，術後とも有意差を認めなかった(図

2b). Rettig分類 class1の症例では CSあり群， CS 

なし群で，術前，術後とも有意差を認めなかった.

Class!I， IIIの重症例においては， CSあり群にてやI:I

前の屈曲が有意に悪かったが，術後可動域は同等と

なっていた(図 2c).

MEPIでは，術前に比べ最終診察時には total，pain， 

l11otion， functionが有意に改善 していた(表 2a) ま

た， CSの有無にて差は認めなかった(表 2b).Rettig 

分類 class1では， CSの有無にて特に差はなく， Rettig 

分類c1assIl， 1日では術前に CSあり併にて function

が悪く，術後には差はなくなっていた(表 2c).

CSあり群にて術後 CT評価を行ったのは9例で

あった.伸展インピンジメン卜については 9例中.

4例にて一部残存しており，肘頭の内外側が2{91J， 

肘頭の内側のみが 2例であ った.屈曲インピンジメ

ントについては 9例中 4例にて CSを行っており，

術前屈曲 105度と変形の強かった 1例にて鈎状突jl:C

簡や小頭前方に骨林が残存 しており，後述の可動域

不良例であった

可動域不良例は 6例に認めた.うち CSは4例に行

っており， Rettig分類では c1ass1が2例， c1ass IIが

3例， c1ass IIIが l例であった.可動域制限の原因で

は 1例に異所性骨化， 2 {7IJで、鈎状突起簡での骨赫

残存. 2 {91Jで肘頭穏での骨赫残存 1例で鈎状突起

簡での骨赫増大を認めた.奥所性骨化の症例では，

肘頭瀦内側の骨赫を削った部位から発生 しており，

術後 l年3か月で再手術を要した.

[考 察]

肘 OAに対する関節鏡視下関節形成術において

は，鋭視部位を拡大して観察 し処置ができる反面，

関節全体の像を把握しにくく，インピンジする需を

同定しにくい場合がある この欠点を埋める手段と

して CSがあり， f，1~前に イ ンピンジする骨料を視覚

- 141 



790 肘OA鋭視下関節形成術におけるシミュレーション

表2 術前および最終診察時の MEPI

a b 
全例 csあり csなし

術自リ 最終診察時 p値 術自IJ 最終診察時 術目日 最終診察時

total 77 91 <0.01 total 76 91 78 90 

paln 27 37 <0/01 paH1 27 38 26 37 

motion 17 18 0.02 mobon 17 19 17 18 

stability 10 10 NA stability 10 10 10 10 

function 24 25 0.02 function 23 25 25 25 

c 

Rettig 1 csあり csなし Rettigll、田 csあり csなし
術刷 最終診察時 術目IJ 最終診察時 術別 量終診察時 術目IJ 最終診察時

total 82 94 80 93 total 65 86 77 89 

paln 30 39 28 38 paln 21 34 25 37 

motJon 18 20 18 20 mot.lOn 14" 16 17' 17 

stabil旬 10 10 10 10 stability 10 10 10 10 

function 24 25 25 25 function 20 25 25 25 

a，全例での MEPI
b; CSあり群と CSなし群の MEPI.
c; Re仕19分類class 1および classIl， 皿における CSあり群と CSなし群の MEPIドp<0.05)

的に把握することができ 効率的に手術を行うこと

が可能となる.ただ今回の検討においては，術後成

績は CSの有無で特に有意差を認めなかった.これ

はCSがなくても術前に crを細かく観察すること

により骨腕の部位を把握 してから手術に臨んでいる

ためと考えられる.また， CSは3肢位のデータを

用いて屈曲域(屈曲 90度と最大屈曲位の問)と伸

展域(最大伸展位と屈曲 90度の間)の回転軸を計

算しているが，特に屈曲， {Ejl展運動時に回転車[tlが大

きく変化してしまう症例などにおいては， CSの回

転車rtlと実際の回転軸に解離が生じ，シミュレーショ

ンが実際の動きとは異なってしまうことが予想され

る.そのような場合には， CSにて計算された骨赫

以外にも，周辺部分でインピンジメ ン卜起こってい

る可能性がある.また， CSを行った症例の中でも，

術後 crにて肘頭において骨腕が軽度残存している

例があり，特に内側において残っていた.これらの

中で伸展にて可動域不良となった例はなかったが，

さらなる伸展可動域が期待できたかもしれない.こ

れは，肘頭内側では尺骨神経が近くを走行している

ため関節鋭では操作しにくいためであると考えら

れ，特に配慮しながら手術を行う必要がある また，

これらの症例では直視下の処置を行っておらず，除

去すべき骨林の大きさや部位によっては直視下に尺

骨神経をよけたうえでの観lflL的処置を考府、すべきで

ある.Re仕ig分類 class!I， 1 IIの重症例において術前

屈曲の悪い CSあり群が術後には CSなし群と同等

の成績になっていた.術前の差については selection

biasの可能性もあるが，術後は同等とな っており，

CSを利用したことで改善が得られた可能性がある.

これらの重症例では腕機関節部の関節症性変化が広

がっている例があり，この部位の骨腕の評価には有

用であったと考えられる.

成績不良例についてであるが，異所性骨化につい

ては肘関節鏡手術後に発生した報告があり，今回と

同様に関節形成術後に骨腕切除部に異所性骨化が発

生していた ω.予防には放射線や NSAIDが報告さ

れているが，今回の症例でも予防的な投薬を行って

おり，完全な予防は困難である.骨腕残存について

は，手術時間に限りがあるため，骨糾を多くとる必

要のある重症例では取り残 しの危険性がある.特に

鈎状突起禽とR，j頭寓が残存 しやすく， 注意する必要

がある.

関節鋭視下関節形成討すでは， CSは効率よく手術

を行う一助となるが.実際の手術においても計画通

りに遂行する技量が求められる.残存しやすい骨赫

の部位があり，今後は術前計画通りに手術を完遂す

るためのより一層の工夫が必要と思われた.

[まとめ]

肘 OAに対する鏡視下関節形成術における CSの

成績を検討した.CSの有無にて最終成績に差は見
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肘OA鋭視下関節形成術におけるシミュレーション

られなかった.異所性骨化や骨赫残存は成績不良に

つながり，注意を要する.
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締山、、
母指形成不全に対する Huber-Littler法の治療成績
っちだしんじ ふじわらひろよし おだ りょう かつみ守すかず く 1.としかず

土田真嗣，藤原浩芳，小田 良，勝見泰和，久保俊一

[目的1Blauth分類 Iから皿型の母指形成不全に対 して当科で施行した Huber-Littler法(以下 H-L法)の

術後成績を検討した.

[対象と方法]母指形成不全 21例 22手を対象とした Blauth分類で I型 6手， II型 10手， m型 6手，手

術時年齢は平均 5歳 6か月であった 全例に H-L法を施行 し 匝型には遊離骨移植も併用した. 最終経過観

察時における母指対立運動，つまみ動作，書字，単純 X線像における移植骨，および術後合併症について

検討した.

[結果]母指対立運動は全例で可能であった.つまみ動作は， 12手で主に母指一示指聞を使用していた.

書字は両側例を除いて全例健側であった.腸骨からの移植骨は吸収されたが m~骨から採骨した移植骨はほ

とんどl吸収されなかった.小指の内在筋機能不全の合併はなかった

[考察]本研究では学童期にH-Lr去を施行 した症例でも比較的安定 した成績が得られた.m型に対する遊

離骨移植には， mF骨からの採骨が腸骨に比べて支持性の上で有利である可能性がある.

[緒 言]

国指形成不全は，母指の発育障害， CM' MP関

節の不安定性，および母指の伸筋，屈筋の低形成を

特徴とする手の先天異常である.治療に当たって

は，母指球の萎縮，母指内転拘縮，および第 1中手

骨の形成不全の程度を Iから血型に分類した Blauth

分類が一般的に用いられ，分類に応じた治療方針が

確立されつつある1)2) 著者らはこの分類に基づき 1， 

E型に対 して Huberや Littlelらが報告 したADM腔

移行術による対立再建術山)(本邦では Huber-Littler

法とよばれる;以下 H-L法)を，田型に対して H-L法

に遊離骨移植を併用してきた.本研究では， 1から

皿型に対して当科で H-L法を施行した母指形成不全

の治療成績を検討した.

[対象と方法]

1996年 3月から 2009年 10月に当科で H-Lr去を

施行した母指形成不全 21例 22手を対象とした.男

児が 10例 11手，女児が 11例 11手であり，右母指

が 13手，左母指が7手， 両母指が l例2手であ った.

Blauth分類は I型が 6手 E型が 10手， m型が 6

手であったー手術時平均年齢は1.5-13歳(平均

5.6歳)，術後経過観察期聞は3年-11年(平均5.8年)

であった.家族歴はなかった

全例に H-L法を施行した. H-L法は，手掌外線か

ら手関節掌側皮線に至る弓状皮切を用いた.ADM 

を周囲より剥間iし，小指の MP関節を越えて同筋の

停止部をできるだけ末梢で切離した.や11経血管束は

周囲の脂肪組織ごと温存 した 駆血を一旦解除後，

ADMに十分血流が確保されていることを確認しな

がら豆状骨から剥離し， 榛側へ翻転後， ADM近位

部を横手根靭帯に縫着した母指 MP関節の EPL

直上に弧状皮切をおき，母指球筋部に皮下トンネル

を作製 した.ADM腿の末梢部を，皮下 トンネルか

ら母指の MP関節背側まで誘導 し， EPL/EPB)腿の

ド層を通した後， EPLに母指対立位で縫合 した.

母指対立位で母指中手骨の遠位から CM関節部ま

で C-wir巴で固定 し，3週間で抜釘した. 旧型の 1手

に対し腸骨からの遊離骨移値術を，5手に対 してmF
骨からの遊離骨移植術を併用した

検討項目は， 1)母指対立運動(表)， 2)つまみ

動作における母指の使用頻度(表)， 3)窓側の書字，

4) 単純 X線像における移植骨の状態，および 5)

手術後の合併症と したーさらに学童期における H-L法

受理日 2013/10/16 
京都府立医科大学大学院医学研究科運動部機能再生外科学 干602-8566京都府京都市上京区河原町通広小路上る梶井町465
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母指形成不全の治療成績

表 母指の対立運動とつまみ動作の使用頻度の評価法

1 )母指対立運動

・CM関節に可動性があり制限なく可能なもの一良

・CM関節に可動性はあるが制限があるもの ー可

'CM関節に可動性がないもの ー不可

2)つまみ動作における母指の使用頻度

-母指・示指簡を主に使用しているもの 一 良

・母指は使用しているが，示指・中指間を主に ー
ー一則

使用しているもの

-母指をほとんど使用していないもの ー不可

の治療成績を検討するため，手術時年齢が7歳以上

の症例にしぼり， 1)， 2)， 3) のみ評価した.

[結果]

母指対立運動は， i良J18手 (I型6手， II型 10手，

793 

E型 2手)， i可J4手 (3型 4手)， i不可J0手で

あり，母指の対立は全例で可能であった つまみ動

作における母指の使用頻度は， i良J15手(1型6手，

E型9手)， i可J4手(1型 l手， II型 3手)， i不可J
3手 (III型 3手)であり， III型は母指をほとんど使

用していない例があった 書字は，両側例をのぞき

全例健側であった.単純 X線像における腸骨から

の移植骨は，服収され偽関節を形成していた(図 1). 

緋骨からの移植骨は，第 2中手骨とほぼ同等の骨l隔

を維持し，採骨部の骨欠損は修復された(図 2).

手術側の小指のかぎ爪様変形や屈筋l陸の機能不全の

合併はなかった

7歳以上の症例で，母指対立運動は，i良J6手(1 

型 2手，II型 4手)， i可J1手 (III型 1手)， i不可j

O手であった.つまみ動作における母指の使用頻度

は，i良J5手(1型2手， II型3手)， i可J2手 (II

初診時 名
良

，，，勾l-
I
 

み
山
T

4
も
ι

術後6か月 術後5年

図 1 2歳 6か月女児 左母指形成不全 (Blauth分類皿型)の単純X線{象

腸骨からの遊離骨移植術を施行したが移植骨は骨l吸収され(ム)，偽

関節を認める(矢印)

初診時 術後 術後3年 術後 術後1年

図 2 2歳 6か月次児 左母指形成不全 (Blauth分類田型)の単純X線像

，~ト骨からの遊 :41t骨移植術後の移植骨は術後 3 年で骨l吸収をほとんど
認めない(ムト術後 l年で採骨部は修復され，変形はない(矢印).
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794 母指形成不全の治療成績

図3 手術|侍年1鈴3歳男児 両母指形成不全 (Blauth分類皿型)の術後4
年における局所所見

握り動作やつまみ動作における母指の使用は可能で，母指球のふく
らみは再現され(....)，書字は両側例であり右側でおこなっている.

型 1手， m型 1手)， i不可J0手であり， m型でも

母指は全例で使用していた.書字は全例健側であっ

た

[考察]

母指形成不全の治療では，握りとつまみ機能の獲

得のため，旬指の対立機能を再建することが重要で

ある.手術方法は Blauth分類に応じて Iから 匝型

に対しては母指対立再建術を， IV， V型に対しては

母指化術が行われることが多い.母指対立再建の力

源として，ADMI腿や環指の FDSI挫が移行されてい

る.環指の FDS腿移行術の利点として，神経血管

損傷の危険性が少ないことがあげられるが，母指球

のふくらみは再現されない 2).ADMI躍の移行術では，

ADM筋腹が境fWJへ移動することにより母指球のふく

らみが再現できる整容上の利点があることから，著

者らは， Iから 田型の母指形成不全に対して ADM腿

移行による H-L法を施行してきた.本liJf究では，

全例で母指の対立運動が可能となり ，母指球も再現

された(図 3).H-L法の合併症として， ADMの神

経血管損傷，小指のかぎ爪状変形や短小指屈筋l陛の

機能不全などが報告されている 5) ADMを豆状骨

から完全に切離することで筋への血流低下が生じる

ことから， ADMI陛を移行する際には，血流低下が

生じない程度に豆状骨からの剥離と ADMの榛側へ

の翻11去をとどめる必要がある.また， ADMと短小

指屈筋は解剖学的破絡により癒合し，分附困難な場

合があり， ADMI陸移行の際に短小指屈筋!健も同時

に移行することで小指のかぎ爪状変形や短小指屈筋

の機能不全を引き起こす可能性がある 6) 本研究で

は術後 3年以上の経過観察期間で，小指のかぎ爪状

変形や短小指屈筋機能不全による合併症はなかっ

た. H-L法は，小指外転筋への神経血管束を損傷し

ないように注意すれば，成績は安定しており 1か

ら皿型の母指形成不全に対 して有用な術式と考え

た.ただ し， H-L法による小指の内在筋不全を生じ

る可能性があることを認識して，術後経過を慎重に

観察するべきである.

母指形成不全の治療成績に関与する因子は，母指

の大きさ，第 1指聞の形成不全の程度， MPとCM

関節の支持性と可動性，手術時年齢とされてい

る市) 手のにぎり動作や母指のつまみ動作は， 3歳

までに発達するため，この時期までに外科的治療を

行うことが望ましいと考える.しかし，旬指形成不

全は比較的頻度の高い先天性疾患であるにも関わら

ず，外観の異常は比較的目立たないため，診断や手

術の判断が遅れることもある 4歳から 8歳 4か月

までの母指形成不全に対して外科的治療を行い，母

指機能が改善したと報告されており 9) 著者らも手

術による改善効果を期待して，初診時に学蛍j切に達

していた症例についても H-L法を施行してきた

本研究では，手術時年齢 7歳から 13i殺の 7手全例

で伺指の対立運動が可能となり 5手でつまみ動作

時には主に母指を使用していた 手術時年齢が比較

的高い学童期の母指形成不全に対 しでも H-L法に

よる母指機能の改善効果が得られると考えた.

C!=J手骨の形成不全を伴う 匝型に対しては，第 4中

足骨あるいは基i(i骨の骨移植術とl陸移行術の併用，
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血管柄付き遊離足祉関節骨移植術，あるいは母指化

術が施行されている. しかし，これらの手術法によ

り正常な足祉や示指が欠損することや，変形が残存

する可能性があるため，家族および、将来の患者が必

ずしも満足する術式ではない.著者らは，母指化術

を望まないE型の母指形成不全に対して， H-L法に

腸骨あるいは緋骨からの遊離骨移植術を併用した.

偽関節部に対する腸骨からの遊蹴骨移植術は， mF骨
からの遊離骨移植と同様に骨癒合が期待できると報

告されているが 10) この報告内の移植骨の長さは，

!日|骨が 6cm以上，腸骨が 3cm以内であったとのこ

とから，ml一骨と腸骨を直接比較することについては

疑問が残る.本研究では 1手ではあるものの，腸

骨からの移植骨は吸収され偽関節を生じた 一方，

ml'骨からの移植した 5手は，ほとんどI吸収されず，

採骨部は修復され，変形や骨欠損は生じなかった.

E型に対する骨移植術に用いる採骨には，腸骨より

1m'骨の方が支持性の点で有利である可能性がある.

[まとめI
Blauth分類 1，II， III型の母指形成不全に対し，

ADM腔移行による母指対立再建術 (H-L法)を施

行した 2 1 例 22 手のやI~後成績を検討した. H-Li去に

より母指対立運動は全例で可能となり， ADM腿移

行に伴う小指の合併症はなかった 7歳以上の学童

期に手術した症例についても術後成績は安定してい

た. 皿型に対する骨移植術に用いる採骨には，腸骨

より緋骨の方が支持性の点で有利である可能性があ

る
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先天性榛尺骨癒合症に対する解剖学的前腕骨切りと
有茎筋膜脂肪弁移植を用いた分離授動術の試み
み や け じゅんいち か主やふみのり かたおかとしゆき たなかひろゆき むらせ つよし

三宅潤ーヘ金谷文則ぺ片岡利行*，田中啓之¥村瀬 剛*

3次元脅変形矯正システムによる解剖学的前腕骨切りと有茎筋膜脂肪弁移植を用いた分離授動術を行った

先天性焼尺骨癒合症の 4例を報告する.癒合部の分離後，前方脱臼の 119lJには尺骨骨幹部の角状骨切りと棋

骨頚部の短縮角状骨切りを，後方脱臼の2例には尺骨骨幹部の回旋骨切りと椀骨中央での短縮角状骨切りを，

脱臼なしの 1例には尺骨骨幹部の回旋骨切りと榛骨頚音1)での短縮骨切りを行い，分離部に有茎筋11英脂肪弁移

植を行ったところ，良好な前腕可動域が獲得された 解剖学的前腕骨切りによる正常前腕アライメン ト獲得

は，より良好な前腕可動域や前腕動態の獲得につながる可能性がある.

[緒 言]

先天性槙尺骨癒合症は，槙尺骨が近位部で癒合す

る先天異常で、あり，強直肢位によっては日常生活動

作が著明に陣害される. Kanayaらは先天性椀尺骨

癒合症に対して遊離筋膜脂肪弁移植を併用した分離

受動術を開発し，これまで困難とされてきた両骨の

分断が可能となった 1) また最近では有茎筋膜脂肪弁

移植をFf:J~ iた術式も開発され，より簡便に安定した

成績が報告されている 山)

一方，分離授動術に際して，これまでは椀骨頭脱

臼の有無や方向に注目した槙骨近位での骨切りが併

用して行われてきたが，前腕両骨の骨全体のアライ

メント異常は注目されてこなかった.著者らは独自

に開発した 3次元骨変形矯正システム 4)5)6)7)を用い

て，解剖学的前腕骨切りと有茎筋膜脂肪弁移植を用

いた分IiMf:授動術を試みたので報告する.

[対象と方法i
本手術を先天性榛尺骨癒合症 4例 (5歳， 6歳，

12歳，14歳)に行った.模骨頭前方IJ見臼が 1仔IJ，後方

脱臼が2仔1]，脱臼なしが l例であった.術前前腕固定

肢位は，いずれも囲内位 (30
0

-80
0

) であった.肘関

節可動域は伸展平均 1
0

，屈曲平均 133
0

であった.片

側例が 2例，両側例が 2例であった.

まず両側前腕全長を口、撮影し，独自に開発した

コンピュータ一仁で、 3次元骨モデルを作成した(図

図 1 3次元コンピューター骨モデルを作成

1) .癒合音1)を分離した榛骨および尺骨モデルを作成

し，健側鏡像骨モデルと重ね合わせることで変形評

価を行い，正常アライメン卜を獲得するために最適

な3次元的な骨切りをシミュレーションした(図2). 

両側例の場合，同年齢の正常骨モデルを参考に骨切

りシミュレーションを1l'った.また制ii~l:Jシミュ レー

ション通りの骨切りを行うためのカスタムメイドガ

イドを作成し，手術に臨んだ 手術では癒合部を分

離した後，前方脱臼の 1例には尺骨骨幹部の角状骨

切りと機骨頚部の短縮角状骨切りを，後方II見臼の 2

例には尺骨骨幹部の回旋骨切りと様骨中央での短縮

角状骨切りを，脱臼なしの 1191Jには尺骨骨幹部の回

旋骨切りと焼骨頚部での短縮骨切りを，カスタムメ

イドガイドを用いて行った(図 3).骨切り自15をプレー

トで固定し，金谷ら")の方法に準じて分:)lff:部に有茎
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図 2A 健側鏡像骨モデル(透明)との重ね合わせ
による変形評価

図 3A カスタムメイドガイドを用いた解剖学的骨
切り

筋膜脂肪弁移植を行った後， K-wire 2本で検尺骨の

仮固定を行った(図 4).術後は 3週間ギプス固定

を行った.ギプス除去後，仮固定のK-wireを抜去 し，

前腕可動域訓練を行った.

[結果]

術後，良好な前腕可動域を獲得した(図 5) 前

腕可動性獲得に伴い，洗顔などの日常生活動作の改

善を認めた.肘関節可動域は術前後で変化を認めな

かった.手術時年齢が 14歳と最年長であった l例

に，術後 2か月で尺骨プレート部の遅発性感染を認

めたため，プレートを抜去し，創外固定器を用いて

治療を行った.その他の合併症は認めなかった

{考察]

正常新鮮屍体を用いた研究では，前腕骨幹部変形

は，角状変形 .@1旋変形とも前腕可動域制限につな
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図 28 骨切りシミュレーション(健側鋭像モデル
を目標)

図 38 整復

がることが明らかとなっている 8)9)10) これらのjijf

究によると憐骨もしくは尺骨単独の角状変形の場

合，10度以上の変形で前腕可動域制限が生じ，更

に両骨に角状変形が生じる場合，特に両骨の変形が

反対方向に存在すると大きな可動域制限が生じる

回旋変形については，尺骨の外旋変形では前腕可動

域制限は比較的少ないが，尺骨の内旋変形，検骨の

内旋及び外旋変形では変形と反対方向の可動域制限

が生じる.実|僚の臨床例においても，前j腕骨幹部骨

折変形治癒では，前腕可動域制限や前腕回旋動態異

常に伴う近位 ・遠位焼尺関節障害をきたすことが知

られている 4)6) しかし，これまで 2次元的評価であ

る単純レントゲンのみで 角状変形・回旋変形が組

み合わさった前腕而骨の 3次元変形を，正確に割引lIi

し，正確に矯正することは困難であった.

そこで著者らは， 3次元的な変形評価を行い，そ

の変形評価iに基づいた 3次元骨切りをより簡便に行
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図4 術後レントゲン

l瞳盟盤圏|
回内 回外
(度) (度)

5 後方 白内 45 60 
40度

12 前方 回内 30 45 
20度

14 なし 回内 30 70 
10度

6 後方 団内 80 20 
20度

図 5 結果

うシステムを開発し，これまで検骨遠位端骨折変形

治癒 4)5) 内反肘変形 4) 前腕骨折変形治癒 叫6) 陳

旧性モンテジア骨折 7)などの骨折変形治癒に対して

臨床応用し，良好な成績を報告してきた.前腕骨折

変形治癒に対しては，本システムを用いて解剖学的

前腕骨切りを行うことで，より良好な成績が得られ

ることを明らかにし，前腕骨変形の解剖学的矯正の

重要性を報告した 6)

一方，先天性検尺骨癒合症においては，これまで

前腕骨幹部のアライメン卜異常は注目されてこなか

ったが，今回我々が経験した 4例ではすべての症例

において骨幹部での変形が存在した.特に尺骨に

は，全例で、変形を認め，巨|旋変形についてはいずれ

も内旋方向への変形を認めた.これらの変形の残存

は，理論 ヒ，前!腕可動域制 I~.艮や近位 ・ 遠位税尺関節

障害の原因となりうると考えられ，特に尺骨の内旋

変形の残存は回外制限につながると考えられる.本

手術を行ったのは 4f$ilJのみと症例数は少ないがヨい

ずれも良好な前腕可動域が獲得された.先天性槙尺

骨癒合症においても，解剖学的前腕骨切りによる正

常前腕アライメント獲得は，良好な前腕可動域やよ

り正常に近い前腕動態獲得につながる可能性がある

と期待される.

[まとめ]

先天性検尺骨癒合症4例に解剖学的前腕骨切りと

有茎筋膜脂肪弁移植を用いた分離授動術を行った.

3次元変形評価では， 4例とも前腕骨幹部変形が存

在した.分)~rH受動術に解剖学的前腕骨切りを組み合

わせることで，より良好な前腕可動域や前腕動態獲

得につながる可能性がある.
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将山、
細胞シート輸送をめざした保存条件の検討
あかはね まなぷ しみ ずたかまさ なかのけんいち き ら つとI.r た 生かやすひと

赤羽学べ清水隆昌ぺ中野健一六吉良務4ぺ田中康仁**

[要約]

本研究では偽関節治療や硬組織再生において有用な骨形成細胞シートの輸送を目的とした保存条件の検討

を行った. 7週齢 F344ラッ卜の骨髄細胞を培養し獲得した間葉系幹細胞を 60mm径培養皿に播種し，デキ

サメサゾン ・アスコルビン酸を添加した培地で二次培養を行いスクレーパーで細胞シートとして採取した.

採取後，培養液を入れた密閉可能なチューブを用いて 6，12， 24時間， 37
0

Cで保存した後，円盤状。-TCP

と組み合わせてラッ ト皮下に移植した.4週で摘出し，組織像とリアルタイム PCRで骨形成を評価した.骨

形成細胞シートは，保存後もその形態を維持していたが，保存時間とともに収縮する傾向であった.骨形成は

全群で認められ， osteocalcin m貯~A 発現に有意差は認めなかった.本結果によって，細胞培養センターで

培養した骨形成細胞シー卜 を培養液とともに密閉チューブに入れて 37
0Cで輸送し，硬組織再生に応用でき

る可能性が示唆された.

{緒言]

細胞培養センター (CellProcessing Center : CPC) 

で培養した細胞を用いる再生医療はすでに臨床応用

が開始され 1)2)3) 今後その需要は CPCを持たない医

療施設にも一段と拡大 していくと予想される.現状

では CPCは主に大学病院等に設置されているが，

運用コス トが高く 一般病院に設置することは難し

L、
細胞シートは様々な領域で臨床応用が検討されて

おり 川 6) 我々も骨形成細胞シートの偽関節治療や

硬組織再生における有用性を報告してきた 7)8)9) し

かし臨床で用いるためには， CPCで地養した細胞

を利用しなければならない.今後の臨床応用を進め

ていくためには， CPCを持たない医療機関への細

胞や細胞シートの輸送が必要となる. CPCで培養

された安全な細胞シー トの活性を維持し， 他施設に

輸送できれば，様々な疾患に臨床応用が可能であ

る. しかし細胞シートの保存や輸送に関する簡便で

安定した技術はまだ開発されていない.本研究で

は，骨形成細胞シート輸送を目的とした保存条件の

』食言すを行った.

[対象と方法]

F344ラット (7週齢)の両大腿骨から骨髄細胞を

採取し，フラスコ (75cm2culture flask， Falcon， BD， 

USA)を使用して初期培養を行った.2週後，トリプ

シン EDTA(Gibco， Invitrogen， USA) で処理し，骨

髄間葉系幹細胞 (MSCs) を細胞浮遊液として採取

した 7)8)9) 採取した MSCsを 1x 104celllcm2の細胞

密度で 60mm培養皿 (Falcon，BD)に播種し，標準

培養液に 10nMデキサメサゾン (Sigma，USA)， 

82μg/mlアスコルビン酸(和光純薬)添加した培地

でコンフルエン卜に達するまで培養後 (14日後)，

スクレーパーで骨形成組|胞シートとして採取し

た7)8)9) なお，本実験では， 15%ウシ胎児血清 (]RH

Bioscience Inc. USA) と抗生剤 (100U/mlペニシ リ

ン， 100μg/mlストレプ卜マイシン，ナカライテスク)

含有 minimalessential medium (MEM ;ナカライ

テスク)を標準培養液とし 37
0

Cの 5%C02培養器

を使用してキIII胞培養を行った

骨形成細胞シートを採取後.培養液を入れた密閉

可能なチューブ(図 1，15mlクラリフ ァインドポ

リプロピレンコニカルチューブ Falcon，BD) を用

いて 6，12， 24 I時間，37
0

Cで保存(制}j包シート l枚

当たり 10m!の標準培養液使用)を行った後，保存出111
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図 1 骨形成細胞シー トの保存に使用したチュー

ブ.細胞シート l枚当たり 10mlの培養液
を入れて密閉し 370Cで保存した.

胞シートの形状を肉眼および顕微鏡で観察 した.さ

らに， 円盤状 βTCP(5mm径， 2mm厚，スーパー

ポア :PENTAX)を保存細胞シー卜でラ ップ して

βTCP/細胞シート複合体を作り， F344ラット皮下

に移植した. 4週後に摘出し，x句Pと組織像， リア

ルタイム PCRで骨形成を評価した.組織用の標本

は，摘出後 10%ホルマ リン固定を行った後に x-P

撮影を行い，その後脱灰し組織切片 (H-E染色)を

作製した RNA抽出は ISOGEN(日本ジーン)を

用いて行い， FastPrep FP24 Cell Disrupter (Qbio-

gene， lnc.， USA)を{吏用して摘出標本の破砕を行っ

た. Osteocalcin mRNA発現を リアルタイム PCR法

(ABI PRISM 7700 Sequence Detection System， Ap-

plied Biosystems， USA)で，osteocalcin mRNA発現

量をglyceralclehycle-3-phosphatedehyd rogenase 

(GAPDH) m附-.JA発現量で標準化し，一元配置分散

分析により各群聞を比較した.統計学的な有意差は

P<0.05とした PCRプライマーは， osteocalcin 

Rn01455285_g1， GAPDH: Rn99999916_sl (Applied 

Biosystems)である.コントロール群は新{詳細胞シー

ト(保存なし)とした(各群 n=5).

[結果]

保存後のシー トの肉眼的形状は保存H寺閉が長くな

るとともに収縮する傾向が見られたが，シー トとし

ての形状は維持 していた.顕微鏡写真でも保存細胞

シートに明らかな損傷は見られず，細胞シートから

脱落した浮遊制胞数も大きな変化は見られなかっ

た.細胞シートのフレキシビリティーは保存時間と

回 回

回

図 2 摘出した標本のレントゲン写真
A:新!詳細胞シート群.
B: 61時間保存創1111包シート1汁
C: 1211寺間保存細胞シート群.

0: 241時間細胞シー ト群ー
すべての群で、人工骨表面に石灰化像が認め
られた 矢印は人工骨表面の石灰化を示す.

ともに低下していたが，これは細胞シートの収縮に

伴う変化と推測された.

摘出した標本の x-P写真では，骨形成細胞シート

と人工骨を組み合わせた複合体移植の特徴である人

工骨表面での石灰化像が全ての群で確認できた(図

2). 組織像でも全ての1町で良好な骨形成が人工骨気

孔内と人工骨表面の両方で見られた(図 3).

骨形成能を評価す るため行った リアルタイム

PCRでは，保存細胞シー ト群の osteocalcinm附~A

発現量は，コン トロール群と比べて有意な差は見ら

れなかった (p>0.05，図的

{考 察]

ティッシュエンジニア リングの技術を応用 した骨

の再生医療に閲する研究は目覚ま しい発展をとげ，

すでに臨床応用が行われてい るものもある ¥)2)3)

我々もこれまでに MSCs浮遊液と人工骨を組み合

わせた「培養人工骨J作製方法を報告し臨床応用し

ている.中でも，細胞をシー ト状に培養し移植する

-152ー
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囚 回

回 回

図3 移植 4週後の組織写真.
A:新鮮細胞シート群.
B: 6時間保存細胞シート群.
C: 12時間保存紡|胞シート群.
D: 24時間細胞シート群.
すべての併で新生骨形成が認められた.
*は新生骨を示す

10α3 

抑
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図 4 リアルタイム PCR. 保存納胞シート群の
osteocalcin m貯~A 発現量は，新鮮1詳と比べ
て有志、な差は見られなかった.

新鮮群 6時間 24時lll1

技術の発展は著しく，様々な領域で基礎的な研究や

臨床応用が模索されている.我々も培養 MSCsを

移植 し硬組織再生を行う方法として，骨形成細胞シ

ー ト移植が有用であることを報告 している川191 ラ

ット大腿骨偽関節モテ守ルを用いた研究では，この骨

形成細胞シートを骨折部に移植するこ とによ って，

骨癒合が得られた 91
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しかし，臨床で用いる培養細胞や細胞シートは

CPCで準備された安全なものでなければならない.

CPCは大学等の特定の施設にしか設置されていな

いため，今後細胞シートを用いた再生医療を普及さ

せるためには， CPCで作製した細胞シートを安全

に一般医療施設へ輸送する必要がある.これまでに

も培養細胞を輸送するための様々な方法が検討され

てきたが，凍結保存や低温保存下での輸送が主なも

のであった.凍結保存では解凍後に骨形成能が低下

する可能性が示峻されており 10) 短時間の輸送のた

めには理想的とは言えない 近年，細胞シー卜を培

養皿に付着させたまま輸送するための装置が開発さ

れているが，輸送装置が大がかりであり広く普及さ

せるためにはより簡便な保存・輸送方法が望まれる.

本研究では， CPCで培養した細胞シートを輸送

し硬組織再生に応用するために，密閉チューブを用

いて 37
0Cの培養液中で骨形成細胞シートの保存が

可能かを検討した. 24時間保存後の細胞シートも

その形状が維持されており，移植後の骨形成能も新

鮮群(保存なし群)と同等であったため，十分な細

胞活性が維持されており硬組織再生に利用できると

考えられた.今回の結果によって， CPCで培養し

た細胞シートを培養液とともに密閉チューブに入れ

て輸送 し，硬組織再生に応用できる可能性が示唆さ

れた.本研究では人工骨と組み合わせて骨形成細胞

シートを皮下に移植し骨形成を評価したが，壊死骨

あるいは偽関節部 ・骨欠損部に移植することで，壊

死骨の再生や骨形成・骨癒合を促進させることがで

きる可能性があると考えられる.

一般的に，細胞シー 卜の作製は温度応答性培養血

を用いる方法が広く行われているが叫5161 本研究で

は MSCsを2次培養する際に，デキサメサゾンと

アスコルビン酸を添加することで細胞自体をシート

状にし，それをスクレーパーで採取する方法を用い

た.細胞シート作製のために添加するデキサメサゾ

ンとアスコルビ、ン酸は骨芽細胞への分化誘導因子で、

あり ，細胞培養中に骨芽細胞へと分化しているとい

うメリットがあるうえに 細胞外基質の産生を促進

する効果も期待される.これが37
0
C. 24時間保存

であっても細胞シー卜としての形状を維持すること

に作用した要因と考えられる.この点を含め， 37
0

C 

で何時間まで骨形成能を維持しつつ保存することが

可能か，少ない培養液量での保存が可能か，室温保

存でも骨形成能を維持することは可能か等に関し

- 153一
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て， 今後さらに研究を行い，簡便で効果的な保存・

輸送方法の検討が必要である.

[まとめ]

骨髄間葉系幹細胞をシート状に培養した骨形成細

胞シートを 37
0Cで24時間まで保存することが可能

であった.保存後の骨形成細胞シートを人工骨と組

み合わせて皮下移植したとこ ろ24時間保存群も新

鮮群と同等の骨形成能が維持されていた CPCで

培養した細胞シートを培養液とともに密閉チューブ

に入れて輸送し，硬組織再生に応用できる可能性が

示峻された.
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ハイブリッド型人工神経を用いた再生医療の実験的研究
-iPS細胞由来神経前駆細胞塊の徐放システム
( Cell Delivery System)-
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著者らが報告してきた iPS細胞から分化誘導したニユーロスフェア(以下 NS)を人工神経内で培養した

三次元培養 iPS細胞播種ハイブリッド型人工神経は 管腔壁が特殊な二層構造となっている.細胞が三次元

培養される内層のスポンジ状ポリマーは外層に比べ早期に服収 ・分解され 細胞を人工神経管腔内に徐放す

るcelldelivery systemを意図 して設計されている.今回，その細胞徐放について検討を加えた.

[方法]マウスの坐骨神経に長さ 5mmの完全欠損部を作成し，ハイブリッド型人工神経(外径 2mm，内

径 lmm)で架橋再建を行った.移植前および移植後 12，24週で採取した人工神経を組織学的に検討した.

[結果]移植後 12週・ 24週で，内層のスポンジ構造内で培養されたニューロスフェア細胞は，ポリマー

の吸収とともに徐放されており人工神経は celldelivery systemとして機能していた.

[ ~三休 |吸収性人工神経 (SEM) ]

著者らの人工科l経は管l控墜に特殊な二周構造を

有しており (左上弱拡大)，その内層は PLA/PCL
(1 : 1)の共重合体スポンジで，細胞が中に入

り込む三次元府誌が可能とな っている (右上

強拡大).さらに外層のPLAメッシュとのl吸収
性の違いにより (左下強J広大に人工事11経上で

細胞を地養した場合にはまず内層上の細胞が管
!佐内に欣出され， ついで内層のl吸収に伴いスポ

ンジ:犬梢造内で地養された制11胞が徐放される，

という制1111包{余放システム (CellDelivery System) 
を怠図 して設計されている.

図 1

{緒言]

一般的に再生医療には，細胞 ・成長因子 ・足場が

必要であるとされている 1)末梢神経の再生医療にお

いては，はじめに 1980年代に非吸収性材料である

シリコンチューブを用いた試みがなされてきた 2)

その後生体吸収性材料を用いた人工神経が作成さ

れ，すでに欧米では市販されるに至った 3)

これまで著者らは独自の非常に柔軟な人工神経を

開発し， 種々の実験的研究を行ってきた '1)5)近年で

は人工神経と iPS細胞を組み合わせ， iPS制胞から

神経系に分化誘導させた細胞と，人工神経を組み合

わせたiPS細胞ハイブリッド型人工神経を報告した 6)

さらにその iPS細胞ハイブ リッド型人工神経をマウ

スの坐骨神経に作成した 5mmの神経欠損音1)に移摘

し，運動・知覚機能および組織学的検討を加えた.

その結果， iPS細胞から神経系に分化誘導させた細

胞を加えたことによ って，有意に神経再生が促進す

ることを報告 した 7)

これら一連の実験で使用した著者らの人工事11経は

生体吸収性材料を使用し，管腔壁に特殊な二層構造

を有している(図 1).その内層はポ リ乳酸 (PLA)と

ポ リカプロラク トン (PCL)を 1: 1に配合 した共

重合体スポンジで，人工神経にキ111胞を付加した|僚に
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図2

はその共重合体スポンジの蜂巣構造の中に細胞が入

り込む三次元培養を可能としている.さらに外層の

PLAのメッシュはl吸収速度が遅く ，内層の共重合

体スポンジは吸収が早いという材料にI吸収性の差違

を持たせている.そのため人工事11経上で細胞を培養

した場合にはまず内層上の細胞が管腔内に放出さ

れ，ついで内層の|吸収に伴いスポンジ状構造内で培

養された細胞が徐放されるが，外層の PLAメッシ

ユは残存するという細胞徐放システム・ CellOeliv-

ery Systemを意図して設計されている.

本研究の目的は

1) iPSから誘導された神経系細胞を著者らの人

工神経仁で培養したハイブリッド型人工神経におい

て，人工神経上で細胞が多能性を維持したまま生着

していることを確認すること，

2)ハイブリッド型人工神経をラット坐骨神経に

移植後2 人工神経で生着した制11胞が徐放されている

かどうか検討を加えることである.

[対象と方法]

はじめにこれまでのプロ卜コールに従い， iPS細

胞 (iPS-MEF-Ng-178B-5) を神経前駆細胞塊 (Sec-

ondary Neurosphere以下 NS) まで分化 ・誘導した

のちに，人工神経(内径 lml11.外径 2ml11.長さ

7111111)一本あたり 5x106個の NS*III胞を管腔内に付

加し 2週間培養して iPS細胞ハイブリッド型人工神

156 

図3 [iPS細胞ハイブリッド型人工神経 (HE染色，

免疫染色)]
人工神経に生着した NS細胞 (HE染色 xl00)
に免疫染色を行ったところ，事Il*I制llH包，グリア
細胞のいずれの免疫染色でも染色され， 2週間
の矯養後にも多分化能を維持していることが示
されている(右上免疫染色強拡大x400)

経を作成する 6)

ついで作成したハイブリッド型人工科経をマウス

(6週齢)坐骨神経に作成 した 5111111の神経欠損に移

植 し，移植後 12週目 (n=9)および24週目 (n=6)

に人工事11経を採取 した.

検討項目は，作成した移植前のハイブリッド型人

工神経において，NS細胞が人工神経上で三次元培

養され生着しているか，また生着した NS細胞が神

経系の細胞への多分化能を維持しているかどうか，

HE染色，神経卒rn胞及びグリア細胞に対する免疫染

色(抗Tu-jl抗体，抗 S-100抗体，抗 GFAP抗体)

を用いて組織学的に評価した.

ついで、坐骨神経へ移植後 12，24週目に，採取 し

た人工神経中央の横断切片 (HE染色)を作成し，

管腔壁のI吸収 ・内層上および内層内に付加された

NS細胞について組織学的に検討を加えた

[結果1
1)ハイブリッド型人工神経における NS和|胞につ

いて(移植前)

人工神経に付加され 2週間培養された NS釧胞は

人工神経内層上に生着し，さらに内層のスポンジ状

構造内にも生着し三次元培養されていることが確認

された(図 2) ついで三次元培養された制胞に種々

の免疫染色を行った結果，抗Tu-jl抗体，抗 S-lOO
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図4 [移植後 12迎の人工神経中央の横断切片 (HE
染色)J
人工神経管腔中央に再生した神経を認め(x100)，
管腔壁の構造は 12週目においても外層のメッ

シュ，内層のスポンジ状梢造(左下強拡大x400
矢印)ともに保たれている.

抗体，抗 GFAP抗体の いずれの免疫染色でも染色

され， 2週間の培養後にも多分化能を維持している

ことが示された(図 3). 

2)ハイブリッド型人工神経の吸収と NS細胞に

ついて(移植後 12，24週)

移植後 12週の人工神経中央の横断切片において，

管腔中央に再生 した神経を認め，管腔壁の構造は

12週目のすべての切片において外層のメッシュ

内層のスポンジ状構造ともに保たれていた(図 4).

ついで 24週目においては 人工神経管腔内にさら

に旺盛な神経の再生を認めた. 一方管腔壁は，すべ

ての切片において外層の Pl.Aメッシュ構造は残存

していたが， 内層のスポンジ状構造は|吸収され般痕

組織に置換されていた(!)i{!5).移植前と移槌後 12

週を比較する と，内層のスポンジ状構造は保たれて

いるが.内層上で培養された細胞はすでに管腔内に

releaseされていることが明らかとなった(医!6).つ

いで 24週目と比較すると 内層のスポンジ、状構造が

完全に吸収されており，スポンジ状構造内で培養さ

れた制u胞は管腔内に徐放されたものと考えられた.

[考 察]

再生医療において成長因子と足場を組み合わせる

際に，成長因子の半減期が短い場合や成長因子を一

定期間有効に作用させるためには成長因子を徐放さ

せる DrugDelivery System (以下 DDS) が用いら

- 157 

図 5 [移植後 24週の人工神経中央の横断切片 (HE
染色)J
人工事IJ経管腔内にさらに旺盛な神経の再生を認

める.一方管腔壁は，外層の PLAメッシュ椛

造は残存していたが，内層のスポンジ状構造は

l吸収され癒痕組織に置換されている(左下強拡

大 x400・矢印).

図6 [移植前および後 12，24ill!の人工神経中央の横

lj:Ji切片の比較 (HE染色)J
移植前と移植後 12遡を比較すると，内層のス

ポンジ状構造は保たれているが，内j雷上で培養
された細胞はすでに管腔内に releaseされてい

る(左下強拡大 x400:矢印) ついで 24週目
と比較すると内帽のスポンジ状構造が完全にl吸
収されており，スポンジ状梢造内で、培養された

制IlJJ包は管腔内に徐放されている(右下強拡大

x400 :矢印)ー

れることがある.

著者らも末梢神経の成長因子である塩基性線維芽

細胞成長因子 (basicfibroblast growth factor :以下

FGF)を末梢神経の再生医療に応用するにあたり，
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半減期の非常に短い FGFを人工神経やゼラチ ンに

I吸着 ・徐放させ DDSとして機能させることによっ

て神経再生が促進されること を報告 した 8)その際

には人工神経やゼラチンから成長因子が神経再生の

場である管腔内に徐放され再生神経や Schwann細

胞に作用し， 神経の再生が促進されると考えている.

一方，末梢神経の再生医療で足場と細胞の組み合

わせにおいては， Vacantiらが人工神経内にシ ユワ

ン細胞を環流させ4時間後に人工神経上の細胞を確

認し，ラッ トの坐骨神経欠損部に移植 してその有用

性を報告 している 9)しかし， その笑験系において

は細胞を環流後わず、か4時間後に細胞の存在を確認

しているだけで， 細胞が人工神経に生着 しているか

どうか，またも し細胞が人工神経に生着 していた と

して細胞が人工神経から徐放されているかどうかの

確認はされていない

また末梢神経の再生医療で足場と iPS細胞の組み

合わせについては， Wangらがヒ 卜由来 iPS細胞と

ヒト 由来 ES細胞を用いて神経堤細胞 (Neuralcrest 

cell)まで分化誘導後に 人工神経上で一晩培養 し

ラット坐骨神経欠損部に移植 した報告を行った.ω

しかし，Vacantiらと同様にやはり 細胞の人工神経

への生着 ・徐放については確認されていない.

本研究においては，まず人工神経上で 2週間培養

された NS細胞が多能性を維持 したまま生着 したこ

とが確認さ れ， さら に移植後 12-24週にかけて内層

上および内層内の NS細胞が徐放されているものと

考えられた.すなわち人工神経内に FGFを徐放し

た DDSのように，足場である人工神経から神経再

生の場である人工神経管腔内に細胞が徐放される

Cell Delivery Systemの組み合わせを笑現している

と考えている 少なく とも末梢神経の再生医療にお

いては，生体I吸収性材料の|吸収に伴い iPS細胞由来

の細胞が徐放される報告は渉猟し得ない.

本研究の限界として，人工事11経から徐放された

NS細胞が人工神経管腔内に残留 しているのか，それ

とも apotosisを起こしているのか，またもし残留し

ているのなら NS細胞として残留しているのかそれと

もさら に Schwann細胞などに分化しているのか明

らかにされていないこ とがあげられる.今後は iPS

細胞をト レース可能な GFPでマーキングさ れた

GFP-iPS細胞を用し、て，移植した細胞が Schwann

細胞に分化しているのか，また Myelin鞘と して残

存しているのか検討を加える予定である.さらに，

移植後短期間における細胞の徐放についても検討を

行う予定である.

[まとめ]

iPS誘導神経前駆細胞塊を用いたハイ ブリッド型

人工神経を作成し，人工神経上で培養された神経前

駆細胞について移績前及び移植後 12，24週目に検

討を加えた.

著者らが作成したハイブリ ッド型人工神経は，経

時的に内層の共重合体スポンジ状構造がI吸収される

とともに，共重合体スポンジ上およびその内部に存

在 した神経前駆細胞が徐放される celldelivery sys-

tem として機能しているものと考えられた.

{文献]

1) Langer R， et al. Tissue engineering: biomedical applica 

tions. Tissue Eng 1(2): 151-161， 1995 

2) Lundborg G， et al. Nerve regeneration in silicone cham 

bers: influence of gap length and of distal stUl11p compo 

nents. Exp Neurol 76 (2): 361-375， 1982. 

3) Oellon A， et al. An alternative to the classical nerve gra丘

for the management of th巴 shortnerve gap. Plast Re 

constr Surg 82 (5): 849・856，1988. 

4)高松製仁ほか.新たに開発した生体i吸収性polyl11ertube 

による hybrid型人工神経の作成.末梢神経 13(1): 79 

82，2002. 

5) 高松聖仁.~童形外科の未来を拓く 末梢神経損傷に対
する治療!被略 基礎から臨床へ生体I吸収性材料を用

いた人工事jl経と bFGF-drugdelivery system 日整会

雑誌 84(1): 3-9， 2010. 

6) Uemura 'C et al. A tissue-engineered bioabsorbable 

nerve conduit created by three-dimensional clllture of 

induced plllripotent stel11 cell-derived nellrospheres. 

Biol11ed Mater Eng 21 (5-6): 333-39， 2012 

7) Uell1ura T， et al. Transplantation of induced plllripotent 

stem cell-derived nellrosph巴resfor p巴riph巴ralnerve re-

pair. siochem Biophys Res Comll1l1n 419(1): 130-135， 

2012 

8)高松型仁ほか FGF2・OrugOelivery Systemが生体畷
収性ポリマーチューブで架橋された末梢iJ!lJ神経断端の
Schwan口調11胞に及ぼす影響 日手会雑誌 27(4): 359-

363，2011. 

9) Hadlock T， et al. A polyll1er foall1 condlliL seeded with 

Schwann cells proll1otes gllided peripheral nerve regen-

eration. Tisslle Eng 6(2): 119-127，2000 

10)も>¥TangA， et al. lnduc巴dpluripotenL stem cells for neural 

tisslle engineering. sioll1aterials 32(22): 5023-5032， 
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玉井 zone4切断指再接着術における骨接合法の検討

~プレート固定とKirschner鋼線固定~
aw 

将山川、、 くらたよしあき

倉田佳明
むらかみひろニ

村上裕子
ひでき

英樹
叫
辻山色磯貝

まついひろただ

松井裕帝，

諸家の報告より玉井 zone4切断指再接着術の機能予後は不良である.その骨接合は，経皮的銅線固定が簡

便で，やり直 し可能なため繁用されるが，固定強度の脆弱性，軟部組織との干渉等による術後リハビリ の妨

げが問題である. 一方，プレー 卜はより強固な固定が可能で、経皮的銅線固定の欠点を改善できる.今回，当

院で治療した玉井 zone4切断指再接着術のプレート固定群とKir百 hner銅線(以下， K-wire)固定群の術後

成績を比較検討した.対象は当院で手術 生着した玉井zone4切断指 8例 10指である.各群における骨癒

合の有無と期間， 最終経過観察時の PIP関節自動可動域，追加皮切の有無，合併症を調査した.今回の調査

においてプレー卜固定群は全例骨癒合 K-wire固定群は 2例が偽関節であった.骨癒合期間はプレート群が

短かく， PIP関節自動可動域も優れていた.しかし，プレー卜固定の問題点と して，伸筋腿との癒着があり，

その対策を講じる必要がある.

あった.切断形態は完全切断6指，不全切断4指で，

切|新指は示指 4指，中指 4指， 環指 2指であった.

骨折型は単純骨折 7例 (横骨折6例，斜骨折 1例)，

粉砕骨折 3例であったプレート固定を 5例，K-wire 

固定を 5例に施行した.プレート固定群(以下， P群)

とK-wire固定群(以下，K群)で骨癒合の有無ーと期

間，最終経過観察時の PIP関節自動可動域，追加

皮切の有無と合併症を調査し，比較した.

当院で、の切断指再接着における術後後療法は，術

後 l週よりリハビリを開始し，術後 2週頃より自動

可動域訓練を開始している.経過ヰlは特に伸展不全

が出現しないように配慮している.両群聞の後療法

プロトコールに大きな違いはないが， P群では骨固

定性に優れているため，より積極的な リハビリが行

える利点がある.

[緒言]

諸家の報告にあるように 玉井zone4切断指再接

着術の機能予後は不良である.その理由と して，伸

筋腿と屈筋腿が同時に損傷されるため後療法が困難

であること，また血行障害を危倶し， 早期リハビリ

開始を跨踏 してしまうこ と等から，癒着と拘縮が容

易に生じてしまうことが挙げられている 1)2)3)4)早

期リハビリを開始できれば，不動による組織の癒着

や拘縮が最小限となり，手指の可動域を改善させる

ことができるはずである.我 は々その考えのもと，

玉井 zone4再接着術時においては可能な限り プレー

トを用いた強固な内固定を行ってきた.しかし， 再接

着手術時には簡便性や即時性が優先され， Kirschner 

銅線(以下， K-wire)固定を余儀なくされることが

ある.今回， 玉井 zone4切断指再接着術において，

プレート固定と K-wire固定の術後成績を比較し，

プレー ト固定の有用性と改善点を検討した. [結果]

全症例の成績を表 1に示した.P 1汀は 5f7IJ全仔IJ骨

癒合したが. Kl汀は 2例が偽関節となった.p群の

うち 1例は経過中早期にプレートの折損を認め，K-

wire固定を追加，骨癒合に 240日を要 した.K群

の骨接合において固定性が不十分な際に，隣接関節

を仮回定する症例が 5例中 4例あった.再楼着1時に

[対象と方法]

対象は 2010年 1月から 2012年9月の聞に，当セン

ターで切断指再接着術を施行，生着した玉井 zone4

切断指 8例 10指である.性別は男性 7伊1]， 女性 1

例で.受傷時年齢は平均 52.3歳 (36歳-73歳)で

北海道札幌市厚別区大谷地東 1丁目 1-1
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表 1 全症例の成績

E量区E 年歯車 交樹首 骨訴型 骨癒合 1'IP関節 追加 合併症

湖周 自動可動筏 皮 切

宣銅 1 36 市』日 t:ram'oe!le 240 吋劃YiO今吋正民主日 一 盟匝g

仲焔隠剥磁

藍樹 2 42 中lEi 目置がE 35 印6o 並釘

症例 3 。。 中1邑 aJI割E 87 00 + 国却益直

環III d量町E 87 町10

症例 4 4B 示1邑 tta墨田"""" 52 1~旬。

平坦 4o.五 100.2 -'i日向且O 2后

玄句古e

症例 5 5畠 示i邑 t:ram'oe!le 100 -2:託E 関節強直

中1邑 t:ram'oe!le 1凹3 -4o./4o 関脇強直

症例 6 54 環1日 世田E哩""色関節 -4lY4O 色関1Il

症例 7 51 示』邑 町宮IlWE査官 色関節 -4ol4o 色随崩

症例 8 73 中III aJIがE

干匂 59.0 

症例 1 受傷H寺外観と単純 X線

K-wireによる固定を行い，生着後に他の固定法に

変更 した症例はなかった.

一方，プレートは全例背側設置であり ，抜釘とと

もに伸筋l挫の腿剥離を行った症例が 2例あったが，

可動域の著明な改善には至らなかった.また両群と

も関節強直となり成績不良となった症例があったが

K 併に顕著であった P群における追加皮切は，5 

例中 11)'IJのみであった.その症例は斜骨折であり，

骨接合に長めのプレートを設置するため，側正中切

聞を追加した 横骨折症例では追加|皮切を要するこ

81 -1ω宮3 変形底合

宮司ロ 号主印3五O 印吉

症例 1 単純 X線 プレート背側設置 術後3迎プレー
卜折損 K-wire追加，最終診察IWi伸展制限残存

症例 1 最終経過観察H寺 自動j罰rll11111展

とはなかった.

[症例]

症例 1: 36歳男性，右示指切断， 電動ノコギリで

受傷，損傷形態は鋭利切断であった.骨折は単純横

骨折であ った.同日，手指再接着術施行， プレート

を用いて'骨抜合 (Strykerprofile combo plate)を行

った.プレー トは背側に設置， 追加皮切は行わず固

定可能であった 術後 1ヶ月の X線でプレー トの折

損を認め， K-wire固定を追加した自癒合遅延 し，

骨癒合に 240日を要した.術後 l年|時，自動可動域

-l60一
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症例 4 受{毎日寺外観

は MPO/80，PIP-50/70， DIP-10/50であり PIP関節

の自動可動域制限が強く プレー トの抜釘とともに

伸筋腿剥離術を施行 した.最終経過観察時(再接着

術後 16ヶ月)の自動可動域は MP15/80，PIP-45/90， 

DIP-20/50であり ，PIP関節の著明な可動域の改善

は得られなかった.

症例 4:49歳男性，左母指と示指完全切断，ナタ

で指を切断し受傷，損傷形態は鋭利切断であった.

骨折は単純横骨折であっ た.同日手指再接着術を施

行，プレート を用いて骨抜合 (Strykerprofile COll1-

bo plate)を行った.プレートは背側に設置，追加

皮切は行わず固定可能であった. 術後経過中に矯正

損失はなく， 術後 52日で骨癒合 した. 最終経過観

察時自動可動域 (再接着術後 12ヶ月)は MP30/90，

PIPIO/80， DIP-20/60であった

症例 7:51歳女性，右示指不全切断，牛舎の巨大

扇風機に指を挟み受傷 した.皮膚の連続性なく 神経

と屈筋腿のみで連続していた 骨折は単純横骨折で

あった 骨接合は MP関節近位からの K-wirecross 

pmnmgで行い，骨折近傍の MP関節と PIP関節を

仮固定することなく施行した.しかし，その経過中に

骨折部で尺屈と回旋変形を生じ，骨癒合が遷延， 著

明な関節拘縮を生じた最終経過観察H寺自動可動域

(再接着術後 7ヶ月)は MP-5/70，PIP-45/45， DIP-

20/20であ った.

- 161 

症1?IJ4 単純X線プレート背側設置最終
診察l時変形癒合， OAを認めない

症例 4 最終経過観察時 自動屈曲伸展

[考察]

切断指再接着術時の骨抜合の固定性は重要であ

る.Vipu!らは簡便性や即時性が重要で，追加皮切

は不要で、あることが望ましいが，現状の骨接合法に

は改善の余地があると報告し 5)，Whitneyらも K-wire

による経皮的鋼線固定や intraosseouswireringを用

いた切断指再接着術の骨接合法において，約 50%

の症例に何らかの問題点を認めたと報告してい

る 6) 今回の症例において 各群の術後成績を比較

すると，骨癒合の確実性，術後可動域の獲得は P

群が優れていた. 一方， K群では骨癒合，獲得可動

域いずれの点でも成績は劣っていた.

プレート固定は単純，粉砕などの骨折型を選ば

ず，どちらにおいても強固な固定が可能，不全切断

で長さを保つ必要がある場合(伸筋l腔と屈筋l躍のバ

ランスを考慮、 し)にも有利である 強固な骨懐合に

より生着後早期の可動域訓練開始が可能となり ，軟

部組織の癒着 ・拘縮を最小限にとどめ，手指機能の

改善が得られる可能性がある.P群での関節拘縮症

例は複数指切断であり，術後のリハビリが単独指に

比し難渋 した症例であ ったこ とが原因と考えられ

た.

しかし，プレート固定の問題点と して，背側設置

は伸筋腿滑動を妨げ，その結果癒着を起こし，成績

が不良となることが危倶される 諸橋 7)や大井ら S)
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症例 7 単純X線 骨折は単純横骨折， K-wire固定

骨癒合遜延，尺厨，回旋変形を認める

症例 7 受傷時外観

が報告しているように，伸筋l陛の癒着剥離は成績不

良である.今回提示した症例 1でも抜釘とともに仲

筋腿剥離を行ったが，著明な改善を得られなかっ

た 今後プレートを使用する際，症例によっては側

方や掌側設置など工夫を考慮する必要があるかもし

れない.

また，プレー卜固定のもう一つの問題点は追加皮

切を要し，それが手術時間の遅延や侵袈を大きくす

る危倶がある点である. しかしながら，本調査にお

いて追加皮切を行ったのは5例I:IJ1例のみであった.

受傷形態が鋭利切断では横骨折の|僚は，断端の骨が

最も露出 しているため，即座に plate固定が可能で、

ある.特に近年使用されている手指用のロッキング

プレートでは，その固定性の高さから，近位 ・遠位

ともに 2穴固定で充分ではないかと考えている.そ

の場合おのずとプレート長は短くなり，追加皮切を

行わずに固定可能となるであろう.大井らは基節骨

や中節骨骨折に対して手指用ロッキングプレートを

用いた手術を行い，良好な成績を報告 している 9)

再接着H寺にも応用可能と考えている.

[まとめ]

・玉井 zone4切断指南接着術仁対 し，プレート固

定と K-wire固定を行った症例を比較検討した

症例 7 最終経過観察l時 自動屈曲伸展

-術後 PIP関節自動可動域はプレー卜固定群が優

れていた. しかし，プレート固定ではやl'筋腿との癒

着が問題となっており，今後，その対策を講 じる必

要ーがある.

[文献1
1) Urbaniak JR， et al. The results of replantation after am-

putation of a single finger. J Bon巴JointSurg 67-A 611・

619， 1985. 

2) 服部泰典ほか.基節骨レベルの切断指再接着術の術後

成績.日本マイクロ会誌 22・301-305，2009

3) 神田俊浩ほか.再接着指の後療法 当センターの工夫

一.日本マイクロ会誌 22:313-319， 2009. 

4) 中島英親ほか再接着指の後療法 日本マイクロ会誌

22:320・323.2009.

5) Vipul SUD， et al. Skeltal fixation in digital replantation. 

Microsurgery 22: 165-171， 2002. 

6) Whitney TM， et al. Clinical results of bony fixation 

111巴thodsin digital replantation. J Hancl Surg 15-A: 328-

334， 1990. 

7) 諸続政きほか手指伸筋JI建の癒着剥離.日手会誌 10
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9)大井宏之ほか 指骨骨折に対するロッキングプレート

の問題点及び対策.日手会誌 26:282-285， 2010. 
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陳旧性骨性槌指に対する観血的骨接合術の治療成績
かねしろやすのり

金城養典
おおた みっとし

太田光俊横井卓哉
ひだかのりあき

日高典昭誠，福田
aw wψ 、:

[目的]著者らは陳旧例骨性槌指の症例に対し 引き抜き鋼線法もしくは螺子による内固定術を行ってお

り，その治療成績を報告する.

[対象と方法]対象は受傷から 2週以上経過し，観血的骨接合術を行った骨性槌指患者 19例 19指で，手

術方法は引き抜き銅線?去を 15例， ~里子固定を 4 例に行った.治療成績は蟹江の評価基準を用いて行った .

[結果]全例で骨癒合を認め，治療成績は優 8例，良 5例，可 4例，不可 2例であったが，不可の 2例で

も特に日常生活で支障なく不満も認めなかった.

[考察]骨癒合が確実に得られるという点で，それぞれ有効性の高い方法と考えられるが，引き抜き鋼線

法の場合は，長期にわたり固定材料が休外にあり ADLを制限してしまうことや 螺子固定の場合は螺子

頭部の痛みが生じやすいといった欠点があり，固定材料を皮下に埋没させる方法や螺子の場合は刺入位置や

深さを調節するなど，手術方法についてはさらなる工夫を要すると考える.

受傷から 2週以上経過して観血的骨接合術を行なっ

た陳旧性槌指患者 19例目指で，引き抜き鋼線?去を

15秒1]， !螺子固定1去を 4例に対して行った.症例の

内訳は男性 12例，女性7例，平均年齢は 26歳 (11-55

歳)， :躍患側は右 12例，左7{JIJで，躍患指は示指2例，

中指 7例，環指 6例，小指 4砂IJであった(表 1).こ

のうち 3例は初回手術として石黒法を施行したが，

術後に転位が増大したために再手術を行った症例で

あった.受傷から手術までの平均期間は59日(16-280 

日)，術後平均経過観察期間は 7か月 (3-24か月)で

あった.内固定法については，骨片が十分に大きく，

[緒言]

骨性槌指の新鮮例の手術治療としては石黒法によ

る経皮的銅線刺入固定術が一般的であるが，陳旧例

では骨折部への癒痕組織の介在により経皮的な整復

操作だけでは整復困難であるため，観血的な治療を

要することが多い.著者らは陳旧性骨性槌指に対し

て観血的骨接合術を行っているので，その治療成績

を報告する.

[対象と方法]

対象症例は 2008年から 2012年までの 5年間に，

表 1 症例内訳

一一一一一一一ーー 一一寸一 一1一一一 一了

( 銅線法 15伊) 銀子j去 4j~IJ 合計
一 一一 一一一一寸一 一 一一一一一一一一T一一一一 一一一一一 一一一一。

1生月IJ 男81列女7例 j男4例女0例

平均年齢 29歳 24歳 26歳

権制IJ I 右 10左5 右2左2 右 12左7rJ十一一一一一一!一 一一「示指1中指6 示指1中指1 示指2中指7
擢患?

環指5 小指3 J引旨l小指1 環指6小指4

12????ム 一一一一;
70日 34日 59日

までの平問矧間

男 12j~IJ 女7例

大阪府大阪市東淀川区柴島 1-70-50

-163ー

干533-0024
受』型日 2013/11/10 
淀川キリス ト教病院
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表 2 蟹江の評価基準

hEii」 可 不可

厚みもあれば螺子固定を選択し，照子により骨片が

割れる可能性があれば鋼線法を選択した.

手術方法

DIP関節背側部に Y型の皮膚切聞を置き，終末

伸筋腿を確認し， 骨折部を展開 した 骨折部に介在

する痕痕組織を除去し，遠位及び近位骨片の骨折面

を十分に新鮮化した後に骨片を内固定した.内固定

の材料として， (1) 引き抜き鋼線または (2) 螺子

を用いた その方法は， (1)では，34G健縫合用プ

ルアウトワイヤー (河野製作所 千葉)を遠位骨片

に通して，その両端の針を指腹部の皮膚外に引き抜

いた後，指腹部でボタンに締結した. (2) ではモジ

ュラーハンドシステム1.3mm径チタン製セルフ タッ

プコーテックスクリユー(シンセス社 米国) を用

いて，燦子頭部が皮下に突出しないように末節骨近

位の頂点よりやや末梢から，骨片を破損 しないよう

に注意して刺入した.

検討項目は最終経過観察時の関節可動域および単

純X線像とし，臨床成績は蟹江の評価基準 l) (表 2)

を用いて評価した. それぞれの結果を， 引き抜き鋼

線群 (P群)と螺子固定群 (s群)ならびに全症例

の3通りに分けて検討した.

[結果]

全例で骨癒合を認めた 最終経過観察時の DIP

関節の自動可動域の平均は伸展_8'，屈曲 530

で，P 

群は平均伸展ー7
0

，屈曲 52
0

，S群では平均伸展_14'， 

屈曲目。であった.臨床成績は，優 8例，良 5例，

可4紗1]，不可 2仔IJで，P群では優 7伊1]， 良 4f91j，可

3例，不可 l例， s群では優，良，可，不可それぞ

れ 1191jずつであった(表 3).不可の症例でも ADL

障害はなく ，不満の訴えもなかった.可または不可

とな った 61)iIJのう ち4例が 40歳以上で， 1 1)iIJが再

手術例であった.

P若手では平均 7週(6-9週)で抜釘を行った.s若手

のうち 3f9IJで螺子頭部におけるf割高の訴えを認めた

ため抜釘したが，抜釘により感痛は消失した.創部
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銅線j去

螺子j去

表 3 結果

DIP関節の
|蟹江の評価基準

平均自動可動域

優7例良4曹1)

伸展ー7' 屈曲52'I可3例不可1朽1)

11.....=....0 c:::::::I...u....."o l優8例 良5例
合計 |伸展_8' 屈曲53'I可4例不可2例

や銅線刺入部の感染， CRPSなどの合併症は認めな

かった.

症例呈示

症例 1: 13歳男性，右中指

現病歴:バスケットボールで受傷.保存的加療を

試みたが，経過観察中に骨片の転位が進行 したた

め，受傷後 5週目で手術を行った.

検査所見 :単純X線像では末節骨の掌側亜脱臼

は認めなかったが，関節面の段差を認めた.

手術所見:癒痕組織を除去して骨折部を新鮮化し

たところ，骨片の大きさがそれほど大きくなかった

ため!燦子挿入により骨片が割れる可能性を考え，

引き抜き鋼線法による内固定術を行った.

術後経過:術後 8週で骨癒合を認め，鋼線を抜去

した.最終経過観察時(術後 3か月)，伸展 00，屈

曲60'，終痛なく，臨床成績は優であった(図 1). 

症例 2: 14歳男性，左中指

現病歴:バスケッ トボールで受傷したが自己判断

で放置していた 終痛が持続するため当院を受診，

受傷後 3週目に手術を行った.

検査所見:単純 X線では軽度の末節骨の掌側亜

脱臼を認め，約 1.5111mの骨片の転位を認めた.

手術所見:痕痕組織を除去 して新鮮化を行った.

骨片は大きかったため，螺子固定を行った.

術後経過 :術後 6か月で抜釘を行った最終経過

観察時(術後6か月 )， 伸展00，屈曲600，j苓痛なく，

骨折部の転位なく骨癒合も得られ， I臨床成績は優で

あった(図 2). 

症例 3: 21歳男性，左示指

現病歴:大学の野球部に所属しており，以前から

ときどき突き指をしていた. 2か月前から左示指の

痛みを自覚 していたが，放置していた.ボールを同
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aIc le 
b I d I f 

図 1 症例 1. 13歳男性，右中指，単純X線像:
a)受傷時， b)術前，c)術後;側面，

d)術後;正面， e)抜釘時;側面，

f)抜釘時;正面

部にぶつけて痔痛が悪化したため当院を受診 し，手

術を行った.

検査所見:単純 X線では，末節骨の掌側亜脱臼

を認め，骨折部に骨硬化像を認めた.

手術所見 :骨折部を十分に新鮮化し，焼骨遠位部

から海綿骨移植を行った後，螺子固定を行った.

術後経過;螺子頭部に圧痛があり， -30。の伸展制

限が見られたので，術後 8か月で抜釘を行ったとこ

ろ，終痛は消失し，伸展制限も少し改善 した.最終

経過観察時(術後 9か月)，伸展 _25
0

，屈|並165。で，

aI c I e 
b I d I f 

図 2 症仔1)2. 14歳男性，左中指， 単純X線像 :

a)術前側面， b)術前正面，c)術後;側面，

d)術後;正面， e) lI5i終経過観察H寺;(f!ill乱
f)最終経過観察時，正而

-165 

臨床成績は不可であるが，日常生活に支障なく，野

球も再開している(図 3).

[考 察]

骨性槌指の治療における受傷から手術までの期間

と治療方法の選択については， (1)受傷後から 2週

間までは経皮的銅線刺入固定術，(2)受傷後 3-5

週は経皮的な骨片聞の新鮮化を行った後，経皮的銅

線東IJ入固定術 2) (3) 受傷後 6週以上では観血的骨

接合術とすることが一般的である 2):l)

官f

図3 症例 3. 21歳男性，左示指，単純X線{象.

a)術前倒l)lliJ，b)術前正面，c)術後;側面，

cl) i背後，正面， e)最終経過観察時;側面，

f)最終経過観察H寺;正而
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本研究では，受傷後 2週以上経過した症例に対 し

て，積極的に観血的骨接合術を行った その結果，

関節可動域や蟹江の評価においては過去の報告と遜

色ない結果が得られており さらに再手術例や受傷

から手術まで長期経過していた例でも全例骨癒合が

得られていた.また，術中所見では，全例において

骨折部に廠痕が介在 しており，経皮的な操作だけで

は新鮮化が不十分となり得ると考えられた.

この結果から，受傷後 2週以上経過していて，骨

片の転位が大きい症例や徒手整復で骨片の可動性が

得られにくい症例においては，骨折部に介在する廠

痕を確実に除去 し，十分に骨折部の新鮮化が可能で、

ある観血的骨接合術を選択する方が，骨癒合を確実

に得るという点で有利と考えた.申らは 6週以上経

過した|凍旧例に対する経皮的鋼線刺入固定術では再

転位しやすく成績が不良であったと報告 4)してお

り，福田らは 3週以上経過例で，経皮的な骨片聞の

新鮮化を行った後に整復が困難で観血的骨接合術に

変更した場合には，皮膚の血行の問題が生じるた

め，無理に経皮的操作に拘らず観血的固定に変更す

ることを勧めている 5) また，受傷後 2週以上経過

した症例では骨片の|吸収が生じてくるため，解剖学

的整復がより困難になってくると述べている報告 6)

や， 1週以上経過例でも|凍旧性と同じような伸筋腿

の退縮を認めた例，経皮的な補助動作により終止伸

筋l健に予想以上に損傷が加わっていた例などの報

告 7)もあり，これらの論文は著者らの考えを支持

するものであった.

臨床成績の不良例はほとんどが伸展不足によるも

のであった.その原因の lつとして，螺子固定法で

は限子の刺入位置が関節聞に近く， イ1'1:1展時に螺子頭

部が中節骨骨頭背側と干渉 していた例があった.ま

た銅線法の場合では，可 ・不可の 4仔IJ全例が40歳

以上であることから，高年齢も成績不良因子と考え

られ，このことは 30歳代以上の|凍旧例では成績不

良であったという福田らの報告 別と問機な結果で

あった また，受傷から手術までの経過期間も長い

ほど成絹が悪い傾向にあったが雪症例数が少ないた

め統計学的検討は行えなかった

評価法の問題点として，蟹江の評価基準は，DIP 

関節の件l展不足角と関節可動域のみで評価されるた

め， イl事展不足角が 10。以仁であれば可・不可と判定

されてしまうことが挙げ、られる 今回の調査結果で

は，司 ・不可の症例であ っても ADL障害を訴える
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症例はみられなかった.よって，臨床成績をより的

確に反映する 他覚的評価の確立や，Hand 20や

DASHのような患者立脚型による評価も取り入れて

いくことが必要と考えた.

内固定法については，骨片が大きければ娘子固定

を選択 し， 螺子により骨片が割れる可能性があれば

銅線?去を選択したが， 内固定法自体の問題点として

は，引き抜き銅線法の場合は，長期にわたり固定材

料が体外にあり， ADLを制限してしまうこと，螺

子固定の場合は螺子頭部の痛みが生じやすいことが

挙げられた.鋼線法の場合は固定材料を皮下に埋没

させること 9)や照子の場合は刺入位置や深さを調

節することなど 10) 手術方法につ いてはさらなる

工夫を要すると考える.

[まとめ1
1)陳旧性骨性槌指に対して観血的骨接合術を行

い，全例で骨癒合が得られ良好な治療成績を得るこ

とができた.

2)受傷後 2週以上経過例で，骨片の転位が大き

いもしくは徒手整復で骨片が移動しにくい例におい

ては，骨折部に介在する綴痕を{確実に除去 し，十分

に骨折部の新鮮化が行える観血的骨抜合術を選択す

る方がよいと考えた.
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[緒言]著者らは手に発生する非結核性抗酸菌症(抗酸菌症)に対する治療と して，起炎菌が M.marinum 

の場合には Minocyclin(MINO)などの化学療法単独，それ以外の抗酸菌の場合には滑膜切除後，主に 悶fam-

picin (REF)， Ethambutol (EB)， Clarithromycin (CAM)による1年間の 3剤併用療法 (3剤法)を行って

きた.本研究の目的は，その治療法の有用性を検討する ことである.

[対象]平成 13年以降に経験した抗酸菌症 13例 (M.marinum 2例， M. avium complex 5例， M. chelonae 1 

例， M. kansassi 1例，同定不能 4例)を対象とした.

[結果1M. Marinumに関しては Minocyclin(MINO)投与と温熱療法の併用を行い手術することなく治

癒した.その他の抗酸菌症例に関しては， 1骨膜切除後に 3剤法を行った.3斉IJ法の副作用は 9例あり， EB 

による視力障害では EBを中止したが， RFPの副作用に対 しては減感作療法を行う ことで 1年間の服薬を継

続できた.8例が治癒し，EBを中止した 1例で再発した.

[考察1M. marinumは MINOに感受性を持つことが多く 高温では発育できないことを利用すれば

MINO投与と温熱療法のみで治癒する可能性がある.その他の抗酸菌症では 3斉IJ法が有効と考えられたが，

副作用発生率は高く，いかに化学療法を完結するかが再発防止に重要で、ある.特に EBの副作用例では休薬

を余儀なくされるため，有効な代替え療法を模索する必要があると考えられた.

歳-78歳(平均年齢 65.2歳)であった.抗酸菌症

の診断は，生検した滑膜の培養または PCRで抗酸

菌を検出するか，もしくは，病理検査で頬上皮肉芽

腫の形成を認め，仙の疾患が否定される場合に確定

とした挺患部位は腿周囲 11例.関節内2例であり.

職業は無織 4例，漁師，製造業が 2例，植木峨人，

板前， 美容師，自営業，看護師が l例であった.既

往歴は糖尿病 2例，関節リウマチの疑いで初期治療

が行われていた 2例であった.M. Marinumとその

疑しゅlに関しては Minocyclin(MINO)投与と温熱

療法の併用を行った. M. MarinuIl1以外の抗酸菌症

例に関しては，滑膜切|徐を行った後，初期の 1f5iIJは

抗結核薬である EB，RFP， Isoniazid (INH) の 3

剤併用化学療法を行ない，残る 8仔IJには EB，REF， 

CAMの3斉IJ併用化学療法(新療法)を行なった.

これらの症例に対し，病理所見，菌の検出方法，起

炎菌，治療方法T 治療経過，副作用を検討した

[緒言]

手に発生する非結核性抗酸菌症(抗酸菌症)に対

する治療法は確立されていない.著者らは，起炎菌

ごとに異なる治療プロトコールを立てて施行してき

た.そのプロトコールと は， M. marinumに対して

は化学療法および温熱療法が奏功するため保存的治

療を，それ以外の抗酸菌に対しては滑/1真切除手術の

後，呼吸器抗酸菌症で推奨されている Rifampicin

(REF)， Ethambutol (EB)， Clarithromycin (CAM) 

による 3削併用療法(以下，新療法)を 1年間にわ

たって施行するというものである.

本研究の目的は，これまでに経験した抗酸菌症の

治療経過とその問題点に関して検討し，本プロ トコ

ールの有用性を示すことである.

[対象と方法]

対象は平成 13年以降に経験した手外科領域の抗

酸菌症 13f~IJ (男 9OIJ. 女 4例)であり，年齢は 24

香川県木田:f{fS三木町池戸 1750-1

勺
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p
h
u
 -

干761・0793
受)ill日 2013/11/10

*香川大学付属病|旋 盤形外科

叫かがわ整形外科クリニック
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表1 起因菌同定方法

培養陽性 培養陰性

0 PCR陽性

PCR陰性

図 1 症例 1

2 

7 4 

a:初診時， b 術後， c: MRI 

[結果]

病理所見では，多核巨細胞を含む類上皮肉芽腫を

認めたものが 11例，多核巨細胞のみ認めたものが

1例，非特異的炎症 1例であった起炎菌の検出は，

PCRでは 2例(いずれも培養は陽性)のみで，培養

では 7例(し、ずれも PCRは陰性)であり， 検出率は

培養検査のほうが高い結果となった(表 1).抗駿菌

検出までにかかった期間は平均 41.1日であった.

PCR.培養ともに陰4性で、検出で、きなかったものは 4{~IJ 

であった.検出された起因菌は M.avium complex 5 

例， M. marinum 2例，M. chelonae 1 {~Ij ， M. kan-

sassi 1例であった同定が不能であった4例(病理

検査で抗酸菌と診断した)のうち 2例は，海洋関連の

外傷歴があったため， M. marinum疑いとした.

治療結果は M.Marinumとその疑い例の言l'4例に

関しては Minocyclin(MINO)投与と温熱療法の併

用を行い，手術することなく治癒した.再発は認め

ず，服薬期間は 3か月 -1年間であった.副作用は

肝機能障害を 1例に認めたが， MINOをCAMに変

更 し治癒 した.

M. Marinum以外の抗酸菌症例 9例に関してはま

8191Jが治癒し，新療法の 1191Jで再発した.この再発

例では副作用のため治療初期に薬剤lの変更が行わ

れ，*Jr療法を完結できて いなかった.服薬期間は

10-12か月間であった 副作用は，REFでは肝機

能障害を 4191Jに，発熱・下痢を 1例に認めた.この

うち 3例では日本結核病学会による減感作療法の指

一168

針に従い減感作療法を行い，服薬を継続できたが，

残る 2例は REF服薬継続を断念 し， うち 1例で

LVFXを追加処方した.EBでは視力障害を3例に

認め，服薬を中止し， LVFXを追加処方 したが 1例
が再発例であった.

全体では 13例中計 8例に副作用 を認め， 1例は

EBとREFの副作用を合併していた.

{症例呈示]

症例 1: 61歳男性，漁師

主訴 :左手背部腫脹

現病歴:2002年 6月頃から左手背部の結節性病

変が出現 し，近医にて経過観察されていた.非結核

性抗酸菌症の疑いで近医にて数回の切開生検行わ

れ， 2004年 12月に M.marinumが検出され当院に

紹介となった (図 l-a). 

身体所見 ・検査所見 :M悶では手背音1¥の結節性病

変と中指屈筋腿周囲滑膜の噌殖を認めた(図 1-c). 

治療経過:MINOおよびCAMの 1年間の経口投

与とホッ トパック，マイクロウ ェーブ，抗予告:カイロ

による温熱療法により病変は消失した (1豆11-b). 

症例 2: 78歳女性，主婦

主訴 :右小指11重脹

現病歴:2010年 4月に近医にて手恨管開放術を

受け， その後 M悶にて右手関節の滑膜炎を認めた

ため関節リウマチとの診断で抗リウマチ薬を服用さ

れていた. 2011年2月頃より右小指のIJ重脹が出現

し， 2011年 7月に近医にて切開生検され， M. intra-
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図 2 症例 2:屈筋腿周囲のi骨膜の著明な増殖

cellulareが検出され 2011年 8月に当院紹介とな っ

た.

身体所見・検査所見 M悶 では屈筋腿周囲の滑

膜増殖を認めた

手術所見:屈筋腿周囲のi町民増生が高度であり，

j骨膜切除行った(図 2). 

術後経過:滑11美切 除 の後新療法を開始した 新

療法開始後 1週間で認めた REFによる肝障害は減

感作法で改善し，その後 10か月間新療法を継続 し，

再発すること なく治癒 した.

症例 3:57歳男性， 板前.

主訴 :左手関節の掌側の腫脹

現病歴:2008年 5月頃から左手関節掌側の11車脹

を認め，2009年 5月当院受診 2009年 7月に切開

生検にて M.aviumが検出された.

身体所見 ・検査所見 :M悶 では屈筋腿周囲滑膜

の増殖と米粒体の存在が疑われた.

手術所見:屈筋腿周囲滑膜の著明な増殖と多量の

米中立{本を認め， これらを切除した (1)，¥(13，4). 

r，lij後経過 術後は新療法を開始したが， EBによ

る視力障害が出現 し，術後 11日目に LVFXに変更，

術後 3か月で再発を認めた.LVFXを MINOに変更

したところ病巣の縮小傾向を認めたため， 術後 5か

月で再度の滑JJ莫切|徐行い，術後 12か月まで REF，
CAM， MINOの 3削併用療法を継続し，治癒した.

[考 察]

手に発生する抗酸菌症で、は起炎菌同定率が高くな

いことが知られており，診断確定に苦慮することも

図 3 症{JIJ3 屈筋l腿周囲の滑膜の著明な増
殖と多量の米粒体

図 4 症例 3:多量の米粒体

多い 112131 PCRでは M.avium， M. intracellulareの

検出が可能で、あるが，自験例では PCR法で同定で

きたものは 2例のみであった.一方，培養検査で同

定できたものは 9例あり検出率は PCRよりも高か

ったが，検出までに約 6週を要するという問題点が

あった また，結核感染診断に用いられる QuantiF-

ERON-TB2G (QFT-2G)では M.kansasii， M. mari-

num， M. szulgai， M. f1avescens， M. gastri， M 

leprae感染症で陽性と なり得るが，よ り感染頻度の

高い M.avium， M. intracellulareでは陽性にはな ら

ず ，t)診断確定の助けになりにくい.本症例でも 3

例に施行され，全例陰性であった.

そのため，起炎菌を同定できなくても病理所見で

類上皮肉芽腫の所見があれば抗酸菌に対する治療を

開始すべきとの報告もある1)2151 著者らも病理組

織で、類上皮肉芽腫が確認され，サルコイドーシスな

ど類 t皮肉芽腫を形成する他の疾患、が否定さ れれ

-169一
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ば，抗酸菌感染症と判断し，速やかに治療を開始す

る方針としている.

海洋生物に関連する M.Marinum感染症において

は， MINOや CAMに感受性を持つものが多く ，高

温で、は発育で、きない特性から， 化学療法や温熱療法

の有用性が報告されている 6)市) 自験例でも，同様

に化学療法や視熱療法で良好な経過が得られてお

り，重症化していない症例では，これらの併用によ

り手術を回避できる可能性があると考えられる.

M. marinum以外の抗酸菌症においては近年，呼

吸器抗酸菌症に対する EB，REF， CAMによる 3斉IJ

併用の有用性が知られるよ うになりへ手外科領域

においても使用され始めている :l) 今回，新療法を

完結できた症例では再発を認めず有効な治療法と考

えられたが，副作用の発生は比較的多く 13例中 8

例に及び，治療を継続できなかった症例では再発を

認めた.そのため，いかに薬剤を中止せず継続する

かが重要となる.REFに関 しては日本結核病学会

による減感作療法の指針が示されており，副作用発

生時には減感作療法を行うことにより，服薬を継続

できる可能性がある. EBに関しては減感作療法が

難しく，休薬を余儀なく されるこ とから，副作用発

生時の対処方法，変更薬剤の選択に関 し， 今後一考

が必要であると考えられた.

[まとめ1
・手に発生した抗酸菌症の 13例を経験した.

. M. marinumは MINOや CAMによる化学療法

と温熱療法の併用で治癒する可能性が示峻された.

. M. marinum以外に対しては EB，REf， CAM 

による新療法が有用であったが，副作用発生時の対

応方法には一考の余地がある.

[文 献1
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物中、
月状骨背側関節包の剥離が主因と思われる
手関節背側部痛 4例の検討
あベ ニうじ 主かむらと しやす まつむら のぼる いわもとたくじ さとう か ずき とやま よしあき

阿部耕治，中村俊康，松村 昇，岩本卓士，佐藤和毅，戸山芳昭

月状骨背側関節包の剥離によると思われる手関節背側部痛の 4症例を経験したので報告する. 全ての症例

で手板中央関節鏡視にて剥離が確認され，月状骨背側面の新鮮化に加えて手根骨聞の一時的な鋼線固定や外

固定，もしくはスーチャ ーアンカーで修復 したとこ ろ良好な成績が得られた.月状骨背側関節包の剥離は，

今まで原因不明として扱われていた手関節背側部痛の原因の lつである可能性がある.

[緒言]

手関Ei'ri背側部痛を訴える症例のl中に，身体所見，

画像所見上で異常が明らかとならない症例がある.

今回われわれは手根中央関節鏡視により診断に至っ

た月状骨背側関節包剥離の 4症例を経験したので，

画像所見，関節鏡所見，臨床成績について報告する.

[対象と方法]

対象は2011年 7月から 2012年 8月に当科で手術

を行い，手関節鏡で月状骨の背側関節包が剥離した

所見を認めた 4仔1]4手である.性別はすべて男性で，

平均年齢は 35歳 (14-47歳)であった.催患側は右

2，左 2(全例右利き)であった.受{易機転は交通事

故 2仔1]，仕事中の捻挫 l例，スポーツ(剣道) 1例

であ った (表 1).4例中 3手で、は手開館I尺側部痛も

訴えており， ulnocarpal stress testが陽性，中程度

の ORUJの不安定性も認めた.X線所見および計測

結果， M問所見，合併損傷および関節鋭所見につ

いて検討 し，臨床成績はmodifiedMayo wrist score 11 

を用いて評{面した.

[結 果]

X線では明らかな異常所見はなかった.X線言|測

では舟状月状骨角は平均 49
0

(41-56
0

)，槙骨月状骨角

は平均一t(ネ 1n，様骨舟状骨角は平均48
0

(34-60
0 

) 

とすべて正常範囲であり，明らかな OISI変形.VISI 

変形を認めた症例はなかった. MRIでは， 1例で月

状骨背側関節包剥lIjf[を疑わせる所見を認めた(図 1)

が，他の 3例で、はー異常所見を認めなかった 関節鏡

所見では， 4例とも月状骨遠位背側面からの関節包

剥離所見を認めた.合併損傷として三角線維軟骨複

合体(以下 TFCC)断裂 2例，尺骨小禽からのTFCC

剥離2例，舟状骨月状骨間靭帯(以下 SL靭帯)損傷

1例.月状骨三角骨間靭帯(以下 LT靭帯)損傷 1例

を確認した 全例で月状骨背側面をシエーパーを用

いて新鮮化した. SL靭帯損傷例は舟状'局'月状骨聞

を， LT靭帯損傷例は月状骨三角骨聞を銅線固定し

た.TFCC Ilfr裂，剥離に対しては TFCC縫合を施行し

た. 1例では尺骨短縮の後，関節包を sulureanchor 

で月状骨背側面に縫着 した 3例では second1001< 

を行い，関節包が良好に修復されていることを確認

した.modified Mayo wrist scoreを用いた臨床成績は

図 1 M問所見 :月状骨背側にr11節包剥離が
疑われる関節i液貯留{象を認めた

受狸日 2013八oハ8
日主I!!E義塾大学主主形外科 〒160-8582 東京都新宿区信濃l町35番地
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表 1 4症例のまとめ(※ ・modifiedMayo wrist Score ) 

症例 年齢 権窓側 受傷機転 合併損傷 手術方法 評価(※)

35 左 仕事中に手関節を捻る LT靭帯損傷 新鮮化、 LT銅線固定 95点

尺骨小窓からのTFCC剥離 TFCC縫合 excellent 

2 14 右 剣道 SL靭帯損傷 新鮮化、 SL銅線固定 95点

excellent 

3 44 左 交通事故 TFCC断裂 新鮮化、TFCC縫合、外国定 80点

尺骨小宮からの TFCC 事IJ~ good 

4 47 右 交通事故 TFCC断裂 新鮮化、TFCC縫合、尺号短縮 80点

suture anchorでの関節包縫若 good 

図 2 A : 関節包(*)が月状骨背側面(※)から剥:~It し ている.

|凍旧例であるため，剥自It部 ('1')が線車It軟骨でおお

われている.

B : Second look 1侍，関節包の良好な修復を認めた

excellent2例.good 2例であった(表 1). 

症例提示

症例:35歳，男性

仕事中に左手関節を捻って受傷 した 手関節iの背

側部痛と尺側部痛が受傷後も持続したため，受・傷後

8か月で当院を受診した.サポーターなどの保存加

療を行ったものの軽快 しなかったため，手関節鏡を

施行 した.手根中央関節鏡視において月状骨の背側

関節包が月状骨から大きく剥l~IÊ している所見を認め

た(図 2A). さらに月状三角 骨 間 (LT) 籾帯に

Geisler分類で grade3の損傷，尺骨小篇から TFCC
が剥離 した所見を認めた.月状骨背側面をシエーバ

ーで、新)!.i，fイヒした後，月状骨三fiJ骨聞の一時的な銅線

固定と，直視下でのTFCC縫合術を施行した術後

2ヵ月で銅線を抜去し， second look 関節鋭を施行し

たが，その際に月状骨の背側関節包が修復した所見

を認めた(図 28) 術後 l年3か月の最終観察時，

臨床成績は modifiedMayo wrist scoreで95点 ex-

cellentであった.

{考察]

原因不明の手関節背側部痛の症例に遭遇する例は

多い.Steinbergらは保存加療が無効であった慢性

手関節背側音1¥痛の症例に手術を施行し. 21例中 18

例の症例で術前には触れることのできなかったガン

グリオンを認めたと報告している 2) Hayashiらは，

第 4コンパートメン ト上の慢性手関節背側部痛を第

4コンパートメン 卜症候群とH干び，その主な原因と

してガングリオン，短指{[lliliJの存在，匝|有示指{III筋

の破格， I陛i骨膜炎，手線骨の破格ないしは変形など

を挙けている 終痛の機序として第 4コンパートメ

ント内圧の上昇がき後骨聞神経を圧迫することを提
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図 3 OIC靭帯は月状骨遠位背側面に付着している

唱している 3)

今回，手関節背側部に慢性的な終痛を訴えた 4症

例に手関節鏡を行ったと ころ，月状骨遠位の背側面

から関節包が剥離 した所見を認め，同部を鏡視下に

来}rI，(¥+イヒもしくはスーチャーアンカーで修:1:夏したとこ

ろ背側手関節部痛の消失を得た.月状脅背側音11は背

側手恨骨問靭帯 (dorsalintercarpalligament，以下

DIC靭帯)が付着する とされている部位であり(図

3)， Viegasらの解剖学的研究によれば，90手関節

中81手関節 (90%)でDIC靭帯が月状骨遠位背側面

に付着 していた 4) さらにDIC靭帯を月状骨から剥

離させると月状骨は伸展方向に動き，舟状骨月状骨

聞は聞大し， DISI変形へと進行することが報告され

ている 5) また同部位には preprioceptionのために

重要な神経が豊富に分布 しているとされる ω. した

がって，月状骨背側関節包は靭帯を含め， しっかり

と月状骨に付着している必要があり， DIC靭帯の損

傷がある場合には修復または再建手術を要する 5)

今回の 4症例に手関節背側部痛が/:!:l現した原因と

して， 月状骨背側関節包剥離により (1) OISI変形

に至っ ているものはなかったものの DIC靭帯剥離

に伴う軽度の手根骨不安定性が生じていた， (2)神

経分布が豊富な背側靭帯が同時に損傷した，ことが

考えられる.M悶 では l例のみの検出であったこ

とから，本病態の診断には手関節鋭，特に手根中央

関節鏡視が有用である.

また，治療は月状骨背側面の新鮮化に加え手線骨

聞の一時的な銅線固定や外固定を行い，さらに関節

包の月状骨へのスーチャーアンカーを用いた修復に

よっても良好な成績が得られるが，スーチャーアン

821 

カーの適応については今後さらに検討が必要であ

る. したがって，月状骨背側関節包剥離は，手関節

背側部痛の原因となり得ることを念頭において，関

節鏡にて同部を注意深く観察し， 適切な処置を行う

ことが望ましいと考えられた.

[まとめl
L 手根中央関節鏡視にて診断に至った月状骨背

側関節包剥離の 4症例について報告 した.

2，月状骨背側関節包剥離は， 今まで見逃されて

いた手関節背側部痛の原因である可能性がある.

3，月状骨背側面の新鮮化に加え手根骨聞の一時

的な鋼線固定や外固定，も しくは関節包をスーチャ

ーアンカーで修復することにより良好な成績が得ら

れた.

[文 献]

1) Amadio PC， et al. Scaphoid malunion. J Hancl Surg Am 

14: 679-687， 1989 

2) Steinberg BO， et al. Occult Scapholunate Ganglion: A 

Cause of Dorsal Raclial vVrist Pain. J Hand Surg AI1l 24 

(2): 225-231， 1999. 

3) Hayashi l-I， et al. The Fourth-Col1lpartment Synclrome: 

rts Anatol1lical Basis ancl Clinical Cases. l-Ianclchir Mik-

rochir plast Chir 31(1): 61-65，1999 

4) Viegas SF， et al. The Dorsal Ligaments of the Wrist: 

Anatol1ly， Mechanical Properties， ancl Function. J l-Iand 
Surg Am 24 (3): 456-68， 1999. 

5) Mitsuyasu l-I， et al. The Role of the Dorsal lntercarpal 

Ligament in Dynamic ancl Static Scapholunate lnstabili 

ly. J l-Iand Surg Am 29 (2): 279-288， 2004 

6) Hagerl E， et al. lmmunohistochemical Analysis ofWrist 

Ligament lnnervation in Relation to Their Structural 

Composition. J Hancl Surg Anl 32 (1): 30-36， 2007 

qυ づ''
ー



日手会誌(JJ pn Soc Surg Hand)，第 30巻第5号 822-826，2014 

awv wψ 、一ι
ばね指に対するトリアムシノロン臆鞘内注射:

初回注射の効果
ひらのちえこ たかは勺まさとし まるやままさひろ

平野知恵子，高原政利，丸山真博

ばね指のトリアムシノロン腿鞘内注射は有効だが重症度による治療効果の差は明らかにされていない.本

調査では重症度別にトリアムシノロン初回注射の効果を明らかに した トリ アムシノ ロン注射後2週間以上

(平均 5.7か月)経過観察した 131例 238指 (grade1 : 93指， 2: 88指， 3: 9指， 4: 48指 (Green'sclassi.fication 

および Quinell'sgradingに基づいた重症度分類))を対象とした.注射後 1，3， 6か月で，副作用，効果，寛解

率，経時的 grade変化， 再発率，再発時期について gracle別に調査 した. 1か月の有効率は全 gradeで 95%

以上， 3か月の有効率は grade1: 93%， 2: 95%， 3: 67%， 4: 73%であった. 6か月の寛解率は 1:50%， 2: 

31%， 3: 25%， 4: 14%であり，再発は 26% (平均 5.4か月後)にみられた.経時的な平均 gradeの変化は

注射時 :2.05， 1か月後:0.42， 3か月後:0.91， 6か月後:0.93であった.重症度が上がると有効率，寛解率

が有意に下がり， gracle 1では有意に再発率が低かった. 1か月では重症度が改善するが 3か月からやや悪

化する傾向がみられた. トリアムシノロン腿鞘内注射は全 gradeに有効であったが，重症例ほど寛解率が低

下した.

[緒言]

成人ばね指に対するステロイドl陛鞘内注射はよく

行われている治療である I1 近年!岱濁性のステロ

イドであるトリアムシノロンアセトニド(商品名:

ケナコルト A40mg/1ml)の雌鞘内注射の効果や合

併症，再発についても報告が散見されている iリ12幻13引)剖

しかし， 重症度別でみた効果の差についての報告は

少ない 21 今回著者らは grade毎での治療効果や再

発率について調査したので報告する.

[対象と方法]

過去 2年 8か月間に受診 したばね指 245例 429指

のうち， 283指 (66%) に注射療法を行った注射

は卜リアムシノロン 10mg(0.25ml) +1 %メ ピパカ

イン 0.5mlをA1pulley遠位から 11住鞘内に 0.751111注

入した.注射施行後，受診のなかった 40指，および，

grade記載がなく評価不能であった 5指を除外した

131例 238指を対象とした.対象の平均年齢は 59.5

歳 (23-85歳)，男性 43例，女性 88仔1]，右 124指，

左 114指，母指 58指，示指 36指，中指 74指，環

指 52指， 小指 18指であった.平均経過観察期間は

5.7か月 (2週-29か月)であった.

Green's classificationおよび Quinnell'sgraclingを

参照 し，ばね指の重症度 (grade) を分類した 316191

動作時痛のみを grade1，ばね現象のあるものを

grade 2，自己解除可能な locking現象のあるものを

grade 3，自己解除不能な lockingまたは拘縮のある

ものを grade4と評価した.また注射後の評価時に無

症状 ・無徴候であるものを grade0とした.注射時

の重症度は gracle1 : 93指， grade 2: 88指， grade 3: 

9指，grade 4・48指であった(図 1). 

注射後に熔痛または gradeが改善し治療が不要で

あるものを有効と し，症状が不変，悪化，または，手

術や再注射など治療が必要であるものを無効とした.

さらに，有効を，無症状 ・ ~主徴候である寛解 (grade 0) 

と，寛解には至らなかったが注射時より改善 してお

り追加治療を要さないものを改善として分けた. 2 

週以上有効で、あった後に無効になったものを再発，

全く注射の効果がなかったものを効果なしとした.

注射後 1，3， 6か月で副作用，有効率，再発率，

gradeの変化を評価した.この|際に注射後 2週から 6

週未満を 1か月， 6週から 4.5か月未満を 3か月， 4.5 

受理日 2013/11/07 
泉整形外科病院手肘スポーツ 〒98ト3121 宮城県仙台市泉区上谷刈字丸山6-1
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ばね指に対するトリ アムシノ ロン腿鞘内注射 :初回効果

1カミ月

3カ3月

6か月

6か月以降

823 

図 1 調査時期と評価l数(指)
ばね指注射後経過観察期間 平均 5.7 か月 (2 遡 ~29 か月)

か月以上 7.5か月未満を 6か月， 7.5か月以上を 6か

月以降とした.それぞれの時期の評価数を図 1に示

す.

統計学的検討では，有効率，寛解率，再発率に関

する grade別の有意差について Tukey-Kramer検定

を用い，再発期間についてはKruskal羽Tallis検定を

用い，全体および各 gradeにおける時間経過と有効

率推移の相関については Spearmanの順位相関係数

を用いた.

[結果]

副作用は 8指 (3%)に認め，いずれも注射後数日

から 2週間以内に発現した.このうち 7指 (29%)は

乾燥を呈する皮膚炎，残り 1例 (0.4%)は顔面発赤

であり，重篤な合併症はなかった

最終経過観察時の評価では，有効は全体で 71%，

gracle 1で 87%，gracle 2で 62%，gracle 3で 66%，

gracle 4で 56%であり ，gracle 1では grade2， 4より

有意に有効率が高かった (p<0.05) 寛解は全体では

47%， grade 1では 63%，gracle 2では 41%， gracle 3 

では33%，gracle 4では27%であり， grade 1はgracle2， 

4より寛解率が有意に高かった (p<0.05).また，注

射が効果なしであったものは，全体で 4%，gracle 1で

3 %， gracle 2で 3%，grade 3で 0%，gracle 4で 8%

であり， gracle聞に有意差はなかった (p=0.17).再

発は全体では 26%， gracle 1で10%，grade 2で35%，

gracle 3で 33%，gracle4で 38%であり， gracle 1で

はgrade2， 3， 4より有意に再発率が低かった (p<

0.0001， p=0.05， p=0.0003) (表 1).平均再発期間

は，全体では 5.4か月， gracle 1で 5.9か月 ，gracle 

表 1 最終評価』時の grade)jIJ箆Wt率.改善率，有効率，再発率，無効率

有効 祭効
grade 指数

克解(%) 改善(%) 再発(%) 効果なし(%)

全体 238 47 24 26 4 

1 93 63 24 10 3 

2 88 41 21 35 3 

3 9 33 33 33 。
4 48 27 29 38 B 

grade 1はgrade2， 4より有意に寛!持率が高かった (p<0.05).
grade 1は他 gradeより有意に再発率が低かった (p<O.OOOl，p=0.05. p=0.0003) 
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824 ばね指に対する トリ アムシノ ロン腿鞘内注射 :初回効果
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H寺閉経過とともに有効率が有意に低下した (p<O.Ol).
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図3 6 か月寛WI~率

grad巴が重症であるほど寛解率が有意に低下

する (p<00001) 

2で 5.7か月， grade 3で 5.0か月， grade 4で 4.6か

月であった 再発期間は gradeが重症化するにつれ

て再発時期が短くなる傾向にあったが有意差は得ら

れなかった (p=O.l1)• 

有効率を継時的にみていくと，全体では注射後 1

か月の有効率は 96%であったが注射後 3か月では 64

%，注射後 6か月では 42%と時間経過とともに減少

した (p< 0.0001， 1'= ・0.42).注射 時 gracle1の有効

率は 1か月 96%，3か月 93%，6か月 82%であった.

同様に grade2の有効率は 1か月 95%，3か月 75%，

6か月 43%であり ，gracle 3では 1か月 100%，3か月

67%，6か月 25%，gracle 4では 1か月 96%，3か月

73%， 6か月 36%であり，時間経過とともに有効率

が有意に減少した (p<0.01，grade 1: l'ニ 0.23，gracle 

2， 3， 4: 1'<-0.42) 注射後 1か月の有効率は全 grade

で 95%以上であったが， 3か月以降では gradeが重

表 2 トリアムシノロン初回注射の効果(有効率)

本調査
，呈， ，呈D E ，畠p E E 包

。F3e R5 渇

，4 :p .e E n 

N I 238 170 119 60 338 109 77 24 108 104 

E有《長1I 96 7S S3 47 49 60 61 64 73 87 
3雲

調

査

時期 1 3 6 6 3S 18 SS 4 38 42 

月

本調査でも他の報告とほぼ同等の有効率が得られて

いるが，経時的にみると有効率は低下している.

症であるほど有効率が低下 した(図 2). 

6か月の寛解率をみると，全体では 34%，grade 

1では 50%，grade 2では 38%，gracle 3では 25%，

grade 4では 14%であり， gradeが重症であるほど

寛解率が有意に低下した (p<0.0001) (図 3)

注射時平均 gradeは 2.05であったが，注射後 1か

月では平均 grade0.42まで改善 し，3か月では 0.91

であった.

[考 察]

ばね指に対する トリ アムシノロン初回注射の有効

率は 47%から 87%と報告されている 2)5) 本調査の

有効率も他の報告とほぼ同等であり，経過とともに

低下した(表 2). 

Oala-Aliらによると，寛向41率は トリ アムシノロン

初回注射では 34%，1-3回注射で 69%であり ，軽

176 



ばね指に対する卜リアムシノロン腿鞘内注射:初回効果

表 3 grade別トリアムシノロン初回注射の効果
(有効率)

Grade 本調査 Dala-Aliら Dala-Aliら
(初回注射) (初回注射) (1-3回注射)

全体 71% 34% 69% 

1 87% 
72% 

2 62% 

3 66% 
54% 

4 56% 

grade 1では grade2， 4より有意に有効率が高かった
(p<u.05). 

症例 (grade1， 2)では 72%，重症例 (grade3， 4) 

では 54%であった 61 Dala-Aliらの報告と同様に，

本調査の初回注射の寛解率は 33%であり， grad巴が

重症化していくにつれて寛解率が有意に低下した

(表 3) ばね指重症例ではトリアムシノロン注射に

よって寛解を得ることは困難でらあった.

Zylukらは注射後 6か月の評価時 11%に再発があ

ったと報告 している 71 また，谷口らは低用量ト リ

アムシノロン 2mgを注射した場合の再発率が52.5%

(平均再発期間 3.3か月)であり I1 津泉ら 41(トリア

ムシノロン 10mg，再発率 39%，平均再発期1'101'19.5か

月)や， Tamalヨら81(トリアムシノロン 40mg，再発

率 56%，平均再発期間 7.0か月)の報告と比較し，

再発率は同等だが再発までの期間が短かったと報告

825 

表4 トリ アムシノ ロン注射の再発率と再発時期

指数 再発率 再発時期

本調査 238 26% 5.4か月

Zylukら 59 11% 6カ、月

中島ら 66 33% 6.3か月

谷口ら 227 52.5% 3.3か月

j畢泉ら 69 39% 9.5カ1月

Tamaral:;) 124 56% 7.0カ、月

している il 中島らの報告ではト リアムシノロン注

射後の再発率は 33.3%(平均再発期間 6.1か月)で

あり，拘縮群 34.3%，拘縮なし群 32.3%で有意差が

なかった.本調査では， grade 1では再発率が有意

に低く (p<0.05)，gradeが重症化するにつれて再

発までの期間が若干早まる傾向がみられたが，有意

差は認めなかった (p=O.l1)• 

Shakeelらが注射後 3週および3か月における

gradeの経時的変化を報告しており，注射時平均

grade 2.4であ ったも のが，注射後 1か月では平均

gracle 0.66まで改善，さらに 3か月後には平均 gracle

0.38に減少 していた 91 本調査では注射時平均 grade

2.05であったものが注射後 1か月に平均 grade0.42 

まで改善 したが， 3か月ではやや上昇していた(図

4).注射後著|明に gradeが改善している点が両者の

共通点であり， 3か月後もさらに効果が得られてい

.併本調査 4・・Shakeelら

2
 

ω-um』
国

口

注射時 1か月

経過観察期間
3か月

図4 経H寺的平均grade変化

本調査でも Shakeelの報告でも注射後著明に gradeが改善しているが.
本調査では 3か月からやや再発傾向にあった

ウ
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826 ばね指に対するトリアムシノロン鍵鞘内注射.初回効果

るか，本調査ではやや再発傾向にある点が異なる点

である. Shakeelらはトリアムシノロン 20mgを{吏

用しており，谷口らの説のように薬物量によって再

発までの期間が変わった可能性がある 1)9)

以上を踏まえ， 1か月の有効率が全 gradeで 95%

以上であることから，著者らはばね指に対するトリ

アムシノロン注射は早急な除痛を目的とした場合に

良い適応であると考える.一方， 3か月以降の効果が

特に grade3およびgrade4で低下しており，再発率

もgrade1では 10%と低いものの grade2， 3， 4で

は 30-40%と比較的高く 再注射を行ったものが

21 %，手術を行ったものが 11%あったことから，

注射療法の限界を十分念頭に置き，患者にもよく説

明する必要がある.

本調査の問題点としては，後ろ向きの評価である

こと，経過観察期間が短いことがまず挙げられる.

また注射後 6か月時の経過不明例が半数の 119例で

follow up 率 50%である ことか ら， 6か月の時点で

の寛解率や改善率，再発率は，あくまで半数の再診

例から得られたデータであることも，本研究の限界

として挙げられる.

[まとめ1
1 トリアム シノ ロン腿鞘内注射を施行したばね

指 238指の 1か月有効率は全 gradeで 95%以上であ

ったが，3か月有効率は grade1 : 80%， grad巴2:62 

%， grade 3 : 50%， grade 4 : 48%であり，重症化

により低下した.

2.再発は全体では 26%(平均 5.4か月後)にみら

れ， grade 1で 10% (平均 5.9か月後)， grade 2で

35% (平均 5.7か月後)， gracle 3で 33%(平均 5.0か

丹後)， gracle 4で 38%(平均 4.6か月後)であった.

3. 6か月の寛解率は gracle1: 50%， gracle 2: 31 %， 

gracle 3 : 25%， gracle 4: 14%であり，重症化によ り

低下した.
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締山川、:
複数指に生じた手指 MP関節特発性伸筋腿脱臼
J、じいゅうこ わたもりくにひニ

藤井裕子，渡森一光

複数指に生じた特発性伸筋腿脱臼の 6例を報告する.全例女性，擢患指は中環小指が 5例，示中環小指が

1例であった， 3例は弾発指の診断で腿鞘切開術後に症状が出現した.2例を除き指背腿膜l陸帽や矢状索の

断裂は認めず，中環小指催磨、例では示指中指聞の腿支持組織，示中環小指擢患例では示指槙側の!睦支持組織

の断裂や癒痕 ・弛緩を認めた.指背!陛JI具!雌l帽や矢状索の断裂を認めなかった 4例では，主に示指および中指

榛側の腿膜縫縮術を行うことで全指の脱臼が制動された.残りの 2例には McCoyに準じたl躍制動術を行っ

た.最終観察時において伸筋腿再脱臼例はなく 可動域制限弾発現象もみられていない.複数指伸筋腿脱

臼の原因として，腿支持組織の断裂や癒痕・ 弛緩により!腿間結合を介して他指の仲筋腿の尺側方向へのモー

メントが増強したことが考えられた.

[緒言]

MP関節部何l筋l躍脱臼はしば、しばみられるが，単

数指擢患例の報告がほとんどで複数誌，陪患例の報告

は少なく，病態や治療法も確立していない 今回，

複数指に生じた特発性仲筋l健脱臼のうち手術を行っ

た症例を調査し，病態と治療法，成績について検討

した.

[対象と方法1
2006年から 2011年までに，外傷や関節リウマチ

などの既往のなく特発性と判断され，保存療法に抵

抗するため手術を選択した複数指伸筋腿脱臼 6fJIJを

対象とした.性別は全例女性，年齢は 36-78歳(平

均 57.5歳)， :罷患側は右側 4例，左側 2例，擢患指

は中環小指が 5例，示中環小指が 1例であった 全

例尺側脱臼であり，運動時痛や弾発現象などの症状

の発症以前に無症状の伸筋!世脱臼はきたしていなか

った.スプリントなどの保存療法を行うも効果なく，

MP関節背側部痛や指運動時痛，弾発現象を伴う不

快感を訴えたため手術を行った.経過観察期間は 8

-21か月(平均 16か月)であった.後療法について

は，初期の 3f91Jは術後 4週スプリント固定，それ以

降の 4例は2週固定後 MP関節も含めた自動運動

を開始し，術後2か月でパワーグリッ プを許可した.

対象症例について手術時所見，手術法，術後再脱臼，

可動域制限の有無を調査した

[結果1
3例は弾発指の診断で腿鞘切開術後に伸展不全が

出現した症例であった 2 f91Jを除き指背腿膜腔帽や

矢状索の断裂は認めず，中環小指催患例では示指仁I~

指聞の!陛支持組織，示中環小指擢患例では示指榛側

のIy，建支持組織の断裂や廠痕 ・弛緩を認めた 指背l陛

膜腿帽や矢状索の断裂を認めなかった 4例では，示

指および中指様側変性部位のl提膜縫縮術を行うこと

で全指の脱臼が制動された.残りの 2例には McCoy

に準じたl陛制動術を行った(表1).術後最終観察時

において伸筋腿再脱臼例はなく MP関節部痛.弾発

現象もみられず，可動域制限をきたした例もない.

[症例呈示]

症例 2:36歳，女性. 主婦，誘因なく中指環指小

指の運動時痛，引っかかり感が出現し，中環小指の

例l筋腿の尺側脱臼を認めた(図 1) スプリン トを用

いての保存療法を行うも効果なく，指運動時痛，弾

発現象が改善 しないため手術を行ったーやIq中所見で

は，矢状索浅層のみの損傷を認めたが，示指と中指

総指伸筋l陛 (EDC)聞のl世間結合は薄い膜状の組

織であり， 一部癒痕化した組織も含め弛緩してい

た.腿問結合としては機能しておらず，中指より尺

側の!陸間結合を介 して引 っ張られる力で中指から小

受限日 2013/10/19 
市立宇和島病院 干798.8510 愛媛県宇和島市街l殿Ilfr1.1 
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表 1 症例

症例 年齢 干E患箇位 t単発指の既設 手術所見

68 中E車小指
1固 vt-m} tきそ ¥-! 
5発紙常的断:t
示問中術間聴聞結合の断裂ー弛緩 (.)

jij宵腿目前理繍の断裂 (ー]

2 36 中環小指 長悦京i量陽司hの慣慣 れ)
最宿中指間離間結合の寵痕1ヒ 弛緩 い}

措置毘恩田裕司衛星ぜ (-)

3 42 中環小指 長続帝浪帽のみの損傷 {叶
示指中f宮間越間結合の唖1由化 弛騒 (ゃ〕

4 68 示 中II小 指
示指図炉掬指背面t慎陵情の損傷 {T)

+ 示問中18主状需.随下車電績の断裂 {.)

j首宵股瞭健帽の断裂 (-1
5 75 中環小指 . 長i夫常の断裂 (ー}

示陪<1>1;閑勉削結合(])断!'I・強縫 い}

6 53 中最小伝
中指指宵限額園陸幡町損悔 い}

T 
中尚史牧東.!量下回l盤町断裂 か)

指の伸筋!腔が尺側脱臼していた(図 2).示指中指聞

の!陛膜を縫縮， 加えて中指矢状索縫縮術を行い脱臼

は制動され，術後 1年 9か月で可動域制限なく再脱

臼も認めていない

症例 4:68歳，女性 誘因なく中指運動時痛，引

っかかり感を認め，その後徐々に環指小指，示指と

同様の症状が出現した(図 3). 1年前に他医にて中

指!腿鞘切開術が行われていた.外固定，スプリント

などの保存療法を行うも効果なく，指運動時痛，弾

発現象など、不快感が改善せず手術を行った.術中所

見では，示指横側，及び示指中指聞の矢状索浅層の

断裂， 1.陛下腿膜の非薄化 ・弛緩を認め，筋鈎で示指

の仲筋!腿を中央化することにより中指から小指全て

の仰筋腿の脱臼が制動された(図 4). 矢状索，I陛

下腿膜の弛緩 ・断裂は示指，中指のみで，環指小指

骨i式 1見臼般序
期間

示指中指聞のl理蜘健符
中沼より尺咽1の目車問結古在介して脱臼 8か月 l 

厳間結合時惟

不信申指間的殿限短縮 中1吉伸郎控除矢状荒からはがれるように脱臼 1年9か月
中指矢核軍段箱 1噴 j~;l、指 l手中指より尺事1の瞬間結古を介して脱臼

五信<1>捻r.'の凪鵠簡略 φI~f'申筋E遣は矢拭栄からはがれるように限臼 1年
中指矢牧量椙椅 1理指'1、1言1立中話より尺剥由展開結古をず干して脱臼

事活<1>信仰のI通機笛槌
示抱'1'抱 1 :lC矢状需.震下腿陵町断裂によリ~~8

末r.;中指置市l動情
制:Cov~去 )

通知11、j量1"，慢間縄告を介して脱臼
1年

示括中指mの脳陣留隠 吊福中l邑l正矢4y.量，腫下世陵町断裂によ り脱臼 1年
鹿間結古修慣 現結11、I吉1手担問総合を介して脱臼

市借中l:i随制動術
中指I;~技量匠.陛下被肢の断裂によ り 脱臼

加古Coy}ま} 9か月
I!I閉館宮修檀

!ill陥'1、活l<tli量防結告を介して脱臼

の脱臼は腿間結合を介 して引 っ張られたために生じ

ていたため，示指模側， 示指中指聞の弛緩断裂した

l腿膜を縫縮，更に示指中指については McCoy法で

矢状索再建術を行った.術後 1年で可動域制限なく

再脱臼も認めていない.

[考 察]

指伸筋!世脱臼はその原因から， McCoyら11のいう

外傷性，炎症性，先天性と，生回ら2)のいう特発

性に分類されるが，今回の症例は外傷や関節 リウマ

チの既往もないため特発性と考えられた.石突らは

伸筋l陛脱臼の病態について，特発性の場合は軽微な

力によ って矢状索の浅層のみが損傷 し，伸筋!腿が矢

状索からはがれるように脱臼が起こると述べてい

る 3) 特発性に関しては単数指催患の報告例がほと

図 1 症例 2 初診H寺現症 図2 症例 2:術中所見.
左中fdi小指MPI%'I節部で{ljJifii腿
の尺O!ll脱臼を認めた

右上・ 示指中指 EDcr:nの!腿|間結合はwH、I1英:伏の組織であった
左上 。中指環指間のIl住!日1結合は正常であった
下 中指よ り尺{i!l1の!隙間結合を介して引っ張られる力で， 中指

から小指の仰筋l凶の尺側脱臼を認めた

-180-



複数指に生じた手指 MP関節特発性伸筋腿脱臼 829 

図3 症例 4:初診時現症.

右示中段i小指 MP関節部でイEI'筋l股の尺側Il児臼を
認めた.

んどであり，複数指催患の報告例は少ない.松木ら

は中環小指の伸筋腿脱臼例の報告において，指背l陛

膜l陛帽および矢状索の断裂は認めておらず，腿支持

組織の変性のよる癒痕化・ 弛緩により脱臼 したと述

べている 4)

複数指脱臼の病態について， von Schroederらは

40手の屍体標本による腿間結合の解剖の研究におい

て， 1陸間結合は尺側になるほど強靭な組織となり，

機側の第 2，3仁!こl手骨間腔の腿間結合は 88%が膜状

の薄いタイプであり，更に 12%においては腿間結合

は存在しなかったと報告している 5) 症例 2のような

中環小指脱臼例では第 2，3聞の腿間結合がかなり

薄いか欠損しており，伸筋l躍の尺側方向へのモーメ

ン卜が増強したことによって脱臼をきたしたと推測

された.また症例 4のような示仁1:1環小指脱臼例につ

いては，脱臼症状がまず中指に出現し，その後環指

小指示指と脱臼が進行したことから，病態としては

まず中指焼側の矢状索浅層，1健下!挫膜の断裂が生

じ，その断裂が!腿間結合の遠位端までであったため

にl世間結合を介して他指の伸筋腿も尺側に引っ張ら

れ，示指榛側の!鍵!摸の弛緩により 示指の脱臼も生じ

たと推測された また症例 2では!腿鞘切開の既往が

あったため， 掌尺側方向へのモーメン 卜の増強が一

部関与した可能性もあると思われる.

l腿鞘切間後に生じた伸筋l腔脱臼に関して，本検討

のうち 3仔IJは弾発指の診断によりl陛鞘切開術を行わ

れた症例であった 3例とも他医にての診断，治療

後であったため詳細は不明であるが，本人の訴えに

図4 症例 4:術中所見.
示指挨側，示指中指聞の矢状索浅j雷，I陛下l健l肢
の断裂を認め，筋鈎で示指の{申筋腿を中央化す
ることにより，中環小指の伸筋l腿のJI.党臼が制動
された.

よると弾発指の症状発現以前に仲筋腿の脱臼症状は

なく， 1挫鞘切開後に-8弾発症状は改善 し，その後

伸筋l腔脱臼症状が出現したとのことであった.ただ

疲例 4では弾発指以前の症状の記憶は!慶昧であるこ

とから，伸筋腿脱臼所見が以前から存在，つまり先

天的に脱臼があり，弾発指の改善に伴い深屈曲がで

きるようになったため症状が発症した可能性は否定

できない

治療法に関 して，本症のように特発性では，伸筋

!健と矢状索の聞が剥がれることによって生じるため

手術が望ましい.矢状索の断裂を認めず浅層のみの

損傷，もしくは癒痕 ・非薄化 していた 4例では，矢

状索修復もしくは縫縮を行い，矢状索修復が困難も

しくは尺側への引っ張られる力の強かった 2例では

矢状索再建術を選択 した また，複数指脱臼であっ

たが主に中指(示指~小指の 4指脱臼例では示指と

中指)の脱臼を制動することで他指の脱臼も適切な

バランスで制動することが可能であり，全指の制動

術は嬰さなかった 手術時の所見での判断として

は，1地Ijl置や矢状索の縫縮や再建でIJ見臼11建の制動がで

きた場合には腿間結合の処置を必要としなかった

が，示指中指聞の皮切音1Iから中指環指間，環指小指

間の腿問結合を確認し，必要と判断すれば展開を広

げて!日間結合部の処置を行う必要があると考える.

また本検討で、は平均経過観察期聞が l年4か月と短

いため最終観察時で再発例はないが，縫縮のみの症

例においては将来的に!即日が再発することも考えら
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れる.長期的な調査が必要であり，どの程度の病態

から矢状索再建術を行う必要があるかは今後検討の

余地がある.

[まとめ1
1.手指 MP関節部における複数指の特発性伸筋

腿脱臼の治療成績を調査した.

2.複数指脱臼を生じた原因として，示指中指聞

の!陸支持組織の変性による弛緩によりl陸間結合を介

して他指の伸筋腔の尺側方向へのモーメントが増強

したこ とが考えられた.

3. I健制動術やl陛膜縫縮術を行い，概ね良好な結

果をえた.
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手指グロムス腫蕩の手術症例を検討した.対象は病理検査で確定 した 15例(爪下部9例，指腹 ・指尖部

6例).手術時年齢は 18-72歳.発症から手術までの期間は 2か月 -15年.直視または顕微鏡視下に腫湯摘

出した.術前は， 自発痛を 12例，圧痛を全例に認めた M悶で 5例中 4例が同定可能 (τ立高信号域)であ

った.終痛は全例で軽快し，再発は 1例で再摘出中jqにより軽快した.診断には M悶 が有効で、，術後の再発

や爪甲変形を予防するためには顕微鏡視下手術が有効と考えられた.

部発生例に対しては腫擦の直上を切開して摘出した

これら 15例について，臨床所見(自発痛，圧痛 ，

寒冷時誘発痛，爪甲変形，爪床の色調変化の有無)，

画像所見(単純X線， MRI)，術後成績(痔痛，再発，

爪甲変形の有無)について検討した.

[結果]

術前の所見は，自発痛を 12例に認め，限局性の

圧痛は全例に認められた.爪甲変形が爪下部発生 9

例中の 6例に認められ，腫場による色調変化が爪下

部の 6{JIJ，指腹・指尖部の 3例の計 9例に認めた.

単純X線検査を行った 6仔IJ中2例に骨圧排像を認

めた.M悶 を施行した 5例中 4例で， T1強調像で

低信号域，T2強調像で高信号域を呈する腫傷性病

変が認められた.

討す後，自発痛 ・圧痛は全例で軽快した 術後 11

か月で再び終痛が生じ再発が疑われた症例が l例あ

ったが再摘出術により熔痛は軽快し，その後は再発

なく経過良好である.1例に爪甲変形が残存 した.

術前から爪甲変形を認めた症例で，術後も爪甲線状

変形と軽度の陥凹変形が残存した.

[代表症例1
36歳女性

主訴 左環指の痔痛

現病歴 :20年前から左環指の痛みが年に数回程

度あったが放置していた 1週間前からこれまでよ

り強い痛みが出現し，持続するため近医を受診し，

{緒言]

グロムス腫蕩は，動静脈吻合を構成し局所の血流

調整を行っているグロムス器官から発生する比較的

稀な良性の軟部腫蕩である.手指の末節部に好発

し，色調変化や爪甲変形をきたす場合もある.発作

性の終痛，限局性の圧痛，寒冷時誘発痛が特徴的で

あるが発生頻度が低く，腫療径が小さいため限定診

断されず，専門医を受診するまで見逃されることも

少なくない 今回筆者らは，当院で手術治療を行っ

た手指グロムスIJ重傷 15症例について検討したので

報告する.

[対象と方法]

1996-2012年の 17年間に当院で手術治療を行い，

病理診断で確定した 15例を対象と した.性別は男

性 2例，女性 13例， 手術時年齢は18-72(平均 46)

歳.発症から手術までの期間は 2か月 -15年(平均

6.6年)であった.患側は右 8{91J，左 7仔1].患指は母

指 5{91J， 示指2例，中指3例，環指2例，小指3例

発生部位は， 爪下部が9例，指腹部が 5例，指尖部

l仔IJであり， 全例単発例であった.

[手術術式]爪下部発生例に対しては， 爪甲を全

抜爪もしくはコの字状に部分切開した後，最近では

顕微鏡視下に腫傷直上の爪床を縦切 し， 腫蕩をでき

るだけ一塊と して摘出 し遺残がないよう周囲を掻艇

した.爪床は 6-0IT}_Q収糸で修復 し，爪甲を還納して

4-0ナイロン糸で皮膚と爪l手lを縫合した.指腹 .t旨尖

変知県豊橋市青竹Ilrr ~字八 |古l西 50 番地
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832 手指グロムスl屋場 15例の検討

図 1 術前所見

爪甲尺側にやや青みを帯びた病

変を認め，同部に限局性の圧痛

を認める.爪甲変形なし.

グロムス!距揚疑いにて当科紹介受診となった.

身体所見，検査所見:左環指爪下部尺側に，爪床

がやや青みを帯びた部位を認め，同部に自発痛と，

限局した圧痛を認めた.爪甲変形は認めなった(図

1) .単純X線{象では末節骨尺側に骨庄村1，像を認め，

M悶では末節骨爪下部尺側に 3x2mm大の Tl強調

像で低信号，T2強調{象で高信号域の境界明瞭な腫

傷性病変を認めた(図 2). 身体所見および画像所

見からグロムス臨場と診断し，顕微鏡視下に摘出術

を行った.

手術 :手術は前述の方法で、行った.I匝蕩直上の爪

甲を部分切開・反転，顕微鏡視下に爪床を縦切し展

開した.腫携は柔らかく周囲との癒着は認めず，剥

図 3 顕微鏡視下手術

図2 画像所見

X線像にて末節骨尺側に骨圧制像を認め

(上)， MRlにて末節骨爪下部尺側に T1

強調像で低信号，T2強調{象で高信号域

の境界明"ポな!陸揚性病変を認める(下).

離して一塊として摘出した.周囲を揖!関して取残し

がないことを確認し，爪床を吸収糸で縫合し，爪甲

を元の位置に戻して縫合した(図 3).

A:爪甲部分切|井上 s:爪床縦切， c: 11重湯同定・最IJl紙 D:一組として摘出，

E:強l陀 F:fii防止 G:爪床修復，H 爪甲縫合
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手指グロムスIJ重傷 15例の検討 833 

A 

図4 病理所見

A (HE染色 2.5倍): IJ重傷周囲に詰干し、被

)換を認め， B (HE染色 40倍):類円型

の核をもっ腫錫細胞が増生し，血管l医が
散在， c αSMA染色が陽性であり， 血
管平滑筋の特徴を有する.

病理組織像 :HE染色低倍率像(全体像) では腫

蕩周囲に薄い被膜を認め 高倍率像では類円型の核

をもった腫療品11I胞の増生があ り，そのなかに血管腔

が散在しておりグロムス腫場に相当する組織像であ

った また，血管平滑筋と同様に α-Sll1oothmuscle 

actin染色でも陽性であったことと併せてグロムス

腫蕩と診断された(図 4).

1;I¥j後経過:自発痛，圧痛は術後間もなく消失し，

術後 6か月の時点で爪甲変形や爪床の色調変化を認

めず経過良好である(図 5)

[考察]

術前診断および.術後の再発と爪変形について考

察する.

臨床症状は，自発痛，限局性の圧痛，寒冷|時誘発

痛のいわゆる Carrollの3徴候 I1が有名であり，本

研究でも.圧痛は全作IJ， I~I 発痛は 12 例 (80%) と

高率に認めた しかし，1陸揚が小さいため診断に至

らないことが多く，当院を紹介受診した 13例中，

育ij医でグロムス腫蕩と診断，または疑われたのは 7

例のみであった.従って，手指の限局性の痔痛 ・圧

図5 最終観察時

f割高 ・圧痛は消失し，爪甲変形
も認めない.

痛を認めた際にはグロムス腫蕩の可能性を疑って診

察することが重要と思われた 単純 X線像では， 6 

例中 2例 (33%)に骨圧矧像が認められ，伊藤ら 21

の報告と同様であり，グロムス腫蕩に特異的な所見

ではないが，腫蕩の存在を示唆する所見として有用

であった. MRIでは 5fJU中4例 (80%)でτ'2強調
像で高信号域として腫蕩が描出可能であった.描出

不能であった 1例は腫蕩径が 2mm未満のものであ

り，小さすぎて描出不能であったと考えられた.

MRIの性能および撮影技術の向上につれて摘出率

も向上しており，最近の報告では描出率は 88.2-
100%31415161に達しており診断に非常に有用な検査

となっている.

術後の再発については，本研究では術後 11か月

で再び痔痛が生じ，再発が疑われた症例が 1例 (6.7

%)あった.再摘出時の病理検査ではグロムス11重傷

と診断されず¥確定診断が得られなかったが，術後

- 8痛みが消失 した後に しばらく して同部に痛み

が生じていることから，グロムス腫療の再発の可能

性が高いと判断し再発例として取り扱った 過去の

報告による と，再発率は 0-15.7% 41617191と， 10% 

前後との報告が多く，本研究も同様の結果であ っ

た.爪甲切除 ・爪床切開法と爪l手縁侵入法との術式

の相違による再発率の違いについては，爪甲縁進入

法の方が再発が多いとの報告もあるが一定の見解が

ない.伊藤らは，顕微鏡視下手術では瞳蕩を取残す

可能性が少ないと述べており，本研究でも顕微鏡視

下に行った症例は腫揚が一明として摘出され，再発

も認めていない.従って 再発予防には顕微鏡視下

手術が有効であると思われた.

爪下部発生例では術後の爪甲変形が問題となる.

-185一



834 手指グロムス腫蕩 15例の検討

図6 術後残存した爪甲変形

本研究では 1例 (6.7%)に術後の爪甲変形を認めた.

術前から爪甲変形を認めた症例で，術後も爪甲の線

状変形と軽度の陥凹変形が残存した(図 6). 腫蕩

摘出後の爪床の修復が不十分であったために爪甲の

変形をきたしたものと推測された.過去の報告によ

ると，爪甲変形の発生率は 0-14.3%21314161718HJIで，

本研究でも問機の結果で、あった爪甲縁侵入法の方

が術後の爪甲変形をきたしにくいとの報告がある

が，河野らは，抜爪 ・爪床切開法を行った 20例で

術後の爪甲変形を認めておらず，その理由として，

爪床の愛護的操作を要因の一つ 81にあげている

また伊藤らは，顕微鏡視下手術では爪甲変形を認め

ておらず，視野を十分に確保して爪母を保護しつつ

爪床を愛護的に操作することが大切 21と述べてい

る 本研究でも爪床を拡大鏡もしくは顕微鏡視下に

修復した例では爪甲変形をきたしておらず，爪甲変

形を予防するには爪床の愛護的操作と丁寧な修復が

重要であると思われた.

[まとめ1
1 当院で手術治療を行った手指グロムス臨場 15

症例について検討した.

2. 再発を予防するためには顕微鏡視下で、の確実

な(可及的一脱に)摘出を行うべきである.

3 術後の爪甲変形を予防するためには顕微鏡視

下での愛護的な操作と爪床の丁寧な修復が重要であ

る.
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榛骨動脈穿刺による心臓カテーテル検査後の
圧迫止血器具による神経障害
いしカ5きだいすけ ほんまりゅヲすけ さよ Llfよしろう

石垣大介*，本間龍介ぺ清重佳郎川

[目的]槙骨動脈穿刺による心臓カテーテル検査(以下心力テ)では，検査後の止血方法として圧迫止血

器具が用いられる.圧迫止血器具による末梢神経障害の発生につき検討した

[対象と方法]当院で行われた 137例 151件の榛骨動脈穿刺による心カテ後の，エアパック式の圧迫止血

システム(ゼオンメデイカル社製「とめ太くんJ)による加圧圧力と 圧迫に伴う神経障害の発生状況を調

査した.

[結果]とめ太くんによる初期加圧は 130-280mmHg (平均 173mmHg)であった.遷延する神経障害は

4例 (2.6%)で発症していた.正中神経障害，尺骨神経背側枝障害が各 l例，槙骨神経浅枝障害が 2例であ

った.

[考察]心力テ後の圧迫止血では時にターニケッ ト圧に匹敵する加圧が行われ， 2.6%の例で神経障害を発

生していた. 本手技は神経障害発生の リスクがあることを認識すべきである

[緒言]

心臓カテーテル検査(以下心カテ)の穿刺部位は，

以前の大腿動脈に代わって榛骨動脈が主流になって

いる 1) それに伴い，検査後の止血方法としてこれ

までの用手的圧迫法ではなく圧迫止血器具の使用が

一般化しており，様々な製品が市販されている.当

院でも榛骨動脈穿刺が第一選択として行われている

が，心カテ後に発症した圧迫止血器具によると思わ

れる神経障害の症例を診察する機会を得た.圧迫止

血器具により神経障害が発生する頻度は未だ明らか

でない そこで，当院での機骨動脈穿刺による心カ

テ後の圧迫止血l器具の使用および神経障害発生の状

況を調査したので報告する.

[対象と方法1
2011年4月から 2012年3月までの 1年間に当院

で施行された焼骨動脈穿刺による心力テは 137例

151件であった.男性88仔IJ98件，女性49例53件で，

検査時年齢は 34歳から 94歳，平均 72歳であった.

検査が行われた原因疾患は，狭心症が 65111二，心筋

綬塞が 30件，弁疾患が 18件，冠動脈バイパス術後

が 12件， 心不全が 7件，その他が 19件であり，検

査後は全例で圧迫止血器具を用いた止血が行われて

いた.

当院で使用されている止血器具は，ゼオンメデイ

カル社製の 「とめ太くんjである ポリ境化ピニル

製の透明な止血バッグと血圧計のような加圧器から

構成されており， 穿刺部に装着したバッグ内に加圧

器で空気を注入するこ とで圧迫止血を行う (図 1). 

本品は定量的な圧の調整が可能であり， 止血部位を

目視で確認できるという特徴があり，検査後の止血

操作の標準化に有用とされている. ["とめ太くんJ
を使用した標準的な止血プロトコールとしては収縮

期血圧より 10-20mmHg高い初期加圧が推奨され

ており，そこから圧を漸減していく .当院では初期

加]圧の 30分後に収縮期血圧と同圧とし，その後 30

分おきに 20mmHgづっ減圧して， 30-40mmHgで

翌日9時まで維持するクリニカルパスで運用してい

る(図 2)

調査方法は 151件のカルテの後ろ向き調査であ

り，初期加圧の圧力と圧迫に伴う手の合併症の発生

状況を抽出， 集計 した.

受:1m日 2013/10/16
勺斉生会山!f;1民I~病院整形外科 〒990-8545 山形県山形市沖IIIT79-1 
**山形大学医学部整形外科

**本山形県立保健医療大学理学療法学科
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836 心カテ後の椀骨動脈圧迫による神経障害

図 1A とめ太くんの外観.透明な止血パッ

図2 当院での止血プロ卜コール

定例;~

30 

初期加圧は収縮期血圧を 20mmHg超える圧と
している.

29 

グ(円内)と力[J圧器からなる 20

B:止血バッグ装着l侍 穿刺部位が目視
で確認できる.

[結果]

初期加圧は 130-280mmHg，平均 173mmHgで

あった その分布をみると 29件 (19%)の検査で

200mmHgを超える加圧がなされていた(図 3).

「とめ太くんj 装着仁I~の手の合併症は 86 件 (57%)

に認められた.そのうちわけは穿刺部からの出血が

18件 (11.9%に手の浮腫が 26件 (17.2%に手の

痛みが 26件 (17.2%におよび、止血経過中に手のし

びれを訴えたものが 42件 (27.8%)であった(重

複あり).

圧迫による神経障害の判断は，心力テの穿刺時に

放散痛の訴えがなく， Iとめ太くんJ装着終了後も

神経支配領域に一致したしびれまたは知覚障害を認

めるものとした.この基準に合致した神経障害は 4

件 (2.6%)にみられ，正中神経障害が 1件，尺骨

神経背側校|嘩害が l件，侠骨神経浅枝障害が2件で

あった 以下に症例の概要を提示する

症例 1: 68歳，男性.急性心筋梗塞に対して心力テ

を行い，Iとめ太くんJの初期加圧は 150mmHgで

あった.発症後 6日の当科初診時，正中神経支配領

域にしびれと知覚鈍麻があり，短母指外illz;筋の徒手

筋力テス 卜は4レベルであった。Semmes-Weinstein

10 

。
130 140 150 160 170 180 190 200< (mmHg) 

図 3 初期加圧の分布.
29件 (19%)の検査で'200mmHgを超えていた.

test (以下 SWテス ト)では防御知覚脱失の強い知

覚障害を認め，2点識別覚は 8mmであった. 受傷

後 3週で SW テス トは防御知覚低下， 2点識別覚は

7mmと知覚障害は残存していたが自覚的なしびれ

感は軽減し，転医した.

疲例 2:62歳， 男性.狭心症に対して心力テを行

い，Iとめ太くん」の初期加圧は200mmHgであった

発症後 4日の当科初診時，手背尺側の尺骨神経背側

枝支配領域にしびれと知覚鈍麻があり，尺骨頭部に

Tinel徴候を認めた.止血経過中，夜間に止血バッグ

がずれて背側に回って発症 したと考えられた. SW 

テストでは防御知覚低下であった.発症後 12週で

自覚症状は軽快した.

症例 3: 61歳， 男性.狭心症に対 して心カテを行

い， 150mmHgで初期加圧を開始したが減庄中に穿

刺部から再出血し， 1 @]日の加圧から 125分後に
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180mmHgで再加圧となった.結果的に 「とめ太く

ん」による圧迫時聞が遷延した例である.発症後 3

日の当科初診時，手背樟側の検骨神経支配領域にし

びれと知覚鈍麻を認めた.発症後 3か月で自覚症状

は軽快した.

症例 4:60歳，男性.拡張型心筋症に対して心カ

テを行い， iとめ太くん」の初期加圧は 140mmHg

であった.当科受診はなく症状の詳細は不明で、ある

が，装着解除後も母指，示指基部背側の検骨神経支

配領域にしびれを訴え，発症後 5日間持続した.

[考察]

焼骨動脈穿刺による心カテは，これまでの大腿動

脈穿刺による方法と比較して止血が容易であり，安

静臥床期間の短縮が可能であること，穿刺部の合併

症が少ないこと，それに伴って看護負担が軽減され

ることといった利点があるけ.カテーテルやシース

等の器具の改良もあって，近年は機骨動脈が穿刺部

位として多く選択されている.離床を図りつつ確実

な止l血を行うためには信頼性のある圧迫止血器具の

使用が欠かせないが，その合併症として神経障害が

とりあげられた報告はない.

今回の調査から，榛骨動脈穿刺による心カテ後の

圧迫止血では時にターニケット(空気止血帯)圧に

匹敵する加圧がなされていることが明らかになっ

た.その結果 27.8%の例で一時的にせよ手のしびれ

を訴え，2.6%の例では神経障害が発生していた.

隙害された神経は正中神経，榛骨神経浅枝，尺骨神

経背側枝と様々であった. iとめ太くん」を使用し

た手関節部の圧迫止血操作は神経麻郷発症の危険性

を伴う手技であると認識すべきである.

類似の手技として四肢の手術時に用いられるター

ニケットがあるが，ターニケットによる神経麻擦の

発生原因として過度の加圧，不十分な加圧による神

経周囲の出血性浸if乱長時間加圧，および、局所解剖

を無視した装着が挙げられている 2) iとめ太くんj

使用による神経麻揮発症をこれらの要因から考察す

ると，高い初期加圧の他に，収縮期血圧よりは低い

ものの静脈圧を超える圧での装着時聞が長いことも

危険因子と考えられる すなわちfl!jt脈還流が阻害さ

れたう っ血状態となり，これが手の!lill脹を引き起こ

し，さ らにはや11経周囲の出血性浸潤による神経降筈

を発癒する可能性がある.また，手関節部は皮下組

織量が少なく，小さい断面積の中に 2本の前腕骨が

存在するという解剖学的な特性から圧迫による神経

麻療は発症しやすい.特に皮膚の直下を走行する横

骨神経浅枝や尺骨神経背側枝の圧迫障害は手外科の

日常診療で経験する機会も多い 3) 今回神経障害を発

症した 4症例の初期加圧は 140mmHg-200mmHg 

と様々であり，減圧経過に問題がなかったにもかか

わらず発症した例も見られた.したがって本研究で

初期加圧や加圧時間と神経障害発生との明確な関係

を述べることは困難で、あり，上に述べた要因が重な

っているものと推測される.

しかし， iとめ太くんJの使用説明書には神経障

害のリスクについての記載はない.整形外科では

Brunerの“tenrules" 4)に準じたターニケッ ト使用

法が教育され，遵守を求められるが，心力テ後の圧

迫止血も同様の配慮が必要である.今後手外科医側

から循環器科医や看護師に対し注意をI喚起していく

必要があると考えられた.

[まとめ1
1. 検骨動脈穿刺による心カテ後の圧迫止血器具

「とめ太くんjの使用に伴う神経障害の発生状況を

報告した.

2. iとめ太くんj装着時の一時的なしびれは 27.8

%に，遷延する神経|障害は 2.6%に認められた.

3. 神経障害は正中神経，尺骨神経背側枝，機骨

神経浅枝に発症していた.

4. iとめ太くんJを使用した手関節部の圧迫止血

操作は，神経障害発症の危険性を伴う手技であるこ

とを認識すべきである.

[文 献1
1) 岩原信一郎ほか 機骨動脈より行う心臓カテーテル検
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2) Crenshaw Jr AH. Tourniquets in Campbell's Operativ巴
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がf30: 1547-1549，1979. 
4) Bruner JM. Safety factors in the use of the pneumatic 

tourniquet for hemostasis in surgery of the hand. J 

Bone Joint Surg 33-A: 221・224，1951
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将山川、ー
プロピアニストに生じた小指屈筋臆皮下断裂の一例
t.かたのりひこ こさくひでみ

仲田紀彦 i，古作英実料

プロピアニス卜に生じた小指屈筋腿皮下断裂を経験し 長掌筋腿移植により機能再建を行った.プロピア

ニストとしての復帰を希望されていたことから，できるだけ生理的な腔の走行の再建をめざし，有鈎骨鈎は

骨聴を切除し滑走床を軟部組織で被誼するこ とで温存し，長掌筋l躍を二重折りに補強した うえで移植 し編み

込み縫合した.術後経過として生じうる縫合部の緩みを考慮、して， I挫の緊張は安静位で、の緊張よりやや強め

になるようにした.術後 1年経過し，小指の手関節中間位での運動は左右差を認めないが，尺屈位での外転

が健側と比較し 10度不足しピアノの鍵盤 1つ分外に届きにくい状態となっている.有鈎骨鈎を滑車と し

て尺側へ走行変化をする小指においては，再建後幅広い外転機能を要する場合は縫合時の腿の緊張に注意が

必要であり，有鈎骨鈎を温存する場合は，手術時の)y，建の緊張は安静位で、の緊張としたほうがよいと思われた.

[緒言]

小指屈筋!躍は有鈎骨鈎を滑車として走行を変える

ため，手関節の尺屈運動により摩擦を受け摩耗が起

きやすい.今回著者らはプロピアニス卜に生じた小

指屈筋l陛皮下断裂を経験し 腿移植により機能再建

を行った.手術における工夫と，術後の機能回復の

経験をも とに，有鈎骨鈎を温存 した際の小指屈筋l雌

断裂に対する手術の注意点について考察する.

[対象と方法]

<症例呈示>

82歳，女性.右利き.

主訴 :右小指屈曲不能

既往歴:特記事項なしステロイドの腿鞘内注射

の既往な し.外傷 ・骨折歴な し.

現病歴 :4か月前に，誘因なく右小指の屈曲が不

能となり近医で、の精査を受けたが診断がつかず，当

院を受診した.プロのピアニス卜として 20歳から

活動し，現在も現役で活動中であり今後のピアノ活

動を希望された 屈曲不能となる以前には終痛や違

和感などの前駆症状は認めなかった.

初診時身体所見 :右小指の伸展は可能であった.

屈曲は中手指節 (MP)関節は 90度可能で、あったが，

近位指節間 (PIP)関節Iおよび遠位指節間 (DIP)

関節は自動屈|担i不能であった. rlr関節や11展位での

DIP関節の自動屈曲は不能で， 他指の伸展位での小

指の自動屈曲も不能であった.右手局所の圧痛や腫

脹，および手関節炎や知覚障害，尺骨ネ[1'経障害の所

見は認められなかった.血液尿検査上，免疫学的に

も異常所見は認められなかった

画像所見 :単純 X線画像では手関節および手指

指節間関節の軽度の変形性関節症性変化を認めた

が，豆状三角骨間関節や遠位槙尺関節に目立った異

常所見は認めなかった(図 1).前医で施行された

図 1 右手単純 X線画像.

手関節および手指指節間関節の!隆j哀の変形性関ili'j
痕性変化以外に目立った異常所見は認めない

受理日 2013/10/16 
*がん ・感染症センタ一都立駒込病院 自主形外科 干113・8677 東京都文京区本駒込 3.18.22
材国保依田窪病院整形外科
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プロピアニストに生じた小指屈筋鍵皮下断裂の一例

図 2 右手指単純 MRlTγ 像

手掌部において小指屈筋腿像の不整を認める.

右手指の MRlでは， リファレンス画像で有鈎骨鈎

部での小指屈筋l陛断裂が疑われた(図 2).手関節

部を中心として再検した MRlにて，手掌中央部尺

側の屈筋腿周囲に Tl強調{象で低信号，T2強調像で

高信号の領域を認め， 1陛鞘滑膜炎が疑われるととも

に，同部での断裂と断裂断端の短縮を認めた(図 3，

図 4)."1コ枢断端は前腕遠位レベルまで短縮してい

た.CT画像では，有鈎骨鈎に骨腕形成を認めた(図

5，図 6). 骨燃は鈎基部から鈎先端まで広範にみら

図3 右手陣H!i'iM悶1'1強調像

手掌中央官[1尺側での小指周iめ11注の断裂と断裂
|析端の短縮が見られる(矢1=[1) ま た J'~l指屈節j

腿も手恨管出口部で‘の損傷が疑われる(矢頭)
術中所見では環指FDSの摩耗変性を認めた

839 

れ，鈎先端に顕著で、あった.

[結果]

手術所見 :断裂部は有鈎骨鈎のレベルに一致して

おり，小指深指屈筋!腔 (FDP)と小指浅指屈筋腔

(FDS) はともに腿性部で断裂していた.腿断端は

中枢断端，末梢断端とも軽度黄褐色に変性していた.

手関節中間位で FDPおよび FDSの末梢断端は Al

pulley近位に位置しており， FDPの中枢断端は手

関節近位部， FDP筋腹の部分まで短縮していた.

また環指 FDSl陛の摩耗変性を認めた.中枢断端を

遠位方向に引き出した上で計測すると両断端の gap

は手関節中間位で約 4cmであった.この際に FDP

筋腹が十分な弾性を保持していることが確認でき，

また術前 MRlで筋腹に目立った脂肪変性を認めな

かったことから， bridge graftによる小指機能再建

が可能と判断した有鈎骨鈎の骨腕を切除し， 滑走

床を軟部組織で被覆した 小指の FDPの両断端を

新鮮化したのち， 長掌筋腿 (以下 PL)を二重折り

に補強した うえで移植し編み込み縫合 した. 1陛の緊

張は安静位での緊張よりやや強めとした

術後療法と経過:

手術翌日から早期自動屈伸法を開始した.自動何l

展運動で過度な伸張ス トレスを避けるために手関節

圃 iい-庁才.司ア司1 
-ぺ11Mザ戸九汁汁I行.内Iソ11ゴI凡!?9

べ灯叫tlいiμ-温且
圃噛.怯~ 川 f _ _ _  _ 

..1 ・・・

IIIJ 

， 
宇I， 

'E 
.・

I
 
H
 

--

• 
図 4 STIR像

手掌中央部尺側の屈筋l健周囲は高信号を呈し，
l腿鞘i1'l1l英炎が疑われるとと もに，岡部での断
裂と断裂断端の短縮が見られる
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図 5 単純 CT画像有鈎骨鈎レベル取h断像.
有鈎骨鈎の骨赫は鈎基部から鈎先端まで広範
にみられる.

10度および MP関節を 30度屈曲位に制限し， PIP 

関節およびDIP関節は O度まで伸展可とする背側

シーネを使用し，ゴム牽引下に自動および他動屈

曲，自動作11展運動を行い，術後 3週でゴム葦引を除

去し自動および他動屈曲 自動伸展運動を継続し

た.術後 6週以降はシーネを除去し，術後 8週以降

は抵抗運動も許可した.術後 l年経過し，小指の手

関節中間位での運動は左右差を認めないが，尺屈位

での外転が健側と比較し 10度不足し，ピアノの鍵

盤 1つ分，外に届きにくい状態である.

[考察]

屈筋腿皮下断裂は骨折，偽関節，関節リウマチな

どに続発することが多い.小指屈筋腔皮下断裂で

は，遠位機尺関節，豆状三角骨間関節の変形性関節

症や，槙骨遠位端骨折，有鈎骨鈎骨折もしくは鈎骨

折後の偽関節による摩耗断裂だけでなく，基礎疾患

を有さず手の頻回の使用がl躍の摩耗の原因と思われ

る症例がみられる.小指屈筋l躍は有鈎骨鈎を滑車と

して走行を変えるため，手関節の尺屈運動により摩

擦を受け摩耗が起きやすい.その走行は手関節中間

位では有鈎骨鈎を滑車として尺側へ 30度の走行変

化であるが，手関節尺屈位ではその走行変化は 70

度となり，鈎部での摩擦が増大され炎症や血行障害

に陥り腿実質の脆弱化を生じやすいという特徴があ

る 1) 本症例では，患者が主に演奏する曲は幅広い

音程音階を有する作品で、あり，頻回に手関節尺屈位

での小指 MP関節イ111展外illz.;動作を要するものであ

ったこの動作の繰り返しにより有鈎骨鈎部で屈筋

腿l陛性部が摩耗し皮下断裂を生じたと思われる.過

去に手関節尺屈位での繰り返しの運動もしくは作業

192 

図 6 3D-CT画像
有鈎骨鈎の骨赫は鈎基部から鈎先端まで広範
にみられる

を行うことにより鈎部での皮下断裂を生じた報告が

5例報告されており 2)3)4)5)6) これらはいずれも手関

節尺屈位での小指の強い屈曲i力を繰り返し要する職

業もしくはスポーツにより生じたものであるが，本

例ではピアノ演奏という単回では軽微な腿へのスト

レスの数十年来の繰り返しにより腿の摩耗，脆弱化

を生じたと考えられる.しかし目立った手関節尺屈

位での動作や握り動作の繰り返しを認めない場合で

も比較的高齢者で小指屈筋腿の皮下断裂を生じるこ

とから，通常でも長年の手指の使用により腿の脆弱

化は潜在性に生じていることが想像され，これに包

丁作業や剣道で、手掌部への包丁や竹刀の柄による刺

激が加わったり，ピアニス卜のように極めて頻回の

手関節尺屈位での小指外転を繰り返し行ったりする

ことで断裂の リスクが増大すると考えたほうがよい

と思われる. Imbrigliaらの小指 FDP)陸部皮下断裂

10例の報告でも，そのうち 9例は握り動作を反復す

る職業従事者であった 7) また，有鈎骨鈎の骨腕形

成や豆状三角骨間関節症，遠位検尺関節の変形性関

節症性変化などにより屈筋l健へのメカニカルストレ

スはさらに増大すると思われる.

小指屈筋腿断裂の治療としては，断裂l健の!世縫合
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術，環指もしくは中指の FDSI躍の腔移行術，腿移

植術が一般的であるが，本症例ではプロピアニス ト

としての復帰を希望されていたことから，できるだ

け生理的な腿の走行の再建をめざし， PL腿移植術

を選択した.1世移植の際に術後経過として生 じうる

縫合部の緩みを考慮 して 腔の緊張を安静位での緊

張よりやや強めになるように縫合 したが，これがピ

アノ演奏における手関節尺屈位での小指の外転制限

の原因となった可能性がある.術後の外転制限には

内在筋の拘縮，退行変性による excurSlOnの低下な

ど複数の要因の関与も考えられるが，有鈎骨拘を滑

車と して尺側へ走行変化をする小指においては，再

建後幅広い外転機能を要する場合は縫合時の腿の緊

張に注意が必要で、あり，有鈎骨鈎を温存する場合

は， 手術時のl躍の緊張は安静位での緊張としたほう

がよいと思われる 術後療法は術中所見として端端

縫合と比較して縫合強度が得られた と判断したこ

と，また吉津らの早期自動屈曲・伸展療法が良好な

成績を得ていることから 8) 同法に準じて行った.

今回著者らは，有鈎骨鈎の切除を行わなかった.

有拘骨鈎切除や鈎骨折後の骨片摘出術の成績は安定

しており，握力の低下や摘出後の屈筋l陛の走行の変化

による影響はほとんどないとの報告がある一方で 9)

有鈎骨鈎を摘出することにより握力が減少するとの

報告がある.Watsonらは有鈎骨鈎摘出により計算

上，小指屈筋!陛は 10mm尺側に移動する ことによ

り約 11%の握力の低下をきたすと述べている 10) ま

た有拘骨鈎が機能しないことにより，手根管内にゆ

るみが生 じ，屈筋腿群の異常可動性が生じるとの報

告もある.本症例では有鈎骨鈎の摘出による手機能

の低下を懸念し有鈎骨鈎を可能な限り祖存 し，再断

裂を防ぐため移植腿を二重折りに補強 して手術を行

った.鈎の切除を行うべきかどうかは議論の分かれ

るとこ ろだと思われるが， 現時点では本症例は良好

な経過を得ている 現在は外転制限への内在筋の拘

縮の関与があるならば、その改善を得るべく ，プロピ

アニス卜の御木本澄子氏考案の トレーニングボード

を使用し可動繊の拡大を図りつつ，ピアノ演奏活動

を再開 している.

[まとめ]

・プロピアニス トに生 じた小指屈筋腿皮下断裂を

経験し，腿移値により機能再建を行った.

・有鈎骨鈎を可能な限り?毘存 し，再|新裂を防ぐた

め移植腔を二重折りに補強して編み込み縫合を行っ

た.

-小指屈筋腿では縫合時の腔の緊張に注意が必要

であ り，有鈎骨鈎を温存 した場合は，手術時の!躍の

緊張は安静位での緊張としたほうがよいと思われ

た.

謝辞本症例の術後リハビリテーションについて

ご指導賜りました東京女子医科大学附属青山病院整

形外科音楽家外来酒井直隆先生に深謝いたします.
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余剰仮骨による前腕回外運動障害が一因と考えられた

榛骨骨幹部骨折後偽関節の 1例
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[はじめに]余剰な仮骨により回外運動が障害され，結果として偽関節を来し手術を要した榛骨骨幹部骨

折の症例を経験した.

[症例J44歳男性.転倒し左椀骨骨幹部骨折を受傷.前医にてプレートを用いた観血的整復固定術を受け

た.術後骨癒合が得られず偽関節を来し 手術目的に紹介となった.初診時 前腕回外時の終痛を認めた.

単純レン トゲン， CT像では，骨折部は回旋転位のままプレート固定され偽関節となっており，棟骨の近位

骨片より連続する板状の仮骨が検尺骨|首iの遠位方向に伸びていたが 遠位骨片とは連続していなかった.初

回手術後 10ヶ月で手術を行った.プレートを固定しているスクリユーには著明な緩みを認めた.侠骨の近

位骨片より連続する板状仮骨が背側に突出し，回外動作時に尺骨に衝突するため，近位骨片の国外を障害し

ていた.偽関節部には骨欠損を認めたため 腸骨より骨移植を行い回旋転位は矯正せずにプレー トを用いて

固定し，板状仮骨は除去した.術後 4ヶ月の診察時，骨癒合は良好，可動域は囲内 90
0

，国外 50。で回外時

痛は消失している

{考察]余剰仮骨が尺骨と衝突し，偽関節に至る一因となったと考えられた.

三骨片を認めていた(図 1a). 初回手術ではプレー

トを開いた観血的整復固定術が行われたが，術後レ

ントゲン写真で、は樟骨茎状突起の対側に本来見える

べき横骨粗面を認めず，骨片聞の回旋転位の存在が

示唆された また第三骨片は整復されず背側に残存

したままであった また 遠位骨片に対し刺入した

スクリューは 3本であったが，近位骨片に対しては

2本であ った(図 1b) 初回手術後 2か月頃より近

位骨片か ら第三骨片に向けて仮骨が形成されはじ

め，術後 5ヶ月の|時点で骨癒合は得られていなかっ

た(図 1c). 

手術所見:当院にて，初回手術後 10か月で偽関

節手術を施行した.近位骨片から連続した骨折部背

側の仮骨は術前レントゲン像よりも更に増大 してお

り，前腕を回外させると尺骨とインピンジメン トを

起こし，近位骨片の国外運動が制限されていた.遠

位骨片はこの仮骨とは連続せず，独立し回外運動可

能であり，プレー トは緩んで偽関節音1¥に回旋方向の

異常可動|生が生じていた.偽関節の治療を催先させ

[緒言]

初回手術時の整復不良と，その後の余剰仮骨によ

って前腕回外運動障害が生 じ，結果として偽関節を

来 した焼骨骨幹部骨折に対し，偽関節手術を施行し

た症例を経験したまれな偽関節の病態と術後経

過，本症例の問題点につき考察を加えて報告する.

[対象と方法}

症例:44歳，男性.

主訴 :左前腕の国外時痛.

現病歴:転倒し左様骨骨幹部骨折を受傷.前医に

て観血的整復固定術を施行するも偽関節を来し，増

恕する回外時痛に対する手術目的に当院ヘ紹介受診

となった.

身体所見:来院時.左前腕回外の可動域に軽度の

制限を認め，最大回外時には前腕中央部やや機側に

熔痛が誘発された.

画像所見.受傷|時のレントゲン写真では左侠骨骨

幹部に横骨折，また骨折部の背側に三角形をした第

大阪府河内長野市木戸東IIff2.1 干586-8521
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a 

b 

c 

図 1 a;受傷時単純X線(矢印:骨折部，
矢頭.第三骨片)

b;初回手術直後単純 X線(矢印:
茎状突起と組面，矢頭:第三骨片)

C，初回手術後5か月単純X線(矢I=P:
骨折部，矢頭.近位骨片より第
三骨片へ延びた仮'白)

ることとし，回旋転位は矯正せず，偽関節部の骨欠

損音[)位に T字型に採型した腸骨を移植しプレート

固定を行った.術後レン トゲン写真では，骨折部に

は良好な骨抜合が得られているが，術前と同様に茎

状突起と焼骨粗面との関係からは回旋i[ii位の残存が

示唆された(医[2a). 

[結果]

術後経過・偽関節手術後4か月で骨癒合が得られ，

左前腕は囲内 90
0

，回外 50
0

と回外制限が残存して

いるが.回外時痛は消失した.この時に行った透視

下での回旋評価で、は，機骨粗面と茎状突起の位置関

係から，遠位骨片が近位骨片に対し約 60。囲内位で

癒合している事が分かった(図 2b).

[考 察]

前腕骨骨折に対する観血的整復固定術の合併症と

図 2 a;偽関節手術直後単純X線(矢印:
茎状突起と粗面，矢頭 ・移植骨)

b;偽関節手術後4か月単純X線(矢
印 茎状突起と組面)

しては，感染，変形治癒，偽関節，神経損傷，コンパ

ー トメント症候群，出血，巽所性骨化，機能障害な

どが挙げられる.偽関節に関しては，過去の大規模

コホー卜研究では前腕骨骨折に対する観則的整復固

定術後の偽関節合併率は2-10%とされている 1)2)州 .

本症例において偽関節に至った機序としては以下の

事が考えられた.まず初回手術時の整復不良，固定性

不足(近位骨片に対するスク リュー固定数不足)が

あり，偽関節の要因のーっとなったと考えられる.

これに加え.巨|旋転位の残存から初回手術時より前

腕の囲外制限が生じていた.更に第三骨片の遺残に

より ，近位検骨から第三骨片に向かつて骨膜などの

軟部組織を介して余剰l仮骨が形成され，この仮骨が

回旋動作で尺骨とインピンジメントを起こす事によ

る近位椀骨の国外制限も重ねて生じた.このため前

腕の回旋運動時に遠位機骨が回外する際に近位機骨

は国外できず，結果的に骨折部で強い捻転ス トレス

がかかり，プレートの緩みや緩みに伴う痛みが生

じ，これもまた今回偽関節に至る一因となったと考

えられる.{.為問mil音[1に異常可動性があるため遠位骨
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片の回外運動はそれほど制限されず，可動域は比較

的保たれていた.過去に，同様に仮骨によるインピ

ンジメントが一因となった偽関節症例の報告は見当

たらず，まれな偽関節の原因と言える.偽関節を予

防する為には，初回手術時に第三骨片を含め正確な

整復位を得る事，また 卜分な固定性を得る事が必要

であった.第三骨片を整復する事で骨膜など周囲軟

部組織も整復され，余剰l仮骨の形成を防げた可能性

がある.今回行った偽関節手術により仮骨によるイ

ンピンジメントは解消された. しかし，初回手術時

に設置したプレート周囲に仮骨が多く形成されてお

り，回旋転位を完全に矯正した上でプレート固定を

行おうとすると形状が合わないため骨周囲の仮骨を

広範に除去せねばならず，軟部組織へのダメージも

増大すると思われた.また T字型の骨欠損部も回

旋転位を矯正する事で補填が困難な形状に変化して

しまう事が想定されたため，町在実な骨癒合を得るこ

とを優先して回旋転位の矯正は行わなかった. 今後

検討すべき課題として，今回は回外制限が残存する

状態となったが，同時に回旋転位を補正すべきだっ

たのかという点が挙げ、られる.変形治癒による機能

障害に関 しては 憐骨の骨折後の回旋転位は，尺骨

に比し囲内回外制限を来しやすいとする報告があ

る5)6).Philipら7)の報告では，機骨骨幹部で 30
0

以上

の回旋転位がある場合，逆方向の回旋制限が生じる

としている.本症例の場合は，術後の透視下評価で

60。程度の回旋転位が示l唆されたため，骨片聞の回

旋転位により生じた国外制限が存在していると考え

られる.しかし囲内外それぞれ 50。の可動域があれ

ば、日常生活動作の 90%は行えるとされており 8)

笑際回外可動域が 50。と制限のある本症例に於いて

も日常勤作はほとんど行えている そのため現時点

において患者の前腕機能に大きな障害は生じていな

いが，今後の経過については注意深く観察してゆく

必要がある.

今回は手術侵裂を考慮、して回旋転位を残 したまま

骨癒合を図ったが，回旋転位の程度を正確に評価で

きていれば，術後の回外制限を最小限とする程度の

矯正は可能であったかもしれない.また術前に仮骨

によるインピンジメントの存在を捉えるために，前

腕回旋運動時に骨折部や板状{反骨がどのような動き

をするかといったダイナミックな評価が必要だった

のではないかという点も反省すべき点として考えら

れた.

[まとめ]

初回手術時の整復不良とその後の余剰仮骨によっ

て前腕回外運動が障害され，結果として偽関節を来

した焼骨骨幹部骨折に対し，偽関節手術を施行した

症例を経験した.偽関節手術前における回旋転位の

程度の評価，また前腕回旋運動時に骨折部や板状仮

骨がどのような動きをするかといったダイナミック

な評価を考慮すべきであったと考えられた.
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