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特別寄稿:第 56回日本手外科学会学術集会

シンポジウム「伝承したい私の手外科Jより

キーンベック病の成因と治療
うえばやすお

上羽康夫

キーンペック病が初めて記載されてから既に 100年以上経過するが，この病気の成因や治療法は未だ確立

されていない.病因に関わる X線像，月状骨内の動脈分布，尺骨変異などの主要文献を検索した.また，

手術時に摘出した月状骨標本の形態学的・組織学的調査を行った.摘出した晩期キーンベック病月状骨は圧

縮肩平化し，表面の太い主骨折線と共に骨内に多数の細い骨折を認めた.月状骨を被う関節軟骨は摩耗して

いた.組織検査では壊死部と生存部とがモザイク状に混在し，その聞の部位には新生骨が観察された.過去

の文献記載と摘出標本所見を総合して，キーンベック病は手関節炎に伴う関節内圧の上昇によって境骨舟状

月状骨靭帯の中などに存在する細静脈が圧迫 ・閉塞され，月状骨内に穆血が生じて動脈流が停止し，酸素供

給が途絶えるので月状骨は壊死に陥る.しかし，修復期に入ると月状骨の力学的強度は減じ，容易に骨折し，

病期が進行すると推論された.その理論に基づく治療法についても言及した.

[緒言1
1910年に Kienbockがこの病気について記載し

てからもう一世紀以上経つが，キーンベック病の成

因や治療法は未だ確立されていない.過去の文献を

検索しながら，摘出標本所見を分析した結果を付け

加えてその成因と治療法を再検討した.

1.キーンベック病(阻enbock'sdisease)病の

文献検索

この疾患の成因を示唆する論文は古くから数多く

発表され，それらの業績が次の世代に引き継がれて

きた.その糸口を示唆した最も重要な人名と論文発

表年を挙げるとすれば，1.キーンベック病の概念を

確立したKienbock(1910)1)， 2.キーンベック病の

臨床所見と X線像に基づいて病期の分類を行った

Stahl (1947)2)， Lichtman (1977)3)およびAlexander

& Lich加 an(1988)4)， 3.月状骨内の動脈分布を明ら

かにした Grettve(1955)5)とGelberman(1971)6)， 4. 

手関節部における Ulna-varianceの疫学的・生体力

学的重要性を認識させた Hulten(1927) 7)などであ

ろう.

Robert Kienbりck(1871-1953)はオーストリアの

受理日 2014/1/20 

放射線医であるが， 1905-10年の 6年間に月状骨が

特異な X線像を示す 16症例(男 11例，女 5例)を

見出し，1910年に外傷性月状骨軟化症として発表

した.X線所見(月状骨の硬化像，変形，破壊の進

行)を詳細に記載したばかりでなく，病期の発生状

況，症状(痔痛，圧痛，手関節可動域制限，運動時

痛)，経過，手術所見について実に詳しく記載した.

それ故，この疾患は後年キーンベック病と呼ばれる

ようになった.この疾患の病期分類を 1947年Stahl

が発表したが，それを基にして 1977年Lichtmanは

キーンベック病を StageI-Nの4病期に分け， Stage 

Iの月状骨に骨折が在り得るとした.しかし，1988 

年AlexanderAH & Lichtman DMが書いた論文には

Stage 1は「単純X線像で何ら変化を認めないが，

MRIを使用すれば壊死が確認できるJと明記し，

Stage IIIをIII-A， III-Bの2つに分割した.この病

期分類が現在でも広く用いられている.

月状骨内の動脈分布について 1955年 Grettveは

前腕遠位部の動脈に造影剤を注入し，手根骨内の動

脈分布を調査した.月状骨の表面は殆ど軟骨によっ

て覆われるが，動脈が軟骨面から骨内へ侵入するこ

となく，月状骨掌側疎面と背側疎面から，通常は複

認定NPO法人 健康医療評価研究機構 〒604-0847 京都市中京区，烏丸通二条下ル秋野々町513京都第一生命泉屋ビル 7階
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数の動脈が骨内へ侵入すると記載 した. 1971年

Gelbermanらはほぼ同じ手法で月状骨内の動脈走

行を調べ，月状骨には常に掌側 ・背側疎面から複数

の動脈が入っているのを確認した.そして，それら

の動脈は骨内で吻合し， Y型， X型， 1型の 3型に

分類した.

Hultenは手関節部における横骨と尺骨との長さ

の相違，いわゆるUlnaVarianteがキーンベック病

の発生と深い関係がある事を示した.即ち， 15年

かけて 400人の正常手のX線調査し， Null Variante 

61 %， Ulna-minus Variante 23%， Ulna-plus Variante 

16%であったが，キーンベック病擢患手では Null

Variante 26%， Ulna-minus Variante 74%， Ulna-plus 

Variante 0%であったと報告 した.この疫学調査の

結果に驚き，我国でも田島 8)や高田 9) らが日本人

におけるキーンベック病の発生頻度を調査した.そ

の結果，Hultenの報告とは数値に差があったもの

の，基本的にはUlna-minusVarianteの手にキー ン

ベック病が高率に発生するのが確かめられ，現在で

もキーンベック病に対する槙骨短縮術や尺骨延長術

などの根拠となっている.

11.キーンベック病の成因に閲する疑問

上述の知く，先人たちの業績によって多くの知見

が得られたものの，現在も未だ多くの疑問が残る.

例えば，問 1: Stage 1の月状骨に X線や crで骨

折が見られなければ，骨折がキーンベック病の起因

とは考えられない.では， Stage 1の時期に手関節

内で何が起こっているのか? 問2:もし，動脈閉

塞で月状骨壊死が起こるとすれば，動脈は何処で閉

塞されるのか? 動脈は外から圧迫されるのか，あ

るいは血栓などで動脈内腔が閉鎖されるのか? 間

3: X線像 に骨硬化像が現れるのは appositional

bone formationによるのであろうが，その骨を形成

するに必要な Caなどのミネラルは何処から供給さ

れるのか? 問4:もし 外部からの強い衝撃で月

状骨骨折が起こるとすれば，ボクサーや相撲力士に

キーンベック病がもっ と高率に発生しないのは伺故

か?などの疑問である.これらの疑問を解く鍵を求

めて摘出標本の調査を行った.

III.晩期キーンベック病の摘出月状骨標本所見

晩期キーンベック病 24症例に tendon-ballimplan 

tation procedureを行い，摘出した月状骨を調査し

た(表1).摘出した月状骨標本の形状は前後に長く，

近位・ 遠位方向に扇平化していた.関節軟骨は摩耗

表 1 Tendon-ball implantation術中に変形した
月状骨の摘出を受けた症例

症例 年令 性別 患側

o.K 29才 男 右

2 H.S 21才 男 右

3 YK 20才 男 右

4 I.K 21才 男 右

5 S.S 24才 男 右

6 S.H 37才 男 左

7 M.K 26才 男 左

日 o.y 29才 男 左

9 T.H 21才 男 右

10 NH 23才 男 右

11 T.M 43才 女 右

12 S.J. 29才 男 左

13 o.K 24才 男 右

14 。T 41 才 男 右

15 H.Z 46才 男 右

16 S.R 47才 女 左

17 FF 53才 女 左

18 TY 21才 男 左

19 AK 29才 男 右

20 M.T 19才 男 右

21 ON 24才 男 右

22 S.K 25才 男 右

23 SY 21才 男 右

24 YN 43才 男 左

合計 24f?ll 平均 男 21名 右 16手

29.8才 女 3名 左 B手

し，時には完全に消失していた.それぞれの月状骨

には 1本の太い主骨折線を認めた(図 1).主骨折

線は水平型，斜2方型，縦型の 3型に分類された(図

2) .摘出標本の割面には黄色の壊死組織部と暗赤色

の生存組織部とが混在し モサイ ク模様を呈した.

掌側疎面と背側疎面に近い極部 polesof the lunate 

では壊死部と生存部とがほぼ半々に混在するモザイ

クを形成し，中央部では骨折線の両側に新生骨を含

む生存部が広く認められた(図 3-A).Contact radi-

ographyでは主骨折以外にも多数の小さな骨折が骨

内に存在するのが確認された(図 3-B).光学顕微

鏡による組織検査でも骨内の壊死部と生存部はモザ

イク状に混在 し，境界部には新生骨が確認された

(図 4).また，Trichrome染色スライドにて嬢死部

と生存部の聞に造骨細胞，軟骨細胞，セメント ・ラ

ηr白



図 1 晩期キーンベック病患者より

摘出された月状骨標本

図 3-A 摘出標本の割面

キーンベック病の成因と治療

図2 摘出標本に見られる骨折3型

図3-B Contact radiography 
黄色を呈するのは壊死組織部.暗

赤色を呈するのは生存組織部.

斜 2方型主骨折と共に多数の小骨

折が骨内に認められる.

図4 顕微鏡所見

上部左側の細胞不在部は

壊死部.上部右側の骨細

胞が認められる部分は生

存部.下方の造骨細胞や

軟骨細胞が多数ある部位

は新生骨.

図5 Trichrome染色所見

緑色は軟骨細胞群.それ

を取り囲む馬蹄状のオレ

ンジ色の線がセメント・

ライン.その外側を黄色

の新生骨が取り囲む.

-3-

図 6 テトラサイクリン蛍光反応

骨梁の周囲に新生骨からの黄色

テトラサイクリン蛍光あり
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848 キーンベック病の成因と治療

表 2 示唆されるキーンベック病の成因

S匂ge1 反復外傷(こより手関節炎→関節内圧の上昇→
→細静脈の圧迫・閉塞(含憐骨・舟状・月状骨靭帯)→
→月状骨内の苦言血→月状骨内へ動脈血の流入不能→
→02供給の停止→月状骨壊死。

S匂ge2:造骨細胞は更に12陶 24時間生存→
→濃縮血のCaを用い、Apposi!ionalb∞eを造成→
→X線で月状骨の骨硬化像が出現。

S泊ge3・関節内圧低下→i哀死骨ヘ肉芽組織が侵入→
→壊死骨の吸収が始まる(修復期)→骨強度の低下→
→月状骨骨折(stage3-A)→更(こCdlapse(s匂ge3・B).

S匂ge4:月状骨の変形→関節軟骨の変性・摩耗→
→関節症が発生。

インなどの造骨所見が認められた(図 5). テトラ

サイクリン・マーキングでも骨梁周囲に黄色のテト

ラサイクリン蛍光反応が多く認められ，新生骨の造

成が確かめられた(図 6)10). 

[考察]

A.キーンベック病の成因

過去の文献および摘出標本の形態・組織学的所見

を総合的に考え併せると キーンベック病の発生過

程は次のように推論される.即ち，激しい手関節運

動により手関節炎が発生すると，手関節に腫脹と終

痛などの症状が起こり，滑液が増加するにつれて手

関節内圧は上昇するので圧迫力に弱い細静脈が閉塞

される.特に，月状骨の血流循環に深く関与する横

骨舟状月状骨靭帯 (T，巴S加t靭帯)内の静脈が圧迫さ

れると，月状骨からの静脈血が還流しなくなり，月

状骨内に穆血が生じて月状骨の内圧も上昇し，動脈

血は月状骨内に流入できなくなるので酸素供給が断

たれ，月状骨は骨壊死に陥る (Stage1). しかし，

造骨細胞は更に 12-24時間生き続け 11) 欝血で濃

縮された Caを使って骨梁に appositionalboneを付

加し， X線像には月状骨の骨硬化像が現れる (Stage

II).月状骨は-8壊死に陥るが，関節内圧が低下

し，血流が再開すると修復期に入り，壊死骨梁が服

収され，骨の強度は次第に低下するので強い外力が

加わると容易に骨折が起り (StageIII-A)，更に強

力な外力が加わると月状骨は collapseを起こす

(Stage III-B). 手関節をそれ以降も使い続けると，

変形した月状骨周囲の軟骨は次第に摩耗し，関節症

が発生する (StageIV). このようなキーンベック

病の発生経路を考えると 病期と X線像変化を合

理的に説明できる(表 2). 但し，16才以下の学童

では月状骨内に類骨が未だ存在したり ，60才以上

の高齢者では月状骨に骨粗握症が起こりうるので上

述とは少し異なる発生経過を辿ると考える.

B.キーンベック病の治療法

成因を理解すれば，治療法も変わる.手関節内圧

が上昇し，静脈が圧迫され，閉塞される時期 (Stage

1)では，関節内圧を減じる為に関節穿刺，関節液

除去を行い，消炎剤などを投与する.月状骨壊死期

(Stage II) には，月状骨に外力が加わらぬよう，装

具，創外固定器などを用いる.月状骨が既に骨折を

起こした時期 (StageIII-A)では，必要に応じて血

管柄付き骨片移植術，榛骨短縮術，尺骨延長術，槙

骨模状骨切り術などを考える.月状骨が既に col-

lapseした時期 (StageIII-B) や変形性関節症変化

を伴う時期 (StageIV)の治療には手関節部分固定

術，近位手根骨列切除術などの手術法を採用する

か，あるいは変形した月状骨を摘出した後に ten-

don-ball implantation procedure +創外固定法を行

いω，手根骨配列を保持しながら表面軟骨の改善

を促す必要があろう.

[まとめ]

キーンベック病に関する先人の業績と未解決の課

題について述べ，摘出標本の調査結果を付け加え，

キーンベック病の成因と治療について述べた.恩師

Robert E. Carroll先生からこの病気に関する数多く

の事柄を教えて頂いたが，解決すべき課題は未だ多

い.キーンベック病の研究が我国に於いて更に発展

することを期待する.

[文献1
1) Kienbock R Uber traumatishe Malazie des Mondbeins 

und ihre Folgezustande. Fortschritte a.d.G.d. Rontgen-

strahlen 16: 77-115，1910 

2) Stahl F. On lunatemalacia (Kienbock's Disease). Acta 

Chirur Scand 5: 126-133， 1947 

3) Lichtman DM， Mack GR， MacDonald RI et al. Kien-

bock's Disease: The role of silicone replacement arthrか

plasty. J Bone Joint Surg 59-A: 899-908， 1977. 
4) Alexander AH， Lichtman DM.百leWrist and Its Disor. 

ders.. Saunders. Philadelphia. pp. 329・343，1988.

5) Grettve S. Arterial anatomy of the carpal bones. Acta 

Anat 25: 331.345， 1955 

6) Gelberman悶-1， Bauman TD， Menon J， Akson WH.ηle 

vascularity ofthe lunate bone and Kienbock's disease. J 

Hand Surg 5・272-278，1980. 

7) Hulten O. Uber anatomische Variationen der Hand 
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Glenk-knochen. Acta Radiolog Scand 59: 155-163， 1928. 

8) 田島達也，胡顕宗.榛骨に対する尺骨遠位端相対長"

Variant"の統計的観察.整形外科 20: 1472-1473，1969. 

9) 高田聡.月状骨軟化症における骨病態の臨床的なら

びにテトラサイク リン・マーキングによる実験的研究.

日整会誌 46: 661・674，1972.

10) Ueba Y， Kakinoki R， Nakajima Y， Kotoura Y. Mo叩holo-

gy and histology of the collapsed lunate in Kienbock 

disease. Hand Surgery 18:141-149， 2013. 

11) Resnick D， Sweet DF， Madewell ]E. Chapter 67 Oste。
necrosis : Pathogenesis， diagnostic techniques， specific 

situations and complications. In: Bone and ]oint Imag-

ing 3'" ed. Elsvier Saunders. Philadelphia. pp 1067-1088， 

2005 

12) Ueba Y， Nosaka K， Seto Y， Ikeda N， Nakamura T. An op-
erative procedure for advanced Kienbock's disease. Ex-

cision of the lunate and subsequent replacement with a 

tendon-ball implant. J Orthop Sci 4， 207-215， 1999. 
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手指関節固定術を駆使した陳旧性機能障害手の再建術
いしいせいいち

石井清一

外傷，炎症，先天異常，神経麻簿による重度障害手に対しては，力強い握り・つまみ機能を確実に再建す

ることが治療の要点である.そのためには，手の機能的アーチを確保した上で，手指に効果的な動きを与え

ることで目的が達せられる.

機能的アーチの確保を第一に考えた場合，必要で、あれば母指 MP関節あるいは 2-5指 PIP，DIP関節の固

定を効果的に用いることによって，比較的短い治療期間で，力強い握り・つまみ機能が確実に得られ，患者

の満足度も高い.

“cup and cone" type arthrodesisと呼ばれる手指関節固定術式は，簡単で，固定に失敗することは殆んど

ない.回旋を加えての屈曲角度を微妙に調節することも可能で，優れた固定術式である.

はじめに

New York Orthopedic Hospital (NYOH) で手の

外科のパイオニアの一人として活躍された Robert

E. Carroll教授は， 2009年8月16日， 93歳で亡く

なられた.世界中に多くの手の外科医を育てたのが

先生の大きな業績の一つであった.45年前の 1968

年，私も弟子の一人に加えていただいたことを大変

光栄に思っている.当時，先生は52歳で最も精力

的に活躍されていた頃であった.Carroll先生のも

とには，常時，世界中から， 5-6人の若い整形外

科医が集り，将来の手外科医を目指していた.手術

場が Carroll先生の手外科の教室であった.今回の

学会で田中寿一会長がかかげたメインテーマは 「手

外科における確かな技術の伝承Jである.Carroll 

先生の手術場風景はメインテーマの説明に使われて

いるレンプラントの名画 「トウルプ博士の解剖学講

義Jの情景を連想させる.

NYOHにおける重度障害手の機能再建術

著者は， 1968年から 69年にかけての 1年間，

Carroll先生のもとで，先生が行った手術症例をス

ケッチし，それにコメントを付けた講義録を作製し

た.著者が学んだ Carroll先生の手術症例は 279例

受理日 2014/1/20 

である.多い順に外傷 (79例)，先天異常 (66例)， 

神経麻簿 (33例)， RAと関節症 (24例)と続いて

いる.大学病院の手の外科クリニックということも

あって，陳旧性の重度障害手が大部分を占めてい

た3).Carroll先生の重度障害手に対する治療方針は

明快で、あった.すなわち，手の機能的アーチを確保

した上で，手指に効果的な動きを与えることによっ

て，力強い握り ・つまみ機能を確実に再建するとい

うものであった.機能的アーチの確保を第一に考え

るために， Carroll先生の機能再建術には関節固定

術が好んで選択された.著者が Carroll先生から学

んだ 279例の手術症例の中で，固定術が行われたの

は127関節である.特に母指 MP関節や，第 2指

から第 5指の PIP'DIP関節に数多くの固定術が行

われていた(表 1).どのような疾患に固定術が行

われることが多いかを分析してみると，神経麻療が

最多の 60関節である.次いで外傷，先天異常， RA， 

関節症などが続いていた(表 2)3). 

神経麻痩手に対する機能再建術

神経麻揮で関節固定術が行われることが多いの

が，つまみ機能の障害に対してである.つまみ機能

の再建の 「鍵jとなるのが母指 MP関節の安定化

札幌医科大学 〒060.8543 北海道札幌市中央区南 1条西 16丁目
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手指関節固定術 851 

表 1 NYOHにおける重度障害手の機能再建術
~関節固定術を好んで選択~
文献 1より改変引用

手指関節・・・・・・・・・・・・ 79関節

母指 CM，MP・・・・・ 31 

2-5指 Plp.......31 

11 Dlp....... 17 

手関節(含手根骨)・・・・ 33 

遺位犠尺関節・・・・・・・・ 8 

肩関節・・・・・・・・・・・・・・ 7 

279症例中127関節

表 2 NYOHにおける重度障害手の機能再建術
~関節固定術の疾患別内訳~
文献 1より改変引用

神経麻揮・・・・・ 60関節

外傷・・・・・・・・・ 29 

先天異常・・・・・ 26 

RA・関節症・・・・ 12 

127関節

手術である.母指 MP関節は“やじろべえ"に例

えられる.“やじろべえ"の一方の腕は短母指外転

筋，他方の腕は母指内転筋である.片腕あるいは両

腕の機能が失われると，“やじろべえ"は立ち上が

ることができなくなる.MP関節の安定性を取り戻

すためには，機能を失った“やじろべえ"の腕に腔

移行術を行うのが一般的である.しかし最も単純で

確実性があるのが関節固定術である. Carroll先生

の陳旧性の麻痔手の再建術の基本的な考えは，母指

MP関節の固定術を好んで選択することであった.

腫移行術によって不確実な安定性を期待するより

も，関節固定による確実な安定性の獲得を重視する
からである 2)3)

神経麻痩手の機能再建術の実際

1) Carroll先生が好んで、行う陳目性尺骨神経麻療

のつまみ機能再建術は，母指 MP関節の固定術を

行う.次いで示指固有伸筋を第 1背側骨間筋に移行

して示指の外転力を確保することで，力強いつまみ

4 

6 

3 

図 1 “cupand cone" type arthrodesis 
文献 1，3より改変引用

機能が再建される.

2)陳旧性正中神経麻簿に対しては，短母指外転

筋への!陸移行術による母指対立再建術を行う.更に

母指 MP関節に固定術を追加すれば，母指対立機

能が改善することで，力強いつまみ動作が可能にな

る.

3)陳旧性正中，尺骨神経麻簿のつまみ機能の再

建は，正中神経と尺骨神経麻揮に対する合併手術で

ある.著者の経験では，母指 MP関節固定術がそ

の効果を最も発揮するのが，陳旧性正中，尺骨神経

麻痔である.

手指関節固定術式の実際

著者が愛用 している固定術式は， Carroll先生が開

発した cupand cone type arthrodesisである(図1).

固定関節の近位関節面を cone状に，遠位関節面は

cup状に形成し，両関節面の骨癒合をはかるもので
ある 1)2)3)

-7ー



852 手指関節固定術

表 3 Dr. CarroI1の 635指関節固定術の関節別お
よび疾患別内訳

文献2より改変引用

DIP 計

脳性腐簿 12 111 

外傷・関節症 47 83 37 167 

末梢神経麻湾}

先天異常
19 60 107 186 

RA 41 129 171 

計 79 230 326 635 

1)最も行われることの多い母指 MP関節固定術

の実際を説明すると，母指 MP関節の背側に伸筋

躍に及ぶ縦切聞を加えて，関節を露出して脱臼させ

る.関節軟骨を切除して，基節骨と中手骨関節面を

cup and cone状に形成する.得られた海綿骨は後に

骨移植に用いる.

2) cupの底面に Kワイヤーを刺入し，基節骨から

末節骨まで貫通させる.中手骨の cone形成部の頂

点には Kワイヤーの刺入点を作製しておく .

3) MP関節を 50から 150の屈曲角度に保持して，逆

行性に Kワイヤーを刺入する.Kワイヤーが中手骨

背面の骨皮質を突き破ることで，固定性が強化され

る.

4) Kワイヤーを軸にして基節骨を左右に回転させ

ながら軸圧を加えていく.母指と示指のつまみ動作

が自然に行えるように基節骨の回旋角度と屈曲角度

を調節しながら両骨片を圧縮密着させる.

5) この時点で回旋安定性に不安を感じれば，斜

方向の Kワイヤーを1本追加する.術後のシーネ固

定は 4から 6週， Kワイヤーの抜去は 6から 8週で

ある.

手指関節固定術を用いた重度障害手の機能再建術

1) cup and cone type arthrodesis は， 一般には母

指 MP関節に行われる.PIPとDIP関節に固定術が

行われる場合も同じ術式である.Carroll先生は 635

関節の自験例について，固定関節と疾患との関係を

分析して， 1969年の]Bone ]oint Surgに報告して

いる.脳性麻簿では MPとPIP関節，また外傷と

関節症では DIPとPIP関節の固定術が多く行われ

ている.末梢神経麻簿，先天異常， RAでの固定関

節の多くは MP関節である(表3)2). 

表 4 指関節固定術後の癒合不全発生率
文献2より改変引用

術式 窓合不全(%) 発 表

cup and cone 5 CarrollとHill

骨釘移植 5 Moberg 

プレート
O( PIP) Wrightと

4(MP) Mc Murty 

Herbertスクリュー 2 Ayres ほか

1969 

1960 

1983 

1988 

2) cup and cone type arthrodesisの癒合不全発生

率は 5%である.一方，諸家が報告している骨釘移

植やプレート，それに Herbertスクリューを用いた

場合の癒合不全発生率は 2%から 5%で，大きな差異

はみられない(表4)2). 

固定関節や疾患の違いが癒合不全の発生率に及ぼ

す影響についての分析では， DIP関節の癒合不全発

生率は9%で，Plp. MP関節固定術の 2倍の発生率

である.また，脳性麻療に固定術を行った場合の癒

合不全の発生率は 11%でその他の疾患の約 6倍の

発生率である 2) 癒合不全の発生を防止するには，上

記の分析結果を念頭に入れて，慎重な手術操作を行

うことの必要性を示している.

おわりに

著者はNewYorkから帰国後， 45年にわたって陳

旧性の機能障害手の治療にあたってきた.試行錯誤

を重ねるうちに Carroll先生の治療方法に沿って再

建する場合が，徐々に多くなってきている.比較的

短い治療期間で，力強い握り，つまみ機能が可能に

なった時の患者の満足度が高いことが分かったから

である.

“伝承したい私の手の外科"として，著者は，陳旧性

の重度障害手に対する Carroll先生の治療方針と，指

関節固定術式を推奨する.再建術のプログラムに

指関節固定術を組み入れることで，比較的短期間

で，確実に力強い握り，つまみ機能の獲得が可能に

なる.また cupand cone type arthrodesis は，術式

が簡単で術中に屈曲・回旋角度を微妙に調節できる

利点の多い術式である.これからも永く伝承して行

って欲しいと願っている.

最後に著者が最近感じていることで，手外科の医

師が日頃より念頭に入れておいて欲しいことを述べ
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てみたい.それは障害手の機能再建術を行うにあた

って，手術は患者本人には大きな時間的，経済的，

そして身体的負担を強いることを，医師自身がまず

感じとることである.

手術で得られる局所的な利益が，患者に与える不

利益を上回った時に始めて，その治療手段が評価さ

れることを，十分に認識した上で，日常の診療を進

めたいものである.

[文献]

1) Brockman， R.， Weiland， A士， Smal1 joint arthrodesis， 
Operative Hand Surgery， 3rd Ed. Edited by Green， D.P.， 
p99-111， Churchill Livingstone， 1993 

2) C訂 rol1， R. E.， Hill X. A.， Small joint arthrodesis in hand 

reconstruction， J Bone Joint Surg， 1219-1221， 51-A(6)， 
1969 

3) 石井清一 New York Orthopedic Hospitalの手の外科
北海道整災誌 247-256，14 (2)， 1970 
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特別寄稿 :第56回日本手外科学会学術集会

シンポジウム「伝承したい私の手外科」より

裂手症，中央列多指症と合指症は，なぜ同じ範鴎の先
天異常なのか(国際手外科連合上肢先天異常分類の日
手会改良分類法の成立過程)
おぎのとしひこ

荻野利彦

1970年代に入って間もなく日手会の学術集会では，裂手症と合指症，裂手症と中央列多指症の臨床像の

類似性が指摘され，多くの発表と活発な議論があった.これら疾患の臨床例の分析では骨性合指症と中央列

多指症において，骨癒合が近位に及び裂手症が成立する過程が観察された.著者らの動物実験では，発生の

同一時期に同一障害を加えた時に，これらの異常が同時に発現することを確認した.これら異常の形成過程

の初期に生理的細胞死を伴わない手板中央の陥凹という共通の変化が認められた.以上の結果を基に著者ら

は 『指列誘導異常jと言う概念を取り入れ，国際手外科連合分類法を改良した.この改良分類法は日手会の

先天異常委員会でさらに改良が加えられ，日手会改良分類法として採用され， 1996年に会告として報告さ

れた.本稿ではこれら異常の成立過程と分類について述べる.同時に改良分類法が臨床例の分類に有用で、あ

ることを確認した.

はじめに

「手外科ー確かな技術の伝承jという題に沿ってシ

ンポジウムで話すようにというお話を田中寿一会長

から伺ったのは 2012年の秋でした.題に沿って限

られた時間に会員の皆様方に言葉で伝えられるもの

は著者には少ないと思いました.田中会長が考えら

れたテーマには，技術という点で沿っていないので

すが，以前から著者が気になっている国際手の外科

連合先天異常分類法に対する日手会の貢献について

お話しさせていただくことにしました.日手会でど

のようにして分類法の改良がなされたかは，是非伝

承したい考え方です.会員の年齢の若返りに伴い以

前に討論された大事なことが忘れ去られていくよう

で，この経緯をもう一度話したいと思うに至りまし

た.手の先天異常という狭い分野ですが，会員の皆

様に先天異常の診療に少しでも興昧を持っていただ

くきっかけになれば幸いです.

著者が北大整形外科の石井清一先生の下で手の外

科と先天異常の勉強を始めたのは 1976年です.そ

の年にSwansonが将来，国際手外科連合(lFSSH)

の分類法となる新たな分類法を発表しました 1) 当時，

著者が最初に行ったのは 北大整形外科の外来に過

去8年間に来た先天異常全例のカルテと X線像を

調べ，この分類法で診断名を付けることでした.そ

れにより，その後の手の先天異常の診断に困らない

知識が付くと考えたからでした.しかし， Swanson 

分類でも旨く分類できない例がでできました 2)

Swanson分類法の論文には裂手症は中央指列欠損

を意味すると書かれていました 1) 分類困難であっ

た例の 1例は，外見は裂手症ですが，中手骨の基部

が太く ，中指と環指の骨性合指症にも見えます(図

ー1)3). もう 1例は，右手の外見は裂手症ですが，中

手骨が6本あり，中央列多指症と診断することもで

きる例で，分類に困りました(図ー2)3).しかも左手

は，末節骨の癒合した骨性合指症でした.この様に

同じ手が分類の 2つの大項目の特徴を持っているこ

と，また 1人の患者さんが大項目の 2つの疾患を合

受理日 2014/01/20 
整形外科北新東病院札幌手外科・手の先天異常センター 〒007-0865 北海道札幌市東区伏古5条3丁目 3番 2号
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図 1 骨性合指症に類似した裂手症(中央指列欠損)
外見は裂手症であるが，中手骨の基部が太く，
中指と環指の骨性合指症にも見える.
(Ogino T. Clinical features and teratogenic 
mechanisms of congenital absence of digits 
Development Growth and Differentiation 49: 
523-531， 2007より引用.3))

併している為に分類では大変困りました.また，類

似の患者さんが多いことも次第に分かつてきまし

た.Swanson分類では，裂手症は第 1の項目の中央

列欠指，合指症は第2の項目，中央列多指症は第 3

の項目に分類されます.従って先の 2例目では両手

が違う項目に分類されました.しかし，これらの異

常は同じ原因で起こったのではないかという疑問が

残りました.

そこで当時の論文を調べてみますと 1974年に慈

恵医大の丸毛英二先生ら 4)が，骨性合指症か裂手症

か，分類し難い例を発表していました.また，1975 

年には名古屋大学の三浦隆行先生ら 5)も類似の指

摘をしていました.一方裂手症と中央列多指症の

関係では，1972年に慈恵医大の中村純次先生ら 6)

の論文で，裂手症の中に多指症と分類すべき例があ

ると記載されています.三浦隆行先生 7)は裂手症，

合指症，中央列多指症の合併についても 1976年に

発表しています.1977年になり，北大におりま し

た著者と広島大学の渡捷一先生が，それぞれ裂手

症，中央列多指症と合指症の関連を模式図で示しま

した 8)9) 当時，大阪大学の江川常一先生，多田浩

一先生も同じ内容の問題を指摘しております 10)11)

Symbrachydactylyという概念を最初に考えた Wal-

ther Mullerは 1937年に出版された本の中で，裂手

症の外見をした中央列多指症という題で，近位に及

んだ中央列多指症が裂手症に見えることを指摘して

いたことを最近知りました ω.しかし，その発表後

855 

図2 骨性合指症と裂手症の合併例
左手は末節骨癒合の骨性合指症である.右手
の外見は裂手症であるが，中手骨が6本あり，
中央列多指症と診断することも可能である.
(Ogino T. Clinical features and teratogenic 
mechanisms of congenital absence of digits. 
Development Growth and Differentiation 49: 
523-531，2007.より一部引用.3))

に欧米でこの問題が議論されることはありませんで

した.日本手外科学会では裂手症，中央列多指症と

合指症の関連について，多くの発表があり熱心に議

論され，これらの異常が類縁関係の異常で、あること

が広く理解されようになりました.漏れている発表

が沢山あると思いますが，お許しいただきたいと思

います.

話が変わりますが， Swanson分類では，先天性の

指欠損である欠指症という用語は用いられず，その

多くが第 1の項目の形成障害に分類されています.

形成障害が上肢を横断するように出現する異常は横

軸形成障害と呼ばれます.上肢の縦軸方向に障害が

限局する異常は縦軸形成障害で，尺側列形成障害と

榛側列形成障害に分類されています.前腕には変化

が及ばない裂手症も中央列形成障害として縦軸形成

障害に分類されています.しかし，裂手症の臨床像

の違いから，裂手症は樟側列や尺側列形成障害とは

異なる範鴎の異常であると考えた著者は，それを明

らかにする目的で動物実験を行いました.まず，

busulfanという抗癌剤を用いてラットに尺側列形成

障害を誘発しました.小指の低形成から尺側4指列

の欠損，それに尺骨低形成から尺骨全欠損に至るま

で，臨床例と類似の変形が誘発されました ω. 当

時共同研究者であった加藤博之先生は，同じ薬を用

いて横側列形成障害をラットに誘発しました 14)

唱
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図3 指列誘導異常の模式図(裂手症の形成過程の仮説)

手板内に指放線が形成され指の数が決まる， s-oからS-4へ近位に向かい中指と環指

聞の骨性合指症が進展する.中指多指症は P-oから P-4へと近位に向かい進展する，2 
つの変化が同時に起こると種々の型の中央列多合指症が形成されるが，合指症の変化

が基節骨から中手骨に及ぶと外見上は中指が欠損して見える裂手症が形成される.

(荻野利彦 :裂手症の成立機序に関する研究 多指症および合指症の関与について . 
日整会話、53・53ら543，1979より改変，171)

P-3 type 

- ih iA j t 込司

若宮11鷲宮:適|
S-O S-1 S・2 S-3 -3 

図4 骨性合指症から裂手症への進展 図5 中指多指症から裂手症への進展

骨性合指症が末節骨から基節骨を経て中手骨へ

と近位に進展すると裂手症との区別はつかない.

(Ogino T. Teratogenic relationship between poly-

dactylぁsyndactylyand cleft hand. J Hand Surg 
1990;15B: 201-209より引用， 18)) 

その後の動物実験モデルの分析結果から横側列と尺

側列形成障害の発現機序には，肢芽形成前の障害に

よる肢芽内間葉細胞の不足が関与している可能性が

明らかになりました ωω.

一方，裂手症の発現機序については，手板内に指

放線が形成され指の数が決まります.その際の指放

線の数の誘導の異常が，中央列多指症，骨性合指症，

中指多指症において，多指成分と隣接指との聞の

骨性合指症が末節骨から基節骨を経て中手骨へ

と近位に進展すると裂手症との区別はつかない.

(Ogino T. Teratogenic relationship between 

polydactyly， syndactyly and cleft hand. J Hand 
Surg. 1990;15B: 201-209より引用，18)) 

それに裂手症を形成すると考えました(図 -3)，すな

わち，骨性合指症は末節骨から基節骨を経て中手骨

へと近位に進展します(図 -4)_一方，中指多指症

も同様に遠位から近位に進展します.両者が同時に

起こると様々な型の中指の多合指症が形成されま

す 17) その中で，骨性合指症あるいは，中指多指症

-12ー
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図6 指列誘導異常の形成過程の初期変化
Busulfanにより誘発される骨性合指症，中央列多指症と裂手症の形成過程では，これ
らの異常に共通の初期変化として生理的細胞死を伴わない手板中央の陥凹が生じる.
陥凹が指放線の部位に起こると中央列多指症を，指放線から外れると骨性合指症を生
じる.その変化が深いと裂手症が形成される.
(Naruse T， Takahara M， Takagi M， Oberg KC， Ogino T. Busulfan-induced central poly-
dactyly， syndactyly and cleft hand or foot: a common mechanism of disruption leads to 

divergent phenotypes. Development， Growth and Differentiation， 49・533-541，2007より
引用.20))

と骨性合指症が同時に基節骨まで進展すると裂手症

との区別はつかなくなります(図 -5).これらの中に

は先に示した分類不能の症例が含まれています.中

手骨まで完全に重複した中指多指症で骨性合指が末

梢から基節骨まで及ぶと，外見上は中央指列の欠損

した裂手症ですが，中手骨が6本ある型が形成され

ます. 実際の臨床例の X線像では，中環指の骨性

合指症，あるいは中指多指症において骨性合指が近

位に進行するにつれて，裂手症へと進展して行く過

程が観察されました.そこで，先の薬剤を用いてラ

ットに裂手症を誘発してみました.ラットでは，環

指の欠損でしたが，臨床例と類似の異常が誘発され

ました.ラットにおいても臨床例と同様に中環指の

骨性合指症，あるいは環指多指症において，骨性合

指が近位に及ぶにつれて，裂手症へと進展して行く

過程が観察されました 18)

妊娠ラットに薬剤を投与して裂手症，中央列多指

症と合指症を誘発する場合の薬剤の投与時期と発現

する異常の関係をみましたが，これらの先天異常の

出現する時期は妊娠の同じ時期であり，その時期に

薬剤を投与すると，同一胎仔の両前肢あるいは同胞

にこれらの異常が種々の組合せで出現していまし

た.言い換えますと，肢芽発生のある一定の時期に

同ーの障害が加わった時に中央列多指症，合指症，

それに裂手症が発現することが分かりました.つぎ

に下肢に誘発した類似のモデルを用いて足板の形成

過程を骨軟骨染色し，正常と薬剤投与群で比べまし

た.薬剤投与群で，正常群では見られない手板辺縁

の不整，陪凹が早期変化として観察されました ω.

同様に肢芽と足板の細胞死を生体染色で観察しまし

た.薬剤投与群では，早期に手板の陪凹が観察され

ますが，この陥凹が生理的細胞死を伴わずに深くな

っていくのが分かりました 20) この時期の正常の

指聞では生理的細胞死が始まりますが，未だ指間陥

凹は形成されていません.著者達の実験モデルで

は，初期変化として生理的細胞死を伴わない手板中

央の陥凹が生じます.薬剤投与により手板中央部の

上皮頂堤 (AER)のごく狭い範囲の機能低下が起こ

り，この陪凹が生じたものと考えられました.この

陪凹が指列の誘導異常を引き起こします.すなわ

ち，陪凹が指放線の部位に起こると中央列多指症を

生じ，指放線から外れると骨性合指症を生じます

-13一
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指列誘導異常
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中央列多指症 裂手症 合指症

図 7 指列誘導異常の形成過程
生理的細胞死を伴わない手板中央の陥凹が手板
中央部の上皮頂堤 (AER)のごく狭い範囲の機
能低下を引き起こす.この異常により障害を受
けた AER直下の遠位方向への成長が障害されて，
中央列多指症，合指症それに裂手症を含む指列
誘導異常を引き起こす.
(Ogino T. Teratogenic mechanisms of congenital 
absence of digits. 1ρkcomotor System. Advance in 
Research， Diagnosis and Therapy. 2011;18: 173-193 
より引用.21))

(図 -6).指列の誘導異常により成立した中央列多指

症および合指症の変化が中枢に及び裂手症が発現し

ます(図ー7)21).一方，裂手症と裂足症を高頻度に合

併する先天異常に split-hand/split-foot malformation 

(SHFM)があります.この疾患の遺伝子異常のモデ

ルとして Dactylaplasiamutant (Dac) というネズミ

があります 22) このネズミの分析結果では手板の槙

側と尺側の AERは正常ですが，中央指列に相当す

る部分の AERの退行性変化が起きています.この

ことから人の SHFMにおいても， AERの中央部の

活性維持の障害が，遺伝子異常によって発現する裂

手症の原因であると考えられています.以上の結果

はネズミの遺伝子異常による裂手症も外的要因で誘

発した裂手症も同じ機序で発現してくることを示し

ています.

動物実験の結果を支持する臨床例もあります.母

親は小児期に著者が治療をした両側の裂手症です.

右環指中手骨の基部には骨が癒合したかのような所

見があります.中手骨型の多指症の可能性を示す所

見です.長女の両手の X線像では，左手は基節骨

まで重複した中指多指症で，右手は骨性合指症に類

似した裂手症です.次女の手の変化では，外見上は

中指と環指の合指症のように見えますが，中指から

示指と環指に向かう crossboneがあり，その存在

は多指症を示唆します.この家族に発生した手の変

形を見ますと，裂手症，中央列多指症，それに合指

症が種々の組合せで発現しており，これらの異常が

極めて近い関係にあることが分かります 23) また，

これらの異なって見える変形は単一遺伝子異常によ

り発症した疾患の表現型の差であることが分かりま

す.発生学を基盤に手の先天異常を分類する場合，

これらの異常を指列誘導症候群という同一範ちゅう

の先天異常として理解していくべきであると考えら

れます.以上の理由により著者は 1986年に rFSSH

分類を改良し新たに第4の項目として指列誘導異常

というカテゴリ ーをもうけました.その後改良を加

え，指列誘導異常の皮膚の異常としては，皮膚性合

指症と過剰な指間陥凹，骨の異常としては骨性合指

症，中央列多指症，裂手症，それに裂手症に伴う三

指節母指になりました 24)お)

日本手外科学会との関係では，1993年に石井清

一会長の下で札幌で開催された第 36回日本手の外

科学会のパネルディスカッションの際に，座長をさ

れた生田義和先生のご協力により，日手会会員の総

意として 『指列誘導異常とSymbrachydactylyの概念J
を受け入れることを確認した様に記憶しておりま

す.先天異常委員会は 1994年に広島大学の生田義

和会長の時に特別検討委員会として発足し， 1995 

年の慈恵医大の児島忠雄会長の時に常設の委員会に

なり，分類法の検討が積極的に行われました.翌年

に著者が先天異常委員会の委員長に任命され， 1986 

年に著者が報告した rFSSH修飾分類法は児島忠雄

担当理事の下で，さらに委員会で改良が加えられまし

た.1996年に日手会誌に会告として， rFSSH分類

日手会改良分類法が発表されました(図 _8)26).大

きな改良点は， r指列誘導異常と 5mbrachydactyly

の概念』を取り入れた点です.本稿では前者につい

て述べています.

次に，著者が行ったことは指列誘導障害の概念と

亜分類(表現型)が臨床的に有用か否かを検討する

ことです.その目的で，指列誘導異常に含まれる自

験例， 125例 186手を日手会の改良分類法で分類し

てみました.この分析では三指節母指は合併症とし

て扱われています.
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上肢先天異常日子会改良分類法

国際手の外科連合修飾分類法

1.形成障害

2.分化障害 |過剰な指閤陥凹

3.重複 |皮膚性合指症
4.指列誘導異常一寸骨性合指症

5.過成長 |中央列欠指症
6.低成長 |中央列多指症
7.絞拒輪症候群 |裂手に伴う
8.系統疾患と症候群| 三指節母指
9.その他 ー

図8 国際手の外科連合手の先天異常分類の日手会改
良分類法
本改良分類法では，合短指症と横車由形成障害を整
理統合し第一のカテゴリーに分類した.今ひとつ
は，指列誘導異常という第4の新しいカテゴリ
ーを加え，四角の枠で囲った表現型に分類した.

186手のうち 86手に指列誘導異常の表現型が単独

で出現しました.その内訳は，過剰な指間陪凹:4手，

皮膚性合指症 65手，骨性合指 17手でした.一方，

複数の表現型が同一手に合併した例は 100手でし

た.これら 100手では，指列誘導異常に含まれる表

現型が各種の組合せで出現していました.中指欠損

の定型的な裂手症は，欠指を伴わない過剰な指間陥

凹の症例と区別するために，中央列欠指と過剰な指

間陥凹の組み合わせで表現しています.一方，両側

擢患 61例の手の異常をみますと，両手に同じ異常

が出現した例が47例，異なる異常が出現したのが

14例でした.これらの 14例の両手の変形は，いず、

れも指列誘導障害に含まれる異常でした.裂手症で

は，中央2指列や 3指列の欠損例がありました.示

指が欠損すると母指は三指節母指を呈していまし

た.通常，対立可能な三指節母指は尺側に偏位しま

す. しかし，裂手症に合併した三指節母指の 8手で

は，全例で母指は榛側に偏位していました.これら

の8手には高頻度で示指と母指が癒合したことを予

測させる所見が認められました(図的.今回分析

した症例においては，指列誘導異常に含まれる異常

の組合せで，複雑な手の変形を表現することが全例

で可能でした.両側擢患の左右の手の変形は，国際

手の外科連合分類法では，それぞれが異なった項目

に多くの症例で分類されます.また，同分類により

同一手に合併した変形を一つの項目に分類すること

は不可能です.これらの異常を第4のカテゴリー(指

859 

図9 裂手症に伴う三指節母指
母指と中指の聞に Y字状の第2中手骨と考え
られる中手骨が存在し，多指変化を示した第
2中手骨が隣接指と癒合しているごとき形態
を示す.裂手症に伴う三指節母指に偏位があ
る場合には，偏位の方向は常に榛側である.

列誘導異常)として独立させることにより，発現機

序に共通性があると考えられる変形が異なったカテ

ゴリーに分類されることがなくなります.日手会の

改良分類法に加えられた指列誘導異常の項目は，実

際に分類を行う際にも有用な項目であると考えられ

ました.

ベルギーの LucDe Smet 27)が，自験例を IFSSH分

類と JSSH分類で分類し比較した結果を 2002年に

発表しております.その中で日手会の改良分類につ

いて以下のごとく書いています. WBased on newer 

knowledge on teratology， a group“failure of finger 

ray induction" including typical cleft hand， central 

polydactyly and bony syndactyly was included. This 

Japanese proposed classification is a real improve 

ment and most clinicians and surgeons tend to use it 

in出e釦加reJ実際に分法法を使用した deSmetは，

日手会改良法が実用的である点を認めています.

おわりに

日本手外科学会改良分類法の原案は，著者が，

1986年に報告し， 1996年に日手会の分類法として

認められました.国際的には指列誘導異常の概念を

認めないという意見もありますが，手の先天異常の

分野でここまで機序が明らかになっている異常はそ

れほど多くないと思っております.基礎の研究者に

は触れることのできない手の外科の臨床の場で得ら

に
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860 上肢先天異常日手会改良分類法

れる情報と知識を大切にして，若い先生方がさらな

る研究を続けて下さることを期待しております.
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特別寄稿:第 56回日本手外科学会学術集会

シンポジウム「伝承したい私の手外科jより

末梢神経修復術
ひらさわや1-1け

平津泰介

[I)末梢神経の機能的再生と問題点

末梢神経には豊富な血菅が分布している.軸索は

血管を伴って再生し，再生神経束内血行の重要性を

示唆し，その分布パターンも神経束内外に微妙な相

図 1 正常末梢神経の血管網(レジン鋳型標本).

図2 再生神経束内外の血管網(レジン注入後，

transillumination) . 

違がある(図 1，2).神経周膜内外の血管壁につい

ても blood-nervebarrierとしての相違が存在する.

また神経走行においては種々の部位にいわゆる en-

trapment pointが存在する 5) この po泊tは形態的

に神経の圧迫や摩擦が生じやすい部分であり，この

部分における神経損傷はその機能の再獲得に障害を

きたすことが多い.さらに関節運動などに適応する

ために，末梢神経にはある程度の縦方向の滑動性

(sliding) を有している.このような解剖学的特徴

も神経機能の再生を考慮する上で大切な因子であ
る 3)

末梢神経幹が切断されると.損傷部より末梢側の

全長にわたって神経要素である軸索や髄鞘の退行変

性が生じる (Waller変性). このとき，中枢側にも

種々の程度の逆行性変性も生じる.変性の経過の中

で， Schwann細胞は分裂増殖し，基底膜に包まれて

Schwann tubeとよばれる管状の配列を呈する.切

断部末梢側の endoneurialtube (図 3) はSchwann

図 3 empty tube (x 2000). 

受理臼 2014/01/20 
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862 末梢神経修復術

図4 末梢神経結紫部の中枢側に貯留する蛍光物質
(4日目， x70). 

tubeに裏うちされて中枢側からの再生軸索の進入

を待つ.神経幹の縫合によって再生軸索は， Schwann 

tubeに沿って末梢へ進み，終末器官と機能的結合

を果たすと成熟してゆく.

神経切断時の神経再生とその修復機序についてみ

ると以下のようになる.

(1)軸索内輸送について:軸索の体積は細胞体の

それの 1000倍を超すこともまれではない.しかし

軸索は自分自身で必要とする蛋白質などの高分子物

質を合成することができず 細胞体からの軸索内輸

送に頼っている(図 4).放射性同位元素の導入な

どとともに神経細胞内の変化と軸索内輸送の分析に

関する研究が盛んに行われるようになり神経再生と

代謝の関係が明らかになるだろう.

(2)神経栄養因子について :末梢神経切断により，

末梢側には神経線維の発芽，伸長，機能維持に関与

する物質が蓄積される.神経成長因子 (NGF)は定

量できる神経栄養因子 (neurotrophicfactor)の l

っと考えられる.再生関連蛋白は神経細胞で合成さ

れ，軸索内輸送によって末梢へと送られるもの，

Schwann細胞や線維芽細胞で合成され局所に出現

するもの，末梢の筋細胞で合成されて逆行性輸送に

よって中枢へ運搬されるものなどがある 6) NTF 
の作用機序の解明と応用は神経再生の促進に結びつ

くであろう.

(3)軸索先端の再生について:神経が切断される

と損傷部より少し中枢側の Schwanntube内にある

切断された軸索の先端は多くの細線維に分岐して

図5 鎚合部における軸索再生所見 (Bodian染色，
x 160)， sproutingを示す.

図6 縫合部の蛍光顕微鏡による所見 (x200)，
再生神経最先端.

(図5，6)再生する.この先端部は成長円錐 (growth

cone)とよばれ， multi sensorをもっと考えられ，

その再生機序は以前より ，contact guidance， che-

mo仕opism，ga]vanotaxisなどが提唱されている.

Schwann細胞の基底膜の簡は，再生軸索が伸びる

のに適した環境を作るとともに再生軸索の接着する

足場を提供すると考えられる.さらに免疫組織化学

的検索でラミニンが基底膜の内側面に多く存在する

ことが認められ，再生軸索と基底膜との接着に関与

することが示唆されたり.
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図7 指腹書字テストの所見:

]. B.]. S.， 1985 (文献 2)

われわれは movingtouchを応用して母指指神経

に損傷を受けた患者を対象として簡単な図形を指腹

部に描き，患者の認知した像を同大の母指のシェー

マの上に記入させた.神経欠損部に自家移植術を行

った症例では直線を曲線と感じとったり， Vを小さ

なvとして感じたりする.母指切断後の再接着例で

はOをCと感じたり， neurovascular island flap法

を行った症例では描かれた直線が強い傾きとして感

じとられる症例があった(図 7).この現象の原因

として神経再生状態や再生神経の成熟度， misdirec-

tion，神経幹の回旋などの多くの因子が考えられ

る 2) このように種々の神経手術の follow-upにて

患者の認知パターンについてみると，脳における

色々な perceptionの異常が認められる.このよう

な現象と脳の可塑性の関係についても深く検討され

ていく必要があろう.また 訓練によって認知が正

常化してくる症例もあり，また正常人においても認

知像にかなりの varietyがあるので，このような検

索法が果して神経機能とどれだけ密接な関係がある

かは決定できない. しかし神経修復術を行った症例

においては種々の過誤支配などによる障害が存在し

ていることは事実である.このような misdirection

による障害に対して，中枢の再教育の必要性が叫ば

れるようになった.たとえば外界から種々の刺激を

与えて知覚の再教育 (sensoryreeducation) を行っ

たり ，EMG-biofeedback法を用いて運動機能の再

教育を行ったり，神経の機能的な再生を増加させる

試みが臨床的に行われ注目されている 1)

[ II J手の巧織運動と脳のかかわり

人類の進化の中で， 400万年前から起立歩行に伴

い手が使用できるようになり，ヒトに特有の母指対

立筋の能力を獲得した.その後，手は繊細な動きを

するための運動器として発達するとともに，重度な

感覚器官として発達を遂げた.手の中でも母指と示

指において非常に高い二点識別能を有することか

ら，手は 「第二の目Jとも呼ばれる.I手探り jと

いう言葉があることからも，感覚器官として重要な

機能を有していることがわかる.

手の運動機能は多くの筋の協調性(coordination) 

によって支えられ，なかでも巧織運動(指先つまみ，

指腹つまみ，precision pinch)では母指の対立運動

が重要であり，巧融握り(筒状握り，球状握り，

precision grip)では手掌面全体と物体の接触も重要

である.母指の対立運動は進化の現われであり，母

指球の解剖によってチンパンジーから類人猿，現代

人へと対立筋の発達がうかがえ，まさに 「手は外に

出た脳Jであるともいえる.

最近の仏dRIの研究の結果，IつまむJIにぎるJ
という手の“こまやかな"(巧鰍)運動が脳の血行

を増やし，脳の神経細胞を働かせ，脳を発達させた

と考えられるようになった.このような研究を発展

させてみると，中枢の種々の異常な反応が認められ

るようになった 8) 例えば，線維筋痛症患者の機能

的MRIを観察すると，脳内で痛みに対する脳内の

賦活部位が縮小されており 感じることが抑えられ

ていることがわかる(図 8).一方健常者では，手

の巧融運動によって大脳運動野の血流が約 30%上

昇し，体性感覚野の血流が約 17%増え，脳全体の

血流が約 10%も増加することも報告されている.

このことはペンフィ ールドの脳地図を見ても手の領

域が非常に広く，手の巧融運動が脳全体の活性化を

もたらすことが理解できる.

支持・移動器宮としての足はどのように巧轍運動

に働いているのだろうか.足は体の支持や歩行のた

めだけに働いているかというとそうではなく， 最近

の研究では足を使うことは心臓・血菅系を刺激して

脳への血行を増加させることがわかった.足を使う
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864 末梢神経修復術

図8 線維筋痛症の手背擦過刺激(左 :有痛側刺激)

(右 :正常側刺激).

ことによって脳神経細胞の活動に不可欠な酸素を供

給して，脳の最大酸素摂取量を高めることが認めら

れた.足の筋群の働きは “第二の心臓"としての大

切な役割を果たしているのである.

足の力が衰えると，体の自由がきかなくなり，つ

いには寝たきりになってしまう.同時に脳への血行

の低下のために脳細胞の老化が進み，手のこまかい

運動が行いにくくな弘、認知症、へと進んてしま

う.このように 「脳の老化」は 「足の老化jと大き

なかかわりがあることがわかってきた.足の筋群を

使って積極的に 「歩く 」ことによって脳の血行をふ

やし，脳細胞を活性化し，r手のこまやかな運動」

が可能となる.それによって文化的な生活を行う意

欲を高めも脳、と令こころ、の老化を防ぎ，若い脳

を維持し人生を楽しんでいけると考える 7)

[ill) まとめ

余談になってしまうが，平成 24年 11月8日， 2 

年に一度開催される国際外科学会 (lCS)世界大会

(今回は第 38回ICSとしてオーストラリアで開催)

にて，本部(アメリカ ・Chicago)のHonoraryMem-

berとして顕彰された.WCLA， Harvaral Medical 

Schoolなどでの研究・臨床を基にドイツ Wurzburg

大学(レントゲン教授で有名な大学)などで客員教

図9 顕彰式壇上にて Chicago本部の役員の前で
挨拶(右から 3人目平津).

図 10 表彰状.

nu 
nru 

図 11 メダル(裏にYasusuke
Hirasawa， M.D.， ]apan 
と刻まれています).
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図 12 Chicago本部の役員と多くの外科医の祝

福を受けて.

授，日米手外科学会 (Hawaii)，日韓リハ医学合同

カンファレンスなどの会長を務めた貢献を称えるJ
ということであった(図 9-12). 世界から 5名，う

ち日本から唯一の外科医として，金色に輝くメダル

を授与された.これが小生の“人生のまとめ"とな

ったことを名誉に感じ，帰国の途についた.
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手外科開業医の楽しみと苦しみ
一一人無床診療所での診療-
あそうくにいち

麻生邦一

1，ク リニックの概要と開業のコンセプト は医師 1名(私一人)，看護師8名(パート 4)，事

務員 4名(パート 1)，リハビリ 4名(パート 4)，X 
線技師2名(パート 1)の合計 19名である.開業

のコンセプトとして，自分がこれまで勉強してきた

「手外科」と「スポーツ傷害」を旗印に，外来手術

をする開業医，学術活動をする開業医，そして学会

活動をする開業医でありたいと願った.さらに地域

に根差した活動をする開業医として，大分県体育協

会の医科学活動，学校医活動なども行っている.ま

た開業医こそ勉強しなければ大変なことになるとの

思いから，大分県内の開業医仲間を募って「大分症

例検討会」を立ち上げ，問題症例を持ち寄り開業医

どうしで研績を積む機会を持っている.

1994年6月6日， 48歳，整形外科医になって23年，

勤務医生活に終止符を打ち，大分市に無床診療所を

開設した(図 1).職員は8名で出発したが.現在

2，手術と麻酔

図 1 麻生整形外科クリニック前景 手術はほぼ毎日早朝外来診療前に 1例ずつ行い，

a b 

図2 手術室と手術風景
a，モニター，麻酔器，顕微鏡， X線TVなどを設置している.
b，通常は看護師の助手 1名と器械出し兼助手の看護師1名の 3名で、手術を行っている.

受理日 2014/1/20 
麻生整形外科クリニック 〒870-0818 大分県大分市新春日町2ふ13
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一人無床診療所での診療 867 

表 12012年度における上肢手術内訳(総数367例)

l腔鞘切開 109例(弾接指 107，deQuervain病 2)

絞把神経除圧 54 (手根管 45，肘部管 9)

骨接合 35 (骨性槌指 9，槙骨 7，基節骨 5，中手骨 5，舟状骨 4)

軟部腫痕 31 (粘液襲腫 7，グロムス 5，ガングリオン 4，その他 15)

関節固定術 19 (DIP13，母指 CM6)

側副靭帯修復 10 (肘 MCIA，PIP3， MP3) 

l挫手術 10 (伸筋腔 6，屈筋腫 4)

骨片切除 10 (肘 5，その他 5)

Dupuytren拘縮 5 

その他 (関節形成術，抜釘，異物摘出，テニス肘手術，交感神経切除など)

さらに午後には腿鞘切開 抜釘などの小手術を行っ

ている.週 5-7例の手術例数となり，年間 350-

450例となる.手術室には，麻酔器，手術用顕微鏡，

X線引fを設備している(図 2).肘関節，手関節や

l世鞘切開などの内鏡視下手術の器具は置いていない

ため，提批病院にて行っている.全身麻酔， I殴椛麻

酔など入院の必要な手術は提携病院で行っており，

年間 70-90例になる.ちなみに 2012年度の手術総

数は 497症例であり，自院手術は 422例で，上肢

367例 (87%)，下肢 36例 (9%)，体幹，顔，頚部

19例 (5%)であった.提携先の手術は 75例であ

った.自院上肢手術 367例の内訳は，雌鞘切開，手

根管手術，指の骨折手術，手のj匝携が多かった(表

1) .どこまで外来手術が可能かは個人で多少異なる

と思うが，基本的には麻酔が安全にできれば，ほと

んど手術が可能であると考えている. したがって麻

酔に習熟しておくべきである.上肢手術では， リス

クの少ない11夜宮ブロックを愛用しているが，樟骨神

経領域が効きにくいので，肘外側や前腕背側の手術

にはクーレンカンプ麻酔も用いている.ただし気胸

の危険を十分承知しておくべきであり，また患者に

も伝えておく必要がある.また鎖骨や肩の手術も斜

角筋間ブロックを行えば十分手術は可能である.要

は自信のある麻酔で自信のある手術を行うことであ

る.開業すれば挑戦的な手術は避けたくなることは

やむをえないと思う.手術で注意するのは神経であ

り，上肢，とくに手ではどんなに小さな神経でも切

ってはいけない.切れば必ず手では陣害が生 じる.

手洗いの時から， r神経!神経 リ と言って神経

内平音IJ図をイメージしている.

3， risk management 

外来手中!iJであるから，手術が終わればもう患者の

観察はできない.患者自身が術後の状態を観察し，

異常があれば、自ら察知 し，報告してもらわなければ

ならない. したがってある程度以上の常識と理性を

持っており，さらには人間性に問題のない患者さん

に適応があると考える.また看護師が夜に電話をし

て，全身状態はどうか，手術部位の状態はどうか，

などを石在5Zしている.マーカインを 10ml(+カル

ボカイン 10ml)使っているので，麻酔が切れてく

るのは 7-8時間後であり，術後終痛で難渋したこ

とはほとんどない.さらには私の携帯電話の番号を

教えているので，患者は安心と思う.

事故が発生した場合には連携する病院があり，迅

速に対応してくれる体勢を確立していることは risk

managementとして重要で、ある.週 1回行っている

民間病院と大分日赤病院とで病診連携をしている.

後輩が部長をしている民間病院には週 1回午後手術

に行っている.その病院の内科，外科の先生に緊急

時に駆けつけて頂き，助けてもらったこともある.

4，開業医の楽しみ

国立病院，県立病院，大学病院と勤務して来たが，

組織が大きければ，どうしても硬直した官僚的な診

療，非能率的な診療になって来る.救急手術での麻

酔科との交渉，緊急検査での放射線科との交渉，看

護師との仕事の分担などス トレスがたまることが多

かった.開業すれば自由に自分の思う通りの診療，

小回りの効く 診療，融通の利く 診療ができるこ とが

最大の利点であり，楽しみである.地域に密着して

いるので， 患者と距離が近く，治ればともに喜び，

治らねばともに悲しむことができる.すべての症例

つdηノ“



868 一人無床診療所での診療

について，初診から診断し，治療し，予後まですべ

て全経過を自分ひとりで診るために， 一つ一つの症

例を丹念に詳しく知ることができる.こうした症例

の積み重ねで臨床経験をたくさん積み，研鎖するこ

とができる.開業して自分の臨床の力が向上したと

感じることがある.また勤務医と違って，働けば働

くほどその報酬は多くなることも魅力である.

5，開業医の苦しみ

自分ひとりで診断し，治療することにより，客観

的に是非を評価できずに ひとりよがりになりやす

い.カンファレンスで討論し，過ちを指摘してくれ

る指導者や仲間はいない.誰も教えてくれない中で

自分で調べ，自分で過ちを探さなければならない.

修業の場を求めて学会に参加し，発表したり，討論

したり ，その道の大家に教えを請う ことは大事なこ

とと考える.診療所の経営で苦労することは，人事

である.とくに看護師は何かあればすぐに辞める

し， 募集しでもなかなか来てくれない.雇っても当

院のやり方に慣れてもらうまで，その教育に苦労す

る. しかし実務を しない大学病院の看護師よりもギ

プスは切れる，注射もできる，病歴もとれる当院の

看護師の方が私には良いパートナーであり，助かっ

ている

6，開業に向いている人と向いていない人

開業したら朝から晩まで外来患者を診ることにな

る. しかもそれが 1週間 5日，6日と続く .いくら

患者を診ても苦痛を感じない，むしろ診ることが好

きでたまらないというような本当の臨床家が一番開

業医に向いていると思う.患者はさまざまで，いい

人から悪い人まで好むと好まざるとにかかわらず訪

れる.中には monsterpatientや非常識な患者，不

満ばかりで感謝の気持ちを持たない患者，はては刺

青の患者まで対応しなければならない ，患者は医者

を選べるが，医者は患者を選べないのである.そこ

には忍耐力，大きな包容力，大きな愛が必要である.

どれだけ患者さんに愛情を注げるかが大事で、あり，

「患者さんは友達であるjと思う努力をしなければ

ならない.

7，開業して成功するコツ

開業してまもなく，あるパーティで大変流行って

いる先輩と同じテーブルになった.傍らにいた友人

が尋ねた. r先生，どうしたら先生のように流行り

ますか?J，先生日く 「それは， 患者さんの病気を

上手に早く治すことだよjと.当たり前のことを言

われてはっと胸を突かれた思いがした.これまで建

物や設備，応対，宣伝などにこだわりすぎていた.

病気を治せば，その患者は感謝して次の患者を連れ

て来るものである.ある地区の患者を上手に治した

らその地区から次から次と患者が訪れてくれた経験

は少なからずある.看板を見て患者は来ない 仲間

の勧め，すなわち口コミである.病気を良く治すた

めには医者に実力がないと駄目である.やはり最後

は医師の研鑓，努力にかかつてくると思う.

8，開業を志している後輩へのアドバイス

開業してメスを置く先生が多いが，これまで勤務

先の病院でしっかり研績を積んで、高めてきた手術技

術がもったいないと思う.手術しないと治らない病

気はいっぱいある.手術のたびに患者さんに病院へ

行ってもらうことは患者さんにとって労力は大変で

ある.一人で外来手術をするリスクはあるが，開業

しでも研績を積みながら手術は続けてほしい.また

開業医は少々病気しでも休めない.薬を飲みながら

でも患者を診なくてはいけない.強靭な身体が必要

であり，また悪いことが続いてもくじけない強靭な

精神が必要である.最後に小さな診療所で、は妻が事

務長であり，裏方を取り仕切って働くことが求めら

れる. 二人で築きあげる同志の心が必須で、ある.こ

のためには仲の良い，有能な妻であることが望まし

いが一・.

止まとめ

開業医の実態と思いを正直に述べた.これから開

業しようと思っている先生に何らかお役に立てれば

幸いである.大病院でチームを作って最先端の診療

に逝進する医師もよし，小さな診療所を開設して地

域の患者の診療に精進する医師もよし，離島で孤軍

奮闘する医師もよし，要は己の持ち場で日々精一杯

励むことが基本的に大事であると思う.
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手術する開業医の楽しみと苦しみ

政田和洋

開業して 8年が経過したが今でも手外科の手術を行っている.手外科を専門に して本当によかったと思っ

ているが勤務医とは違った苦しみもあることは事実である.今後増えて行くであろう手外科開業医に 9年間

の経験を伝えたい.

[開業に至るまで]

演者は 1978年に大阪大学を卒業し 1983年に大学

の助教になって以来，先天奇形，外傷，骨延長， リ

ウマチ手と手外科一筋に歩んできた.

1998年からは大阪労災病院で安田匡孝先生と一

緒に年間約 400例の手術を行ってきた.このまま手

術をしながら定年を迎えることに決めていたが

2004年に大阪労災病院の門前で政田整形外科リウ

マチ科を開業した.

1. 手外科の専門性を生かして開業に踏み切った

動機は?

一線で活躍してきた手外科医が一人開業医を選択

するにはそれなりの動機が必要である.私の場合に

は大学人事に対する不満が原因であるが 60歳を過

ぎた今となっては開業して本当によかったと思って

いる.たとえ勤務医を続けていたとしてもすでに定

年の時期を迎えたはずである.私の周りにも定年を

迎えてばたばたとしている医者がたくさんいるが開

業医には定年はなく死ぬまで仕事が続けられるのは

伺物にも替え難いところである.

卒後の期間を 45年と して考えると，大学での研

究生活が 15年，基幹病院での臨床研究が 15年，最

後の 15年は開業するというのは理想的なコースと

思われる.

2.一人開業医で手術はどのようにしているか 7

何処まで手術が可能か? どうしても入院手術が

必要と思われる症例は何か?

開業医には失敗は許されない.私が開業している

堺市の周辺には有名な手外科センターがいくつも存

在するので骨折などは紹介することにしており ，自

分で行っている手術は局所麻酔でできるもの，確実

に治るものに限定している.具体的にはパネ指，手

根管症候群，粘液嚢腫に対する骨練切除などであ

る. 手関節以遠の手術に限定し，肘周辺の手術は行

っていない.骨折の手術も行っていない.ガングリ

オンも再発の可能性があるので行っていない.全麻

下の手術はリウマチ手関節に対する modifiedSauve-

Kapandji法，母指の CM関節症に対する Kaarela法

に限定している. リウマチで伸筋l陛断裂を伴う場合

は術後の リハビリが必要なため行わない.

3. リスクマネージメン 卜についてどう している

か?

十分に説明する こと以外特別なことは行っていな

い.開業して 9年間幸いなことにトラブルには巻き

込まれていない.

4. 病診連携 ・提携をどのようにしているか?

都会で開業しているので周辺に複数の有名な手外

科センターがあるため多くの疾患は手外科センター

に紹介可能である.

5.開業医で楽しいこと，苦労することは?

開業医は一国一城の主であり，勤務医時代のよう

な各種委員会はないし， 売り上げをあげるように言

われることもない.これほど楽なことはなく開業医

のメリッ 卜である.

6 開業してよかったか?

開業してあっという聞の 9年であった.楽しい 9

受理日 2013/09/24 
医療法人社団在t亘会政回銭形外科 ・リ ウマチ科 干591.8025 大阪府堺市北区長曽根町 3065-8
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年であった. 60歳を超えた今，開業していない自

分を想像するとぞ、っとする.ささやかながらも手術

を継続できること，遠くから手術を希望して来院す

る患者さんがいることは手外科をやってきてよかっ

たと思う瞬間である.手術は安定した成績が得られ

ることが必要であり challengingな手術ができない

のが苦しみである.

7.今後開業しょうかなと思っているフ ロアーの

先生方へ，何か一言アドバイスを頂ければ -

開業して成功するためには患者をきちんと治療し

て早く治してあげることが重要である.パネ指に対

して毎日レーザー治療を行うと，その患者はいずれ

来院しなくなるばかりでなく他の知り合いを連れて

来ることもない.一回の注射で治してあげるとその

患者は他の患者を連れて来ることになる.

もう一つ重要なことは勤務医時代にしっかりとし

た業績を残 し名前をよく知ってもらうことである

そうすれば整形外科医はもちろんのこと内科や小児

科からの紹介も増える.しっかりとした subspecial-

Wを確立すれば説明も自信に満ちた説得力のある

ものになる.

手外科の手術は，術後歩行が可能であり出血がほ

とんどないなど股関節や脊椎とは違い開業医でも手

術を続けることが可能で、ある.今後手外科医の開業

は増加していくと思われるがパネ指や手根管症候群

の手術は基幹病院ではなく熟練した手外科開業医が

行う方がいいと考えている.

nb
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手術する手外科開業医の楽しみと苦しみ
ご とう ひとし

後藤均

年間 700件以上の手外科手術を行っているが，開業 3か月目に静脈内局所麻酔でキシロカイン中毒事故を

起こした. 意識消失，痘撃発作と呼吸停止のため，気管挿管して救命センターへ搬送した. 3日間意識回復

しなかったが，後遺症なく社会復帰できた 挿管できなかった場合，救命できなかったと考えられた.ヒヤ

リハットの習慣化と 2名以上での確認作業の徹底により，その後重大事故は起きていない.しかし麻酔科医

もいない一人開業医手術の場合， 気管挿管など救急対応が出来るよう日頃職員教育を行う必要がある.また

術後早期からの OT介入により，医師の負担と見落としを最小限に抑えることも必要だ.1!¥Ii床診療にするこ
とで，週末の休みを趣I床や家族との時間に集中することができメリハリをつけることも重要だろう.

年間 700件以上の手外科手術を行っているが，開

業 3か月目に静脈内局所でキシロカイン中毒事故を

起こした.麻酔科医もいない一人開業医手術の場

合，気管挿管など救急対応が出来るよう 日頃職員教

育を行う必要がある.事故は起きるものとの意識を

持って診療に当たる必要がある.

2002年開業で無床診療所である. 42条運動施設

を併設している.仙台駅から徒歩 10分の中心街のビ

ル診療所である.2013年 4月から医師 l名増員にな

ったが，まだ手外科初期研修中である. 看護師は 7

名(パート 3名人 事務員 4名(パー卜 1名)， OT

3名，PT 1名，看護助手 2名(パート l名人健康

運動指導士2名， 栄養士1名(パート)の計20名(医

師以外).

l.開業コンセプト:手外科手術をメインに行う

診療所にすることを 目標にした.また整形外科疾患

の原因のーっとして運動不足があげられ，健康運動

施設を併設が必要と考えていた. 2006年から医療

法 42条施設を併設し，患者さんの健康維持増進を

行っている.また自らも運動を行し汁佳康であること

が整形外科医として必要と考え， 自転車通勤を行っ

ている.

2 専門性 :開業当初は整形外科一般の診療を行

っていた. しかし手外科のみの手術に限定 し，術後

は OTリハビリを行う事で，徐々に手外科専門の診

療所であると認知されるようになった.最近では県

内ばかりではなく，近隣の他県からの患者さんも受

診されるようになった.また楽天イーグルスやベガ

ルタ仙台からも信頼されるようになり， 手の外傷手

術治療も行うようになった. 長年通院している患者

さんは手以外の部位でも診察を継続しているが，新

患患者さんは手外科領域疾患のみに制限している.

3.手術:年間手術件数は 2012年に 740件.その

うち腕神経叢麻酔が45.5%で残りはブロック麻酔か

局所麻酔(図 1).術後入院希望の患者さんは，当

院で手術終了後， 車で数分の連携私立病院へ直接入

院していただく体制をと っている.通常 3日から 2

週間入院していただいている. 受け入れ病院として

は，入院中にリハビリ 算定が可能で平均在院日数の

短縮にも貢献できるため喜ばれている.ただ術直後

からハンドセラピィ介入が必要な患者さんは，日帰

り手術か，入院しでも早期退院していただいてい

る.全身麻酔での手術は，年間 10例だった.市内

郊外の連携私立病院に入院のうえ，出張手術を行っ

ている.以前勤務していたこともあって，スタッフ

とも顔なじみで手術には違和感はない 全麻手術症

例は，肋骨軟骨移植術や腸骨移植術などが必要な場

合や RA多数指人工関節置換術，肘関節拘縮解除術

受班!日 2013/10/06 
ごとう怒形外科クリニック 〒980-0811 宮城県仙台市背葉区一帯I町4-1-1-5F
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872 手術する手外科開業医の楽しみと苦しみ

手術総数:750例/2013年
(上肢 のみ)

自院手術:740例

腕神経笈麻酔:337 (45.5% ) 

局所麻酔 : 403 (54.5% ) 

(W白夜8-9"寺に患者宅へ電持して状段確認)

T也院手やf<t: 10例 会麻入院手術

肋 骨軟骨 ・腸合採骨手術

肘 関節拘縮解除手術

小児の息筋臓手術など

会 麻手術希望考

※術後ソハピソが重要なため、

自 除 手 術 を 基 本 と し て い る

など、比較的大きな手術である.当院での手術内容

は，I控鞘切聞が 131例で最も多かったが，手関節 ・

手指骨折が 121例 (榛骨遠位端骨折 20例，舟状骨

偽関節目例，マレツ 卜骨折 41例)，絞拒性神経障

害 109例であった.また母指 CM関節症の関節形

成術 23例，屈筋!陛断裂 15例，尺骨突き上げ症候群

16例， TFCC再建術 14例，キーンベック病 4例で

あった(図 2).

4. 医療事故 :2002年 5月に開業し 10年になる.

開業 3か月 目に静脈内局所麻酔で事故を起こした.

図 1

15歳男児の手掌!I次部)匝揚摘出で， 15分以内に眠湯

摘出が終わり，創閉鎖前にタニケッ ト解除したとこ

ろ，全身の痘雪量発作とともに呼吸停止し意識消失 し

た. 手術を中断して救命処置を行った.癌聖堂により

開口が非常に困難だったが， 何とか挿管する事がで

きた.気道l確保した状態で仙台市立病院救命救急セ

ンターヘ救急搬送 した.静脈内局所麻酔を短時間で

解除したための麻酔中毒が原因であった.さらに新

人看護師によるキシ ロカイン濃度取り 違えもあ っ

た 術後 3日間意識が戻 らなかった. M悶上脳内

上肢手術 (自院手 術 740例/2.013*)

腿鮪切開 131 (弾発指 124、deQuervaln7) 

絞f厄性神経降客 109 (手技菅92、防音F管16、ギオン管 1) 

骨折/脱Eヨ/偽関節 125 (マレン ト41、基ar骨12、中iir骨6、
PIP関節内 13、MP朗節戸12、CM関節肉5、
宥鈎骨3、検骨20、月状骨周図版臼 3

弁状骨7、弁状骨f為関節 13) 

35 (GCT 18、』旨月方H里5、ヰ申ヰ圭!UIl.4、
グロムス3、血管股2、刀"ングソオン 3) 

13 (指 10、正中神経 2、尺づ号干申止圭 1) 

19 (DIP 14、IP 1、PIP 2、C九ぺ 2)

31 (.Jit指CM23、Wrist8) 

24 (草月帯縫合 12、靭寺存斉i璽 12) 

53 (庖筋線 15、T申筋線 38) 

軟音~!UIl.溺

神経縫合

関節固定{変形性問ar程)

関節形成{変形性関節症}
制副 靭帯惨復

R淀

Dupuytren }句皇帝

RA 
23 

その1t':

18 (Wrist 13， MPL  IP 2、スフンネンク 2 ) 

159 (TFCC 斉逮 14、尺骨突きょげ 16、
Kienbock 4、関節拘縮 13、皮弁 7

テニス防 3、笠原銀杏 50、その他 52) 

図2
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に泡状のわずかな積率巣が捉えられたものの，ほと

んど後遺症なく社会復帰することができた.

[考察]

1.医療事故は，手術をしていれば必ず起こるも

のという危機意識を常に持つ必要がある.想定され

る事故の対処法も日常訓練することで，職員の意識

を高めることができ，漫然と手術することの危険性

を知ることができる.モチベーションアップにもつ

ながる.さらに事故が起きた場合も冷静に対処可能

となる. 今回の事故の場合，癌箪発作を起こ して|菌

を強く|噛み合わせる状態であったため，挿管は困難

を極めた. しかしその時点で挿管できなかった場

合，救命できなかったと考えられる.開業前に挿管

技術をマスターしておくことが必要だろう.また緊

急時に医師一人では対応が困難なこともあり，でき

れば複数の医師がいることが望まれる.冷静に動け

る経験豊富な看護師の存在が助けになる.また公的

救命センターへの搬送もスムーズに行えるよう，緊

急速絡網の体制作りが必要で，常に情報収集してお

くことが肝要だ.

今回の事故後，医師会の適切な対応と弁護士の援

助があって，私自身の示談折衝は最小限の負担で済

んだ.実際， 2回ほど県医師会館に呼び出され，麻

酔科医，弁護士，県医師会副会長，県医師会職員の

前で事故の経緯の話をしただけだった.保障も保険

に加入していたため自己負担はなかった.示談まで

5年を要したが，不安で落ち着かず生きた心地のし

ない 5年間であった.しかしそれで、も日常診療を継

続しなければならず，診療を休む事はできなかっ

た. r事故を起こ したからこそ，医療を継続して行

くことが医師としての務め1と考えている.

事故後は公的病院と同等のレベルで職員のヒヤリ

ハットを習慣化させた.安全管理の指針を医師会発

行のものを参考に作成し 職員教育を行うとともに

何事にも 2名以上での確認を徹底することにした.

その後幸いな事に重大事故は起きていない.当然の

ことながら非常に危険を伴う静脈内局所麻酔は行わ

ない事とした. r今まで事故が起きなかったから安

全だjという保障は何処にも無い.r事故は起こる

ものだ』という意識を常に持つことが必要だ.

現在手術の約 47%は腕神経叢麻酔で，残りは局

所ブロック麻酔での日帰り手術である.腕神経叢麻

酔で起こりうる事故として気胸があげられる.本学

-29 

会で発表した腕神経叢麻酔 1)は， 27G針を用いて

第 1肋骨に当てるため，気胸にはなりにくい方法と

考えている.万が一気胸になったとしても， 27G針

なので トラカールを挿入するまでの気胸には至らな

いと考えられる.勿論，気胸になった場合も想定し

て対処法を訓練しておく必要はある.

また術前に医師の携帝番号を患者に知らせてくこ

とで，急変時にはいつでも電話対応できる体制をと

っている.術後は手術当日の夜間 20時以降に患者

自宅へ電話をかけ，術後の状況確認を必ず行ってい

る 腕神経叢麻酔では 0.75%アナペインを 20cc使

用しており，約 12時間麻酔効果が持続することが

期待される.深夜に痛みが出現することが危倶され

るため，入眠時に痛みはなくともボルタレン坐薬

50mgをf吏用してもらっている.

術後早期から OTのリハビリ介入を開始してい

る.術後の変化を常にフィードパックできるように

することで，医師の日常診療中の負担をl怪減してい

る.また，看護師 OTとのミーティングを定期的

に行っており，患者情報の共有と手外科疾患に関し

ての知識，手術方法，術後の流れなどを検討してい

る.医師一人だけでやれることは限られている.知

識の共有と信頼関係は構築しておきたい.

2. 入院を置かないことで週末休みは自由にとれ，

趣昧である登山や自転車 家族との時間に集中でき

オンオフのメリハリがついている 開業当初は体重

が76kgもあってまさにメタボ体型であった.大学

医局時代には運動すらできる環境には無かった.帰

宅も 23時を回ってからで，子供もなつかなくなっ

ていた.医局で摂る夕食は fダブルカツ井jやピザ

で，顔面も浮腫んでいた.開業後はメタボを解消す

べく自転車通勤を開始した. しかし自宅は 6.5km

離れた高台の団地にある. 最初は自転車を押して上

がっていたので 1時間もかかっていた.週2日が限

度だった.電動アシス 卜付き 自転車に変更し，毎日

通勤可能になった.徐々に体重も減少していった

が， 自転車はl年でペダルがゆがみ，バッテ リーも

蓄電できなくなってしまった. MTBを購入し，週

4日の通勤が可能になった.1時聞かかった帰宅時

間も 30分に短縮した.身体も軽くなり，持病だっ

た腰痛も軽減した.自転車の効果を実感し， 42条

運動施設を作ることを決心した.2007年にはアウ

トドアが好きな整形外科仲間で山の会を設立し，岩

登り，沢登り，雪111，パックカント リースキーなど
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自然を相手に遊びを満喫するようになった.2010 

年からは，自転車のヒルクライムを開始し，2011 

年からはフルマラソンを開始した.今年 3月には京

都マラソンに参加した. 3時間 55分で完走し，フ

ルマラソン 2回目で sub4の仲間入りした.ヒルク

ライム大会は 5月の蔵王から始まって鳥海山，乗鞍

岳など毎月 1回参戦している.開業時 76kgあった

体重も 63kgに減量できメタボ脱出できた.非日常

の活動をすることで，仕事にも集中できるようにな

った.体力もつき，手術件数の増加にも耐えられる

ようになった.健康の大切さを身をもって患者さん

の健康指導に還元できている. 整形外科医として冥

利に尽きる.

[まとめ]

手外科は開業しでも手術のできる領域である 手

術できることで外科医として歓びにもつながる. し

かし簡単な手術でも事故の危険は必ずある.医療事

故は起こさないことが大切だが， 事故は起きるもの

との危機意識を常に持って日常の診療体制作りが必

要である.そのためにも没頭できる趣味をもつこと

も必要だ、ろう.

[文 献]

1) 佐藤明弘ほか.鎖骨上法による腕神経叢ブロックの手
技上の工夫 日手会誌 25:175-178， 2008 
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手術すれば良くなる?
いし く'ろ たかし

石黒隆

平成 3年，43歳の時に箱根の芦ノ湖畔でいしぐろ

整形外科を開設 した.箱根は年間 2000万人以上の

観光客と 500万人の宿泊者が訪れ，夏場は人口が 10

万人になる国際観光都市である.町役場の説明では

交通事故やけが人も多く 整形外科医がきてくれる

と非常に助かるとのことで，観光客の多い土曜，日

曜，祭日はできるだけ診療するようにした.地元の

人口が少ないこともあり，診療所は 3日半の診療と

し，横浜の病院と東京の診療所を手伝うことにし

た.既存の病院と連携することによって手術的治療

を自分自身で行うという形を選択し，横浜での担当

日には手の外科症例を集めて頂いた.箱根の患者も

横浜まで手術を受けに来てくれ，術後は箱根で診療

した.

箱根駅伝はテレビ中継されるようになってから全

国的な正月のイベン 卜になっている.関東陸連から

の要望もあったが，芦ノ湖周辺では医療機関が当院

しかないため，必然的に 1月2日，3日は診療する

ことになった. 5区の山登りはとくに過酷で，具合

を悪くする選手がテレビに映し出される度に，当院

に担ぎ込まれる姿を想像したが，意外にも選手が運

び込まれることはなかった.

旅行者が骨折で来院した時，徒手整復後にギプス

シーネ固定を施し，地元の病院に紹介すると，保存

的治療で全く問題のない症例で、も手術的に治療した

との返事が返ってくる.旅行者のため，当院でひき

つづき治療できない悔しさも味わった.

ある時，旅行者が椀骨遠位端骨折で来院した徒

手整復を しギプスシーネをあてがうと，付き添って

いる若い女性が 「この骨折は手術を しなくてもいい

んですね」と言う.どうしてかと尋ねると，組lをめ

くって手術跡を見せながら，i私は手術を受けて し

まったjと悔やんでいる様子であった.現在，学会

では手術的治療全盛の時代であるが，不要な手術を

受けたくないのは患者さんの心情である.

医局在籍 19年，箱根での診療 19年そして小田原

に診療所を移転 して 4年目になる.在局時代は大学

および関連病院で多くの症例を経験した.とくに箱

根療養所時代には頚髄損傷患者の上肢機能再建と取

り組んだ.残された機能が極めて限られているた

め，機能的|舘害を残さない，あるいは最小限にする

ことを心がけた.問題意識を持ち続けることの大切

さを学んだことは，私にとって貴重な財産である.

その後の治療上の工夫に大きな影響を及ぼしてい

る.関節リウマチに多い伸筋腿皮下断裂に対しては

減張位早期運動療法 1)を 治療に難渋していたマ

レッ卜骨折に対してはextensionblock pinを利用し

たclosec1rec1uction (石黒法)2)などを報告した.

開業後も積極的に学会発表をし， 1)指基節骨・中

手骨骨折に対する MP関節屈曲位での早期運動療

法 (llわゆるナックルキャスト )3)4)，2) PIP関節の

背側脱白骨折に対する closec1rec1uction， 3) PIP関節

の掌側脱臼骨折に対する closec1rec1uction削，4)梼

骨遠位端骨折に対する closec1rec1uction 7)， 5)上腕

骨近位端骨折に対する下垂位での早期運動療法 8)9)

6) 陥入爪に対するアルミホイル挿入療法 10)などの

治療上の工夫などを報告してきた.

山の上の開業ということで時間的なゆとりはあっ

た.当時から保存的治療を優先していたので，手術

的治療は本当に必要な手術に限って行っていた 日

本整形外科学会学術集会をはじめ多くの学会で講演

をする機会を頂いた.こういう活動があったからこ

そ箱根での開業を続けられたのかもしれない.

数年前，両手関節の椀骨遠位端骨折を保存的に治

受理日 2014/1/20 
いしぐろ整形外科 干250.0852 神奈川県小田j京市梓l山2654.5
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876 手術すれば良くなるつ

療 した患者さんから年賀状を頂いた.全く不自由な

く手を使用しているとのこと.手をよく使用する文

化講座に参加しているが，皆さん手術しないで完治

していること にび、っくり していますとの内容であ

る.本来であれば手術的治療を考癒 しでもいい症例

であったが，本人が整形外科の元看護師で以前から

不要な手術に疑問を持っておられた.両腕にギプス

シーネをあてがわれ不自由を感じたとは思うが，結

果として痔痛もなく不自由なく手を使用されてい

る.

指の基節骨骨折を経皮的ピンニングで治療され，

後療法中の小児が術後 8ヵ月後で来院した.強い痛

みと拘縮をきたしており ，レン トゲン上も関節面の

破壊がみられた.術後は毎日他動的な可動域訓練が

行れていたとのことである.病院に行くのを止めさ

せ，その後の経過をみたが，成長]1次骨が早期に閉鎖

され，他の指よりも極端に短縮していた.本当に必

要な手術と毎日の リハビリであったか疑問である.

術後の経過に疑問を感じた患者さんが来院される

ことは多い.中手骨骨折に対し経皮的ピンニングを

施され，術後 5週で遠方から来院 した患者さんがい

た.術後は指を伸展位に 3週間固定され，その後 リ

ハビリに通ったとのこと.指は{EII展位で拘縮 し，

MP関節はわずかに 37度の屈曲可動域しかない.

術後， MP関節を屈曲位に保持していれば伸展位拘

縮や回旋変形を予防できた症例である.家庭の主婦

で機能的な障害を残し気の毒に感じたが，もはや手

術的治療を持ってしでも元の機能を回復することは

不可能である.拘縮は治療するよりも予防すること

が重要である.

内固定材料が進歩したためか， 最近の学会ではあ

まりにも手術的治療の報告が多い.手術する方は多

くの症例のーっかも しれないが，手術される方は一

回でしかない.若い先生は手術的な技術の習得には

熱心で、あるが，術後の後療法を自分自身で行ってい

ないのではないか.結果を予測できないということ

は，患者のみならず医師としても気の訪である.手

術を しなければ評価されない専門医制度に目を向

け， 患者さんの姿が見えていないような気がする.

小田原に診療所を移転 してか らも，箱恨のほとん

どの患者さんが引き続き小田原まで診察に来られて

いる.私自身も時々箱根を訪れているが， ~!jî板での

19年間の診療は良くやったと懐かしく思い出され

る.
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特別寄稿:第 56回日本手外科学会学術集会

パネルディスカ ッション「手術する手外科開業医の楽しみと苦しみJより

手外科有床診療所の実態
さだひろてつろう

貞蹟哲郎

この企画は，これから手外科での開業を考えている先生に， 手外科開業の現状とその魅力を伝えるもので

ある.座長のガイドに従って論述する.従って，発表前の抄録と内容が異なるが，パネル終了後， 抄録に書

いた PIP関節の屈曲拘縮を有するばね指にA2puJleyを切るとbowstringを生ずる例があるという点で，フ

ロアーで数人の先生に質問を受け，関心の高さをま[1ったので，この件については又の機会に譲り，本稿では

パネルのガイドに添って話をすすめる.

1人開業で手術をどのようにしているか?:私は

大学からのローテーションで来て頂いている医師と

2人で仕事を しており，それに加えて以前当院で勤

務していたことのある比較的に近くに開業している

後輩医師が，週に 1回手術日に患者を連れてきたり，

あるいは当院の患者の手術の手伝いに来て頂いてお

り，週 2回の手術日で行っている.火曜日には局所

麻酔を，木曜日には全身麻酔及び局所麻酔の手術を

している.看護師は 15名の常勤の看護師がいるが，

その内 7名が手術室に関係している.その内 3名は

どんな手術でも対応できる直接介助のできる者で，

準備や術中の手術の進行の観察力などが総合病院の

多数科をケアする看護師とは違って非常に精通して

おり，介助も適切で助かっている.残り 4名は全手

術には対応できないが，直接及び間接介助ができ

る.

手術室専任のスタッフは置いているか? 専任の

スタッフは，以前は 1名置いていたが，現在は前述

した 7名のローテーションで手術室を維持管理して

いる.

術中の トラブルに対する対応は万全か?全身麻

酔患者は全例，局所麻酔患者は外来で術前検査を行

い，あるいは既往歴に問題がある場合には親しい循

環器専門の内科開業医を受診してもらい，そこでチ

ェックを受けた後，治療の必要なものには治療後に

手術をしている.その医師から回避を勧められて総

概要
+1995年9月10日開設

・有床診療所(19床)

@職員(2013年4月現在)

@外来診察は月 ~土
火午後局廓

本午後 全廃・局麻

金午後 総員全員由研樺日とし、

診療は行わない医師 E名 (非常勤1名}

看護師 15名

理牢痩法士 4名

お療放射繕主主筋 3名

臨底倹.，技師 6名

管理梁護士

図 1 概要

合病院に紹介したケースもあり，またペースメーカ

ーを装着しても らって，その後に手術をしたケース

もある.術中に他院の医師に椙談を必要としたケー

スはない. 術後に糖尿病のコントロールが悪くなっ

た症例もあるが，これも親しい糖尿病専門開業医に

相談し対応している.

1日の手術件数は?:手術の大きさにもよるが，火

曜日に行っている伝達麻酔，腰椎麻酔の手術は 6な

いし 8件，木曜日の全身麻酔の日には，以前は全身

麻酔を大学の麻酔医に来て頂き毎週 2件できていた

受理日 2013/09/26 

医療法人ハンズ高知 フレックク リニック 〒781-8122 高知県高知市高須新11汀4-3-20
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878 手外科有床診療所の実態

表 1 開院 CONCEPT

開院CONCEPT
自分の専門分野である手外科を中心に医療活動を行い、そ
こから患者さんに私の思うf望ましい医療jの姿を伝える。

その為に・・

1 医療側も患者側も納得する診療をするために、開院初日
から新窓、再来とも完全予約!ζする

2.健康の自己管理を習慣づける機会にする

3. J整形外科全領域を診察し、必要な場合に鍍警の医療機
関・医師を紹1介する、かかりうけ医となる

4，医療レベルを保つため、学会活動、社会活動を継続する

て7"空室'6]1'，:，，'ツ2]

が，大学も人手不足となり週 1件の手術しかできな

くなっている その代わりに 1ない し4件の局所麻

酔，腰椎麻酔の手術を行なっている.手術日は開業

当初は毎日昼休みの時間を手術時間にあて，月曜日

から金曜日まで行っていたが，現在では火曜日，木

H程日の午後，週 2回のみとな っている.極めてまれ

に診療終了後に手術を行うことが年 l件ほどある.

1人でどこまでの手術が可能か?・ 2人ない し3

人で行っているので，質問の主旨に合わないが，緊

急のトラブルに対応する看護体制がないので micro

vascular surgeryは行えていない.その他，非常に

長時間を要する全身麻酔の要するものについても麻

酔医の都合上できにくくなっている.

全身麻酔下の手術はされているか?大学の麻酔

科より派遣を して頂いている.これも前述 したよう

に以前は木曜日の午後から日付を越えるまでもして

下さっていたので，長時間の手術もできていたが，

現在はそのような手術は困難になっている.

1人で手術中にもし可能ならもう 1人医師がいれば

と思ったことは?:一人で全く問題ないかどうかは分

からないが，toe to hand transfer等の手術も以前は

一人で行っていたので，要は気合の問題だけで，一

人でできない手術というのはないかもしれない し

かし入手の問題のみでなく，術前，手術中，術後に

ディスカッションするということが，複数でする大

きなメ リットである と思う. 一方，一人でなさって

いる場合には症例検討会等に積極的に出され，色ん

な意見を聞くことが宜 しいのではなし】かと思う.私

設備
OP室ク

. MRI.~ -1.5T 

.xll量産量 2台

・骨~j堅調建設置
..心動指針

・'筋電針 Z台

・起音司費量書里町議量{エコー}

.動脈硬化測定機器(CAVl)

-平衡M.2:1
. 耳証書持曇 2台

.悪街用顕微鏡、個節鎗

• x線 刊

・手術%用主コー

図 2 設備

の住む高知では私が代表となって，手外科の症例検

討会を手外科医と形成外科と合同で行い，ディスカ

ツションの機会を設けている.

どのような症例は入院加療が必要か?手術の難

易度の問題で入院が絶対に必要なものは少ないので

はないかと思う.ただ肘関節形成術のように骨を沢

山削る手術についてはドレーンを入れることも あ

り，これも以前には通院で行っていて不安を感じて

いた. しかし現在は携;市電話が普及しており， 患者

に連絡方法を教えておけば，ほとんどの手術自体は

可能ではなしゅ、と思う.ただ，入院のメリッ卜は手

術の日から 3日位は痔痛管理上にも入院させておく

とこちら側の気が楽である.患者から直接電話をう

けるのとは違い，看誰師が評価を し，その後連絡が

くるので気分が違う.

経済的理由で入院を希望される患者は?:以前に

は沢山いたように思うが 最近では年に2，3例相

談される位で減少しているようであるが，なぜ入院

特典のことを相談される患者が少なくなったのかは

よく分からない.

病診連携について，連携先に赴き手術を している

か?私は開業する前に，病診連携を模索して私立

の後方支援病院に相談に行ったところ，たまたまそ

の病院では当時の整形外科部長が定年になられるの

で良かったらうちで仕事 しなし、かと言われ，開業の

予定をやめて勤務した.その時に診療部長をさせて

頂き病院の経営のことをつぶさにみたので，自治体

病院長の時には気に しなかった手術料が，手術を持

4
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手外科有床診療所の実態

表 2 手術の内訳 1

手術の肉訳 (365倒 /2012年度)
-脊維 13件

(肉、陳雄榔脅健置編 1件)

• THA 10件

大昆静頭部骨針。件

p干KA 7株

ー足関節及び陸自倒

-胸事事出ロ痘候群 1舷

・肩関節 2厳

・肘関節 6貯

・手関節形成術 151宣

.モの他手外将

司次のZラ-{I"へ

ち込みそこにきた術者に手術料を渡すことができる

ほどの余裕がないことを知ったので，開業をする時

には自分でベッドを持つことにした 手術料をもら

うことなしに自分の患者を連れていって，そこで手

術をして報酬なしということでは，自分自身長続き

をしないのではなし功、と考えた. しかし，ずっとそ

のような状態を続けておられる先生もおられるし，

一方，手外科医ではないが看板の医師と して評価を

受けて高い報酬を頂いている先生もおられるので，

立場によって違うと思う.

リスクマネージメン トについてマニュアルは作成

しているか?マニュアルは作成 しているが，こと

が起こった時に実際に活用できるかどうかはあまり

自信がない. 日本医師会の医療安全推進者養成講座

を受講したことはない.シミュレーショントレーニ

ングをしたことは数回のみあるが最近は行っていな

い.AEDは診療所内に 2台設置している.クレー

マーにあったことはあるが，その時の対応は，当初

は看護師が話を聞き，その後は私が対応する.看護

前i，事務長等で相手より多人数で対応することにし

ている.

開業して大変だったことは(ヒヤ リハッ ト， 医療

事故，過誤)について :あまり大変であっ たと思っ

ていないが，医療事故については 2件ある. 1例は

多発性骨髄腫の患者の胸椎の圧迫骨折，胸膜椎移行

部の圧迫骨折で腰折1のx-pを見て，それにはl怪度の

病的骨折が retrospectiveからみると写っていたが，

診察した医師がそれを分からず所見なしとし，その

879 

表3 手術の内訳2

手術の内訳 (365倒 /2012年度)

-その他手外科

陵繍切開

一経皮 72指(併錨 Z抱)

ー。pon87指 (併施 57指}

~ d・Quo同 ain5指

手楓管症候群

ーECTR'19肢

- OCTR 99肢

肘錦管症候鮮 19肘

'AIN&P別 3肢

神経麗手 1肢〈足 3齢〉

指関節関節形成衡を含む慢勘紙 9指

指関節閤定衛 4指(併施 2指)

※予約惨療のため、新鮮外傷はほとんどない Iヲレッヲヲリ」ユ・正予

後患者が血液内科を受診し そこで多発性骨髄腫が

診断された.その際，これは整形外科が見つける診

断だが整形外科にはいかなかったのかと言われ，三

か所も整形外科を受診したと，そしてその最後が当

院だった.患者側が医師会の医事紛争処理委員会に

相談をし，そこで相談が始まり，私も当時いた医者

も呼ばれたが，その後その患者が亡くなり，患者家

族が訴訟を継続する意思が無かったため立ち消えに

なった.もう 1件は 20年程前の棋骨遠位端骨折で

の手関節の愁訴で，大きな変形があったので榛骨の

骨切り術を行った その結果，手関節の囲内外の制

限が少し残り，そのことにつき術前の説明不足を問

われ，医師会のお世話で示談になった.私自身も医

師会の医事紛争処別委員も務めたことがあるが，患

者側だけではなくて医療施設側からも相談を持ち込

めるので，相手が動く前にそういうことがあれば早

めに相談をすることが望ましいと思い，私もそうし

ている.

開業して楽しいことは?とにかく何かができない

のは全て自分の責任であり，自分の技量不足である

と納得できること，誰のせいでもないということが

一番いいことで好きな態勢の医療ができる.開業 し

て苦しいことは，多くの先生方も言われているよう

に，スタッフの確保，特に看護師のf確保が難しいこ

と.そして施設が小さ いので，就職してくれたスタ

ッフを育成することが難しかったが，最近では色ん

な講習会に頻回に出させるようにして，その点では

改善している どちらにしても看護師の確保は難し

「「
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いという，他の演者と共通の問題である.

開業しての経済的，技量スキルに対しての満足，

社会的な評価について :開業すると経済的に豊かに

なるとの感覚は少ししかない.ただ勤務医の場合に

は，所得税を払った後の収入から物を購入するお金

を支出するのに対し，開業すると税法上の適応のあ

るもの，例えば車などについては所得税を払う前に

車代を支払っていて，その面が非常にめぐまれてい

る点だ、と思う.技量スキルについての満足度は，後

に述べることと関連があるが，技量スキルを維持し

てこそ患者にも来て頂けるので，これは決して手を

抜くことができない問題である.ただ時聞が長くか

かり，保険の点数の低い手術に関しては避けたくな

る. しかし，これを行うことで患者はくるので，な

るべくするようにしている.例えば，私にとっては

胸郭出口症候群などがそれにあたり，本当に点数が

低くリスクが高い手術だが求められればやってい

る.新しい手術もチャレンジしにくくなる. しかし

できるだけチャレンジするようにしている.社会的

な評価としては，手外科の専門医ということで，特

に私どものような田舎ではどこに行っても治らな

い，あるいは一般整形外科医がさんざんいじってど

うにもならなくなった患者を紹介されることがしば、

しばだが，それから当院への他疾患でもくるという

道がつく .もっともその際，初療医を困らせずにし

かも患者を納得させることに苦労することがしばし

ばであるが.社会的な評価について，よく開業医が

いい加減な治療する医者の代名調のように言われ，

開業医という言葉が場合によっては蔑ずみの言葉の

ようにも聞こえる時もあるが，手術する手外科医は

地域にはいない数少ない専門医で，どこに行っても

良くならない患者が紹介されてくるので，その点で

は社会的評価liは一般整形外科医に比べ高く評価され

る傾向があるのではないかと思う.

最後に成功するためのアドバイス :一つは私が先

輩から受けたア ドバイス，医者は大きな借金をした

ことがなくて，借金を重荷と感じて予定より早く返

したく って， しんどい思いをする.焦って全額どう

にか返済すると息切れして，その後が inactiv巴にな

る.銀行が貸してくれた通りの返消計画通りで、払っ

ていくのが良いとのアドバイスを受けたので，私も

その通りにしている.二つ|三|は古村光生先生に教わ

ったことだが，今，来て下さっている患者は 5年前

の自分の努力，勉強の結果で来てくれている，5年

前と同じように今，勉強し，学会活動していないと

5年後には今のような患者はこない.
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aw wψ 、、
整復と初期固定に創外固定を併用 した掌側ロッキング

プレートによる AOC型榛骨遠位端骨折治療の検討
l-~，やりょういち まさとみ たかし

櫨 谷亮一六正富隆**

[目的]遠位骨片の粉砕により整復とその保持が困難と思われる AOC型槙骨遠位端骨折に対し，初期固

定に創外固定を併用することの有用性を検討すること.[対象，方法]2009年7月から 2012年4月までに

C3型焼骨遠位端骨折に対して当科で掌側ロッキングプレートに創外固定を併用 した 25例を対象とした.男

性 4例，女性 21例(平均 67歳).術後経過期間平均 13か月であった.[結果]0.5 mmの stepoffを1例，

1.5 mmのgapを1例に認めた.創外固定器装着中は矯正位損失を認めなかった.可動域は対健側比で，背

屈は術後 12週で 73.7%，掌屈は術後 12週で 70.5%，回外は術後 12週で 77.0%，囲内は術後 12週で 90.1%

であった. [考察とまとめ]遠位骨片が小さくまたは脆弱で照子で十分把持固定が困難な場合に術後早期に

限った創外固定の装着は小骨片の負荷を軽減でき，有用だと考える.

[緒言]

横骨遠位端骨折の治療において良好な治療成績を

得るためには正確な整復，固定期間の短縮，少ない

手術侵襲が必要とされる 1)2)3) さらに榛骨遠位端骨

折は日常最も多く遭遇する骨折のため，われわれは

高度な技術を必要としない安易で安全な手技も重要

な要素と考える.これらのことを目標に， 比較的整

復固定が困難な C型椀骨遠位端骨折に対して，初期

固定のみ briclge型創外固定器を併用して掌側 lock-

ing plate (LP)を用いて治療を行ってきた.今回治

療成績を検討し報告する.

[対象と方法]

2009年9月から 2012年 7月まで当科で治療した

25例(男性 4例，女性 21例)を対象とした.受傷

時平均年齢は男性 4例 32歳-54歳(平均 47歳)，

女性 21例 52歳-81歳(平均 69.9歳).骨折型は AO

分類で C2: 2例， C3 : 23例であった.LPに創外固

定を追加することについては関節面を有する骨片の

骨皮質と近位骨片の骨皮質の間に 1frtil以上の第3骨

片が存在し，なおかつ関節面を有する骨片が粉砕ま

たは骨粗揺のため脆弱性が強い場合， LPとscrewの

みでは矯正損失の可能性があると予想し， LPと創

外固定を併用した.使用した創外固定は Stryker社

Hof加 annII compact 25 OU， LPは同じく Stryker社

smartlock 22例， variax 3例であった.手術は，まず

骨折部より近位の棋骨骨幹部と第 2中手骨に screw

を2本ずつ刺入し briclging型創外固定器を装着す

る.この創外固定器による牽引下での整復が不十分

な場合，intra focal pinningを追加した.この状態で

前腕遠位掌側より横骨遠位を展開した.Die punch 

fractureに対 しては整復が不完全であれば.掌側か

ら展開した際に骨折部から鋼線をこじ入れて clie

punchの骨片を持ち上げた. LPを掌側面に沿わせ

て， screw固定 した.但し，また骨片が粉砕されて

いて脆弱であった場合は遠位小骨片に直接ドリルを

挿入せず、下の骨折部に screwを挿入して，ロッキン

グプレートに固定した.3-8週間 (20例3週，4例

4週，1例 8週;平均 3.9週)後， X線上骨梁の連続

が少しでも認められた時点または骨折線が明瞭で、な

くなった時点で倉IJ外固定器を除去し，手関節の可動

域訓練を開始した.経過観察期間は 6か月 -30か月

(平均 13か月).評価は単純X線と手関節の可動域

の健側比と Cooneyの評価法を用いた.

[結果]

レントゲン計測では術直後平均 volartilt 3.0
0 

-15。

(平均8.4
0

)，radial inclination 14.0
0 

-27" (平均21.2
0

)， 

受理日 2014/01/13 
*医療法人協和会協立病院 〒665-0016 兵庫県川西市中央町 15-5
件行岡病院 手の外科センター
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術後期間と可動域(対健側比)
左上 :背聞は術後2ヶ月で68%，術後3ヶ月で80%，術後4ヶ月で 86%であった.
右上 :掌屈は術後2ヶ月で 60覧， 術後3ヶ月で 73%，術後4ヶ月で 77%であった.
左下 :回外は術後2ヶ月で 73%，術後3ヶ月で86%，術後4ヶ月で 90%であった.
左下 囲内は術後2ヶ月で66.3%，術後3ヶ月で87.4%，術後4ヶ月で93.9%であった.

図 1

術後 30週で 84.9.8%，国外は術後 8週で 62.7%，

術後 12週で 77.0%，術後 16週で 82.1%，術後 20週

で87.1%，術後 30週で 92.8%，囲内は術後 8週で

81.0%，術後 12週で 90.1%，術後 16週で 93.8%，術

後20週で95.9%，術後30週で95.9%，であった(図

1).痛みについては労作時の軽度の痛みの訴えが 3

例，握力が健側 21.0kg，患側が 19.1kg， Cooney評

価でexcellent19例，good 6例であった.

症例供覧症例 L 77歳女性.転倒して受傷，尺

骨遠位の付折を伴う AO分類C3型骨折を認めた(図

2).受傷 5日目， 創外固定器を装着 して牽引しなが

らintrafocalpinningを使っ て整復 し， 掌側より ロッ

38 

ulnar variance -1.5 mm -2.2 mm (平均1.1mm)であ

った.創外固定器装着中は全例で矯正位損失を認め

なかった.自IJ外固定除去後もレ線計測上の統計的な

有意差はなかったが，最終調査時平均 volartilt 2.0。

-15
0 

(平均 8.2
0

)， radial inclination 15.0
0 

- 27
0 

(平均

21.0
0

)， ulnar variance -1.4 mm -2.0mm (平均 0.97

mm)であった. 0.5 mmの stepoffを 1例， 1.5 mm 

のgapを1例に認めた.可動域は対健側比で，背屈

は術後8週で 61.0%，術後 12週で 73.7%，術後 16

週で 79.5%，術後 20週で 84.5%，術後 30週で 90.8

%， であり ，掌屈は術後 8週で 56.6%，術後 12週

で70.5%，術後 16週で 76.0%，術後 20週で80.8%，
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図2 77歳女性.転倒して受傷.レントゲン上
AO分類の C3-1型を認めた.

図3 受傷 5日呂，創外閲定器を併用しての掌
側ロッキングプレートによる整復固定.

キングプレートにて固定した(図 3).術後4週にて

創外固定器を除去し，手関節の可動域訓練を開始 し

た.術後 3ヶ月目と最終調査時(術後 1年 6か月)

ではともに，背屈 75
0

(健側比 89%)，掌屈 70
0

(健側

比 88%)，横屈 5。，尺屈 30
0

，囲内 90
0

，国外 80
0

であった.レン トゲン上 1.5mmのgapが残存 した

(図 4). 痛みはなく，握力は健側 7kg，!想、側 5kgで

あった.

症例 2.69歳女性.転倒 して受傷， AO分類 C3型

骨折を認めた(図 5).cr上，骨組揺である上に少

なくとも 5個以上に粉砕された小骨片をみとめた(図

6) .受傷 5日目，創外固定器を装着して牽引下に背

側 より intrafocalpinningを使って整復した.掌側

は， 切聞ののち骨折部を展開し，直視下と透視下に

エレパト リウムで骨片を持ち上げ整復した.ロ ッキ

ングプレートによる固定を試みたが個々の遠位骨片

は小さく ，骨組援も伴って脆弱性が市くドリ リング

図4 術後 l年 6か月.レントゲン上1.5111111

のgapが残存した.

図5 69歳女性.転倒 し受傷.単純レ線画像.AO 
分類 C3-3型骨折.

図 6 cr画像.
左 :横断而粉砕骨片が関節市1に少なくとも 5俗l

認められた.
右 :冠状面.粉砕された関節下骨を認めた

にて遠位骨片がさらに亀裂を生じたため遠位骨片に

screwを挿入することを断念 し，プレー ト2列自の

screw holeより screwを3本挿入 し遠位骨片下の骨

折面に 3本の screwを進め，遠位骨片を下支えする

状態でこれら 3本のscrewをplateに固定した(図7). 

このため骨折部に骨欠損を生じたことと，遠位骨片

とscrewとの固定性が不確実であったため，単純レ

-39ー
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図 7 受傷 5日目， fiilJ外固定器による牽引下に intrafo・

cal pinningを追加lし背側を整復固定 プレート

HiJ目の screwholeより screwを3本挿入 し遠
位骨片をド支えする状態で回定.述位骨片には

スクリューは刺入されていない.

図8 術後3年 6か月レントゲン上明らかな圧壊，

関節症変化は認められない.

図9 術後3年 6か月可動域は良好で、ある.

ントゲン上骨皮質の迎続性が認められた 8週後に創

外固定を抜去した.術後 3年 6ヶ月レントゲン上明

らかな関節症変化は認められない(図 8). 最終調

査時(術後 6か月)ではともに，背屈 80
0

(健側比

89%に掌屈 70
0

(健側比 88%)，椀屈 10
0

，尺屈 30
0

，

田内 70
0

，[!i:[外 80。であった(図 9).痛みはなく，

握力は健側 20kg，患側 18kgであった.

[考察]

今回，創外固定器による牽引と intrafocalpinning 

により整復がほぼ完成されている状態で安定してい

るので遠位骨片に screwを挿入するのは手技的に容

易であった.die punch小骨片にかかる負荷も l怪く

て済み，整復操作も安易であった.創外固定器によ

る ligamentotaxisで LPによる初期固定を補助する

と思われる.また逆に LPを併用することで bridg-

-40一
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ing型創外固定器による牽引も緩めることと率引の

時期を短縮することができ，過牽引を避けることが

出来ると考える.また今回の症例では遠位骨片に入

った screwが軟骨下骨でなくても遠位骨片が圧壊さ

れることはなく，創外固定中の矯正損失はなかっ

た.これは骨粗娠を伴う場合でも遠位骨片は長!1!1I1方

向に牽引されているので遠位骨片に刺入されている

screwへの負担が軽くなったためと推測 した.症例

2では screwは遠位骨片には刺入されておらず，骨

片を下から支えたのみであるが矯正損失は認めなか

った.今回の方法では手関節の可動域訓練の開始が

遅れることになるが，術後早期の可動域は健側比で

術後6週で背屈 52%，国外54%，3か月で背屈 80%，

回外 86%，であった(図 1).掌側プレート単独で

使用した症例については Weiらは術後 6週で背屈

49%， ITII外 62%，3か月で背屈 80%，国外 86%ペ
Dillinghamらは術後 6週で背屈 43%，国外 64%，3

か月で背屈 56%，国外 74%と報告 しており 5) これ

らと比較しでも同程度の可動域の回復の早さといえ

る.良好な治療成績のために，正確な整復と強固な

固定，少ない侵襲，固定期間の短縮が必要であるこ

とは論を待たないが，我々は更に安全で容易な手技

を追加したい.いくら良好な成績でも高度な手技を

要する方法では日常最も多く遭遇する骨折の治療に

広く使用し難いと考える.

[まとめ]

掌側ロッキングプレート に初期固定のみ創外固定

を追加する方法は，遠位骨片が骨粗怒や粉砕骨片な

どからj脆弱性が強い場合 一見煩雑にみえるが特に

熟練を要せず経験の浅い術者でも失敗 しにく い安全

な方法と考える.

[文献1
1) ぬlirkJL， et al. lntra.articular fractures of the distal end 

of the radius in young adults. J Bone Joint Surg 68.A 

647.659， 1986 
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Effccls of amount and duration of cxlernal fixalor dis-

traction on outcome. J Hand Surg 18A: 33-41. 1993 

4) w巴iDH， et al. Unstable distal radial fractures treated 

wilh exlcrnal fixiation. a radial columnplate. or a volal 

plate. A prospective randomized trial. J Bone Joint Surg 

91-A・1568-1577，2009. 

5) Dillingham C， et al. Rate of improvement following volar 

plate op巴nreduction and internal fixation of distal radi-

lIS fractures. Advances in Orthop 565642: 1-4， 2011. 
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榛骨遠位端骨折術後の 21症例について，榛背屈から尺掌屈のダーツスロー・モーションと，それに直交

する尺背屈から焼掌屈の リパース・ダーツスロー・モーションの可動域の術後時期による変動を調査 した.

またそれら可動域と手根部の動態との関連を動態X線側面像から検討した.結果はダーツスロー・モーシ

ヨンの可動域は健側比 89%と術後 12か月以降で有意に改善していた.ダーツスロー・モーションの可動域

は動態X線側面像の手根中央関節および横手根関節の掌背屈時の可動角との問に正の相関を認めた.リパ

ース ・ダーツスロー ・モーションの可動域は術後 12か月以降に 83%で有意な改善はなかったが，横手根関

節の掌背屈時の可動角との聞に正の相関を認めた 憐骨遠位端骨折後のリパース ・ダーツスロー ・モーショ

ンはダーツスロー・ モーションのように術後の回復が良好でなく また横手根関節の機能がその可動域の回

復に関係すると考えられた.

いて調査し，ダーツスロー・モーションについて同

様に行った結果と比較検討した.

[対象と方法]

対象は横骨遠位端骨折に対して掌側ロ ッキングプ

レートを用いて手術加療を行い，術後に手関節掌背

屈の動態X線撮影とダーツス ロー・モーション及

びリパース ・ダーツスロー・モーションの可動域言|

測を行った 33症例と した.そのうち計測や可動域

に影響を及ぼす炎症性疾患や変形性関節症，痴呆な

どを合併した症例と抜釘手術後の症例を除いた 21例

を最終的な調査対象とした年齢は 45才から 78才ま

での平均 65才で，性別は男性 3例，女性 18例であ

った.骨折型は AO分類の typeAが5例，type Bが

2例，匂'peCが 14例であった.梼骨遠位端用プレ

ートは日本ユニテック社製ステラプレート を13例，

小林メデイカル社製アキュロックを 4例，テsピュ一

社製 DVRを3f9~，シンセス社製 DRP-EA を l 例に

使用した.術後は 1週間のパルキー包帯または前腕

ギプスとした.後療法は術後翌日から行い，外固定

中に手指の可動域訓練から開始して外固定除去後に

[緒言]

ダーツスロー ・モーションは 1985年にPalmarが

健常手関節の動態解析の結果から機能的かっ作業的

な動作と して報告し1) その後も手関節のバイオメカ

ニクスの研究で度々取り上げられてきた 2)3) 2007 

年の国際手の外科学会議の委員会でダーツスロー ・

モーションは腕背屈から尺掌屈時に起こる機能的な

斜め方向の運動として定義された り.我々はこれま

でにダーツスロー ・モーションの可動域の計測方法

を開発し 5) 実際の症例でその可動域を計測してき

た.その結果，棋骨遠位端骨折の術後早期において

ダーツスロー・ モーションが上肢機能を維持するこ

とや 6) 手根中央関節の可動域とともにその可動域

が改善することを報告してきた 7) 一方，リパース・

夕、ーツスロー ・モーションは，ターツスロー ・モー

ションと直交する向きの尺背屈から槙掌屈の運動と

して報告されているが 8) 今回我々はその可動域の

言|測方法を考案し，焼骨遠位端骨折術後の症例につ

いて ， その可動域を計ìn~ し術後経過時期による変動

を調査 した.また，同時に手関節掌背屈の動態 X

線像からその可動域と手根部の動態との関連性につ

受理日 2013/11/28 
本東大寺稲祉J?;~育病院 〒630.8211 奈良県奈良市雑司i町406-1

H 白鳳女子短期大学総合人間学科
叫国保中央病院整形外科
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図 1 ダーツスローおよびリバース ・ダーツスロー ・モーション計測用ゴニオメーター

手関節および前腕の可動域訓練を開始した.ダーツ

スロー・モーションやリパース・ダーツスロー・モ

ーションを用いた特別な後療法は行っていない.評

価はダーツスロー・モーションとリパース ・夕、ーツ

スロー ・モーションの可動域計。測と，手根部の動態

評価のための動態X線撮影を行った.評価時の術

後経過期間は 1か月から 15か月までの聞の平均 6.6

か月であった.

可動域計測では，手関節の槙背屈から掌尺屈のダ

ーツスロー・モーションの最大自動可動域，および

リパース・ダーツスロー ・モーションの自動最大可

動域を，我々が開発した専用のゴニオメーターで言十

測した(図 1)5).計測法は被験者の肩関節を中間位，

肘関節を屈曲 90度の肢位として前腕を計測用フレ

ームに固定した.その際にダーツスロー・モーショ

ンの回転軸が通過する舟状骨結節を 4) ゴニオメー

ターの回il引illiが一致する位置に合わせた.そのまま

ゴニオメーターの先に斜め 45度で固定されたパーを

患者に把持させ，鉛直上方の横背屈から下方の掌尺

屈までダーツスロー・モーションの自動運動を行わ

せた.その時の最大の焼背屈角度と掌尺屈角度をゴ

ニオメーターの目盛から読み取り合計 した値を，ダ

ーツスロー・モーションの最大自動可動域とした.健

側も同様に計測し患健比を%Dart-Throwing Motion 

(以下%DTM)として算出した.また リパース・ダー

ツスロー ・モーションはダーツスロー・モーション

用のゴニオメーターの右用と左用を入れ替えて使用

することで計測した.この方法では前腕が国外 45

図 2 X線計測

度の肢位に固定される.その肢位で患者にパーを把

持させたまま，鉛直方向下方の尺背屈から上方へ掌

槙屈のリパース ・ダーツスロー ・モーションを行わ

せた.その最大自動可動域を計測 し，その患健比を

%Reverse Dart-Throwing Motion (以下%RDTM)と

して求めた.計測はそれぞれの方法に習熟した験者

がそれぞれ二回ずつ測定した値を平均して記録した

また手関節の最大掌屈位と最大背屈位で撮影した

動態 X線側面像を用いて(図 2)，手根部のうち手根
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200也

180% 

80% 

60目

40% 

20% 

0% 

回 %DTM

図 3 可動域計測の結果
(%DTM:ダーツスロー・モーションの自動可動
域の健ff[lJ比， %RDTM:リパース・ダーツスロー・
モーションの自動可動域の健側比)

中央関節の動態評価として有頭月状骨角の最大掌屈

角と最大背屈角をそれぞれ計測し合計して最大掌背

屈角とし 9) 同様に計測した健側値から患健比を%

capitolunate motion arc (以下%CLA) として算出し

た.同様に横手根関節の動態評価として梼月状骨角

の最大掌背屈角の患健比， %radiolunate motion arc 

(以下%阻A)として求めた.

統計学的検討は各パラメーターを計測時の術後経

過期間により術後 1か月 (5例)，以降3か月 (4例)，

以降 6か月 (7例)，12か月 (5例)の群に分けて， 各

群の有意差検定を一元配置分散分析で行い，有意;差

の得られたパラメーターについて Bonferroniの多

重比較検定を行った.また%DTMと%CLA，および

%DTMと%阻A との関係性について Pearsonの相

関係数を求めて検討した.また%RDTMと%CLA，

および%DTMと%阻A との関係性についても同様

に検討した.統計解析は SPSSfor Windows ver.12 

(日本語版)を用い，有意水準は 5%以下とした.

[結果]

%DTMおよび%RDTMの結果を図 3に示す，%

DTMは術後 1か月の群で 47.3::!:33.4%，術後 3か

月の群で 77.2::!:8.6%，術後 6か月の群で 80.4士17.3

%，術後 12か月の群で 89.5::!:8.3%であり，一元配

置分散分析で計測時期による有意差を認めた (p=

0.020). 多重比較検定では術後 12か月日の値が他

の群に比較して有意に高値であった (p=0.023).% 

RDTMは術後 1か月の群で 45.8::!:36.3 %，術後 3か

20日出
ロ 手~ RlA 目%GlA

:::;工二二二一二二二二二二ー

60出 ←〕

4日目 ←

20:幅4__1

0児

図4 手関節掌背屈時における手根音[1の動態評価の結果
(%CLA:有頭月状骨問の最大自動可動角，%
悶λ:t'~月状骨聞の最大自動可動角)

月の群で 77.4::!:20.2%，術後 6か月の群で 74.9::!:

13.4%，術後 12か月の群で83.1土17.9%であったが，

一元配置分散分析では計測時期による有位な差はみ

られなかった (p=0.081).

%CLAおよび%阻A の結果を図 4に示す.%CLA 

は術後 1か月の群で 52.1::!:36.0%，術後 3か月の群で

88.8::!:16.4%，術後 6か月の群で 100.0::!:38.6%，術後

12か月の群で 99.6::!:49.3%であったが計測時期によ

る有位な差はみられなかった (p=O.l71). また%

RDTMは術後 1か月の群で 64.8::!:27.7%，術後 3か

月の群で 80.1::!:27.1%，術後 6か月の群で 82.7::!:6.6

%，術後 12か月の群で 74.5%::!:13.4%であったが計

測時期による有位な差はみられなかった (p=0.467).

%DTMと%CLAとの聞に有意な正の相聞を認め

(r=0.560 ; p=O.Ol)， %DTMと%RIAとの聞にも有

意な正の相関を認めた (r=0.515; p=0.02).また%

RDTMは%CLAとの聞には有意な相聞がなく (r二

0.248; p=0.292)， %RIAとの聞とのみ有意な相関を

認めた (r=0.514; p=0.02). 

[考察]

今回の計測ではダーツスロー・モーションの可動

域のみが術後 12か月以降の群で有意に大きかった.

我々はこれまでの報告で梼骨遠位端骨折後にダーツ

スロー・モーションの可動域は仙の可動域より早く，

おおよそ術後 3か月で回復することを報告 した 7)

今回の調査の対象症例に於いてはリパース ・ダーツ

スロー ・モー ションの可動域の回復は 12か月以降
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でも明らかにならなかったが，ダーツスロー・モー

ションの可動域の回復は他の方向の可動域の回復と

比較して良好である傾向は 7) 今回の調査した リパ

ース・ ダーツスロー・モーションとの比較でも同様

と考えられた.横骨遠位端骨折は関節内骨折であっ

ても，手根靭帯損傷などを合併しない限りは梼骨遠

位に限局した損傷であり，手根中央関節で行われる

ダーツスロー・モーション 3)は他の運動方向より

も障害が残存しにくいと考えられた.

手根部の動態解析の結果で，ダーツスロー・モー

ションは有頭月状骨聞の可動角，および榛月状骨聞

の可動角と有意に相関していた.有頭月状骨聞の可

動域を手恨中央関節の可動性の指標とし，焼月状骨

閣の可動角を挽手根骨聞の可動性の指標とすると，

手根中央関節に加えて携手根関節の可動性の回復が

ダーツスロー・モーションの回復に関係することが

解った.ダーツスロー・モーションは手根中央関節

の運動方向に一致し へ ある程度の可動範囲内では近

位手根列の舟状骨も月状骨もほとんど動かず 2) 手

根中央関節は単独運動になる. しかしその最大可動

域まで調査した報告では，手根中央関節に加えて横

手根関節の月状骨と機骨の聞でも更に平均 25度可

動すると報告されており 3) 今回の調査結果もこれ

らの報告と矛盾しない.

またリパース ・ダーツスロー・モーションの可動

域は槙月状骨聞の可動角と有意な相聞を示した.槙

月状骨間の可動角を横手根関節の可動性の指標とす

るとリパース・ダーツスロー ・モーションの可動域

は槙手根関節の可動性に依存すると考えられた.過

去の報告ではリパース・ ダーツスロー・モーショ ン

ではダーツスロー・モーションよりも槙骨に対する

舟状骨や月状骨の動きは大きくなり 2) 逆に舟状大菱

形小菱形骨間関節聞の動きはほぼなくなり舟状骨と

有頭骨の動きも最小限になると報告されている 3) こ

のことから，リ}¥ース・ダーツスロー・モーション時

には主に擁手根関節が運動すると考えられる.機骨

遠位端骨折で、は杭骨遠位B!)の関節面に不適合性や癒

痕が生じ可動域が制限されることから 10) 今回の調

査では続手根関節の可動性に依存する リパース・ ダ

ーツスロー・モーションが制限されたと考えられた.

実際にハンドセラピーの場面では桂らが榛骨遠位

端骨折術後に横手根関節の関節内運動を誘導する目

的でリパース・ダーツスロー ・モーションを行い良

好な可動域の結果を得たと報告している 8) また今

889 

回の結果から逆に リパース・ダーツスロー・モーシ

ヨンを評価することで，横手根関節の可動性を予測

できると考えられた.樟骨手根関節を選択的に評価

することで， リパースダーツスローを用いたハンド

セラピーの適応や鏡視下デブリードマンなどの追加

治療の適応について判断が可能になると期待される.

今回の調査では，我々が前回のダーツスロー・モ

ーションの調査で報告したダーツスロー・モーショ

ンの可動域は術後早期から回復するという結果など

は得られなかった 7) 今回の結果は，前回の調査で

行ったような経時的な追跡調査の結果でなく，横断

的な調査を計測時期別に検討した結果である.その

ため前回のような結果が得られなかったと考えられ

た. しかし術後経過の中でダーツスロー ・モーショ

ンの回復がまず明らかになるという点ではこれまで

の報告と矛盾していないと考えられた.また今回の

調査対象には関節外骨折も含めたため，前回の関節

内骨折に限定した調査ほど手関節の障害による変化

が明らかでなかったと推察された.今後はリパー

ス・ダーツスロー ・モーションの可動域言|測でも同

一の症例を経時的に追跡し また症例を関節内骨折

に限定し調査することで その特徴をより明らかに

するべきであると考えられた.本研究は横断的研究

でありリパース・ダーツスロー・モーションの特徴

を限定的に示したに過ぎないが，臨床症例での リパ

ース ・ダーツスロー・モーションの可動域の調査は

過去にない研究であり，槙骨遠位端骨折術後の病態

の理解やハンドセラピーを行うにあたっての有益な

情報になると考え今回の報告とした.

[まとめ]

検骨遠位端骨折後の リパース・ ダーツスロー・ モ

ーションはダーツスロー ・モーションほど回復が良

好でなかった.原因としてリパース ・ダーツスロー ・

モーションの可動域が槙手根関節の可動性に依存す

ることが考えられた.

[文献1
1) Palmer AK， et al. Functional wrist motion: A biomechan-

ical study. J Hand Surg Am 10: 39-46， 1985 

2) Moritomo H， et al. In vivo three-dimensional kinematics 

。fthe midcarpal joint of the wrist. J sone Joint Surg Am 

88: 611-621. 2006 

3) Crisco JJ， et al. In vivo radiocarpal kinematics and the 

dart throwel、motion.J sone Joint Surg Am 87: 2729・

民
υ

必
川
サ



890 リバース ・ダーツスロー ・モーションと手関節動態

2740，2005 

4) Morimoto H， et al. 2007 IFSSH committee report of 

wrist biomechanics committee: biomechanics 0仕heso-

called dart-throwing motion of the wrist. J Hancl Surg 

Am 32: 1447-1453，2007. 

5) 粕洲町志ほか.ダーツスロー ・モーション面用ゴニオ

メーターの開発と信頼性の検討.臨床バイオメカニク

ス33:157-162.2012. 

6) 粕決l賢志ほか 椀骨遠位端骨折術後のダーツスロー ・

モーション面 ROMとDASHスコアの関係一評価時期

による相違について一.日手会誌 29:357-360， 2013. 

7) 土)j巴義浩ほか.椀骨遠位端骨折術後のダーツスロー・

モーション一手関節動態X線との比較一.日手会誌

29:505・509.2013.

8) 主" 1mほか.税骨迷位端関節内骨折術後ハンドセラピ

ィにおける旋骨手根関節に対する早期アプローチの試

み.日手会誌 28:578-581， 2012. 
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榛骨遠位端骨折後の長母指伸筋臆皮下断裂の原因に

関する検討
ひろふじしんじ おだあきひこ まつもとかずひろ きん きちゅう

鹿藤真司，小田明彦，松本和寛，金基中

樟骨遠位端骨折後の長母指伸筋健 (EPL)皮下断裂の発生原因については未だ定説はない.過去 20年間の

本邦での報告例とその聞に著者らが経験した8例から発生原因に関して検討した.まず断裂した臆断端の椙

違に着目 した.機械的な摩耗によって生じたと考えられる腔の毛羽立ち様の損傷を「ささくれjと定義 し，

著者らの 8例のうち腔断端にささくれを認めた症例は 3例 認めなかった症例は 5例であった 前者には全

例に Lister結節部に転位のある骨折を認め，後者には認めなかった.受傷よりl陛断裂までの期間は，前者は

平均 19日，後者は3年 6か月の 1例を除けば平均 43日であった.本邦での報告例も同様の傾向を認めた.

EPLは受傷時に損傷した後，第3区画遠位部での摩擦により損傷が進行 し，断裂に至るものと考える.さら

に， Lister結節部に骨折があれば， J陸損傷部が骨折片と接触 し，同部に骨折がないものと比較 してより早期

に断裂する傾向があると考える.

{緒言]

榛骨遠位端骨折に伴う長母指伸筋l陸(以下， EPL) 
皮下断裂は転位の小さい症例に発生しやすいと言わ

れている.EPL皮下断裂の原因と しては受傷時の腿

の圧挫，機械的摩擦，阻血性要因等の諸説があるが

未だ定説はない.今回，過去 20年間に著者らが経

験した症例および本邦での報告例について槙骨遠位

端骨折に伴う EPL断裂の発生原因に関 して検討した

ので報告する.

[対象と方法]

著者らが榛骨遠位端骨折後に EPL皮下断裂を生

じ固有示指伸筋l陸移行術を行った 8例 8手を対象と

した.女性 6例，男性 2例，年齢は平均 52.9歳 (42

-81歳)，骨折型は， Frykman分類 1型 5例， 3型

3例であった 著者らの症例に併せて，渉猟しえた

過去 20年間に報告された266例 (女性 185例，男性

81例)について論文に記載のある項目を基に手術時

の腿断端の所見，受傷からl腔断裂までの期間， Lister 
結節部での骨折の有無に関 して検討した.

[結果]

著者ら の症例を含めた本邦での過去 20年間の報

告では，骨折部の転位について記載されていた症例

のうち 142例で骨折部の [転位が小さしリと記載さ

れ， 55例で 「転位あり」と記載されていた.

受傷より!躍断裂までの期間は，受傷後 4週以内が

53%， 6週以内が 77%であったが，断裂までのJm間

にはばらつきがあった(図 1). 
著者らの症例では， I陛断端の所見として機械的な

摩耗によって生じたと考えられるl躍の毛羽たち様の

損傷を [ささくれJと定義し，ささくれを認めたも

の3例，ささくれを認めなかったもの 5例であり ，

前者の受傷から腿断裂までの期間は 14-28日(平

均 19日)，腿断裂から手術までの待機期間は 28-42

日(平均 37日)であり，後者の受傷から!躍断裂まで

の期間は 3年6か月の 1例をのぞけば28-48日(平

均 43日)，腿断裂から手術までの待機期間は 6-21

日 (平均 14日)でありささくれを認めなかった症例

は断裂が遅く起こる傾向にあった.また)陸断端にさ

さくれを認めた症例にはList巴r結節部に骨折があり ，

ささく れを認めない症例には同部の骨折はなかった.

著者らの症例では全例で伸筋支帯の損傷は認めなか

った.また， EPL断端を第 3区画遠位部で確認した

症例に関しては手術時に第 3区画内を開放していな

いため，i骨定床の状態については確認できていない.

受理日 2013/11/28 
畷生会1Ji~事 11経外科病院悠形外科 干569-8686 大阪府四条畷市中野本町 28-1

ゥ，
，4
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-過去の報告
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{受傷からEPL断裂までの期間)

図 1過去の報告例と著者らの症例における受傷から EPL断裂までの期間

図 2 A: J住t断裂時 X線像

s: Jl建断端にささくれを認める.

過去の報告では!瞳断端の所見が記載されていたの

は 15例であった.)世断端のささくれが記載されて

いた症例は 8例， 受傷から!睦断端までの期間は平均

23日 (2-56日)，骨折部の転位を認めた症例が 5

例であった. )腔断端にささくれを認めなかったのは

索状物で連続していた 2例を含め 7例，受傷からj健

断裂までの期間は 1年 8か月の 1例を|徐き，平均 35

日 (21-43日)で骨折部の転位を認めたのは l例で

あった.

[症例]症例 1，81歳女性.他医を受診しレント

ゲン撮影を受け骨折なしと診断され放置.受傷 28

日後に母指伸展障害を生じ別の医院を受診した.椀

骨遠位端骨折，EPL断裂の診断により当科に紹介受

診となった.x線像では Lister結節部に骨折部の突

出を認めた. EPL断裂 6週後に再建術を行った.手

術時，腿断端部にささくれを認めた(図 2).

症例 2，77歳 女性.椀骨遠位端骨折 3年 6か月

後に EPL断裂を生じた症例である.x線像では Lister
結節部に突出を認めず，手術時， )陸断端にささくれ

を認めなかった(図 3).

症例 3，42歳 男性.腕骨遠位端骨折受傷 42日

後に母指自動伸展不能となった.手術時，索状物で

EPLの連続性を認め，第 3区画は著明に狭小化して

おり，連続した索状物をたどることで第 3区画が確

認できた症例である.区画内の壁は平滑であった

(図的.

48 -



i僚骨遠位端骨折後の EPL断裂の原因に関する検討 893 

図3 A:腿断裂時X線{象

B: I健断端にささくれを認めない.

EPL 

図 4 狭小化した第 3区画内に索状物で連続した
)健を認める.

[考 察i
EPL皮下断裂の原因としては未だ定説はない.転

位の小さい骨折例に多く発生し，骨折のない手関節

過伸展強制を受けた捻挫の症例においても同様に発

生 したとの報告があるl)その中には骨折のない手

関節捻挫例で受傷翌日断裂した症例もあり，手関節

過伸展強制による EPL損傷は断裂の大きな要因と

考える.

Denman 2)は，死体標本を用いて手関節伸展にて

EPLが梯骨遠位端と第 3中手骨基部に挟まれること

を示し，受傷時に EPLが圧挫損傷すると考えた.

斉藤ら 3)も死体標本を用い EPL両側に針を平行に

刺 し，レン トゲン撮影や針先を展開することで，手

関節最大伸展時に EPLが槙骨遠位端と第 2，第 3中

手骨，手根骨に挟まれることを確認し，さらに生体

力学的研究では手関節の伸展角度が増すとともに

EPLのヲ|っ張り抵抗は増加 し，強し汚|っ張り抵抗が

得られた新鮮標本 2手の EPLに圧挫を示唆する痕

が認められたと報告 している.横骨遠位端骨折受傷

時には程度の差異はあるが腿の損傷を生じているこ

とが予想される.

手関節過伸展強制で生じたj陸損傷部位と第 3区画

遠位端部がほぼ一致し，同部で EPLの走行が大き

く変化することから，母指の受傷早期からの使用に

より腿損傷部位が第 3区画遠位部で摩擦され，損傷

が進行 し，やがて断裂に至るものと考える.症例 3

における第 3区画の著明な狭小化は急激に起こった

とは考え難く，徐々に腔が機械的摩擦により細くな

り，その!躍にあわせて狭小化 してきたものと考える.

代田ら 4)はEPL断裂続発の危険性を示す所見とし

て EPLat-risk sign 5項目を提唱しており，母指の安

静により EPLat-risk signのうち母指運動時痛， EPL 

l躍滑勤時の crepitation/snappingが経時的に消失し

た症例があったことを報告している.このことは，

受傷時の腿損傷が母指の安静により治癒したことを

示唆するものと考える.

骨折の転位に着目すると，今回渉猟しえた症例の

うち骨折部での転位の小さい症例 142例に対し転位

があった症例は 55例であった.転位の大きな骨折

にEPL断裂が少ない理由については， Helalら5)が

報告するように骨折部の転位があると伸筋支帯が骨

から剥離されることで，Lister結節部に存在する骨

折片から EPLが遠ざかることと第 3区画遠位端部で

EPLの走行変化が緩やかになることによると考えら

れる.さらに， Lister結節部に骨折があれば， 1腿損

傷部が骨折片と接触することで機械的摩擦により断

裂部にささくれが生じ，岡部に骨折がないものと比

較してより早期に断裂する傾向があると考える.骨
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折受傷後，早期に断裂 した場合，骨癒合まで待機 し

てから再建術を行うため ささくれを認めた症例に

おける断裂から再建術までの待機期間は平均 37日

であり，ささくれを認めなかった症例の平均 14日

と比較して長かった.このことより，ささくれを認

めた症例が時間経過とともにささくれを認めなかっ

た症例に移行したとは考え難く ，ささくれの有無に

は断裂後の時間経過とは別の要因が関与 していると

考えられる.その要因として，ささく れを認めなか

った症例においては骨折片による機械的摩擦ではな

く， 第 3区画遠位端部でのl健鞘によ る摩擦により

徐々に腔の細径化が進行し，ささくれを生 じること

なく断裂に至る ことが考えられる.

近年， 超音波診断の画像分解能は向上して来てお

り，超音波画像で第 3区画の経時的な狭小化を認め

る場合や!腔の細径化を認める症例に対 しては，代田

らの EPLat-risk signが改善されない症例と同様に

第 3区画開放術等の予防的手術を考慮すべきと考え

る.

[まとめ]

槙骨遠位端骨折に伴う EPL皮下断裂の発生原因

について腿断端の所見に着目 して考察 した.椀骨遠

位端骨折受傷時にl腔損傷を生じ，ささ くれを認めな

かった症例は第 3区画遠位端部での腔鞘による機械

的摩擦が主因， I健断端にささくれを認めた症例は骨

片による機械的摩擦が主因と考える.また， EPL断

裂の前駆症状や EPLat-risk signのあるもの，そ し

て経時的に第 3区画の狭小化やl挫の細径化を認める

症例に対しては，今後，予防的手術も検討を要する

と考えられる

{文献1
1) 高見博ほか 手関節捻控および梼骨遠位端骨折後の

長母指伸筋!健皮下断裂の検討.臨床整形外科 24:1391-

1398. 1989. 

2) Denman EE. Rupture of the extensor pollicis longus. 

Hand 13: 295.298， 1979. 

3) 斉藤覚ほか長母指伸筋腿断裂に対する解音IJ学的およ

び生体力学的研究 日本手外科学会雑誌 10:220.223， 

1993. 

4) 代田雅彦ほか.模骨述位端骨折に続発する長Il)指伸筋

健断裂の予防法日本手外科学会雑誌21:542-548， 2004. 

5) Helal B， et al. Rupture of the extensor pollicis longus 

tendon in undisplaced colles' lype of fractur巴.Hand 14: 
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血管柄付き骨移植術を用いた舟状骨偽関節の治療戦略
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Humpback deformity (HD)を有する舟状骨偽関節に対しては，掌側に支柱となる大きな骨移植が必要と

なるが， Zaidemberg (Z)法では長い血管茎に， Makino (M)法では採骨量に難点があった.今回両法を用

いて，背側で採骨 した血管柄付き骨片を掌側に設置 したV群 16手とそのまま背側に設置 したD群 52手を

比較検討した.D群のうち，術後 DISI変形 10。以上の Dat汀(18手):V群を比較すると，骨癒合率は 83.3: 

93.8%であったが，有意な差はなく， R-L angleの矯正と， Cooney scoreは後者が有意に良好であった.HD 

を有する舟状骨偽関節の治療には，有茎の血管柄付き骨移地の技術に，新たな工夫 (Directlateral approach 

法など)を加えることによってより良い成績が得られると思われた.

V群 :0群-Oa群 ・Ob群で，6.0: 7.1-6.4' 7.5年，

経過観察期間は 17.2:16.9-11.8・19.7か月であった.

採骨部は，椀骨遠位背側である Z法が 12: 31-10・

21手，第 2中手骨基部である M法が 4:21-8・13

手であった.内固定材料は， Heaclless screwが 13: 

38-14・24手，K鋼線が 3:14-4・10手であった.

V群の進入路は.掌背側 2ヶ所の皮切を加えて掌側

に回す方法 11手，柿木らの背側 l皮切から掌榛側

に移植骨片を設置する方法 312手，槙側侵入で舟状

骨を展開 し，掌側に骨片を設置する Directlateral 

approach (DLA)法 3手であった. 茎状突起部分切

除は， 血管茎が通るスペースの作成やインピンジメ

ント予防に行われ， V群で 5手，D群で2手に併用 し

た(表 1).各群に対する検討として，画像評価で

は骨癒合の有無と R-Langle，臨床評価では Cooney

Scoreと可動域，握力，合併症，採型後の移植骨片

の大きさ(縦径 X横径)について比較検討 した.各

群聞の比較には t検定およびχ二乗検定を用い， p 

<0.05を有意差ありと した.

[緒言]

Humpback deformity (HD) を有する舟状骨偽関

節は，血行のある大きな移植骨を， 掌側に設置する

ことが理想であるが，有茎の血管柄付き骨移槌術

(Vascularized Bone Graft : VBG)でこれを行う こと

は難 しい. しか しこれまで当科では，背側から採取

した有茎の血管柄付き移植骨片をそのまま背側に設

置する方法と，掌側に回 して設置する方法の 2種類

を行ってきた.今回我々は HOを有する症例に対し

て，掌側に VBGを移植 して矯正 した V群と，矯正

せずに背側に移植 したD群(特に変形遺残の Da群)

を比較 し，骨癒合率や臨床成績を調査するこ とによ

り， VBGによる DISI矯正が有用かどうかを調査 し

た.またその難易度の高い本手術時の，我々の工夫

点について報告する.

[結果]

骨癒合率は， V群 :0群一Oa群 ・Db群でそれぞ

れ 93.8: 88.5-83.3・91.2%であったが，有意な差

はなかった.R-Langleに関しては，術前が背屈 19.6: 

8.6-17.9・3.7
0

，最終診察時が9.3: 6.3-15.5・1.4
0

及びその差(矯正角度)の平均が 10.3: 2.3-2.4・2.3
0

[対象と方法]

これまで我々が，舟状骨偽関節に対してVBGを行

った症例 68手のうち.Z法(棟骨遠位)11とM法 (第

2中手骨基部)2)のいずれかの方法で背側から採取 し

た骨片を， 掌側回して設置した V群 16手と，そのま

ま背側に設置 したD群 52手，さらに D群のうち，術

後 DISI変形 10
0

以上の Da群 18手と 10
0

未満の Db

群 34手を対象と した DISI変形の矯正は中村法に

準じて行なった.平均年齢は V群 37.3歳.D群 34.8

歳 (Da群 31.2歳，Db群 36.6歳入手術までの期聞は

神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央 35-7

ζ
J
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896 Humpback deformityへのアプローチ

表 1 各種機能評価の結果

対象 D群
..QQ.群一.._Qjl君孝一

(16手) (52手) (34手) (18手)

平均年齢(歳) 37.3 ヨ4.8 36.6 31.2 
(14~71) (14~77) (14~77) (14~71) 

経過観察期間(月)1
-ー ・・

17.2 16.9 19.7 11.8 
(6~56) (3~84) (3~84) (4~22) 

右左両手(日11) I 7:9:0 35:15:1 24:8:1 t 11:7:0 

男女比(例) 11: 5 47:4 31:2 I 16:2 

受傷後手術

までの期間(年) 6.0 7.1 7.5 6.4 
.一一...・ー+・‘令晶..‘・ ....4......一一晶晶

部{立近位(手) 2 17 10 7 

1要部(手) 12 29 22 7 

遠{立(手) 2 6 2 4 
ー一 一 -----r-- 一一一

手術既往歴(手) 2 9 8 

初回骨折f手) 。 3 3 。
初回偽関節(手) 2 6 5 1 

MRI:T1 Low(手) 13 35 21 14 
T2 Low(手) 6 24 13ーーし 11 

-・ ・・・・・・ 合唱・

手術;去活用 i12 31 21 10 

M;:去(手) 4 21 13 8 
・..ー

内固定法

Screw(手) 13 37 24 

K鍛線(手) 3 15 10 

であ った.

|臨床評価として，Vl詳:D群- Da群 ・Db併で，背

屈が 71.6: 61.7-61.2・62.0
0

，掌屈が 59.1:50.3-

47.1・52.0
0

，握力の健側比が 87.2: 90.2- 82.2・94.1

%で， Cooney scoreは87.2: 84.3-81.4・85.8pointで

あった.合併症として， mild CRPS，皮下感染， EPL 

断裂が Db群に各 1例ずつ，偽関節例はV群に 1手，

Da群に 3手， Db群に 3手認めた.使用 した際の移

植骨片の面積は， 58.3: 66.7一73.1・63.8mm
2で，各

群に有意な差はなかったが，採骨音1)別に分けて考えて

みると， Z法が 63.1:75ひー80.0・72.9m111
2
，ルI法が

40.7 : 55.6-65.1・50.4mnlで， M 法が有意に小さい

群が存在 した(表 2).

[症 例131 iii'&.男性左手，受傷後9か月経過，紹介受

診.舟状骨は腰部の偽関節例で， RLangleは21.4
0

で

あった.手術は，DLA法を施行，術後 1年の診察[時

には，骨癒合は良好， Coon巴yscoreは 90pointであ

る(図 1). 

[考察]

これまで舟状骨偽関節に対しては， Zr去¥)やM法2)

表 2 パフォーマンステストの結果

V群(16) D群(52) Db群(34) Da群(18)

Cooney Score 87.2 84.3 85.8 81.4 
(point) 

可動域背屈

|キ
J* 

61.2 
(" ) 

」 本

可動域ー掌屈 59.1 50.3 52.0 47.1 
(" ) 

1* 

握力一健担IJ比 87.2 90.2 82.2 
(%) 

骨癒合率 93.8 88.5 91.2 83.3 
(%) 

合併症数(偽関節数) 1 (1) 9 (6) 6 (3) 3 (3) 
(手)

移植骨片の大きさ 58.3 66.7 63.8 73.1 
(mm2) 

RL-angleー術 ~IJ 8.6 3.7 *1-7i 9 
(" ) 本 t一一一一

ー￥ 1* 

RL.angJeー術後 L 9.3 6.3 1.4 15.5 
(" ) * 本

* 本 lホドL-angJe-1friiiJii差
トー

2.3 2.4 
(" ) 一一一_j*

などの血管柄付き骨移植術の有用性が報告されてき

たものの，Jonesら4)は， Z r去の骨癒合率が 40%と低

率で，有茎の VBGの限界と述べ， Grayら5)も舟状骨

偽関節のアルゴリズムを作成し，骨壊死を伴う H D

例は大腿骨内頼からの遊離血管柄付き骨移植術を推

奨している.Megerleら6)は，舟状骨偽関節再建術後

の症例を検討し， RL angle 10
0

以上の治療成績が不良

であったと報告しており ，DISI変形の矯正は重要

と述べている.一方岩崎ら 7)は，従来の遊離骨移植

術 126例の骨癒合率は 96.0%で，癒合群と再偽関節

群の聞に，術前後の RL-angleは有意な差がなか っ

た，と述べている.藤田ら 8)は H Dを有する症例に

対し， 掌側か らの遊離骨移植術を行った群と，背側

から Z法による骨移植を行った群を比較したとこ

ろ，骨癒合率は後者がやや良好(前者は 80.0%，後

者は 93%)で，骨癒合までの期間は有意に後者の方が

短かく， VBGの方が有用と報告している.Sawaizumi 

ら9)も， DISI変形を有する症例に対 し， rvr法を用い

て掌側に移楠骨片を設置 し，臨床成績，骨癒合，変

形矯正が良好であったと述べている.我々は M法

とZ法を比較し，後者の方が採取 した移植骨片が

2
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c. 

E. 

H. 

F. G. 

図 1 A術前単純X線，s.C術前 CT像， D. E.術後 12か月の単純X線， F. G. CT 像.
術中写真 :H焼側一皮切，1.先に検骨遠位背側から採脅し，血管茎を付けたまま，
遠位に反転して，舟状骨を展開.J掌側まで十分に強把し，掌恨IJに骨欠損を生じた.

有意に大きかったと報告 し， 掌側に大きな骨片を要

する DISI症例には Z法が有用と思われる.このよう

に，DISI変形を有する舟状脅偽関節に対しては 3 掌

側か らの遊離骨移植に よる DISI矯正を行う従来法

で十分との報告と， VBGの方が有用 との報告もあ

り，現在のところ結論は出ていない.また，z法と

M法で背側から採骨した場合，当然同一皮切で行

える，移植骨片の背側への設置は容易で、ある (52手)

が，柿木ら J)の背側から DISI変形の矯正は容易で

はなく，当科では術後の DISI変形が 10。以上の Da

鮮が 18手 (34.6%)存在 していた.DISI変形が 10。

未満まで矯正可能であった症例や，もともと DISI

変形のない症例の Db群は 掌側に移植骨片を回 し

たV群と比較しでも，骨癒合率も|臨床成績も有意差

なく良好であった 一方 DISI変形の矯正不足であ

った Da群と V群を比較してみると，術前の RLangle

は差が無かったが，術後は有意に V群が小さく τDIsr

変形の矯正角度は有意に大きかった.また骨癒合率

に有意差は得られなかったが，前者が 83.3%，後者

が 93.8%と， V群の方がやや高い傾向にあり，さら

に， Cooney scoreも後者が有意に高かった.

そこで我々は，有茎の血管柄付き骨移植術に工夫

を凝らして治療してきた. HDを有する症例に対し

ては，掌側に大きな移i値骨片を安全に設置出来る様

に， Thanapong 10)が報告 した 1-2intercompartmental 

supraretinacular artery (1.2ICSRA)の詳細な血行の

解剖を十分に熟知 して， 機骨背幌側の茎状突起部を

骨膜下に掌側へ展開 し，さらにその茎状突起先端部

を切除し，背側か ら掌側に血管茎を通しやすくし

た.さらなる工夫として，それまでは背側と掌側の

2ヶ所の皮切を要していたが， 今回症例 1に示した，

槙側面のみの一皮切で，舟状骨椀側面から展開 し，

移植骨片を掌側に設置する， DLA法を考案 し，使用

してきた.今回本法を使用 し 1年以上経過i観察し

えた 3例は，平均年齢が 50.3歳，術前の RLangleの

平均が背屈 27.8
0

，M悶では全例に T1の低信号を認

つd
p
h
d
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めた.術後， 3例ともに骨癒合が得られ， DISI変形

も平均 15。矯正されていた.

以上より，舟状骨偽関節に対する今後の我々の治

療戦略と して，難治性と呼ばれる，再発型，近位型，

長期経過仔~，骨壊死が疑われるものに関 しては，第

一選択として VBGを用いるが，服部でも HDを有す

る症例では，掌側に大きな血管柄付き骨移植を，安

全に行うことが可能な， DLA法を用いる予定であ

る.DLA法は，症例数も少なく，今後の検討も必要

であるが， HDを有する症例に対しては有効な手術

方法のーっと思われた.

[まとめ1
1.舟状骨偽関節に対して行った血管柄付き骨移

植術のうち，移植骨片を掌側に回した V群 16手と

背側のまま設置した D鮮 52手を比較検討した.

2. D 群で術後 DISI変形 10
0

以上の Da群 18手と

V群を比較すると，骨癒合率に差はなかったが， R-L 

angleの矯正と， Cooney scoreは後者が有意に良好

であった

3. HDを有する舟状骨偽関節例に対して，掌側に

移植骨片を設置する VBGは，良好な成績であった.

4. HDを有する症例に対して，横側の一皮切で掌

側に移植骨片を設置可能な DirectLateral Approach 

法は，有効な手術法のーっとなりうる.
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舟状骨偽関節の修復に用いる移植骨の検討
ひらちかずひこ さくま たかし うえ tぎかずひろ

平地一彦，佐久間 隆，上杉和弘

当科では舟状骨偽関節の治療に腸骨および椀骨の遊離骨移植を用いてきた.過去 15年で舟状骨偽関節修

復を行った 18例について移植骨による治療成績の違いや採骨部の愁訴を調査し患者像に応じた適切な移

植骨について検討した.全例に遊離骨移植を行い 腸骨移植が 11例 槙骨移植が 7例であった 18例中 16

例に骨癒合が得られた.骨癒合の得られた 16例では，移植脅の違いが手関節機能に影響することがなく，手

関節近傍の棋骨から採取しでも手関節機能に影響しないことがわかった.同一術野で手術が完結し1 採取部

痛がない点で，腸骨移植より椋骨移植が有用であった.骨癒合の得られなかった 2例には，近位部壊死，受

傷時期が不明，高齢者という背景が存在した.このような難治例と思われる舟状骨偽関節には，今後は血管

柄付き骨移植など別の方法を検討すべきと考えている.

[緒言]

舟状骨の偽関節修復に用いる移植骨と して，遊離

腸骨移植や血管柄付き骨移植が行われている.舟状

骨偽関節は活動性の高い青壮年に生じることが多い

ため，侵襲の少ない治療で確実に骨癒合させる配慮

が望ましい.当科では遊離腸骨移植を行ってきた

が，舟状骨とは別に皮切が必要であり ，術後の採骨

音11痛のためにスポーツや仕事の復帰が遅れる症例を

経験した.そこで舟状骨と同 じ皮切から模骨遠位端

を展開して遊離槙骨移植を行う方法に変更した.遊

離槙骨移植には採骨量の限界，採取する弊害として

手関節痛や手関節の ROM低下が懸念される.そこ

で過去 15年間に当科で行ってきた腸骨と梼骨の遊

離骨移植による舟状骨偽関節の治療成績を検討 し

た.移植骨による治療成績の違いや採骨部の愁訴に

ついて調査し，適切な移植骨について検討した.

[対象と方法]

1998-2012年に手術を行った 18例を対象とした.

全例男性で，年齢は 15歳-74歳(平均 29.3歳)で

あった.10歳代が 7例，20歳代が8例， 30歳代が

2例，70歳代が 1例であった右 8例，左 10例で

あった.偽関節部位は舟状骨中央が 15例，近位が

2例，遠位が 1例であった.基本手技は掌側皮切で

偽関節部を展開 し，掻艇ののち，骨移植を行う.最

初に海綿骨を充填し，次に皮質骨付き海綿骨のブロ

ック骨を移植し，舟状骨掌屈変形を矯正した. 2007 

年以前の 11例には遊離腸骨移植(図 1)を行い

図 1 J湯骨移植による舟状骨偽関節修復 皮切 3clll

受理日 2013/12/26 
市立札幌病院幣形外科 干060.8604 北海道札l悦市中央区北 11条西 13丁目
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2008年以後の 7例には遊離椀骨移植を行った.腸

骨移植の 11例は monocorticalboneもしく はbicor-

tical boneとして採取 し，4例は人工骨を腸骨稜欠損

部へ補填 した.梼骨移植は先述した展開を近位へ 1

センチ拡大 し，槙骨遠位端を露出 しbicorticalbone 

として採骨 した (図 2). 焼骨の骨採取部はそのまま

放置 し，人工骨の補填は行わなかった.舟状骨偽関

節部の内固定材料は Herb巴rtscrewが3例，HBSが

9例， DT]が5例，DT] miniが 1例であった.初期

の 10例は 3-6週間の仮ワイヤ一固定を行い移植骨

脱l!ii;を予防した.外固定期間は 4-7週間であった

調査項目は1. 骨癒合と癒合期間， 2. 採骨部の愁

訴(術後3カ月， 最終観察時)， 3.手関節機能 (Mayo

wrist score)， 4. 成績不良の原因とした.観察期間

は6か月か ら3年，平均 12か月であった.

{結果1
1. 骨癒合と癒合期間， 18例中 16例 (88.9%)で

骨癒合が得られ，癒合期間は平均 9.2週であった.

移植骨別にみると腸骨移植は 11例中 10例 (90.9%)

図2 侠骨移績による舟状骨偽|明白~修復 皮切 4cm

で骨癒合し，平均癒合期間は9.0週であった.椀骨

移植は 7例中 6例 (85.7%)で骨癒合し，平均癒合

期間 9.5週であった.移植骨による骨癒合と癒合期

間には有意差がなかった (studentt-test). 

2. 採骨部の愁訴，移植骨別にみると腸骨移植で

は2例が術後 3か月で採骨部痛を訴え， 1例ではス

ポーツ復帰が遅れていた憐骨移植では固有の症状

はなかった. 最終観察時には全例に採骨部の愁訴は

なかった.

3.手関節機能. Mayo wrist scoreは全体で 81.1

点であり，移植骨別にみると腸骨移植が 82.3点，

槙骨移植が 79.3点であり有意差は認められなかった

(student t-test). 

4.成績不良の原因.18例中 2例で骨癒合が得ら

れなかった. 74歳男性. 受傷時期が不明であった

が，終痛を強く訴えるため腸骨移植による舟状骨偽

関節修復を行ったが癒合 しなかった.39歳男性マッ

サージ職.舟状骨近位偽関節に対し横骨移植を行っ

た(図 3).術前の M悶で舟状骨近位はT2強調像

で低信号であり，近位端壊死が疑われた.癒合が得

られなかった背景には偽関節長期間放置，高齢者，

舟状骨近位壊死があると考えた.

代表症例供覧 (図4).16歳男性主訴:手関節痛，

現病歴 :体操競技で受傷 し1年後に来院した.手術

所見:舟状骨中央部の偽関節に対して手関節掌側を

展開 して槙骨を採取 して偽関節修復に用いた.骨端

線閉鎖前であったが十分な骨採取が可能であった.

術後経過:術後 10週で骨癒合が得られた.手術部

位は手関節のみであり，体操競技復帰に向けての下

半身 トレーニングは術後早期に再開できた.1年後

のX線では槙骨採取部は骨形成により再生されて

おり採骨に伴う痛みや手関節 ROM制限も認められ

図3 39歳マッサージ師.模骨移植を行ったが近位部壊死により
骨癒合が得られなかった.
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舟状骨偽関節の修復に用いる移植骨の検討 901 

図 4 16歳体操選手.梼骨移植.術後10週で骨癒合した.骨端線
閉鎖前であったが機骨から採骨可能であった.採骨部は 1年
後に再生している.

なかった.

[考察]

舟状骨偽関節に対する骨移植としては腸骨が一般

的であるが， 1血流改善を目的に血管柄付き骨移植が

用いられる.しかし臨管柄付き骨移植は手技が煩雑

で侵襲もやや大きい.舟状骨偽関節はスポーツや労

働で高い活動性を有している青壮年に発生すること

が多い.当院では遊1~lt腸骨移植を好んで用いてきた

が， 2008年以降は舟状骨偽関節展開の同じ皮切から

挽骨遠位端を展開 して，遊離槙骨を採取して移植す

る方法に変更 し， 腸骨採取の弊害をなく した.携骨

移植は安田 1)の報告のように古くから存在するが，

報告数は少なく普及はしていない. 白験例では榛骨

を採取する欠点として約 1センチ程度の皮切拡大に

なったが，ひとつの手術野で偽関節修復が完結する

利点は大きかった.腸骨採取を行わない場合は，術

後早期からランニングなどが可能となり，スポーツ

選手にとっての利点は大きい.模骨採取には採取量

に制限があり， monocoritical boneのため力学的に

弱l'骨である可能性がある. しかし今回の 7症例は

すべて青壮年であったため模骨遠位の掌側面の皮質

骨は厚く，良質で、必要十分量の骨が採取可能であっ

た.手関節近傍から骨採取することにより，手関節

痛や ROM制限が生じるのではという危慎があっ

た.しかし腸骨移植と棟骨移植の臨床成績を比較 し

でも手関節機能に有意差がなかったことから憐骨

採取による手関節陣害は問題にならないことがわか

った したがって一般的な舟状骨偽関節には腸骨を

採取せず，ひとつの皮切で椀骨を採取して舟状骨偽

関節修復をする方法が低侵襲であると考えた.

方，骨癒合が得られなかった 2例を検討すると，高

齢者 ・偽関節放置期間不明 ・近位端壊死などの背景

があり，いわゆる難治性舟状骨偽関節であった.こ

のような難治例には遊離骨移植よりも，血管柄付き

骨移植 2)や田中 3)が報告した海綿骨 ・皮質海綿骨 ・

皮質骨釘の3種の骨移植を考慮すべきと考えている.

[まとめ]

一般的な舟状骨偽関節では通常の腸骨や榛骨の遊

離骨移植で骨癒合が得られていた.骨移植による臨

床成績の優位差はなく，椀骨移植は l皮切で手術が

完結するため低侵襲であった.近位端壊死 ・偽関節

期間不明・高齢者などの難治性舟状骨偽関節では遊

離骨移植の成績が悪く，今後は他の方法を検討すべ

きである.

{文献1
1) 安田匡孝ほか.舟状骨偽関節に対する掌側アプローチ

による biconcavebone gra仕lng.日手会誌 19:33-36， 

2002. 

2) 岩崎弘英.舟状骨偽関節に対する遊離骨移植術の限界

と血管柄付き骨移植術の適応、.日手会誌 25:496-500， 

2009. 

3) 田中寿ーほか.舟状骨偽関節に対する治療 難治性舟

状骨偽関節に対する治療 近位型ならびに salvage手

術.臨床整形外科 36:153-160，2001. 
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TFCC尺側部断裂 (TFCC1B損傷)に対する
掌側進入による尺骨小寓部縫合法
ひだかやすひろ あさのてっひろ じんの やすし

日高康博，浅野哲弘，神野泰

TFCC尺側部断裂 (TFCClB損傷)の修復術は，背側進入法，尺掌側進入法，鏡視下法などが報告されて

いる.できるだけ関節支持組織を損なわず進入し，小宮部の掻把を確実に行ない， TFCCを縫合することが

重要である.この観点から，著者らは尺側手根屈筋腫と深指屈筋l躍聞から進入し，TFCCを修復する術式を

行っているので報告する.11手に本法を行い 従来法に劣らない良好な成績を得た.本法は進入が低侵襲

であり，手術手技も容易であった.

[緒 言]

手関節三角線維軟骨複合体 (TFCC)損傷は遠位

機尺関節 (DRU]) の不安定性をきたし，手関節尺

側部痛の原因となる.この中で Palmer分類 Class1B

損傷 (TFCC1B損傷)のサブタイプである尺骨小宮

部剥離損傷に対しては，背側進入法，尺掌側進入法，

鏡視下法などの修復法が報告されている l)2)3)4) 手

術に当たっては，できるだけ関節支持組織を損なわ

ずに進入し，小宮部の掻把を確実に行ったうえで剥

離した TFCCを縫着することが重要である.この観

点から，著者らは手関節掌側尺側手根屈筋!陛と深指

屈筋腔聞から進入し， TFCCを修復する術式を行っ

ているので報告する.

[対象と方法]

当院で平成 22年より 24年までに手術治療を行っ

たTFCC1B損傷 11手(男 7名，女 4名)を対象と

した. 3か月以上の保存療法で軽快しない新鮮例と

初診時陳旧例で ulnarvariance (UV) 2mm以下を手

術適応とした. UVは平均 Omm(-1 ~2.0mm) であ

った.平均年齢 38 年齢 (17~61 歳)であった発症

から手術までの平均期間は 7 か月 (4~ 13か月)で

あった.発症原因は，明らかな外傷(手をつく，捻

る)が， 4手であり， 7手には，はっきりした外傷

のエピソードはなかった.臨床症状として全例に

fovea徴候， DRU]の不安定性，前腕国内外位での尺

骨頭押し込みストレスでの強い終痛誘発が認められ

た.画像診断では， MRl上，小嵩部付着部にT2強

調像で高輝度領域，関節造影では同部に造影剤の貯

留を認めた.最終診断として修復手術に先立つ手関

節鋭視と遠位槙尺関節掌側切開部より直接プロービ

ングを行った.術後平均経過観察期間は 5か月 (3

~1lか月)であった.

手術方法

手関節鏡視で弛緩した TFCCを確認したのちに修

復術を開始した.まず尺側手根屈筋l世の195側に DRU]

をはさんだ約 3cmの縦皮切で進入した.軟部組織を

剥離し，深指屈筋l躍を槙側によけると直ちに DRU]

掌側，尺骨頭ヘ到達した.TFCCと尺骨頭の間で関

節包を 1cm弱横切し，プロービングで TFCCの剥

脱を確認し，モスキート錯子と X線透視で小筒部を

同定し(図 1A)，この切開部から歯科用小鋭匙を挿

入し'骨髄腔へ達するまで小宮部を十分に掻把した

(図 1B).次に小嵩部へ尺骨骨幹端から穿孔し，こ

こへループ鋼線を通し，ループを関節外ヘ引き出し

た.次に津下ループ針付き 3-0糸を TFCCへかけ針

を小嵩部付着部方向ヘ出し これをループ鋼線を用

いて尺骨骨幹端部へ引出した(図 1C). しっかりと

TFCCを小宮部へ引き寄せ，方形囲内筋腿へループ

糸を縫着した.掌側尺骨手根靭帯が非薄化，弛緩し

ている場合はこれを縫縮した(図1D).平均手術時

間は手関節鏡視約 10分，掌側切開による縫合術約

40分であった.術後は，囲内外中間位で肘上シーネ

3週間固定後，手関節装具ヘ変更し， 5週間以降か

受理日 2013/11/24 
仁和会神野病院 〒672-8052 兵庫県姫路市飾磨区玉地 1-1
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TFCC尺側部断裂に対する掌側進入修復法

ら積極的に可動域訓練をさせた.

[結果]

術後平均経過観察期聞は 5か月であり，最終観察

時，やや回外制限のある 1手を除き可動域制限はな

く，軽度の痛みを残 した 1手以外，終痛はほぼ消失

していた.握力は健側比平均 90%(50-100%)で

あった.全例が復職し，平均復帰期間は 2.5か月で

あった.術後の DASHスコアは平均 3.5(0-12)で

あった.

図 lA掌側進入による TFCC小禽部縫合術 .関節

包を切開し小宮部をモスキー卜鈎子で確認

している(左手関節)

図 1B 切1m部から歯科用小鋭匙を存r入し小禽部を損把

レントゲン透視で方向を変え小禽部を確認

903 

症例 :44歳，男性

主訴 :左手関節痛

現病歴:一辺40mの木材煤煙テントが風をはら

みこれを引っ張ったところ左手首を捻り受傷した.

手関節運動時痛が続き 4か月後に紹介受診した.

身体所見 ・検査所見:可動域に制限はないものの，

握力は 40kg(健側比 80%)と低下していた. DASH 

スコアは 25であった. Fovea徴候陽性であった.

最大国外位で、尺骨頭を掌側へ押し込むと激痛が誘発

された. MRIでは尺骨小寓部よりのTFCC剥離所

図 lC 小間部に引き出したルー プ銅線を用いて

TFCCへかけた津下ループ3.0糸を尺骨骨

幹端へ引き出す

図 10 上矢印 関節包，尺骨手根靭帯縫合

下矢印 主I!下ループ3.0糸を方形回内iOi/.腿
への縫合
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見を認めた(図 2A).手関節造影でも，尺骨小諸部

に造影剤の貯留を認め(図 2B)，TFCC小宮部剥離

損傷の所見であった.

経過 :弛緩したTFCCを鏡視で確認したのち，掌

側進入により縫合術を行なった.後療法は，通常の

プログラムで行なった.作業は装具をつけ術後 4か

月で開始した.その時点で、は自覚症状は消失してい

た.DRUJの不安定性は認めず，可動域制限はなか

った.握力は術前健側比術後 95%に改善 していた.

DASHスコアは Oであった.

[考察l
TFCCを構成する槙尺靭帯の深層成分は， DRUJ 

の安定に特に重要であることは多くの報告により明

図 2A症例 44歳男性

M悶・小禽部からのTFCC剥自tt

図28 関節i色彩・小禽部への造影斉IJの貯留

らかとなっている 5)6) 小筒部での深層剥離損傷で

ある TFCC1B損傷に対しては深層成分を小簡部へ縫

合することは病態に合致した治療であり，これに対

し種々の術式が報告されてきた.現在行われている

縫合手術法は，直視下法と鏡視下法，およびこれら

を組み合わせた方法に分けられる.

直視下法は，背側 5-6区画間進入による方法が一

般的であるが，掌側尺骨手根靭帯の視野を得るため

に掌尺側からの進入法も報告されている 2) 直視下

法は確実な小宮部掻把と TFCCの縫合が可能である

が，本来 DRUJを支持する支帯，関節包を大きく切

開するこ と，術野周辺に神経， 血管が多く存在する

ことが問題であり，手技も容易とは言えない. Gar-

cia-Elias等は， 5-6聞の安全な進入法を報告 してい

るl)この中で尺骨神経背側枝および、掌尺側静脈と

背尺側静脈の交通枝に注意を払うこと，支帯や靭帯

の切聞を fiber-splittingtechniqueで行うこと，不安

定'1生を起こさない切開部の修復について強調してい

る.

鏡視下法は関節周囲組織への侵襲は少ないが， 小

禽部の十分な掻把が困難なこと，手技に熟練を要す

ること，また術式によっては尺側皮下の縫合結節の

刺激の問題がある.小筒部への縫合を強固にするた

めに，尺側手根伸筋!躍の掌側にポータルを作成し

suture anchorを打ち込む方法や，尺骨近位より径

2.9mmの骨孔を小嵩部へ向け穿孔する方法が報告

されている 3)4) いずれも鏡視下とはいえ比較的侵

襲があり，手技的にも容易ではない. しかし小嵩部

の掻把が不十分なまま鏡視下縫合すると長期成績が

不良となる危険がある.このため鏡視下縫合は受傷

後半年以内と している報告もある 7)

今回，著者らが報告した掌側進入法はこれらの問

題点を念頭に置き，より少ない侵襲で進入し，十分

な小禽部掻把のもとに TFCC深層を縫合することを

目指したものである.それぞれの進入路を比較する

と掌側進入以外は， I健支持，関節包の処置に十分

な注意を払う必要があるのがわかる(図 3).掌側進

入では掌側関節包， TFCC椀尺靭帯へ至るまで，目

立った神経， 血管はなく ，のちに修復を要する組織

はない.また修復のための関節切聞は，掌側機尺靭

帯の線維方向に沿い，また合併する尺骨手恨靭帯損

傷の修復もこの術野で可能である.

掌側進入の利点は以下の通りと考える.関節支持

組織の切聞が小さく，術野周囲に神経血管組織が少

-60ー
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B-

図 3 TFCC修復の進入路

A: 5-6区画間進入 B:手関節鋭視下

C:掌尺側進入 0:掌側進入

ない.小宮部の掻把が容易でかつ確実に行うことが

できる.術中レン トゲン透視を用いるが，特別な道

具は不要で，手術手技も容易である.以上より ?本

術式は TFCCIB損傷に対する有効な治療法と考え

た.

[まとめ]

TFCCIB損傷に対する新しい直視下掌側進入縫合

法を報告した.本法は比較的低侵襲で，手術手技も

容易であり， TFCCIB損傷の小嵩部縫合手術として

有用であった.

[文献1
1) Garcia-Elias M， et al. Surgical approach to the triangular 

fibrocartilage complex. Tech l-Iand Up Surg 7: 134-140， 

2003 

2) 森友寿夫ほか.三角線維軟骨複合体尺側部断裂に対す

る掌側進入法による尺骨小禽部縫合術.日手会誌 22:

261・265.2006.

3) Iwasaki N， et al. Arthroscopically assisted reattachment 

of avulsed triangular fibrocartilage complex to the fovea 

of the 1I1nar heacl. J l-Iancl SlIrg 34A: 1323-1326，2009 

4) Atzei P， et al. New trencls in arthroscopic management 

of lype 1-B TFCC injuries with DRUJ instability. J l-Iancl 

SlIrg 34E: 582-591， 2009 

5) Nakal1lllra T， et al. Functional anatomy of the trianglllar 

fibrocartilage complex. J l-Iancl Surg 21B: 581-586， 1996. 

6) l-Iallqslveclt JR， et al. Relative contributions of th巴 ulnar

altachments of the triangular fibrocartilage complex to 

the clynamic stability of the clistal racliolllnar joint. J 

l-Iancl Surg 3lA: 445-451， 2006. 

7) 篠原孝明ほか.鏡視下 TFCC縫合術の治療成績.日手

会誌 27・641・643，2011
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物中、:

o Sliding Rack (OSR) plateを用いて榛骨短縮骨切り術

を施行したKienbock病の治療経験
もりさわ やすし たかやましんいちろう

森津妥ぺ高山真一郎**
|自由投稿論文|

o SIicling Rack plateを用いて擁骨短縮骨切り術を施行したKienbock病の治療経験を報告した.対象は 3

例 3手，男性 2例女性 1例， 年齢は平均 32歳，術後経過観察期間は平均 21カ月，病期は Lichtmanstage 

3A: 2例， 3B: 1例であった.全例で尺骨 minusvariantであり，鏡視下に榛骨手根関節の滑膜切除，槙骨

を zerovariantまで短縮した.さらに背側から月状骨に骨子しを聞け，機骨から採取した骨釘を刺入し， Briclge 

typeの創外固定器 (MEsystem社，東京)を装着 した.椀骨短縮の際に， OSR plate (JM M社，大阪)を使

用した.検討項目は，骨癒合， l'客痛，握力，日本手外科学会評価(以下日手会評価)，単純 X線像での術直

後と最終診察時での矯正損失とした.全例で骨'癒合は得られ，手関節痛は軽減 した. 日手会評価は優2，良 1，

単純 X線像では有意な矯正損失はなかった.榛骨短縮固定の際に OSRplateを用いることで screwを刺入す

る手技と圧迫をかける手技が順次別々にでき，容易 ・確実に施行可能であった.

[緒言]

応enbock病 Licht:manstage 1) 3A症例は，通常 Iev-

eIIing手術の適応であり，特に尺骨の minusvariant 

例には榛骨短縮骨切り術が適用される 2) 一般に

IeveIIing手術の適応は Lichtman1 -3Aとされてい

るが，時に 3Bにも試みられることがある 3) 著者

らは， 0 Slicling Rack plate (以下， OSR plate) (JMM  

社，大阪)を用いている.OSR plateは plateに rack

(歯ざお)を取り付けた焼骨遠位端骨折治療用の掌

側 lockingplateであり， pinion (小歯車)を回すこ

とで骨片の移動(延長，短縮)を容易に行うことが

できる 叫 (図 1). OSR plateによる梼骨短縮骨切り

術を施行したのでその治療成績を報告する.

[対象と方法]

症例は回enbock病の 3例 3手，男性2例女性 1例，

手術時年齢は 23，30， 43歳(平均 32歳)，術後経

過観察期間は 12-30ヵ月(平均 21カ月)，Lichtman 

stage 3A : 2例，3B : 1例であった.ulnar varianceは

-3， -4， .4.5mm (平均 3.8mm)，全例で 1.鏡視下に

検骨手根関節の滑脱切除 2.棋骨を zerovariantま

で短縮， 3.背側から月状骨に骨子しを開け，梼骨から

採取した骨釘を刺入， 4. Briclge typeの創外固定器

図 1 OSR plat巴:小歯車を回すことで骨片の移動

(延長 ・短縮)が容易にできる.

(ME system社，東京)を装着した(約 6週間).梼

骨短縮の際に， OSR plateを使用した.

検討項目は，1.骨癒合， 2.痔痛， 3.握力(術前，

最終診察時)， 4. 日本手外科学会評価(以下，日手

会評価)， 5.単純X線像での raclialinclination (以下，

Rl)， volar tilt (以下，VT)， ulnar variance (以下， UV)， 

carpal height ratio (以下， CHR)の術直後と最終診

察時での変化とした.

[結果l
骨癒合は全例に得られた.術前に存在した高度の
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OSRplateを用いた榛骨短縮術

表 1 症例一覧
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図 2 a 単純 X線正面像

b: CT側面像

c: MRI Tl強調像

d: M悶T2SPIR像

手関節痛は術後に 2例で消失 1例で軽減した.握

力は術前健側比 41%が 65.3%と改善 した.日手会

評価は優 2例，良 1例，単純X線像において悶，VT， 

UV， CHRは手術直後と最終調査時では明らかな有

意差を認めなかった(表 1). 

症例 1: 30歳，男性

主訴 :右手関節痛(利き手 :右)

職業:冷蔵庫を運ぶ肉体労働

現病歴:3-4年前から手関節痛を 自覚 した 徐々

に増強したため，近医を初診し， 当院紹介となった.

身体所見 ・検査所見 :右手関節背側月状骨の部位

に一致 して圧痛があっ た.手関節可動域は掌屈 40

度，背屈 50度，囲内 90度，回外 90度，握力は 23.9kg

(健側 44.2kg)であった単純X線像では月状骨の骨

陰影の増強，圧壊， 舟状骨の ringsignも認め，MRI

ではTl1ow，T2 SPIR lowであった (図 2a，b， c， d). 

回目bock病 Lichtman3Bと診断し，手術を施行し

た.

手術所見 :手関節鏡視下に月状骨は滑脱増生と陥

図3 術中所見
a.関節鋭所見軟骨は残っているが，滑脱の鳩

生を認める.
b: i倹骨から骨釘を採取する.
c.手関節背側を展開して骨釘を刺入する.
d 術後単純X線正面像

凹を認めたが，表面の軟骨は残っており ， ì~I}股切除

を施行した. OSR plateを用いて梼骨を短縮 し， 骨

釘を榛骨から採取 し，手関節背側から伸筋!躍をよ

け，関節包を開け ドリルで月状骨に骨孔を作成し骨

釘を刺入 した.さらに Bridgetype創外固定器を 6週

間装着 した(図 3a，b， c， cl). 

術後経過.術後 30カ月時点で手関節痛はなく，

単純 X線像では圧壊していた月状骨はふくらみ，

骨陰影は正常化してきた.MRIでも T1，T2 SPIR 

で一部高j節度の部分がみられた (図 4a，b， c).手

関節可動域は掌周 60度，背屈 65度，囲内 90度，

回外 90度，握力は 29kg(健側 48.4kg) と改善がみ

られ，前職と同等の負荷を要求される水を運ぶ仕事

に復帰している.日手会評価は優であった.

[考察]

今回の 3例の Kienbock病は Lichtman分類では

stage 3A 2手， 3B 1手である.著者らは 3Bもlevel-

ling手術をし，改善がない場合に手根骨固定，近位

手根列切除術などの salvage手術を行 って いる.
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908 OSR plateを用いた榛骨短縮術

図4 術後 30ヵ月

a:単純 X線正面像 月状骨の膨化 ・骨陰影の

正常化が認められる.

b: MRl T1強調像 月状骨の輝度変化の一部
改善が認められる.

c: M悶1'2SPIR像 月状骨の輝度変化一部改
善が認められる.

回enbock病の治療はいまだに完全には統一見解が

得られておらず，骨髄血移植と創外固定の併用 5)

血管柄付き骨移植 6)など種々の治療報告があり，著

者らは前述のように 4つの手技を施行 している.こ

の中で焼骨短縮骨切り術は偽関節 ・遷延治癒が危慎

され，決 して容易な手技ではない 7) 従来の圧迫

plateでは，圧迫をかけながら screwを刺入してい

くので助手に軸圧をかけてもらう必要性があるこ

と，また，圧迫のかけられる Jplate (瑞穂医科，東

京)7) もあるが，圧迫器が大きく手技が煩雑で容易

ではない.OSR plateでは screw操作と圧迫操作が

別なので， screw固定を してから，順次，圧迫を施

行でき，確実で容易に圧迫がかけられる.さらに長

軸方向の screwに加えて末梢骨片に 4本の screw

が焼尺方向にも刺入可能であり，直線型 plat巴に比

し回旋しにくい.今回の 3例でも矯正損失は殆どな

く骨癒合が得られた.

[まとめ]

OSR plateを用いて槙骨短縮骨切り術を施行した

Kienbock病の 3例を報告した.OSR plateを)=I=J~)る

ことで，手技が確実 ・容易となり，さらに強固な固

定性が得られ，術後の矯正損失も殆どなかった.
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発症後 6か月以上保存療法に抵抗性の慢性手関節尺側部痛を有し手関節鏡と尺骨短縮骨切り術を施行した

16例の治療成績と問題点を報告する.尺骨偏位は全例 -2から 2mmの範囲内で， M聞でTFCCに損傷を認

めた.術前 ORUjに不安定性あり 14例，不安定性なし 2例，関節鏡所見は Palmer分類 2A:1例，2B: 11例，

2C: 2例， 20: 2例であった.尺骨短縮骨切りやIrrを行い，術後約 1年で内固定材を抜去した.合併症は骨切

り部再骨折 2例，選延治癒 1例，~客痛 と ORUj 不安定性が残存したものに追加鏡視下デブリドマンを行った

1例，術後 CRPSを発症したものが l例あった.治療成績は，痔痛なし 13例，軽度感痛あり 1例，建痛あり 2

例であった Mayowrist scoreはexcellent13例， good 1例，poor 2例で， poorの症例は痔痛と ORUj不安定

性が残存した 1例と， CRPSの 1例であった.ORUj不安定性なしは 14例，不安定性ありは Palmer分類 20

の2例であった.高度TFCC損傷がある症例は尺骨短縮骨切り術だけでは ORUjの不安定性と悲痛が残存

する可能性がある.

[緒言]

尺骨突き上げ症候群や三角線維軟骨複合体(以下

TFCC)損傷は骨傷を伴わない手関節尺側部痛の原

因として代表的な疾患である.治療は局所の安静や

固定などの保存療法が行われその約 70%に症状の

改善がみられるが 1) 症状が改善しない場合は手術

療法が行われる.当科では保存療法が無効であった

慢性手関節尺側部痛に対し尺骨短縮骨切り術を行っ

ているので，その治療成績と問題点を報告する.

[対象と方法]

対象は過去 5年間に，発症後 6か月以上保存療法

に抵抗性の慢性手関節尺側部痛を有し，関節鏡と尺

骨短縮骨切り術を施行した 16例である. 男性 6例，

女性 10例，平均年齢 37.9歳 (18-62歳)，平均経過観

察期間は 21.5か月 (12-36か月)であった.原因とし

てスポーツは野球 1例，剣道 1例，テニス 1例，職

業は作業労働 7例，美容師2例， 看護師2例，その他

2例であった.尺骨偏位(以下 UV)は 2から Omm

未満が3例， Ommが4例，0から 2mmが9例であっ

た.MRIでTFCC内部信号変化を認め損傷と診断

したものが9例，小宮部に損傷を認めたものが8例

であった.術前麻酔下で遠位榛尺関節(以下 ORUj)

に徒手的に不安定性あり(左右差がありエンドポイ

ントを認めなかった)と判断したものが 14例，不

安定性なしと判断したものが2例であった.手術方

法は，まず関節鏡で横骨手根関節鏡視(以下 RCj

鏡視)と遠位樟尺関節鏡視(以下 ORUj鏡視)を行

い， TFCCや月状骨関節面の評価および滑膜炎の有

無を確認し， TFCC損傷がある場合はデブリドマン

を行い，滑膜炎は可及的に切除した.次に尺骨骨幹

端で 2mm短縮骨切りを行い，プレート固定したも

の 14例， step cutでスクリュー固定したもの 2例で

あった.術後約 l年で内固定材の抜去を行ったのは

15例で，その時鋭視を行ったものが 10例であった.

尺骨短縮術に先行して直視下TFCC縫合術，鏡視下

TFCC縫合術， 鏡視下TFCCデブリドマンが各々1例

に行われていた.術後評価として終痛の程度 Mayo

wrist score， ORUj不安定性の有無を調査した.

[結果]

関節鏡所見での TFCC損傷を評価すると， Palm-

er分類2Aが1例，2Bが11例， 2Cが2例， 20(TFCC 

perforation + lunate and ulnar head chondromalacia) 
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910 慢性手関節尺側部痛に対する尺骨短縮骨切り術の成績

表 1 症例一覧

1官前 術後再鏡
経過観

症例年齢性月IJスポーツ/職 UV ORUJ Palmer ，術後a 痔痛 ORUJ干見日寺 ，Mayo wrist 特記事工百
(mm)不安分類 不安 Palmersco但

祭期間‘

定性 定性分類
(月)

1 40女 作業労働 。あり 28 あり なーし - I:oor 直視下TFCC縫合，CRPS 36 
2 18男 野球 。あり 22 D あり 匂 あり 2[) 殴or 一4 迫銭力裡日主下量T規F?でブ'~ドマン 20 
3 36男 剣道 0あり D 程度ありあり ~，g !g!叩 9 下TFCC縫合 12 
4 30男 作業労働 0あり 28 なし なし 2日 excel胎nt 12 
5 20亥 美容家 2あり 28 なし なし ー _eZ_C旦))"wt 骨折(術後6か月) 22 
6 28女 美容家 ー1.5あり 28 なし ななし - excel19nt 骨折(術後9か月) 17 
7 45女 作業労働 0あり 28 アd:しし 28 excel恒nt 19 
日 36男 テニス -2あり 2C なし
9 27女 看護師 0なし 28 なし
10 62女 作業労働 17あり 2C なし
11 34女 看~師 1.2あり 28 なし
12 56男 その他 2なし 28 なし
13 26女 作業労働 2あリ 28 なし
14 53女 その他 2あり 28 なし
15 27女 作業労働 2あり 28 なし
16 47男 作業労働 2あり 2A なし

図 1 X*泉{象lNOmm

が 2例であった(表 1).抜釘時に再鋭視した 10例で

は， 2A， 28， 2Cに新しい損傷は認めず，2Dのう

ち1例は TFCCの穿孔が縮小し，もう 1例は月状

骨尺側軟骨面の不整像を認めた.合併症は骨切り部

で骨折したものが 2例あり いずれも若年女性のt怪

微な外傷によるもので，術後 6か月に抜釘を行いそ

の数日後に骨折したものと，step cutでスク リュー

固定した症例が術後 9か月に転倒し骨切り部で骨折

を生じた.骨切り部遅延治癒を 1例に認めたが，こ

れは中枢側のスクリューの固定性不良が原因で，術

後 3か月に再固定を行った.感痛と DRU]不安定性

が残存した 1例に追加鏡視下デブリドマンを行っ

た.術後 CRPSを発症したものが 1例あ った.治療

なし excel恒nt
なし 28 excel恒nt
なし 28 excel恰nt
なし 28 excellent 鏡視下デフリドマン
なし 28 excellent 
なしー excellent 
なし 28 excellent 
なし 28 巴xcellent
なしー excellent 遷延治癒

図 2 M則 (T1star) TFCC月状骨に

明らかな損傷認めず

24 
24 
20 
36 
24 
12 
17 
24 
26 

成績は，先行手術なしの 13例において，終痛なし

12例，終痛あり 1例であった. Mayo wrist scoreが

excellent12例，poor H9U， DRU]不安定性なし 12仔1]，

不安定性あり 1例で， poorの 1例 は痔痛と DRU]

不安定性が残存していた.先行手術で鏡視下デブリ

ドマンを行った 1例は，術後終痛なし，Mayo wrist 

score excellent， DRU]不安定性なしであった.先

行手術で直視下 TFCC縫合を行った 1例は，尺骨短

縮術後 CRPSを発症し，やjq後痔痛あり， Mayo wrist 

score poor， DRU]不安定性なしであった.先行手術

で鏡視下 TFCC縫合を行った 1例は，術後程度廃痛

あり ，Mayo wrist score good， DRU]不安定性あり

であった.
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図 3 RC]鏡視像TFCCが緩んでいる 図4 X線像尺骨短縮骨切り後 図 5 RCj鋭視像

症例呈示

症例 9:27歳，女性看護師.

主訴 :右手関節尺側部痛

現病歴:特に誘引なく右手関節尺側部痛が出現し

保存療法で症状が改善せず l年 6か月後に当科を受

診した.

身体所見・検査所見 :Ulnar grincl t巴stで圧痛，

crepitusを認め，手関節可動域は伸展 70度，屈曲 90

度，握力は右 20kg，左 32kg，DRU]に不安定性は認

めなかった.x線像にて UVOmm (図 1)，M悶で

TFCC，月状骨も含めて明らかな損傷は認めなかっ

た(図 2). 

手術所見 :RC]鏡視でTFCC横背側に変性を認め，

緊張が緩かった(図 3).三角骨軟骨面に変性を軽

図 6 X線像内固定抜去後

度認めた (Palmer分類 2B).尺骨骨幹端で 2mm短

縮骨切り を行いプレー卜 固定 し (図 4)，再鏡視で

TFCCの緊張が良好となった(図 5). 

術後経過 :痔痛は消失 しDRU]に新たな不安定性

は認めず，術後約 1年で内固定材の抜去(図 6) と

鏡視を行った.TFCCの緊張は良好で、，わずかに月

状骨軟骨面に毛羽立ちを認めた(図 7).抜釘後 1

年で熔痛とDRU]不安定性は認めない.

[考 察]

尺骨突き上げ症候群や DRU]の軽度不安定性に対

する尺骨短縮骨切り術は，尺骨手根聞の除圧とTFCC

にかかる負荷を軽減 し，DRU]の適合性を向上させ

安定化させる作用がある 2)3) CTILlI14)や Beakら5)は

図 7 RCj鋭視{象
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尺骨突き上げ症候群に対し尺骨短縮骨切り術を行い

良好な成績を報告 している.中村ら2)は遠位槙尺

関節，尺骨手根関節障害に対し尺骨短縮骨切り術の

良好な成積を報告し，著者らの成績も 16例中 14例

は成績良好で諸家の報告と同様の結果であった.合

併症として Beakら5)はCRPS2例を報告し，中村ら 2)

は64例中偽関節 2例，プレート脱転 2例，再骨折

1例， 尺骨神経刺激症状 2例， DRUJの変形性関節

症性変化8例を報告している.当科でも再骨折2例，

遷延治癒 1例， CRPS 1例を発症 した.また成績不

良例として， Chunら4)は30例中 2OU， Beakら5)は

31例中 2例，中村ら 2)は64例中 2例を報告してい

る.当科の 2例 (Mayowrist score good 1例と poor

l例)は uvがOmmと1.5mmで動的尺骨突き上げ

症候群とそれに合併すると TFCC変性損傷と DRUJ

不安定症と考えられた.Mayo wrist score goodの 1

例は Palmer分類 2DでTFCCの穿孔は樟骨側縁に

認め， foveaでの剥離は不明であったがTFCCの緩

みがあり，先行手術で鏡視下 TFCC縫合術が行わ

れたが，尺骨短縮骨切り術後に終痛と不安定性が軽

度残存した.Mayo wrist score poorの 1例は同じく

Palmer分類 2Dであるが穿孔が大きく foveaでの

TFCCの剥離を認め高度な TFCC損傷を合併してお

り，尺骨短縮骨切り術後に廃痛と DRUJの不安定性

が残存した.Chunら4)はPalmer分類 2Eの尺骨短縮

骨切り術後の成績がpoorで、あったと報告し，中村ら 2)

は小閣での TFCC剥離を認めた症例は尺骨短縮骨

切り術後再度 DRUJ不安定性が出現したと報告して

いる. Nishiwakiら"は生体力学的に DRUJの安定

性における尺骨短縮骨切り術の効果を分析し，小宮

に損傷がある場合は尺骨短縮骨切り術のみでは

DRUJの安定性が得られないことを報告 している.

以上より Palmer分類 2DのTFCC損傷がある場合，

尺骨短縮骨切りだけでは DRUjの不安定性と終痛が

残存する可能性があり，付随する TFCC損傷に対

し縫合，再建などの併用も考慮する必要があったも

のと考えられた.

[まとめ]

保存治療に抵抗性の慢性手関節尺側部痛症例に対

し尺骨短縮骨切り術を行い概ね良好な成績であった

が，高度 TFCC損傷がある症例は尺骨短縮骨切り

術だけでは DRUjの不安定性と熔痛が残存する可能

性があり本法の限界と考えられた.

[文献1
1) 小野宏之ほか.TFCC損傷に対する保存療法の検討.

日手会誌 21:852-855， 2004. 

2) Nakamura T， et al. Ulnar Shortening Procedure for the 

Ulnocarpal and Distal Radioulnar joints Disorders. J Jpn 

Soc Surg Hancl15: 119・126，1998 

3) Nishiwaki M， et al. Ulnar shortening effect on distal ra-

clioulnar joint stability: A biomechanical study. J Hand 

Surgん1130: 719-726， 2005. 

4) Chun S， et al. The ulnar impaction syndrome: Follow-up 

of ulnar shortening osteotollly. J Hancl Surg Am 18: 46-

53，1993. 

5) Baek H， et al. Ulnar shortening osteotollly in icliopathic 

ulnar impaction syndrome. J Bone Joint Surg Am 87・

2649・2654，2005
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変形性手関節症に対する部分手関節固定の治療経験
きむらひろあき しらさかりつろう わかすぎたくま いしづきまさふみ

木村浩明¥白坂律郎*，若杉琢磨*，石突正文**

変形性手関節症に対し部分手関節固定術を行った症例について術後成績を検討し考察を行った.対象は当

科にて変形性手関節症に対し4-cornerarthrodesisを施行した4例 5手で全例 Watson分類 stage3であった.

全例男性で手術時年齢は平均 57.5才，経過観察期間は平均 5年 10ヵ月であった.評価は痛み，握力，子関節

可動域，画像所見について行った.握力は保たれたが可動域は低下 し，偽関節が危慎された症例があったが

臨床上問題となるこ とはなく 全例原職復帰可能であった.4-corner arthrodesisは握力の回復や除痛に有効

との報告が多い一方，偽関節や関節可動域制限の問題が報告されている.偽関節については内固定材料の進

歩により リスクは軽減していると考えられる.関節可動域は DISI変形の矯正により背屈可動域が得られる

と考えるが，可動域制限が残っても除痛を得られれば患者満足度は高く手術の意義は高いと考えられた.

[緒言]

変形性手関節症の一種である Scapho-lunatead-

vanced collapse wrist (以下 SLACwrist)は 1984年

の Watsonらの報告に由来 し3つの病期に分類され
る 1)

同様の病態は舟状骨骨折偽関節長期経過例でも見

られ， Scaphoid nonunion advanced collapse wrist (以

下 SNACwrist) と呼ばれる 2) SLAC， SNAC wrist 

の進行例に対 しては，月状有頭骨 (LC)間関節固定

や有頭月状有鈎三角骨 (CLTH)間関節固定 (4-corner

arthrodesis) といった部分手関節固定術が行われ，

多くの報告がなされている.

今回，著者らは SLAC，SNAC wristに対 し4-cor-

ner artht・odesisを施行した その術後成績を検討し

考察を行った.

[対象と方法]

対象は当科にて手術を施行 した4例 5手で内訳は

SLAC wrist 2例 3手， SNAC wrist 2例 2手で全例男

性，病期は全例 Stage3，手術時年齢 50歳 -66歳，

平均 57.5歳，経過観察期間 10か月 -10年，平均 5

年 10か月であった.評価は痛み，握力，手関節可

動域，画像所見について行った.尚，握力，可動域

に関して両側例は対象から除外した.

[結果]

全例，痛みの訴えはほとんどなく ，原職に復帰可

能であった.握力対健側比は術前平均 66%(54%-

73%) から術後平均 83% (69 % -96 %) ，掌背屈可

動域対健側比は術前平均 47%(38% -63%)から術

後平均 34%(33%-36%)であった.患側実測平均

値では握力は術前 22.7kgから術後 30.3kg，可動域

(掌屈/背屈)は術前 38
0

/41
0

から術後 35
0

/32
0

とな

った.画像所見に関 しては 2例で月状骨背屈!1lZ;位が

残存 した.また，偽関節が危↑具された症例が2例あ

ったが，範囲は限局的で問題となることはなかった.

概ね 3-6か月 で骨癒合が得られ，再手術を要 した

症例はなかった.

症例呈示

症例 1: 50歳男性，機械工

主訴 :右手関節痛

現病歴:数年前から特に誘因なく右手関節痛出現.

外傷歴は明らかなものはなかった.

身体所見・検査所見 :手関節可動域は掌屈 45
0

，背

屈70
0

，握力は 26kgであった.X線は SLAC(stage3) 

であった.

手術所見:手関節遠位背側より横皮切で進入し舟

状骨， 手根骨関節面il次骨を切|徐後，径1.5mmおよ

び1.2mmの鋼線を用い有頭ー月状骨，有鈎一三角骨，

受理日 2013/11/21 
*土浦協同病院 〒300・0053 茨城県土浦市真鍋新聞T11・7
*本石岡市医師会病院
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図 1 術前 図 1 術後 図 1 術後 1年5か月

図2 術前 図2 術後 図 2 術後 10か月

有頭有鈎骨，月状 三角骨聞を関節固定し関節裂

隙には自家腸骨を移植した.

術後経過 :6週shortarm castにて固定の後， ROM 

訓練を施行した.最終診察時 (1年 5か月)，画像

上骨癒合は得られており，手関節可動域は屈曲 30
0

，

伸展 45
0

，握力は 42kgであった.術後 3か月で原

織に問題なく復帰した(図 1).

症例 2:50歳男性，製造業

主訴:右手関節痛

現病歴 :25年程前に右手舟状骨偽関節を指摘さ

れたが放置 していた. 1年前から右手関節痛増悪し

当科受診とな った.

身体所見 ・検査所見 :手関節可動域は掌屈 40
0

，

背屈 30
0

，握力は 24kgであった.術前X線で SNAC

(stage3)を認めた.

手術所見 :手関節遠位背側から検皮切で進入し舟

状骨，手根骨関節面軟骨を切除後，有頭一有鈎骨，

月状 三角骨聞を Acutrakで有頭ー月状骨，有鈎

月状骨，有頭一 三角骨聞を銅線でそれぞれ関節固定

した.

やI:j後経過 :6週 shortarm castにて固定の後， ROM 

訓練を施行した.最終診察時(術後 10か月)，概ね

骨癒合は得られている と考えられ，手関節可動域は

屈illl30
0

， {I!I展 30
0

，握力は術前 24kgから術後 26kg

となった.術後 3か月で痛みの訴えなく原職に復帰

した(図 2).

[考 察1
4-corner arthroclesisは除痛効果が高いものの手
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関節可動域低下や術後の高い偽関節率が問題となる

と報告さ れている 3) 関節可動域低下に対しては

DISI変形を十分に矯正することで背屈可動域が得

られると考えられるが，確実な骨癒合を得る為には

固定関節聞の適合性や内固定材の至適位置への挿入

が必要であり矯正はある程度のところで妥協せざる

を得ない症例もあった.偽関節に関しては headless

compression screw等の内固定材の進歩によりリス

クは軽減していると考えられる.今回著者らが経験

した症例では全例，手関節可動域は低下し画像上，

偽関節が危慎された症例があったが，臨床上，問題

となることはなかった.除痛と握力改善が得られ患

者満足度は高く，症例(良い適応は力作業をする中

年以降の男性)を選べば手術の意義は大きいと考え

られた.

[まとめ]

変形性手関節症(SLAC，SNAC wirstlに対し，4-cor 

ner arthrodesisを施行し良好な結果を得た

全例手関節可動域低下， 2例で偽関節が危倶され

たが問題となることはなく ， ト分な除痛が得られ患

者満足度は高かった.

{文献]

1) Watson HK， et al. The SLAC wrist: scapholunate ad-

vancecl collapse pattern of clegenerative arthritis. J 

Hand Surg 9-A: 358-365， 1984. 

2) Watson HK. Examination of the scaphoicl. J Hand Surg 

13-A: 657-660， 1988 

3) Mulforcl JS， et al. Proximal row carpectomy vs four cor 

ner fusion for scapholunate (SLAC) or scaphoicl non-

union advancecl collaps巴 (SNAC)wrists: A systematic 

review of outcom巴s.J Hand Surg Eur 34-E: 256-263， 

2009 
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[対象と方法]母指を除く 10歳以下の手指の屈筋腿損傷 14例 16指の術後成績を検討した.手術時の平均

年齢 5歳，損傷部位は Zone1が4指， 2が8指， 3が3指， 4が1指，全例で端端縫合が可能で，縫合法は 2，

4， 6 strandと症例ごとに異なっていた.後療法は， 2007年 12月以前の症例は 3週間の固定法を 12指に，

2007年 12月以降 6strandで縫合できた症例は，患側で物を持つこと，患肢の他動伸展以外に制限を設けず，

外固定下で自由に手指を動かさせる早期自動運動を 4指に行った.術後の平均観察期間は 7年であった. [結

果]平均%T品 4は87%で，成績不良例は低年齢，特に 3歳未満の症例であった.術後にl世剥離を行った 2

指はともに 3歳以下の，後療法を固定法で行った症例であった. [結語13歳未満および後療法を固定法で

行った症例は術後成績が不良であった.強固な縫合が行えた場合 外固定下で自由に指を動かさせる早期自

動運動は治療成績の向上に繋がるものと思われた.

間は 12日 (0-77日)で，術後の平均tm察期間は 7

年 10か月 (6か月 -18年8か月)であった.

全例で端端縫合が可能で， 1.腔縫合法は当初には

Kessler変法，津下法，津下法 2団施行の 4-strand

core sutureを，最近は Yoshizu1 (Y1)法や tripleloop 

法でのらstrandcore sutureで行っており，症例に

よって異なっていた. peripheral sutureは全例に行

った.後療法は， 2007年 12月以前までの 12指は 3

週間の固定法を行い，固定肢位は tensionreducing 

position，もしくは手関節 20-30度掌屈，中手指節

(MP)関節 60度屈曲，指節間(IP)関節を伸展位と

した. 2007年 12月以降はらstrandcore sutureが行

えた 4指では，手関節を軽度掌JIiLMP関節 30-

60度屈曲， IP関節伸展位の背側シーネ固定下に，

患側で物を持つことや患肢の他動伸展の禁止以外に

制限を設けず，自由に指を動かさせる早期自動屈曲

伸展運動療法を行った.

これらの症例に対して，関節可動域は%to凶 ac-

tive motion (T品 1)を用いた日本手外科学会の指屈

筋腿機能評価法および、Strickland評価法により，優，

良，可，不可の 4段階で評価した また，J陛断裂や

癒着に対する追加処置の有無を，未就学児童の6歳

未満と就学児童である 6歳以上の年齢別， Zone 2 

とZone2以外の損傷部位別， 2-strandと4もしくは

[緒言]

手指の屈筋!腔縫合後の成績は，J陸縫合法の改良と

早期自動屈曲伸展運動療法の普及により ，成人例に

おいては良好な成績が得られている 1)2) 一方，小児

例においては受傷から手術までの期間が長い，指が

小さく手術手技が困難，後療法に協力が得られにく

く早期自動屈曲伸展運動療法は困難で固定法が一般

的である，術後にl世剥離を要する例が多いなど，成

人例とは異なる特徴があり，安定した成績が得られ

にくいのが現状である 3)4)今回，母指を除く 10歳

以下の手指の屈筋!挫損傷例の固定法及び早期自動屈

曲伸展運動療法の術後成績から，成績不良因子を検

討したので報告する.

[対象と方法]

対象は 1992年以降， 当科で手術加療した母指を

除く 10歳以下の手指の屈筋腿損傷 14例 16指，男

児 11例，女児 3例である.手術時の平均年齢は 5歳

(1-10歳)，損傷指は示指4指，中指5指，環指3指，

小指 4指で，損傷部位は Zone1が4指，Zone 2が8

指， Zone 3が3指， Zone 4が l指であった.深指屈

筋l腔 (FDP)・浅指屈筋l腿 (FDS)の両陛損傷が 11

指であり，合併損傷は指神経損傷が 11指，正中神

経損傷が l指であった.受傷から手術までの平均期

受理日 2014/01/30 
サ濁協医科大学 〒321-0293 栃木県下都賀郡壬生町北小林880
村獅協医科大学日光医療センター 惣形外科
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表1 治療成績 (1)

「一 |一一一一面司一一一 1-6歳未王者扇町f一議 lj島田 正歳未満(4福了 3~5議(4}吾 1
1_8手会協TA!y11 ____ ?I%lQ旦士二1_9Q~~L_ I _810/0___ '-____94目
! |円(優働9，良郎4，可3i;三不示可b泊)Iい(イ傍俳夢酔4，良配1， 可3忌γ一 (暗{優基5，良釦3)
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(良1，可3) (俸の ! 
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(臼{係z悪事引1ロ2，良2，可2，不可Oω)Iい(優5，良1し， 可2θ)i (日{優基17，良1竹) (優1，良1，可2fl-------u基4)---------，
l 腔剥離 -1しh ρ 之{世f知|止主指 I 2{91J2福 : むし 2例2指 十 なし j 

表2 治療成績 (2)

z。neII (8指) Zone II Jょlタト(8指) 国A';去(12指) 早期運動療法(4指)

日手会協 略 90目 86略 90%
({憂3，良3，可2) (懐6，良1、可1) (j基7，良2，可3) (優2，良2)

Strickland 87% 
盟主主II

1指

84% 76弘 81% 82% 
盟与&1)

なし

((基8，良1.可1) (傍4，良1、可1) ci妻9ム皇jι可2)
2f1lj2指腿歪|路t 1福 1t旨

らstrandcore sutureの縫合法別，固定法と早期運動

療法の後療法別についてそれぞれ検討した.

統計学的検討は日手会%T品4とStricklancl法に

よる評価は χ2検定を，その他は stuclentt検定を用

いて行い， p値が 5%未満を有意差ありと した.

[結果]

全例の日手会%T品4は平均 87%(50-100%)で

あり，優 9，良 4，可 3であった_Stricklancl法は平均

82% (30-100%)であり，優 12，良 2，可 2で，と

もに不可の症例はなかった. I躍の再断裂例はなかっ

たが，腿剥離を 2例 2指に行い，ともに日手会%

T馴， Stricklancl法は可であった(表 1).年齢別

の成績は， 6歳未満， 6歳以上の症例がそれぞれ 8

指ずつで， 6歳未満は 6歳以上の症例に比べ日手会

%TAM， Stricklancl法とも有意差は認められないが

不良な傾向であった.また，腔剥離を要した 2指は

ともに 6歳未満の症例で、あった.この 6歳未満の 8

指をさらに 3歳未満と 3歳以上に分け検討したとこ

ろ， 3歳未満の症例は日手会%T品!I， Strickland法

とも有意差は認められないが成績は不良な傾向であ

り，腿剥離を行った 2指はともに 3歳未満の症例で、

あった.

損傷部位別の成績は， Zone 2はZone2以外の症

例に比べ日手会%T品!I， Strickland法とも有意差は

認められないが劣る傾向にあった(表 2) 縫合法

別の成績に差はみられなかった.後療法別の成績

は，固定法と早期自動屈曲伸展運動療法の痕例にお

いて可動域に差はみられなかったが， I陛剥離を要し

た2指はともに固定法であった.

腿剥離を行った症例を呈示する.症例は 1歳の女

児.茶碗をも ったまま転倒受傷 し，同日近医を受診

するも皮膚縫合のみを受けた.右環指の屈曲が行え

ないことから，紹介にて当科を受診し，受傷から 77

日目に手術を行った.右環指の FDS'FDPはともに

Zone 2での完全断裂であり， FDSは切除を， FDPは

5-0津下針針-を用いた tripleloop法での6--s坑tran町凶lC吋clc∞ore
s叩utωur陀eおよびび、6-0ナイロン糸を用いた pe引r旬he引r壬司a討ds剖u-

t印ur陀eにて端端i端端i縫合を行つた術後は手関節1臼5度掌屈，

tension rゐでe吋d血山u山lにCαingpositionで3週間固定したた.術後 2

年の右環指の可動域(伸展/屈曲)は MP関節 0/80，

PIP関節 20/100，DIP関節 010であり，日 手会%

TAMは62%の可， Strickland法は 30%の可であっ

た.腿縫合の 2年後に腔剥離を行った 初回手術か

ら約 8年後の最終観察時，右環指の可動域は MP関

節 25/88，PIP関節ー20/103，DIP関節 8/30であり，

日手会%T仙 fは66%の可， Stricklancl法は 44%の

可であった.

[考察]

小児の回筋l陛損傷に対する端端縫合の治療成績に

おいて，日手会%T品4または Strickland法による

優と良の占める割合は，囲内報告で 63%5)，53%0)， 

海外報告で 100%7)，92%8)， 80%9)であり ，対象の年

齢，損傷 Zone，後療法，評価法の違い等により 差

がみられるが，おおむね 60-100%である.著者ら

の結果は日手会%T仙 fが 81%， Strickland法が 87

%で，他の報告とほぼ同等の成績であった.しかし，

腿の再断裂例はなかったものの，J腔剥離を 2例に行

っていた.
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918 10歳以下の小児屈筋l腿断裂の治療成績

小児の屈筋腿損傷の治療成績に影響する因子は，

年齢，損傷 Zone，受傷から手術までの期間，指神

経損傷合併の有無， FDSI陸処置の有無，後療法等が

ある.Elhassanら3)は 16歳未満の小児 Zone1， 2の

屈筋腿修復の成績に影響する因子を検討し， Zon巴2，

両腔修復例，指神経合併例が不良であると報告して

いる.また， Fitoussiら9)は 16歳未満の小児の屈筋

腿損傷の予後に影響する因子を検討し， 5歳以下，

Zone 2のうち両腿損傷例，固定法のうち肘下固定

例が不良であると報告している.著者らの結果は比

較する症例数の違いにより有意差はみられなかった

ものの，術後の手指可動域および腿剥離を要した症

例から，3歳未満および固定法の疲例は成績不良で、

あると考えた.

治療成績における年齢の影響に関して， 3歳未満

の症例の方が良好であったとする報告 5)凶)や，成績

に影響しなかったとする報告 3) 5歳以下の症例は

不良であったとする報告 9)があり， 一定の傾向は

みられない.後療法に関しては，特に未就学児童で

ある 6歳未満は後療法に協力が得られにくく，早期

自動屈曲伸展運動療法は困難であると考えられ易

く，固定法が一般的である.Katoら'1)は6歳未満の

Zone 2屈筋腔損傷 12例に対し，後療法を固定法で

行い，術後の平均観察期間 8年での成績は，全例が

催もしくは良と良好で、あったとしている.この様に

固定法による良好な治療成績の報告もあるが，自験

例を含め腿修復後に腔剥離を要した症例もあり 5)

成績が安定しない印象を受ける.一方，Al-Qattan 7)は

2歳未満の Zone2屈筋腿損傷 12例に対し，らstrand

core su加reでのl陸修復後に早期運動療法を行 い，

全例が優もしくは良と良好な成績であったと報告 し

ている. 著者らの症例において も，早期自動屈曲伸

展運動療法を行った群は全例が良以上の成績で， 1健

剥離を要した症例はない(表 2). 屈筋!腔損傷後の

修復j陛の強度は，修復部を横断する糸の数， periph-

eral sutureに依存し，また，早期運動療法はl陸癒着

の予防， )陛修復を促進することから， 6-strand core 

sutureで強固なl躍修復が行えた場合，早期運動療法

を併用することで，良好でよ り安定 した成績が期待

できると考える.後療法に協力が得られにくし叶、

児，特に6歳未満の未就学児童に対しては，患側で

物を持つことや思肢の他動伸展の禁止以外lこ制限を

設けず，外固定下で自由に指を動かさせる早期運動

療法は，治療成績の向上に繋がるものと思われた.

[まとめ1
10歳以下の小児の屈筋腿損傷において，年齢が3

歳未満および、後療法を固定、法で、行った症例は術後成

績が不良であった.

6-strand core sutureで強固な腿修復が行えた場

合，磨、側で物を持つことや患肢の他動伸展の禁止以

外に制限を設けず，外固定下で自由に指を動かさせ

る早期運動療法は，治療成績の向上に繋がるものと

思われた.
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物中、
全指 EDC皮下断裂に対する断裂腿中枢部を用いた

再建法
あらいたける みずのさき こ た&ベ ごう

新井健ぺ水野早希子**，田迭問r料

関節リウマチなどの多指伸筋腿皮下断裂に対し 断裂l陸中枢部を延長することにより強い力源と太い伸筋

l躍の再建を目指した手術法を行った.症例は多指伸筋l腔断裂の手術を行った 4例4手で，手術は半裁反転す

ることにより延長した断裂躍中枢断端を断裂腿末梢断端に縫合した.手関節背屈位で他動的に握りが可能な

限り強い緊張で腿の縫合を行い 早期に自動運動を開始した. 全例で十分な MP関節自動伸展が可能となっ

た.手関節屈曲制限を認めたが，重大な ADL障害を訴えた者はなかった.本法は健常!躍を犠牲にすること

なく，腿移行に比し強い力源と太くて断裂しにくい伸筋腿による指の伸展機能再建が可能であることから有

用な方法である と考えた.

[緒言]

関節 リウマチなどの多指伸筋腿皮下断裂に対し，

隣接!躍に対する腿移行では， 一本の腿で複数指の伸

展を担うことから伸展力の低下 1)や再断裂が問題と

なる 2)山河川) また，I陸移植や浅指屈筋腔の移行など

も行われる 5)6)が，健常な)躍が犠牲となる.これま

で著者らは腿移行と同時に延長した断裂腿中枢部を

用いた手術法を行い良好な成績が得られたことを報

告してきた 7)が，このとき全指 EDC皮下断裂の場

合も十分な伸展力が得られたこ とから，延長した断

裂腿中枢部が十分に機能していると考えた.今回l鍵

移行を行わず¥延長した断裂腔中枢部のみを用いた

方法により ，腿移行を併用した時と同様に良好な結

果を得たので報告する.

[対象と方法]

症例は，手指伸筋)腔皮下断裂の手術を行った症例

中 EDCすべてに断裂(示指腿不全断裂 2例含む)を

認めた 4例4手 (関節リウマチ 3例，すべて Stein-

brockerの stageIII)，変形性関節症 1例)，年齢は

59歳から 73歳，平均 65.5歳，性別は男性 1例 女

性 3例，伸展不全を呈した指は，中環指 1手，中環

小指 3手，発症から手術までは， 29日から 97日，平

均 58.5日であった.

手術方法

手背から前腕中央までの背側縦切開で進入 し，伸

筋支帯は縫合しやすいように斜めに切開した. I腔形

成に先立ち Sauve-Kapandji法を行った.断裂腿中枢

部を同定し，その末梢端をナイロ ン糸で結染後，結

設部の中枢から約 5cm中枢まで半裁し結訟部を中

心に反転 し延長した(図 1a). i欠に，各躍について

本来の中枢断端と末梢断端を浮下ループ針で可能な

限り引き寄せた後，延長した!躍をインター レースで

末梢l躍に縫合した(図 1b). 最後に腿移行部の中枢

で側々 l吻合を行った(図 1b). このとき，断端部を

数分牽引後，手関節と手指を最大限に背屈し可能な

限り強い緊張が得られるように縫合を行った.伸筋

支帯を修復し，手術終了時に手関節背屈時に握りが

可能なことを確認した.術後は手関節伸展位で手掌

から前腕までシーネ固定を行った.術後4日後より，

各指の基節部を両面テープで側々に固定し， MP関

節の自動運動を開始した.手関節固定は 3週間行っ

た.

[結 果]

術後の MP自動伸展は O。から 50，平均 1.7度で，

全例全指で O。以上であった.MP自動屈曲は 65。か

ら83
0

，平均 78.3
0

であった.すべての症例で手関節

受理日 2013/11/25 
*東京歯科大学市川総合病院 リハビリテーション科 〒272-8513 千葉県市川市菅野 5-11-13
**慶fi.1f.義塾大学整形外科

*勺11崎市立川崎病院整形外科
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920 健常腿を犠牲にしない伸筋腿再建法

a 

図 1 a:断裂I腿中枢部の末梢端をナイロン糸で結染後，結紫部の中枢から約 5cm中枢
まで半裁し，結数音11を中心に反転し延長する.

b:各l腿について本来の中枢断端と末梢断端を津下ループ針で可能な限り引き寄
せた後，延長したl泌をインターレースで末梢腿に縫合する.さらに， J腿移行
部の中枢で側々|吻合を行う.

表 1 症例の概要

症例年齢 '1生日1)左右疾 患 手術まで、の日数 中・環 -小指伸展 中 .1景・小指屈曲 手関節屈曲 (~11!1) ) 

S 1 M E M 45日 0' 82' 82' 31' 38+ (5 S' 
2 69 F L 0.'， 97日 。1) 33 79 日l 42 (70' 

53 F R R.'， 29日 。 30 78 75 45 ( 61' 
4 73 F L R，"， 63日 3 5 Eりl 79 64 内。向。 (54 ' 

の屈l曲が対側に対し 15
0

以上のtlilJ限があったが，重

大な ADL陣筈を訴える者はなかった(表 1).

[症例呈示1
61歳男性. 7年前よりリウマチの診断をうけ近医

通院中であった.右小指から始まり環指，中指の伸

展|部害出現(図 2a) 発症後 1ヵ月で来院 した. XP 

上右手関節の骨破壊を認めた.術野にて中・環 ・小

指 EDCの完全断裂と示指 EDC不全断裂が判明.

Sauve-Kapandji法施行後本法を行った(図 2b).術

後 4日目より自動運動開始.術後 3ヶ月で伸展 0
0

と

なった(図 2c).手関節の自動hdl出38
0

であったが

重大な ADL障害の訴えはなかった.

[考 察]

関節リウマチなどの伸筋l腔皮下断裂では，断裂部

の摩耗による欠損および損傷筋腿の短縮により端々

吻合が不可能なことが多く 隣接腿に対する雌移行

や鍵移植が行われる.このとき健常胞が犠牲になり

力源不足や再断裂も問題となる. 損傷腿の中枢部を

延長して利用することが可能であれば健常l挫の犠牲

を伴わないが一般的な方法ではない.損傷l陸中枢部

を延長して用いた場合に問題となるのは，延長距離

の不適切による伸展力の不足または屈曲陣害， 筋の

変性や拘縮による伸展力の低下，延長操作怖の癒着

などである.我々は，これまで，延長 した断裂l陸中

枢部をl陸移行に対する力源の補強としてならば用い

に
U

ヮ，
a



健常腿を犠牲にしない伸筋腿再建法 921 

c 

図2 a:右中指 ・環指 ・小指の伸展障害を認める.
b. .本f去を施行する.

c:術後3ヵ月で MP関節伸展 0
0となる.

ることが可能であると考え，1陸移行に本法を併用し

てきた 7) このとき， 3指以上の再建でも十分な伸展

力が得られたことから，断裂j陸中枢部のみでも十分

に機能すると考えた.そこで，今回腿移行を行わず¥

延長 した断裂健中枢部のみを用いた再建を行った.

また，半裁部の癒着の問題に対しては，強い緊張で

縫合し早期から運動することで対処した.過緊張に

よる手指の屈曲障害の懸念もあったため， 1陛の緊張

は少なくとも手関節背屈時には他動的に握りが可能

な程度とした.縫合l時の腿の緊張であるが， 手関節

背屈位でできるだけ断端聞を引き寄せても末梢断端

と本来の中枢断端が接することはほとんどなく，で

きるだけ強い緊張で縫合を行った.縫合直後からl挫

の緊張は徐々にゆるんでいき， 手関節の{時l筋支帯を

修復後に手関節最大背屈位で手指の握りが不可能な

症例はなかった.術後手関節屈曲制限を認めたが，

重大な ADL障害を訴えた者はなかった.関節リウ

マチなどの多指伸筋腔皮下断裂に対する術後の成績

としては， MP伸展 -10。以下であれば大きな ADL障

害もなく，これまでの報告 8)9)10)と比しでも良好な

結果と考えられた.

本法は健常l陸を犠牲にすることなく腿移行に比し

より強い力源と太くて断裂しにくい伸筋腿による指

の伸展機能再建が可能である.さらに，断裂後短縮

した伸筋l躍が経時的に伸張することを想定した過緊

張気昧での縫合と早期自動運動によって良好な術後

の可動域を得ることができることから，伸筋!睦皮下

断裂の治療として有用な選択肢と考えている.

{まとめ]

多指伸筋腿断裂に対し，断裂健中枢部を利用した

再建を行い良好な結果が得られた.本法は，健常j躍

を犠牲にすることなく，十分な伸展力をもった伸展

機能再建が可能であることから，手指伸筋腿皮下断

裂の機能再建法として有用であると考えられた.

[文献]

1) Bora FW， et al. The treatment of ruptures of multiple 

extensor tendons at wrist level by a free tendon graft in 

the rheumatoicl patient. J Hancl Surg Am 12: 1038-1040， 

1987 

2) Golclner JL， et al. Tenclon transfers arthritis.in 巾 euma-

toid. Orthop Clin North Am 5: 425-444， 1974 

3) Mannerfelt LG， et al. Tenclon transfers in SUI宮eryof the 

rheumatoid. Hand Clin 4・309.316，1988 

4) Millencler LH， et al. Dorsal tenosynovectomy and ten-

【lontransf，巴rin the rheumatoicl hancl. J Bone Joint Surg 

Am 56: 601-610， 1974. 

5) Nalebuff EA， et al. Flexor cligitorum sublimis transfer 

ior I1lultiple extensor tenclon ruptures in rheuITlatoicl ar-

thritis. Plast Reconstr Surg 52: 530-533， 1973. 

6) Wolf SW， et al. Green's Operative Hancl Surgery. 6th 

Eclition. Philadelphia. ELSVIER. pp2010-2013， 2011. 

7) 新井健ほか.多指伸筋腿皮下断裂に対する断裂肱t中
枢古11を利用した再建法 日本手外科学会雑誌;29: 806-

809，2013 

8) 図吉一樹ほか.Dynamic splintによる早期運動療法を

行った RA伸筋腿皮下断裂再建術の成紡.日本手外科

学会雑誌 20:593-597， 2003. 

9) 鈴木 妬ほか.関節リウマチにおける多数指仲筋l健皮下

断裂に対するjIJ~法の検討.日本手外科学会雑誌 27 :

419-421，2011. 

10)山中 ーほか.関節リウマチの手指伸i即位皮下断裂の

術後成紡の検討. 1刻卸l外科 39:10-13，2012. 
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締山、
伸筋健zone1における開放性伸筋臆断裂の

治療成績の検討
むこうだまさし おおいひろゆき かんだとしひろ

向田雅司，大井宏之，神田俊浩

伸筋腫 zone1における開放性伸筋腿断裂の治療成績を検討した.対象は 2007年4月から 2012年3月ま

での聞に当院で治療を行った示指~小指の伸筋腔 zone1の開放性臆断裂例で そのうち血行再建手術例 ・

屈筋腔損傷合併例 ・観血的骨折治療を必要とした症例は除外した.症例は，女性 3例，男性 7例の計 10例，

平均年齢39歳であった.全例 DIP関節のピンニングによる仮固定が行われ，平均固定期間は47日であった.

そのうちピン感染したものは 2例であった.ピン感染例を除いた DIP関節の平均可動域は伸展ー0.8。屈曲

61.8
0

で，感染をきたした症例では伸展 _10
0

屈曲 22.5"とかなり可動域が低下した.また PIP関節の可動域は

平均で伸展 8.1。回曲 100.6
0

であった.

[緒言]

伸筋腿 zone1における腿断裂で， I健性マレッ 卜

指などの非開放性損傷の治療成績の報告はよくみら

れる.しかし，この部位における切創や挫創にとも

なう仲筋腿の断裂の治療結果の報告はあまりない.

そのため，今回，その治療結果を検討してみた.

[対象と方法]

2007年 4月から 2012年3月までの期間で，当院

で治療を行った示指~小指の伸筋腿 zone1での開

放性腔断裂の症例を対象とした.その中で，血行再

建手術を行った症例・屈筋l陸損傷の合併症例 ・銅線

固定などの観血的骨折治療を必要とした症例は，対

象から除外した.対象となった症例に対して，スプ

リン卜の装着期間と DIP'PIP関節の最終的な可動

域を調べた.また， DIP関節の仮固定を行った症例

については，仮固定期間と鋼線刺入部の感染の有無

を調べた.なお，途中で通院しなくなり可動域の評

価等ができなかった症例も他の項目の評価のため含

めることとした.

[結果]

対象は女性 3例，男性 7例の計 10例で，平均年

齢39歳であった (図 1). 全症例とも伸筋l躍を 8字

|酬怜|聞|削除|器11の11引F7!?1izHZL12L||
1 17 F 右小指押 O 47 61 138 。70 15 90 

宮、

2 60 M 右中指 O 49 85 126 。50 10 100 

3 柑 M 左環指 o 37 72 93 。65 5 105 

4 36 M 左示指 O 63 110 。60 o 100 

5 18 M 右示指 O 48 50 5 結74 調25 110 
ミ

6 38 M 左環指 O 41 52 ー10 52 10 100 
惜 M幽且

7 61 F 右中指 O 43 。 .20 30 o '90 

8 30 M 右中指 O 33 。 57 。 15 o 110 

9 27 M 左環指 O 58 

10 55 F 左小指 O 51 

図 1 症例一覧

受理日 2014/01/13 
塑隷浜松病院 手外科 ・マイクロサージャ リーセンター 〒430-8558 静岡県浜松市中区住吉 2-12-12

。ハU円
/
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図2 症例 3 初診時

縫合等による縫合と鋼線刺入による DIP関節の仮

固定を行っており，仮固定期間は平均 47日であっ

た.鋼線断端は全例とも皮下に埋没させておいた.

そのうち，銅線の刺入部の感染は 10例中 2例(症

例?と症例 8) にみとめた.両症例とも鋼線を抜去

し，抗生削の投与を行うことで感染はおさまった.

鋼線抜去後は，全例とも DIP関節を伸展位で保持

するスプリントを装着していた.感染例やカルテ記

載のない症例を除くと，訓練時等以外のスプリント

の常時装着が終了するのが平均 64日目で，夜間の

みの装着が終了するまでは平均 117日であった.

最終的な DIP関節の可動域は，平均で伸展-3。回
曲52

0

で，鋼線刺入音11感染症例を除くと伸展 _0.8
0

屈

曲61.8
0

であった 一方，鋼線刺入部感染例では伸

展 -10。屈曲 22.5。であった.これらの DIP関節の可

動域は，蟹江らの malletfingerの評価基準 1)では，

感染症例を除くと優 83%(6例中 5例)・良 17%(6 

例中 1例)であった.また PIP関節の可動域は平

均で伸展 8.1
0

屈曲 100.6
0

であった.

以下，代表的な症例を提示する.

症例 3は48歳の男性で，電動のこぎりで左環指

DIP関節背側部に受傷した(図 2).{申筋腿は完全

に断裂しており， 1.2mmの銅線で DIP関節を仮固

定し， 8字縫合で{申筋艇を縫合した.手術後 37日

で鋼線を抜去し，DIP関節の可動域訓練と DIP伸

展位でのスプリントの装着を開始した.スプリント

は訓練時以外は装着 してもらい，72日目からは夜

間のみの装着， 93日目で装着終了となった 最終

的な DIP関節の可動域は伸展 O。屈曲650

であった.

症例 6は38歳の男性で，機械に挟まれて，左環

図3 症例 6 初診時

指 DIP関節背側部に受傷した(図 3).1.2mmの鋼

線による DIP関節の仮固定と 8字縫合による伸筋

l躍の縫合が行われ，術後 41日で鋼線を抜去し，可

動域訓練と訓練時以外のスプリントの装着を開始し

た.術後 52日目からはスプリントは夜間のみとし，

最終的な可動域は伸展 10。屈曲 52
0

であった.

症例 7は61歳の男性で 電動のこぎりがあたっ

て，右中指 DIP関節部背側などに受傷した(図 4a). 
1.0mmの鋼線による DIP関節の仮固定と 8字縫合

による伸筋l挫の縫合が行われた.農作業などを行っ

たためか，術後 40日頃より中指の腫脹が出現し，

単純レン トゲン写真でも鋼線の周囲に骨溶解像を認

めたため，43日で鋼線を抜去した(図 4b).抗生

剤の投与で感染はおさまったが，その後のスプリン

ト装着が守れず，最終的な可動域は伸展 20。屈曲

30。であった.

図 4a 症仔IJ7 初診時
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図 4b 症例 7 末節骨の鋼線周囲に
骨溶解{象をみとめる

症例 8は30歳の女性で機械の刃で右中指 DIP

背側部などを受傷し，近位で縫合処置を受けるも指

伸展ができないため受傷後 12日目に受診となった.

伸筋腿は完全断裂しており，創内部には異物をみと

めた これを除去 し，1.0mmの銅線による DIP関

節の仮固定と 8字縫合による伸筋腿の縫合が行われ

た.術後2日目に創部の感染をきたし，抗生剤の投

与で軽快.しかし 33日目に銅線刺入部から少量の

排液があったため，銅線を除去した.スプリ ントの

装着は 57日目まで行った.最終的な可動域は伸展

。。屈曲150

であった

[考察]

一般的に開放・非開放を含めた zone1での伸筋

腿断裂に対する治療としては，銅線刺入による DIP

関節の仮固定もしくは DIP関節を伸展位に保持す

るスプリント固定を約 6週間前後行い，その後は夜

間スプリントをあてることが多く行われている.今

回，全症例でKirschner鋼線を用いた鋼線刺入によ

るDIP関節の仮固定が選択されており，その理由

は開放損傷であり ，手術室で処置が行われたためと

考えられる.

鋼線抜去後のスプリントをどうするかは，適宜夜

間スプリントを使用する 2)などとされており，明

確ではない.今回の結果では，鋼線抜去後のスプリ

ントの常時装着期間をあわせると平均約 9週間 DIP

関節を伸展位で固定していたことになる.術後 6週

目以降のスプリン ト装着に対して，当院でも明確な

治療プロトコルはない. しかし，鋼線による仮固定

解除後，制限なく運動を許可するのではなく，スプ

リントを訓練時以外は装着してもらい，2週間程度

かけて訓練法や註意事項などの患者教育を行う.常

時装着終了後は，浮腫 ・擁痕の固さ ・可動域の改善

具合・伸展不足角の出現 ・患者の生活環境等にあわ

せて，労作時や夜間のみといったスプリントの着用

および期間を検討するという方針で治療を行った.

今回の対象症例では，感染例を除けば比較的良好な

結果を得ることができた.そのため大まかな治療指

針としては，これでよいものと考えられる.

今回，伸筋l腿zone1における開放性仲筋!世断裂

の治療成績を検討した過去の文献が渉猟できなかっ

たため，阿部位での非開放性伸筋腔断裂である雌性

マレッ卜指の治療成績と比較することにする.

今回，全症例とも DIP関節は鋼線刺入による仮

固定が行われ，スプリントによる DIP関節伸展位

固定は行われなかった この銅線刺入とスプリント

による治療成績の違いは 腿性マレッ卜指の場合で

は統計学的差はなかったとする報告 2)がある.

鋼線刺入を行った場合に問題となるのは，感染を

起こす可能性である. 1.躍性マレット指の場合を見て

みると，銅線を用いた場合の感染率は， 28例中 O
例 2) 18例中 1例 3)と低い値となっている.逆に，

末節骨開放骨折に対して鋼線固定を行った場合の感

染率は 30%程度と報告 4)されており，今回の 20%

同様に高くなっている.これらのことは，雌性マレ

ット指の手術が全く清潔な状態で行われるのに対し

て，今回の症例は開放性の外傷であるため，感染の

可能性が高くなったものと考えられる.比較的良好

な結果が得られた今回の結果から，鋼線による DIP

関節の仮固定は推奨される方法である.ただし，感

染をきたした症例では DIP関節の可動域がよくな

かったことを考えると，感染徴候を認めたら早期の

処置が必要で、あり，また，異物残留や糖尿病などと

いった易感染性の合併症があるような症例等はスプ

リントによる治療の方がよいかもしれない.

次に断裂した伸筋!挫は縫合した方がよいのか，皮

j首のみもしくは皮府とまとめて縫合した方がよいの

かについて検討する.ここでも腔性マレット指の保

-80ー
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存療法と手術療法の治療成績と比較 してみることに

する.今回と同様に DIP関節の銅線刺入による仮

固定が行われた保存治療群では，伸展不足角 8.8
0

• 

DIP関節可動域 47
0

との報告 2)がある.また，保存

的療法よりも手術療法の方が，成績がよかったが，

伸展不足角 7.5
0

，DIP関節可動域 36.6。であったと

の報告 5)がある.これらのいずれよりも今回は良

好な結果が得られている.I腔性マレッ ト指は，艇の

断裂部位にバラツキがあることと腔断端のパサツキ

があるため，適切な長さ ・緊張での腿断端の縫合が

難しい.そのため待機的な腿縫合をすすめる報告 5)

もある.今回の開放性伸筋l陛断裂では，直視下にl腔

断端を寄せることができ 伸筋腿の延長が防止でき

たため良好な成績が得られたものと考えられる.こ

れらのことから断裂した伸筋腿は縫合すべきと考え

られる.

[まとめ]

伸筋腿 zone1における開放性伸筋腿断裂に対し

て， DIP関節を仮固定し伸筋l陛を縫合した治療成績

は比較的良好であった ただし，鋼線の感染は成績

不良をきたすため，注意が必要で、ある.

[文献1
1) 蟹江純ーほか.最近 14年間に治療した malletfinger 

についての検討.整形外科34・1499-1501，1983.
2) 山中一良ほか l陛性マレット指に対する治療成績.日

手会誌 17・115-118，2000 
3) 平原博庸ほか Jlill性マレット指に対する待機 1次縫合

の経験 成績不良例での検討一.日手会誌 23:128-
131，2006 

4) 向田雅司ほか.末節骨骨折に対するピンニングの検

討.日手会誌29:600-602， 2013. 
5) 平原博庸ほか.J陛|生マレッ卜指に対する待機 1次縫合

の経験.日手会誌 19:618・622，2002

。。
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禁忌とされるエピネフリン入り局所麻酔薬による

Wide-Awake屈筋腿縫合の試み
見

w
締山、: いながきかっのり

稲垣克記功
とみたかずなり

富田一誠ネ，
かわさきけいきち

川崎恵吉**
まえだとしお

前田利雄*久保和俊*，
じゅん

純*，池田

従来，手指屈筋i睦縫合は無血野での手術が推奨されてきた.

そのため，駆血帯の使用が必須となり，伝達麻酔もしくは全身麻酔が必要とされる.今回， 8例 8指に，

手指に対しての使用が禁忌とされるエピネフリン入り局所麻酔下にセデーションや駆血帯を使用せずに屈筋

腫縫合手術を施行し，良好な成績を得たので報告する.閉創前に患者に手指を自動運動させ， I腔鞘での縫合

部の通過障害による弾発現象や縫合部の離間傾向などの問題点を閉創前に確認することは非常に重要であ

り，止血効果を期待できるエピネフリン入り局所麻酔下での処置は有用であった.本麻酔法は何ら問題を認

めなかったと同時に，麻酔時間が延長されるなどの利点もあった.指へのエピネフリン使用は医学教育上禁

忌とされてきたが，医学的根拠に基づくものではなく，臨床の場で適切にエピネフリンを添加した局所麻酔

薬を使用することを推奨したい.

全例切創で受傷し，患指は母指，示指，中指，環

指各 2例で平均年齢 28歳であった.受傷から手術

までの期間は平均 6日間で，損傷部位は示指の 1例

がZone1であった以外は Zone2であった.E入り局

所麻酔下に Y-1法で縫合した. 全例術中に自動運動

を指示し，プーリーで縫合部の通過障害を認めた症

例は縫合部も しくは腔鞘をトリミングして問題を解

決した後に閉倉りした.閉創前にどこまで屈曲可能と

なったかを患者に直視下に確認してもらった後に閉

創して手術を終了した.術後の後療法は，直後より

他動屈曲，自動伸展を開始，自動屈曲は 1週間で開

始した.外出時と夜間のみ 4週間の背側シーネを指

示した.

成績を日本手外科学会機能評価表の特定指浅深指

屈筋腿総合機能度 (%T，品ゲ)* Tota! Active Motion 

で、評価lした.

[麻酔方法]

まず 7.5mg アナペイン™ 3ccで指ブロックを施行

する.通常は MP関節掌側の搬線上で正中部に注射

して待機する.数分後に指ブロックが十分効いたと

ころで各指節に 2cc程度の l%E入りキシロカインTM

を注射する(図 1).縫合部の麻酔はアナペインTMの

みで 卜分であり，指節に入れる 目的は麻酔薬として

[緒言]

早期の一次縫合と後療法により手指屈筋l躍損傷の

治療は優れた成績が得られるようになった 1) しか

し，術後合併症により，良好な成績を得られない症

例も経験する.

術後の主な合併症である再断裂は主に縫合部とプ

ーリーのインピンジメ ントで術後比較的早期に生

じ，さらに癒着形成やそれに伴う関節拘縮は縫合部

での滑走障害に加え，縫合部に自信を持てない術者

が，いたずらに後療法を遅らせる影響が大きいと考

えている.これらの問題は閉創前に患者に縫合部を

白動運動させ， I躍の滑走と縫合部の初期固定性に問

題が無い事を確認できれば解消できると考えた.従

来，屈筋腔損傷の手術は駆血帯の使用下で無I血野に

行われることが原則とされ 駆I血帯による痔痛を避

ける目的から伝達麻酔や全身麻酔が推奨される 2)

今回，われわれは手指回筋腿損傷に対して禁忌とさ

れるエピネフリン(以下 E)入り局所麻酔下にセデ

ーションや駆血帯を使用せずに手術を施行し良好な

成績を得たので報告する.

[対象と方法]

8例8指を対象とした.

東京都品川区艇の台 1-5-8

-82-
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*昭和大学医学部整形外科学講座
キキ昭和大学横浜市北部病院



927 エピネフリン入り局所麻酔薬による屈筋腿縫合

患者の年齢と性別および各症例の術後%T，品11.
症例は左から順に症例 1から症例 8.
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安部にまず 7.5mgアナペイン"'3cc前後で

指ブロックを施行 数分後に指ブロックが

十分効いたところで各指節(・部)に 2cc
程度の l%E入りキシロカインm を注射.

図 1

創のレベル(部位)/FDPの完全断裂と FDSの
部分断裂を認めた.

図3

他医で創縫合のみされ，屈曲制限に気づいた本人

が2週間後に当科を初診 した.Zone2に創を認め(図

3-左)， DIP関節の屈曲が不能であった.神経症状

なし. FDP断裂と診断 し 前述の麻酔下に同日腿縫

合手術を施行 した. FDPの完全断裂と FDSの部分

断裂を認めた(図 3-右).縫合後の閉創前に自動運

動を指示し， I腔鞘での通過障害や GAP形成の有無

を確認し，本人にも実際に TPDがOである点を確

認 して もらってから閉創 した(図 4).前述の後療法

を施行し， %TAM 100%で Excellentであった.

症例 2;34歳女性，左示指を調理中に包丁で切り

受傷.

同日当科を救急初診 した. Zone2に創を認め(図

5左)， DIP関節の屈曲が不能で、あった.示指横側

にしびれを認めた.FDP断裂および槙側指神経断裂

と診断し，前述の麻酔下に同日腿縫合および神経縫

合手術を施行した. FDP 槙側指神経の完全断裂お

よび FDSの部分断裂を認めた(図 5-右).縫合後の

Zonelの屈筋腿損傷に対して本術式を施行した症
例の術後写真 l%E入りキシロカイ ン'1'1'.. 1を注射し

た周辺は蒼白であり， 出血の予防が期待できる.

図 2

より止血剤としての使用となる.図 2のように術後

も蒼白となるが，これが出血予防となる一方で，壊

死をきたす椛例は認めなかった.

平均%T品 4は 92

-83-

[結果]

全例で優良な可動域を獲得 し，

%であった(表 1).

[代表抗例供託]

症例 1; 23歳女性，右環指を調理中に包丁で切り

受傷.
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図4 術中に患者に自動屈曲を指示し，完全屈曲が可能
であることを確認.TPDはOで他の指と屈曲が同
程度であることが確認できる.

図5 創のレベル(部位)/FDPおよび榛側指神経の完全
断裂と FDSの部分断裂を認めた.

図6 術中に患者に自動屈曲を指示し，完全屈曲が可能
であることを雌認.TPDはOで他の指と屈曲が同
程度であることが確認できる.

閉創前に自動運動を指示し， j腔鞘での通過陣害や

GAP形成の有無を確認し 本人にも実際に TPDが

Oである点を確認してもらってから閉創した(図6).
前述の後療法を施行し，%TAM 100%で Excellent

であった.

[考察]

手外科手術は精細な処置を要す場合が多く，無血

野での手術が推奨されてきた 2)

そのため，駆血帯の使用が必須となり，伝達麻酔

もしくは全身麻酔が必要となるため，屈筋!健縫合手

術の閉創前に指の自動運動をしてもらい，縫合部で

の GAP形成や縫合部の腿鞘部での滑走障害などの

問題を確認することが不可能で、あった.

手外科に対して E入り局所麻酔薬を使い，セデー

ションやターニケットを必要としない Wide-Awake

approachはカナダでは一般的であり，これは E入

り局所麻酔薬を指に使うことが安全であることが証

明されて可能となったテクニックである 3)

しかし，現在本邦では E入りの局所麻酔薬を手指

や耳介，陰茎などの終末動脈に使用することは添付

文書上は許容されない.一方で Saeedらは 611例に

1%E入り局麻剤で指ブロックする prospectiveな研

究をし， 1例の合併症も認めなかったと報告 した 4)

他にも E入り局麻剤での指ブロックに問題が無い

という主旨の報告が散見される 山)7) Bradfieldら

はE無し局麻剤でも壊死をきたした症例を報告し，

指ブロックの手技的問題が大きく影響する可能性を

指摘した り.さらに，駆血帯の不適切な使用も問題

を生ずる一因になりうる可能性がある 9)川 筆者も

エピネフリンによる影響というよりは，むしろ注射

手技や駆血帯の不適切な使用に伴う問題が大きいの

ではないかと考える.

今回，限られた症例ではあるが当科でもエピネフ

リンを添加した局所麻酔薬の指への投与で何ら問題

を認めなかったと同時に 出血を予防する，麻酔時

聞が延長されるなどの利点があった.指へのエピネ

フリン使用は医学教育上禁忌とされているが，医学

的恨拠に基づくものではなく，臨床の場で適切にエ

ピネフリンを添加した局所麻酔薬を使用することを

推奨したい. しかし，あくまでも添付文書上は指へ

の使用は禁忌事項となっており，その使用は医師の

裁量に任されるのが現状である.術前に患者に十分

なインフォームドコンセントをしたうえで手術に臨

む必要があると思われる.

今回，われわれが強く強調したいのは局所麻酔下

での手術の重要性であり E入り局所麻酔薬の使用

ではない.少量の出IUlはあるが， E無しの局所麻酔

薬での手術も十分可能であると考えている. 当科で

施行した局所麻酔下での屈筋腔手術は駆血帯やセデ

-84-
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ーションを使用しなくても何ら問題を認めなかった

一方で、，局所麻酔下での手術でないとわかりえなか

った腔鞘での縫合部の通過障害による弾発現象や縫

合部の離開傾向などの問題点を間創前に確認できる

という点で非常に有用であった.

加えて，全ての症例で手術中にどこまで屈曲可能

となったかを患者に実際見ても らった.手術中にど

の程度の屈曲ができるようになったかを患者の脳に

投影することは非常に重要だと考えている.これに

よって患者は自信を持って後療法を施行可能とな

り，成績にも大きく 影響すると考えている.また，

できるだけ担当作業療法土にも手術に臨むよう呼び

かけ，患者，医師，作業療法士全ての関係者が安心

して後療法を進めることが可能となることで，良好

な成績につながっているのではないかと考えてい

る.

[まとめ]

局所麻酔で手術を施行し，閉創前に GAP形成や

再断裂傾向の有無の確認 腔鞘での縫合部の通過障

害の有無の確認などができることは術後後療法を安

心して進めることにつながり，良好な成績を獲得す

るうえで推奨できる方法である.
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エピネフリン含有局所麻酔薬を用いた
手の wide-awakesurgery 
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手外科領域におけるエピネフリン含有局所麻酔薬(以下， E局麻薬)を用いた wide-awakesurgeryの有用

性と安全性を検討 した. 2010年8月から 2012年 12月まで手と前腕の疾患 外傷に実施した wide-awake

surgeryの 310例を retrospectiveに調査した.性別は男性が 124例で女性が 186例，年齢は平均 54歳であっ

た.対象症例は，手根管症候群 100例，ばね指 76例，骨折 59例，腫蕩 37例， de Quervain病 16例，健断裂

15例，手指の変形性関節症 15例，その他 15例であった.麻酔法は，浸潤麻酔が 218例で指ブロックが 92

例であった.手術時間は平均 15.3分 (1-70分)であった.手指の血流障害や壊死を呈した症例は認められな

かった.Wide-awake surgeryでは駆血帯が不要となり，術中に指の自動運動を確認できるため， I陸移行術

や腔剥離術などは良い手術適応、であると考えられた.

は全例で E局麻薬(キシロカイン注射液 11%J 10 

万倍エピレナミン申含有)を用いた局所麻酔であり，

鎮静剤やその他の薬剤は一切併用しなかった. 全例

で駆血帯を用いることなく手術を行った.調査項目

は，病名，麻酔法， E局麻薬の使用量，手術時間お

よび合併症である.

[結果]

対象症例は，手根官症候群 100例，ばね指 76例，

骨折 59例，腫傷 37例，de Quervain病 16例，1.腔断

裂 15例，手指の変形性関節症 15例，その他 15例で

あった(表 1).麻酔法は，浸潤麻酔が 218例で指ブ

ロックが92例であった.E局麻薬の使用量は平均で

14.61111 (2-301111)であり，浸潤麻酔が平均で 15.81111

(5-301111) ，指ブロックが平均で 11.51111(2-271111) 

であった.術中に E局麻薬を追加した症例は 3例

であり，いずれも浸潤麻酔例であったが，全身麻酔

などの他の麻酔法に変更した症例はなかった.手術

時間は平均15.3分 (1-70分)であり， 217例 (70%)

は15分以内に手術が終了した(表 2).合併症は，

表層感染を l例に認めたが，創癒合不全，手指の血

流障害や壊死を生じた症例はなかった.

症例呈示症例 1: 42歳，女性主訴:右母指伸展

不能現病歴:転位のない右横骨遠位端骨折に対し

[緒言]

近年，エピネフ リン含有局所麻酔薬(以下， E局麻

薬)を用いた局所麻酔により患者が覚醒したまま駆

血帯を用いることなく行う手術，すなわちwide-awake

surgeryが着目されており，その有用性が報告され

ている 1) 手は， wicle-awake surgeryのもっとも有用

な領域であり，ほとんどの疾患がその適応となる.

一方，本邦では， 手の局所麻酔，特に指ブロックに

対する E局麻薬の使用は禁思とされていたため，手

のwide-awakesurgeryに関する報告は限られてい

た 2)3) 今回著者らは，手と前腕の疾患，外傷に対し

てE局麻薬を用いた wicle-awakesurgeryの有用性

と安全性を検討した.

[対象と方法1
2010年 8月から 2012年 12月まで当科および関

連病院で wide-awakesurgeryを実施した手と前腕

の疾患，外傷の 310例を retrospectiveに調査した.

性別は男性が 124例で女性が 186例，平均年齢は 54

歳 (9-88歳)であった Wide-awake surgeryの適

応は，神経血管損傷を伴わない手と前腕の疾患，外

傷であり，術前に本法の合併症に対する十分な理解

が得られた症例とした.骨傷のある前腕外傷例やパ

ージャー病などの末梢血管障害例は除外した.麻酔

北海道札幌市中央区南 1西 16

-86一

受理日 2013/12/14 
*札幌医科大学 〒060-8512
**函館五稜郭病院諮形外科
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表 1 Wide-awake surgeryの適応症例

病名 (例) (例)

40 

手根管症候群 100 

弾発指
30 

76 

骨折 59 
症例数 20 

臨場 37 

de Quervain病 16 

1建断裂 15 10 

変形性手指関節症 15 

その他 15 。。

図 1 右長母指伸筋!陛断裂例 IP関節の自動{E11展は不
能であった (A) 固有示指伸筋j殴を移行し，術中

にIP関節の自動伸展が可能であることを確認し
た (8).

て保存治療を受けた.骨折の1.5か月後に，右手を

突いて起き上がった際に弾発音を I~I 覚 した. 直後よ

り母指 IP関節の自動伸展が不能となり(図 1A)，

当科を受診 した.右長母指伸筋!腿皮下断裂の診断で

手術を施行した.手術所見 :示指 MP関節背側と

手関節背横側部に E局麻薬を合計 10ml注入した.

患者は覚醒したままであり，駆血荷主は使用 しなかっ

た.示指 MP関節部で固有示指{EIJ筋腿を切離して

手関節背側部に引き出 し， 長母指伸筋腿に仮縫合 し

た.患者に母指を伸展させ，移行l駐の緊張を確認し

た(図 18).移行l躍は interlacingsutureで縫合 した.

手術時間は 35分であった.術後経過は特に問題な

く，創癒合不全，手指の血流障害や壊死は認めなか

った.症例 2:66歳，女性主訴:右小指屈曲制限

表 2 手術時間別の症例数

10 2日 30 40 50 60 70 

手術時間 (分)

図2 右小指屈筋腿癒着例 DIPおよび PIP関節の屈
曲制限を認めた (A).術中に指を自動運動させ，
癒着が解除されていることを確認した (8).

現病歴:右小指基節骨骨折に対する骨接合術を受け

骨癒合は得られたが， DIPおよび PIP関節の屈曲制

限が残存した(図 2A). 右小指屈筋l陸癒着の診断で

手術を施行した. 手術所見:麻酔法は指ブロックと

し， E局麻薬を 91111使用 した.屈筋腿は， A2 pulley 

内で癒着していたA2pulleyの一部を切除し， 1陸剥

l~fEを行った . 術中に小指を自動運動させ，癒着が解

除されていることを確認した(図 2B).手術時間は

60分であった.術後経過は特に問題なく，創癒合

不全，手指の血流陣害や壊死は認めなかった.

{考察l
E局麻薬による指ブロックは，エピネフリンの血

管収縮作用により血流低下が起こり手指の壊死を引

き起こすと考えられたため禁忌とされてきた 2) そ

のため本邦では， E局麻薬を用いた手の手術に関す
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る報告はほとんどない 3) E局麻薬を用いた局所麻

酔による手外科手術の過去の報告では， 20例の手

指の壊死が認められた 2) これらの報告で用いられ

たE局麻薬はプロカインまたはコカインを含有し

た麻酔薬であり，リドカインを含有した麻酔薬によ

る壊死の報告はなかった 2) また，エピネフリンを

含有しないプロカインやコカインによる局所麻酔で

も手指の壊死例が報告されており，エピネフリンに

よる壊死ではない可能性が示唆された.

エピネフリン含有リドカインを手外科手術に応用

したLalondeら4)の報告では， 3110例の浸潤麻酔ま

たは指ブロックで手指の壊死は認められなかった.

Chowclhryら5)も同様に， 611例で手指の壊死は認

められなかったと報告した.著者らは，エピネフリ

ン含有リドカインによる手の局所麻酔の安全性は極

めて高いと考え，手外科手術に使用した. E局麻薬

を用いた局所麻酔による 310例の手外科手術で，手

指の綴死は一例も認められなかった.Altinyazarら6)

はE局麻薬 (10万倍エピネフリン含有 2%リドカ

イン)で指ブロックを行ったのちに，指動脈の血流

量を超音波検査で計測した.指動脈の血流は，注射

の 10分後から低下し始め，一部の症例では一時的

に途絶したが，全例が 60-90分で元の血流量に回

復したと報告した.すなわち， エピネフ リンによる

血管収納の作用時間は 1時間程度で、あり，壊死の発

生には至らないと考えられた

しかしながら，眼検ではエピネフリン含有リドカ

インの局所麻酔による壊死が報告されている 7) 手

指の血管損傷を伴う症例，パージャー病やレイノー

現象など手指の血流不全を伴う症例では，手指の壊

死を危慎して， E局麻薬を避けることが望ましいと

されているり.万が一， E局麻薬を用いた局所麻酔

により，手指の壊死が危慎される場合には，エピネ

フリンの括抗薬であるフェントラミンの投与が推奨

されている 4)

Wide-awake surgeryでは， 覚醒していることと

駆血端が不要となることから，術中の指の自動運動

が可能となる 1) 呈示症例のよう な腿移行例や腿癒

着剥離例では，術中に!腔緊張やl陛滑走が確認できる

ため， wide-awake surgeryのもっともよい適応と思

われた.

本研究の限界は， retrospectiveな検討であること，

複数の術者による手術および麻酔であること， E局

麻薬の量が保険請求書の記載量であるため，実際量

より多い可能性があることである.今後も症例を重

ねて検討する予定である.

[まとめ]

E局麻薬を使用した手の wide-awakesurgeryの

310例を報告した.浸潤麻酔を 217例に，指ブロッ

クを 93例に実施 したが，創癒合不全，手指の壊死

は一例も認められなかった.駆血帯が不要となるた

め，指の円滑な自動運動が可能となった.I腔移行術

や腔剥離術では術中に指の運動を確認できるため，

wide-awake surgeryの良い適応であると考えられ

た.
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エビネフリン入り局所麻酔剤の指への使用に関して，本

学会は現時点で推奨はしない
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デクスメデトミジンを用いた覚醒下屈筋健剥離術の

治療経験

|自由投稿論文|

いりえ とおる みよしなおき と ぎや さとし お〈やまたかし い とう ひろし ひらやまたかかず

入江徹ぺ 三好直樹*，研谷智へ奥山 11嘩志*，伊藤 15*，平山隆三**

デクスメデトミジンは，刺激により容易に覚醒し刺激がなくなると速やかに鎮静される特徴をもっ鎮静薬

で，これを用いた覚醒下手術が様々な領域で応用されている. 著者ら は，屈筋腫剥離術における wake-up

testを行う際にこれを応用 した.

外傷後の屈筋腔癒着による可動域制限に対して屈筋腿剥離術を行い やtij中に適時患者を覚醒させて自動運

動を行わせながら腿剥離をすすめ，目標とする可動域の獲得を確認した. 4例 7指の%T品 4は，術前平均

58.7%から術後平均 73.6%へ改善した.

!躍剥離術における wake-uptestを行わせる際，臨床的に有用な麻酔方法の選択肢が少なく特別な配慮、が必

要である.今回の覚醒下屈筋!腔剥離術では，術中すぐに何度でも容易にwake-uptestが行えるという利点が

あった.今後，安全で簡便な投与法が確立されればwake叩 testを補佐する有用な方法と考えられた.

[緒言]

屈筋腿の癒着剥離術において，術中に有効な自動

可動域が得られたかを評価する目的で適時患者自身

に自動運動を行わせる wake-uptestが有用である.

この wake-uptestを行わせる際，臨床的に有用と考

えられる麻酔方法の選択肢が少なく特別な配慮が必

要である.デクスメデトミジンは，刺激により容易

に覚醒し，刺激がなくなると速やかに鎮静されると

いう特徴をもっ α2受容体作動性の鎮静薬である.

著者らは，屈筋!躍剥離術における wake-uptestの際

に，これを用いた覚醒下手術が有用と考えて応用し

ている.本研究では，デクスメデト ミジンを用いた

覚醒下屈筋腿剥離術(以下， DEXI腿剥l雄術)を行

った 4OUの治療経験を報告し，その有用性について

考察する

{対象と方法1
2008年6月より 2009年 12月までに，DEX腿剥離

術を行った 4例7指を対象とした.年齢は28才から

47才，男性 2例女性2例，全例が外傷後の屈筋l腔癒

着による指関節可動域制限で，これに対して閤筋l健

剥離術を行った. I陛剥離術を行った指数は，症例 1

が示指 1指，症例 2が中指 1指，症例 3が示指 ・中

指の 2指，症例 4が示指~環指の 3指であった.受

傷から手術までの期間は 7か月から 14か月，平均 9.7

か月であった.手術時間は， 62分から 232分，平均

158分であった.(表 1). 

手術の迎応は， )百mi)陛癒着による可動域制限があ

り6か月以上の可動域訓練で改善がみられないもの

とした.手術方法は，麻酔科医によりデクスメデト

ミジンとフエンタニルの持続静脈投与を行いなが

ら，局所浸潤麻酔および指神経ブロックを併用し

て，癒着の疑われる部位から段階的にl躍剥離をすす

めた.原則として空気駆血帯は使用せず，固有指部

の展開時のみ指基部のゴム駆血帯を使用した.術

中，適時 wake-uptestを行いながら展開をひろげて

腿剥離をすすめ，自動可動域と他動可動域の差がな

くなった時点で終了とした.後療法は，患者自身に

よる自動/他動可動域訓練の指導を中心とし，術直

後より積極的に行わせた.

術後の経過観察期間は， 10か月から12か月(平均

11.5か月)であった.術後の機能評価は，日本手外

科学会治療成績判定基準 1) (以下，日手会判定基準)

にしたがい，術前/術後の%TAM(Total active mo 

tion)， Excellent， Good， Fair， Poorの4段階評価，

合併症について評価した.

受理日 2013/10/12 
本旭川医科大学 〒078.8510 北海道旭川市緑が丘東2条 1丁目 l番 1号
付進i尿病院 強形外科

ハヨ。。
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表 1 症例と結果のうちわけ

症例 年齢 性別 発症から手術 手術時間 術後経過 ta %TAM 自本手外科学会 備考

までの期間 観察期間 治療成績判定基準

術部 術後

28 女 7カ、月 232分 12か月 示指 69 92 Excellent 復数回手術

2 42 女 10か月 62分 12か月 中指 88 96 Excellent 

3 34 男 14か月 193分 12ヵ、月 示指 45 44 Poor 開放骨折

中指 68 82 Good 
術中指神経領{祭

4 47 男 8ヵ、月 146分 10か月 示指 45 78 Good 開放骨折

手首デクローピンク損傷
中指 46 58 Fair 

1量j旨 50 65 Fair 

[結果] ら%TAM81%を獲得し終了した(図 2).

術前の自動可動域における%TAMは45%から 88 術後 1年 %T品 4は92%へ改善し日手会判定基

%(平均 58.7%)で，術後の自動可動域における% 準は Excellentであった(図 3). 

T品 4は44%から 96% (平均 73.6%)であった.日

手会判定基準では，Excellent 2指， Good 2指. Fair 

2指， Poor 1指，であった.合併症として，症例 3の

示指で術中指神経損傷が発生した(表 1).

[症例呈示i
症例 1: 28才 女 性 歯科助手

左示， 中指屈筋l躍断裂に対するl健縫合術後に再断

裂し，以後遊離!腫移植術，腔剥離術，再々断裂に対

する 2期的!陸移植術と 5回の手術を行った. しかし，

示指の可動域制限が残存して再度手術を希望し，

DEXJ匪剥離術を施行した.術前の%T釧は 69%で

あった(図 1).固有指部から前腕部，手根管部と段

階的に展開をすすめ，適時 wake-uptestを行いなが

図 1 症例 lの術前写真.左示指の術前%T.仙 f

は 69%である.
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図2 症例 1の術中写真:術中lこwake叫 ptest 
を行い，示指単独の屈曲を指示 している

%T山 Iは81%となり，手術を終了 した.

図3 症例 lの術後写真:術後 l年経過H寺 %

T刈VIは92%である.
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症例 2:42才女性看護師

左中指指神経断裂に対して神経縫合術を行った後

に可動域制限が残存し， DEX腔剥離術を行った.

術前の%T品4は88%であった

術後 l年， %T，品4は96%へ改善 し日手会判定基

準は Excellentであった.

症例 3:34才男性木工業

左母，示，中指開放骨折，示指指神経損傷に対し

て即日観血的骨折手術と神経縫合術を施行後，左示

指，中指の可動域制限が残存し， DEX腔剥離術を施

行した.術前の%T品4は示指 45%，中指 68%であ

った.術中に中指の指神経を損傷したため神経縫合

術を追加した.

術後 1年， %T品4は示指 44%，中指 82%で日手会

判定基準はそれぞれ Poor，Goodであった.

症例 4:47才男性印刷業

左示指，中指，環指の開放骨折，手背のデグロー

ビング損傷に対して骨折観血的手術，遊離植皮術を

施行後，左示指，中指，環指の可動域制限が残存し，

DEXI駐剥i維術を施行した術前の%T品4は示指 45

%，中指 46%，環指 50%であった(図 4). 示指，中

指，環指の固有指部と手掌部のみを展開し適時 wake

up testを行pながらl腔剥離をすすめ，それぞれ%T品4

77%， 69%， 85%を獲得し終了した(図 5).

術後 10か月の%T品4は示指 78%，中指 58%，環

指 65%で日手会判定基準はそれぞれ Good，Fair， Fair 

であった(図 6).

{考察]

腿剥高(f.術において，術中に獲得できた可動域を確

認する方法には種々の報告がある.もっとも一般的

であると考えられる，全身麻酔下で腿剥V~ffi後に前腕

部で屈筋腫を牽引して可動域を確認する traction

f1exor check 2)は，覚醒後に笑際どの程度の可動域

が得られるかが不明という問題点がある. NLA麻

酔下に患者に自動運動を行わせる wake-uptest 3)は，

適切な麻酔深度が得られにくかったり wake-uptest 

を開始するまでに時間がかかったりすることがあ

り，過去の自験例でも実際には有用な wake-uptest 

が行えなかった中原ら 4)は， 60分以内の腿剥離術

であれば局所静脈内麻酔が安全で確実であると報告

したが，それ以上の長時間に及ぶ腿剥離術では対応

が困難である.

デクスメデトミジンは，刺激により容易に覚醒

-91-

図4 症例 4の術前写真:術前の%TAMは示指
45%，中指 46%，政i指50%である.

図5 症例 4の術中写真:術中に wake-uptest 
を行い，示指，中指，環指の屈曲を指示
している.それぞれ%TAM77%， 69%， 
85%を獲得し終了した

図6 症例 4の術後写真 .術後 10か月経過時，
%T山 Iは示指78%，中指 58%，環指 65
%である
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し，刺激がなくなると速やかに鎮静されるという特

徴をもっ α2受容体作動性の鎮静薬である.保険適

用は ICUでの鎮静に限定されていたが，これを手

術麻酔に使用することにより，麻酔科領域における

挿管困難例に対する意識下挿管，耳鼻科領域におけ

る|喉頭再建術での術中音声モニタリング，脳神経外

科領域での定位脳手術での術中神経モニタリング，

などが試みられている.整形外科領域では，演田

ら5)が脊椎側湾症の術中に wake-uptestを用いて下

肢の神経症状をモニタリングしたと報告している.

当科では 2008年に症例 1の手術を計画するに際

して，複数回の手術後で癒着が著しく 長時間におよ

ぶことが予想され，できるだけ最小限の剥離で最大

限の効果を得る必要があり，麻酔科の協力のもとに

DEX 腿剥離術を試みた 6) 本法では患者は術中鎮

静状態にあるが， wake-up testの必要時には軽い呼

びかけだけで速やかに覚醒し，手指の屈曲/伸展な

どへの従命が可能であった.Wake-up testを行った

後，刺激を与えなければ速やかに鎮静されるため，

術中にいつでも何度でも wake-uptestの施行が可能

であった.手術終了後，患者は自動運動を行った記

憶はあるがそれ以外の時間の記憶はなかった.ま

た，デクスメデ トミジンには11予I吸抑制作用がなく，

気管挿官など特別な呼吸菅理を必要とせず，手術終

了後も覚醒は良好で、あった.デクスメデトミジンを

用いた麻酔は， wake-up testを補佐する有用な方法

となりうると考えられた.その特性を考慮すると，日

帰り手術や小児手術への応用も期待できる.また，

覚醒時には単純な運動だけでなく高次的な運動にも

従命が可能であるため，複雑な運動の評価を要する

j陸移行術や機能再建術などへの応用も考えられる.

デクスメデ トミジンは，これまでにUでの鎮静に

保険適用が限定されており本研究の症例でも院内の

倫理委員会の承認を必要とした.しかし， 2013年4

月より 「局所麻酔下における非挿官での手術および

処置時の鎮静」にも適用が拡大された.投与時の問

題点として，末梢血管の収縮と拡張が麻酔濃度によ

り一定しないため血圧の変動が大きくなる傾向があ

り，本研究の症例では麻酔科医により循環動態の厳

密な管理下に TCI(target-controllecl in札lsion) とい

う方法を用いて至適投与量を維持しながら手術を行

った 6) 今後，より安全で簡便な投与法が確立され

れば，整形外科領域における最小侵襲手術を補佐す

る有用な方法になり得ると考えられた.

術中の wake-uptestの結果に影響する因子として，

まず駆血帯の使用が考えられた.空気駆血帯を使用

すると， wal句 -uptest時に自動運動を妨げたり長時

間の手術で痛みが発生したりする可能性があるため，

固有指基部でのゴム駆血帯のみを使用した.また，

局所麻酔薬で組織が膨化することによる影響も考え

られた.患者が終痛を訴えない最小限の投与量と

し，症例 3では指神経損傷の発生により手術時間の

延長を要し 12.5ccの投与量を要 したが，それ以外

の症例では投与量を 10cc以下に留められた.さら

に，デクスメデトミジンの鎮静作用によって自動運

動時に最大筋力を発揮できない可能性も考えられた.

Wakeー叩 testの結果を過少評価して過剰に展開して

しまうことも危慎されるが，術中の印象としては従

命させると手指の強い屈曲/伸展も可能であった.

デクスメデトミジンの筋力への影響に関する報告は

なく，今後術中の筋力評価なども検討する必要があ

ると考えた.

!陸剥 I~!t術自体の成績に関する報告は少ないが，西

脇ら 7)は屈j即位修復術後にl陛剥雌術を要した 25例

30指において%TAMが術前 49.7%から術後 63.4%

ヘ改善したと報告している.本研究の結果では，症

例 1，2においては%TAMが90%以上で日手会判

定基準が Excellentと，良好な結果が得られた.症

例 lのような複数回の手術後で癒着が著しかった例

においても，術中に得られた可動域を術後も維持で

きており DEX腿剥離術の有用性があったと考えら

れたしかし，症例 3，4においては%TAMが70-

80%以上の指がある一方 40-50%と改善のみられ

ない指もあった.受傷時の間放骨折やデグロービン

グ損傷，術中の神経損傷などの要因により，術中に

得られた可動域を術後に維持できなかった可能性が

あり， DEX腿剥離術によっても限界があったと考

えられた. しかし，症例 4のような複数指にまたが

る例においても，術中には比較的小範囲の展開で良

好な可動域が獲得できており， DEX腿剥離術の有

用性はあったと考えられた.本研究では，症例数が

少なくデクスメデトミジンを用いずに鍵剥離術を行

った症例との比較を行っていないため，デクスメデ

トミジンを用いた wake-uptestがl健剥VJ(E術に対して

どの程度有効であったかを結論することは難 しい.

しかし今回の経験からは 癒着の著しい症例や複数

指におよぶ症例に対して，できるだけ最小限の腿剥

離で最大限の効果を期待する場合に DEXI睦剥離術
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デクスメデトミジンによる覚醒下回筋l縫剥離術 937 

の有用性があると考えた.

[まとめ]

1.デクスメデ トミジンを用いた覚醒下屈筋腿剥

離術を行った4例 7指を報告した.

2. 7指中4指で良好な成績が得られた.

3.腿剥離術におけるwake-uptestや整形外科領

域の最小侵襲手術を補佐する有用な方法になり得る

と考えた.

本論文の要旨を，第 54回日本手外科学会学術集

会で報告した.

[文献]

1) 日本手外科学会機能評価委員会.手の機能評価表.第

四版.名古屋.日本手外科学会. pp1-1，2006. 

2) 川市itakerJH， et al. The role of日exortenolysis in the 

palm and digits. J Hand Surg 2: 462-470， 1977 

3) Hunter JM， et al. Staged flexor tendon reconstruction. J 

Hancl Surg 8: 789.793， 1983. 

4) 中原慶亮ほか.手指手術に対する前腕静脈内局所麻酔

法.日手会誌 16巻 5号 724-727，2000.

5) 演田梢ほか デクスメ デ トミジンが有用であった術

中覚醒試験を要する脊椎手術の麻酔経験.日本l臨床麻

酔学会誌 28巻 7号:935-940， 2008. 

6)後藤祐也ほか.デクスメデ トミジン TCI，フエンタニ

ルTCIを用いた覚醒下腿剥離術の l症例.臨床麻酔

33巻 1号:37-40， 2009 

7) 西脇正夫ほか.手指屈筋腿修復術後の屈筋縫剥離術の

検討.日手会誌 19巻2号 :130-134， 2002. 
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骨性マレ ット変形に対する経皮的銅線刺入法
一多施設における伸展不足角に影響する因子の検討-
おぎはらひろあき 4ず さ しげや ふ伝はししんじ もりもとよしたか きわだともかず

荻原弘晃七鈴木重哉ぺ船橋伸司同*森本祥隆****，津田智一*****

骨性マレット変形に対する経皮的銅線固定法では， しばしば伸展不足角が残存する成績不良例が存在す

る.これに対して，様々な工夫や対策が報告されている.著者らは，多施設において最終伸展角度に関係す

る因子について検討を行った.また手術法として，従来の鋼線2本で固定する石黒原法と，剥離骨片に銅線

刺入を追加 した石黒変法との比較も検討した.対象は浜松医科大学および関連病院で治療した骨性マレット

114例で，石黒原法で治療した症例は 60例で，石黒変法で治療した症例は 54例であった.最終伸鹿角度に

影響する因子は，年齢と手術時 DIP関節固定角度であった.石黒原法と石黒変法を比較すると， ロジスティ

ック回帰分析では最終伸展角度に差はなかった

[緒 言]

骨'性マレツト変形に対する治療法として，石黒法 1)

は優れた方法であり，簡便で良好な結果を得ること

ができる. しかしながら しばしば伸眠不足角が残

存する成績不良例が存在する.著者らは DIP関節を

より伸展位に固定する石黒変法を行い，伸展位固定

を行うと伸展不足角が減少することを報告した 2)

しかし，症例も少なく DIP関節を屈曲位で固定する

石黒法の原法と比べての有用性は明らかではない.

そこで，関連病院を対象に多施設による検討を行い，

DIP関節固定角度と伸展不足角の関係を検討した.

さらに伸展位固定を行った石黒変法と，従来の石黒

法を行った症例における伸展不足角を比較した.

[対象と方法]

浜松医科大学および関連病院4病院の言卜 5病院で

2006年から 2012年に治療した骨性マレッ卜症例を

調査した.このうち経皮的鋼線固定法で治療し，診

療録に最終伸展角度の記載のある 114例について検

討した.年齢は 12歳-73歳(平均 33.1歳)で，性別

は，男性 72例 73指，女性 40例 41指であった.受

傷指は母指 2，示指 17，中指 36，環指 41，小指 18指

であった.受傷から手術までの日数は， 0日-103日

(平均 17.0日)であった手術法は， extension block 

の銅線を中節骨に刺入し，さらに DIP関節を 1本の

鋼線で固定した，計2本の鋼線で固定する方法を石

黒原法と して検討した.これに対して，同様に 2本

の銅線を刺入しさらに背側骨片より骨折部を固定す

る銅線を刺入した方法を石黒変法とした.石黒変法

はDIP関節を石黒原法より伸展位に固定するよう

に意識して行われている.最終伸展角度に影響を与

える因子として，年齢，受傷から手術までの日数，手

術時 DIP関節固定角度，固定期間，経過観察期間，

石黒原法か変法かを検討 した. 手術時 DIP関節固

定角度は画像上の固定角度を，最終伸展角度は理学

所見として測定している.

[結果1
114指中 112指で骨癒合が得られた.うち 4例は

再手術を受けている.DIP関節固定角度は-35.5-

15.0度(平均伸展 -6.3度)であった.固定期間は 8-

64日(平均 38.3日)で，経過観察期間は 28日-400

日(平均 97.3日)であった.最終伸展角度は -45度

-3度(平均ー7.0度)であった.最終イEll展角度に影

受理日 2013/11/25 
*浜松赤十字病院 〒434・8533 静岡県浜松市浜北区小林 1088-1
"ïJt~枝市立病院

村本省士宮立病院

****磐田市立総合病院

*****浜松|公科大学
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骨性マレット変形に対する経皮的鋼線刺入法

響する因子を検討するため，多変畳一解析を行った(表

1). 最終伸展角度を従属変数として，年齢，受傷か

ら手術までの日数，固定角度，固定期間，経過観察

期間について検討した.最終伸展角度は，年齢と負

の相聞を呈し， 年齢が若ければ伸展角度が大きかっ

た.また， 固定角度とは正の相関を呈し，伸展位で

固定した方が最終伸展角度は大きかった.石黒原法

と石黒変法について比較すると， 石黒原法は変?去に

比べ年齢が有意に高かった(表 2).手術時固定角

度は石黒原法が有意に屈曲位で，固定期間も長かっ

た.最終伸展角度については，石黒変法の方が有意

に伸展位であった.他の因子を補正するため， ロジ

スティック回帰分析で石黒原法と石黒変法を比較し

た(表 3).最終伸展角度は 年齢を補正 した状態で

は有意差がなく，手術法による最終伸展角度の差は

なかった.

表 1 最終伸展角度に影響する因子

p 

年齢 一0.193 く0.001

受傷~手術日数 一0.032 ns 

固定角度 0.295 く0.001

固定期間 0.053 ns 
経過観察期間 0.029 ns 

表 2 石黒原法と石黒変法の比較

石黒原j去 石黒変j去 p 

症例数(指) 60 54 

年齢(歳) 37.3 28.5 く0.01

受傷~手術日数(日) 13.6 20.7 ns 

聞定角度(度) 一13.3 1.5 く0.001

固定期間(日) 40.0 36.4 <0.05 

経過観察期間(日) 110.9 82.3 ns 

最終伸展角度(度) -8.8 -5.1 く0.05

表3 石黒原法と石黒変法の比較
(ロジスティック回帰分析による)

オッズ、比(95百CI) p 

年齢
固定角度
固定期間
最終伸展角度

0.95 (0 92-0 98) 

1.20 (1.12-1.29) 
0.98 (0.92-1.03) 

0.96 (092-1 03) 

く0.05

く0.001

ns 

ns 

939 

[考察]

骨性マレットの治療成績を評価する際，本邦では

蟹江の評価 3)が広く使用されている.この評価は

Crawfordの評価 4)と異な り，屈曲可動域に比べて伸

展不足角が特に治療成績に大きく影響 している.向

田らは， Mallet骨折の成績不良は伸展不足角の大き

さによって決まると述べており へ 今回著者らは伸

展不足角のみに注目して検討した.イ時]展不足角につ

いては， DIP関節を屈曲位に固定する石黒原法も，

より伸展位に固定する石黒変法も差はなかった.こ

のため，手術法による優位性はなく，伸展位の固定

を行う方が伸展不足角の減少に寄与する可能性があ

ると思われた. しかしながら， 今回の検討は年齢な

どの因子も影響 しており 手術時固定角度以外の因

子を無視すべきではない.今回は検討しなかった

が，骨折型や整復状態，関節症の有無も伸展不足角

に影響する因子と考えられる.また多施設の検討で

あるため，手術適応や後療法が異なっている.石黒

法における固定肢位については， 屈曲位固定を支持

する報告と 6)i) 伸展位固定を支持する報告 8)9)が

あり，いまだ一定の見解はない.さら に今回の検討

は，経過観察期間が平均 97.3日と非常に短期間であ

り， 長期成績については不明である.治療成績につ

いては今後さらに検討する必要がある.

[まとめ]

骨性マレットについて，経皮的銅線固定法を行っ

た症例について，伸展不足角に影響する因子につい

て検討した.年齢と手術時 DIP関節固定角度は最終

伸展角度に影響 していた.石黒原法と石黒変法を比

較する と， 手術法による最終伸展角度の差はなかっ

た.短期的には，手術時の伸展位固定は骨性マレッ

ト変形の成績向上に寄与する可能性がある.

[文献]

1) 石黒隆ほか.骨片を伴った malletfi ngerに対するcJosecl

recluctionの新法.日手会誌 5:444-447， 1988. 
2) 荻原弘晃ほか.骨性マレット変形に対する石黒法およ

び石黒変法一伸展位固定の検討一.日手会誌 29:1・3，

2013. 

3) 蟹江純ーほか.最近 14年間に治療した malletfinger 

についての検討.整形外科 34:1499-1501， 1983. 

4) Crawforcl GP. The molclecl polyth巴nesplint for mallet 

日ngercleformities. .J Hancl Surg 9A: 231-237， 1984 

5) 向回総司ほか.石黒法も しくはその変法で治療をおこ
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なった Mallet骨折の成績不良例の検討.日手会誌 27
28-30. 2010. 

6) 波辺慶ほか.骨片を伴った malletfingerに対する石

黒法の治療経験.整形外科 50・577司580，1999.
7) 吉川泰弘ほか.骨性 malletfingerに対する石黒法の治

療経験一DIP関節固定角度による比較 日手会誌

19: 64-68， 2002. 
8) 坪川直人ほか.大きな骨片を有する Mallet骨折に対す

る石黒法変法.日手会誌 22:58・61，2005.
9) 田崎憲ーほか.骨片を伴う槌指の治療経験一石黒法と

その応用について .日手会誌 15:162-165， 1988. 
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締中、
骨性マレット指に対する微小スクリュー固定の治療経験
たかのはやと よしかわやすひろ あベこうじ

高野勇人，吉川泰弘，阿部耕治

骨性マ レット指に対して微小スクリュー固定を行い 治療成績と 術後に生じた合併症をもとに問題点を

検討した本法により手術を行った 22例 23指を対象とした.男性 14例，女性 8例，平均年齢 42歳 (18-

65歳)であった.骨癒合は 21指 (91%)に認められた.蟹江の評価は優 15例，良 3例，可 3例，不可 2

例であった.骨片の転位 2例 骨片の骨吸収 3例を認めた.骨性マ レット指に対する微小スクリュー固定の

長所と して，安定した固定力，早期からの関節運動が可能，スク リューが皮下に埋没できることである. 今

回術後に骨片の転位を 7指認めていることから，スク リユーの固定性は必ずしも十分とはいえない.また 3

例で骨|吸収を認めたが，スク リュー挿入時の過度の圧迫による骨片の血流低下が原因と考えられ，骨片の大

きさを考慮した適応が必要である 本法は小侵襲で術後早期に ADLを向上させる有用な手術法と考えられ

るが，安定した手術成績を得るためには.適応を考慮し手技上の注意点を十分念頭に置き治療する必要があ

る.

{緒言]

骨性マ レット指に対する石黒法¥)は，fhfl f更で優れ

た小侵襲手術法として広く利用されている.当院で

は石黒法の有用性を生かし，さらに回旋を防止する

目的で 2本の extensionblock pinを用いた clouble

extension block (DEB)法を行い良好な成績を報告

してきた 2)3) しかしながら，この手術法でも鋼線は

皮府上に露出したままで，手が洗えないなど ADL

上の不自由さ があるうえ，早期運動も不可能であ

る.そこで著者らは骨性マレット指に対し，微小ス

クリユーを用いた治療を行い，治療成績，合併症，

および問題点について検討した

[対象と方法]

対象は 2011年以降当院で微小スク リユー固定に

て手術を行った骨性マレット指 22例 23指である.

男性 14例，女性8例，催恵、指は示指4指，中指 10指，

環指 7指，小指 2指であった.受傷時年齢は平均 42

歳 (18-65歳)，手術までの待機期間は平均 15日 (1

-34日)で 3週以上経過した陳旧例は 5例あった.

経過観察期間は平均 5か月 (2-12か月)で，最終観

察時の成績評価には蟹江の評価法 4)を用いた.手術

適応は骨片の大きさが DIP関節面の約 1/2以上か

つ，術者が 1.3mm径のスクリューで固定可能と判

断した症例とした.

手術は全例指ブロック下に，滅菌手術用手袋を指

止血帯として行った.まずイメージ下に骨折部を新

鮮化し， 1本ないし 2本の extensionblock pinを刺

入した後(図 1-a)，骨折部を展開することなく経皮

的な手技にて骨片を整復する この際，骨片の正確

な整復位を獲得することが重要であり，必要なら適

宜別の銅線を用いて整復を補助する.骨片頂部やや

遠位からドリル代わりに鋼線 (0.8-1.0mm径)を

刺入し，末節骨掌側へ貫通させる(図 1-b). Step 

offなどが存在するようであれば，骨片のみ鋼線を

刺入しジョイスティック操作にて骨片を整復した後

に刺入固定する.鋼線刺入部に小切聞を加え(匡l

1-c) ，スク リュー長を計測し(図 1-cl)SYNTHES社

製l¥1oclularHancl Systemの 1.3mrη 径スク リユーを

挿入固定する.最後に extensionblock pinを抜去し，

イメージ下に DIP関節を屈曲伸展させ固定性を確

認する(図 1-e).原則としてDIP関節の銅線によ

る一時的固定は行わない.術後は 2週間のアルフェ

ンスシーネ固定後，関節可動域訓練を開始し，夜間

の伸展位アルフェンスシーネ固定をさらに 2週間行

つ.

受理日 2013/11/21 
駒沢病院 干154-0012 東京都世田谷区駒沢 2-2-15
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図1 手術手技
a. (double) extension blockを用い骨片を整復する
b.骨片よりドリル代わりに中0.8-1.0mm銅線を刺入する.

c.鋼線刺入部に小切開を加える
d. 長さを計測後スクリユーを挿入する.
e. 回定性を確認する

[結果]

図2 症例 151歳女性左環指ー
a.初診時

b. 術直後.
c. 5か月後.

骨癒合は 21指 (91%)に得られた.骨片の転位は

7指あり，転位距離は平均 0.7111111(0.1-1.5111111)で

あった.骨片の骨吸収を 3指(中指 1指，環指 l指，

小指 1指)，~Iコ節骨骨頭の erOSIOIlを 2 指認めた. 最

終調査時のDIP関節可動域は伸展が平均_7
0

(_30-0
0

)，

屈曲が平均 52
0

(30-80
0

)であった.最終機能評価

は蟹江の評価法で優 15指，良 3指，可 3指，不可 2

指であり， 合併症として抜釘前のスクリューヘッド

の違和感 6例，皮膚表層感染 1例認めた.

症例提示

症例 1:54歳女性.自転車乗車中に転倒受傷した.

図3 症例 2 46歳男性左環指.
a. 初診l時.

b.術直後.
c. 3か月.骨片の吸収と中節骨骨頭の

eroslonを認める.

d. 10か月.

左環指に対し本法にて手術加療を行った.約 4週で、

骨癒合が得られ， 最終調査時の DIP関節可動域は伸

展が-f，屈曲が 60
0

であり ，蟹江の評価法で優であ

った(図 2).

症例 2:46歳男性.左環指を扉に挟み受傷した.本

法にて手術を行い，術後 3か月の単純 X線側面像に

て骨片の骨服収と中節骨骨頭にわずかの erosiOIlを

認めた.骨癒合は得られ術後 10か月で抜釘し，最

終調査時の DIP関節可動域は件l展が_50，屈曲が 80。

であり，蟹江の評価法で、優で、あった(図 3). 
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図4 鋼線の追加固定.

[考察]

石黒法は手技が簡便で侵襲が少なく，確実な骨癒

合が得られるため広く普及している.吉川らは石黒

法にいくつかの工夫や検討を行い 山) 背側骨片の

回旋防止，圧迫力の強化，整復位の保持に有効な

extension block pinを2本刺入する DEB法 2)を報告

した.いずれの方法も骨癒合を得る有用な方法であ

るが，銅線が皮膚より露出していることなどで，患

者のADL上の不自由さがある.また他の骨性マレツ

ト指の手術治療と しては pull-outwiring法， tension 

bancl wiring法，hook plate法など様々な方法が報告

されているが，強い固定性が得られるものの手技が

煩雑で，侵襲が大きいなど、の問題点がある.

近年，骨性マレット指に対する微小スクリュー固

定の報告が散見される 7)8)9)10) その利点はスクリユ

ーが皮下に埋没できる，低侵襲で安定した固定が得

られる， DIP関節固定が不要なため早期より関節運

動が可能な点があげられている. しかし，今回の結

果から成績不良例も存在し，骨片の転位，骨吸収，

中断l骨骨頭の erosJOn，皮膚の違和感などの合併症

を認めた.

合併症として見られた骨片の転位は 7指に認めた

が，その原因としてスクリユーの長さ不足，挿入位

置不良などによる固定力不足が考えられる.自験例

ではスクリユ一長不足が 4例，スクリュー刺入位置

不良は 3例あった.デプスゲージで正確にスクリユ

一長を計iWJする必要があり，短すぎると掌側骨皮質

を捕えられず固定性が弱くなり .逆に長い場合はス

クリュ一先端が掌側に突出してしまい，終痛の原因

図 5 スクリュー2本での固定.

になると推測される.骨片側方にスクリューを刺入

し術中あるいは経過中に骨片の cutoutや回旋転位

をそれぞれ 1例づっ生じたことから，骨片正中にス

クリューを挿入することが，確実な固定力を維持す

る点で、重要と考える. しかしながら， 今回の調査の

中には術中操作でスクリユーの緩みや骨片に別の骨

折線を認め，スクリユー1本のみでは十分な固定性

が得られそうにない症例が存在したが，その場合に

は鋼線刺入の追加(図 4)やスクリューを 2本挿入

する(図 5) などの方法で対応した結果，良好な骨

癒合が得られたことから これらの方法もオプショ

ンとして考慮、しておく必要があると考えている.

別の合併症として骨片の骨吸収を3指に認めたが，

その原因としてスクリューヘッドによる過剰な圧迫

力と，骨片に対する広い圧迫面積による骨片の血行

障害が考えられる.スクリュー挿入時の骨折部に対

する圧迫は骨癒合を得るうえで重要な要素である

が，強く圧迫をかけようとすると骨片に対し過度の

圧迫力が生じてしまう.症例 2では骨片がスクリュ

ー固定に十分な大きさであったにも関わらず，骨吸

収が生じたのはスクリュー固定時の過度の圧迫が関

与していると考えられる.また骨片が小さくスクリ

ユーヘッドの面積の割合が大きくなる場合には，血

行障害が生ずる可能性が推測される.今回の調査で

も骨限収を生じた 3例中 2例は小骨片例であり，男

性でも骨片背側而が小さい例や女性の特に小指例に

は適応を考慮する必要性があると思われる.

さらに合併症として中節骨骨頭の erosJOIlを 2指，

皮胞の違和感を 6指に認めたが，スクリユー刺入位

置と刺入角度が関係していると推測され，スクリユ

ーを骨片頂部もしくは背側関節面近くから挿入する

と，関節伸展時にヘッド部分が中節骨骨頭にインピ

ンジし eroslOnを生じたと思われる.対策としてス
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図6 スク リユー刺入部位と角度

スクリュー刺入を骨片頂部のわずかに遠位寄りと し，刺

入角度を骨長期Iiに対して鈍角にする.

クリュー刺入部位を骨片頂部のわずかに遠位寄りに

することで，スクリューヘッドの辺縁が中節骨骨頭

から離れてインピンジが回避できると同時に，刺入

角度を末節骨長軸に対して鈍角にすることでスク リ

ユーヘッドの遠位側の突出による皮膚刺激症状もよ

り軽減することが可能と考える(図 6).

本法は低侵襲かつ術後早期に ADLを向上させる

有用な方法であるが，より安定 した手術成績を得る

ためには，適応を考慮したうえで手技を十分に習熟

する必要があると考えられた.

[まとめ]

骨性マ レット指に対し微小スク リユー固定を行

い，その治療成績，合併症について検討した.本法

は小侵襲で術後早期に ADLを向上させる有用な手

術法と考えられるが， 安定 した手術成績を得るため

には，適応を考慮し手技上の注意点を十分念頭に置

き治療する必要がある.

[文献1
1) 石黒隆ほか.骨片を伴った mallet自ngerに対する closed

reductionの新法.日手会誌 5:444.447， 1988. 

2) 斉藤毅ほか.骨性 malletfingerに対する doubleextenー

sion block法.日手会誌 27:191・194，2010.

3) 吉川泰弘ほか.観血的治療を要 した骨性 malletfinger 

の検討.日手会誌 27:31.34， 2010. 

4) 蟹江純ーほか.最近 14年間に治療した malletfingerに

ついての検討.整形外科 34:1499-1501，1983. 

5) 吉川泰弘ほか.石黒法による骨性malletfingerの治療.

別冊整形外科 41:12ら129，2002.

6) 吉川泰弘ほか 骨性 malletfingerに対する石黒法の治

療経験一DIP関節の固定角度による比較一. EI手会誌

19: 64.68， 2002. 

7) 吉川泰弘.槌指.新 OSNOW 22: 55-62， 2004. 

8) Kronlage S， et al :Open reduction and screw frxation of 

mallet finger fractures. J Hand Surg Br 29: 135.138， 

2004 

9) 鑓波龍ほか骨性槌指に対する微小スクリユー固定の

新手法.日手会誌 26:285-290， 2010. 

10)今谷潤也ほか.骨性槌指に対する最小侵襲スクリユー

固定法.日手会話;27: 739.743，2011. 
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 純一、、

Taylor spatial frameを利用した localdamage controlの
ための前腕粉砕骨折に対する局所麻酔下創外固定
みつや そう なかのたかひこ みやっ ゅう おおやましんたろう

三矢 聡ペ イ中野隆彦材，宮津優ぺ 大山慎太郎**

前腕粉砕骨折に対して，local damage controlのためにベッ ドサイドで局所麻酔下に K-wireを4本刺入 し，

Taylor spatial fi-ameを装着 して骨折部の牽引と安定化を行った.コ ンピューターシミュ レーションを行い，

ス卜ラッ トを伸縮させることにより整復し，軟部組織の状態が改善するまで待機した.腫脹も早期に軽減し，

二期的にプレー ト固定を行った.軟部組織の合併症や感染などもなく骨癒合が得られた.

ワイヤ-4本によるリング型創外固定は低侵襲で固定性も良く，また Taylorspatial trameはコンピュータ

ーシミュ レーションによる変形矯正が可能であり，軟部組織の損傷回避のための localdamage controlに有

用であった.

[緒言]

Damage controlとは，もともと軍事用語で軍艦

などが攻撃により損傷を受けた場合の被害を最小限

にするための応急処置のこ とを言い，医療用語で

は，重症の外傷に対して低侵襲な最小限の応急手術

を行い全身状態の改善を図ることをいう.また，四

肢など局所の損傷に対して低侵襲な最小限の応急処

置を行い局所状態の改善を図ることを localdamage 

controlとIIう 1)

シーネ固定や直達牽引は低侵襲であるが固定性は

弱く，創外固定は固定性は強いが侵裂は若干大きく

なる.

我々はTaylorspatial frame (以下， TSF)を使用 し，

ワイヤ-4本を局所麻酔下に行うという，直達牽引

ほどの低侵襲で創外固定を行い，さらにコンピュー

ターシミュレーションで術後に変形矯正を行い local

clamage controlを行っている.今回，前腕粉砕骨折

にTSFを使用して localdamage controlを行い良好

な結果が得られたので報告する.

[対象と方法]

[方法]

-TSFを使用 したlocalclamage controlの方法

(1) ERやICU，病棟などのベッドサイドで患肢に

TSFを装着し，それぞれの リングにワイヤーを2本

ずつ局所麻酔下に刺入し固定する.

(2)ポータブルX線撮影を行い，変形を計測する.

(3)パソコンやスマー 卜フォンなどから TSFのウ

ェブサイ トにアクセスし，変形矯正のプログラミン

グを行う.

(4)そのデータをもとにス トラットの長さを調整

して変形を整復し，良好な整復位で待機する.

(6)全身状態や局所状態の改善の後，創外固定か

ら内固定に変換を行う.

[結果]

[症例]

48歳，男性.バイク事故で受傷 し， 当院救命救急

センターに搬送された.左様・尺骨骨幹部骨折 (AO/

OTA分類 :22・C3)で，境骨頭前方脱臼を伴う Mon-

teggia脱臼骨折 (8aclo分類 :type4)，左大l腿骨骨幹

部骨折 (AO/OTA分類:32-A3)と診断された(図 1).

同日，大腿骨骨幹部骨折に対 して直遥準引を行

い，機 ・尺骨骨幹部骨折に対して徒手整復とシーネ

固定を行ったが，短縮と脱臼の整復保持が困難であ

った(図 2). そのため，ベッドサイ ドでTSFで創

外固定を行い， 牽引をかけて安定化させることに し

た.局所麻酔下に Kirschnerwireを榛 ・尺骨遠位端

に2本，尺骨肘頭に 2本刺入してTSFで倉IJ外固定を

行った.その後TSFのコンピューターシミュレーシ

受理日 2013/12/14 
*豊橋市民病院 整形外科 干441-8570 愛知県豊橋市青竹町字八間西 50

H 市立四日市病院怒形外科
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946 TSFを利用した局所麻酔下創外固定

図 1 受傷時単純X線写真 図2 シーネ固定後 図3 TSFで創外固定後
骨折部の短縮と梼骨 続骨頭脱臼と骨折部の整復ができた.
頭脱臼が整復不能.

ョンで尺骨の骨軸上に仮想、の originとcorresponding

pointを置き，これを整復させるようにプログラミ

ングを行い，ストラットの長さを調整することによ

り前腕全体の整復が得られ，横骨頭脱臼も整復する

ことができた(図 3).この良好な整復位で待機す

ることで，局所の腫脹も早期に軽減した(図 4).

受傷後 2日目に大腿骨骨幹部骨折に対して髄内定

固定を行った.

受傷後 1週目に前腕の軟部組織の腫脹も軽減し，

しわが確認できる wrinkl巴 slgnが出るようにな って

から，梼 ・尺骨骨幹部骨折に対して創外固定から内

固定に変換を行った.樟骨は Henry'sapproachで，

尺骨は Boyd'sapproachでどちらも長いロッキング

プレートで固定 した(図 5)が，腫脹が軽減 してい

たため軟部組織の問題もなく創治癒が得られた.

受傷後 9ヵ月で骨癒合が得られ(図 6)，受傷後 1

図4 受傷後 7日 図 5 受傷後 10日 図 6 受傷後 9カ月
TSFによる localc1amage control 悦・尺骨ともロッキ 骨癒合が得られた.
により腫脹も早期にI経減した. ングプレートに変換.

102 -



TSFを利用した局所麻酔下創外固定 947 

年で特に問題なく社会復帰し，肘関節可動域は伸

展 :_25
0

，屈曲 :130
0

，手関節可動域は背屈 :90
0

，掌

屈 90
0

，囲内:50
0

，国外 90
0

，機能評価では肘関

節 ]OAscore : 89点， Hand 20 : 8.5点であった.

[考察1
2006年，牧野によって下腿骨折に対する直達牽

引に変わる方法と して， Ilizarov創外固定のフル リ

ングを局所麻酔下に装着する簡易筆引固定法が考案

された 2) 外来や病棟で局所麻酔下に KII百 hner

wireを刺入し Ilizarov創外固定を行うことで，局所

麻酔で行える直達牽引の手軽さで早期に腫脹が軽減

し患肢の安定と痔痛の軽減が得られ， damage con-

trolに有用であると述べている.

Ilizarov創外固定に対して，TSFは 6本のストラ

ットと 2枚のリングから構成され，ス トラットの長

さを変えるだけで 3次元的にどのような変形も矯正

でき，また，制~1&にコンピューターシミ ュ レーショ

ンを行い変形矯正が可能であるなどの特徴を有す

る.

松原，渡趨らは，下腿骨折に対して TSFを使用

しハーフピンで創外固定を行っており，最小の侵襲

で強固な固定性から全荷重も可能であり， definitive 

fixationに有用と述べている 3)

門野は，下肢骨折に対して TSFを使用しエコー

ガイド伝達麻酔下にワイヤーで創外固定を行い，術

後に変形矯正を行っており， damage controlに有用

と述べている 41

前川は， TSFを前腕にも使用し，槙骨遠位端骨折

の変形や前腕骨折の偽関節に対して骨延長を行い変

形矯正を行っている 51

今回，我々は前腕の粉砕骨折に対 してTSFを使

用して局所麻酔下にワイヤーで創外固定を行った.

牧野牽引固定法の利点に加え， τ'SFは術後にパソコ

ンやスマートフォンなどからインターネッ ト上にア

クセスしてコンピューターシミュレーシ ョンを行一い

変形矯正が可能であり，良好な整復位で待機できる

ため腫脹も軽減しやすく， local damage controlに

有用であった.

[まとめ1
1. TSFを使用して局所麻酔下にワイヤーを 4本

刺入して創外固定を行い， local damage controlを

施行した 1例を報告した.
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2.ワイヤーでの創外固定は低侵襲で簡便であり，

ベッドサイドで行うことが可能である.

3. TSFは術後に コンピューターシミュ レーショ

ンを行い変形矯正が可能で，スマートフォンでも行

える.

4. TSFを利用した局所麻酔下創外固定は，前腕

骨折に対する localdamage controlにも有用であっ

た.

[ 文 献1
1) 伊藤武明ほか.四肢閉鎖性単独骨折に対する創外固定

を用いた二期的内固定(Iocaldamage control)の経験.

骨折 32:190-193， 2010. 
2) 牧野佳朗.救急外傷における簡易創外固定法(牧野慾引

固定法). MB Orthop 25・29.37，2012.
3) 波法孝治.新鮮外傷に対するTaylorSpatial Frame(τ'SF) 

の有HJ性. MB Orth叩 25:45-54， 2012 
4) 門野邦彦ほか 下肢骨折に対するダメ ージ ・コントロ

ール手術としての創外固定の経験とエコーガイド下伝

達麻酔の有用性について.日本創外回定・骨延長学会

雑誌23:203-203， 2012 
5) 前川尚宣.TAYLORSPATlALFRAME[創外固定の基本

から最新ソフトウェアまで].第4主主 2."*京.メデイカ

ルレビュ一社 pp111-115，2012. 
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aw 

締山、ー
前腕皮弁および脂肪筋膜弁を用いた手指軟部組織再建
こばやしょしたか えじりそういち かわかみりょういち たかはしようこ こんのしんいち

小林義尊，江尻荘一，川上亮一，高橋洋子，紺野慎一

[目的]外傷やl距虜切除後の手指11次部組織欠損に対して，前腕からの有茎脂肪筋膜(皮)弁を用いた再建

術を施行し，術後成績について検討した.

[対象と方法]対象は，手指軟部組織欠損に対し手術を行った 13例で，経過観察期間は平均 13.4ヵ月，受

傷から再建までの期間は平均 20日であった.受傷機転は，外傷が 12例， }庫虜広範切除が 1例であった.脂

肪筋膜弁と皮弁の生着率，total active motion (以下T品川および手術待機日数ついて検討した.

[結果]皮弁・脂肪筋膜弁は全例で生着した.術後 1年以上経過観察しえた 7例の示指から小指の平均 to

tal active motion (以下T品 1)は 190
0

と良好であった.また，待機日数が長くなると T品4は低下する傾向が

認められた.

[考察]前腕からの有茎脂肪筋膜弁は，自由度が大きく，欠損部の形状に合わせて被覆することが可能で

あった.また，良好な術後成績を得るためには，受傷早期の再建が必要と考えられた.

{結語]外傷および腫蕩切除後の手指軟部組織損傷に対する有茎脂肪筋膜(皮)弁を用いた再建術は，有

用な方法であると考えられた.

[緒言]

外傷および腫E裏切除後の手指軟部組織欠損に対し

て，様々な皮弁による再建方法が報告されている.

著者らは，外傷や腫蕩切|徐後の手指軟部組織欠損に

対して，同側前腕からの有茎脂肪筋膜弁もしくは皮

弁を用いた再建術を施行し，その術式と術後成績を

検討したので報告する.

[対象と方法]

対象は，2005年 6月から 2011年 12月までに福島

県立医科大学附属病院およびその関連病院で手術を

行った 13例である.性別は男性 9例，女性 4例で

あった.受傷時年齢は， 23-69歳，最多年代層 60歳

代，平均 50歳であった.受傷機転は，外傷が 12例

(機械 8例，農機具2例，交通事故2例)， )盟蕩広範

切除後が 1例であった.経過観察期間は 1から 32ヵ

月，平均 13.4ヵ月であった.外傷 12例における受

傷から再建までの期間は Oから 84日，平均 20日で

あった.疾患に伴う合併症として，骨折 5例，筋腿

損傷(断裂，欠損および壊死)9例，正中神経損傷 1

例が認められた.

再建方法は憐骨動脈を血管茎とする脂肪筋膜弁

が5例，横骨動脈を血管茎とする皮弁が 6例，およ

び後骨間動脈を血菅茎とする脂肪筋膜弁が2例であ

った.脂肪筋膜弁移植を行った 7fJlJにおいて， 5例

に分層植皮術， 2例に人工真皮貼布術を併用した.

また， )陸および神経損傷例に対して， I陸移植5例と

神経移植 1例を同時に再建した.

脂肪筋膜弁と皮弁の生着率，合併症，術後 1年以

上経過観察が可能であった 7例における最終観察時

のtotalactive motion (以下 T品1) および外傷例 7

例における手術待機日数と T品4との関係について

検討した.

[結果]

皮弁および脂肪筋膜弁は全例で生着した.手術合

併症として，横側前腕皮弁における採取部皮膚壊死

1例，後骨間神経麻癖 1例，血管茎である後骨間動

脈損傷 1例が生じた.皮膚壊死は，デブリードマン

と植皮により治癒した.後骨聞神経麻揮例では，術

後 dropfingerが認められた.しかし，術後 5か月の

時点では，総指伸筋の徒手筋力テストにおいて 5レ

受理日 2014103/04 
公立大学法人柄島県立医科大学慾形外科 〒960-1247 福島県楕島市光が丘 1番地
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図 3 TAl川(縦車IU.単位=0)と待機日数(櫛ili[J1・単
位=日)，待機回数が長くなるとで品4は低下
する傾向が認められた(1'=.0.63，p=0.093) 

ベルとなっており，自然回復が認められた.血管茎

である後骨間動脈を損傷した症例では，術中に adi-

pofasciaI turnover flapへ術式を変更し，脂肪筋膜弁

および分層植皮の全生着を獲得することができた

また，追加手術と して腔剥離3例，皮弁形成2例，

l陸移植 1例， J陛移行(正中神経麻抑) 1例， '1干接合

1例および病巣掻!隈術 1例を行った

術後 1年以上を経過しえた 7例の平均 TAMは，

図4・1 症例 1，手背部のデグローピング損傷

示指 206
0

，中指 191
0

，環指 176
0

および小指 188。で

あった(図 1).また，術後経過 1年以上の外傷 6例

において， J躍損傷のない指の可動域(平均T品tl213
0

) 

と腿移行もしくは腿移植を行った指の可動域(平均

TAM 142
0

) を比較すると 腔移行もしくは腿移植を

行った群の方が有意に可動域の低下が認められた

(p <0.05) (図 2).

さらに 7例のうち外傷に起因する 6例では，受傷

から手術までの待機日数とT品4の検討において，

統計学的有意性はないが待機日数が長くなると

T品4は低下する傾向が認められた(相関係数 r=

ー0.63，p=0.093) (図 3). 

[症例呈示]

症例 1: 47歳，男性.

現病歴:仕事中，器械に右手を巻き込まれて受傷

した.右手背側のデグローピング損傷を認めた.示

指総指伸iJjjJ陛(以下 EDC2)と固有示指伸筋l陛(以

下 EIP)欠損を伴っていた(図 4-1).

手術所見:長掌筋l腔移植，逆行性横側前腕脂肪筋

膜弁移植および人工真皮による被寝を行った(図

4-2) .人工真皮は，術後 1週で全層植皮に置換した.

術後経過:術後 1年の時点において， T品4は示

指を含め 270
0

と良好な成績が得られ，現職に復帰

した(図 4-3).

症例 2:34歳男性

現病歴 :15歳時より左手背の腫癒を自覚してい

た. J即摘が徐々に増大 したために近医で切除生検術

が施行され，隆起性線維肉腫と診断された.悪性腫

携であったため，追加切除目的に当院紹介された.

初診時，左手背中央に生検時の創癒痕が認められた

が，手指の機能障害は認められなかった.
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図4・2 左は脂肪筋膜弁挙上時，右は脂肪筋膜弁移植後

図 4-3 T仙 12700の良好な可動域が得られている(左は最大伸展位，右は最大屈曲位)

図 5-1 症例 2，左は広範切除組織，右は EDC3お
よび4を含む広範切除後

手術所見 :EDC3および4を含んだ追加広範切除

術を行った(図 5-1).次いで，腔移植およびl毘移行

術による伸筋腿再建術(中指は，左長掌筋l駐を移植

腿とし，これに固有示指伸筋鍵の移行術を行った.

環指は，右長掌筋l睦欠損のため切除組織から抜去し

た EDC4を移植腿とし，これに EDC3の移行術を

行った.)を施行した(図 5-2左下).最後に，逆行性

図 5-2 左下は腿移植および腿移行後，上は脂肪筋

j瑛弁挙上I時，右下は脂肪筋膜弁移植および

分層植皮後

椀側前腕脂肪筋膜弁を挙上し(図 5-2上)，欠損部を

被覆後，大腿からの分層植皮を行った(図5-2右下).
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図 5-3 最大伸展位(左は患、側，右は健側)

術後経過:術後 26か月の時点で，腫虜再発は認め

られず，最終T品 4は示指235
0

，中指235
0

，環指210
0

，

小指 205。と良好な成績が得られた(図 5-3，4). 

[考察]

手部軟部組織欠損に対して，腹壁皮弁 1) 静脈皮

弁 2) 後骨間動脈皮弁 3) 横側前腕皮弁 1)2)3) 遠隔部

からの遊離皮弁 ，1)など多数の再建方法が施行され

良好な成績を収めている 我々は，腹部もしくは鼠

径有茎皮弁には精神的苦痛や関節拘縮を合併するこ

と，また遊離皮弁には血栓形成の危険性を伴うこと

から，手部軟部組織欠損に対しては同側前腕からの

有茎脂肪筋膜弁もしくは皮弁を第一選択としてい

る.前腕もしくは手関節部に損傷のある場合には，

術前にAllentestやcr. MRI angioによって主幹動

脈の交通を確認することが必要になる.

棋側前腕皮弁もしくは脂肪筋膜弁の利点として

は，拳上が容易であるこ と， PL健移植を含めた複

合組織移植が可能であることが挙げられる 2)3) 一

方欠点としては，主幹動脈である榛骨動脈が犠牲に

なること 削 ，皮弁であれば前腕部の醜状掘痕の形

成，脂肪筋膜弁であれば手部の醜状癒痕の形成が挙
げられる 1)2):l)6)

後骨間動脈皮弁もしくは脂肪筋膜弁の利点として

は，主幹動脈を犠牲にしないことが挙げられる.一

方欠点としては，解剖学的破格(後骨間動脈や交通

枝の欠損)の存在 7)8) 後骨間神経およびその運動

枝との交差による後骨間神経麻療の出現，静脈還流

障害，醜状癒痕の形成が挙げられ，難易度の高い脂

図 5-4 最大屈曲位(左は患側，右は健側)

肪筋j換弁および皮弁である.

まず，主幹動脈(樟骨動脈)を犠牲にしない対策と

して，近年榛骨動脈穿通枝皮弁が提唱されている 9)

今後は著者らも術前に超音波ドプラ血流計を用いて

穿通枝を確認し，穿通枝皮弁を導入しようと考えて

いる.次に，醜状癒痕に対しては，軟部組織欠損部

の大きさや形が関係するが できる限り採取部の一

則的縫縮が可能な大きさで皮弁採取を行っている.

後骨間動脈皮弁採取時における後骨聞神経麻療の出

現を回避する方法として，後骨間動脈穿通枝皮弁が

近年提唱されている 10) 前腕遠位部で後骨間動脈を

切離するため，皮弁採取時に後骨間神経やその運動

枝を損傷しにくいという利点を有している.椀骨動

脈同様に，後骨間動脈皮弁においても穿通校皮弁の

導入を検討すべきと考える.

脂肪筋膜弁の利点としては，大きさや形の自由度

が大きいことが挙げられる 10) 特に， )躍の再建を行

った場合には，再建した躍を全周性に被覆すること

で，滑走性を獲得しやすい.また，組織欠損が多数

指の基節部まで及ぶ場合には，自由度が大きいため

指間部の形状に合わせて被覆することが可能であ

る.一方，欠点としては移植部(植皮併用)におけ

る醜状癒痕の形成が挙げられる.脂肪筋膜弁移植で

は，手部における醜状綴痕の形成は必発である.今

後は，脂肪筋膜弁による!躍の被覆を必要とせず，患

者が醜状癒痕を回避したい場合には，遠隔遊離皮弁

を検討する必要があると考える.

術後関節可動域に関する検討では， TAMによる

評価において， 全指で 200。前後の良好な結果が得

られた. しかし，J陛損傷の有無によ り平均 70。以上

の可動域の差が生じていた.手背部デグローピング

損傷では， {Et筋腿損傷を合併している症例が多数認
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められる.著者らの外傷による手関節もしくは手背

部軟部組織欠損9例(切断は除く)中 8例において，

伸筋腿損傷(腿断裂， j陸欠損， I腔壊死)を合併して

いた.著者らは， j躍移植および1腿移行を行った症例

では， 3週間程度の術後手関節良肢位外固定および

前腕部拳上位指導を行い 同時に動的腿固定効果を

用いた リハビリテーションを開始している.手部デ

グロービング損傷では，皮膚や皮下組織を含む再建

に注目されがちであるが，最も重要なのは言うまで

もなく手の機能的再建である.そのためには，関節

可動域成績不良を生じさせないために，早期運動療

法に耐えうる腿縫合を施行し，積極的な リハビリテ

ーションを行う環境を整えることが重要と考える.

待機日数と T品 4の検討では，症例数が少ないた

め負の相関関係があるとはいえなかったが，待機日

数が長lYJになると T品 4は低下する傾向が認められ

た 待機日数が長期の症例は，他医からの紹介例も

しくは感染例であった.皮弁形成やl陸再建が必要と

判断されれば，可能な限り早期に専門施設へ紹介す

ること，また感染例であっても，術前に関節拘縮を

予防するリハビリテーションを施行することを念頭

に置く必要がある.

以上の結果から，手部軟部組織損傷例において術

後に良好な手指可動域を得るためには，受傷早期の

軟部組織再建とl陸損傷指を含む手指のリハビリテー

ションが重要と考えられる.

[まとめ]

1.外傷および!l重蕩切除の手指軟部組織損傷に対

して，有茎脂肪筋膜(皮)弁を用いた再建術を施行

した.

2. 全例で脂肪筋膜弁および皮弁は生着 した.

3. 穿通枝皮弁の導入とl躍損傷指への対策が今後

の課題である.

{文 献1
1)線本充ほか 皮弁による手部皮膚軟部組織欠損再建

例の検討.日本手外科学会雑誌 25・741-744，2009.

2) 松崎浩徳ほか.同側前腕からの皮弁移植による手部欠

損再建.日本手外科学会雑誌 25:436-440， 2009. 

3) 矢島弘嗣ほか.手の外科における逆行性税側前脱皮弁

の有用性について.日本手外科学会雑誌 16:712・715，

2000. 

4) 新井哲也ほか.伸筋腿付き遊離足背皮弁移植術による

手背部挫減損傷再建の 3例.日本マイクロサージャ リ

学会誌 22:277-283， 2009. 

5) ]ones BM， et al. Acute ischaemia of the hand resulting 

from elevation of a radial forearm flap. Br J Plast Surg 

38: 396-397， 1985 

6) Richardson 0， et al. Radial forea1'm flap dono1'-site com-

plications and morbiclity:A p1'ospective study. Plast Re-

constr Su1'g 99: 109・115，1997.

7) Penteado CV， et al. The anatomic basis of the fascio-cu-

taneous flap of出eposterior interosseous artery. Surg 

Radiol Anat 8: 209-215， 1986 

8) Buchler U， et al. Retrograde posteIior interosseous flap 

J Hand Surg Am 16: 283・292，1991.

9) Koshima!， et a1. The 間 1ialarte1'y perforator-based adi-

pofascial flap fo1' clorsal hand coverage. Ann Plast Su1'g 

35: 474-479，1995. 

10) Acharya AM， et al. The reverse posterior interosseous 

arte1'y flap:Technical consicle1'ations in raising an easie1' 

ancl more reliable flap. J Hand Surg Anl 37: 575-582， 

2012. 

108 -



日手会誌(]]pn Soc Surg Hand) ，第 30巻第6号 953-956，2014 

ez w品川、、

指尖損傷に対する動脈皮弁再建後の機能評価
かじだいすけ かわにしこういち おもかわしょヲへい 止かのけんいち 主かにしやすあき たなかやすひと

鍛治大祐*， 川西弘ーペ 面川庄平ぺ中野健ーペ仲西康顕*ぺ田中康仁**

[目的]今回われわれは術後 1年以上経過した指尖損傷に対して，動脈皮弁で再建した症例について，パ

フォーマンステストを含む機能評価を行ったので報告する.

[方法I2003年3月から 2011年9月までの聞で，当院及び関連病院において動脈皮弁を行った 13例 13

指を後ろ向きに調査した.男性 9例，女性 4例，平均年齢 52歳，術後平均経過期間 54.7か月，受傷指は示

指8例，中指 5例であった.評価項目については医療者側のスコアである関節可動域，ピンチ力，知覚など

の客観的所見に加えて，患者の手術に対する満足度，受傷指の使用状況，患者立脚型評価(QuickDASH， 

Hand 20)，さらに受傷指のパフォーマンステスト (Purcluepegboarcl test) を調査した.

[結果と考察I92%の症例が手術に満足していたが，受傷指の使用状況は 1例を除いて 「無意識下では使用

する頻度が少ない」と回答 した.客観的所見，患者立脚型評価は良好であった.Purdue pegboard testは，As-

sembly評価における平均値は患指非使用では基準値の 81.9%であり，患指使用では 60.0%であった 今回

の調査では，満足度や客観的所見，患者立脚型評価などは良好であったが，実際の日常生活での患指の使用

状況は少なかった.また，客観的な巧融機能検査において，患指を使用させた場合は，隣接指を使用した場

合と比べてパフォーマンスが低下した.

[緒言]

手の外傷における機能評価と して，従来型の医療

者側スコア，患者立胸l型評価，パフォーマンステス

トの 3つの総合評価が用いられてきた.切断指再接

着後の医療者側スコアとして玉井の評価基準が汎用

されているが，指尖部損傷再建後の手の機能を評価

するための計量心理学的検証は行われていない.患

者立脚型評価と して DASHやHancl20などが用い

られており，いずれも妥当性検証が行われている.

しかしながら，これらの立脚型評価は社会心理学的

要因に影響を受けることが知られており，患者に日

常生活動作を想像で答えさせるなど実際行っている

生活動作の実状と異なる可能性がある. 一方，パフ

ォーマンステス卜は日常生活で手をどのように使用

しているかを実際に評価することができる. 1969 

年に開発され妥当性検証がなされている Jebsen-

Taylor Hand Function Test 1)をはじめ現在では数種

類の評価法が存在し，手根管症候群やデュプイ トレ

ン拘縮，リウマチ手などに対し活用されている 2)3)4)

また，手の外科領域以外でも脳卒中やパーキンソン

病などに対して使用されている報告が多い.

手指の外傷後の評価として，関節可動域やSemmes-

Weinsteinモノフィラメントテストなどの客観的所

見や， VAS， DASHなどの患者・立脚型を調べたもの

が多く，パフォーマンステストによる評価が行われ

た報告はほとんど存在しない.上肢のさまざまな外傷

を含む患者群に対して SollermanHand Function Test 

により評価した論文が散見されるのみである 5)6)

今回われわれは指尖部損傷に対し皮弁による再建

術を行った症例のうち術後 1年以上経過したものに

ついて，手の巧敏性を評価するために妥当性検証が

なされている PurduePegboard Test 7)を用いて，パ

フォーマンステストを含む機能評価を行った.皮弁

再建後の各種臨床および機能評価とパフォーマンス

テストとの関連性について調査したので報告する.

[対象と方法]

(Patients)本研究は術後 1年以上経過した症例の

後ろ向き調査である. 2003年から 2011年まで， 当

院および関連病院で再接着の適応のない玉井分類の

受E望日 2013/11/24 
*回北病院 〒639-1016 奈良県大和郡山市城南町 2・13
**奈良県立医科大学幣形外科
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Zone 1および2での指尖部損傷で，連続する13例

13指(示指 8指， 中指 5指)を対象と した.年齢は

35-72歳 (平均 52歳)，性別は男性 9人，女性 4人

であった.受傷指は利き手側が8指，非利き手側が5

指であった.

(Methods)全例に対して，皮弁移行術が行われた.

手術内容の内訳は逆行性指動脈島状皮弁 10指，

Oblique Triangular Advancement Flap 2指，神経血

管束付き島状皮弁 1指であった.逆行性指動脈島状

皮弁及び神経血管束付き島状皮弁においてドナーサ

イトの被覆は全例，同側前l腕主主側からの分層植皮を

行った.術後約 1週目からハンドセラピス トの管理

下で手指可動域訓練を開始し，創治癒を目途に知覚

再教育を追加した.手術から調査までの経過期間は

平均 55か月 (13-105か月)であった.

(Clinical outcomes)治療経過中に皮弁壊死，創治

癒遅延， ドナーサイ トの植皮の非生着，感染， CRPS 

などは 1例も認めなかった. I臨床評価と して手術に

対する患者満足度，日常生活での受傷指の使用頻度

を調査した 満足度は 「大変満足J，r満足J，rどち
らともいえなpJ，r不満jの4段階と し，受傷指の使

用状況も 「問題なく使えているJ，r問題はあるが無

意識でも使えているJ，r問題はあるし無意識では使

えていないJ，r全く使っていない」の 4段階と した.

(Functional outcomes)医療者側スコアでの機能

評価として，Semmes-Weinst巴111モノフィラメン ト

を用いた知覚回復，ピンチ力 (KeyPinch)， Total 

Active Finger Motion (TAM)を計測 した.患者立

脚型評価としては Quick-DASH，Hancl 20を調査し

た.また，評価時の爪の形状を Zookのスコア8)で

4段階 (Verygoocl， Goocl， Fair， Poor)に分類した.

(Performance test)パフォーマンステストとして

Purclue pegboarcl testを使用した 7) 主な検査方法

は右手で穴にピンをさ し 左手でワッシャーにピン

をかぶせ，右手でカラーをのせ，左手でワツシャー

をかぶせた.ここでひとつのAssemblyが完成した.

1分間で完成 したAssemblyの数を点数化した.最

初に受傷指を使用せず隣接指を使用 して計測し，次

に受傷指を使用 して計測 した.

(Statistical analysis) Purdue pegboarcl testの点数

と各種臨床および機能評価との関連性について，

Spearmanの順位相関係数を用いて検定を行った (p

<0.05).臨床評価と して，手術に対する満足度，

受傷指の使用状況を解析した.機能評価としては，

Semmes-Weinsteinモノフィラメン ト，ピンチ力，

T品に患者立脚型評価 (DASH，Hand 20)との相

関を解析 した.Purdue pegboarcl testの点数は，受

傷指を使用 した場合と隣接指を使用した場合の両方

のスコアを Wilcoxonsignecl-rank testを用いて比較

した (p<0.05を有意差ありと判定した).

[結果]

手術に対する患者満足度は [大変満足jが5人 (38

%)， r満足jが7人 (54%に 「どちらともいえないj

が1人 (8%) であり， 1人を除いて良好な満足度

であった. しかし，日常生活での受傷指の使用状況

は「問題なく使えているjが1人で，それ以外の 12

人は「問題はあるし無意識では使えていないjと回

答した.Semmes-Weinsteinモノフィラメン 卜はGreen

2人， Blue 7人，Purple 4人で，平均::tSDは3.48::t

1.64 (Range : 2.44-4.08)であった.T.品4は対健側比

で平均 82.5%::t32% (65-97%)，ピンチ力は対健側

比で平均 83.5%::t52% (60-112%)であった. Quick-

DASHは平均 7.46::t25(0・25) で， Hand 20は平均

9.92::t30 (0-30)であった(表 1).爪の形状に関し

ては Zookのスコアで VeryGooclが2人， Goodが3

表1 各種機能評価の結果

5・W : Semmes-Weir】steinMonofilaments 

TAM : The total active finger motion 

PPT : Purdue pegboard test 

nu 
τ4 ・E
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表2 パフォーマンステストの結果

症例 損傷指 金指在使風λ孔、 患指を使用

症例① 左示指 44 33 
症例@ 右中指 51 32 
定例@ 左示 指 33 25 
定例@ 右中指 42 33 
定例@ 右不指 32 16 
症例@ 左京指 48 45 
症例@ 右市指 31 23 
定例@ 右 示指 32 24 
症例@ 右中指 15 15 
症例@ 右中指 23 17 
症例⑪ 右不指 22 11 
定例@ 左中指 12 7 
症例@ 左市指 33 28 

Normative population averages (Factory worker) : 39.30 

"・
三
区輔

p=0.042 
r=0.58 

繍 2・
パーデューベグボードスコア(A話 embly)

i安値m使用}

P<O.05 was statistically signifi伺 nt

図 1 受傷指を使用 した場合のパフォーマンステスト
と指関節可動域との相関 (Spearmanの順位相
関検定)

人，Poorが8人であっ た.

Purdue pegboard testのAssembly検査の結果は，

患指を使用していない場合は平均 32.2:1:39点であ

り，設定されている基準値 (39.3点)比は 81.9%で

あった.しかし，患指を使用 した場合では平均 23.6:1:

38点であり，基準値比は 60.0%であった (表 2).

患指を使用 したスコアは 使用 していない場合と比

較 して有意に成績の低下を認めた (Wilcoxonsigned 

rank test: p<O.OOl). 

Purclue pegboard testと機能評価との関連性につ

いては，受傷指を使用 していない場合の点数と満足

度の聞に相聞が認められた (r=0.60，p=O目028).し

かし受傷指を使用した場合の点数と満足度の間には

955 

表3 パフォーマンステストと各種機能評価と
の相関 (Spearmanの順位相関検定)

P町duをP'"五b田 rdte5tS<'orを

般信懐周1!ず E括償問

QuickDASH キ医翠なし キ橿翠なし

Hand20 経接指し 福留品

満足度 キ盛薮あり キ盛翠なし
(p=O.02S) 

TAM h キE護協リ
(p=O.042) 

Pinch{"./o) ¥ キ唾翠なし

5emmes. ¥ Weir、stein
爪(Zook) ¥ 臨ん |

P<O目的 wasstatistica)I'1 significant 

相聞は認めなかった (p=0.054).また，受傷指を

使用した場合の点数と TAMの聞に相関が認められ

た (r=0.58，p=0.042) (図 1).その他の機能評価

とは相関を認めなかった(表 3).

[考察]

再接着が適応とならない指尖部損傷に対して各種

皮弁による再建術が選択され，可動域や知覚の回復

に関 して良好な結果が報告されている.鈴木ら 9)

は逆行性指動脈島状皮弁の術後 6か月以上経過した

28例の知覚回復を調査 し Semm白川Teinsteinモノ

フィラメントで平均 7.9，static-2PDで平均 6mm，

moving-2PDで平均 5mmと良好な知覚回復が得ら

れた と報告 している.荻野ら 10)は逆行性指動脈皮

弁の 12%，神経血管柄付き掌側 VY前進皮弁の 10

%で術後搬痕拘縮を認めたと報告 しており，可動域

制限の予防として皮弁デザイ ンが指節間皮線に交差

しないようにすることで術後椴痕拘縮を最小限に減

らすことが可能としている.本研究では 13人中 I

人に受傷指 PIP関節の著明な件l展障害 (_40
0

)を認

めたが，それ以外は知覚回復， T仙 4は良好であり，

諸家の報告と同等である.ー10。をこえる伸展制限を

認めた患者の受傷指の 83% (6人中 5人)は非利き

手側である.

今回の研究で受傷指を使用できているかを客観的

に点数化する方法と して Purcluepegboarcl testによ

るノTフォーマンステス トを行白った.Purdue peg-

board testは 1948年に JosephTiffinにより開発さ

噌

E
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れ， Jebsen-Taylor Hand Function Testや Sollerman

Hand Function Testなどの他のパフォーマンステス

トに比べて指の巧敏性を定量化できる検査法であ

り，手の外科領域では手根官症候群に対して妥当性

と信頼性が検証されている. 受傷指を使用すると受

傷指を使用しない場合と比較して，パフォーマンス

が有意に低下するという結果が得られた.さらに，

臨床結果においても，大半の症例が受傷指について

「問題があり無意識では使えていないjと回答して

おり，良好な知覚回復やピンチ力獲得とは矛盾する

結果となった.この結果は，指尖再建後の指の機能

は，たとえ客観所見が良好でも，必ずしも患者は再

建指を日常生活では使用していないことを示してい

る.槙側指の知覚は健側と同様の繊細な知覚機能が

得られなければ患者は隣接指を使用するという外科

医にとっては厳しい現実である.また 2 日常生活で

指を使えていないという現実は，手術に対する良好

な患者満足度 (92.3%が満足)や，良好な患者立脚

型評価と事離した.受傷指を使用していない場合の

Purdue pegboarcl testの点数と満足度との聞に相関

が認められたことから，受傷指を使用しなくても満

足度は高く，日常生活ではほとんど問題にならない

と考えられる.

パフォーマンステストと機能評価の関連について

は，受傷指を使用したパフォーマンステストの結果

とTAMの聞に相聞を認めたとしヴ結果を得た.こ

の結果は，受傷指の可動域制限が指の巧敵性に関与

している可能性があることを示している.パフォー

マンスが落ちる他の要因として，爪の形状や知覚機

能なども手の巧敵性に関連していると考えられる

が，今回の解析からは相聞を認めなかった.態、指使

用においても，知覚回復の良好な場合でも Purclue

pegboarcl testの結果は不良な症例もあり(図 2症例

5:知覚回復は Semmes-Weinsteinで Green，Purclue 

pegboarcl testで 16点)，その逆の結果となった症例

も存在した(図 2症例 13:知覚回復はSemmes-Wein-

stein でPurple， Pur吋cl仇山lu問l悶epegboarcl t句esはtでで、 2お8点)ト，忠記

指を使用した場合の Purcluep閃eg酢bo伺ar吋dt句巴sはtの結果と

S白巴mme目s

相関を認めなかつた(句p=0.22) ことも考えると，

知覚がパフ オ←マンスに与える影響は少ないと考え

られる.このことは，知覚が回復しでもJikt栴を 日常

的に使用しなければ指の巧敏性は得られない可能性

を示唆している.

本研究の限界としては，症例が少なく後ろ向き研

究であるという点が挙げられる.今後さらに前向き

研究症例を蓄積し，パフォーマンスに影響する要因

を多重解析により調査することが必要と考えられ

る.

[まとめ]

1.指尖部損傷に対して指動脈皮弁を行った 13例

13指について後ろ向きに評価を行った.

2.手術に対する満足度や患者立脚型評価の結果

は良好であったが，日常生活では受傷指は使えてい

なかった.

3.受傷指を使ったパフォーマンステストの結果

は受傷指の可動域にのみ相関しており，受傷指を使

用したパフォーマンスは非使用の場合と比較して低

下していた.
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将山、，
当科における手部校創後の感染症例の検討
せがわまい ごんどうまさひで うちだりゅうじ まつむら はじめ わた主ベかつえき

瀬川真以ぺ権東容秀*，内田龍志ぺ松村ーへ渡辺克益*

ペット等の動物は身近な存在である一方で、，岐創事故が少なくなく，重大な感染症に至る例もある.我々

は，当科を受診した手部l皮創患者 387例のうち感染症を合併し，創部培養を行った 28例について検討した.

原因動物はイヌ，ネコの 2種類のみで，部位は指が多かった.創閉鎖までの期間は，初診時に切聞を行った

例と，セカンドルックで切聞を行った例に有意差はなかった.分離菌は， pasteurella multocidaが多く，骨髄

炎を合併した 2例においても同菌が検出された.岐創では pasteurellarnultocidaへの注意が必要で.適切な

創処置に加え感受性の高い抗生剤を用い感染予防をすることが必要である. しかし，実際は当直医によって

初期治療を行う事が多く，経験の浅い医師や手の創処置に不慣れな医師が対応する場合も多くある その為

必ず翌日ないし同日の形成外科外来再診を指示し セカ ンドルックを行うこととしている.

[緒言]

近年ペット等の動物は身近な存在である一方で，

l佼創事故が少なくなく，重大な感染症に至る例も少

なくない.その為，初期治療と適切な抗生剤の投与

が必要である.今回著者らは約 3年間に当科で経験

した手部岐創後の感染例について検討したので報告

する.

[対象と方法1
2010年 1月-2012年 9月に当科を受診した手部

|佼創患者 387例のうち感染症を合併し，創部培養を

行った 28例について原因動物，昔日位，分離菌，治

図 1 原因動物

療期間， 初診までの日数，自IJ閉鎖までの期間等につ

いて検討した.

[結果]

性別および受傷年齢は男性 12例，女性 16例で，

年齢は 16-85歳，平均 54.9歳であった.

原因動物の種類はイヌとネコのみで，イヌが 16例

(55%にネコが 12例 (41%)でイヌがネコよりやや

多かった(図 1).受傷部位は指が最も多く 12例 (43

%)，次に前腕が多く 6例 (21%)，手掌，手背同時

損傷が5例 (18%)，手掌3例 (11%)，手背2例 (7

%)であった(図 2). 分離菌はパスツレラ属が 11

手~3例

(11%) 

図2 受傷部位

受理臼 2013/11/20 
ホ東京医科大学病院 干160・0023 東京都新宿区西新宿6-7-1
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表 2 創閉鎖までの日数の比較

症{~J 創閉鎖までの
数 回数〈平均〉

初影時切開 7 12.85 
セカンドルックで切開 11 11，4 
皮膚欠慎一値皮 2 21.5 
非切開 6 10.33 

他院紹介例 2 52.0 

例と最多であった.続いて連鎖球菌屈が 5例，その

他表皮ブドウ球菌，黄色ブドウ球菌，緑膿菌などが

|場性となった (表 1)，

受傷から初診ま での日数は受傷当日から最長 15

日で他院よりの紹介例を除くと平均 1.6日であった.

約半数が受傷 してから 24時間以上経過後に受診 し

ていた.閉創までの期間は平均 15.7日であった.さ

らに閉創までの期間を初診時に切聞を行った例，セ

カンドルックでの切聞を行った例，非切開例等で比

較した (表 2)，症例数はセカンドルックで切聞を行

った例が最も多かったが 初診持切開例とセカンド

ルックでの切開例，非切開例では創閉鎖までの時間

に有意な差は見られなかった.皮膚欠損があり，感

染が11珪快した後に植皮を行った例は閉創まで平均

21.5日を要した.他院で治療に難渋 し，紹介となっ

た例は当然であるが閉創まで平均 52.0日と長期を

要した.閉創後平均約1か月の経過観察を行ったが，

1例で閉創後 3日で再燃を認め再切聞を行った.合

併損傷としては， I世損傷が 1例，骨髄炎を合併した

症例が 2例あった.合併損傷を有した 3例では閉創

図 3 DIPI!liI節裂隙狭小化，中
節骨から末節骨にかけて
骨融解像を認める

まで平均 40.3日と長期を要した.骨髄炎合併 2例の

起因菌はどちらも Pasteullamultocidaで他院で治療

に難渋し，紹介受診となった症例であった.機能的

予後については，骨髄炎を合併 した 1f91Jで DIP関節

の可動域制限を認めた.

症例提示

症例 1: 58歳女性

現病歴 :猫に左中指をl噛まれ受傷.翌日近医受診

し，閉鎖療法，CVA/AMPC (オーグメンチン@)内服

を開始された.その後発赤腫脹が増悪 した為CfRX
(ロセ フィン@)点滴投与を併用したところ，発赤l盟

脹は改善したが，創部からの排膿が続いていた.受

傷 19日目に単純X線検査を施行 した際に骨融解像

を認めた為，加療目的に当科紹介受診とな った.右

中指爪基部に径 7mm大の創を認め，自IJは末節骨ま

で達し爪根の露出も認めた.創周囲の発赤腫脹，圧

痛及び排j膿を認めた.単純X線所見では DIP関節

裂隙狭小化，中節骨から末節骨にかけて骨融解像を

認めた(図 3).ただちにデブリードマン，創洗浄を

施行し， 1非l放治療を行った翌日も創からの排出足を

多く認めた為，切聞を施行した， FDPの一部に域死

を認め，壊死音11は切除 した.創培養からは Pasteu-

rella multocidaが検出されたその後も連日の創洗

浄を行い当科初診から 42日で閉創した.その後感

染の干1}燃は認めなかったが，治療|弁l始後約半年の時

点でDIP関節は伸展-25。屈曲25。と制限されていた.

日常生活動作には支障なく治療終了と した
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当科における手部岐創後の感染症例の検討

[考察]

手部の動物殴創では，損傷が骨，関節などの深部

組織に達しやすく，適切な初期治療が行われない

と，骨髄炎，化膿性関節炎などの重篤な合併症を引

き起こすことが知られている.感染率は 10-26%

と報告されており 1)2):)) 感染例では初期治療に問題

がある例が多く初期治療の重要性が示峻されてい

る.当科での感染率は 7.2%と低い結果が得られた.

当科の初期治療は，留置針-を用いた高圧洗浄で十

分な創洗浄を行い，汚染部や明らかな壊死組織はデ

ブリードマンを行う.原則縫合処置は行わず開放創

とし，ポピドンヨード剤とガーゼドレナージを行

う.予防的抗生剤投与を行い，破傷風基礎免疫のな

い患者や，追加接種から 5年以上経過している患者

には破傷風トキソイドを接種する.しかし，手指の

関節拘縮の問題もある為 感染が沈静化すればすみ

やかにポピドンヨード剤の使用とガーゼドレナージ

を中止し，湿潤治療に切り替える必要がある.

抗生剤の選択はイヌネコともに起炎菌として頻度

の高いPasteurellamultocidaに有効な抗生剤を投与

する必要がある.当科の結果でも同菌を最も多く検

出し， 骨髄炎を合併した 2例でも同菌が検出されて

いた.口腔内常在率は，他の原因菌が数%であるの

に対し，イヌで 15-75%ネコではほぼ 60-ほぼ 100

%と高率に存在する.受傷後最短 30分から遅くと

も2日以内と比較的早く症状が発現する.多種の抗

生剤に高感受性を示すが第 1世代セフェム系には

耐性がある為，注意が必要である 4) ペニシリン系

もしくは第 2第 3世代セフェム系を初期から投与す

ることが望ましい 5) 当科ではほとんどの症例で，

CVA/AMPC (オーグメンチン@)を第一選択として

いた.

治療については前述した通りであるが，実際は当

直医によって初期治療を行う事が多く ，経験の浅い

医師や手の創処置に不慣れな医師が対応する場合も

多くある.

その為必ず翌日 ないし同日の形成外科外来再診を

指示 し，セカンドルックを行うこととしている.

鳥巣は， 伺らかの理由で積極的な創傷治療が行え

なかった場合，抗生物質投与後 24時間を経ても症

状の改善傾向が得られなければ補助切聞を加えて排

鵬や観血的治療を考崩すべきとしている 6) 当科に

おいても再診時に初診時処置が不十分と思われた場

合はセカンドルックで跨踏することなく追加切開や

959 

デブリードマンを行うこととしている.

[まとめ]

今回の結果では他院紹介例を除くと感染率は7.2

%と低く，骨髄炎などの重篤な合併症を併発した例

はなかった.初期治療の重要性に加えて，セカンド

ルックでの評価が重要と再認識 した.
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手指 MP関節側副靭帯不全損傷に対する
トリアムシノロンアセトニド関節内注射の検討
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外固定による保存治療抵抗性の手指 MP関節側副靭帯不全損傷に対して トリアムシノロンアセトニド関

節内注射を行い治療効果および病態を検討した.症例は 8例 8指で，母指 3例， 示指 3例，中指 1例，小指

1例であり，母指尺側の 1例を除いて全例槙側であった.不安定性を有したのは 1例のみであり，全例で側

副靭帯中手骨付着部から関節背側にかけての限局した圧痛を認めた. トリアムシノ ロンアセトニド 5mgと

1%リドカイン 1mlを混合し，適量の関節内注射を行ったところ，全例で初回注射後 2-8週で， ~客痛， ADL 

障害とも消失した.自験例の症状および経過から，背側関節包損傷の存在が関節滑膜炎誘発の一因となり痔

痛が継続していたと考えられた.外固定による保存治療抵抗性の MP関節側副靭帯不全損傷例に対する トリ

アムシノ ロンアセ卜ニド関節内注射は 速やかに高い除痛効果が得られる有用な治療法であると考えてい

る.

小指 1例であり，母指尺側の 1例を除いて全例焼側

であった. 8例中 7例は前医で保存治療を行うも改

善しなかった紹介例であった.受傷原因は交通事故

3例，スポーツ 2例，日常勤作での打撲 ・転倒 3例

であった.受傷から初回注射までの期間は4-16週，

平均 9.4週であった.全例にトリアムシノ ロンアセ

トニド 5mgと1%リドカイ ン1mlを混合 し， 各関

節腔の容量に合わせた適量の関節内注射を行った.

以上の症例に対し，当院初診時診察所見，注射回数

とその効果について検討した.

{緒言]

手指 MP関節の側副靭帯損傷は日常診療で比較

的良く遭遇する外傷である.不全損傷例では一般的

に保存的に治療されるが，痔痛が残存する症例が時

にみられる.今回，そのような症例に対し卜リアム

シノ ロンアセトニド関節内注射を行い，治療効果お

よび病態を検討したので報告する.

[結果]

初診時診察所見では，

[対象と方法}

症例は過去 4年間に手指 MP関節の側副靭帯不

全損傷の診断でステロイド関節内注射を行った 8例

8指であ り(表 1)，男性 4例，女性 4例，右 3例，

左5例，指別には母指 3例，示指 3例，中指 1例， その部圧痛を全例に認め，

症例-1'!
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手指 MP関節側副靭帯不全損傷に対する関節内注射

図 1 症例単純X線

明らかな脅'傷は認めない.

位は側副靭帯中手骨付着部から背側に限局してい

た.尺および暁屈ストレス強制時の終痛は全例に存

在したが，不安定性は 1例で軽度に認めるのみであ

った.注射回数は 1回が 6例， 2回が 2例であっ

た(表 1).全例で初回注射後 2-8週で， 'f客痛， ADL 

障害とも消失した.初回注射後 2-12ヵ月(平均 4

ヵ月)の再診時で再発はなく，その後の再診もない

(初回注射後平均 25ヵ月).

{症例]

60歳女性.自転車走行中にガードレールと銭触

して受傷.前医で保存的に治療(外固定 2週間)を

行うも痛みが軽快せず，受傷後 2.5ヵ月で当院受診

となった.示指 MP関節の腫脹，中手骨頭横背側に

限局した圧痛を認めた.尺屈ストレスでは軽度の動

揺性があり，終痛が誘発された.単純 X線では明

らかな骨傷はなく(図 1)，MRIではT2*像で横側

側副靭帯の近位懐背側の関節包に高輝度像を認め

た.また，関節内の高輝度像から関節滑膜炎が疑わ

れた(図 2).トリアムシノ ロンアセトニド 5mgと1

%リドカイン 1m!の混合液を MP関節内に適量注

入した注射後 2週間で痔痛は消失し，圧縮，スト

レス強制時の終痛も消失した.以後 1年以上再発せ

ず経過している.
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図2 症仔11 MRI'ロ*
検側側副初予1干の近位，椀背側の関
節包は限局的な高来n度像となり

(矢1=]"1)，関節滑膜炎を示唆する所
見を認める.

で外固定が行われたが，終痛およびADL障害が継

続した症例であった. 8例の症状に特徴的な点とし

て， 1例を除き不安定性がなかったこと，また全例

で側副靭手15中手骨付着音1)から関節背側にかけての限

局した圧痛を認めたことが挙げられる.不安定性が

ないにも関わらず症状が遷延し，背側に圧痛を有す

ることは，背側関節包損傷の存在を疑わせる.背側

関節包損傷は，母指の MP関節側副靭帯損傷によく

合併する 1) Krauseらは側副靭帯損傷を伴わない

母指 MP関節焼背側関節包の単独損傷も報告し 2)

同部が易損傷部であると述べている(図 3).自験

例では手術例がなく単独損傷か合併損傷かは明らか

ではないが，関節包損傷の存在が関節滑膜炎誘発の

一因となり底痛が継続していたと考えている.ま

た，母指以外の全例に椀背側の圧痛を認めており，

Dorsal 
Aponeurosis 

of the 
Adductor 

Exfensor 
Poliicis 
Brevis Area of 

.々......-Weakness

Abductor 
Pollicis 8revis 

を~ .~

[考察1 Adductor __.-/二:L=1
MP I刻tmM~刑靭幣不全損傷は保存的治療が選択さ POllicls少;./-

れ，その程度によって 1-4週間の外国定が行われ 図3 母指 MP関節

ることが一般的である.自験例の 8 例にI~ 7例は前医 文献 2より椋背側関節包は易損傷部
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962 手指 MP関節側副靭帯不全損傷に対する関節内注射

母指に限らず，他の指でも棋背側関節包は易損傷部

であるこ とが示唆された.

治療は ト1)アムシノ ロンアセトニド 5mgと1%リド

カイン 1mlの混合液の関節内注射を行い， 全例で

速やかに症状の改善が得られた. 1回目の注射後 2

週， 4週の時点で症状が残存していた 2例に 2巨|目

の関節内注射を行った.関節内注射 1固と 2回の症

例間での臨床症状や受傷起点などの明らかな違いは

なかった. トリ アムシノ ロンアセトニド関節内注射

が著効した要因は，前述のように関節滑膜炎が症状

継続の原因であったためと考えられる.また，実際

の経過観察期間は短l¥ものの，長期間再診がなかっ

た(初回注射後平均 25ヶ月)ことは本治療の有効

性を示唆していると考えられるが，治療効果の継続

を最終確認 していない点は本検討の限界と言える.

また 卜リ アムシノ ロンアセトニ ド注射による腔断裂

など軟部組織損傷を引き起こす弊害も報告されてい

ることから，再発に対する繰り返す注射は慎重であ

るべきで，終痛コン トロールが困難な症例に対して

は手術を考慮すべきであろう.

外固定による保存治療に抵抗性の MP関節側副

靭帯不全損傷例では，関節包損傷に伴う滑膜炎も考

慮して 卜リ アムシノロンアセトニ ド関節内注射を行

う価値があり，自験例からは速やかに高い除痛効果

が得られる有用な治療法であると考えている

[まとめ1
1)手指 MP関節側副靭帯不全損傷後に継続する

終痛に対し， トリ アムシノロンアセトニド関節内注

射を行った 8例を検討した.

2)全例で終痛と ADL障害が消失し，有効な治療

法と考えられた.

3)圧痛の局在と 卜リ アムシノ ロンアセトニド注

射が著効を示す事から，側副靭帯損傷に伴う機背側

関節包損傷に続発した慢性的滑膜炎により終痛が継

続したと考えられた.

[文献]

1) Edelstein DM， et al. Radial Collateral Ligament Injuries 

of the Thumb. J Hand Surg 33A: 760-770， 2008. 

2) Krause JO， et al. Isolated injuries to the Dorsoradial 

Capsule of the Thumb Metacarpophalangeal Joint. J 

Hand Surg 21A: 428-433， 1996. 
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Interactive teletriageを利用した名古屋市における
重度手指外傷患者に対する救急搬送円滑化の試み

aw 

締
W

、、

U

二
ひ

A
l

ひらた

平田
しのはらたかあき

篠原孝明
やまもとみちろう

山本美知郎
あらいてつ や

新井哲也，
いわっきかつゆき

岩月克之，
2つめただひろ

夏目 11佐弘，

[緒 言]名古屋市において発生する重度手指外傷患者の受け入れ困難例多発に対し，我々の行っている

新しい試み(搬送時の重症度トリアージ)について報告する.

[対象と方法]平成 23年 8月から平成 25年 1月の聞に名古屋市内において救急搬送された肢指切断を含

めた重度手指外傷 175例を対象とした.重症度ト リアージは Interactiveteletriage (電話とカメラによる医

師が行う重症度判定)で行った

{結果1teletriageの結果，血行再建不必要と判断された例が 60%，

傷等特殊損傷と判断した症例は 13.3%であった.

[まとめ]救急搬送時に手指外傷の重症度評価を行うことでオーバートリアージを防ぎ，搬送円滑化を図

ることができる.またアンダートリアージを防ぐことで患者にとって適切な病院への搬送を行うことができ

ると考える.

デグロービング ・プレス・ローラー損

スマッチが搬送困難に影響しているものと考えられ

た.そこで我々はこの重症度判断のミスマッチを解

消することで円滑かつ一極集中を避けることのでき

るバランスの良い搬送が可能になるのではなし功3と

考えた.これらの問題に対して我々が行っている新

しい試みについて報告する.

[対象と方法]

平成 23年 8月から平成 25年 1月の聞に名古犀市

内において救急搬送された重度手指外傷を対象とし

た. 重度手指外傷とは切断 ・不全切断指肢，もしく

はそれに準じ緊急性を要すると救急隊が判断したも

のとした.患者総数は 175例で現場所要時間は平均

21.5分 (5-71分)であった.

搬送時の救急隊と医師側との手指外傷の重症度判

定のミスマッチに対処すべく，救急隊により患者の

同意を取った上で受傷肢の写真を撮影してもらい

医師による重症度トリアージを行った.具体的には

救急現場で受傷肢を携帯電話のカメラで撮影しメー

ルで送信，我々が作成した指肢切断チェック表(図

1) をもとに，血行などを含めた受傷指肢の状態を

評価した上で，患者情報を電話で当院手の外科医師

[緒言]

近年，全国的に救急患者のたらいまわしが大きな

社会問題となっているが肢指切断を含めた重度手

指外傷患者においても，愛知県およびその近隣で医

療機関への受け入れ困難例が多発し，大きな問題と

なっている.

心肺停止や多発外傷，心筋梗塞，脳卒中，近年で

は妊産婦，小児などにおいて，多くの県で搬送観察

基準 ・対応医療機関が定められつつあるが，肢指切

断を含めた重度手指外傷においては特有な問題点も

多く，システム化されていないのが現状である.心

肺停止では事前管制システムが多くの地域で機能 し

ており比較的スムーズな搬送が行われている.我々

は重度手指外傷において搬送システムの確立を目指

すべく名古屋市消防局と協議を重ね，救急搬送の実

態を調査分析したところ 名古屋市の重度手指外傷

の問題点として，搬送される病院が非常に限られて

いること，その為同じ病院に患者搬送が集中するた

め受け入れ困難に陥りやすいことが分かった.また

救急搬送時に損傷状況の適切な評価が伝達されにく

いために対処不可能であると断られるケースが多く

あり，この救急隊と医師側との受傷状態の認識のミ

愛知県名古屋市昭和区俄郷町 65番地

n
H
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受理日 2014/01/17 
名古屋大学医学部手の外科教室
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指肢切断チェック表

氏名

傷符苦情報 性別〈ロ男・ ロ女〉

生年月日(明 ・太 ・昭 ・平 年 月 日〉一一一ー歳

創部から還位の血行(色)

ロ無し車自もしくはca回lla叩refi11ingが2秒以上

血行の膏照
口あり ピンク色で国凶h叩市側面唱が2砂以下

ヨピfCa臼ffiaryrefffiing:1!l郡選位の皮虜まだは爪を強〈圧迫し起し

疋後、夜膚の色が白からピンク色に戻るまでの時間

.0.<;;: 

ロ第1指 、ロ第2指 、口第3指 、口第4宿 、口第5沼

ロ手部

安償却位

-第 関節~第 関節の問

ロ完宝切断 、口部分切甑(ロ切断gsの不安定住 ・変形〉

骨・湿の露出 ロあり(白骨の露出 口胞の露出)口無し

侮れ
副都から遼位のしびれ

口語‘ロ無

度膚割弱の 汚lil!ロ程度が強い ロ程度は経い

状盟 皮膚欠漏口欠損天口欠鍋小口欠損熊レ

備雪

図 1 指肢切断チェック表

に直接連絡，それらの情報から医師が重症度を判断

した.血行再建の必要性やデグローピング・プレス ・

ローラー損傷などの特殊損傷の有無を判断し，緊急

手術の適応や手の外科の高度な専門的治療の必要性

の有無を判定し重症度を振り分けた上で，救急隊員

に当院へ搬送もしくは他の医療機関でも対応可能で

あるかなど，搬送病院の選定のアドバイスを行っ

た.これを我々は，現場と相互にやり取りを行い適

切な重症度 ・緊急度を判定すると いう意味で Inter-

active teletriage (以下 teletriage)と名付けた(図2).

[結果]

収容医療機|剥が決定されるまでの管制回数は約半

数の 84例は 1回目で応需されていた. しかし 3回

以上が3剖を占めており一番多くて 10回という例

《重症度トリア~の方法))

E盟窪田園盟国・圃随暢岨

l丸晶 玉
医師の助言

図2 lnteractive teletriage (重症度ト リアージ)の方法

も見られた.実際にはすべての症例が当院へ連絡さ

れたわけではなく，全症例のうち約 2/3は当院へ連

絡する前に近くの他施設に搬送された(すべての症

例は整形外科もしくは形成外科のある病院へ搬送さ

れた).当院へ初回管制されたのは 57件で約 1/3を

占めていたが，実際にteletriageを行うことができ

た症例は 45例であった.teletriageの結果，実際に

は血行再建不必要と判断された例が 27例 (60%)

と多数を占めていた. 血行再建が必要と判断した症

例は 12例 (26.7%)，デグロービング ・プレス ・ロ

ーラー損傷等特殊損傷と判断した症例は 6例 (13.3

%)であった(図 3).

症例呈示

症例 1:43歳，男性，電鋸で受傷.写真と電話に

よる情報から尺側の皮膚の連続性のあることを確認

し血行再建は不必要と判断，他院への搬送を指示し

た(図 4).

症例 2:56歳，男性，機械に巻き込まれ受傷.写

真により血行再建が必要と判断.当院にて血行再建

術を行った(図 5).

症例 3:74歳，男性，機械に巻き込まれ受傷.デ

グロービング損傷で11次部組織損傷が強く，皮弁など

臨楢画面園圃圃幽麟園盤調
27例 (60%).'12例 (26.7%) 116例 (13.3%)

図 3 lnteractive teleb.iageを行った疲例の重症度評価
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図4 症例 1:血行再建不必要例

図5 症例 2: lUl行再建必要例

図 6 症例 3:デグロービング損傷例

の高度な専門的治療が必要と判断し当院へ搬送.植

皮 ・皮弁術等を行った(図 6). 

症例 4:33歳，男性，ローラーにて受傷，前腕音1¥

まで約 20分間挟まれていた.高度の軟部組織圧挫

損傷が疑われコンパー トメン ト症候群の発症を危

慎，高度な専門的治療が必要と判断.当院ヘ搬送 し

筋膜切開術を行った(図 7). 

[考 察]

重度手指外傷，特に切断指肢においては非常に専

門性が高いため救急搬送時に受け入れ困難が発生す

ることが多い.名古屋市とその周辺地域では多くの

場合， 重度手指外傷はその取り扱いに長けた病院に

搬送が集中しているが，実際は手術室の受け入れ状

況，対応できる医師の状況などで必ずしもすべての

図 7 症例 4・プレス損傷例
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患者を受け入れることができるとは限らない.各地

域において置かれている医療環境はそれぞれ異なる

ものの，名古屋市と同様な状況にある地域は他にも

見られ，多くの問題を抱えている. しかし現在全国

的に見ても，肢指切断を主とした重度手指外傷の搬

送基準が規定 ・確立されている地域は我々が渉猟す

る限りほとんどない.他疾患と同様，搬送時に重症

度をある程度判断したうえで搬送を行うことは医療

者・患者側にとってもリ ーズナブルであると思われ，

Hartzellらは上肢の外傷において適切な搬送 ・転院

を促すことで医療資源の有効活用ができると報告し

ている け. しかし実際はその重症度を測る指標はti在

立 していないのが現状である.

手指外傷の重症度判定として Campbellらの Hand

Injury Severity Score (HISS) 2)がある.HISSは術後

機能や仕事復帰の予測因子となりうることが報告さ

れており 州，受傷時の重症度評価としては有用であ

る可能性があるが，非常に煩雑なスコアであり救急

隊員によって救急搬送時に使用することは困難であ

ると思われる そこで簡略化した重症度スコアを作

成することが必要であると考えるが一口に重度手指

外傷と言ってもその損傷形態はさまざまで，大規模

な臨床研究により ClinicaIpredictiol1 rulesを作成す

ることが必要となってくる 5)

今回我々が試みている Interactiveteletriageシス

テム構築によるメリッ卜としては，

1.解剖学的な損傷評価を画像で判断することで

より簡便かっ比較的正確に重症度評価が行える.

2. 受け入れ決定までの円滑化(重症度に応じた

患者の振り分け)

3.傷病者の予後改善(より適切な治療ができる病

院へ誘導できる)

4. 救急隊への処置等に対する助言などが挙げら

れる.

実際には teletriageを行った症例において，血行

再建が必要でない症例が 6剖を占めており，オーパ

ート リアージがなされていた可能性がある.今まで

は医療者側と救急隊とのこのような重症度判断のミ

スマッチが迅速な搬送の妨げになっていた可能性が

あると考えられ， teletriageによりこのような症例

を様々な病院へ分散し搬送することで高度専門治療

病院の負担を減ら しかっ円滑な搬送を促すことがで

きるのではなし、かと考えている. 一方， 一見切断指

ではないが高度の後遺症を残しやすく 高い専門的治

療を必要とし，重症度判断のミスマッチが生じやす

いデグロービング・プレス・ ローラー損傷などを

teletriageにより拾いあげる(アンダー トリアージ

を防ぐ)ことで，患者にとってより適切な治療が可能

な病院への搬送を促すことができると考えている.

今後の課題としては，写真の質の向上，各病院の

受け入れ可能状況(手術室 ・麻酔科・リハビリなど)

の把握，各病院聞の連携強化の必要性などがあげら

れる.今回の症例では生じなかったが， teletriage 

での判断間違いにより再搬送の必要性が生じる可能

性もあるため，各病院間の連携に関しては十分に強

化していく必要があると思われる.また現在は搬送

時の血行再建の必要性に重きを置き トリアージして

いるが，骨 ./陛 ・靭帯 ・神経損傷を含めた総合的な

重症度評価を判断できる評価票 ・スコア リングの作

製も必要である と考えている.今後は Interactive

teletriageシステムを県レベルまで拡大し各拠点病

院で同様なシステムの確立を屈指すベく現在協議を

重ねている.

[まとめ]

我々が行っている名古屋市で発生した重度手指外

傷患者に対する救急搬送円滑化の新しい試みについ

て報告した.

救急搬送時に手指外傷の重症度評価を行うことで

オーパートリアージを防ぎ軽症例の搬送円滑化を図

ることができる.また，アンダー 卜リ アージを防ぐ

ことで患者にとって適切な病院への搬送を行うこと

ができる.

[文献]

1) Hartzell TL. et al. The overutilization of resources in pa-

tients with acute upper extremity trauma and infection 

J Hand Surg Arn 38: 766-773，2012. 

2) Campbell DA， et al. The Hand Injury Severity Scoring 

Syst巴m.J Hand Surg Br 21: 295-298， 1996 

3) Mink va口derMolen AB， et al. Outcome of hand trauma: 

出ehand injury severity scoting system(HISS)and sub-

sequent impairment and disability. J Hand Surg Br 28: 

295-299，2003 

4) van der Molen AB， et al. The hand itリuryseventy scor 

ing system and workers' compensation cases in Wiscon-

sin， USA. J Hand Surg Br 24: 184-186， 1999 

5) 高橋埋.I臨床予測ルールClinicalprediction rule(CPR) 

の基本知識と最近の動向.J1M 22: 416-420， 2012. 
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青壮年自衛隊員における手の外傷に関する疫学的研究
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運動器外傷 ・障害を主訴に整形外科外来を初診した青壮年の自術隊員を対象に，疫学的検討を行った.集

計されたのべ 25，676人のうち 1回の外力によって生じた外傷患者は，のべ 1，340人， 1，444件(平均年齢:

25.8歳)であった.診断名は捻挫が 42%と最も多く， 打撲 ・挫傷が 32%，骨折が 16%であった.部位別で

は指が 61%，手関節が 21%，手部が 17%であった.指の部位別では母指が 32%と最も多く小指 20%，環

指 20%，中指 15%，示指 14%であった.手関節は捻挫が多く，手部は打撲 ・挫傷が多かった.指では，捻

挫と打撲 ・挫傷は母指に多く 骨折は環 ・小指に多かった.受似時の行動はスポーツが 73%を占め，交通

事故を含む移動中の受傷や自衛隊の訓練，作業はそれぞれ 6-9%であった.スポーツはコンタク トスポー

ツが 81%を占め，球技が半数を占めた.

外傷とは受傷機転がはっきりしており，外力により

生じたと判断されたもの 障害とは受傷機転がはっ

きり しない，または微小な外力の反復により生じた

と判断されたものと定義 して検討を行った.本研究

は防衛医科大学校倫理委員会で承認を得て実施 した

(承認番号 895).

[緒言]

手の外傷に関する疫学的検討は少なく，その実態

は明らかにされていない.これまで著者らは自衛官

を対象として疫学調査を行い，青壮年期のさまざま

な運動器外傷 ・障害の特徴を検討してきた 1)2)3) 今

回は， 青壮年自衛隊員における手の外傷の実態を明

らかにすることを目的に以下の検討を行った.

[結果}

手 ・手関節周囲の愁訴で受診した患者はのベ 1，677

人 (6.5%に複数部位を含めて 1，814件であった.

そのうち外傷患者は，のべ 1，340人， 1，444件 (79.3

%)であった.性別は男性 1，267人，女性的人(記

載なし 4人)で，年齢は 15-61歳(平均 25.8歳)で

あった. 19-23歳の若年者が多く，その後は 50歳

まで一定の頻度で発生した

診断名は捻挫が604件 (42%)と最も多く，打撲 ・

挫傷が 464件 (32%)，骨折が 233件 (16%)，)腔損

傷 82件 (6%上マレット指 37件 (3%に脱臼 24

件 (2%)であった(図 1).部位別では指が884件 (61

%上手関節が310件 (21%)，手部が250件 (17%)

であった.指の部位別では母指が 281件 (32%)と

最も多く，次に小指 181件 (20%)，環指 179件 (20

%). 中指 129件 (15%)，示指 114件 (13%)の順

であった.手関節は捻挫が多く，手部は打撲 ・挫傷

が多かった.指では，捻挫と打撲・挫傷は母指に多

[対象と方法]

運動器外傷 ・障害の初診患者に対して，独自の質

問票を配布し回答を得て 青壮年の自衛隊員の運動

器外傷 ・障害の実態を調査した.期間は平成 2008

年 10月から 2011年8月の間で，調査場所は当科お

よび全国の自衛隊病院及び医務室である.調査票は

年齢，性別，利き手側，身長，体重，所属，階級，

職種，自衛隊歴，受傷時刻，受傷原因，受傷時の活

動内容，既往歴，日ごろの運動活動，運動能力など

からなり，患者自身が回答し， 主治医の整形外科医

官が診断名を記入して回収した.回収された調査票

はのべ 25，676人であった.性別は男性 23，084人，

女性 1，875人(記載な し717人)で，年齢は 15-64

歳，平均 32.2歳であった.質問票は初診時に同意

を得て実施した.調査項目の中で，手の外傷と関連

の強そうな年齢，性別，受傷原因，受傷時の活動内

容，診断名，診断部位について検討を行った.なお.

消玉県所沢市並木3.2
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図1 手の外傷の疾患別発生率 (n=1，444)

図2 部位別骨折数 (n=206)

捻挫
打撲
骨折

1酎員{第

マレッ卜

目見臼

合計

作業

7% 

移動

9% 

く，骨折は環 ・小指に多かった(表 1).骨折は末節

骨，中節骨，基節骨，中手骨はほぼ同数で差がなか

った(図 2).

受傷原因は 「ぶつけたjが 616件 (43%)，iひね

った」が347件 (24%)，i転んだjが260件 (18%)，

fはさんだjが 101件 (7%) と続いた.受傷時の行

動はスポーツが 1，048件 (73%) を占め，交通事故

を含む移動中の事故が 130件 (9%)，作業が 101件

(7%に 日常生活動作が 87件 (6%)，訓練が72件 (5

%)であった.業務中の受傷は 390件 (27%) で，

業務外の受傷が 968件 (67%) と多かった(図 3)

スポーツはラグビー，アメ リカ ンフッ トボール，柔

道，サッカー，野球，バスケッ トボール.バレーボ

ールの順に多かった この中でスポーツをコ リジョ

ン ・スポーツ，格闘技，球技，その他に分けたとこ

ろ，コ リジョン・スポーツが 248件 (24%に 格 闘

技が 372件 (35%に球技が 285件 (27%にその他

表 1 部位別疾患件数

母指 不指 中指 環指 小指 手部 手関節 合計 % 

(a) 

154 

91 
23 

5 

4 

4 

281 

44 51 66 
46 42 43 
16 21 41 

7 9 8 

6 16 

。。 5 
114 129 179 

69 
49 

36 

2 

10 

15 
181 

(b) 

8 212 

157 36 
69 27 

16 35 

。 。
250 310 

回答なし
6gも

図3 a)受傷時の行動 (11=1，444)

b)業務中と業務外の割合

604 42 

464 32 
233 16 

82 6 

37 3 

24 2 

1444 

が 143件 (14%) と格闘技が最も多かった.コ ンタ

クトスポーツが 845件 (81%)を占め，ノンコンタ

ク卜は 203件 (19%) であった(図 4).

[考察]

手の外傷は日常診療で頻繁に遭遇するものの，疫

学的な検討は少なく，どのような外傷がどの部位

に，いかなる要因が関与して発生したかの検討は少

ない.本研究は，自衛隊病院または防衛医科大学校

等に受診 した青壮年自衛隊員を対象として，手の外

傷患者の受傷部位や受傷原因，受傷時の行動，診断

名など，手の外傷の特徴について検討 した.

運動器外傷 ・障害の患者のうち，手および、手関節

を愁訴に受診した患者は 6.5%であった.そのうち

79%が外傷患者であり，障害の4倍であった.また，

受診者全体の平均年齢が 32.2歳であったのに対し，

手の外傷患者は 25.8歳と若年層に多い傾向であっ
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た.

部位別検討では，外傷全体では指が手部や手関節

部の 3倍近く多い結果であった.その中で母指が最

も多く，次に小指，環指と尺側から順に多かった.

外傷の種類別では，捻挫は手関節や母指に多く発生

したのに対して，打撲・挫傷は手部に最も多かった.

一方，骨折部位は手部の第 5中手骨から小指，環指

に多かった.このように，受傷の種類と受傷部位に

特徴があり，部位別に予防対策をとることが必要で

あると思われた.

受傷中の行動は，手の外傷患者の 72%はスポー

ツ活動中に受傷しており 青年期の手の外傷は若年

者がスポーツ活動中に多く発生することが明らかと

なった.さらに，業務中である自衛隊の訓練や作業

中より，業務外のクラブ活動や体力錬成などのスポ

ーツ活動中の外傷が多いことも明らかとなった 太

田らの小児の手の外傷の調査では，幼児期には日常

生活動作中に多く発生し，就学期においてその数は

減少するものの学童期後半から中学生にかけて，ス

ポーツに伴う外傷が増加するとの報告がある ，1) 中

学生以降， 20歳代前半までのスポーツ活動性が高

い時期に，スポーツに伴う手の外傷が多く発生して

いるものと思われた.さらに，スポーツ安全保険支

払実績による 20-29歳の全身における疾患別発生

頻度が，捻挫が 53%，骨折 18%，挫傷 9%，JJ見臼 5

%， J陛損傷 2%と，本研究の結果と類似していた 5)

今回の手の外傷における発生分布が，若年者のスポ

ーツ外傷を色濃く反映したものと考えられた.スポ

スポーツ中の外傷における種目別受傷件数 (n=1，040)

ーツの種目別では，格闘技が全体の 35%を占め，

ラグビーやアメリカンフットボールなどのコ リジョ

ンスポーツは 24%であった.また，サッカー，野球，

バスケットボールなどの球技は 27%と多かった.

さらに，全体の 81%がコンタクトスポーツであり，

格闘技など相手をつかむ動作や球技であっても相手

と接触するコンタクトスポーツが大半を占めた.球

技や格闘技における手・指の外傷を予防する対策が

必要であると思われた.

本研究は整形外科受診患者を対象とした調査であ

り，受診患者の中での手の外傷の割合や年齢分布，

受傷原因や受傷時の行動に関する検討は可能である

が，受診しなかった隊員の状況が把握できていない

ので，発生率や危険因子の同定には至っていない.

佐々 尾らは不適切な運動による運動器の傷害を運動

習慣病 (exerciserelated disease)と呼称し，適切

な運動の方法，準備などの啓蒙活動を行っている 6)

本研究により，手の外傷患者の傾向が明らかとな

り，予防対策の確立が期待される.

図 4

[まとめ]

1. 青壮年の手の外傷に関する疫学的検討を行っ

た.

2. 手の外傷・障害は運動器全体の 6.5%であり，

外傷が 79%と多かった.

3.診断は捻挫が 42%，打撲 ・挫傷が 32%，骨折

が 16%であった.

4. 部位別では指が 61%，手関節が 21%，手部が

に
dつ臼

唱

'
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17%で，指別では母指が最も多かった.

5.受傷時の行動は 73%がスポーツであり，業務

後の受傷が 67%を占めた.

6.スポーツ種目別では，球技，コンタクトスポ

ーツに伴う外傷が多かった.
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高齢者ばね指の特徴
たなかとしかず おがわ たけし くまがい ひろし おちあい&おゆき

田中利和，小川 健，熊谷洋，落合直之

日常診療の中で，もっとも診療機会の多いばね指について 69歳以下と 70歳以上の高齢者のばね指につい

て比較検討したので報告する. 2008年4月より 4年 6ヵ月間に受診した 477例 683指を対象とした. 69歳以

下を Y群， 70歳以上を O群とし，性別，擢患指，擢患数，合併疾患，治療方法(腿鞘内注射，手術，無治療)

術後の拘縮について検討した.性別，左右聞には有意差はなかった.権層、指は，0群では Y群に比して，有

意に母指が少なく ，環指が多かった.糖尿病，高血圧症は Y群に比べ O群で有意に多かった.複数指躍患例

は合計 105例 (21.9%) Y群，0群聞では有意差はなかった. しかし，Y 群，0 群を合わせた複数指，罷患例

では 3大生活習慣病(糖尿病， 高血圧症，高脂血症)の擢患が有意に多かった.治療法の選択，各治療法問，

注射間隔も 2群聞には有意差はなかった.手術患者の術後の PIP屈曲拘縮も 2群間には有意差はなく，特に

高齢だから拘縮になりやすいということはなかった.また，合併疾患として，糖尿病，高血圧症が O群で有

意に多かった.

[緒言]

人口の高齢化が叫ばれて久しくなっているが，外

来診療でも高齢者の受診率は急激に上昇し，狭窄性

!陛鞘炎(以後ばね指)も日常診療の中で， 最も診療

機会の多い疾患となっている. しかし，ばね指の好

発年齢，性差，合併疾患の有無等については一定の

コンセンサスはあるが，高齢者に限定した疾患特徴

についての報告はない.今回 70歳以上を高齢者と

定義 し，当院外来受診 したばね指患者を 69歳以下

と70歳以上の 2訴に分け， 70歳以上の高齢者のば

ね指について検討したので報告する.

{対象と方法]

対象は 2008年 4月 1日から 2012年 9月 30日ま

での 4年 6か月間に当院手外科センター外来受診さ

れた外来初診患者 6708名中ばね指に擢患し， 3か

月以上経過観察可能であった 477例 (7.1%) (男性

132例，女性 345例)683指であった.年齢は 30歳か

ら90歳(平均 62.6)で， 69歳以下 355例， 70 歳以上

125例を対象とした後ろ向き研究を行った.今回の

対象者の年齢分布は 30歳代 13例， 40歳代 34例，

50歳代 176例， 60歳代 206例，70歳代 117例， 80 

歳代 29例， 90歳代 3例で， 69歳以下を Y群， 70歳

以上を O群とし(図 1) 以下の項目について比較

4食言すを行った.

調査項目は，性別躍患指，擢患数，合併疾患，

治療方法(腿鞘内注射，手術，使用頻度を減らす)

術後の拘縮についてとした.調査方法は診療録から

の抽出と直接検診であった.ばね指の診断は， 1) 

弾発現象がある.2)局所 (A1pully周囲)の腫癒形

成， 1客痛，圧痛がある. 3) 伸展または，屈曲制限

がある，の3項目のうち 1項目以上あるものとした.

4) 30 歳未満は除外 した. 診断は手外科専門医 3人

と日本整形外科学会専門医 1人，後期研修医 3人で

上記診断項目に沿って診断 した.

統計学的検討は， 2X2表を用いた χ二乗検定と

注射期間の比較には一元配置分散分析を用い， p値

<0.05を有意差ありと した.

当院のばね指に対する治療戦略は，診断後に 1)

手指の使用を減らす，ストレッチをするという非侵

襲的治療と，2)腿鞘内注射，または 3)手術という

3つのオプションの中から患者の自由選択としてい

る.健鞘内注射は基本的には 3固までとし l) それ

以降注射を希望する場合は担当医師と相談して決定

している.腔鞘内注射の使用薬物は 2011年 5月末

日までは， トリアムシノロン 2mg+1%リドカイン

受理日 2013/11/27 
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'0 + 

ZJ1 』ー
40歳代 50歳代

Y群

0歳代 70歳代

Jl 
80歳代 90議代|

0群

図 1 各年代別のばね指頻度

10田6

回%

田%

70% 

回%
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40% 

珂%

20% 

10% 

凹も

30歳代 '0歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代 90歳代

図 2 各年代別のH1¥忠指剖合

溶液~)， 2011年 6月以降現在までトリアムシノロン

4mg+1%リドカイン溶液，また 2009年 2月 19日

-7月 13日のト リアムシノロン供給停止の際には

デカドロン， リンデロンの 1%リドカイン溶解液を

使用 した.

[結果]

男女比は Y群男 89例，女 263例， 0群男 43例，

女 82例で p=0.05とY群， 0群聞には有意差はな

かった 左右差は p=0.58とY群，0併聞には有意

差はなかった.擢患指は， 0群では Y群に比して，

有意に母指が少なく，環指が多かった (P=0.007)(図

口小j旨

ロ慣1旨

B中}首

・示1旨
・母j首

表 1 Y群， 0群間の合併疾患頻度と割合

檀毘繭高血庄高liI!血症甲状腺 CTS ドケルパン外側炎上額

日量以下 62入国人 70人 12人 26人 日人 8人

70車以上 34人 50人 34人 Z人 11人 4人 。人

吉計 96人 138人 104人 14人 目人 日人 8人

% 20 28.8 21.7 2.9 7.7 3.1 1.7 

表 2 ばね指患者中の生活習慣病の割合

糠尿病 高血圧症高脂血症

pj直 <0.01 <0.01 <0.01 

オッズ比 2.34 9.14 2.34 

2) .合併疾患、は，糖尿病 (p=0.02)，高血圧症 (p

=0.002) はY群に比べ O群で有意に多かった.高

脂血症 (p=0.08)，甲状腺疾患 (p=0.31)，手根管

症候群 (p=0.59)， ドケルパン病 (p=0.98)，上腕

骨外側上頼炎 (p=0.09) の権患率には有意差はな

かった(表 1).複数指催患例は合計 105例 (21.9%)

Y群では複数指 76例，単数指 279例， 0群では複

数指 29例，単数指 96例と p二 0.68と有意差はなか

った. しかし， Y群， 0群を合わせた複数指擢患例

では 3大生活習慣病(糖尿病，高血圧症，高脂血症)

の催患が有意に多かった(表 2). 

治療法の選択は， Y群， 0群聞に各治療法聞の有
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図 3 Y群， 0群間の治療法選択の割合
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図 4 各年代別の腿鞘内注射回数

意差はなかった(図 3). 腔鞘内注射は Y群単数回

投与 192指，複数回投与 209指， 0群単数回投与

85指，複数回投与 69指， p=0.12と有意差はなか

った.各指に対して既定の 3固までの投与か， 4回

以上投与か，の注射回数を 2群聞で、比較を行った.

Y 群 3回以下 361指， 4回以上 41指， 0群 3回以下

146指， 4回以上 7指と p=0.03と有意差が生じ， Y

群で 4回以上打った患者が多かった(図 4).注射

間隔については， 1回目から 2回目， 2回目から 3

回目はともに平均 120日から 150日程度で， Y群と

O~洋聞には有意差はなく 1 回目から 2 J:iJ:J目までと

2回目から 3回固までとの聞も有意差がなかった (Y

群 p=0.94，0群 p=0.15) (図 5). 
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手術的治療を選択例は Y群 88例， 0群 26例，

他の治療法を選択例は Y群 411例， 0群 88例と手

術選択についての有意差はなかった (p=0.24). 

糖尿病と手術との関係を検討すると，糖尿病で手

術に至った方は 16例，非糖尿病手術患者は 96例で

有意に非糖尿病患者が手術に至る確率が高かった

(p=0.04) . 

手術患者の術後の PIP屈曲拘縮を術後2週間時点

で5度以上あるものを拘縮ありと定義すると，手術

患者 114指中 28指で，発生率は全体で 25%であっ

た.Y群と O群間には p=0.69と有意差はなく，特

に高齢だから拘縮になりやすいということはなかっ

た.

手術的治療を選択例は Y群 88例， 0群 26例，他

の治療法を選択例は Y群 411例， 0群 88例と手術

選択についての有意差はなかった (p=0.24).

手術患者の術後の PIP屈曲拘縮を術後2週間時点

で5度以上あるものを拘縮ありと定義すると，手術

患者 114指中 28指で，発生率は全体で 25%であっ

た.Y群と O群聞には p=0.69と有意差はなく，特

に高齢だから拘縮になりやすいということはなかっ

た.

[考察]

ばね指の発生率は金子らの一般住民を対象とした

疫学調査で，有病率 10.5%で男性は 7.4%，女性は

11.8%，年齢別では 60代にピークがある と報告され

ている(男性 50代，女性 60代)3). 今回の著者らの

調査の年齢分布とほぼ同様であった.

今回糖尿病と高血圧症の催患が有意に 70歳以上

の高齢者群で多かった.また，年齢に関係なく複数

指羅患の場合は糖尿病，高血圧症，高脂血症の 3大

生活習慣病催患率が単数指催患群に比較して有意に

多かった.厚生労働省の平成 23年の国民健康 ・栄

養調査結果によると，糖尿病治療者各世代間剖合は

50歳代 3.7%，60歳代 8.6%，70歳代 9.0%.高脂

血症は 50歳代 11.2%，60歳代 22.5%，70 歳代 25.7

%.高血圧症は 50歳代 21.7%，60歳代 36.6%，70 

歳代 53.3%と明らかに経年齢的に増加している.今

回の検討では，同年代の非 3大生活習慣病のばね指

催患例と比較していないために，3大生活習慣病に

縦思している人がばね指になりやすいという評価は

できないが，複数ばね指擢患例には生活習慣病患者

が有意に多いことがわかった.特に糖尿病患者のば

ね指の擢患し易さは手根管症候群とともに報告さ

れ4) 治療に抵抗し，手術治療が必要なことが多い

とされている州.今回の検討では手術に至る頻度

は糖尿病擢患患者に比べ 非糖尿病擢患患者に有意

に多かった. Griggsらによると，インシュリン依存

性糖尿病や，重症度の高い糖尿病症例ほど躍患率が

高くなるといわれている 5) 当院の場合インシュ リ

ン治療者や重傷度の高い患者が少なかったのかもし

れないが，調査は行っていない.今後の検討課題で

ある.

ばね指に対する治療法はスプリント，ストレッチ

などの非侵襲的治療， ，腔鞘内， ，腔鞘周囲注射など，

保存的治療が主になる.高齢者の場合に使用頻度が

低下し，手術選択は有意に少ないかとも予想したが，

手術移行率も，注射間隔も注射選択率も Y群と有意

差はなかった.高齢であったとしても，それ以外の

患者と同様の治療方法を選択していた. また，当院

の手術治療率は 20%強と他の報告よりも多い7)そ

の原因は，他院で保存的治療を行われてからの受診

が多く，受診の際に初めから手術治療を希望する症

例が， 25例と手術患者 114例中 20%以上を占めて

いたためと思われる.

術後2週間で5度以上の PIP屈曲拘縮発生率は全

体で 25%であり， Y群， 0群聞には有意差はなかっ

た.発生頻度は森海らの報告と同様であり，年齢が

危険因子とならないことも一致している 8) 術後 2

週の時点で拘縮のある方についてはハンドセラピス

トによる治療を行い，3か月以内にほとんどの患者

は改善 し，関節内注射にまで至った症例はなかっ

た

今回の研究は，病院に来院 した患者が対象である

ために，来院した高齢者の特徴であり， 70歳以上の

特徴を表してはいないことである.高齢者の特徴を

示すには，無作為抽出のサンプリング調査の検討が

必要と思われる.

[まとめ1
1. 躍患指は， 0群では Y群に比して，母指が少

なく，環指が多かった

2.合併疾患として，糖尿病，高血圧症が O群で

有意に多かった.

3.高脂IUl症，手恨管症候群， ドケルパン病の躍

患率，注射間隔，手術患者の術後の PIP屈曲拘縮に

ついては両群間に有意差はなかった
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トリアムシノロンの臆鞘内注射は
ばね指の根治的治療となりえているか?
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トリアム シノ ロン (TA)の腔鞘内注射はばね指の根治的治療となりえているのか，また再発をきたす症

例の特徴について検討した.TA注射で治療さ れたばね指 73例(男 23女 50，平均 61.4歳)， 154指を対象

とした.注射後 1か月で効果を判定し，再発に対し TA注射を追加した.また手術は患者の希望で行った.

一指発症は 32例，多数指発症は 41例，経過観察期間は平均 22か月であった. 1回の注射で寛解 したのは

89指 (57.8%)であり各指間で覧解率に差はなかった.再発では注射回数は平均 3.2回で，再注射までの期

間は平均 7.1か月であった.再発は多数指発症の 23例 (56%)に認め， 一指発症例の 8例 (25%)より有

意に多かった.また再発 31例のうち手根管症候群を 20例 糖尿病を 8例に認めた.手術に移行 したものは

17例 26指であった.TA注射 1回では 57.8%しか治癒せず根治的とは言い難い.注射治療のみでは再発す

る可能性があることや手根管症候群合併例は再発率が高いことを念頭に治療する必要がある.

発の有無にかかわらず痔痛，圧痛がなく日常生活で

支障がない状態が続いているものを寛解と定義し

た.またばね指による終痛，圧痛が出現し日常生活

で支障が出た状態を再発と定義 した.以後ばね指が

再発 し患者の希望があればTA注射を施行した.た

だし再注射までの間隔は 2か月以上とした.また手

術治療は患者の希望があれば行うこととした.

この症例で指別の寛解率，再発率，再発症例での

次の注射までの期間，注射回数，再発症例の特徴な

どを検討した.統計評価は 2群間では t検定および

カイ二乗検定を用いた また手術を希望 した症例で

はその理由を調査 した 経過観察期間は 8か月から

41か月で平均 22か月であった.

[緒 言]

ばね指にトリアムシノ ロンの腿鞘内注射(以後

TA注射と略す)は有効であり，日常診療でもよく使

用されるが，再発例も散見される.また注射法は統

ーされておらずその効果判定には疑問が残る.果た

してこの注射治療はばね指の根治的治療となりえて

いるのか，また再発をきたす症例の特徴について検

討したので報告する.

[結果]

注射した指は 154指でその内訳は母指 48，示指 16，

中指50，環指26，/J、指 14であった.一指発症は32例，

多数指発症は 41例であった.注射後 1か月目での

診察では全例で終痛および圧痛は消失 していた.し

かし弾発現象を 26指に認めた.

1回の注射で治癒 したのは89指， 57.8%であった.

その内訳は母指 27(56%に示指 8(50%)，中指 27

[対象と方法l
2009年 7月以降に TA注射で治療 したばね指 102

例中 直接 followupが可能であった 73例を対象と

した.その際躍原病や重度の糖尿病は除外した.男

性は 23例 (41-85歳，平均 63.5歳)女性は 50例 (36-

84歳，平均 60.5歳)で全体の平均年齢は 61.4歳であ

った.合併症 としては手線管症候群を 25例，糖尿

病を 17例に認めた.

注射は全例同一検者によって施行された.注射は

TA5mgを0.5%リドカインで、薄め全量 1mlとし， A1 

pulleyの末梢より 27Gの注射針を用い 45度の角度

をつけて中枢へ挿入 し，)陸鞘内に注射 した.注射後

1か月でその効果を判定した.経過観察期間中，弾

受理日 2014/03/07 
*鈴鹿回生病院整形外科 干513・0836 三重県鈴鹿市国府町字保子里 112番地 l
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表1 TA注射の諸家の報告と治療成績

著者名 対象指数 i1i1霊 経過観察期間有効率

Freiberg 108指(93伊11) 10-30円、g 3か月 79%(1包)

Marks 104f旨 5-15円、g 41か月 84%(2@!) 

内田ら 95指(70例) 1-3π、日 1年以上 66.3号も

;事泉ら 69指(62例) 10打、E 92.7<)も

堀内ら 200指 (157例) 5mg 1年以上 39%(1回)

94%(2回)

自主主例 154指(73例) 5mg 22か月 57.8%(1回)

(54%)，環指 16(61%)，小指 11(73%)で小指が

やや多いが統計学的有意差はなかった.

再発は 65指， 42%に認めた.その内訳は母指 21

(44%)，示指 8(50%)，中指 23(46%)，環指 10(39 

%)， 小指 3(27%)であった.また再発指での注射

の回数は 2から 7，平均 3.2回であった.指別の注

射回数の平均は母指 3.4回，示指 3.0回，中指 3.2回，

環指 3.8回，小指 2.0回で，小指がやや少ないが統

計学的有意差はなかった.

また再注射を行うまでの期間は 2から 25ヶ月で

平均 7.1ヶ月であった.指別では母指 6.21か月，示

指 6.65か月，中指 7.57か月，環指 7.35か月，小指

9.00か月で，母指がその期聞がやや短く 小指がやや

長い傾向があったが統計学的有意差はなかった

再発は一指発症の 8例 (25%) と多数指発症の

23例 (56%)に認め，統計学的有意差を認めた (p<

0.05). 

また寛解率は非糖尿病合併例では 58% (56例中

33例)であったが，糖尿病合併例では 52%(17例中

9例)とやや低い傾向にあったが統計学的有意差は

なかった.

さらに覧解率は;;1.1::手根管合併例では 77% (48例

中37例)であったが手根管合併例では 20% (25例

中5例)と著しく低く統計学的有意差を認めた (p<

0.01) . 

最終的に手術に移行したものは 17例 26指であっ

た.各指別では母指 8(16%)，示指 3(18%)，中指 8

(16%)，環指 6(23%)，小指 1(7%)で， 小指は手術

への移行が最も少なかった.手術に移行した症例の

注射回数は 1回が 11指 (42%)，2回 6指 (23%に

3回1指 (3.8%)，4回3指 (12%)，5回2指 (7.7%)，

7回3指 (12%)で 1回が最も多かった.手術を希望

した理由は注射治療での痔痛が 5例，確実な治療が

12例であった.

[考察]

日本手外科学会社会保険等委員会は日手会教育研

修基幹施設へのアンケート調査を実施 し， 2009年 2

月から 7月までTAの供給が一時停止となったため，

3月以降に臆鞘切開手術件数が徐々に増加し， 6月

をピークに減少していることを報告した け.このこ

とから TAの注射は有効であり，約半数の症例で手

術治療を回避できていると結論づけている.TA注

射の諸家の報告と治療成績を示す(表 1)幻州5)6) 有

効率は 50-90%でおおむね良好で、あるがぱらつきが

ある.これは経過観察期間と投与量， 判定時の注射

回数が異なるためと思われる.自験例でも TAの注

射治療は 1か月後の判定では全例で有効で、あったが

約半数で再発する傾向があり，数回の注射を要する

ものカfあった.

今回寛f持率や注射回数，次の注射までの期間を各

指ごとに評価したが指による効果の差はなかった.

そこで，指全体でみた 1指あたりの注射の回数と次

の注射までの平均期間を調べてみた(表 2).注射の

回数が多い指ほど次の注射までの間隔が短くなる傾

向を認める.これはケナコルトの効果が回数が増え

ると効かなくなるのではなく，重症になる前に注射

治療を受けにくるためではないかと考えている.ま

た注射の間隔は平均約 7か月であり，最長ではお

か月経ってからの再発もあるためもっと長期に経過
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表 2 1指あたりの注射の回数と次の注射までの平均期間

注射回数 指数 次の注射までの平均期閑

1回 89指(57.8%)

2回 31指(20.0%) 8.8か月

ヨ回 12t旨(7.8%) 7.7か月

4回 10t旨(6.4%) 7.3か月

5@] 7指(4.5%) 5.8か月

6回 1指(0.6%) 5.6か月

7回 4指(2.6%) 5.7か月

をみなければ正確な治癒率の判断は困難と考えられ

た.また今回の症例では腿断裂などの重篤な合併症

は見られなかったため，現在注射回数の制限をして

いないが今後長期に使用すると何か弊害が出る可能

性が危慎される.

日本手外科学会社会保険等委員会はトリアムシノ

ロン使用施設 121のうち 64施設で色素脱失，皮下

萎縮，1陸断裂，!健鞘断裂，感染などの有害事象の報

告があったことを示 した. 特に腿断裂や!躍鞘断裂は

注入量や回数に依存していたと報告 している 1) ま

たアンケートでは注射間隔は 4週が最も多かったよ

うだが，なるべく投与間隔を空ける ことがより安全

と考えられた.

糖尿病に関して亀山らは TA注射の効果は非糖尿

病患者と同等であることを報告している 7) また Luis

らは TAの局所投与では数日間軽度の血糖値の上昇

のみで臨床的には問題がないことを報告している.

このことより感染に注意すればTAの注射は糖尿病

患者にも有効と思われる 8)

今回の検討では多数指発症例，手根菅症候群合併

例は再発する傾向にあったため，これらを有する症

例では一度は注射治療を試してみてもよいが， 再発

する場合は早期に手術治療を行う方が安全と考えら

れた.

[まとめ]

ばね指 73例，154指に TA注射を同一検者が施行

し，経過観察を行った.1回の注射で 89指 57.8%

が覧解し，各指聞に寛解率の差はなかった.各指聞

に再発率やケナコルトの効果の差は認めなかった.

再発は複数指発症の 32例， 56%に認めた また糖

尿病を 25%に手根管症候群を 68%に合併 していた.
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母指 CM関節症に対する関節固定術の中長期成績
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母指 CM関節症に対し CM関節固定術を行った 6症例 7関節の長期成績(平均 12年)について検討した.

症例は，女性 4例 5関節，男性 2例 2関節，手術時年齢は平均 60歳 (48-72歳)であった.手術時の Eaton

病期分類は， stage 2が3関節， stage 3が4関節であった.単純 X線像による評価では 6関節に骨癒合を認

めたが， 1関節は偽関節であった.隣接関節障害は 3関節に認めた 手術満足度は平均 9.1点，Futamiらの

評価基準で Excellent; 3関節，Good; 1関節，Fair; 3関節であった.母指 CM関節固定術の欠点として，

母指柔軟性の消失や隣接関節障害が報告されているが，今回調査 した症例ではこれらの欠点は問題になら

ず，終痛はおおむね改善しており，手術満足度も高かった.Eaton病期分類 stage2-3の母指 CM関節症に

対する CM関節固定術は有用な方法であると考えられる.

痛剤，外用薬による保存療法を 6か月以上施行した

が症状の改普ーが得られなかったため， CM関節固定

術を行った.

検討項目は，最終観察時の単純X線像における

骨癒合および隣接関節障害の有無を評価した.ま

た， Futamiらの評価基準 1)および奥山らの調査票

によるアンケー卜調査 2) 最終観察時のピンチ力，

握力，母指可動域， Kapandj test， Palm flat testに

ついても評価した.アンケー ト調査では 10項目を

Numerical rating scale形式で各項目 11段階評価を

行った(表 1). 

[手術方法]

第 l中手骨基部と大菱形骨の関節軟骨および1次骨

下骨を骨のみあるいはエアトームで切除し，露出し

た海綿骨を圧着させた.母指中手骨外転角度 45度，

槙側外転角度45度になるように，経皮的にKirschner

wire (κwire)数本で関節を固定した.腸骨より採

取した海綿骨の細片を間隙に移植し関節包を縫合し

た.術後 6-8週間ギブス固定し，骨癒合後に K-wire

を抜去した.後療法はギブス除去後より母指自動運

動を開始し，術後約 3か月で日常生活での使用を許

可した.

[緒言]

母指変形性手根中手関節症(以下 CM関節症)

に対する手術療法として，関節固定術，関節形成術，

人工関節置換術，第一中手骨骨切り術などが行われ

ている. 当科では Eaton分類 stage2， 3には CM

関節固定術を施行 し，舟状骨周囲に関節症変化が生

じている症例に対しては大菱形骨摘出を伴う靭帯形

成術を行っている.今回著者らは当科で施行し術後

8年以上経過した CM関節固定術症例のうち，直接

検診が可能であった 6症例 7関節の中・長期成績に

ついて検討したので報告する.

[対象と方法l
対象は 1993年から 2004年ま でに，母指 CM 関

節症の診断のもと，当科で CM関節固定術を施行し

た12症例のうち，追跡調査が可能であった 6例 7関

節である.残り 6例のうち 3例は死亡， 3例は他疾

患で入院中または転居などの理由により追跡調査が

不能であった.対象症例の内訳は男性 2例 2関節，

女性4例5関節，手術時年齢は平均 60(48-72)歳，

観察期間は平均 12(8-18)年であった.術前単純 X

線評価では Eaton分類 stage2が3関節， stage 3が

4関節であった 全症例において装具療法，消炎鎮

受理日 2013/11/20 
*北里大学病院 〒257-0374 神奈川県相模原市南区北里 1-15-1
叫北里大学医療衛生学部リハビリテーシ ョン学科
**事相模台病院強形外科
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表1:最終観察時日常生J舌におけるアンケ}卜調査

表 1

I芦田 症例1ー① 症伊|ト② 症伊股 症f9l13 症伊14 症伊15 症f~16 各項目平均

① 母指の感覚は普通ですか 10 10 日 B 10 10 10 9.4 

② 母指Ij:寒いときや湿気の多いときI~痛みますか 10 10 10 5 3 10 4 7.4 

③ 母指は普通にしていて痛みますか 10 10 10 7 7 10 日 9 

③ 母指はものをつまむときに役に立ちますか 10 10 10 7 5 10 10 8.9 

⑤ 母指は架軟に動ぎますか 10 10 10 5 3 10 4 7.4 

⑤ 手の握力は十分ですか 日 日 5 6 5 10 9 7.3 

φ 日常生活で使うとき間期I~なる」とはありますか 9 9 7 6 5 10 5 7.3 

③ 仕事で使うとぎ問題になる」とはありますか 日 9 10 5 3 10 6 7.4 

③ 見た目は気I~なりますか 10 10 10 5 5 10 10 8.6 

⑪ 手術を雪~Itた手I~ついてどのように感じますか 10 10 10 7 10 10 9.1 

合計 86 96 90 61 53 100 77 日1.9

f¥Jumerlcal 悶 tingsca恒形式口~' 1 0段階評価、O点不良、10点良好

表 2

観察l'JJlllJ
症例 性別・ 手術時 Eaton 分類

(年)
XP 線開l外転 1i1:仰l外転 Ka田 ndjiPa[m flat side pinch pulp pinch 握力

荏患側 年齢(綾) {対側)度 {対側}度 test test {対側)[kι (対側)[kJ.l] (対仰Il[k正

1-① 女性石 72 田 10 箔合防接関即障害 55 (60) 50(60) 9 不可 4.2 (5.1) 2.6(21 ) 13(9) 

1-② 女性左 71 皿 11 癒合・隣接関節障害 60 (50) 60(55) 9 可 5.1 (42) 2.1 (26) 9(13) 

2 女性左 55 日 日 {見開叩 70 (45) 70(45) 自 可 2 (07) 06(05) 15(6) 

3 女性右 58 皿 11 癒合 60 (65) 45(60) 9 可 5 (5) 18(18) 18(14) 

4 女性左 61 日 18 筋合隣接関節陣喜 50 (55) 50(50) 9 ノ1、司 3.3 (3) 2.7(2) 日(7)

5 男性左 48 日 15 癒合 70 (75) 60(60) 9 '1、司 日(85) 33(39) 28(27) 

日 男性右 55 皿 B 癒合 60 (70) 60(6) 9 司 6.4 (56) 4(38) 37(39) 

平均±標準誤差 61 :1:2日 56:1:3.2 9 4.9:1: 0.8 24:1:0.4 18.3:1:4.0 

(60:1:41 ) (56:1:23) (46:1: 09) (24:1:05) (16.4:1: 46) 

対mlJlt平均値 1 口3~ 10411 130% 107% 129% 

[結果]

単純X線像による評価では 5例 6関節に骨癒合

を認めたが， 1関節は偽関節となった.隣接関節障

害を2例 3関節(症例 1，4) に認めた.症例 1で

は舟状大菱形小菱形骨間関節(以下 S汀関節)で

関節裂隙の狭小化および骨硬化像を認めたが痔痛は

認めなかった.また，術後 15年経過した症例 4で

は大菱形骨舟状骨聞にil歪j支の終痛を認めた(表 2).

アンケー 卜調査では全例痔痛は改善さ れており.

平常時の痔痛は平均 9点，手術満足度は平均 9.1点

と良好な結果であった. しかし気候変動に伴う終痛

や，母指の柔軟性，握力，作業時の使いづらさなど

に対する評価は平均 7点であった(表 1).とくに

ビンの蓋を聞ける， ドアノブを押すといった力を加

えた把握動作に不便を感じる結果であった.Futami 

らの評価基準では優 3関節，良 l関節，可 2関節，

不可 O関節であった.

可動域は対側と比較して焼側外転角度の平均値は

103%，掌側外転角度の平均値は 104%であった.

Kapanclji testによる母指対立機能評価では全例で母

指先端が小指 MP関節まで到達する 9点であった.

手掌を平坦な面につけることができた症例 (palm

flat test :可)は 7関節中 4関節であった.Sicle pinch 

は対側比平均で 130%， pulp pinchは 107%，握力

は 129%であった(表 2).

[症例供覧]

症例 1(隣接関節障害発生例)

72歳女性.両側 CM関節症 Eaton分類 stage3の

診断で両側ともに CM関節固定術を施行した.術

後 9年の右手単純X線像では，S'"汀関節に関節裂

隙の狭小化と骨硬化像を認めるも，痔痛はなく，日

常生活には支障はない(図 1). 

症例 2(偽関節例)

55歳女性.Eaton分類 stage2の診断で関節固定

術を施行した.術後 8年の単純X線像では骨癒合

は得られていないが終痛は認めていない.用指の可

動域は保たれており， palm flat testも可能であった

(図 2).X線透視下で母指を動か してみたところ，

本来の CM関節の可動性は著しく減少しており，

S1T関節， MP関節で可動域を代償していた.

[考察1
CM関節症に対する手術療法として関節固定術，

関節形成術，人工関節置換術，第一中手骨骨切り術
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母指 CM関節症に対する関節固定術の中長期成績

図 1 (a)術前単純X線像(右側): Eaton分類 stageill 
(b)術直後単純X線像
(c)最終観察時単純X線像(術後 9年):STf関

節に関節裂隙の狭小化と骨硬化像を認める

などが行われている.

森ら 3)は関節形成術を施行 した13例の長期成績

を報告し， 23%に術後痔痛の残存を認めたが，可動

域 .Pinch力の有意な改善を得られたと している.

また山口ら 4)は人工関節置換術を施行 した51症

例のうち 3症例にルースニングを認めたものの，可

動性は良好であり術後痔痛も術式の改良とともに減

少していると報告している.

奥山ら 2)は第一中手骨外転対立位骨切り術を施

行 した24例 26手について報告 し，除痛効果と柔軟

性の改善を認める有用な方法であると結論付けてい

る.

当科では，保存治療に抵抗性であった Eaton分類

2， 3の症例に対 しCM関節固定術を選択している.

関節面の掻艇と自家腸骨移植を併用 しK-wireで固

定する固定法を用いているが， J傷骨移植を併用する

ことで確実な骨癒合が期待でき，さらに固定角度の

微細な調整や母指長の保持が可能となる有用な方法

と考えている.

近年では，固定方法が工夫され tension-bancl.wir-

mg法や heacllessscrewによる骨移植を併用しない

固定法が行われ，良好な術後成績が報告されてい

る.白家骨移植の必要性に関して，坪川ら5)は骨欠

損やサルベージ手術では骨移植が必要になることも

あるが，heaclless screwなどにより強固な固定が得

981 

図2 (a)術前単純X線像:Eaton分類 stageII 
(b)術直後単純X線像
(c)最終観察時単純X線像(術後 8年):CM関

節の骨癒合が得られていない

られている場合は骨移植は必要ないと述べている.

一方，田 11鳴ら 6)は，骨移植は雌実な骨癒合と回定

角度の保持，母指長の維持が期待できるとしてい

る.長谷川ら7)はK-wireを用いた関節固定において

骨移植を行わなかった群の骨癒合率が 43%であっ

たのに比 して骨移植を併用 した場合の骨癒合率は

100%と報告している.従来，当科では K-wireでの

固定法を施行しており ，今回の調査結果では 85.7%

の骨癒合が得られており骨移植の併用は妥当であっ

たと考える.また， CM関節固定術の問題点として

偽関節や隣接関節への障害の発症，可動域の減少に

伴う日常生活動作の制限が報告されている.

今回の中長期成績を調査した結果では 7関節中 1

関節に偽関節を認めた.偽関節の発生に関して，母

指 CM関節の形状は鞍状であり，関節適合性を維

持 した状態での関節面の掻j限・ 固定は難 しく，また

大菱形骨は台形を呈し骨硬化 ・血行不良があり第一

中手骨との強固な固定 ・癒合は容易ではないと報告

されている 6) このような形態学的主11由から偽関節

発生の リスクがあると考えられる. しか し今回の調

査で偽関節を認めた症例は，術後 8年経過 した現在

も痛みはなく日常生活に支障はなかった.骨癒合は

得られなかったが，線維性癒合により生理的な可動

性が消失していたため， 1割高が出現しなかったと考

えられた

また|燐銭関節への障害に関しては， Rizzoら8)は

っ，
.
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CM関節固定術を施行 した 126症例の術後平均 11.2

年の成績の報告で，固定術後に約 31%に STI関節

症を， 13%にMP関節症を認めたと述べている.坪

川らはCM関節固定術を施行 した 17関節，術後平

均観察期間 13年について検討し 1例に MP関節症

を認めたが，終痛を認めなかったと報告している 5)

今回のわれわれの調査においても，坪川らの報告と

同様に単純X線所見で隣接関節障害を認めても必

ずしも痔痛が出現する訳ではなく，患者満足度には

影響を及ぼすことは少なかった.

CM関節固定に伴う可動域制限の出現はしばしば

議論となる.矢島ら 9)は関節固定術後 Kapancljitest 

で示す回曲 ・対立能の制限は軽度であったが palm

flat testで示す伸展 ・外転能の制限が顕著で、あった

と述べ，術後の可動域制限を指摘している.自験例

では 7関節中 4関節は平坦な面に手掌をつくことが

できる結果であった.この理由として坪川らは STI

関節や MP関節による可動域が代償されるためと報

告している 5) これまでに関節固定術に伴う可動域制

限を解消する方法として， suspension arthroplastyや

インプラン 卜を使用した手術が報告されている. し

か し，suspension arthroplastyでは 7%に!健作j炎に

よる終痛を認め，J陸断裂が 20%であったと報告さ

れている 10) またインプラン卜を使用した手術では，

インプラントの脱転や， silicon wearをなどの問題

が報告されている. CM関節の可動性を期待するな

らば， suspension arthroplastyやインプラン ト挿入

など CM関節固定術以外の方法も考慮すべきであ

るが，必ずしも良い結果となるとは限らないため，

十分に症例を検討した上で選択するべきである.

[まとめ1
1. 当科で CM関節固定術を施行した，6症例 7

関節の中 ・長期成績について検討した.

2. Eaton分類 stage2， 3の母指 CM関節症に対

する腸骨移植を併用した関節固定術は中長期にわた

り比較的安定 した良好な成績が得られていた.

3.本術式は術後も可動域が保たれ卜分に母指機

能を維持できる有用な治療方法であると考える.

(患者は得られた写真やデータが掲載されること

について，十分な説明を受け，その内容について同

7ましていただいた.) 
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母指 CM関節症における大菱形骨単純切除術と
靭帯形成術との比較検討
なかむらとしふみ たまい -1'-4む むらたけいいち おもかわしょ うへい たなかやすひと

中村敏夫巳，玉井 進，村田景ー，面川庄平，田中康仁

母指 CM関節症の手術で、大菱形骨切除+靭帯形成+腿球挿入術 (L群)と，大菱形骨切除術 (T群)の成

績を比較検討した.関節可動域は両群に差はなかったが， XP像で大菱形骨切除後の間隙は T群ではより狭

小化していた.しかし， 大菱形骨切除術は手術侵製が少なく高齢者には適応されてもよい術式と考えられた.

L群では仮固定ピンの抜去後も間隙が保たれており 靭帯形成による関節の安定性はより優れていると考え

られた.

[緒 言l
当院における母指 CM関節症の治療は， Eaton分

類 1)Stage 1， 2に対しては，第1中手骨骨切術を行い，

stage 3で比較的活動性の高い症例には，関節固定

術か大菱形骨切除+靭帯形成+1健球挿入術 (L群)を，
高齢で、活動性の低い症例には大菱形骨切除術 (T群)

を行っている.Stage 4には関節固定術以外の方法を

適宜選択している.今回は， T群と L群の成績を比較

検討したので報告する.

[対象と方法]

対象は 2006年 1月-2012年 10月までに当院を

受診した母指 CM関節症 Stage3， 4のうち，保存的

治療が無効で手術を行った症例で，大菱形骨単純切

除術を T群 17例，大菱形骨切除+靭帯形成+1腔球

挿入術 (LRTI法)を L群 24例と した.

施行した手術方法は， T群に対しては大菱形骨切

除後，背側関節包を修復し，母指外転筋l躍を縫縮し

た.術後 4週間，母指対立良肢位にて回rschner鋼

線による第 1，2中手骨聞に固定を行った.術後4週

までは前腕から母指基節部までのギプス固定， 8週

まで固定装具を装着している.

L群に対しては，大菱形骨を全摘出 し，半切 した様

側手根屈筋l駐(FCR)を第 1中手骨基部に作製した骨

孔に通した後 FCRの背側をくぐらせて固定し， 残り

を腿球として充填する Burtonら2)のLRTI法を施行

した.Tl非と同様に術後 4週間Kirschner鋼線によ

る第 1，2中手骨間に固定を行った.

術前後の関節可動域 ・握力 ・ピンチ力 .Quick-

DASHにより調査した.母指短縮の指標として大菱

形骨長の第 1中手骨長に対する比率 (T/M比)を比

較した統計学的手法は t検定を使用し p<0.05を有

意差ありとした.

[結果]

年齢は47-86歳，男性 5OlJ，女性 36例，右 19例，

左22例， T群 17例， L群 24例であった T群と L群

では，年齢のみ有意に T群が高かった.平均掌側外

転角は， T群術前 38.3
0

から術後 44.5"， L群 39.5"から

44.2。と両群ともに改善傾向を示した(図 1).平均ピ

IWM 掌側外転

50 -r-----II、 て=羽r一一一 50

判 十一一一一句史士一一一---"<;:一一一一一一 40

)0 十一一一.一一一コ戸一一-)t-一一一一 30 

体i前 術1表 耐前 耐性

(T群) (L群)

受狸日 2013/11/21 
奈良西部病院 〒631-0061 奈良県奈良市三服町 2143-1
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ンチ力は， T.I:lf 0.61kgから 0.83kg，L群 1.22kgから

1.20kg (図 2)，Q-DASHはT群 37.5から 20.4， L群

31.7から 25.6と有意差はなかった(図 3).大菱形骨
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図 4 大菱形骨長/第一中手骨長比

スペース/中手骨比は， T群術前 18.1%から術後

14.1 %と低下したが， L群は 23.0%から 21.6%と維

持していた(図 4).

[症例提示]

症例 1: 67歳，女性.

主訴:左母指基部痛.

現病歴 :2年ほど前から左母指基部痛にて近医を

通院して外用剤などで経過観察されていたが，終痛

が増強してきたため当科に紹介された.

現症 :左母指 CM関節の!匝張痔痛あり，槙側外転

60度，掌側外転 60度，レン トゲン像では Eaton分類

stage 3であった.

治療 :局所ブロ ックなど保存治療にて症状軽快 し

なかったため，大菱形骨切除術を施行した.

術後経過:術後 1年で，大菱形骨切除後の間隙は

9.5mmから 6.7mm(T/M比 0.24から 0.17)へと減少

したが(図 5)，椀側外転 60度，掌側外転 55度，握力

図5 症例 l 大菱形骨切除後のレントゲン変化
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図6 抗例 l 大変形骨切除後の M悶像

は21Kgから 20Kgと大きな変化はなく， Pulp pinch 

は0.8Kgから1.8Kgと改善した.quick-DASH score 

は 9.1から 9.1で変化なかった.8か月自の経過観察

MRIにおいては大菱形骨切除後の間隙には癒痕組

織と思われる組織が認められた(図 6). 

症例 2:62歳，女性.

主訴 :左母指終痛.

現病歴 :7-8年前から左母指 CM関節痛があり近

医にて保存療法にて経過観察されていたが，次第に

母指の使用が困難となり当科に紹介された.

現症 :左母指 CM関節の熔痛，椀側外転 70度， 掌

側外転 60度レントゲン像では Eaton分類 stage3で

あった.

治療 :装具療法を行ったが，終痛の改善認めず

LRTI法を施行した.

術後経過 :術後 2年 4か月で，大菱形骨切除後の

間隙は9.2mmから 9.0mm(T/M比0.25から 0.24)(図

7)，続側外]1去70度，掌側外転 70度，握力は 7.0kgか

ら11.5kg，pulp pinchは 0.7kgから1.0kgと改善 し

た.quick-DASH scoreは 15.9から 4.5とやや改善し

た 18か月目の経過観察 MRIにおいては，大菱形骨

切除後の間隙にスペーサーとしての腿球が残存して

いた(図 8).

[考察]

母指 CM関節症の手術的治療は，さまざまな方

法が報告されているが，完全な見解の一致は得られ

ておらず議論の多い病態である.関節固定術やイン

プラントを使用した関節形成術 3) 筋膜やj陛を用い

た関節形成術，関節固定術 4)などが行われるが，

関節症性変化のある関節を除去することで除痛を得

る大菱形骨切除の症例は古くから報告されている 5)

しかし，術後，大菱形骨の沈下，関節不安定性，握

力・ピンチ力の低下が問題とされていた.そのため，

多くの追加手術がさまざまな方法で行われており，

それぞれに良好な成績が報告されている 1)2)

図7 症例 2 大菱形骨切除後のレントゲン変化
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図 8 症例 2 大菱形骨切除後の M悶{象

単純な大菱形骨切除より靭帯形成の方が優れてい

るとの見解が多いが， 2004年の Oavisらの報告 G)で

は，単純な大菱形骨切除でもl腿挿入や靭帯形成の群

と成績に大差ないとの報告がなされている.

ただし，その場合，大菱形骨切除後の外固定が重

要であり，関節安定性が得られるまで固定期間を十

分にとる必要がある.当科においても術後約 4週の

Kirschner銅線による第 1，2中手骨聞の仮固定お

よびギプス固定，その後約 4週の装具固定を行って

いる.また， I健挿入や靭帯形成と遜色ない関節安定

性が得られる場合もあるが術後長期経過にて大菱

形骨スペースの狭小化を認めても，実際の手の使用

においては痔痛がなく不便を感じていない患者が多

いことも臨床成績と関係あると思われる.母指 CM

関節症において手術適応となる中高年の女性の場

合，強力なピンチ力や握力は必要とされておらず¥

除痛が満足度に大きな影響を及ぼすためと考えられ

た.

そこで，当科では，通常は，靭帯形成術または関節

固定術を行い，関節不安定性がなく高齢で活動性の

高くない症例においては，手術侵襲が少なく，手術

時間の短い大菱形骨切除 (hematomaarthroplasty) 

を行っている.

[まとめ]

関節可動域は，両群に差はなかったが， レントゲ

ン像で大菱形骨切除後のスペースはT群ではより

狭小化していた.しかし，大菱形骨単純切除術は手

術侵襲が少なく， 高齢者には適応されて よい術式と

考えられた.

大菱形骨切除に靭帯形成を追加する LRTI法では

大菱形骨スペースの狭小化が抑制され，関節安定性

の改善を認め，若年活動性のある症例に適している

と考えられた.
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母指 CM関節症に対する

Modified hematoma distraction arthroplastyの経験
やまもとひろし ふじたきとし

山本博史，藤田俊史

母指 CM関節症に対し，大菱形骨切除に K-wireによる第 1/2中手骨聞の一時固定を加える h巴matomac1is-

traction arthroplastyに榛側手根屈筋腿の半切で第 1/2中手骨問固定の補強を加え，術後 4週間の thumbspi 

ca cast固定を行う方法について考察を加えた.対象は， 2007年から 2011年に同術式を行った 5例， 6関節で，

手術時年齢は平均 64.2歳，母指 CM関節で発症し，この関節に限局する関節リウマチ性関節症の 1例以外は，

原発性変形性関節症で， Eaton and Glickel分類で stage3が5関節， stage 4が 1関節で，術後経過観察期間

は平均 2年 6か月であった.結果を健側と比較すると，母指の各関節，手関節の可動域は同等となり，握力

は平均で 95%，ピンチ力は平均で 70%となった.DASH scoreは平均 8.3点， Buck-Gramcko scoreは，客観

的評価が 15/18点，主観的評価が 34.8/38点で gradeof to凶 scoreが excell巴ntとなり ，術後平均 5.5か月で

日常の不自由は主観的評価でなくなった.

大菱形骨の切除に比較的手聞がかかり，術後の固定期聞が不自由となるが，手術操作に腿緊張のバランス

や関節固定角度の厳密な調整を考慮する必要がないため比較的容易で 両側縫患、例でも手術を希望したこと

からも勧められる術式である.

[緒言l
母指 CM関節症に対しては大菱形骨切除+靭帯・再

建，関節固定，中手骨骨切りなどさまざまな術式が

ある.この中で，手技が比較的容易で、，関節可動域，

|徐痛効果も良好な Kuhnsらの hematomaancl c1istIョc-

tion arthroplasty (HAD) 1)に， Kriegs-Auらの第 1中

手骨間靭帯を槙側手根屈筋腿 (FCR) の半切で補強

する方法 2)を併用 した moclifieclHDAを行ってきた.

この術式について，経験を踏まえて考察を加えたい.

[対象と方法1
2007年から 2011年に同術式を行った 5例 6関節

で，手術時年齢は平均 64.2歳 (53-80歳)であった.

Eaton ancl Glickel分類 3)で stage3が5関節， stage 

4が1関節で，関節リウマチ性関節症の 1例以外は，

原発性変形性関節症であった.関節 リウマチの 1例

は，抗 CCP抗体が 71.7U/ml(正常-4.5)，RF因子

43U/ml (正常-10)で，左母指 CM関節の滑膜炎で

発症し，術後 1年で右母指 CM関節も催患し，左の

術後 2年で右の手術も行い，他の関節に症状のない

ものであった.術前擢病期間は平均 2年 5か月 (1

年-3年)，症状は，安静時痛やサポータで改一普 し

ない運動時痛で，キシロカインとステロイドの CM

関節内注射を最大で2回行っても除痛効果が持続せ

ず，画像上，骨嚢胞を伴う関節裂隙の狭小化や消失，

骨腕形成を認める者でこの手術的治療法に同意が得

られた者に手術を行った.術後経過観察期間は，平

均2年6か月 (1年7か月-3年7か月)となった.術

式は， Kriegs-Auらの方法 2)に準じて母指球の横側

に沿った弓状切開で長母指外転筋l躍，短母指伸筋!腔

に達し，これらの腔の聞から大菱形骨を piecemeal

に切除した後， FCRの半切を第 2中手骨基部に付着

したまま約 3.5cm採取した 第 1中手骨近位関節面

中心から中手骨基部撹側に作成した骨トンネル内に

移行し，母指掌側外転 40度，榛側外転 20度で第 1/2

中手骨間を K-wireで一時固定した後に，移行腿を

緊張下で中手骨基音11骨膜に縫着した(図 1).術後は，

thumb spica castで4週間固定し，ギプスを外すと

同時に wireを抜去し，自動運動を開始し，術後 6

週から抵抗運動を許可し，その後は痔痛に合わせて

受理日 2014/01/12 
三菱京都病院怒形外科 〒615-8087 京都府京都市西京区校御所11汀1
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日常での使用を許可した. J挫鞘炎を発症し，母指の

こわばりを生じた 1例以外は，通院リハビリは行な

わなかったが，クルミを 2個使った手指巧織運動の

訓練などを取り入れ， 日常生活上の不自由がなくな

るまでは少な くとも 1か月に一回外来診察を行った.

今回の研究のための最終評価は，関節可動域，筋力，

患者の主観的評価，Buck-Gramcko (BG) score.l)， 

DASH (JSSH version)で行った.また，手根骨不安

定性への影響については，手関節側面レントゲンで

月状骨軸を指標に評価を行った第 1中手骨の sink

ingもレントゲンで行ったが， 手関節正面での舟状

骨遠位と中手骨近位聞の距離の術前との比で評価し

た.

[結果]

関節可動域については，対側との比較で母指CM，

MP， IP関節，手関節に全例可動域制限なく ，母指

対立で、小指 MP関節または遠位手掌皮線に母指指尖

が到達 し， Kapandji分類5)で9または 10となった(表

1， 2). 筋力は，対側比で握力が平均 95%，ピンチ

力が平均 70%となった.術前の安静時痛，運動時痛

は無く，術後平均 5.5か月 (3ヶ月 -1年)でADL上

の不自由さが主観的評価で消失した.症例 2は，母

指の屈筋j睦腿鞘炎を起こしこわばりが続いたために

腔鞘内注射と通院リハビリを行った症例でADL上

の支障が消失するのに 1年を要した.BG scoreで症

例全体を評価すると， objective outcomesが平均 15.0

(12-18)/18ポイン卜(表 3)，subjective outcomes 

が平均 34.8(23-38)/38ポイント(表 4) となり，

grade of total scoreが平均 49.8 (37-56) ポイン ト

でexcellent(表 5) となった.両側催患例は，関節

リウマチの患者で，対側発症までに術後 1年の時間

差があり ，無症状期の右側を健側として筋力評価を

行った. DASH (disability/symptom) は平均 8.3(0 

-24.2)点となり ，最終経過観察時に肩関節周囲炎

を合併した 24.2点の症例を除くと， 4.4点となった.

大菱形骨切除術後に dorsalintercalated segmental 

instability変形を合併する危険性があるとされる 6)

が，手関節単純 レントゲン側面像での評価では，こ

のような変形は認められなかった.第 1中手骨の

sinkingの推移をみると，術後 1.5か月で sinkingは

表 1 術前データ.症例 5は関節リウマチの患者で両側慌態仔1].

EG分類，Eaton-Glickel分類.

母指Clvil美保11外転

症f~J(手術時年齢) I寵病期間 /掌1月|針転(度〕 l匂 ndp分類:握力(I<.i) EG分類
1 (53歳) 1年3ヶ月 45/50 9 19 W 

図 1 大菱形骨切除後，FCR半切で 2(70設) 2年 拍/叫 ! 9 10 回

第1/2中手骨基部聞を係留し，
3(日0歳) 3年 30/25 10 19 田

K-wireで第 1/2中手骨閣を一
4(54歳) 3年 25/35 9 20 E 
5左(63歳) 2年 40/40 9 20 田

時間定する 5右(65捻〕 1年 40/40 9.. _.. ?O.". m“ 

表 2 術後データ.Trapezial hightは大菱形骨切除術前後での第 1中手骨近位端と舟状骨遠位端閣の手関節正面
単純レントゲン上の距離の比. BG score， Buck-Gramcko scoreによる総合評価. DASH， Disabilities of the 
Arm. Shoulder， Hand (JSSH versio日).

母指Clvl1尭i月l外転 AOL上の不自由 ! 
症1911 I 1掌i同|外伝(度) Ka回目lii分類握力(K2)1対側 ピンチ力CK0/対(目.11が消失した時期丁目回zial he ight 8G sco陪 OASH I 
1 I 40/50 10 24/23 3/4 5力、月 0.38 Fair 9.2 I 
2 I 45/45 9 13/13 3.91'4.1 1年 0.34 Excellent 1.7 
3 1 30/40 1 0 1 21'1 2 2/3.2 4力、月 0.52 Good 6.8 
4 1 25/45 9 23/27 4.51'5.1 5か月 目 Excellent 24.2 1 

5左 1 40/40 10 28/26.5 3/3.5 3ヶ月 0.5 Ex目。引t ("¥ 
町 一 |帽 40/40 一一_ 9 閑 吟 30/26.5 _ 4.5Q.5 _~ _5か月 一一一回一一一点(cellent__  一二一一J
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停止し，最終経過観察時には，大菱形骨摘出後の空

隙の高さは術前比で平均 0.4(0.34-0.8)となった.

[考察l
母指 CM関節症の治療法として HDAが考案され

た経緯は，初期の大菱形骨切除術が術後に内固定も

外固定も無く行われたために第 1中手骨基部の不安

定性が大きくなり，母指の筋力低下が合併症として

多く見られ，これに対 し，ligament reconstruction 

and tendon interposition (LRTI)が考案され，良好

な成績を収めるようになったが，靭，fif再建の意義，

l躍を中間膜として挿入する意義が疑問視されるよう

になり， 再び，大菱形骨切除術がK-wireによる第

1/2中手骨間固定と5週間のギプス固定を併用して

HDA として発表された 7) 著者らは外固定期間の短

縮と母指運動の回転中心の保持を図るべく， FCRの

半切で第 1/2中手骨基部間固定を補強する方法を取

り入れ，外固定を4週間以下とすることを目指した.

この術式に至る前に， K-wireによる一時固定をしな

かった l例で第 1中手骨の sinkingが大きく起こり，

握力の低下を訴えたため 移行!陸のみでの第 1/2中

手骨間保持力では不十分な場合があると考えてい

る.また， FCRによる第 1中手骨の固定力について

は，Kriegs-Auら2)のように腿縫着部の治癒のこと

表 3 6関節に対する Buck-Gramckoscoreによる

objective outcomes. 術後の母指 CM関節の

可動域と健側比でのピンチカの評価.

Numl:e r' l'luml:e r 

ロf of 

i 口コl吋s thum胎

Palmar ab:luction 

ミ40
0

6 

30
0 

-39
v 

4 

20
0 

-29
0 

2 

く20
0

0 

4

一1
41

0
Radial al:duction 

ミ40
0

6 

30
0 

-39
0 

4 

20
0 

-29
0 

2 

く20
0

0 

Ti，コpinchcornp申f官dwith 

n口rrnalc口円tral日t8r百|吉正l巴

>100% 

6

0

0

0

 

6 4
l

A
V
J
 

80略-99%

60%-79% 

く60叫

A凶
l
-

の
ノ
』
ザ
円
U

2 。
m巴an total pコints 15 

989 

を考えれば術後 6週間の外固定が必要であろうが，

4週間でも臨床上あまり問題がなかったこと，採取

した腔の長さが短く骨 トンネル外での十分な固定が

表 4 6関節に対する Buck-Gramckoscoreによる

subjective outcomes. 術後の自覚的な母指の

機能評価.

一戸ー-

1"u ml:e r Numl:日r

口f 口f

I:oints thuml:G 

白H工fr8quency叩

l'lever 日 6 

Occas旧nal 4 。
Fr百qu巴nt ワ 。
Constant 。 。

8ttBngth 

Irnpruved 6 5 

8ame 3 。
Worse 。

Oaily functio n 

'''0 difficulty 日 5 

Ivlild difficulty 4 

Ivlocl巴I百teclifficultv 2 。
告白四redifficulty 。

Oexterity 

Irnpruved 6 5 

Sar円e 3 

I/l/or宮巴 。 。
Apl:ear百nce

Exc巴11巴円t 4 6 

Goocl 3 。
Acceptョ131巴 2 。

Poor 。 。
川louldyou have surgerv againつ

Yes 4 4 

"'0 clifficulty 。 2 。ve悶 11assessrne nt 

Excelle円t 5 6 

Go口d 4 。
Fair う 。
P口or 。 。

rnean total I:oints 34.8 

表 5 6関節に対する Buck-Gramckoscore 

による総合評価. 他党的評価と 1~ltl
的評価での合計点数による評価.

Nurnl:e r '''urnl:e r 

口f 口f

Gr百(Ieof t口talscore f)Jints thumbs 

ら:c巴|抱nt 49-56 4 

G口口CI 40-48 

Fair 28-39 

P口口r く28 。
Ivl巴antotal sco r巴 49.8 

ーー-ー
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a) b) 

図 2 aは術直後， bは術後2年5か月のレントゲン.
第1中手骨の sinkingは認められるが，第 1/2
中手骨基部間の聞大は認められていない.

できなかった例でも術後固定期間の短縮が図れたこ

とから，著者らの方法も HDAの本来の考え方であ

る治癒過程で自然に形成される cushionof scarに依

存した手技に，やや遊びを持った舟の錨のような補

強ができたのではなL功、と考えている 今後，術後

固定期間のさらなる短縮も検証していきたい.

大菱形骨切除後の第 1中手骨の sinkingについて

みると，理論上は，母指球筋筋長の短縮によりアク

チン， ミオシン線維の短縮が起こり，運動半径の短

縮が起こるため，筋力の低下が起こるとされる 8) し

かし，臨床上は，大菱形骨切除後にできた空隙を維

持しようとして K-wireによる一時固定以外に tenclon

interposition， ligament reconstructionなど sinking

防止の追加にかかわらず 術前の半分以下の間隙ま

で sinkingは起こるが，母指の筋力の低下は認めら

れなかったとされ 9) sinkingの程度より，第 1中手

骨の運動中心のある程度の安定化が，母指筋力保持

には重要ではないかと考えている(図 2).

著者ら の術式の効果を見ると，終痛に関しては，

局所圧痛，寒冷時などに終痛を感じるこ ともあるが，

ほとんど気にならない程度で主観的に終痛は無いと

の評価であった.母指関節・手関節の可動域制限は

対側との比較で認められなかった.筋力の回復の点

でも，主観的に改善が得られ，日常生活での制限が

ほぼ消失した.また，大菱形骨切除の効果でもある

が， i骨膜切除が十分に行えるため関節リウマチの局

所コントロールが可能となり，破壊された骨の修復

j
 

L
U
 

図 3 aは術前， bは術後 3年6か月のレン トゲン.
2年後に行った対側にも第 1中手骨近位端の
修復像が見られ，関節炎の局所コントロール
が得られている.

も認められ， 2年間の期間を開けて対側の手術も希

望し，両側とも全く日常生活に支障がなくなった(図

3). 以上により，すべての患者の主観的全体評価で

満足との結果が得られた.この術式のメ リッ卜とし

て，LRTIのように sinkingを予防するとともに侍指

の可動域制限をきたさないように移行した靭帯の緊

張度を調節する必要はなく， CM関節固定術のよう

に正確な角度設定も要さないことから，比較的容易

な手技であると考えられる.

問題点としては，術後の外固定により 4週間手が

使えないために同じ手術は受けたくないとの意見が

あり，今後，固定期間をさらに短縮していく必要が

あると考えられた.また，客観的には筋力，可動域

とも良好な回復が得られているにもかかわらず¥巧

蝕運動に困難を覚え，つまみ動作がしにくいとのこ

とで BGscoreで fairとなった症例があった.この

患者は竹の子農家で第 l中手骨の sinkingがやや大

きい傾向があった.今回のシ リーズでは，Iヨ指を一

時固定する際にあえて牽引をかけずに母指が対立位

になるようにだけ注意して行ったが，過牽引をかけ

て固定することも考慮すべきかもしれない.今回の

報告は症例数も少なく，楽器奏者などの繊細な母指

の動きを要する者や重労働者が含まれていないた

め.このような患者にも適応できるか評価はできな

かった.
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[まとめl
modified HDAを行い，症例数は少ないが術後 5.5

か月でADL上の支障がなくなり， 2年 6か月の経過

観察で患者満足が得られた.関節可動域，筋力の点

でも良好と考えられ，今回の結果を踏まえ，今後の

母指 CM関節痕の治療にあたっていきたい.
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母指 CM関節に対する母指内転伸展テストの有用性

注射施行例の検討
ちえー ょんほ ささき いきお

菜栄浩，佐々木勲
|自由投稿論文|

著者らは母指 ClVI関節症に対する新しい徒手検査法と して母指内転伸展テス ト(以下内転伸展テスト)

を考案した.このテストは内転位とした母指を掌平面に対 して垂直方向に背側に過伸展させることで ClVI

関節掌側に痔痛を誘発する方法である.今回 ClVI関節症 15指に対して局所麻酔剤注射前後に内転伸展テス

トを施行しこのテストが ClVI関節症由来の痛みを検出しているかどうかを検討した. 注射前 15指全指に陽

性であったが注射後 14指で陰性化した.以上より内ll!l;伸展テス トは国指 ClVI関節症由来の痛みを検出して

いることが示峻された.

[緒言}

母指 ClVI関節症(以下 ClVI関節症)診断の徒手検

査法としてグラインドテスト 1) ディス 卜ラクション

テスト 2)があるが感度は高くない l)4)著者らは ClVI

関節症に対する新しい徒手検査法として母指内転伸

展テス ト (以下内転伸展テスト)を考案した.この

テス卜は内ll!l;位と した母指を掌平面に対して垂直方

向に背側に過伸展させることで ClVI関節掌側に痔

痛を誘発する方法である(図1).今回 ClVI関節症症

例に対して局所麻酔剤注射前後に内ll!l;伸展テストを
施行しこのテストが ClVI関節症由来の痛みを検出

しているかどうかを検討した.

[対象と方法1
2007年 11月から 2012年 5月までの聞に当院外

来を受診した母指 ClVI関節症患者のうち関節腔内

注射を希望した 13例 15指を対象と した.性別は全例

女性，平均年齢は59.2歳 (45-81歳)，擢患側は右4指，

左 11指であった.X線評価では Eaton分類 5)でステ

ージ IIが5指， IIIが9指， rvが 1指であった.注射

官ijにグラインドテス ト， テ守イス トラクションテス ト

および内転伸展テス トを施行し，全指に 1%キシロ

カイン 1mlおよび、リンテ辛口ン 2.5mg(0.5ml)を注身す

した.ただし注射中関節腔内からの抵抗を感じた時

点で薬液注入を中止した.注射後 3分経過した時点

で内転伸展テストを再度施行しその結果を記録した.

図 1 母指末節音Hを把持し母指を最大内
転したのちに手掌商に対して垂直
方向に強制伸展させる.CM関節
掌側(矢頭)に痛みが誘発された
ら陽性とする.

[結果]

注射前グラインドテス 卜は 15指中 3指で陽性，デ

ィス トラクシ ョンテス トは 15指中 3指で陽性，内転

倒l展テス トは 15指中 15指で陽性であった 注射後

受理日 2013/12/03 
手稲渓仁会病院整形外科 干006-8555 北海道札幌市手稲区前回 1条 12丁目 1番40号
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母指 CM関節に対する母指内転伸展テストの有用性 993 

図2 著者の右母指 CM関節の 3DCT画像

A， C:中間位

s， D:内転伸展テスト施行時
黒線で囲った範箇は seakligamentの局在を示しており，
記載された数値は seakligament機側縁の起始，停止聞
の距離である (C，0). 

内転伸展テストは 15指中 14指で陰性化した.残り

1指は陽性であったが誘発される痛みは半減した.

[考察]

母指 CM関節症の既存の徒手検査法としてグラ

インドテスト，ディストラクションテストがある.

グラインドテス トは CM関節にil!11I圧をかけつつ第

一中手骨を回旋させる手技であり，終痛を誘発した

場合関節の変性を有すると判断する 1) ディストラク

ションテストは CM関節を牽引しつつ回旋する手

技であり，終痛を誘発した場合比較的軽症の滑膜炎

もしくは関節包の炎症があると判断する 2) 目指内il去

伸展テストは共著者の佐々木が自ら母指 CM関節痛

を患った際治癒過程において最後まで痛みを誘発し

た肢位からヒントを得たものである.Doerschukら6)

は死体を用いた解剖学的研究で母指 CM関節は第

一中手骨掌側の Beakligament付着部から変性する

ことを報告した.一方Laddら7)は解剖学的に CM

関節掌側の Beakligamentを評価したところ Beak

ligamentが存在すると報告された部位には靭帯とは

表現し難い薄い軟部組織が存在し，その組織は母指

の内転伸展時に緊張したと報告した.以上から母指

内転伸展テストはCM関節症において変性した“Beak

ligament"に張力を加えることにより痛みを誘発し

ていると考えられた.参考として著者の健常な右母

指 CM関節の中間位と内転伸展テスト時の画像を

示す(図 2).“Beakligament"椀側縁で、同靭帯の起始

と停止閣の距離を 3次元距離計測したところ中間位

時 6.7mmから内il!i;伸展テス ト時 10.6mmへと 58.2%

増加していた. 一方 Halil何らは 20名の有志を対象

とした母指 CM関節に対する 3DCT画像評価の研

究において Beakligament榛側縁での起始と停止間

の距離は内転時-15.1%，外転時14.7%，屈曲時5.9%，

伸展時 34.7%の増加が見られたと報告した (Halilaj

et al. Modeling Thumb Carpometacarpal (CMC) 

Beak Ligament Elongation In-vivo， ORS 2013 Annual 

Meeting， http://prgmobileapps.com/ors2013/mo-

bilesite/posterinfo.php?author= Eni %20Halilaj参照
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994 母指 CM関節に対する母指内転伸展テストの有用性

2013年 11月15日).著者の母指 1例との比較であ

り科学的証明にはなり得ないが Halilajらの結果と

比較すると内転伸展テス ト時に “Beakligament" 

に強い伸張力が負荷されていることが示唆される.

本研究では CM関節症注射症例に対するグライ

ンドテスト，ディストラ クションテストの陽性率は

低くそれぞれ 20%であった.一方Merrittら4)のグ

ラインドテストの感度についての報告ではX線像上

の変形 (Eaton分類 5)I-IV)を指標として評価したと

ころ検出感度は二人の検者でそれぞれ 42%，53% 

であったしかし母指 CM関節症の臨床症状は Eaton

分類のステージとは一致しないことが報告されてお

り8) この結果が診療において有用な情報であるか

は疑問である. 一方内転伸展テス トは注射前 15指

全指 (100%) に陽性であり，グライ ンドテスト，

ディストラ クシ ョンテストよ りも検出感度が高かっ

た.また注射後内転伸展テストは 15指中 14指 (93%)

で陰性化した.陰性化しなかった 1症例を Visual

analogue scaleで評価 したところ，注射前 69m mか

ら注射後 29mmに低下しており，終痛軽減効果を認

めた.以上よ り内転伸展テス トは CM関節由来の

痛みを検出していることが示唆された.

本研究の欠点としては症例数が少ないこ と，確定

診断を徒手検査以外の所見で総合的に行っているこ

と，注射液の関節腔内注入量が一定しないこと，生

体工学的な裏付けがなされていないこと等が挙げら

れる.また内転伸展テストについて特異度が評価さ

れていない. しかしながら内転伸展テス トは既存の

徒手検査法よりも感度が高く母指 CM関節症を診

断する際に有用な徒手検査法であると考える.最後

に諸先生方に日々の診療で是非試していただきたい

と心より望む次第である.

[まとめ]

1. CM関節症の注射施行例に対して母指内転伸

展テス トはグラインドテスト，ディストラクション

テストよりも陽性率が高かった.

2.局所麻酔剤を注射後陰性となったことから母

指内転伸展テストは CM関節由来の痛みを検知し

ていることが示唆された.

[文献]

1) surton悶 sasaljoint arthrosis of the thumb. Orthop 

Clin North Alll 4: 331・338，1973 

2) Eaton RG， et al. Thumb metacarpophalangeal capsu 

lodesis: An adjunct procedllre to basal joint arthroplasty 

for collapse deformity of the first ray. J Hand Surg Am 

13・449-453，1988 

3) Marshall M， et al. Radiographic thUlllb osteoarthritis: 

Frequency， patterns and associations with pain ancl clin-

ical asseSSlllent finclings in a community-dwelling popu-

lation.即時umatology(Oxford)4: 735-739， 2011 

4) Merritt MM， et al. Diagnostic vallle of clinical grind test 

for carpometacarpal osteoarthritis of the thllmb. J Hancl 

Ther23・261-267，2010 

5) Eaton RG， et al. Ligalllent reconstrllction for the painful 

thumb carpom巴tacarpaljoi口t.J sone Joint Surg A.m 55: 

1655-1666， 1973 

6) Doerschuk SH， et al. Histopathology of the palmar beak 

ligament in trapeziometacarpal osteoarthritis. J Hancl 

Surg Am 24: 496-504， 1999 

7) Ladd此， et al. Macroscopic ancl microscopic analysis of 

the thllmb carpollletacarpal ligaments: A caclaveric 

study of ligament anatollly ancl histology. J Bon巴Joint

Sllrg Alll 24・1468-1477，2012

8) Glickel S2. Clinical asseSSlllent of the thumb trapezio-

metacarpal joint. Hand Clin 17: 185-195，2001 
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加齢による変形性関節症として変形性膝関節症と手指関節症がよく知られている.われわれは膝痛を主訴

に当院に訪れた変形性膝関節症の患者の変形性膝関節症 22名についてそれぞれの変形性手指関節症と変形

性膝関節症のX線学的重症度について統計学的解析を行った.有意な相聞があったものは，変形性膝関節

症と母指 CM関節症，変形性膝関節症と Bouchard結節で，変形性膝関節症と Heberden結節の X線学的重

症度の聞に相関はみられなかった.

単純X線画像で Kellgren/LawrenceぽL)分類 Gracle

(0-4)を用いて評価した(表 1)1).評価した KL分類

は変形性膝関節症に関しては左右の平均を，手指関

節症に関しては左右の第 II指~第V指の平均値を

用いた.変形性膝関節症と手指変形性関節症の重症

度と終痛について Spearmanの順位相関係数を用い

年齢補正し統計学的有意水準は 5%未満に設定して

評価 した.

[結果]

Heberclen結節では (K/L)分類の Gracle0， 1， 2 

で全体の 7割をしめたが重症度の高いGracle4も5

から 10%程度みられた(表 2).Boucharcl結節は He-

berclen結節より重症度の低いものが多く， Gracle 0， 

Iが全体の半数で 0，1， 2合わせると 90%以上にな

った(表 3).母指 CM関節症でも Gracle0， 1， 2合

わせて 80%以上で重症度の高い 4はごく 一部に限

られた(表 4).変形性膝関節症では Gracle1， 2合

わせて 60%で残りは 3，4と手指変形性関節症に比

[緒言]

加齢により生じる変形性関節症で終痛，機能障害

を起こすものとして，変形性JJ奈関節症と Heberclen

結節， Boucharcl結節，母指 CM関i制定等手指関節

症がよく知られている.膝関節は荷重関節で手指関

節は非荷重関節である.両者の進行にはそれぞれ異

なる要因が関与していると考えられる.変形性関節

症の重症度の進行に関与する因子として，環境因子

の他に先天的因子の関与が示峻される報告がなされ

ている.本研究の目的は同一の個体に発生した変形

性膝関節症と変形性手指関節症の重症l主ーの進行につ

いて調べ， 変形性関節症が進行しやすい体質がある

かどうか検討することである.

[対象と方法]

対象は 2012年 7月から 9月に膝怖を主訴に当院

を訪れ単純X線像より変形性膝関節症と診断され

た患者 22名，女性 21名，男性 1名で年齢は 53-85

歳(平均 72.1歳)で、あった.変形性関節症の重症度は

Kellgren/Lawrence (KL)分類

回目白 o!:正常 ! 
I Gracl巴 I :関節裂隙狭小のないわずかの骨棟形成、または軟骨下骨硬化i
!Gracl巴 II! :関節裂隙狭小包5~も以下)ある骨変化なし i 
!Grad巴 II]:関節裂隙狭小 (50判'""'75%) と骨騨形成、骨硬化俵 i 
氾-racleIVl:骨変化が著しく、関節裂隙狭小 (75%以上)伴う i 

表 1

東京都江東区新砂三丁目 3番20号〒136-0075整形外科

-A 

F
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表 2 Heberden結節 (K/L)分類

表 4 母指 CM関節症 (K/υ 分類

ベ重症度の高い傾向がみられたが，本研究はJI奈痛が

主訴で当院を訪れた中高年を対象にした調査である

ためそのような結果になったと考えられる(表 5).

有痛性変形性膝関節症の対象患者で，手指変形性関

節症の痛みがあるものは， 22例中， Heberden結節

10例， Bouchard結節 O例， CM関節症 3例，合計

表 3 Bouchard結節 (K/L)分類

表 5 変形性!除関節症 (K/L)分類

11例であった.手指変形性関節症の重症度と廃痛

は有意な相関はみられなかった.異なる関節で (K/
L)分類の重症度が有意な正の相関を示したものは，

変形性膝関節症と， Bouchard結節(相関係数 0.46p

<0.05)， CM関節症で(相関係数 O目48p<0.05)，

Heberden結節とは有意な相聞を認めなかった(相

関係数 0.01p<0.05) (表 6).

表 6 年齢・各関節症の Kellgren/Lawrence分類(平均)聞での相関係数

i各関節症聞の陶IlgrB山 W旧日州為〔平均)でら刷関係数(年間正)

cr¥lI関節症 Hel:巳吋m 結節 巳口ucha川市吉節

Hel:er仁jell結節

Boucharてj~吉節

墜♀主

0.45本

0.43 

0.48市

0.31 

0.01 0.46京

市 ρく0.05

η
4
 

に
dl
 



変形性膝関節症と手指変形性関節症のX線学的関連

図 1 症例 1両手両膝正面単純X線像

症例を提示する.

症例 1: 75歳，女性.

主訴 :両膝痛

現病歴:数か月前から両膝痛.手指関節痛は認め

なかった.

身体所見:変形性膝関節症の (K/L)分類は平均

2.5と中等度で，手指変形性関節症の (K/L)分類

はHeberden結節で平均 2.1で Bouchard結節で平

均1.8，CM関節症では平均1.0と軽症から中等度

であった(図 1). 

症例 2:80歳，女性.

主訴 :両膝痛

現病歴 :数年来の両IJ奈痛.手指関節痛は He-

berden結節にみられた.

身体所見:変形性膝関節症の (K/L)分類は平均

3.0と比較的重症で手指変形性関節症の (K/L)分

類は Heberden結節で平均 3.9でBouchard結節で

平均 2.8，CM関節症では平均 2.5と中等度から重

症であった(図 2).

[考 察]

加齢による変形性関節症の明確な原因と進行機序

は不明である.変形性関節症の進行に関与する要因

として環境要因が報告されている 荷重関節である

変形性膝関節症に関するものでは，臨床研究におい

てプロサッカー選手のように，急激な加速，停止，

997 

図2 症例 2両手両膝正面単純X線像

方向転換，を強いられる運動環境においては，変形

性膝関節症発症率が高く 21 長距)~rr 走選手のように

単調な繰り返し軸負荷が掛かる環境においては，変

形性関節症発症率は不変 :liであることが報告され

ている.また動物実験でイヌに適度なランニングを

行わせても，関節軟骨の厚さは対照と変わらない 41

ことも報告されている.これらの報告の解釈とし

て， 関節表面に何らかの力がかかり軟骨損傷が繰り

返されると次第に変形性関節症が進行するという考

えが挙げられている.

加齢変形性関節症の発生しやすい先天的要因につ

いては，性差等が報告されている 51が不明な点も多

い.手指変形性関節症と変形性膝関節症の発生の相

関に関する報告では，変形性手指関節症と変形性膝

関節症は相闘がない 51とするものと，変形性手指

関節症と変形性膝関節症は相聞がある 61とするも

のが報告されている.一方両者の間で発症後の進行

しやすさを比較する報告はない.本研究の結果より

同一個体での手指変形性関節症と変形性膝関節症

で，両者の X線画像重症度の進行は正の相闘を示

すものがあることから変形性関節症が進行しやすい

体質が存在する可能性があると考えられるが，今回

の調査では症例数が少なく尚継続して調査検討を加

える必要があると考える.また変形性j膝関節症の重

症度の進行と相聞を示すものが有病率の高い He-

berden結節ではなく， BOLlchard結節， CM関節症

丹
、
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であったが，両者とも変形性膝関節症の重症度との

相関係数は比較的小さく今後更に症例数を増やし検

討を加える必要があると考える.

{まとめ1
1.膝痛を主訴に当院に訪れた変形性膝関節症の

患者 22名に対して変形性膝関節症と手指変形性関

節症のX線学的重症度と年齢，終痛について統計

学的解析を行った.

2.統計学的に有意な相聞があったものは，変形

性膝関節症と母指 CM関節症， Bouchard結節と変

形性膝関節症であった.変形性膝関節症と Heberden

結節のX線学的重症度の聞に相聞はみられなかっ

た.

3.今後更に症例数を重ねてそれぞれの関節の重

症度の進行について調べることによって， 加齢変形

性関節症が進行しやすい体質が存在するか検討する

必要がある.

[文献1
1) Kellgren J， et al. Racliological assessme川 ofosteo-ar 

throsis. Ann Rheum Dis 16(4): 494-502，1957 

2) Kluncler K， et al. Osteoarthritis ofthe hip and knee joint 

in retirecl football players. Acta Orthop Scand 51: 925・

927， 1980 

3) Lane N， et al. Long-distance running， bone clensity， and 

osteoarthritis. JAMA 255(9): 1147-1151. 1986 

4) Kiviranta!， et al. Moderate running exercise augments 

glycosaminoglycans ancl thickness of articular cartilage 

in the knee joint of young beagle clogs. J Orthop Res 6 

(2) 188-195， 1988 

5) Felson 0， et al応skfactors for incident racliographic 

knee osteoarthritis in the elclerly: the Framingham 

Study. Arthritis Rheum40(4): 728-733， 1997 

6) Cooper C， et al. Risk factors for the incicl巴nceancl pro-

gression of racliographic knee osteoarthritis. Arthritis 

Rheum 43 (5): 995-1000， 2000. 
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手指関節用テーピングテープで治療した遠位指節間 (DIP)関節症 16例 44指，近位指節間 (PIP)関節

症 4例 9指を前向き に調査した. 平均年齢 63歳，治療前と治療後 1，3， 6か月，最終観察時に症状の改善

状況を問診し，上肢機能評価 (DASH) と痛みの評価 (PRFE) を行った.平均経過観察期間 8.3か月で，

DIP関節症 88%，PIP関節症 50%，全体で80%に症状の改善がみられた.DASHは，術前平均 35.9点が術

後平均 26.8点に改善し，改善率は 68%であった. PRFEは 10点満点中，術前平均 5.0点が術後平均 3.6点

に改善 し，改善率は 72%であった. 単純X線の重症度と治療効果との聞には関連がなかった.手指関節用

テーピングテープは特に DIP関節症に対して有効であり，手指関節症に対する治療のーっとして勧められる.

[緒言]

手指変形性関節症に対する保存的療法として，消

炎鎮痛薬の内服，湿布剤や外用軟口の塗布などが行

われている.また，テーピング固定による有用性も

報告されている 1121州 .本研究の目的は，手指変形

性関節症に対して，市販のテーピングテープで治療

した症例を前向きに調査 し，その有用性を調べるこ

とである.

[対象と方法]

対象は 2010年 4月から 2012年 10月までに当科

を受診した手指変形性関節症患者 22例で，調査開

始前に本研究の趣旨に同意を得た症例とした.単純

X線検査と|臨床所見から手指変形性関節症を診断

し，白井の分類 11により分類した.すなわち，関

節裂隙が保たれ，程度の骨赫のみを stage1，部分

的に関節裂隙が消失し，中等度の骨赫がみられる

stage 2，および関節裂隙が消失し，著 しい骨練形成

がみられる stage3に分けた.また， 手指だけでな

く大関節にも痛みがあり 単純 X線で変形性関節

症の所見がある症例を generalizedOA，手指変形性

関節症のみの症例を non-generalizedOAとした.消

炎鎮痛薬の内服，湿布剤や外用軟百の塗布，および

テーピングテープ治療の選択肢を提示し?テーピン

グテープ治療の開始前，治療開始後 1，3， 6か月時

図 1 ディップエイド

にアンケート調査の協力を依頼 した.テーピングテ

ープ治療は竹虎社製，商品名テ寺イツプエイド申(図 1)

を使用し， 装着時間は患者個人に任せた.ディップ

エイドは関節i背側中央にテープの中央が当たるよう

にして指全周性に貼付した(図 1).症状の改善状

況を問診 し， Disabilities of the Arm， Shoulder and 

Hand (以下DASH)により機能評価を行った.また，

手首の評価である patientrelated wrist evaluationの

質問項目を利用 し，手指の痛みの評価に代用して

patient related finger evaluation (以下 PRFE) とし

受理日 2014/01/15 
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1000 テーピンクやテープで治療した手指変形性関節症

Stage 1: S(JiI Stage 2: 6(JiI Stage 3・11伊j

関節裂隙が(果たれ

骨硬化像または軽度の骨腺

部分的(こ関節裂隙が消失

中等度の骨線

関節裂防:が消失

著しい骨椋

図 2 単純X線(白井の分類)

表 1 ディップエイドの効果 表 2 DASHとPRFEの推移

DIP関節症(n;16) 

PIP関節症(n;4) 

E十(n;20) 

改善 不変

14 (88%) 

2 (50%) 

16 (80%) 

2 (12%) 

2(50%) 

4 (20%) 

てアンケート調査を行った. 0点が全く痛みなし，

10点が最高の痛みで平均点を計算した.

統計学的検討として， X 線重症度と ~iÊ状改善の有

無には Fisher直援法， DASHとPRFEの経時的変

化の比較には一元配置分散分析およびTamhane法

を用い， 5%水準未満を有意差ありとした

[結果1
1回のみで以後外来通院されなかった症例と大腿

骨頭部骨折を発症 し， 経過観察できなかった2例を

除外し，残りの 20例を評価した.男性 4例，女性 16

例，年齢は 38-84歳(平均 62.2歳)であった.右 14

例，25指，左 17例， 28指，両手術;思例が 11例 (55

%)，利き手は全例右手であった.母指 1指，示指 16

指，中指 17指，環指 10指，小指9指であり ，母指，

示指，中指(以下ピンチ指)羅患例が8例，環指，

小指(以下グリップ指)擢患例が 4例，ピンチ指，

グリップ指ともに椛思 していたのが8例であった.

遠位指節間 (以下 OIP)関節症が 16例 44指， 近位

指節間(以下 PIP)関節症が4例 9指， 単純X線分

類は stage1が 5例，stage 2が 6例，および stage3 

が 11例であった(図 2).Generalized OA， non-gen-

DASH PRFE 

使用前 (n;22) 35.9 (4.2-63.3) 5.0 (1.1-8.8) 

1か月(n;14) 27.2 (3.8-63.5) 4.1 (1.1-7.4) 

3か月 (n;12) 23.6 (6.5-56) 3.4 (1.0-6.9) 

6か月(n;7) 31.1 (8.3-57.8) 3.7 (0.7-7.2) 

最終観察日寺 (n;19) 26.8 (0-63.5) 3.6 (0-7.2) 

経過観察期間平均 8.5か月(1-24か月)

eralized OAともに 10例であった.経過観察期間は

1-24か月(平均 8.5か月)であった.消炎鎮痛薬

の内服は 11例，外用薬は 12例が使用していた.

症状が改善 した痕例は 16例 (80%)であった(表

1). OIP関節症は 14例 (88%) 改善，PIP関節症

は2例 (50%)が改善 していた. 改善例では，一部

開窓されているのがいい 締め具合を自分で調整で

きる，ものにぶつかっても痛くないという声が寄せ

られた.一方，杭状が不変あるいは使用継続困難例

は，痛みが変わらない，ふやけて使えない，防水'性

と言われたが水仕事は難しい，認知症が増悪 して使

えなかったという理由であった.

DASHは 19例で回答が得られ，使用前平均 35.9

(4.2-63.3)， 1か月後平均 27.2(3.8-63.5)， 3か月

後平均 23.6(6.5-56)， 6か月後平均 31.1(8.3-

57.8)，最終経過観察l時平均 26.8(0-63.5) であっ

た (表 2) 改善は 13例 (68%)，改善例では平均

17.1点 (0.8-38.4)の改善であった DASHは経過
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とともに改善 していたが，有志;差はみられなかっ

た.

PRFEは18例で回答が得られ，使用前平均5.0(1.1 

-8.8)， 1か月後平均 4.1(1.1-7.4)， 3か月後平均

3.4 (1.0-6.9)， 6か月後平均 3.7(0.7-7.2)，最終

観察時平均 3.6(0-7.2)であった(表 2). 改善は

13例 (72%)，改善例では平均 2.5点 (0.4-6.0)の

改善であった. PRFEも経過とともに改善したが，

有意差はみられなかった.

症状が不変，あるいは継続使用困難例は4例あり，

男 1例， 女3例，年齢は 47-75歳，右手 1例，両

手3例であった.ピンチ指擢患例が3例，グリップ

指擢患例が 1例であった. DIP， PIP関節症ともに

2例ずつあり， PIP関節症は 2例ともピンチ指擢患

例であった. PIP関節症の残りの 2例はグリップ指

催患であり，いずれも症状が改普していた. Gener-

alized OAとnon-generalizedOAはそれぞれ2例ず

つであった.単純X線分類では stage1が5例中 1

例 (20%)， stage 2が6例中 l例 (17%)，stage 3 

が 11例中 2例 (18%) であり，重症例と症状の改

善状況には有意差がみられなかった.消炎鎮痛薬の

内服は 2例，外用薬は 3例が使用していた.

[考察]

Heberden結節の病態は Heberdenが記した通り ，

DIP関節の膨隆，屈曲拘縮 および側方への偏位で

ある 5) DIP関節の変形性関節症は，hypertrophic 

arthritis， primary generalized osteoarthritis， ero-

sive osteoarthritis， inflammatory osteoarthritis， in-

terphalangeal osteoarthritis等さまざまな表現がな

されているが，病態や病因が一つではないと思われ

る.Heberden結節は変形と可動域の恕化が一定期

間進行し，やがて進行は止まり廃痛がil珪滅すると一

般に言われている 6)が，その自然経過をみてみる

と80%以上がなんらかの症状を有しており 7) さ

らに平均 9年の経過観察を行うと徐々に進行する例

が30-40%みられる 8) また，単純 X線の変化は

10年の経過で 47%は増悪する 9) 治療方針を考え

る上で， 自然消退する病態と進行あるいは不変的な

病態があることを理解する必要がある.

Heberden結節の保存的療法として従来の薬物療

法のほかに，テーピング療法 1)2)3)4)や，装具療

法 10) 関節内ステロイド注射 ，1)6)などが行われてい

る.白井らは Heberden結節目例，Bouchard結節

1001 

2例にテーピング療法を行い，その有用性を報告し

ている け.テープを重ねて貼ることにより関節の動

きを制限し，痛みをとる治療法である.白井らのテ

ーピング療法と自験例とを比較してみると，有効率

はそれぞれ 73%，80%であり，どちらも有効であ

ると 言 える.テーピング療法は 3M社製，幅

12.5mmの茶色のマイクロポアテープを切って使用

しているため安価であるが，ディップエイド 申は1

枚 40円とテーピング療法に比べて若干高価である.

テーピング療法は長さの調整が可能であり，テープ

の枚数の調整も可能であるが，ディップエイド @は

大きさが 1種類である. 一方.ディップエイド 申の

利点として，日H使さがあげられる.テーピング療法

も簡便であるが，ディップエイド @はさらに簡便で

ある.また，弾力性と伸縮性があり，勤きをある程

度は制限するが，ものにぶつかっても痛くないとい

う利点もある.もう一つの特徴として防水性が利点

としてあげられているが 一部の患者からは水仕事

では剥がれてしまう，ふやけてしまい使用が困難で

あるという意見もあった.

白井らは単純X線の重症度とテーピング効果と

の間に相聞がないと報告し 1) 白験例でも単純 X線

重症度 stage1では 20%，stage 2では 17%，stage 

3では 18%にテーピング効果がなく， 重症例で特に

テーピング効果がない症例が多いということはなか

った.症状が改善しなかった例を検討すると，年齢，

利き手，擢磨、指， generalized OA，消炎鎮痛薬の使

用とは関連がなかったが PIP関節症では有効率が

50%と低く， PIP関節症のピンチ指権患では効果が

なく，グリップ指椛患例では効果がみられた.しか

し，痛みの訴えがない関節に関しては単純 X線検

査を行っていないため， non-generalized OAの診断

が正確かどうかに関しては限界があった.

これまで手指変形性関節症を保存的に治療する場

合，消炎鎖Jiii剤の内服やil次口塗布などが一般的であ

ったが，ディップエイド @はDIP関節症の 88%，

PIP関節症の 50%に有効であり， 一度は試してよ

い治療法であると思われた.

[まとめ]

1. 手指変形性関節症 20例に手指関節用テーピン

グテープで治療し， 80%の症例に症状の軽快が得ら

れた.

2. DIP関節症には 88%.PIP関節症には 50%有

っ，
，

に
d

''hA 
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用であり， PIP関節症のピンチ指擢患例には効果が

なかった.

3. DASH改善例は 68%，平均 17.1点の改善であ

った.

4. PRFE改善例は 72%，平均 2.5点の改善であ

った.

5.単純X線の重症度とディップエイド @による

治療の改善状況には関連がなかった.

[文献1
1) 白井久也ほか.Heberclen結節， Boucharcl結節に対す

るテーピング療法.日手会誌 19:355-358， 2002. 

2) 尼子雅敏ほか.手指関節痛.関節外科 28:10&-115， 

2009. 

3) 三浦俊樹ほか.私はこう治療する 手の変形性関節

症.診断と治療 98:127-131， 2010. 

4) 桑原異人ほか Heberclen結節.PEPARS 66: 41-47， 2012. 

5) 天児民和.整形外科を育てた人達(第 57回)Willialll

Heberclen (1710・1801).I甑整外 23:18ら188，1988. 

6) 中嶋 洋ほか.手の障害.1笠災外 29:1045-1055， 1986. 

7) 荻原尚志ほか Heberclen結節の自然経過.日手会話:

7・483-486，1990. 

8) 薄井正道ほか.へバーデン斜ittnの自然経過.関節外科

14: 161-168， 1995. 

9) Harris PA， et al. The progression of racliological hancl 

osteoarthritis over ten years: A clinical [ollow-up stucly 

Osteoarthritis Cartilage 2: 247-252， 1994 

10) Ikeda M， et al. Custolll-macle splint b-eatlllent [01' osteo-

arthritis of the distal interphalangeal joints. J Hancl Surg 
Am 35: 589-593. 2010 

-158-



日手会誌(J]pn Soc Surg Hand) ，第 30巻第6号 1003-1006，2014 

aw 純一、、
特発性手根管症候群手術症例における正中神経の

形態学的特徴についての検討
さいとう しのよ 〈にしとしかず 〈によしか ずき

斉藤忍七国司俊一¥園吉一樹**

[目的]特発性手根管症候群(以下 CTS)の手術前後における手根管および正中神経の形態的変化を明ら

かにする.

[対象および方法]対象は CTS患者 22例 24手 平均年齢 65歳であった.これら症例に対し初診時およ

び術後 3ヶ月に 1.5TMRI (撮影条件:FETγ，マイク ロコイル使用)にて中手骨基部より槙骨遠位までス

ライス厚 2.5mmで撮像し，軟性手根管而積，正中神経の断面積，占拠率，扇平率をそれぞれのスライスで

計測 し術前後で、比較した.

{結果]軟性手根管面積は遠位より豆状骨レベルまで術後有意に高値を示 しており，断面積は豆状骨より

近位で術後縮小傾向がみられ，占拠率も断面積同様のパターンを示し，術後豆状骨より近位で有意に減少し

ていた.扇平率は手根管内でほぼ同じ値を示した.

[結論]手術による正中神経の形態的変化の特徴は，軟部手根管は速位から中央部で聞大し，正中神経は

それより近位で術前に比べ腫大傾向が減少し 手根管内での占拠率の低下が認められた しかし肩平化に関

しては改善傾向がみられなかった.

[緒言]

特発性手恨官症候群(以下 CTS) は手線管内の

圧が上がり，正中神経に対して圧迫が加わることに

より生じる絞把性神経障害と考えられており，その

治療として神経の除圧を目的とした手術的治療が広

く行われている. しかし手術後に生じる手根管内の

変化についてはいまだ不明な点もある.著者らは

CTS症例に対し手術前後に M悶を撮像し，手根管

および正中神経の形態的変化について調査したので

報告する.

[対象と方法]

対象は正中神経支配領域のしびれ，痛みの症状が

あり，補助診断として短母指外転筋終末潜時が4msec

より大きい，外傷後および透析患者を除外した特発

性手恨管症候群患者であり，全例装具療法など保存

的治療を最低 3ヶ月施行し症状の改一善がみられず，

手根管開放術あるいは鏡視下手根管開放術を施行し

たCτ's患者 22例 24手である.男性 4例4手，女性

18例 20手，年齢は 65歳 (46-82歳)であった.手

根管開放術を行ったのは 21手で，術式はすべて 2

皮切で行っており，すなわち遠位皮切は wristcease 

から 1.5cm遠位より約 1.5Cll1の縦皮切で，近位皮

切は wristcreaseから 1Cll1近位に約 1Cll1樹皮切で

ある 鏡視下手線管開放術を施行したのは 3手で，

Chow法に準じ 2portalで行 っており ，flexor retト

naculull1の切離範囲はともに transversecarpal liga-

mentに加え， flexor retinaculumの distalportion， 

proximal portionに及ぶもので，両術式ともほぼ同じ

範囲である.

MRIの撮像は初診時および手術後 3ヶ月に行っ

た. MRI使用機種は SIEMENS社製 MAGNETON

Symphony (1.5T)で，サーフェスコイル (FlexLoop 

Small)を使用し，得られた FEτヨ*axial像をワーク

ステーション上の解析ソフト AquariusNet Station 

にて計測した.撮像範囲は中手骨基部より焼骨述位

までとし，スライス厚は 2.5mmで 14スライスを有

効画像として選択した 検討項目は軟部手線管面積

(手根管面積) (図 1a)，正中将l経の断面積(断面積)

(図 1b)，手根管内における正中神経の占拠率 (占

受.f型日 2014/03/07 
*城東社会保険病院整形外科 干136-0071 東京都江東区亀戸 9-13・1

牟 本千~大学大学院医学研究院整形外科学
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図 1a M悶画像検討項目
手根管面積 (mm2

)

図 1b M悶画像検討項目
断面積 (mm')

図 1c M悶画像検討項目
扇平率(短径/長径)

拠率)，正中神経の扇平率(扇平率) (匡11c) とし，

初診|時および術後 3ヶ月の同一部位における MRl

画像の変化について比較検討した.

なお各検討項目で得られた術前後の結果を各スラ

(mm') 
300 手根管面積

250 

200 • • • • --
• • • • • • • 

150 

100 

50 
。初診時

唱・ 術後

有鈎骨鈎 豆状骨。
1 2 3 " 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

渇位 近位

図2 手術前後の手根管面積の比較

* : p<0.05 

(rnml) 

30 
断面積

25 ，ー........・.

20 

.: 
* 15 

10 

-・初診時4 ・ 術後

有鈎骨鈎 豆状骨。
1 2 3 " 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 '1 

遺位 近位

図3 手術前後の断面積の比較

* : p<0.05 

イスごとに Mann-WhitneyU testを用い統計処理を

行い，危険率5%未満をもって統計的有意水準と した.

[結果]

手根管面積

手根管入口部より遠位の範囲(スライス 1-7，9) 

では，術前より術後の方が有意に高い値を示した

(図 2).

断面積

術前術後ともに遠位でやや高値を示し，有鈎骨レ

ベルでは値が下がり，次に豆状骨より近位レベルま

で上昇し，さらに近位の領域では再び低値を示す S

字状の変化を呈しており 術後近位レベル(スライ

ス 12，14) では術前より低い値を示した(図 3).

占拠率

術前後ともに断面積と同様に S字状の増減パタ

-160一



特発性子被管症候群手術例の正中神経の形態的特徴 1005 
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占拠率

"" .・・ .・....・

豆状骨

初診時

4 回 術後

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

遺位 近位

図4 手術前後の占拠率の比較

* : p<0.05 

ーンを示し，豆状骨より近位(スライス 9-12，14)

で術後有意に低値を示した(図 4).

扇平率

豆状骨より近位で術後やや増加傾向はみられた

が，全領域で両者に有意差は認められなかった(図

5) . 

[考 察]

今回検討した 4項目について手根管開放術前後で

調査 したまとまった報告はないが，正中神経断面積

の変化については Cucllipが榛骨遠位，豆状骨，有

鈎骨レベル 3カ所の術前術後3カ月における M悶

像を比較し，術後有鈎骨 レベルでは増加， 豆状骨，

槙骨遠位レベルでは減少していたと述べている 1)

また Colakは手関節，有鈎骨鈎レベル2カ所で術前，

術後 3ヶ月に超音波検査を行い，どちらのレベルも

術後有意に断面積が減少 していたと 2) Abicalafは

手根管近位レベルで術前，術後 4週，8迦， 12過に

行った超音波検査結果より術後経過とともに有意に

断面積が減少していたと論じている 3) Vogelinは

有鈎骨から豆状骨までの範囲で術前，術後 4カ月に

超音波検査を施行し，最大正中神経断面積は術後減

少傾向がみられたと報告している 4) これらの報告

で共通 しているのは， 手恨管近位レベルで、術後正中

神経の断面積が減少 していることで，今回の結果に

おいても同様な結果がみられた.ただし有鈎骨レベ

ルでは統ーした見解は得られていない.肩平率につ

いては，Cucllipは椀骨述位， 豆状骨レベルでは術

前後で有意差はなく，有鈎骨レベルでのみ術後有意

に改善が得られたと報告している 1) 著者らの結架

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2オ

1l.1イ

o 'I 

属平率

有鈎骨鈎 豆状骨

4 ・ 初E主時

+ 術後

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1:3 14 

遺位 近位

図5 手術前後の偏平率の比較

では有鈎骨レベルでは術後やや肩平化は改善傾向に

あるものの有意な差は得られなかった.

これらの報告は術後の特徴的な変化をとらえたも

のではあるが，限られた部位での計測のみで広範囲

に詳細にみたものではなく，手術後の正中神経およ

びその周囲の変化を理解するには不十分と思われ

る.手根管を構成している transversecarpal ligament 

はflexorretinaculumの一部で，その遠位には clistal

portion，近位には proximalportionが連続して存在

しており へ実際の開放術の際には両サイドにまで

切離が及ぶことになる.今回の我々の結果は，切離

された flexorretinaculumの範囲をカバーしており，

軟部手根管面積は， 豆状骨より遠位で術後増大して

おり，このことはその範囲で手根管が十分に開大し

たことを表していると思われる.仮に同部位で手根

管面積が術後増大していない場合は，flexor retinac-

ulumの切り残 し等により十分な除圧が行われてい

ない可能性がある.それに対 し正中神経の断面積

は，豆状骨より近位で術後減少 しており，これは同

部位にみられる神経腫様の変化が軽減している兆候

と思われ，占拠率ではその傾向がより強くみられこ

とより，神経腫大の改善に加え神経の除圧が得られ

たことを反映しているものと推察される. 繭平率

は， 豆状骨より近位で術後やや増加傾向はみられた

ものの，今回計測 した範囲内では有意な変化には至

らなかった.

今回の研究結果は， crs症例の術前後に起こる

手根管および正中神経の変化を詳細に描出し得たも

のではあるが，術前の重症度に応じて評価していな

い，術後成績良好群，不良群の結果を分けて分析し
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ていない，術後 3ヶ月のみの結果で長期に及ぶもの

ではない，など限界もあり更なる調査が必要と考え

ている.

[まとめ1
crs手術症例の術前後における形態的特徴は以

下の通りである.

1.軟部手根管は豆状骨より遠位の領域で術後有

意に増大した.

2.正中神経断面積，占拠率は豆状骨より近位の

範囲で術後減少傾向にあった.

3.肩平化は術前後で有意な変化は認められなか

った.

[文献]

1) Cudlip SA， et a1. Magnetic resonance neurography stud-

ies of the median nerve before and after carpal tunnel 

decompression. J Neurosurg 96: 1046-1051，2002 

2) Colak A， et a1. Use of sonography in carpal tunnel syn 

drome surgery. A prospective study. Neurol Med Chir 

(Tokyo)47(3): 109-115，2007 

3) Abicalaf CA， et a1. Ultrasound evaluation of patients with 

carpal tunnel syndrome before and after endoscopic re 

lease of the transverse carpal ligament. Clin Radiol 62 

891-894，2007. 

4) Vagelin E， et a1. Sonographic foJlow-up of patients with 

car下altunnel syndrome undergoing surgical or nonsur-

gical treatment: Prospective cohort study. ] Hancl Surg 

んη35:1401・1409，2010

5) Cobb TK， et 叫んlatomyof the flexor retinaculum. ] 

Hand Surg Am 18: 91-99， 1993 
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手根管症候群に対する内視鏡を併用 した小切開手根管

開放術の検討
くわはら まひと ひらせゅういち なかむらこういち

桑原員人，平瀬雄一，中村恒一

手根管症候群に対して従来の小切開法を実施した上で創部から内視鏡を挿入して横手根靭帯近位部から前

腕遠位部を確認している.通常の小切開法を実施した 85手と，小切開法に内視鏡確認を行い，少なくとも

術後3か月以上経過した 81手を検討した.手術前後の DASH-]SSHの結果は両群とも有意に改善していたが，

それぞれの手法の改善率に関して両群聞に有意差は見られなかった.ただし 前腕筋膜の正中神経圧迫によ

る神経症状のため再手術を要したものが従来の小切開法鮮のうち 2例存在した.内視鋭併用群では再手術に

至った例は無かった.小切開手技において横手根靭帯を十分に切1~IÊできたと判断した場合でも内視鏡所見で

は横手根靭帯の連続性が確認される例や前腕筋膜部分で正中神経が圧迫されている例が存在した.これらの

所見は同部における正中神経の kinkingを生じさせ，周囲組織との癒着へとつながる可能性が示唆される.

内視鏡併用小切開法はそれぞれの単独手技よりも有利である.

[緒言]

現在，手根管症候群に対する手根管開放術は小切

開法 (OpenCarpal Tunn巴1Release以下 OCTR) も

しくは鏡視下法 (EndoscopicCarpal Tunnel Release 

以下 ECl'R)が広く行われており，それぞれの利点，

欠点が報告されている OCTRはその長所として，

直視下の操作であることから神経損傷のリスクが小

さいことや破格筋， Il重傷性病変，滑膜に対する処置

などの手根管内操作を追加することが可能である.

さらに母指球筋萎縮例に対して，反田枝への操作が

可能である点や浅掌動脈弓を直視下に確認しながら

Distal Holdfast Fibers of the Flexor Retinaculum 

(DHFFR)の切離を行える点などがある. 一方で短

所として，手掌内小切聞による操作のため，手首皮

線から近位側にかけて，視野不良による横手根靭帯

近位部の切り残しが生じうる点や pillarpainの存在

などがある.著者らは OCTRの短所を克服すべく，

OCTRを行った上で， 富IJ部から内視鏡を挿入し，横

手根靭帯近位部から前l腕遠位部まで正中神経絞掘所

見残存の有無を磁認し，状況に応じて追加処置を行

っている. 今回この経験を基に手掌内小切開手技に

内視鏡確認を行った利点を検討した.

[対象と方法]

症例は透析例を除く初回手術の手根管症候群で，

手掌内小切聞にて手術を実施した OCTR単独群 85

手と内視鏡併用群 81手の合計 166手である.その

内訳は右 102手，左手 64手(両側 30例)であり，

男性 18例，女性 118例，平均年齢 57.9歳，平均観

察期間は 5.9か月であった.OCTR単独群と内視鏡

併用群の国集団構成において左右，性別，年齢，観

察期間に統計学的有意差は見られなかった この両

群に対して手術前後の ]SSH-DASH(disability)スコ

アの結果とその改善率を検討した.手術前後 DASH

スコアに対しては T-testを また改善率に対しては

Mann羽ThitneyU-testを用いて有意水準を 0.01とし

た.

[術式]手術術式は手掌部近位中央に 2cmの皮膚

切開で展開，横手根靭帯を切関(E後，神経との再癒着

防止のため可及的に残存靭帯を切除した.その際滑

膜増生が著明な症例は滑膜切除を追加，母指球筋萎

縮が見られる症例では反回枝の剥離操作を行った.

直視可能な範囲より近位側における手根管の開放を

確認するために創部からエレパトリウムを挿入して

手根管内で絞拒部分の残存がないことを確認した.

OCTR単独群はその後，止血し閉創した.内視鏡併

受理日 2013/12/30 
四谷メディカルキューブ手の外科マイクロサージャリーセンター 干102-0084 東京都千代田区二需|町 7番 7
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図 1 (A) OCTRで横手根靭帯切除後の内視鏡画像.横手根靭帯よりやや近位側の
前腕遠位部に筋膜もしくは靭待様の硬い組織が存在する(白矢印).

(B)鏡視は横手根靭帯を越えた近位側まで観察可能である.
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図 2 (A)手術前後の DASHスコアの変化.OCTR単独群，内視鋭併用訴とも有意な改善を認めた.
(B) OCTR単独群と内視鏡併用群の術前後の DASHscore改善率.両群聞に統計学的有意差は見られ

なかった.

用群はさらに小切開部より内視鏡を挿入し前腕遠位

部までの範囲で正中神経を確認した.その際，神経

絞拒所見が残存する場合は鋭視下に十分切離した上

で，止血し閉創した.

OCTRの段階で十分に手根管開放ができたと思わ

れた例でも内視鏡で手根管内を確認すると近位に一

部靭帯線維が残存している例が存在した.また，さ

らに前腕近位側に鏡視を進めると前腕遠位部に筋膜

もしくは靭帯様の堅い組織が存在する場合があり，

この組織による絞把が疑われる場合にはこれを同時

に切離した(図 1). 

[結果]

各群に於ける，手術前後の DASHスコアの変化は

OCTR単独群，内視鏡併用群とも有意な改善を認め

た.一方で OCTR単独群と内視鏡併用群の術前後の

改普ー率に統計学的有意差は見られなかった(図 2). 

本シ リーズ中，各群において DASHの改善率が乏

しかった症例が存在した(表l).OCτR単独群では，

術後経過良好であったが2年後に局所再発した 1例

や頚椎症との合併症例と考えられた l例があった.

再手術にいたった 2症例のうち， 1例は初回術後に

-EI症状が改善したが， しびれが再発した再手術

直前には手首皮線より l横指近位に tinelsignが存

在し同部の圧迫テストは陽性， Semmes-Weinstein 
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表 1 各群における成績不良例一覧.OCTR単独群は 2例において前腕
筋膜部切除術を実施した.内視鏡併用群は pillarpainを主訴とす

るものが中心であった

OCTR単独群 症状、その他

70歳男性 2年後に局所再発

54歳女性 後目前腕筋膜追加切除

81歳女性 頚ほ症とのcloublelesion 

32員長男性 後日前腕筋膜追加切除

testでは母指，示指，中指指尖部に reclの領域を認

めた.再手術時所見では前腕筋膜部分における正中

神経の圧迫所見が観察された.術後正中神経症状は

改善 している.もう 1例は初回手術後，手指のしび

れは一旦i陸減したが母指球部の痛みが増悪すること

があった.次第に症状増悪 し5ヶ月経過時点で強い

しびれの自覚があった.再手術直前には手首皮線よ

り2横指近位に tinelsignが存在し阿部の圧迫テス

トは陽性， Semmes-Weinstein testでは正中神経領域

は全て greenであった.再手術時所見では厚い前腕

筋膜が正中村l経を圧迫していた.再術後症状は改善

傾向にあるが胸郭出口症候群を併発していた.一方

内視鏡併用群においては tinelsignが近位へ移動す

る症例は存在せず pil1arpainを主訴とするものであ

った.

[考察]

Langlohらや Kulickらは手根管開放術の成績不良

要因として最も多い原因は横手根靭帯の切り残しで

あると報告 している 1)2) 実際，本シ リーズの小切

開手技において横手根靭帯を十分に切離できたと判

断した場合でも内視鏡所見では横手根靭帯の連続性

が確認される例や，前腕筋膜部分で正中神経が圧迫

されている所見が確認される例が存在 した.

さらに， Craftらは正中神経が屈筋)躍により pal-

mar arch側に押し付けられ，切り残した横手線靭帯

により絞把されると報告 している 3)

これらの事実から，切り残した靭帯や硬い前腕筋

膜で神経が絞拒される機序を次のように推察 してい

る.すなわち，屈筋艇の滑車であった横手根羽帯が

切除されると，屈筋l陛から palmararch側への圧迫

力から正中神経の掌側偏位が生 じる.その際，靭，f貯

の切り残 しがあれば，その部分で kinkingが発生し，

残存靭帯と正中神経の接触面積が元来より小さ くな

併用群 症状、その他

47歳 女 性 DASH不変、ADL障害なし

84歳 女性 DASH不変、 ADL障害なし

69歳 女 性 頚椎症とのcloublelesion 

54歳 女 性 DASH不変、ADL障害なし

A 正常例 横手穏草剤帯

B綴手根靭帯の切り残し例

切り残し(+l 新たな絞挺&鐙渚

ctt腕結合組織が厚い例

通常より厚い結合織

一当事

思筋震からの圧迫

図3 J寧い前腕結合組織による神経絞泥機序
(A)正常例

(s)横手線靭帯切り残し例.屈筋腿から palmar
arch側への圧迫力により正中神経の掌側偏
位が生じ，切り残した部位で kinkingが生

じる.
(C)硬い結合組織が存在する例. sと同様の機

序で kinkingが発生する.

るために，より強い圧迫となりうる.これと同様の

機序で横手根靭帯の近位に厚い結合組織が存在する

場合も正中神経の kinkingが発生 しうる.kinkingが

強い場合は術後も液状改善が見られず，kinkingが

弱い場合でも，この部位で癒着が生じやすくなり ，

長期的には再発リスクが増す可能性がある(図 3).

今回の結果において手術前後の DASHスコアに

変化が乏しかった例が両群とも 4例ずつ存在した.

このう ち内視鏡併用群における2例については術後

3か月時点での評価であり， それぞれ手掌部痛が残

存しており日常生活動作に影響していた. 牧らは小
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切開法後の術後経過における手術創癒痕部圧痛存在

頻度は術後 3か月日において女性の 48%，男性の

56%に見られたと報告しているへ本シリ ーズにお

いて，両群の手術実施時期が異なっており ，OCrR 

単独群は過去 3年から 2年，その後，術式を切り替

えた結果，内視鏡併用群は直近2年である.よって

内視鏡併用群の評価時期には術後 3か月時点のもの

が含まれており，実際今回の 4例の内， 2例におい

て術後3か月時点の評価であった.上記報告を考慮

すると術後早期の手掌部痛がDASHスコアに影響し

たと考えている.

[まとめ]

本シリーズでは手術前後の DASHスコアは OCTR
単独群，内視鏡併用群とも有意に改善し，それぞれ

の手法の改善率に関して両群聞に有意差はなかっ

た.前腕筋膜の正中神経圧迫による神経症状のため

再手術を要したものが従来の小切開法群のうち 2例

存在した.また，小切開手技において横手根靭帯を

十分に切離できたと判断した場合でも内視鏡所見で

は横手根靭帯の切り残しが確認される例や，前腕筋

膜部分で正中神経が圧迫されている所見が確認され

る例が存在した 内視鏡の併用により横手根靭帯や

厚い結合組織を安全，確実に切離することが可能で

あると考える.

[文献]

lο) La訓訓n昭1沼凶g剖lohND， 巴etal. R恥ecωurr附-entand u山叩』刀川n町1

nel syndrom巴_Clin Orthop Relat Res 83: 41・47，1972 

2) Kulick MI， et al. Long-tenTI analysis of patients having 

surgical treatment for carpal tunnel synclrome_ J Hancl 
Surg (Am) 11: 59-66， 1986 

3) Cra仕RO，et al. Management of Recurrent Carpal Tun-

nel Synclrome with Microneurolysis ancl the Hypothe-

nar Fat Pacl Flap. Hand 2(3): 85-89， 2007 

4) 牧裕ほか 手根管開放手術後の pillarpainの発生頻

度と術後経過 日本手の外科学会幸JH.t.26 (3): 142-143， 

2010 
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若年者の肘関節部尺骨神経障害に対しての手術治療
せん ませいえつ なりたゅういちろう

千馬誠悦，成田裕一郎

20歳未満の若年者で肘関節部の尺骨神経障害症例に対して手術治療したので，報告する.対象は 1996年

4月から手術した 15例 15肘で，男性が 13例，女性が 2例，手術時年齢は 14-18歳であった.発症原因は

スポーツに関連したもの(以下スポーツ群)が 12例で，スポーツに関係しない症例はすべて尺骨神経脱臼例

(以下非スポーツ群)で 3例であった.手術は全例に尺骨神経の皮下前方移動術を行った.スポーツ群では

すべての症例で元のスポーツに復帰できていた.肘関節内側痛があった 13例中 12例で終痛が消失し， しび

れを有していた症例ではしびれが消失していた.手術所見から神経|障害の原因として，上腕三頭筋の肥大 ・

膨隆と尺骨神経の脱臼が多く認められた.非スポーツ群は尺骨神経の脱臼があり，診断が容易である スポ

ーツ群は運動時の利き手側の肘関節内側痛，痔痛部位に尺骨神経の圧痛点があり，小指外転の筋力低下，ス

ポーツ活動の改普ー傾向がないことが診断の参考になる.手術治療は尺骨神経の皮下前方移動術が有用な手術

方法と思われる.

[緒言]

肘部官症候群は中高年に好発する絞把性神経障害

である.一方で，若年者にも肘関節の近傍で尺骨神

経障害が発生することが知られている.20歳未満の

若年者で肘関節部の尺骨神経障害症例に対して手術

治療をしたので，検討を加えて報告する.

[対象と方法]

1996年4月から 2012年2月までに，手術治療し

た 15例 15肘を対象にした.内訳は男性が 13例，

女性が 2例で，手術時年齢は 14-18歳，平均 16.2

歳であった.発症から手術までの期間は 2か月から

3年，平均で 10か月を要していた.

発症原因として，スポーツに関連したもの(以下

スポーツ群)が 12例で，スポーツに関係しない症

例(非スポーツ群)が 3例であった.

手術は15例すべての症例に尺骨神経の皮下前方

移動術を行った.上腕骨内側上穎から 8cm近位まで

尺骨神経を剥離し， Struthers' arcadeの有無を確認

する.Arcadeがあれば切離し，筋問中隔から続く尺

骨神経上の線維性筋膜も切開する.筋問中隔は厚く

緊張が強いことが多く ，切除する. 遠位では尺側手

根屈筋の深層筋膜を切開し，筋肉への運動枝はすべ

て剥離して，温存する 尺側手根屈筋を剥離する以

外に筋肉や上腕骨内側上頼には操作を加えないで，

屈筋囲内筋膜上に皮下レベルで前方に尺骨神経を移

動させる.皮下脂肪を屈筋囲内筋起始部の内側上頼

に縫合し，尺骨神経が後方へもどるのを防止する.

後療法は術後 1週間をギプスシーネで外固定し，

術後l.5か月から徐々にスポーツ活動を再開させた.

スポーツ群と非スポーツ群の内訳，症状，理学的

所見，検査所見，原因を明らかにして，術後成績を

評価した.

[結果]

スポーツ群 12例の発症時のスポーツ種目では野

球が 9例と最も多かった.他に，柔道， ウエイトリ

フティング，バスケッ トボールがそれぞれ 1例ずつ

であった.非スポーツ群は 3例ともすべて尺骨神経

脱臼例であった.

擢患、側はスポーツ群でバスケットボールの女性選

手の 1例を除く 11例が利き手側であった.症状は

スポーツ群で肘関節の内側痛が7例，肘関節内側痛

と小指のしびれが 4例にみられ，肘関節内側痛が 12

例中 11例に認められた.非スポーツ群では肘関節

内側痛と小指のしびれを 2例が，小指のしびれを l

受理日 2014/01/12 
中通総合病院整形外科 干010-8577 秋田県秋田市南通みその町 3.15
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1012 若年者の肘関節昔日尺骨神経障害に対しての手術治療

図 1症例 1: 17歳，女性，柔道選手
他動伸展時に尺骨神経は直線的な走行をして
おり，その後方に上j腕三頚筋肉側頭が位置し
ている(点線・尺骨神経)

例が訴えていた.症状の程度はスポーツ群で，スポ

ーツ活動の低下が 7例，不可が 5例でスポーツが困

難かできない状態であった.スポーツ活動を休んで

症状が軽快しでも，復帰すると症状が再発し 2 全例

で回復傾向がみられなかった.スポーツ群では日常

生活上の陣害は 3例のみであったが，非スポーツ群

では 3例とも屈曲時の終痛やしびれの出現のため日

常生活動作の障害がみられていた.

理学的所見は Tinel様徴候，肘屈曲試験陽性が8

例， 10例に認められたが.スポーツ群では陽性率が

それぞれ 42%，58%と低く，非スポーツ群では 3例

ともこの 2つの所見が認められた.Tinel様徴候は

肘部管の近位にもみられた.11例に尺骨神経上で，

肘部官の近位でも神経に沿う圧痛があり，特にスポ

ーツ群では 83%と高率で，圧痛点かその近くに終

痛部位が局在していた.非スポーツ群では 3例中 1

例に圧痛がみられた.

全例に明らかな手内筋の筋萎縮はみられなかった

が，尺骨神経領域の軽度から中等度の筋力低下が認

められた.小指外転の徒手筋力検査で 4が 12例， 3 

が3例であった.握力は健側比 67-118%，平均で

90%，ピンチ力は健側比 51-102%，平均で 84%と

軽度低下していた.

肘部官をはさんだ運動神経の伝導速度は遅延が2

例にあり ，内訳はスポーツ群と脱臼群が各 1例ずつ

であった.全症例で S缶巴m川nmηle白s

知覚検査でで、は小指は 110αr膚1川判ma叫a討lでで、あつた.

手術所見からみた尺骨神経障害の主原因を一つ挙

げるとすると，スポーツ群では上腕三頭筋の肥大 ・

図2 他動屈曲時は上腕三頭筋が膨隆し，尺骨神経
が前方に押しやられる

膨|径が7例，尺骨神経の脱臼が3例と多く，深筋膜 ・

筋問中隔の肥厚，原因不明がそれぞれ 1例ずつであ

った.

スポーツ群では手術後に 12例全例で元のスポー

ツに復帰できていた.術前に肘関節内側痛があった

13例中， 12例で悠痛が消失し， 1例で軽減していた.

しびれのあった 8例では全例でしびれが消失してい

た.

小指外転筋力は全例が徒手筋力検査で 5まで回復

しており，握力は健側比 90-132%，平均で 103%

まで，ピンチ力も健側比 83-140%，平均 113%ま

で増加 していた.

症例呈示

症例 1:17歳，女性，柔道選手

現病歴 :6か月前から右肘関節内側痛が生じ，得

意技の 1本背負いができなくなり， 手術した.

手術所見は，他動伸展時に尺骨神経は直線的な走

行をしており ，その後方に上腕三頭筋内側頭が位置

している(図 1).他動屈曲時は上腕三頭筋が膨隆し，

尺骨神経が前方に押しやられる(図 2). 尺骨神経

の皮下前方移動術を行った.術後に肘関節内側痛は

軽減し， 1本背負いができるようになり，柔道復帰

を果たした.

症例 2:16歳，男性，野球からラグビー選手.

3年前から野球で投球特に右肘関節の内側痛が生

じ， 2年前から投球できなくなり，野球をやめてラ

グビーを始めた.その後も終痛が増強 し，ラグビー

もできなくなり手術した.

手術所見では他動伸展時に上腕骨内側上頼の後方
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若年者の肘関節部尺骨神経障害に対しての手術治療

図 3 症例 2:16歳，男性，野球からラグビー選手.
他動伸展時には尺骨神経は内側上頼の後方に
ある(点線:尺骨神経， *上j腕骨内側上頼)

にあった尺骨神経(図 3)が他動屈曲時には内側上

頼を乗り越えて，前方へ脱臼する(図 4)のが観察

された.尺骨神経の皮下前方移動術を行い，術後 6

か月の時点で右肘関節痛は消失し，ラグビーに復帰

できていた.

[考 察]

若年者の肘関節部での尺骨神経障害は，中高年に

発症する肘部管症候訴と異なる特徴を有する.症状

では肘関節内側痛を訴えることが多く，手内筋の筋

萎縮が明らかでない.検査では神経伝導速度検査，

SW知覚検査で異常を認めにくい.さらにスポーツ

群では日常生活の障害は少ないが，スポーツ活動が

低下するか，できなくなる.典型的な尺骨神経障害

の症状を呈さないことが多く，特にスポーツによる

尺骨神経障害例では診断が困難な場合もある 1)2)3)

診断は非スポーツ群では尺骨神経の脱臼を認め，

理学的所見から比較的容易と思われる.スポーツ群

は運動時の利き手側の肘関節内側痛， 建痛部位に尺

骨神経の圧痛点があること，小指外iIl~の筋力低下，

スポーツ活動の改善傾向がみられないことが診断の

参考になる と考える.肘関節の内側側副靭帯損傷や

他疾忠が否定できない症例には，M悶検査を行って

靭帯損傷，筋起始部や関節内に明らかな異常がない

のを確認する必要がある.

神経|障害の原因として，先に述べた手術所見以外

にもスポーツ群では投球動作での神経務引 ・圧迫と

繰り返される外反ストレスの動的要因も加わり，ま

た原因も単一ではなく，複数の要因が症状発現に関

与している 4)と思われる.
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図4 他動屈曲時に尺骨神経は上腕骨内側上M演を乗
り越えて，前方へ脱臼する

手術適応は日常生活上の障害があり，症状の改善

する傾向がない場合としているが，スポーツ群では

スポーツの継続を希望し 改善傾向がない時も適応

とした. 今回の症例に含まれなかったが，内側側副

籾帯の損傷を合併する場合は尺骨神経の皮下前方移

動術に靭帯の再建術の併用も考慮する.ただし，再

建術後に約 6か月間は本格的な投球ができず，その

治療成績も確実性に欠ける点もあり，再建術の併用

手術は慎重に判断する必要がある.

手術治療は尺骨神経の皮下前方移動術を選択し

た.骨 ・筋肉に侵襲を加えない点、で低侵裂といえ 5)

尺骨神経の緊張が最も低下する術式とされる 6) さ

らに，この術式はスポーツ群で広範囲に神経が障害

されていても，広い範囲で神経の除圧ができる利点

をもっている 5) 肘関節が過伸展する症例では皮下

前方移動後に伸展で尺骨神経の緊張が高まるため，

他の術式を選択すべきだが，対象とした 15例の中

に過伸展する症例はいなかった.

今回の結果からスポーツ群と非スポーツ群の両群

に対しでも， 手術成績は良好といえる. 20歳未満の

肘関節部の尺骨神経障害に対しては，有用な手術方

法と考える.

[まとめ1
1. 20歳未満の肘関節部尺骨神経障害には，スポ

ーツと尺骨神経Jj}i¥臼の 2つの発症原因が関与してい

る.

2. スポーツ群の診断は困難なこともあり，利き

手側の肘関節内側痛，終痛部位に一致する尺骨神経

の圧梢，小指外ll!i;の筋力低下が診断の参考となる.
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1014 若年者の肘関節部尺骨神経障害に対しての手術治療

3.本症に対する尺骨神経の皮下前方移動術の手

術成績は良好と思われる.

[文献1
1)村上恒二ほか.スポーツ選手における肘部尺骨神経障

害.日肘会誌 3:3-4， 1996. 
2) 三原研ーほか.スポーツ選手における肘部管症候群.

日肘会誌 12:37-38， 2005. 
3)近藤 真ほか.野球選手に発症 した肘部管症候群 日

肘会誌 6:59-60， 1999. 
4) 伊藤恵康ほか.スポーツによる尺骨神経の障害.臨床

スポーツ医学 26:533-540， 2009. 
5) 副島修ほか.スポーツ選手における肘部管症候群ー

その特徴と内側倶IJ副靭帯損傷合併例での成績一.日肘

会誌 13:11-12， 2006. 
6) 青木光広ほか.投球動作に伴う尺骨神経の緊張度と投

球動作に適した尺骨神経移行術 豊富形外科 58・703-709，
2007. 
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特発性前骨間神経麻揮の治療成績と手術時期
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患肢の激痛を伴い急性に発症した特発性前骨間神経麻揮で 長母指屈筋もしくは示指深指屈筋の筋力が

MMTひであった 19手を対象とし，治療成績と手術時期について検討した.手術を 10手に，保存加療を 9手

に行った.発症から手術までの期間は 4-13か月(平均 6.2か月)であった.手術は神経束間剥離術を行い，全

例に砂時計様くびれがみられた.発症から手術までの期間が 13か月の 1手を除いて，全例最終筋力 MMT4

以上の良好な回復がみられた.くびれの数・位置と，手術から回復兆候がみられるまでの期間・ 最終筋力に

は相関はなかった.一方，保存的加療症例の最終筋力は MMT4以上 4手， MMT3が 1手， MMTOは4手であ

った.発症から回復兆候がみられるまでの期間は6か月以内が4手， 6か月以降が1手であった.したがって，

発症後 6か月で筋力の回復がみられないものは手術を行うべきと考える.

ビタミン 812製剤の投与を行った.検討項目は，治

療法，発症から手術までの期間，術中所見，麻癖回復

の経過，最終筋力とした.統計学的検討には Mann

Whitney検定 (P<0.05)を用いた.

[結 果]

手術，神経束間剥自(E術を 10手に行い，手術時筋

力は FPL.FDP1共に MMT06手， FPLのみ MMTO

3手， FDP1のみ MMTO1手であった.発症から手

術までの期間は平均 6.2か月 (4か月 3手， 5か月 2

手， 6か月 3手， 9か月 1手 13か月 1手)であった.

術中， 全例に正中神経幹内の前骨聞神経線維束に砂

時計様のくびれを認めた.砂時計様くびれは内側上

頼高位より 0-9cm近位に存在し，くびれの数は平

均 2.5か所 (1箇所 2手，2箇所 3手， 3 jmi所 3手， 4

箇所 2手)であった(図 1).

手術から回復兆候がみられるまでの期間は FPLで

平均 6.2か月 (4-10か月)， FDP1で平均 2.7か月 (1

-5か月)だった.発症から手術までの期間が 13か

月であった 1手を除く全例で最終筋力 MMT4以上

の良好な回復がみられた(図 2).くびれの位置，数

と，手術から回復兆候がみられるまでの期間，最終

[緒言]

特発性前骨間神経麻簿の原因は未だ不明である

が，手術で砂時計様のくびれを認める症例があり，

これが麻癖の一因とさ れる 1) また，その治療法や

手術時期については様々な意見があるが，当科では

原則的に発症後 3-6か月程度の経過観察を行い，

回復兆候を認める症例に保存加療，回復兆候を認め

ない症例に対して手術，神経束間剥自fF.術を行ってい

る.今検討の目的は特発性前骨間神経麻痔に対する

治療成績とその手術時期について検討することであ

る

[対象と方法]

明確な誘因がなく，患肢の激痛を伴い急性に発症

した特発性前骨間神経麻簿 25手のうち，初診時，長

母指屈筋(以下 FPL)もしくは示指深指屈筋(以下

FDP1)の筋力が MMTOであり ，1年以上経過観察

可能であった 19手を対象とした.男性 7例，女性 10

例，平均年齢43歳 (21-58歳)，右 10手，左9手(両

側例 2例)であった. 手術は上腕から前腕までの Z

字状皮切にて進入，前骨間神経を前腕部で同定し，顕

微鏡下に中枢へ神経束間剥離を行った.保存加療は

1-20.1 静岡県浜松市東区半岡山
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特発性前骨聞神経麻簿の治療成績と手術時期

み MMT05手であった.発症から回復兆候がみら

れるまでの期聞は 6か月以内が4手， 6か月以降が

l手であった.経過中に少 しでも回復兆候がみられ

た症例では，全例で筋力の改善がみられたが，回復

兆候のない 4手については， MM下0であった筋

(FPL' FDP1)の回復がなかっただけでなく，中指

深指屈筋 (FDP2)や梼側手根屈筋 (FCR)など筋力

低下のみられた筋の回復も認めなかった.保存加療

症例の最終筋力は，全く回復のない MMTOが4手，

MMT3が1手， MMT4以上4手であった(図3).尚，

全く回復兆候を認めなかった 4例については経過中

に手術を勧めたが，強い ADL障害がな いとのこと

で希望されなかったため保存加療を継続した.
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[考 察]

非外傷性の前骨間神経麻簿には絞拒性神経障害

と，や11経炎などが原因とされる特発性のものがあ

る.特発性前骨間神経麻湾の発症機転は特徴的で，

明確な誘因がなく，患肢の激痛を伴い急性に発症す

ることが多い.保存加療を行った症例中に絞拒性神

経障害が含まれる可能性は否定できないが，本検討

では過去の報告 2)と同様にこれらの発症機転を伴っ

たものを対象とした.

特発性前骨聞事|経麻簿は保存的加療によって良好

な成績が得られる症例が多く， 基本的には保存加療

が行われる.一方で，保存療法では全く回復のみられ

ない症例があり，神経束間剥離術が有効であるとする

報告もある 2) また，手術の至適時期については発

症から 3-12か月と報告により様々である 1)2)3)4)5)

砂時計様くびれの位誼

筋力に明らかな相関はなかった. 最終筋力が不良で

あった 1手は，くびれが内側上頼高位より近位 2-

5cmに3か所みられ，他の症例と術中所見に大き

な特徴はなかった.また，この症例は両側発症例で，

反対側は発症後 6か月で手術を施行し，最終筋力

FPL， FDP1ともに MMT4と良好な回復がみられて

いた.

保存加療は 9手に行い，初診時筋力は FPL'FDP1 

共に MMT03手， FPLのみ MMTO1手， FDP1の

図 1
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手術までの期間と最終筋力
発症から手術までの期間が 13か月の 1手を
除いて，全例最終筋力 MMT4以上の良好な
回復がみられた.

5 4 2 
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特発性前骨問料1経麻癖の治療成績と手術時期

今回の検討では手術症例の成績は発症から手術ま

での期間が長い 1手を除き，全例良好な結果であっ

たが，保存的加療では全く筋力の回復がみられない

症例が9手中 4手みられた.保存加療例ではおおむ

ね6か月以内に回復兆候がみられたこ とから，発症

後 6か月で筋力の回復がみられないものは手術を行

うべきと考える.

また，術中所見からは山際ら 6)はくびれの数が多

くなれば，筋力回復が遅延する傾向があったと報告

しているが，我々の調査ではくびれの位置，数と回

復兆候がみられるまでの期間，最終筋力に明らかな

相聞はなかった.一方，くびれの位置は過去の報

告 1)川 4)と同様，すべてが肘関節より近位の正中神

経幹内の前骨幹神経線維束に存在した.我々は絞拒

性神経障害の可能性を術前に完全に否定できないた

め，末梢は Frohseのアーケードまで十分に展開し

ているが，越智ら 7)が報告しているように適応を選

べば， 肘上の小皮切での展開でも可能かもしれない.

今検討の問題点としては，後向き研究のため手術

時期をあらかじめ決めて加療している こと，くびれ

の状態の詳細な検討がないこと，症例数が少ないこ

となどがあげられる.今後，症例数を重ねて更なる

』食討を行っていきたいと考えている.

{まとめ]

手術症例は発症から手術までの期聞が長い 1例を

|徐き，全例良好な結果であった.

保存的加療では全く筋力の回復のない症例が9例

中4例みられ，回復兆候はおおむね 6か月以内にみ

られた.

発症後 6か月で回復兆候ないものは手術を行うべ

きと考える.

[文献]

1) Nagano A. Spontaneous anterior interosseolls nerve 

palsy. J Bone Joint Surg Br 85: 313-318， 2003. 

2) 山本真ーほか.特発性前骨聞神経麻輝の手術適応.日

手会誌26・76-78，2010.

3) 田崎窓ーほか.末梢神経のくびれ.Orthopaedics 15: 

43-48.2002. 

4) 岩本車士ほか.特発性前骨問 ・後件|白神経麻仰の保存

的・外科的治療.日手会誌 23:71・74，2006.
5) 田尻康人.特発性前骨聞神経麻締に対する神経線維束

問剥自1I術の手術時J9Jの検討. )Jリ!市整形外科 49:182 

185，2006. 
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6) 山際得益ほか.くびれのあった前骨聞神経麻簿の治療

成績.日手会誌26:165-167，2010. 
7) 越智俊介ほか.小皮切による特発性前骨聞神経麻郷の

治療.日手会誌 26:161-164， 2010. 
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古作英実

頚椎手術症例に伴った絞把性神経障害の検討

高齢化社会が進むとともに頚椎疾患と絞拒性神経障害の合併は稀でなくなっているが，頚{W手術を行った

症例に合併した絞拒性神経障害について検討した報告は少ない.今回 過去 5年間に頚椎手術をうけた 213

例のうち，絞拒性神経障害をを合併していた 5例について検討した.そのうち 2例は頚椎の手術を行う前に

絞拒性神経障害の手術をうけていた.また 3例が頚椎の手術を行う前に絞拒性神経障害の合併ありと診断さ

れていたが，歩行陣害があり頚椎手術を優先し行った.手のしびれや握力の改善の程度は症例により異なっ

たが，全例で Hoffmann反射が陽性であった.絞拒性神経障害の手術を行う前に Hoffmann反射を調べるこ

とは頚椎疾患の見落としを防ぐために役立つと考えられた.

{緒言]

高齢化社会が進むとともに頚椎疾患と絞把性神経

障害の合併は稀ではなくなっているが，頚椎疾患で

手術を行った症例に合併した絞拒性神経障害につい

て検討した報告は少ない. 当院では年間約 750件の

手術を行っているが，そのうちおよそ 400件は脊椎

の手術である. 今回' 当院で

者のうち，手根官症候群 CTS・肘部管症候群 CuTS

を合併していた症例について調査し，その経過につ

いて検討したので報告する.

[対象と方法]

当院で過去 5年間に行われた頚椎手術は 213例で

あった.

そのうち 2例が頚椎の手術を行う前に絞拒性神経

障害の手術をうけており ，その内訳は CTS1例・

CuTS 1例であった.これらを A群とした

また 3例で頚椎の手術を行う前に絞拒性神経障害

の合併ありと診断されており，その内訳は CTS2例-

CuTS 1例であった.これらを B群とした.

頚椎疾患は頚fft症性脊髄症 CSMが4例 ・後縦靭

市骨化症 OPLLが1例であった.

その臨床経過 ・頚推手術前の!駐反射 ・頚椎手術後

の手の自発性感覚異常(以下しびれ)の改善度と，

握力について検討した.

[結果]

臨床経過に関して， A幹では他院にて絞拒性神経

陣害の手術が行われた後に しびれの改善がなく， し

ばらくしてから歩く際にふらついたり階段が降りる

のが怖いといった歩行障害が出現したために当院を

受診し，圧迫性頚髄症の診断で頚椎手術が行われて

いた(表 1). B群では環指の横尺側にて知覚の程度

が異なる知覚解離が生じており， Tinel signやCTS・

CU百の誘発テストが陽性であったため絞拒性神経

障害の合併が疑われ，神経伝導速度を行い診断され

た(表 2-1・2-2). 歩行障害があるため頚椎手術を優

先し行った.その後に絞把性神経障害の手術を行っ

た症例は無かった.

なお頚椎手術は全例，f'*突起縦割法脊柱管拡大術

を行った.

四肢の深部!腔反射 ・下肢の病的反射に関 しては症

表 1 臨床経過 AI洋

r 臨画型車王隈蚕割高~J主要性閥均組;庄面主障害ゐ |前医"f0)併設豊孟函主査: … m 

頚椎手術までの期間 |術前判明していたかっ | 右/左 (msec)

5ヶ月 | 判明していた |短母指外転筋終末;昔時 4.16/4日2

3年 | 不明 |不明

受理日 2014/01/29 
悶保依田窪病院幾形外科 〒386-0603 長野県小県郡長和町古町 2857
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表 2・1 臨床経過B群

議轄盈
母指球筋
第1背側骨間筋

表2-2 B群神経伝導速度検査

右/左

短母指外転筋 終末;昔日寺6.00/4.92 (rnsec) 

短母指外転筋終末;昔時5.74/8.42 (rnsec) 

肘部管運動神経伝導速度 32.6/26.9 (rn/s) 

右CTS+CSM

左CTs+csrvl

両CuTS+ csrvl 

表3 頚惟手術前の深部l縫反射 ・病的反射

表4 しびれの改善度

絞苦E性神経障害術後| 頚椎術後
不変 |改善 (VAS10→8/10)
不変 |改善 (VAS9→5/10)

'不変 (VAS8→8/10)
改善 (VAS7→1/10)
改善 (VAS10→3/10)

表5 握力の改善度

絞犯性神経障害術後 頚椎術後
患領IJ(kg) 健側(kg)

A群 1 CTS+OPLL 71歳女 不明 改善あり 9.4→19.4 13.5→22.7 。CuTS+CSM 45歳男 不明 改善なし 28.8→27.6 22.9→24.5 
B群 3 CTS+CSM 82歳女 改善なし 14.3→14.2 12.4→13.2 

4 CTS+CSM 69歳女 改装あり 11.0→20.9 11.0→21.9 
5 CuTS+CSM 78歳男 改善あり 18.1→24.1 25.4→30.7 

例によりさまざまであった. しかし Hoffmann反射

に関しては全例で陽性であった(表 3). 

手の しびれの改善に関 しては A群では絞拒性神経

|鎗害の手術後に改善なく頚椎手術の後に全例で改善

していた.B群では頚椎手術の後に不変 1例・改善

2例であった(表 4).

握力に関しては A群で改善 1例 ・改善な し1例，

B群で改善 2例・ 改善なし 1例であった(表 5).

歩行障害は全例で改善 した.

[考察}

高齢化社会が進むとともに頚椎疾患と絞把性神経

障害の合併は稀ではなくなってきている. Dorwart 

は圧迫性頚髄症と CTSの合併頻度は 6.7%と報告

し 1) 岡田らは Cτ'S'CuTS手術例で圧迫性頚髄症

の合併頻度は 4.3%と報告 している 2) 当院では頚

推手術例での絞掘性神経障害の合併頻度は 2.3%で

あった.

頚椎手術の前に絞把性神経障害の合併ありと診断

された B群では全指にしびれを生じていたが，環指

の椀尺側で知覚の解離が生 じており ，Tinel signや

に
d
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1020 頚椎手術症例に伴った絞拒性神経障害の検討

CTS' CuTSの誘発テストが陽性であったため神経

伝導速度検査が行われ合併ありと診断された頚髄

症のみでは環指の検尺側での知覚解離はおこらない

ため へ生じていれば絞拒'性神経障害を疑って神経

伝導速度検査を行うべきである.

岡田らは圧迫性頚髄症 ・絞拒性神経障害合併例で

の治療方針を次のように分類した 2)

Type1は歩行障害など錐体路症状が強く頚椎の手

術を優先したもので，これは本研究の B群に相当す

る.Type2は，頚髄症に関しては軽度の灰白質障害

のみで歩行障害を認めず 侵裂の低い絞把性神経障

害の手術を優先したもので，これはA群に相当する.

頚1'tf'手術を優先した Type1は岡田らの報告では 3

例であった.頚権手術後に 2例，絞拒性神経障害の

手術を行ったが手の運動 ・知覚に関し満足する結果

が得られなかったとしている.中道は頚髄症優位と

考え頚椎の手術を行ったが上肢の知覚回復が下肢

に比べ不良なため CTSの手術を追加し軽快したこ

とを報告している り.当院においては 3例あり，頚

椎手術後に絞拒性神経|障害の手術を追加したものは

なかった.歩行が改善し，手のしびれは我慢できる

からといった理由で患者の希望がなかったためであ

った.斎藤はどちらか主病変を手術することにより

もう一方は手術を行わないですむ場合がある 5)と述

べているが， B 鮮の症例 4と5では頚椎手術後に握

力・しびれとも著明に改善しており頚椎疾患が主病

変であった可能性がある.また脊機外科医が多いた

め積極的に絞把性神経障害の手術を勧めていないこ

とも理由のひとつに考えられた.

絞拒性神経障害の手術を先に行った Type2は岡田

らの報告では 2例あり絞拒性神経障害の手術のみ行

っていたが，その後の経過に関しての記載はなかっ

た.当院では 2例とも絞拒性神経障害の手術後にし

ばらく経過してから歩行障害をきたし頚椎手術が行

われていた.

頚髄症の自然経過は約半数の症例で悪化すること

が報告されている.小田らは平均 5年 10か月の経

過で，改普 26%・不変 26%・悪化 48%と報告して

いる(j) また吉松らは平均 2年 1か月の経過で改善

22%・不変 14% ・悪化 65%と報告しており 7) 絞

拒性神経障害との合併例では，その術後に頚髄症が

徐々に悪化することで，ふらつくなどの歩行障害を

きたす可能性があるため，慎重な経過観察必要と考

えられた.

頚髄症手術例の不良因子は，発症してからの催病

期聞が長いこと (18か月以上)が報告されており 8)

早期に発見し治療することが重要となる.頚部痛 ・

上肢痛・神経症状がないが Hoffmann反射を認める

患者の 94%に頚椎 MRlにて圧迫性脊髄病変を認め

たとの報告があり圧迫性頚髄症の早期診断に Hoff-

mann反射は有用 とされる 9) Hoffmann反射は手

指屈筋反射の増強法の一種であり，他には Warten

berg反射 ・Tromner反射があるが， Wartenberg反

射<Tromner反射<Hoffmann反射の順で闇値が高

く，Hoffmann反射陽性は病的意義が大きいとされ

る 10) 本症例においても全例で Hoffmann反射は陽

性であった.絞拒性神経障害の手術を行う前に Hoff-

mann反射を調べ，陽性の際には頚惟 M聞を行うこ

とで圧迫性頚髄症の合併を見落とす危険性は少なく

なるであろう.さらに絞拒性神経障害の術後に，頚

髄症が徐々に進行し歩行障害をきたす可能性がある

ことをj記者に説明することができるため，不安なト

ラブルが避けられると考えられる.

[まとめ1
・頚椎疾患を合併した絞拒性神経|埠筈では，それ

ぞれの疾患の重症度が症例ごとに異なるので，その

typeを見極め，症例ごとに適した治療を選択すべき

である.

-絞把性神経障害の手術を先行した症例では，手

術後に頚髄症が徐々に悪化することで歩行障害が生

じることがあり慎重な経過観察が必要である.

. Hoffmann反射は圧迫性頚髄症の早期発見に有

用とされており，絞拒性神経障害の手術を行う前に

調べればその合併を見落とす危険性は少なくなるで

あろう.

[文献]

1) Dorwart ss. Carpal tunnel syndrome: a review. Arthri-
tis Rheum 14(2): 134-140， 1984. 

2) 岡田充弘ほか 圧迫性頚髄症に合併した手線管および

J1'H'is管抗候11平の検討:透析例を除く.日手会誌 19(4): 
397-401. 2002. 

3) 土井一輝i脊推脊髄疾患と上肢末梢神経疾態の鑑別診

断終形外科の立場から.脊ffE符髄 21(9):905・911，
2008. 

4) 中道健一.手線管症候群 整形外科の立場から.脊椎

脊髄 25(12):L080-1091， 2012. 
5) 斎藤英彦 上!伎の絞拒性神経障害と頚権病変との鑑別
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Musician' s handの治療成績
はなか めやみ いばこうすけ おおきごう1け やましたとしひこ わだたくろう

花香 恵，射場浩介，大木豪介， 山下敏彦， 和田卓郎

当院で楽器演奏による障害に対 して治療を行った Musician'shand 7例 9手の特徴と治療成績を検討 した.

使用楽器はピアノ 6手，ベースギター3手であった.原因疾患は肘部官症候群， 上腕骨外側上頼炎，示指 ・

中指伸筋l挫炎，中指伸筋!腔亜脱臼，中指 ・環指 ・小指 DIP関節炎，屈筋!健滑膜炎， Raynaud病が各々1例で

あった治療内容は，肘部管症候群，中指 ・環指 ・小指 DIP関節炎に薬物療法， 上腕骨外側上頼炎，示指 ・

中指仲筋!睦炎に装具 ・リ ハビリテーション療法， Raynaud病に リハ ビリ テーシ ョン療法，中指伸筋l陛亜脱臼

に中指伸筋l世形成術， }詔筋)陛i骨膜炎に屈筋!陛利目f~術を行った . 治療後は全例が楽器演奏に完全復帰 した .

[緒言]

Musician's handは音楽家の手に生じる障害であ

り，楽器演奏によるもの，音楽家に発生した疾患 ・

外傷によるもの， 心理的要因によるものの 3つに大

別 される.楽器演奏には微細な手の動きが要求さ

れ，病態の把握，治療には特別な配慮が必要であ

る 1) これまでに海外から多くの報告を認める 2):1)が

本邦からの報告は少ない 叶5) 今回は当院で治療を

行った Musician'shand症例の特徴と治療成績につ

いて検討した.

{対象と方法1
2009年から 2011年の聞に，当院で加療を行った

Musician's hand 7例 9手を対象とした.7例全例が

楽器演奏により，上肢に陣害を生じた症例であっ

た.男性 4例，女性 3例で右 4手，左 1手，両側 2例

であった 初診時平均年齢は 30歳 (8-51歳)，平

均擢病期間は 22か月 (1-87か月)であった.主訴

は熔術 4例，冷!器 1例， しびれ 1例，演奏困難 1例

であった.演奏楽器の内訳はピアノ 6手，ベースギ

ター3手であった.演奏 レベルはピアノ症例では，

プロ3手，アマチユア 3手，ベースギター症例では，

プロ2手， アマチュア 1手であった.検討項目は原

因疾患，治療方法，症状改善の有無と した.また，

演奏復帰の状況を完全復帰，部分復帰，復帰不可能

の 3段階で評価した.

[結果]

原因疾患は，ピアノ演奏者では両側上腕骨外側上

顎炎 1例，中指 ・環指 ・小指 DIP関節炎 1例，屈

表 1 演奏者のまとめ

ピアノ演奏者

症例 年齢 性別 権窓側 診断名 治僚
女 両側 上腕骨外側上軍耳炎 装具.リハピ')

51 女 両側 中指・1軍!!i./1、指 DIP関節炎薬物療，圭
33 女 右 屈筋鍵滑級腿納炎 手術
19 男 右 Ra卯 aud病 演奏指羽

ギター演奏者

症例 年齢 性別 権窓側 診断名 治療
41 男 左 肘部管症候群 生物
30 男 右 示f旨・中指{申筋置E炎 薬物、装具、リハビリ
33 努 右 中指{中筋腿亜脱臼手術 手術

受理日 2013/12/14 
札幌医科大学 整形外科 〒060.8543 北海道札幌市中央区南 1条凶 16丁目

一178-



Musician's handの治療成績 1023 

図 1 30歳男性.示指・中指伸筋!健炎.ベースギターの弦をはじく際に終痛を
認めた.示指・中指の伸展 ・内・外転制限と装着下にギター演奏が可能と
なるように装具を作成した.

図 2 9歳次児.上腕骨外側上頼炎.若年であり市販の肘用バンドは使用できず
体型に合わせ作成した.

筋!躍滑膜l陸鞘炎 1例.両側 Raynaud病 1例であっ

た(表 1).ベースギター演奏者では肘部管症候群 1

例，示指 ・中指伸筋腿炎 1例，中指伸筋!陸亜脱臼 1

例であった(表 1).

治療方法は，装具療法を 2例に行い，装着下に演

奏可能となるよう，個々の体型に合わせて装具を作

成した(図 1，2). ギター奏者に発症した示指・中

指伸筋!腔炎の 1例に対しては，弦をはじく際の痔痛

を軽減するため，示指 ・中指の伸展 ・内 ・外転が制

限されるように装具を作成した(図 1).ピアノ奏者

に発症した上腕骨外側上頼炎の 1例に対しては，前

腕イq3筋訴の筋肉トレーニングとストレッチの指導，

および8歳と若年であったため体型に合わせてテニ

ス肘バンドを作成 した(図2). 手術施行は 2例で

あり，屈筋l陛滑膜腿鞘炎の I例に対して屈筋l挫剥離

術を，示指 ・中指伸筋腔亜脱臼の 1例に対して中指

伸筋l挫形成術を施行した.治療後は症状の改善を認

め，全例で楽器演奏に完全復帰した

[症例提示1
35歳女性 ピアノ教師.主訴は演奏困難.3歳か

らピアノを始め， 1日6-10時間演奏を行っていた.

26歳時よりピアノ演奏時に右中指から小指の単独

屈曲障害を来し，鍵盤操作が困難となった.徐々 に

症状の悪化を認め， 33歳時に当科を受診した.受

診時の演奏では右中指から小指の PIP関節の素早

い屈曲運動が困難であり さらに独立した動作が困

難で連動して動くため不必要な鍵盤を叩いてしま

う，鍵盤を適切な位置で叩くことができない状態で

あった.身体所見として手指の腫脹 ・終痛 ・圧痛は

認めず，長時間の演奏による中指 ・環指 ・小指の運

動障害のみを自覚していた.理学所見として，右手

指関節の可動域は正常で、あったが，中指 ・環指 ・小

指浅指屈筋l世の分雌運動障害を認めた. M問所見

で手中艮管レベルにおいて屈筋睦周囲の信号変化を認

め， ，躍周囲の滑膜増生による癒着が疑われた(図3).

屈筋腿滑脱l陛鞘炎と診断しl駐剥離術を施行 した.術

n
H
J
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図3 右手関節 MRl.屈筋l鍵周囲に T1強調像でて低信号 (A)，STlR像で高信
号 (B)の(矢頭)滑膜炎を疑う所見を認めた.

図 4 術中所見.屈筋l箆周囲の滑!撲の癒着(矢頭)

を認め， ~11立 したl陛滑走が附主主されていた

中所見では，中指 ・環指間，環指 ・小指聞の浅指屈

筋l睦周囲に滑膜の増生を認め， 腿癒着と独立 したl挫

滑走が障害されていた.しかし，それぞれの腿は分

14ff.して走行しており， 1.陸間の結合は認めなかった

(図 4). 腿周囲の癒着部を剥離し，指の独立した運

動が可能とな ったのを確認した.術後 6週で演奏時

の手指の分離運動陣害は消失 し，障害発症前のレベ

ルでピアノ 演奏が可能となった.

[考察i
Musician's handは音楽家の手に生 じる障害の総

称名であり障害の種類は多様で、ある.楽器演奏によ

る障害は多くの場合，手の使い過ぎが原因である 1)

一方，楽器演奏を職業とする音楽家にとって演奏レ

ベルを一定に保つためには，安静を続けることが困

難である.そのため，早期の病態把握と適切な治療

開始が必要となる.

酒井5)らはピアニストの障害原因として， J陛鞘炎・

)健炎が 30%，神経障害が 20%，付着昔日炎が 19%，

筋肉痛が 16%，関節炎が 12%と報告している.自

験例においてもj健鞘炎，付着部炎，関節炎を障害原

因として認めた. 一方，神経障害ではジス 卜ニアに

よる障害が最も多いことが報告されている (音楽

家において問題となるジストニアは，楽器演奏動作

時に生じる不随意運動であり， 専門とする楽器演奏

に必要な部位に症状が出現し演奏が困難となる.演

奏時以外には症状がないため，診断と治療に難渋す

る.また，心因性の病態との鑑別が重要となり慎重

な診察が必要である 5) 自験例においても，ピアノ

演奏時のみの手指分離運動障害を認め，ジス卜ニア

との鑑別を要した.自験例では発症時は長時間の演

奏時(長時間の手指の反復動作時)のみの症状であ

ったことから，炎症は軽度であり日常生活動作レベ

ルでは症状を呈さなかったと思われる.しかし実際

には理学所見として演奏時以外にも動作陣害を認

め，阿部位に M悶所見を有しており，ジストニア

ではなく腿鞘滑膜炎による右環指浅指屈筋l躍の分離

運動障害がピアノ演奏障害の原因であるとの診断に

至った.鎮痛剤内服やステロイド注射で一時的な改

善を得たが効果は徐々に減弱していたこと，経過中

も演奏活動を継続しており安静が保てないこと， 今

後も演奏活動の継続を希望していることから滑脱切

除術を施行した.術後 6週で障害発症前のレベルで

のピアノ演奏が可能となった.早期の病態把握と早

期治療が良好な治療成績につながったと考える.

Pal-lay 61はMusician'shandで原因疾患の診断が可

能であった割合は 41%と報告 しており，腿鞘炎，外

傷，変形性関節症を挙げている. 一方， 59%は診断

確定に至らず，演奏肢位，演奏法，体と楽器の適合
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性などの技術的要因や心理的要因によるものとして

いる.自験例では，全例で原因疾患の診断が可能で、

あった.今回は他の報告と比較して症例数が少な

く，また心理的要因によるものがなかったためと考

えられる.

以上のように Musician'shandは原因疾患の診断

に難渋する症例が多いが 的確な病態把握と治療が

可能であった症例では症状改善と演奏への完全復帰

が期待できると考える.

音楽家と して音楽演奏レベルの低下を来す可能性

や早期復帰が困難な外科的治療法は初期治療として

受け入れがたく，装具療法や理学療法などの保存的

療法が第一選択となることが多い 1) 本痕例のよう

に，演奏時の手指分離運動障害を呈し腿鞘滑膜炎と

診断され手術を施行された報告は掌握する限りなか

った.金子 7)らは Musician'shand 12手に対して装具

療法とテーピング， リハビリテーションにより症状

が改善 し，演奏復帰が可能であったことを報告して

いる.自験例においても，装具療法， リハビリテー

ション，演奏指導などの保存療法で 9手中 7手が症

状改善を認め演奏復帰が可能となった 一方，手術

を行った 2症例においても早期の演奏完全復帰が可

能であった.治療法の選択は症状緩和のみならず，

演奏能力の維持を考慮し個々の病態，演奏楽器に応

じた対応が必要であると考える.

今後も音楽活動の隆盛により Musician'shandの

症例は増加すると予想される 8) 診療を行う医師側も

楽器特異性や演奏法，演奏状況を理解し，治療法を

提示していく必要がある.そのためには演奏家や理

学療法士など他分野と連携した診療を行うことが望

ましい.本邦では Musician'shandの疾患概念につ

いてまだ十分な認識がされておらず 1)4)5) それぞれ

の分野での啓蒙が必要で、あると考える.

[まとめi
Musician's hand 7例 9手の特徴と治療成績につい

て検討した.

演奏楽器はピアノが6手，ベースギターが3手で

あり，原因疾患は多様で、あった.

保存療法を 5例に，手術を 2例に行い，全例で楽

器演奏への完全復帰が可能であった
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ジストニアミラーセラピーの治療経験:フォーカル・

と複合性局所痔痛症候群への応用
血
W持、一4

あまニまさとし

尼子雅敏
あ り の ひ ろ し

有野浩司
ねもとこういち

根本孝一

ミラーセラピー (鏡療法) はRamachandranが幻肢痛の治療のため開発した脳可塑性を利用 した治療法で

ある.本法をフォーカル ・ジス トニアと複合性局所終痛症候群 (CRPS)に対して応用した.鏡を患者の前

方患側，体軸に平行に置いて鏡に健側手が映るように設定した.患側手を鏡の背後に置いて鏡像(健側手)

を見ながら機能訓練を毎日 10-15分間静かな環境で行った. 1か月以上経過を観察できた 13例を検討した.

フォーカル ・ジス トニアは 10例で全て音楽家であり ，男 7例，女 3例，平均年齢は 44.2歳であった.

CRPSは3例で男 2例，女 1例，平均年齢は 35.0歳であった.平均観察期間はフォ ーカル・ ジストニアで

361日， CRPSで453日であった.フォーカル・ ジス 卜ニアはTubiana評価点で， CRPSはVASで評価した.

フォーカル・ ジスト ニアでは 10例とも改善を示 し，その内 3例は著効であった.Tubiana評価点の平均は

開始時 2.1，評価H寺3.5であった.CRPSでは 1型の 2例で著効， 2型の 1例は不変で、あった. 著効例 2例の

VASの平均は開始時 77.5 評価時 19.0であった.有害事象はなかった.本法は患者が主体的に実施でき簡

便で副作用もないので手外科領域の応用が期待できる.

きが9例，回り込む動きと浮き上がる動きが各 1例

であった(重複あり). ミラーセラピー中の手指の

運動は楽器演奏の逆指に拘らず指の屈伸運動を行わ

せた.

CRPSは3例 (1型 2例， 2型 l例)であった.症

例 lは34歳，女性，工場労働者，左母指 MP関節痛

(CRPS 1型)であ った.症例 2は42歳，男性，ギタ

ー奏者，左示指 MP関節痛 (CRPS1型)であった.

症例 3は29歳，男性，公務員，交通事故による右腕

神経叢全型損傷 (CRPS2型)であり 肋間神経筋皮

神経移行術を行っており受傷後 17年が経過してい

た.

ミラーセラピーの方法は Grunert-Plussが 2008

年に発表した rst.Gallen protocoIJに準じて行った 2)

すなわち， 鏡を患者の前方患側，イ本!紬に平行に置い

て鏡に健側手が|映るように設定する.患側手を鏡の

背後に置いて，

1. 鏡像を見る.

2. 鏡像を見ながら健側手を動かす.

3. 鏡像を見ながら健側手で小さい対象物に触る.

4. 鏡像を見ながら両手を同時に動かす.

[緒言]

ミラーセラピー(鏡療法)は 1995年Ramachandran

が幻肢痛の治療のために開発した脳可塑性を利用し

た治療法である け.しかし，手外科領域の報告はほと

んどない.本法をフォ ーカル・ ジス トニアと複合性

局所終痛症候群 (CRPS: complex regional pain syn-

clrome)に応用したので概要を報告する.

[対象と方法]

対象は2011年 6月-2013年3月の聞にミラーセラ

ピーを施行した 16例のう ち1か月以上経過を観察

できた 13例である.フォーカル ・ジストニアは 10

例で全て音楽家であった.CRPSは3例であった.

なお，ミラーセラピーは従来の治療法に加えて行っ

た.

フォーカル ・ジストニア症例の内訳は男 7例 ・女

3例，年齢は平均 44.2歳 (30-66歳)，発症から初診

まで平均 4年 11か月 (2か月 -20年)であった.楽

器の種類はピアノ 4例，ギター3例，バイオリン 1例，

フルート 1例，サクソホン 1例であった. 症状は意

思に反する手指の異常運動であり，巻き込まれる動

椅玉県所沢市並木 3-2
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図 1 ミラーセラピー(鏡療法).鏡を患者の前方患側，体紬に平行に置き，鏡に健

側手が映るように設定する.恵、側手を鏡の背後に置いて，機能訓練を行う.

表 1 Tubiana評価点.音楽家に発生したフォーカル ・ジストニアの症状を，演奏

の達成度により Oから 5までの 6段階で評価する(文献 3) より引用).

0 演奏できない。

1 いくつかの音符は演奏できるが、器用さの不足または欠如のために中断する。

2 短いシ クエンスを速くなく不安定な指使いで演奏する。

3 やさしい小砲を限定的に演奏する。速いシークェンスは動きに混乱を生じる。

4: Iまlま正常に演奏するが、技術的に難しい1¥ッセージは運動障害の不安の

ために避ける。

5 正常に演奏でき、舞台での演奏に復帰する。

の順序で機能訓練を毎日 10-15分間静かな環境 は開始時 2.1:t1.1 評価時 3.5:t1.2であり有意な改

で、行った(図 1). 善を得た (p<O.ool)(図 2). ミラーセラピー導入前

評価法はフオーカル・ジストニアでは Tubiana評

価点を用いた.Tubiana評価点は音楽家に発生したフ

ォーカル・ジス卜ニアの症状を演奏の達成度により Tubiana評価点

。から 5までの6段階で評価するものである(表 1)3). 5 

改善率を次のように定義した.

改善率(%)= ((評価時の評価点一開始時の評価

点)/(5一開始時の評価点)) x 100 
CRPSで、は VAS(Visual Analogue Scale， 0 -100) 

を用いた.統計学的検討は Wilcoxon検定を用いた.

p<O.001 

{結果]

経過観察期間はフォーカル・ジストニアで平均

361日 (56-629日)， CRPSで平均 453日 (154-602

日)であった.

フォーカル・ジス卜ニアでは 10例とも改善を示

し，そのうち 3例は著効であった.Tubiana評価点

1吋

。
開始時 評価時

図2 フォーカル・ジストニアの治療成績 (n=10l
Tubiana評価l点は開始時平均 2.1，評価時平均

3.5である.
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VAS 
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0 
開始時 評価時

図 3 CRPSの治療成績 (n=3).2型の 1例は不変で

あったが， 1型の 2例で箸効を得た.

後の治療成績を改善率で比較すると，本法導入前 4)

の 44.2:t26.2%(n=16)に対して，導入後は 54.8:t

31.5% (n=10)とより良好な傾向を示した.しかし，

統計学的な有意差はなかった.

CRPSでは l型の 2例で著効， 2型の 1例は不変

であった.VASは開始時 81.7:t7.6，評価時 37.7:t32.6

であ った. 著効例 2例では開始時 77.5:t3.5，評価

時 19.0:t5.7であった(図 3). 

症状増悪や副作用な どの有害事象はな かった.

CRPS 2型の患者 1名がミラーセラピーの実施中に

奇妙な感じがする と言ったが， 有害事象ではなかっ

た. CRPS 1型の症例を呈示する.

[症例呈示J(CRPS症例 1，CRPS 1型)

症例:34歳，女性，工場労働者(電気部品組立)

主訴 :左母指 MP関節痛

現病歴:明らかな外傷なく 主訴が出現した.大学

病院を含む他院 3か所で第 1{III筋区画・ A1プー リ

一切開術，プレガパリン ・リン酸コデイ ン内服，数

十回のステ ロイド注射等を行ったが無効であっ た.

発症後3年 8か月で当科を紹介されて初診した.

初診時現症 :MP関節は腫脹し背側から尺側に発

赤と圧縮を認めた.安静時摘はなかったが，屈曲時

に強い終痛を生 じた. VASは 75であった.ROM 

は MP25-55
0

， IP 20-55。であり， 側方動揺性を認

めた.仕事は左手を使わないで行い，fq1tらせなかっ

た.前医からリン酸コデイ ンを処方され連日服用 し

ていた.

X線所見:母指 MP関節は狭小化し適合性は不良

で石灰沈着を認めた(図 4).

図4 症例 (CRPS1型).34歳，女性.主訴は左母指

MP関節痛である.単純X線上，母指 MP関節

は狭小化し適合性は不良で石灰沈着を認める.

経過 :治療は薬物 (NSAIDs，ノイロ 卜ロ ピン，ビ

タミン B12' ドグマチール， リンf怯コテョイン(徐i々

に減量))，装具， 温冷交代浴に加えて， ミラーセラ

ピーを行った.VASは開始後 3か月で 38まで減少

した(図 5).経過中，前医とのトラブルがあり 一

時的に 76まで増悪した. CRPSが精神心理的影響

を受けることは明らかである. ミラーセラピー開始

後 1年 4か月のl時点で、 VASは 15まで減少 した.腫

脹はほぼ消失し母指装具を付けて作業可能で、あ り，

VAS 

100 

20 ・一一一一一一一一一一

。。 10 15 20 

(月)

図5 VASの推移.VASは，開始後 3か月で 38まで
減少した.経過中，前医とのトラブル(↓)が

あり， 一時的に 76まで増怒 した.開始後 1年
4か月で 15である.
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図6 ミラーセラピー開始後 1年4か月の所見.VASは15である.腫脹は
ほぼ消失した.母指装具を付けて作業可能であり，触っても逃げない.

触っても逃げない(図 6). 

[考 察]

ミラーセラピー(鋭療法)は 1995年 Ramachan-

dranが幻肢痛の治療のために開発 した脳可塑性を

利用した治療法である¥) 幻肢痛は体性感覚経路の

不適正な機能再構築に関連し，ミラーセラピーはこ

の機能再構築を元に戻すことにより痛みを軽減する

と説明された.その後，本邦では住谷が 2007年に

幻肢痛に対する有効性を報告 し5) 知覚一運動フィ

ードパックの破綻によって病的痛みが発症し.再統

合には視覚と体性感覚(自己受容感覚)が特に重要

であり視覚情報は体性感覚情報の不卜分さを代償す

る能力があると述べた.Ramachandranによればミ

ラーセラピーは幻!技術，片麻締，CRPSなど広範な

神経学的障害，さらに末梢神経・筋骨格外傷の機能

回復を促進するとされ，フォーカル ・ジス トニアに

対する有効性も示唆されている 6)

CRPSに対する治療効果について，McCabeは

2003年に CRPS1型の 8例中5例に有効であったと

報告した 7) また， Sellesは2008年にCRPS2型の

2例に有効であったと報告 した 8) 今回の検討では

CRPS 1型の 2例で著効を得た.CRPS 2型の l例で

は不変であったが，この症例では受傷後 17年と長

時間経過していたことが影響したと思われる. しか

し， CRPS 1型に対する著明な治療効果については

著者自身も驚いており，今後の臨床応用が期待でき

る.CRPS 1型では受傷後 3年位までは試みて良い

のではないかと考えている.

手外科領域の報告は極めて少ないが， 2005年

Rosenは手外科手術 3例(描岐創後 MP関節排液，

l陀移行術，正中神経縫合術)の後療法に応用して有

効であったと報告した 9).2008年，Grunert-Plussは

rSt.Gallen protocoIJを発表 し，手の リハビ リテー

ション 52例中42例に有効であったと報告した 2) そ

の中で CRPS10例中9例， フォーカル ・ジス 卜ニ

ア1例中 1例に有効であったと述べた.

今回の検討ではフォ ーカル ・ジスト ニアは 10例

とも改善 し(p<O.OOl)，そのうち 3例は著効であっ

た. ミラーセラピ一導入前後の治療成績を改善率で

比較すると統計学的な有意差はなかったものの導入

後はより良好な傾向を示した.フォーカル ・ジス ト

ニアは感覚ト リックによって症状が改善することが

知られているがり' ミラーセラピーでは視覚が感覚

トリックとして作用する可能性もある.

また， ミラーセラピーでは患者自身が主体的かっ

積極的に治療を行う意義は大きい.安部は鏡療法は

患者参加型の治療として認知行動療法的意義を持つ

と述べている ¥0)

著者らは今回報告 した疾患以外にも臨床応用を行

っており良好な成績を得ている.適応としてはCRPS，

フォーカル ・ジス トニア，神経損傷の リハビリテー

ション，手術の後療法などが挙げられる.ミラーセ

ラピーは患者が主体的に実施でき簡便で副作用もな

いので手外科領域の応用が期待できる.

[まとめ]

1. ミラーセラピーをフォーカル・ジストニア 10

-185-



1030 ミラーセラピーの治療経験

例と CRPS3例に行った.

2.フォーカル・ ジス トニアでは 10例とも改善 し，

その内 3例は著効であった.治療成績は本法導入前

に比してより良好な傾向を認めた.

3. CRPSでは CRPS1型の 2例中 2例で著効を得

た.

4. ミラーセラピーは患者が主体的に実施でき簡

便で副作用もないので手外科領域の応用が期待でき

る.
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小児期に発症した手指変形に対する中高年期での

治療経験
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小児期の疾患に起因する手指変形は長期間が経過しており，日常生活に順応していることにより患者自身

の機能障害を訴えることは比較的少ない.一方，整容面での問題は時間が経過するにつれてむしろ患者の中

で大きくなっている場合もむしろ多く，症例によっては積極的な治療が必要と考えられた. 53歳から 71歳

までの 12例に対して手術による治療を行い 全例で良好な成績が得られた.

題を有していたが， 10例では主に変形や廠痕などの

整容面での改善を希望していた.合併疾患は高血圧

6例，糖尿病3例，心疾患2例，脳疾患等があったが，

いずれも疾患のコン トロールは良好で，手指の治療

のさまたげとなるものはみられなかった.

[結果]

全例で手術による治療を行ったが， 9例で複数回

の手術が行われた.初回の手術では，患者自身がよ

り大きな改善感を得られるように遊離皮弁術，動脈

皮弁術，遊l~fí植皮術などの組織移植を行い，その後，

修正術を追加することを基本的な治療方針とした.

整容的な配慮としては，露出部であるため皮膚の切

聞は織に平行に行うか，手指側面を利用するように

心がけた. 主な手術術式は癒痕拘縮形成術が 12例，

遊離植皮術4例，動脈皮弁術3例，皮弁形成術3例，

関節固定術3例，遊離皮弁術 2例，関節形成術 2例，

腿移行術 2例，足世移植術 1例であった(表 1).全

例で良好な治療成績と患者の満足が得られ，また，

治療に伴う合併症は認められなかった.

[代表症例供覧1
53歳，女性，左巨指症

主訴:左手指変形

現病歴:出生時に左手指の変形に対して，当院轄

形外科で乳幼児期に手術既往があるが，詳細は不明

であった.機能的にも整容的にも，きわめて不良で

あるが，患者は通常の日常生活を過ごしていた.左

手の蜂嵩織炎を*したため当科を受診した.その際

[緒言]

手指の変形は機能的にも整容的にも患者の社会生

活にさまざまな障害を及ぶすだけでなく，心理的な

面でも大きな負担を残すことになる.とくに小児期

の疾患に起因する手指変形は成長障害も同時に生じ

るため，その治療時期や治療法についてはたいへん

重要となる.しかし， ときに治療が中断された結果，

その変形のまま成人を迎える症例に遭遇することが

ある.今回，小児期の初期治療以降は無治療のまま

放置され，長期経過後に当科を受診し，治療を再開

した症例を経験した.このような報告は渉猟したか

ぎりみられず，手指の変形を持つ患者の治療にとっ

てたいへん重要と考えられた.発症からすでに数十

年を経過した手において，機能と整容の両面から治

療法を考える機会を得たので，治療の利点と問題点

について検討した.

[対象と方法]

小児期に発症した手指疾患に対して，初期治療後

に積極的な治療は行われず 中高年期になって手指

変形を主訴として受診し，治療開始となった 12例

を対象とした.男性 2例，女性 10例で，当科への

受診l時年齢は53歳から 71歳であった.疾患は外傷・

熱傷が 10例，先天異常 2例で，先天異常の l例は

~治療の状態で，音[)位は手指 10 例，手指から前腕

が2例であった.初期治療から受診までの期間は 37

年から 70年で，その[:I，fJ. 手術などの杭極的な治療

は受けていなかった.全例で機能 ・整容の両面に問

長崎県長崎市坂本 1.7.1
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1032 小児期の手指変形に対する中高年期での治療

表 1 症例一覧

症例 年齢 性別 疾患 部位 擢病期間(年) 問題点 手術回数 i治療法(①1;11回目の主たる手術)

62 女性 熱傷癒痕拘縮 手指 57 
'一一_..__...晶

2 53 女性 外傷後変形 手指 48 

3 58 女性 先天異常 手指

54 女性 熱傷怨痕拘繍 手指

71 女性 熱傷痕痕拘縮 手指

68 女性 外傷後癒痕拘縮 手指前腕

53 >z↑生 先天異常 手指

66 男性 外傷後続痕拘部E 手指・前腕

69 女性 外傷後感痕拘縮 手指

10 70 男性 熱傷痕痕拘縮 手十旨

11 53 女性 熱傷癒痕拘縮 手指

12 68 女性 熱傷痕痕拘繍 手指

図1 術前の背倶IJから見たところ:中 ・環指

の聞大が目立っている.

55 

50 

70 

60 

53 

50 

65 

60 

37 

65 

機能〈笠容

機能く整容

機能く整容

機能く笠容

機能=登容

機能く笠容

機能=笠容

機能く登容

機能〈笠容 2 ①②焼痕拘繍形成術

機能く笠容 t①痕痕拘縮iB戚j将

機能く整容 2 ①痕痕拘繍形成術
ø皮弁形成術関節形~術

機能く笠容 ①動脈皮弁術②③癒痕拘緒形成iお

図2 術前の母指と示指
によるピンチ動作

図3 術前の骨X線正面像 :中・
球指の各関節の骨の増殖と

変形が著明

に整容的ならびに機能的な問題に触れ，治療が可能

とのことで，あ らためて手術希望となった.

臨床所見:左手指は高度の運動制限と変形を認め

ており，左母指は対立不能で，中 ・環指は伸展位で

固定の状態となっていた(図 1，2). X線では中指 ・

環指の DIP関節， PIP関節， MP関節部の骨の増殖

と変形が著明であった(図 3). 

治療経過:患者の希望は整容面での希望がより強

かったが，そのためにも可能な限札機能改善を図

ることが重要であることを説明し，手術の同意を得

た

手術所見 :全身麻酔下に中指 ・環指 MP関節の

関節形成術と環指 PIP関節の関節固定術を行った.

中指 ・環指では，MP関節周囲の骨赫を削った後の

死腔には指間部からの脂肪弁を挿入し，縫合固定し

た.同時に環指 FDSI挫の移行による母指対立再建

術と Naviaser法による示指外転の再建術を行った

(図 4，5， 6). 
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図 4 関節形成時 図 5 J陛移植時 図6 移植!雌を悶定し，母指対立位お
よび示指外転{立をとった状態

図 7 術後 11か月の状態母指は対立位に
あり，整容的にも良好である

図 8 術後の母指と示指に 図 9 術後の手X線正面 :骨の

術後経過:整容的には大きな改善を認めており，

母指 ・示指とのピンチも可能となった(図 7，8). 

またX線像でも alignmentの改善が得られた(図9). 

[考 察]

小児期の疾患に起因する手指変形は長期間が経過

しており， 日常生活に順応 していることにより患者

自身が機能障害を訴えることは比較的少ない 11 整

容面や心理面で、も，多くは受容しているが，何かの

きっかけで，患者の中で治療希望として大きくなる

ことがある.小児の障害に対する反応を考えると，

4-6歳までの学齢期前までは，手指の障害に対する

説明はすべて家族からのものであり，変形や障害に

対して知らず知らずのうちに受け入れている 学齢

期以降では，年齢相応に理解がよくなっており，す

よるピンチ動作 alignmentの改善を認める

でに 自分の変形や障害を正しく認識し，また，内面

的な受容と社会の中での外面的な受容とのバランス

をとるようになる.そのためこれ以降に自分の手の

治療を具体的に考え始めてくる 213)<1)

一方，患児の親は外傷や先天異常による手指の変

形に対して子供を守れなかったことに対する臆罪の

意識を常に持っている.ところが患児の成長ととも

に手指の順応が進むと|障害が自然に良くなったと認

識するようになってくる.同様に医師は患児を診察

しても，必ずしも専門医でなければ治療までは考え

られないために経過をみるだけにとどまり，親と同

様の判断になるものと思われる 51

このような経過をたどりながら患児は成人となり，

中高年期を迎える.この時期には患者を取り巻く環

境の急激な変化はないものの，小児期から持ち続け
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ていた変形に対する思いが何らかのきっかけで具現

化したものとなる 6) そのきっかけとなるのは，転

居，趣昧の会や敬老会といった新 しいコミュニティ

への参加，あるいは別の疾患の際の治療機会の場合

といったものと考えられる.今回の対象 12例中 11

例において，頭部の熱傷癒痕拘縮の治療，機管遠位

端骨折，肩関節痛といった異なる疾患の治療時に手

指変形を指摘され，改善の可能性があることの説明

を受け，ようやく当科を紹介されていた.残りの 1

例は前腕の不安定な癒痕がしばしば潰蕩を繰り返し

ており，長期間悩んでいた症例であった.

治療法の選択に関しては慎重に決定しなければな

らない.成長とともに機能的には順応するものの患

者自身に とっては整容面での問題はむ しろ大きくな

っている場合も多く，積極的な治療が必要な場合も

少なくない.たとえ中高年になってからでも，変形

の状況に応じて適切な治療を行うことは良質の社会

生活を送る上で必要である.しかし，最初からあま

りにも負担となるような手術を提案しでも，必ずし

も治療結果を予想できるとは限らないため，患者ーの

本音に基づく具体的なゴールを提案して，そこへど

のような形で到達できるかを説明する.ただし，組

織欠損が主たる要因となっている場合には，初回の

治療で遊離皮弁などの手術を適用することで，大き

な改善感を得るため，その後の治療に対して患者の

希望が高まるものと考えている.言うまでもない

が，現在の機能を決して損なうような治療とならな

いように注意しなければならない.中高年期におい

ては，初回にはもっとも希望している部位の治療を

行うことで，改善感と次につながる治療意欲を持た

せることも必要な場合がある.複数回の手術が必要

な場合も多いため合併疾患に対する事前の検討は必

ずおこなっておく .

[まとめ]

小児期の手指変形に対する中高年期での治療につ

いて検討した.機能面以上に，整容而の治療希望が

強く，その結果に対する患者の満足度も高いもので

あった.本音の希望，適切なゴール設定，さらには

家族や周囲の理解も必要と考えられた.

[文献]
1) Zuidam JH， et al. Evaluation of [unction and appearance 

of adults with untreated triphalangeal thumbs. J Hand 

Surg 35A: 1146-1152，2010 
2) 川本恭子.小児熱傷患者に対する精神科医からの考察.

形成外科 49:913-921， 2006. 

3) Erikson EH. The problem of ego identity. J Amer Psy-

chomal Ass 4: 56-121， 1956. 

4) Bradbury ET， et al. Decision-making by parents and 

children in paediatric hand surgery. Br J Plast Surg 47 

324-330， 1994 

5) Kay SPJ， et al. Green's Operative Hand Surgery. 4th ed 

Churchill Livingstone. Philadelphia. pp 329-333， 1999 

6) Eskandari MM， et al. Late psychosocial effects of con-

genital hand anomaly. Hand Surg 9: 257-259，2004. 
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母指多指症における二次修正術についての検討
きし ょっ こ

岸陽子

|自由投稿論文|

母指多指症は四肢先天異常のなかで最も多く見られるもので，東京慈恵会医科大学形成外科学講座では

1967年から 2008年までに 271例 301手の母指多指症の初回手術を行った.そのうち 72f9U 78手に二次修正

術を，さらに 10手に三次修正術を行った.二次修正術を行った症例は男 39例女 33例，右 48例左 18例，

両側 6例，日本手外科学会先天異常分類では l型 l手，2型 16手， 3型 3手， 4型 47手， 4+T型 12手， 5 

型 6手， 6型 1手であった.二次修正術を要 した理由は， 軸偏位，遺残骨，関節不安定性，可動域制限，形

態(爪，指)の不良，第 1指聞の拘縮であった.初回術式は過剰指切除(皮弁法を含む)と Bilhaut法であ

るが，過剰指切除法では軸偏位，不安定性と第 1指聞の拘縮を見逃さないことが大切で，骨軸偏位は 10度

以上の場合は初回から骨切り術を行った.不安定性は FPL，EPLの付着異常を見逃さずl躍のバランスを取

ることも重要である.また Bilhaut法では 2型以外では機能的 整容的両面で良好な成績を得る事は出来な

かった.

[緒言]

母指多指症は四肢先天異常のなかで最も多く見ら

れる疾患で，東京慈恵会医科大学形成外科では

1967年から 2008年までに 271例 301手の母指多指

症の初回手術を行っている.そのうち 72例 78手に

三次修正術を，さらに 10手に三次修正術を行った.

今回母指多指症の二次修正術に関 し，初回手術法に

よりわけ，機能的側面と整容的側面につき分析を行

ったため報告する.

{対象と方法1
1967年から 2008年の 41年間に当科を訪れ，初

回手術を行った母指多指症 271例 301手のうち二次

修正術を行った 72例 78手を対象とした.機能的に

良好な母指とは可動域がよいこ と，偏位がないこ

と，拘縮がないことであるため評価には多国のスコ

ア 1)を用い， 整容的良好な母指とは，健側と同じ

大きさあるいはバランスで紬偏位がなく癒痕が目出

たないことであるため，評価には計測および臨床写

真を用いた. 二次修正術および多数回の修正術が必

要であった症例を母指多指症の日本手外科学会先天

異常分類別に手術内容につき分析した.

[結果]

男女差は母指多指症全体と しては男 133手女 88

手と男に多く見られたが， 二次修正術を施行 した症

例は男 39例女 33例と差はなかった.左右別では右

側 128例左 62例両側 31例のうち，二次修正術を行

った症例は右 48例左側 18例両側 6例と同様に右側

に多くみられたが，右側の方が二次修正術を行う率

が高かった.日本手外科学会手の先天異常分類によ

ると，初回手術 1型 11手，2型 78手， 3型 22手，

4型 120手，4+T型 18手， 5型23手， 5+T型 1手，

6型 14手，7型 14手の中で二次修正術を行った症

例は 1型 1手， 2型 16手， 3型 3手， 4型 47手， 4 

+T型 12手， 5型 6手， 6型 1手であった.最も二

次修正率が高かったのは 4+T型で 66.7%，以下 6

型 42.9%，4型 39.2%であった.初回術式は過剰指

に対しては過剰指切除， Bilhaut法に二分され，皮

弁法は過剰j指切除後残 した母指の太さが細い場合に

施行 した.Bilhaut法の選択基準は 2本の患側母指

の検径がほぼ同じで，健側母指の 60%以下の場合

であった.第 1指聞の拘縮に対 しては，4皮弁 Z形

成中liIと5皮弁Z形成休日， Spinner法を，腿に関しては，

短母指外転筋(以下 APB) の移行と，長母指伸筋

受理日 2014/01/13 
湖南鎌倉総合病院 形成外科 〒247-8533 神奈川県鎌倉市岡本 1370揺ー1
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1036 母指多指症における二次修正術についての検討

図 1 a:中手骨頚の突出変形 b: MP関節の尺屈変形 c: IP関節の尺屈変形

図 2 IP関節の検屈変形

l陛(以下 EPL)ないし届筋腿(以下 FPL)の移行，関

節は関節包縫縮術，第 l中手骨頭のシェ ービング，

基節骨 ・中手骨の骨切り 骨車111偏位の強~ 1ものに対

し症例を選んで初回から早期骨切り術を行った. 二

次修正術を必要と した理由は骨軸の偏位，関節不安

定性，形態異常，対立機能障害であった.機能的要

因としては関節不安定性 短母指外ll!i;筋の位置異

常，低形成，整容的要因としては形態異常が，制l偏

位や第一指聞の拘縮は両方の要因が重なっていた.

1，二次修正を要した要因

1) '，'J'llllll偏位

A:過剰指切除の場合

中手骨頭の突出変形(図 1a)は， 4型で模側指の

図 3 zigzag変形

切除後，中手指節関節(以下 MP関節)の軟骨成分

との不適合があるもので，突出による短母指外転筋

(以下 APB)の位置異常が生ずれば機能的要因，な

ければ整容的要因となる.MP関節尺屈変形(図 1b)

は?中手骨頭の屈曲変形のために軸がずれるため生

じ.指節関節(以下 IP関節)尺屈変形(図 1c)お

よび椀屈変形 (図 2) は IP関節の不安定性があれ

ば機能的，なければ整容的な要因である zigzag変

形(図 3)はMP関節で尺屈， IP関節で焼屈 してい

るものであるが， 4型で榛側指を切除した際尺側指

のもともとの変形が残った場合と，術後 3次元的な

母指の動きに対し，関節頭の形が適正で、はなく伸筋

l腔 ・屈筋腿の位置を修正 しでもバランスが悪く，変

形が増強される場合があった.逆zigzag変形(図 4)

はMP関節で検屈， IP関節で尺屈しているもので，

4+T型と 5型で尺骨指を切除した 2例 2手に見ら

れた.4+T型では3指節が，5型では遺残骨が残

存しており， 4+T型では三指節部の矯正骨切りを，

η
r
u
 

n叫
dl

 



母指多指症における二次修正術についての検討

図4 逆 zigzag変形

図 5 三指節符成分の介在骨による変形

図 6 a: Bilhallt法術後掌屈変形
b : Bilhallt 1去の爪変形

5型では長母指屈筋腿(以下 FPL)を尺側に固定 し

なおし APsをより末梢に固定したが，さらに基節

骨での矯正骨切りと APsの延長が必要で，第 1中

手骨の内転拘縮も伴い，治療に難渋した. 三指節成

分の介在骨による変形(図 5) は，末節部が長く見

える場合とデルタ変形により IP関節より尺側偏位

する場合がある. IP関節の尺屈変形は IP関節の可

動域制限があっても大きな問題にはならなかった.

s : silhaut 7去

silhaut法の術後に見られた掌同変形(図 6a)は，

掌側のデザインが直線的であったり背側に比較して

長さが不足した場合に生じた.変形 IP関節での尺

1037 

図 7 皮弁法 (Filletflap) 

表 1 初回手術で早期骨切りを行った症例の二次修正術
一 一一一一一一一一一...._-...._-ー晶

型 部位 骨切り量 2次修正術

mm 

2 基節骨 2 open 

2 基節脅 2 open 

4 中手骨 2 open i1l節骨でのclosed

4 中手骨 4 closed 

4 中手骨 3 closed 

4+T 基節骨 4 closed 

4+T 中手骨 open 3指節部でのclosedl.Smm

5 基節骨 2 closed 第 1指問での4napZplasty

5 中手骨 2 open 基節骨でのclosed

屈変形が多指の分l岐部位にかかわらず 6例 6手に見

られた.これは，尺側の母指成分の低形成あるいは，

焼側に 3指節が存在していて骨成分のバランスが悪

いことが原因であった.同様に IP関節部での腕前;

変形が見られたが，槙側指が小さく尺側指が焼屈変

形をしている症例は，骨成分が均等ではなかったこ

とと手術により十分な骨軸の矯正ができなかったた

めと考える.

C:初回時骨切り術

初回時に骨切りを行い骨軸の修正を行った症例は

過剰指切除の中で 9例あったが，そのうち二次修正

でさらに骨切りを要 した症例は 3例あった(表 1).

2)関節の不安定性

A:過剰指切除

関節の不安定性に関しては， MP関節の場合は関

節形成術を， IP関節の場合は，関節固定を行った.

s : silhaut法では関節の不安定性は出現しなか

ったが逆に silhaut法では IP関節の可動域制限が

高率に発生した.2型においても認められており，

関節面にメスが入った後の拘縮を防ぐことは困難で

あった.

3)変形

A:過剰指切除

皮弁法(図 7)では槙側が bulkyであったり，皮

弁が先端まで届かないため かえって基部の太さが
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1038 母指多指症における二次修正術についての検討

表 2 二次修正術前の多田スコア

裂 手術法 多国の評価点

2 過剰指切除 3. 75 
Bilhaut法 3. 8 

3 過剰指切除 3. 5 
Bilhaut法 3. 0 

4 過剰指切除 4. 0 
Bilhaut法 3. 3 

目立つものもあった.

s : silhaut法

術後には爪や母指の整容的問題が生じ，指の幅に

閲しては骨癒合がえられないとかなり|隔の広い母指

となった(図 6b).対立は APsの低形成の合併もあ

るが多くの場合，第 1指聞の狭小化がみられた.ま

たsilhaut法の爪変形は避けられず，中央の 2分割

ではなくても，爪縫合部の盛り上がりや段差は目立

ち，顕微鏡下での爪床縫合も行ったが爪変形をなく

すことはできなかった.骨の癒合が不十分の場合予

想以上に指は太くなる傾向にあった.

4)対立機能障害

a)第 1指聞の狭小化

初回手術法に関わらず，第1指間の狭小化があり，

初回手術H寺に見逃されていて二次修正を要 した症例

が 10例あった.

b) APsの低形成や停止位置の問題

APsの低形成が見られる症例は 9例見られ，

slauthの分類を迎応すると 1型 7手 2型 2手， 3型

1手であった 2)

2，母指多指症分類からみた二次修正術

タイプ別では 2型では骨性の紬偏位に対する骨切

りが術式によらず一番多く見られた.初回術式によ

る二次修正術としては silhaut法の爪形成術，皮弁

法の defattingが特徴的であった.3型では軸偏位

が原因であったが 1例のみ軟部組織の再建で良好な

結果を得た.4型では尺側指切除例はなかったが，

遺残骨や MP関節頭の突出による変形が見られた.

骨軸の矯正は 2型 ・3型と同様であるが，z変形が

見られ，IP関節固定が必要な不安定性を示 した. 4 

型に対する silhaut法は，爪変形以上に骨軸変形に

対する矯正術が必要であった. 4+T型は全例検側

切|徐をしているが， 三指節部での骨切りによる矯正

が多く，多部位での骨軸矯正を上回っていた 5型

は骨軸矯正ではなく，骨を取り残してしまうことに

表 3 3回以上修正術を行った症例

霊 初回手術 2次修正衛 症例鼓

過剰指切除 骨切り 2 
2 

Bilhaut法 基I!骨頭シェーピンゲ

過剰指切除 骨切り、IP固定 3 

4 .211形成術

Bilh.ut法 骨きり 2 

過剥指切除 APB移動
4+T 

Bilh.ut法 IP固定 1 

5 過網指切除
APB移動

1 
第1指問形成街

よる変形と第 1指聞の狭小化が目立った. 6型は

silhaut法を行った l例の骨軸矯正のみであった.

全体と しては骨頭の shavingも含めた骨ij!Ulの矯正が

多く，分|岐が中枢に及ぶにつれ軟部組織の形成を必

要と し，また instabilityも増すため関節固定が必要

であった.また silhaut法においても IP関節の可

動域制限が生じるにもかかわらず軸偏位が多く見ら

れた.

3，機能評価

客観的機能評価法と して多田は，関節可動域を 2

点，不安定性を l点，ij!Hl偏位を 2点と し， 合計点で判

定を している.これを用いると術前の評価では， 3 

型・ 4型では過剰雌切除法が silhaut法を上回って

いたが， 2型のみ silhaut法は過剰指切除法と同等

の結果となった(表 2)

4， 3回以上修正術が必要であった症例

10例見られ，術式は 2型では全例軟部組織形成

後の骨切で， 4型は silhaut法の 1例を除いて骨切

後の軟部組織形成， 4+Tの silhaut法は軟部組織形

成後の IP固定， 5型は軟部組織形成後の骨切りで

あった(表 3).

[考察]

母指多指症は 1645年 Digb3)の報告が明確に記載

されたものとしては最初のものとされているが，そ

れ以降多くの報告が行われている.諸家の報告では

2次修正率は 11.7%から 25%4ト7)で，当科も 23.5%

であった. 二次修正術の内容は骨車111，不安定性，関

節可動域，形態の修正であるが，そのおのおのの初

回術式との比i肢を行うと骨11!111は，関節軟骨のシェー

ビングは高畑によると徒手整復が困難な場合と矯正

後に著しい関節の不適合が生じる場合としているが

当科では 10度以下の軸偏位で MP関節部の突出が
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見られる場合を適応としている.初回骨切術は上野8)

は近位の指節と軟骨性に癒合している場合，堀井 6)

はx線像と術中の MP関節の形態によって決定する

が，骨頭切除より骨切による過矯正が効果的と述べ

ている.我々は 10度以上の骨軸偏位があるものに

初回手術時に矯正骨切り術を行ってきたが，そのう

ち3例に追加の骨切を別の部位で行っている.これ

は変形が複雑であったためであり，バランスの良い

指が形成されている.北山 9)は母指多指症の 75%

が各指に 1本ずつしか指動脈がないことから過剰を

切除した場合経過中に先細りが出現し， Bilhaut法

を推奨している.堀井 6)も理論的にはよい方法と

しているが，緒家の報告 10)では多指成分が同じ大

きさの場合と記載されていることが重要で，大きさ

の違う指に行うと，かえって軸偏位を生 じさせ，ま

た掌側に縦の癒痕が形成されるため掌側への拘縮も

見られる.軸偏位に対 して行う修正骨切術は，菅野

は 20度以上の偏位のあるものに対して適応である

として いるが当科では L5mmから10mm，角度で

15度から 60度の矯正を行っており，偏位が骨軸に

よるものの場合は積極的に行っている.不安定性に

関しては側副靭帯の緩みを生じさせる原因が，もと

もとの骨形態によるものと過剰指切除後残存腿のバ

ランスが崩れるために生じる場合があ り，過剰指切

除法においては， FPL. EPL， APB等の位置の確認，

関節をあけたあとの確実な閉鎖，術後の固定位の保

持が重要 と考える.関節可動域に関 しては.Bil-

haut法では，手術に より関節にメスが入り関節の

形態が変わるためであり 過剰指切除法では IP関

節の低形成も影響を与えるが，軟部組織の撒痕拘縮

に注意をする必要がある.形態では，過剰指切除で

は，残した指の先細りが問題となるため皮弁法が用

いられるが，かえって不自然な盛り上がりになった

り， Fillet flapの長さが十分指先音1)まで届くように

して拘縮を起こさないように注意する必要がある.

Bilhaut法では，太すぎる指と爪の変形が問題とな

る.爪の変形は正中にしても外側にしても，顕微鏡

下に縫合しでも直後はよくても必ず線条痕は残 り，

整容的に優れているとは言えない.3回異常手術を

要 した症例はlliill変異の修正不足と軟部組織形成およ

び関節の不安定性によるものであった.手術回数を

少なくするためには当初からの綿密な計測と計画を

立てることが重要であるが，初回手術時には軽度で

あったものが年齢とともに明確になるこ ともあり十
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分な経過観察が必要であることはいうまでもない.

[まとめ1
1967年から 2008年までに当科を訪れた母指多指

症のうち二次修正術を要 した 72例 78手につき調査

した.

初回手術を過剰指切除(皮弁法あり，なし)Bilhaut 

法に分けた.二次修正術の要因は，軸偏位，遺残骨，

関節の不安定性，可動域制限，爪 ・指の形態，第 1

指聞の拘縮であった.初回手術より症例の各要素を

分析し，特に軸偏位と第 l指間の拘縮を見逃さない

ことが大切である. FPLが末節骨基部の梼側面，

EPLが背而椀側よりに付着していることが多く，

l躍のバランスをとることも大切である. Bilhaut法

は2型の症例で機能的には過剰指切除法とほぼ同等

の結果が得られたが，それ以外はほとんどの場合期

待を裏切る結果であった.

なお本論文の要旨は第 52回日本手外科学会学術

集会 (2010年 5丹新潟)にて報告した.

[文献1
1) Tada K， et al. Duplication of the thumb. A retrospective 

review of two hundred and thirty-seven cases. j. sone 

Joint Surg A.Ill 65: 584-598， 1983. 

2) 喜多(岸)1湯子ほか.母指多指症と母指形成不全の合併

について.日手会誌 14:778-787， 1997 
3) Temtamy SA， et al. Polydactyly as an isolated malforma-

tion. In The Genetics of Hand Malformations. 1. New 

York. AR Liss. pp 364-364， 1978. 

4) Miura T. An appropriate treatment for post叩 erativeZ-

formed deformity. J Hand Surg Am 2: 380-386， 1977 

5) Kawabata H， et al. Revision of residual deformities a仕.er

operations for duplication of the thumb. J Hand Surg 72-

A・988-998，1990

6) 堀井恵美子ほか Wassel4型母指多指疲の術後評侃li

予後不良因子について 日手会話、 11:856-862， 1995 
7) 荻野利彦ほか.母指詫指症に対する再手術の原因の検

討日手会誌 11:892-894， 1995. 
8) 上野治彦ほか ほ指多指掌の早期骨切り術.形成外科

35: 709-719， 1992. 

9) 北山吉明ほか.母指多指症の術後成績.形成外科 29

429-441， 1986. 
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上腕骨外側上穎炎に対する

手術療法 (Nirschl変法)の成績
いわもとりょうた そえじま おさむ

岩本良太，副島修

上腕骨外側上頼炎 17例 17肘に対して直視下手術 (Nirschl法に加え，関節内の確認・処置を行う変法)

を行い?術後成績を検討した.仕事復帰の期間，術前後の臨床所見を日整会肘機能評価法(以下JOAスコア)

を用いて評価した.平均 36.8日で仕事復帰し， JOAスコア平均値は術前 26.9点からやjq'後 82.2点と改善した.

本術式は安全かっ広範囲に変性部分を切除でき 関節内病変の確認・処置も可能で機能改善が得られる有

用な術式である.

[緒言]

難治性の上腕骨外側上頼炎に対して，変性した短

横側手根伸筋(以下 ECRB)腔付着部の処置を行う

手技の報告が多く，直視下 ・鏡視下ともにその成績

は比較的良好とされる け2)3) 今回， 当院で直視下に

行った上腕骨外側上穎炎症例の術後成績を検討した

ので報告する.

[対象と方法1
2009年 6月から 2012年 6月までに 6ヶ月以上の

保存加療が無効で直視下手術を施行した 17例 17肘

を対象とした.症例の内訳は男性 6例 ・女性 11例，

右 8肘・左 9肘であり，利き手発症は 10例，手術時

年齢は平均 45.2歳 (31-57歳)であった.職種は主

婦が7例，事務職 6例，建築業 1例，清掃業 1例，

調理師2例であった.明らかな外傷歴は全例認めな

かった.催病期間は平均 30.6ヵ月 (6.5-60ヵ月)，

術後経過観察期間は 15.5ヵ月 (6-36ヵ月)である.

術前に全例 M悶検査を施行しており ECRB件付着

部に信号変化ロヨ high)を示すものが 13例，信号

変化がないものが4例であった.

術式は全例 Nirschl変法を用いた.当院で行って

いる最新の Nirschl変法の詳細について述べる.肘

外側に腕頭関節上縁を中心とした約 2-3cmの切聞

を加え腕頭関節直上で長梼側手根伸筋 (ECRL)と

総指伸筋 (EDC)の筋間より ECRB腿起始部を展

開する.同部位の変性癒痕を確認し，関節包を含め

て切除する.続いて関節内を観察し滑膜ヒダのイン

ピンジ，上腕骨小頭，槙骨頭の軟骨損傷の有無を調

べ，必要に応じて最小限の関節内の処置を加える.

伸筋腿起始部のドリリングは行わず鋭匙を用いて最

小限の掻腿にとどめる.最後に切離した筋膜を縫合

しドレーンを留置して終了する.切除した組織は全

例 H-E染色を行い組織学的検査を行った後療法

はlongarm splint固定を術後 2週で除去し可動域訓

練3 筋力増強訓練開始した.術後成績の評価は慌病

期間，経過観察期間， JOAスコア，仕事復帰までの

期間を評価項目とした.また病理所見と術前 M悶

画像の検討も行った.

[結果1
JOAスコアは術前 26.9点から術後 82.2点へ改善

した.仕事復帰期間は平均 36.8日であった.再発

例は認めなかった.病理所見は全例軽度の炎症細胞

浸潤を認めており， Nirschlらがいう腰原線維の変

性断裂と線維芽細胞と毛細血管の増生を伴う angio-

fibroblastic hyperplasia像(図 1)を認めるものは 17

例中 13例 (76%にまた全体的に線維性増生が目立

つもの(図 2)は17例中 4例 (24%)であった神経

終末の増生は H-E染色では確認できなかった.

術前 M悶については， ECRB腿付着部の信号変化

(T2 high)を示したものを H群，信号変化がなかっ

たものを L群として成績を比較した(表 1).理学所

見は両者に違いはなく，関節内所見も H，L群とも

受理日 2014/01/23 
稲岡山王病院 〒814心001 福岡県福岡市早良区百道浜 3丁目 (}'45
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図 1 angiofibroblastic hyperplasia 像 図 2 線維化が強~ l 

表 1 術前 MRIでの成績比較:
L群のほうが]QAスコアの改善が悪い傾向にあった

圃圃圃圃圃圃圃圃圃=時副制:l:l結晶!w同~'Nj~:!副制:T:l6童話布団事岡高四号彊

症特IJ 13例(男性4例、 女性9伊1]) 4例(男性2例、女性2伊!J)

年齢 46.6簸 (36-57歳) 44.0歳(31-49議)

権病期間 30.5カ月(6.5-68カ月) 30.8ヵ月(6-77ヵ月)

術前JOAscore 26.8点(11-46点) 27.5点(12-38点)

術後JOAscore 85.3点(73-100点) 72.3点(62-82点)

仕事復帰 37.2臼(14-90日) 35.3日(21-60日)

に軟骨損傷を認める症例があり明らかな違いはなか

った.慌病期間と MRIの信号変化について検討を

行ったが差はなかった.症例数が少なく統計学的比

較はできなかったが，術後]OAスコアの改善がL群

では悪い傾向であった.L群の]OAスコアの判定

項目をみると特に痔痛の改善が悪かった そこで 2

群の病理組織所見を比較 した.H ~詳は全例に angio

fibroblastic hyp巴rplasia像を認めていた.L群は新

生血管を認めるものもあったが全体的に線維性増生

が主体であった.

[考 察]

上腕骨外側上頼炎の病態には様々な説があり一定

の見解がないが，その中で最も受け入れられている

のは ECRB起始部の enthes叩 athyとする説である.

手術方法はこの ECRB腿付着部を処置するものが

ほとんどで特に変性部分の切除が重要である.手術

成績は鏡視下，直視下ともに術後成績に差はない

が，鏡視下手術は侵襲が少なく仕事復帰が早いとさ

れる 1)2)3) しかし鏡視下手術は手技に習熟しなけれ

ば神経損傷等の合併症，ECRB起始部後方の切除不

良の可能性 3) また手術時間も長くなりかえって侵

辿が大きくなる可能性もある.そこで安全かっ広範

囲に変性部分を切除可能な Nirschl変?去をより低侵

襲に行うことを考えた.中川ら4)の報告によれば

ECRBの幅は 10.7111111，厚さ 3.7111111，樟骨頭から

ECRB前縁までの高さが 3.4111111，境骨頭長軸が

23.1111111， ECRBと焼骨軸の角度が 5.8
0

(図 3)であ

り，これを考慮し肘外側におく皮切を 2-3c111とし

た(図4).変性部分はもちろん，関節内病変の確認・

処置は可能である.また伸筋!睦付着部のド リリ ング

は行わずに鋭匙を用いた最小限の掻艇に留めるよう

にした.

2010年当院で報告 3) した鏡視下，直視下手術症

例のデータと比較した(表 2). 鋭視下手術群で

ERCB後方成分の取り残しによる再発を 2例認め，

直視手術群では 1例術後血腫の合併症を認め，治癒

が遷延した症例があった.術後]OAスコアは鏡視

下手術群と比較しでも差はなかった.仕事復帰につ

いては職種が異なるため単純な比較はできないが，

2010年の直視下手術群と比較して平均 47.6日から

36.8日と約 10日間短縮していた.鏡視下手術群と

ヮ，
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図 3 1.腕頭関節レベルでの ECRBの形態
(文献4より)

図4 肘外側に腕頭関節上縁を中心とした
約 2，3cmの皮切

表 2 当院の報告(文献3より)との比較

銭鏡下手術，) 直視下手術g; 直視手術(本報告)

症例 12伊H男性&女性的 11例(男性3、女性8) 17例(男性ι女性11)

年齢 46.2歳 49.1歳 45.2歳(31-57歳)

権病期間 31.7ヵ月 19.7力月 30.6ヵ月 (6.5-印力月)

経過観繋期間 16.6ヵ月 14.8カ月 15.5カ月 (6・36カ月)

JOA score 術前33.1→術後82.2点 術前29.2→術後89.9点 術前26.9→術後82.2点

仕事復帰 30.1日 47.6日 36.8日(14-901ヨ)

術後合併症 なし なし 1例(血鰻)

再発伊l Z伊l→ 直視下手術 なし なし

表 3 MRIでの1'2high病変の病型組織検査結以

| l:lol枇叫@!I創刊 1i'11f1tttJ.i'Jiem 脅木らr1l 本報告 l 

症例 20 23 11 17 

T2 high 10(50%) 16(70%) 6(54%) 13(76%) 

病理 neovascularization fibrovascularのi曽生 angiofibroblastic angiofibroblastic 
mucoid degeneration mucoid degeneration hyperplasia hyperplasia 

比較 しでも，合併症のため治絡が選延 した l例を考

屈すれば遜色ないものであった.また他の報告と比

較すると， Nirschl法で治療した渡辺らの報告 2)で

は術前JOAスコア19.7(13-28)点から術後88.8(80 

-100)点に改善 し仕事復帰は平均 40日であった.

藤田ら 1)の鋭視下手術の成績では，術前JOAスコ

アは 32.2(12 -59)点から術後 86.4(25-100)点に

改善 しており， Nirschl変法をより低侵襲にしても

術後成績に差はなく，また低侵製により術後終痛が

軽減するため，より早期に仕事復帰ができる可能性

が考えられた.

MRlでのT2high病変の病理組織検査結果(表 3)

は，過去の報告 5)6)7)をみると上腕骨外側上WJi炎の

50-70%で認められるようで，その病迎組織は新生

血菅の増生が共通している.当科の報告でも同様に

症例の約 7割にτ'2highの病変が認められ，また病

理組織も線維芽細胞と新生血管の増生が主体であっ

た.M悶で信号変化のないものについての病理組織

は PO此巴rら51の報告と同様線紺性増殖が強い印象

であった. M則 の信号変化，病理組織の差から慢

性廃痛の発生源に違いがあるのではなし、かと考えら

れた

上腕骨外側上頼炎の病態に対して，佐々木ら 8)

は ECRB起始部病巣を免疫組織学的に検討し，新

生血管周囲に神経が存在することを報告した.また，

Bunata 9)は解剖学的研究により， JJ~伸民団内位で上

-198-



上腕骨外側上頼炎に対する手術療法の成績 1043 

腕骨小頭の外側縁により ECRBJ挫起始部が強く圧

迫されることを報告し，我々は前腕の肢位及び槙骨

頭の形態による関連も無視できないと考えた.これ

により Sasakiら 10)も報告しているように上腕骨小

頭 とECRB起始部の接触による小頭，焼骨頭の軟

骨損傷が起こり ，いわゆる初期の変形性肘関節症が

発生 し痛みの原因となっている可能性も考えられ

た.これらの病態はそれぞれが関連し慢性廃痛の原

因となりうると我々は考える.難治性上腕外側上頼

炎の場合， overuseに加え前腕の肢位，横骨頭の形

態による ECRB起始部の enthesopathyが発生し，

損傷と修復を繰り返し，変形性肘関節症に至る悪循

環を形成しているのではないだろうか?この時期に

よって M悶 画像や病理組織に違いがでるのかは今

後の検討課題である.

[まとめ1
1)上腕骨外側上頼炎に対する直視下手術につい

て検討した.

2)術後成績は他の報告と遜色なく良好であった.

3) M悶で ECRB起始部に信号変化がない症例は

術後終痛が残存する傾向があった.

4) 病理は約 76%に angiofibroblastichyperplasia 

像を認め，約 24%は線維性増殖が強かった.

[文献]
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Dupuyrten拘縮に対する外科的治療法の検討
-開放療法と一期的閉鎖療法の比較検討-
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当院では Dupuytren拘縮に対し 2007年までは全例開放療法 (0法)を行い， 2008年から 2012年までは全

例一期的閉鎖療法 (C法)を行ってきた.2002年から 2012年までの過去 10年間に当院で手術を施行した

Dupu戸ren拘縮症例を後ろ向きに調査した 対象は全例男性で， 0法 14例 15手， c法 14例 14手であった.

創上皮化までの平均日数は O法 28.5日 C法22.9日であり C法の方が有意に短期間であった.Tubiana判

定基準は両者に有意差は認めなかった.平均総伸展不足角改普率は O法79.3%，C法47.3%であり O法に

良好な成績が得られたが有意差は認めなかった.指別平均伸展不足角改善率は，環指で O法 82.6%，C法

91.2%，小指で O法82.2%，C法23.3%であり小指では有意に O法の方が改善率が高かった.両者には利

点と欠点があり症例に応じた使い分けや両者を組み合わせた方法を考慮すべきである.

療法を行った症例が 1例であった.全例男性であっ

た手術時年齢は開放療法が平均 67.6歳 (58から

77歳)，一期的閉鎖療法が平均66.1歳 (44から 86歳)

であった手術側は開放療法が右8手，左 7手， 一期

的閉鎖療法が右9手，左5手であった.主要権患指は，

開放療法は中指3指，環指 6指，小指 12指であり，

一則的閉鎖療法は環指 5指，小指 12指であった.術

後経過観察期間は，開放療法が平均 48.4か月 (3か

ら120か月)， 一期的閉鎖療法が平均 25.9か月 (4か

ら59か月)であった.

開放療法は手掌部および指腹部への横切開のみを

用いた部分的腿l摸切除術を行い，創は全て開放創と

した¥)(図 1a，b).術後 1日目より創がほぼ上皮化す

るまで 1日2回薬浴を行った.薬浴は生1m食短水あ

るいは蒸留水で 500倍希釈 した 10%塩化ベンザル

コニウム(液量 1L) を滅菌した洗面器状の容器に

用意し，その中に患部を 20分程度浸して行った.

薬浴中は患者自身が錨子で把持したガーゼで創部を

拭くように洗浄することと，手指の自動屈伸運動を

することを指導した.後療法は可動域訓練を薬浴時

と作業療法士の指導の下に行い，夜間はスプリント

[緒言]

Dupuytren拘縮に対する治療は，近年では enzyme

fasciectomyや needlefasciectomyなどより低侵襲な

治療が注目されている.しかし，病的l胸膜の分断の

みでは改善が得られない症例も存在するため，従来

から行われている開放療法や一期的閉鎖療法による

病的腿膜切除術は今後も必要な手技である.著者ら

は 1985年から 2007年まで全例開放療法による部分

的腿膜切除術を行ってきたが，指腹部の視野が狭い

こと，創の上皮化に長期間を要すること，入院期間

に長期間を要することを考慮し， 2008年から 2012年

まで全例一期的閉鎖療法を行ってきた.本研究では

2002年から 2012年の過去 10年間に当院で行った

開放療法と一期的閉鎖療法による部分腿膜切除術の

治療成績について後ろ向きに調査したので報告する.

[対象と方法1
2002年から 5年間に行った開放療法 14例 15手，

および2008年から 5年間に行った一期的閉鎖療法

14例 14手を対象とした.両手に開放療法を行った

症例が 1例， 異なる手に開放療法および一期的閉鎖
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図 la開放療法の術中所見.横切開から切除

した病的l即換を磁出し鍬子で示す.近

位側から順次病的腿!換を切除する.

固定とした.創がほぼ上皮化した時点で退院とし

た. 一期的閉鎖療法は基本的に sruner'svolar zig-

zag切聞を用いて皮膚切開し，部分的j駐日英切除を行

った(図 2a，b).後療法は作業療法士の指導の下可

動域訓練を行った.伸展制限の生じる症例に対して

は夜間スプリン ト固定を行った.創部に皮}f雪壊死や

感染徴候などの問題がなければ退院とし，外来通院

で官IJ部の経過観察を行った.両者ともに創の上皮化

を確認 した時点でガーゼ保護を終了とした.

検討項目は手術時間，入院期間，ガーゼ保護期間，

図2a-J倒的閉鎖療法の術中所見. Zig.zag 
切開で皮下組織を展開する.病的l削換
を露出し，近位側から切除する.

図 lb開放療法の術後 1日目(左)， 15日目(右)の

所見.病的l腿膜切除後間欣創とした創部は次第

に上皮化する.

合併症，最終観察時Tubiana判定基準，総伸展不足

角改善率，指別何l展不足改善率を求め検討した.改

善率の評価は石川ら 2)が報告した方法に準じて行っ

た.また，両者の成績不良例の検討を行った.統計

学的評価は χ2釆検定あるいは Mann羽市itneyUテ

ス トを用い， p値 <0.05を有意とした.

{結果]

手術時間は開放療法が平均 83.6分 (40から 182

分)， 一期的閉鎖療法が平均 136.8分 (82から 220分)

であった.入院期間は開放療法が平均 25.4日 (16

から 32日)， 一期的閉鎖療法が平均 8.9日 (4から 19

図 2b一則的閉鎖療法の創閉鎖時の所見.病

的l健!肢を切除後一則的に開削する.

-201ー
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表 1 最終観察時Tubiana判定基準

Tubiana 
一期的

開放環法 閉鎖療法
判定基準 (手) (手)

Very good 8 4 

Good 。 6 

.Fair 1 2 

Poor 1 2 

両者|こは統計学的有意差はみとめ

なかった.

日)であった.ガーゼ保諮問j問は開放療法が平均 28.8

日(19から 44日)， 一期的閉鎖療法が平均 22.5日(14

から 35日)であった.以上 3項目は統計学的有意差

を認めた.合併症は開放療法では一時的なしびれを

3手に認め，一期的閉鎖療法では一時的なしびれを

3手，複合性局所廃痛症候併を 2手，皮府の壊死を

1手に認めた.最終観察時の Tubiana判定基準は，

開放療法では verygood 8手， good 5手， fair 1手，

poor 1手であり， 一期的閉鎖療法ではverygoocl4手，

good 6手，fair 2手， poor 2手であったが，両者には

統計学的有意差は認めなかった(表 1).総伸展不

足角改善率は，開放療法では平均 79.3%，一期的閉

鎖療法では平均 47.3%であったが，両者には有意差

は認めなかった(表 2).指別伸展不足角改善率は，

小指において開放療法では平均 82.2%，一期的閉鎖

療法では平均 23.3%であり，開放療法の方が有意に

改善率が高かった(表 3).開放療法の術後成績不良

例 (Tubiana判定基準で fairあるいは poorであった

症例)2手はいずれも術前に小指 PIP関節に高度伸

展不足角 (70。あるいは 90
0

) を認めた症例であった.

一期的閉鎖療法の成績不良例 4手の内訳は，複合性

局所熔痛症候群を生じた 1手， MP関節の伸展制限

の原因となる手掌部の病変が主であり，指腹部の病

変の腿膜切除を行わなかったため， PIP関節病変が

新たに発症した 2手， lateral co rclに指動脈が並走

し切除困難であったため， PIP関節病変が再発した

1手であった.

[考察]

Dupuytren拘縮に対する開放療法は， 1832年，

Dupuytr巴nにより初めて報告された 3)'1) 手掌部お

よび指腹部に横切聞を加え 皮下の病的腿膜を分断

後，開放創とした.術後は 4週間の外固定を行い，

開放創の上皮化を待つことで創を閉鎖する方法であ

った.1964年， McCash 4)は Dupuytrenが行った開

放療法は一定の効果が得られるものの，病的腿膜の

分断のみで切除しなかったこと，手指を 4週間伸展

位外固定としていたことを問題点とした. McCash 

表2 開放療法と一則的閉鎖療法の術前および最終観察時の平均総伸展不足角と平均総伸展不足角改善率

開放癒法

一期的
閉鎖療法

術前平均総伸展不足角(0) 最終観察時平均総伸展不足角(')平均総伸展不足角改善率(%)

54 (30-120) 13 (0-55) 79.3 (11.1-100) 

55 (0-130) 20 (ト80) 47.3 (-300-100) 

両者には統計学的有意差は認めなかった。

表 3 開放療法と一期的閉鎖療法の最終観察時における指別平均伸展不足角改善率

中指 (%)

開放療法 82.8 

一期的
閉鎖療法

環指(%)

82.6 (62.5-100) 

91.2 (47.1-100) 

*p<O.05 (開放療法と比較して)

-202-

小指(%)

82.2 (22.2-100) 

23.3* (-300-100) 
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は手掌部および指腹部を横切開で展開し病的腿膜切

除後，指腹部のみ創を縫合し手掌部を開放創とする

方法を行った.術後は早期から手指可動域訓練を開

始し，夜間のみスプリン ト固定を行うことで良好な

術後成績が得られることを報告した 4) また， 1976年，

Beltranら5)は手掌部および指腹部に横切聞を加え，

病的腿膜を切除後，手掌音15，指腹部ともに開放創と

する方法を行い良好な術後成績を報告した. 一方，

一期的閉鎖療法は 1834年， Goyrandがl陛膜切除術

の有用性を発表して以来，全j陸膜切除が主に行われ

てきた 5) 一期的閉鎖療法による全健膜切除の問題

点は皮膚壊死， 血腫，手指浮腫などの合併症が生じ

ることや，長期の休職を要し，術後のこわばりや握

力の低下が認められることである.Zachariae G)は全

腿膜切除と部分的腿膜切除の比較検討を行った結

果，合併症が少ない部分腿膜切除を推奨した.Du-

puytren拘縮に対する手術は約 200年前から開放療

法と一期的閉鎖療法が並行して報告されてきたが，

両者を比較した報告は国内外合わせ，著者らが渉猟

しえた限り 3報のみであった 7)8)9)

今回，当院における Dupuytren拘縮に対する腿

膜切除術の開放療法と一期的閉鎖療法を比較検討し

た結果，入院期間と創の上皮化までの期間を示すガ

ーゼ保護期間は一期的閉鎖療法の方が有意に短期間

であり，症例数が少ないものの Tubiana判定基準や

総伸展不足角改善率については有意差を認めず， 一

期的閉鎖療法に変更した効果は認められた. しか

し，Dupuytren拘縮手術で最も治療が困難とされて

いる小指に関しては開放療法の方が改善率が高く，

さらに合併症が少なく良好な成績であった.過去の

報告における両者の比較検討では，田中ら 7)は著

者らと同様に横切聞を用いた開放療法と一則的閉鎖

療法を比較 し， Tubiana判定基準では両差に有意な

差はなかったが拘縮改善率は開放療法の方が有意に

改善率が高かったと述べており著者らの報告と同様

な結果であった.また， Lubahnら8)はMcCashの

方法に準じた開放療法と一期的閉鎖療法を比較検討

した結果，開放療法の方が有意に改善率が高かった

と報告している. 一期的閉鎖療法に比較して開放療

法の方が良好な成績が得られる理由として，圧|中ら

は開放療法では縫合部のつっぱり感がなく術後早期

から十分な可動域訓練が可能であることを挙げてお

り， Lubahnらは開放療法の方が一期的閉鎖療法に

みられる縫合部の痛みや瓜1腫などの合併症が少ない

1047 

ことを挙げている.自験例では複合性局所建痛症候

群は，一期的閉鎖療法を行った 2手に認めており術

後終痛が誘因になったことが示唆された.

Dupuytren拘縮に対する腿膜切除術では病的腫膜

による拘絡の他，皮膚性拘縮，関節性拘縮および合

併症が術後成績に影響する.病的腿膜に関しては，

開放療法では病的腔膜の切除は横切開の聞から行う

こととなり，特に指腹部では視野が狭いため，視野

が広い一期的閉鎖療法に比較し不利となる. しかし

皮膚に固着 した病的腔膜を切開部から切除した場

合，これまでの共著者小林ら 1)の報告と同様に皮

膚壊死に陥ることがなかったが， 一期的閉鎖療法で

は皮脂に固着した病的腿膜を削ぐように切除した結

果，基節部の皮弁全体が皮膚壊死を起こした症例を

1例経験した.このことから皮膚に固着した病的腔

膜の切除に関しては，開放療法の方が有利となるこ

とが示峻された.皮膚性拘縮に関しては，開放療法

では開放創の上皮化により閉創を期待する方法であ

るため，創部が治癒する初期の段階では開放創の痛

みが問題となるが，可動域訓練中に創部に緊張がか

かることによる痛みや癒痕による拘縮が生じにく

い. 一方， 一期的閉鎖療法では術後の縫合部つっぱ

り感や創部の癒痕による拘縮が伸展不足角改善率の

低下に影響することから皮膚性拘縮に関しては開放

療法の法が有利となる.PIP関節の関節性拘縮に関

しては PIP関節を広く展開し関節解離術が可能な

一期的閉鎖療法の方が有利となる.自験例では開放

療法に比較し一期的閉鎖療法において小指の改善率

が不良であったが， 小指は病的腿膜の解剖学的構造

が複雑であり，前述の成績不良例のように視野を広

くしても取り残すことがあること， 一期的閉鎖療法

に複合性局所終痛症候群や皮膚壊死などの合併症を

認めたこと，創部の廠痕による皮脂性拘縮を生じた

ことなどが原因と考えられた.

開放療法と一則的閉鎖療法には利点と欠点があり

症例に応じた選択や両者を組み合わせた方法を用い

ることが必要と思われた.

[まとめ]

過去 10年間に当院で行った1m放療法と一期的閉

鎖療法による Dupuytren拘縮に対する部分的腿膜

切除術について比較検討した.入院期間および創上

皮化までの期間は一期的閉鎖療法の方が短期間であ

った.Tubiana判定基準2 総{rt展不足角改善率は両

q
d
 

nu 
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者に有意差を認めなかったものの，小指に関しては

開放療法の方が一期的閉鎖療法に比較し改善率が有

意に高かった.
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18G針を用いた手指の内軟骨腫に対する手術法
た る い たかし あきやまこういちろう おおすかこうじ

撞井隆 ぺ秋山宏一郎 材，大数加 光治***

18G針を用いて簡便で、十分に病巣を掻胞できる手術法を行っているので紹介する.18G針を手術中に加工

して自作の鋭匙(cure抗e)を作成し，病巣の掻艇に使用する.骨の向こう側は通常の鋭匙や軽い湾曲の 18G

鋭匙，手前側は強い湾曲の 18G鋭匙を用いて掻腿する.さらに同じ 18G鋭匙を用いて骨内腔に生食を注入，

圧をかけて洗浄する. 19年間に 16例の手指の内軟骨腫に対して手術を行い， 1例も再発なく良好な成績で

あった.この方法は有用な手術法と思われる.

[緒言]

内軟骨腫は適切な治療を行えば予後良好な疾患で

あるが，再発防止のためには十分に病巣を掻腿する

ことが必要である.われわれは 18G針を用いて簡便

で十分に病巣を掻腿しやすい手術法を行っているの

で紹介する.

[対象と方法]

[対象]

1995年から 2013年の聞に東芝病院にて手術を行

った手指の内軟骨腫の症例は 16例 16指である.全

例とも後述する手術法を用いて手術を行い，結果を

分析 した.

症例の内訳は以下のとおりである.男性 11例女

性5例，手術時年齢は 14歳から 74歳(平均38.6歳)，

擢患部位は中手骨 4例，基節骨 2例， 中節骨8例，

末節骨 2例である.多発症例はなかった.初診時に

病的骨折を認めたものは 6例であった.術後経過観

察期間は 117日から 1266日，平均 297日(約 10か

月)である.

[手術法]

1) 18G針を用いた鋭匙 (cure仕e)の作成

手術開始に先立ち， 18G針を用いて鋭匙を作成す

る.18G針の先端を除去 して平坦な形にする.関刀

の柄を用いるのが簡単である.任意の角度に先端を

曲げる.湾曲の軽いものと強いものの 2種類を作成

する とよい(図 1). 

2)病巣の掻艇

必要かっ十分な範囲で骨皮質を開窓する.通常の

鋭匙を用いて中央部の腫蕩を除去する.病理組織検

査用の検体を適量採取する.18G針で作成した鋭匙

を用いて周辺部の腫蕩を掻j関する.病巣の向こう側

は湾曲の軽い 18G鋭匙，手前側は湾曲の強い 18G

鋭匙を用いる.病巣の拡がりが分かりにくければ¥

図 1 18G針を用いた鋭匙の作成

受班日 2014/01/13 
*東芝病院 干140-8522 東京都品川区東大井6-3-22
..都立駒込病院
..*おおすか諮形外科
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図3 病巣内の洗浄

図2 病巣の掻!限

図4 症例

el. 術前 b. M悶{象 C.手術直後 d.術後4か月 e.術後 3年

術中透視を使用する(図 2).

3)病巣内の洗浄

同じ 18G針に注射器を按続し，病巣内を生四食

塩水にて圧をかけて洗浄，十分に腫療を除去する

(図 3).

4)人工骨の充填

症例に応じて人工骨 (sTCP頼粒)を髄JJ空に充填

する.

手術はすべてJJ夜間伝達麻酔下に行った.原則的に

日帰り手術で行った.病的骨折のあったものは，骨

折が治癒した後に手術を行った.外固定は通常行っ

ていない.

[結果1
16例全例とも観察期間中腫蕩の再発はなく，経

過良好であった.

手術時間は 22分から 86分(平均 49分)であった.

術中骨折を起こした症例が 1例あったが短期間の外

固定で治癒しーほかには合併症はなかった.代表症

例を供覧する.

[症例143歳男性，基節骨の MP関節近傍まで病

変が拡がる内!I次什l即である 図の矢印の範囲でI~日窓

し， sTCP頼粒を充i真した. 術後 4か月でほぼ正常

な骨に置換された.術後 3年経過しているが，痔痛

なく可動域は良好であり再発もみられない(図 4).
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[考 察]

内軟骨腫は適切な治療を行えば予後良好な疾患で

あるが，再発防止のためには十分に病巣を掻艇する

ことが必要である.

我々の方法では市販の 18G針を用いて手術中に

鋭匙を作成する.病巣に応じて鋭匙の形を変えられ

るため，既製の鋭匙を用いるよりも確実に腫擦を接

艇できる. 18G鋭匙の作成は簡便かっ安価で、ある.

また供覧した症例(図 4)のように関節近傍まで病

巣が拡がっている場合には，通常の方法では十分に

腫癒を描j陀するために関節包付着部まで骨皮質を閲

窓せざるを得ず，関節機能を損なうおそれがある.

我々の方法で、は関節近傍の骨皮質を温存で、きるため

関節機能を損なわずに済む.外固定も不要であり術

後の回復も早い.脆弱化した軟骨下骨を保護できる

点でも愛誰的である.

腫療を掻j関する手術においては~\かなる方法を

用いても掻艇が完全かどうかに不安が残る.開窓部

周囲の腫湯掻j限は通常法でも本法でも一部盲目的な

操作となりうるため，腫癖の残存が危倶される. し

かし 18G針鋭匙を用いる方が腫擦の掻腿は確実で

あり，また同じ 18G針鋭匙を用いて病巣の内部を洗

浄することが，十分な腫蕩の除去を可能に している

と思われる.

18G針鋭匙を作成する際には，伺回も曲げ伸ばし

をしないことが大事である.強度的に不安があれば

新しい針と交換する . また腫鎮の掻}r~に強い力は必

要なく，むしろ軽い力で描艇した方が腫擦を除去し

やすいので，強度的には問題ない.

内)1次骨l匝に対する低侵襲手術?去の報告と しては，

岡本らの内視鏡下掻j限術 1)がある.これは小切聞に

て病巣を鏡視する方法であるが，掻艇には通常の鋭

匙やシェーバーを用いているためどうしても掻腿し

にくい部分が残ると思われる.岡本らも手術器具の

改良が望ましいと述べている.その点 18G針鋭匙を

用いると，病巣への到達がより容易になると思われ

る.

本報告では経過観察期間は平均 10か月，最低4

か月とやや短く症例数も多くないが，今後も症例を

増やして長期の経過観察が必要と考えている.

最後に本報告の主旨は，決して小さな切開と開窓

で腫擦を取るのが良いということではない.必要十

分なだけ骨を開窓して取り残しがないように腫蕩を

揖腿することが一番大事である. 18G針で作成した

鋭匙を用いることで，既成の鋭匙を用いるより鋭匙

先の到達範囲の自由度が上がり，腫療の十分な除去

が可能となる.

[まとめ]

18G針を用いた低侵襲かつ簡便であり，十分に病

巣を掻艇できる手術法を紹介した.現在のところ再

発例は無く，有用な方法と思われるが，さらに長期

の観察と症例の蓄積が必要である.

{文献]

1) 岡本秀賞ほか.手指内軟骨腫に対する鋭視下掻j隈術の

現状と将来展望.日本手外科学会雑誌29・218-221， 2012. 
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手指に生じ手術を施行した痛風結節の 4例
あかきかともよ ろっかくともゆき ゃ まだ としゆき こ うのもとあき はしもと けん かなづか あや

赤坂朋代，六角智之， 山田俊之，河野元昭，橋本健，金塚彩

手指に痛風結節が生じ手術を行った4例を経験したので報告する.[症例 1]75歳男性.左中指 PIP関節・

DIP関節に腫脹が出現し当科紹介受診.痛風結節が疑われ手術を施行し，病理診断で痛風結節であった. [症

例 2]45歳男性.右母指に腫脹あり， 1客痛 ・腫脹が増強し来院.感染も考慮し抗生剤投与を行った.終痛と

!匝脹が続き手術を施行，病理診断では痛風結節であった. [症例3]62歳男性.右示指MP背側に腫癌が出現，

徐々に増大し当科紹介受診.痛風結節が疑われ手術を施行.術後，創部から結節の封|出があり再度手術を施

行.術後は経過良好であった.[症例 4]64歳男性.左環指問1j控指がIIi!快せず当院紹介受診.~lì1接指を疑い

手術を行った. 1健鞘部に結晶の沈着があり 病理診断で痛風結節であった.[まとめ]明らかな痛風結節も

あるがg 鑑別が困難な症例もあった.痛風結節は外来で遭遇する頻度は低いが，考慮する疾患のーっと思わ

れる.

[緒言]

高尿酸血症が持続して尿酸塩結品が沈着し痛風結

節が生じる.近年，生活習慣病としての高尿酸血症

や痛風の治療の重要性が知られるようになり，痛風

結節を日常診療でみかけることは少なくなった. し

かし，時折遭遇する痛風結節の診断が困難な例があ

る.また，内服加療で軽快する例もあるが，手術を

要する例もある.今回著者らは指に生じた痛風結節

に対して手術を行った4例を経験したので報告する.

[症例呈示]

症例 1: 75歳，男性.

主訴:左中指の腫脹

現病歴:約 9か月前から左中指 PIP関節 ・DIP関

節に)J重脹が出現して当科を紹介されて受診した.左

中指 PIP関節 .DIP関節に結節があり， 一部潰蕩も

伴っていた.尿酸値 8.7mg/dlであった.痛風結節

を疑い，潰蕩形成があったため手術を施行した.

既往歴:高血圧，糖尿病， C型肝炎，高尿酸血症

画像所見 :レントゲン画像では， DIP関節は破壊

されており， PIP関節周囲に境界明H京な punchedout 

lesionがあり，びらん辺縁には overhangingmal玄m

がみられた(図 1).

手術所見:結晶が伸筋l躍の表面に沈着し， PIP関

節 .DIP関節の関節商 ・関節包に浸潤していた(図

2) .それらの結晶を可及的に切除した.病理診断は

痛風結節であった(図 3). 

症例 2:45歳，男性.

主訴 .右母指の腫脹

現病膝 :5年前から誘因なく右母指に!匝JlRが出現

した.3日前から痔痛と腫脹が増強し，当科を受診

した.血液検査では白血球 108001μ1，CRP 3.6mgl 

dl，尿酸 7.6mg/dlであった.感染を疑い抗生剤の内

図 1 症例 l レントゲン画像
Pllnched Ollt lesionの周囲に overhanging
margll1がみられた(矢1:[1)

受四!日 2013/11/26 
千梨市立'j'fW病院鐙形外科 干260.0852 千梨県千葉市中央区'T'fWIIIT1273.2 
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図2 症例 1 術中所見伸筋艇の表面，

関節に結晶がみられた

図3 症例 1 病理検査尿酸結晶が密に

沈着し浸潤細胞浸1聞を伴っている

服薬を処方し経過観察し， 1週間後の採血にて白血

球 7600/μ1，CRP 0.4mg/cllと低下が見られたが尿酸

8.6mg/cllと上昇 しており ，終痛の原因として痛風発

作も疑われたが感染の可能性も考え手術を施行した.

既往歴 :脂肪肝，肝機能異常，脂質異常症，高尿

酸血症

画像所見 :レントゲン画像は特に異常所見はみら

れなかった(図 4).

手術所見 :右母指 MP関節包と中手骨骨頭検側の

関節包，靭帯付着部に結晶が付着 していた.持lo膿は

みられなかった(図 5). 関節包を残しできるだけ結

晶を切除 した.病理診断では痛風結節であった.

症例 3: 62歳，男性.

主訴:右示指の腫癌

現病歴 :15年前から右示指 MP関節背側に腫摘

が出現，徐々に増大し当科を紹介されて受診した.

図4 症例 2 レントゲン画像
特に異常所見はみられなかった

図 5 症例 2 術中所見 関節包，靭帯付着部

に結晶が付着していた

尿酸値は 9.5mg/cll. 痛風結節が疑われ，右示指の運

動制限もあり手術を行った.

既往歴:20年来の高尿酸血症

画像所見 :レントゲン画像では第 2中手骨骨頭部

に overhangingmarginを伴う puncheclout lesionを

認めた(図 6). 伸筋l陛周囲と MP関節内の結晶を

できるだけ切除した.伸筋j曜の実質内にも浸潤して

いた(図 7).術後に尿酸降下薬の投与を開始したが，

創部からの結品排出が続いたので，さらなる結品の

摘出を行った.再手術後には結晶は排出はされなく

なった

症例 4:64歳，男性.

主訴:左環指の弾擁

現病照 :3年前から左環指問i援指にて近1;&に通院

していたが，症状が軽快せず当科を紹介されて受診

した. ~.単機指が疑われ，観血的に l躍鞘切聞を行った .
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図 6 症例 3 レントゲン画像
punchecl out lesionの周囲に overhanging
日larglnがみられた(矢印)

図 7 症例3 術中所見 伸筋腿の周囲と関節
内に結晶がみられた

既往歴:高血圧，関節リウマチ，高尿酸血症

画像所見:レントゲン画像では特に異常所見はみ

られなかった(図 8).

手術所見 :Alpulleyと腿の表面と!陸内にも結晶が

認められ腿は一部変性と部分断裂がみられた(図

9). 可及的に結晶を切除した.病理診断では痛風結

節であった.

[考察]血清尿酸値が 7.0mg/dlを超えると高尿酸

血症と定義されている. 高尿!世血症の頻度は，成人

男性の 21.5%あるいは 26.2%であり増加傾向とする

報告が多い 1121 痛風結f!ijは，体内の過剰な尿般ナト

図8 症例4 レントゲン函像
特に異常所見はみられなかった

図9 症例4 術中所見腿表面とj腿内に結晶
がみられた

リウムが結晶化したもので 表面が黄白色の弾性硬

の腫癌である.腫蕩， リウマトイド結節などとの鑑

別を要する.Yuらは痛風発作の初回から未治療の

期間が 5年未満の場合には 30%，10年間では 50%，

20年間では 72%に痛風結節がみられた 31と述べて

いる. Gutmanらは痛風結節がみられなかった患者

の血清尿酸値は平均 9.16mg/dlであったが，結節が

多発する患者の血清尿酸値の平均は 11.4mg/dlであ

ったと示されている.また，血清尿酸値 11.0mg/dl

よりも高値である場合，約 70%に痛風結節がみられ

たと示されている ( 血清尿酸値がより高値であっ

たり，長1Y:lに波り高尿酸値症であると痛風結節が生
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じやすい.

痛風結節は温度が低く，血流が之しく， 力学的刺

激を受ける部位に生じやすく，耳介や母祉などに多

くみられる.手や手指に生じる痛風結節についても

いくつかの報告がみられる. Nishiokaらは，痛風患

者のうち 9.2%に痛風結節を認め，そのうち手指の

腿鞘と指関節に生じる痛風結節は 6.2%であったと

述べており 5) 巌らは，痛風患者のうち 2.5%で手部

の痛風結節がみられたと報告している 6) Holland 

らは，慢性結節性痛風患者では 30.5%に指腹部の痛

風結節がみられたと述べている 7)

痛風結節の X線写真の所見としては，症例 1，3 

のように，円形または楕円形の punchedoutの骨び

らんの辺縁が骨硬化し，庇状に増殖性に結節内に張

り出した像 (overhangingmaegin) を認めることが

ある.関節周囲の骨減少はあまりみられない.骨び

らんの周囲に骨硬化を伴わない慢性関節リウマチと

は異なる.MRl画像では， T1強調画像で low，τ'2
強調画像で low -highと様々であるが，ガド リニウ

ムで造影効果を有する 8)

病理検査では，エオジンに淡染する尿酸塩結晶が

密に沈着し，組織球， リンパ球などの炎症細胞浸潤

を伴っている.

外科的切除の適応として， Straubらは，運動機能

の改善や関節の安定性の維持，感染や痩孔のコン ト

ロール，痔痛の軽減，神経圧迫症状の改善，美容上

の改善，全身尿酸代謝の改善の6項目を述べている 9)

自験例では， 運動機能や関節の安定性の維持および

改善，感染や療孔のコントロール，終痛の軽減を目

的として手術した.

腫療や関節 リウマチなどとの鑑別が困難であった

報告があり 10) 自験例の症例 2では感染との鑑別が

困難で、あった.また痛風結晶がl躍に付着することに

より手根管症候群をきたした報告がある 9) 自験例

の症例 4では術前に悌接指をきたしていたが，討す前

には痛風結節によるものとは予想していなかった

術後の合併症として，感染，痛風発作，尿酸結晶

の排出などが述べられている 9) 症例 3では，初回

の手術時にできるかぎり結品を除去し，術後に尿酸

|後下薬を投与したが結晶が排出した.結晶が持|出し

創部が治癒しないため，二次感染の可能性を考慮し

て再度手術を行った.1腔内や靭帯付着部などにある

結晶を除去するかの判断は難しく ，全ての結品を除

1055 

去できないこともある.その際には術後に尿酸結晶

が排出される可能性がある.また術後に痛風発作が

生じる可能性として，傷害された細胞により体内の

尿酸値が上昇することや 手術による全身の変化と

痛風発作に関連があるこ とが述べられている 9) 術

後いつでも起こりうるが最も発作が多いのは術後

2日日である 9)

[まとめ]

手指に生じ手術を施行した 4例について経験した

ので報告した.運動機能の改善や関節の安定性の維

持，感染や痩孔のコントロール，終痛の軽減を目的

として手術を行った.痛風結節は鑑別診断のーっと

して考慮することが重要と思われる.

{文献]

1)冨団長佐子ほか.高尿酸血症は増加しているかつ;性

差を中心に.痛風と核酸代謝30:1-5， 2006. 
2) 藤森新ほか.わが国の高尿酸血症・痛風は培え続けて

いない.痛風と核酸代謝 30:13-19， 2006. 
3) Yu TF， et al. Principles of current management of prima・

ry gout. Am J Med Sci 254: 893-907， 1967. 

4) Gutman AB. The past four decades of progress in the 

knowledge of gout， with an assessment of the present 

statusん-thritisRheum 16: 431・445，1973 

5) Nishioka N， et al. Clinical features of 4，000 gouLy sub-

jects in ]apan. Adv Exp Med Bio1122A: 47-54，1980 

6) 巌琢也ほか痛風と手の症状について 臨床整形外科
4・330-340，1969. 

7) Holland NW， et al. Finger pa【1tophi in gout. ] Rheuma-

tol 23: 690-692， 1996 

8) 中島亜矢子.痛風の画像診断.日本臨床 66:618-619， 
2008. 

9) Straub LR， et al. The surgery of gout in the upper ex 

tremity. J Bone Joint Surg Am 43: 731・774，1961 

10)川尻真也ほか 高尿酸血症の持続により持続性の多発

関節炎を呈した慢性結節性痛風の一例.日本臨床免疫
学会会誌 31:190-194，2008. 
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痛風結節による手根管症候群および

手指運動障害の 1例
こ づきけんそう

古月顕宗

痛風結節による手根管症候群は稀な疾患で報告も少ない.著者は53歳の男性で 20年前より痛風の診断を

受け，治療を受けていない患者で，痛風結節により手根管症候群と指伸展障害を生じた l例を経験したので

治療経過等について検討報告する.

[緒言l
著者らは痛風結節による手根管症候群および手指

の運動障害が生じた 1例を経験したので治療経過に

ついて検討報告する.

{対象と方法]

症例:53歳男性，職業 :農業.

家族歴 :特記すべきことなし既往歴 :20年前

より 多発性関節痛があり，痛風との診断があったが

治療は受けていない.現病歴 :約 1年前より左手指

のしびれ，運動障害が生じたので当科受診 した.

初診時所見 :左手正中神経領域の しびれ，感覚鈍

麻，手関節部掌側の腫脹，母指球筋の萎縮，手根管

部にての Tinelsign，示指~小指指の自動他動何l展

障害を認めた(図1).以上所見から手根管症候群が

図 1 手関節掌仮IJの錘脹，母指球筋の萎縮，示指~
小指の{中展制限が見られる

限定できたので神経伝導速度検査は行わなかった.

その他には両足，両肘頭部に多数の腫癌が見られた

(図 2，3). 

図2 両足に大小多くの腫熔が見られる

‘h 

受理日 2014/02/03 
会津中央病院聖書形外科 1'965.8611 布1島県会津若松市総賀町 1.1

図 3 lJす頭部にも腫摘が見られる
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痛風結節による手根管症候群，手指運動障害

表 1 血液検査所見;

血沈か 1時間 50mm，尿酸が 10mg/dlと
上昇がみられた

血液検査所見:
Blood routine; normal 

C.R.P. (-) 
R.A. (・}
E.S.R. 50mm/1 h 

B.U.N. 18.0 

G.O.T. 41 
G.P.T. 38 
Uric acid! 10.0mg/dl 

図4 術中所見:
手関節部に巨大な痛風結節が見られる

血液検査所見では血沈が 1時間 50mmと冗進，

尿酸値が 10mg/dlと高かった(表 1). 

手術所見:手関節から手根管にかけて泥のような

痛風結節の沈着が見られた(図 4) またこれが全

部の示指~小指 FDS，中指~小指 FDP腿実質にも

沈着しており，腿全体が肥大した状態で正中村l経を

圧排，}躍の動きの妨げになっていた.可及的にこの

痛風結節を切除したが，中指~小指 FDS腿も同時

に切除せざるをえなかった(図 5).

[結果i
痛風結節の塗抹標本を偏光顕微鏡で、見ると無数の

針状の結晶が見られた.病理組織学的所見では無定

型の沈着物，尿酸頃が多数みられ，その周囲に異物

巨細胞，炎症性細胞の浸潤が見られた(図 6) 術

後 4か月を経過し，指の可動域は不完全ながら改善

1057 

図5 切除した FDS，と痛風結節

図6 病理学的所見;

(1)無定型な沈着物(尿酸塩)

(2) その周囲に巨細胞
(3) 炎症細胞の浸ìl~Jが見られる

図 7 術後4か月所見，
不完全ながら指の可動域の改善が見られた

がみられる(図 7). しびれは中指に多少残存して

いた.それ以後は患者移住により経過は不明であっ

た.
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1058 痛風結節による手根管症候群，手指運動障害

表 2 痛風による手根管症候群， 1993年

まで 31例の報告があった

痛風による手根管症候群の報告例:笠11塑
Ward (1958)・… ・………・… ・ー ..1 
Arlet (1958)………………………..1 
Grossmann (1961) ....・ H ・....… …・・ ・….1
Csetz (1966)………....・H ・....………7

Phalen (1966)……………………2 
O'Hara (1967)… …… ・・ … …....5 
F町imoto (1968ト……………………….4
Champion (1969)………….._.....ー…3

Pledger (1976)……・・ … ………・ .1 
Green (1977)…………………...・ H ・.1
藤沢 (1981)一一ー… ・・… ....2
田中 (1986)ー・H ・H ・-……………….1
Ogilvie (1988)………...・H ・-…・.......1 
Pai (1993)..... .....………... ..1 

4例に手指の運動障害が晃られた

[考 察]

巌 (1968)2)は痛風 838例中 79例になんらかの手

に関しての症状があり ，またその内 21例に痛風結

節が見られたと報告している. しかし手根管症候群

については述べていない.

痛風結節による手根官症候群症例は 1958年最初

にWard5)とArlet1)によって報告されている.それ以

後調査 しえたところでは 31例の報告があっ た.そ

のうち本邦では 3例の報告があるのみであった.ま

た手指の運動障害の報告が4例に見られた(表 2).

報告例が少ないことについて Pledger
4
)は慢性，結

節性痛風の症状は多様性であるため， 手根管症候群

の症状にあまり 注目 されていないとのべていた.

また本症は擢患歴の長い例で治療を受けていない

患者に多く見られている.

痛風による手板管症候群および手指運動障害の病

態については， 長期の高尿酸血症により，痛風結節

の形成のほか，I陸実質にも結晶が沈着 しており ，腿

全体が肥大した状態で正中神経を圧迫し発症，同時

に手指の運動陣害が生じたと考えられる.

しかし報告例中， 急J性に強い痛みを伴って発症 し

たのが2例あった.これら症例では痛風結節のほか，

著明な滑膜炎が見られている.

治療については Q'Hara3) らは症状がil密度の場合

Splint，薬物治療のみで症状の改善がえられた症例

があると報告している. しかし私たちの症例のよう

な場合は，外科的治療が必要である.

また術後，高尿酸血症に対する治療の継続も必要

である.

[まとめ]

痛風結節による手根官症候群および手指運動障害

が生じた 1例について治療経過を検討報告した.

[文献]

1) Arlet]， et al. Carpal tunnel syndrome causecl by com-

pl・essioncluring a severe tophaceous gOllt. Rev RhllI11 

Mal Osteoartic 11: 581・584，1958(F) 

2) 縦琢也ほか.痛風と手の疲状について. I臨型車外科 4:

330-340， 1969. 

3) O'Hara L]， et al. Carpal tllnnel synclrome ancl gOllt 

Arch lntern Mecl 120: 180-184. 1967 

4) Pledger S R， et al. Bilateral carpal tunnel syndrome sec 

onclary to gouty tenosynovitis: A case report. Clin 01' 

thop Retal R巴s118・188-189，1976

5) Ward L E， et al. Median neuritis (Carpal tunnel syn・

drome)caused by gout tophi.] Am Mecl Assoc 167: 844・

846， 1958 
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舟状骨偽関節による示指屈筋臆皮下断裂の 1例
まつやまよしひこ さと うてつや たじ まょ したか 主かがわてるひニ

松山嘉彦ぺ佐藤哲也ぺ多嶋佳孝*ぺ中川照彦材

舟状骨偽関節により， 示指深指屈筋j陛 (FDP)および浅指屈筋腿 (FDS) と中指 FDSが皮下断裂していた

稀な症例を経験した.症例は 71歳女性.既往に関節リウマチがあり，内科でステロイド内服中.数年前に

ベッドから転落し，右手関節痛が一時あったが自然軽快していた.特に誘因なく右示指屈曲が困難となり受

診.身体所見から屈筋腿の皮下断裂が考えられ， X線写真と 3D-Cfの画像所見と合わせて舟状骨偽関節によ

る示指 FDPおよび FDSと中指 FDSの皮下断裂と診断した. 手術として舟状骨の骨片摘出と遊離長掌筋!躍

による示指 FDPの橋渡し再建を行った.術後癒着を生じ，追加手術として剥離術を要したが，最終観察時

は痔痛等の症状なく示指の可動良好で、あった.

[緒 言]

手関節部における手指屈筋腔皮下断裂は比較的稀

な疾患である.舟状骨偽関節はその原因のひとつで、

あるが，諸家による報告はほとんどが長母指屈筋腿

断裂の症例 1)2)州 で，その他のものは稀である.今

回我々は舟状骨偽関節により，示指深指屈筋!躍(FDP)

および浅指屈筋腔 (FDS)と中指 FDSが皮下断裂 し

ていた症例を経験したため，これを報告する.

[対象と方法]

症例 :71歳，女性

既往歴:68歳時に多発関節痛でかかりつけ内科に

て関節リウマチと診断され，ステロイドを内服中.

現病歴 .数年前にベッドから転落した時に右手を

っき，右手関節痛がしばらくあったが自然軽快して

いた. 2011年 5月半ばから特に誘因なく右示指屈

曲が困難となり，様子を見ていたが症状改善しない

ため同年 7月に当科を受診された.

身体所見 :右示指 MP関節は自動屈曲可能であっ

たが，DIp. PIP関節は不能であった.右手関節は

痔痛等の自覚症状は乏しく 外見上も腫脹等の異常

所見もなかったが，伸展 50度・ 屈曲50度の可動域

制限を認めた.

検査所見 :血液検査では CRPが0.08mg/dl，白血

球数が5000/μlで活動性の炎症はないと考えられた.

また，かかりつけ内科からの情報では，69歳以降内

服にて症状はコントロールされており， CRP陰性で

経過しているとのことであった.

画像所見 :X線写真では全体的に骨萎縮はみられ

るが関節リウマチに特有の変化は認めず，舟状骨偽

関節と近位手根列の尺側偏位を認めた(図 1，2). 

cf再構成像で舟状骨近位骨片の薄片化(図 3) と，

3D-Cfで手関節部での示指 FDp.FDSと中指 FDS

の断裂を認めた(図 4).

図 1 やf，jMX線写真正面像 図 2 術前 X線写真

側面像

受Il日日 2014/01/13 
*三島社会保険病院 〒411-0801 静岡県三島市谷田字藤久保 2276
本*同愛記念病院

付*鐙形メディ カルプラザ
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1060 舟状骨偽関節による示指屈筋j腿皮下断裂の l例

図 3 cr再構成像 図4 3D-cr 

手術 :舟状骨偽関節による屈筋腿皮下断裂と診断

し手術を計画 した.示指 FDPを遊離長掌筋腫にて

橋渡し再建する予定とした.

術中所見:手根管底部で関節包が横方向に断裂し

ており，手関節を伸展すると舟状骨の近位骨片が突

出するのを確認できた.示指 FDP'FDSと中指 FDS

が断裂しており， FPLの損傷はなかったが，中指 FDP

に軽度の摩耗を認めた.断裂部において滑膜炎の所

見は乏しく，骨片により腔が摩耗して生じた断裂と

考えられた.舟状骨近位骨片を摘出し，関節包を修

復した.示指 FDPは筋短縮性拘縮を認めたが，牽

引により十分な伸縮幅を確認できたため，遊離長掌

筋l躍を用いて橋渡し再建を行った.

後療法 :術直後から手関節 -手指屈曲位でシーネ

固定してKlein巴rt変?去を行った. 3週目から自動運

動を開始し，夜間のみシーネ固定を 6週まで継続し

た.

[結果]

結果 :手関節部で!躍の癒着が生じ，術後 3ヵ月時

点で、示指の自動運動は術前よりも不良であった.ま

た術後から手関節可勤時痛が生じ，終痛のため可動

域は件l展 20度 ・屈曲 20度と制限がみられ，最大可

動域での掌側部痛が持続していた.癒着による症状

と判断し，剥jii1f.術を計画した.

手術(癒着剥離):初回術後 3ヵ月で再手術を行

った.示指 FDPは手関節部で癒痕により周囲と癒

図 5 最終観察時X線 図 6 最終観察11寺

写真正面像 X線写真側
面{象

着していた.まず正中神経を同定した.正中神経は

癒痕による絞拒を認め，神経剥離を行った.次に神

経を保護し， 1挫を損傷しないように注意を払いつつ，

示指の可動が良好となるまで十分に癒着剥離を行っ

た. 1腿移植部分の弛みや損傷は認めなかった.術直

後から制限を設けず手指 ・子関節の運動を行った.

結果(癒着剥雌後):術後手関節痛は消失した.

術後 11ヵ月目における最終観察時，手関節の症状は

なかったが，伸展 30度・屈曲 50度で伸展の可動域

低下が残り， X線写真にて有頭骨の沈下と月状骨の

尺側偏移の増強を認めた(図 5，6).示指可動域は

MP関節伸展司15度/屈曲 90度， PIP関節伸展-10度/

屈曲 90度， DIP関節伸展 -20度/屈曲 60度であり，

%T品 4は75で指屈筋)健機能評価は Goodであった

[考察]

関節リウマチによるものを除くと，手関節部での

屈筋腔皮下断裂は何らかの骨性要素が原因となって

いる.その原因としては舟状骨偽関節や有鈎骨鈎骨

折，豆状三角骨関節症，キーンベック病などが挙げ

られる.諸家による舟状骨偽関節での屈筋腿皮下断

裂の報告はほとんどが長母指屈筋l陛断裂の症例であ

る 1)2)山) 小林らは zonervにおける屈筋腿皮下断裂

の検討において，続側の病変では槙側の屈筋!陛断裂

が多く，尺側の病変では尺側の囲筋l躍断裂が多く，

その中間となる月状骨病変では梼側・尺側両方の屈

筋l世断裂が生じていたと報告している 2) 本誌例で
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舟状骨偽関節による示指屈筋腿皮下断裂の l例

図 7 屈筋腿の走行部位

図8 本症例での損傷機序

は近位手根列が尺側偏移していたため，舟状骨偽関

節昔日が月状骨病変のように作用し，示指 FDP'FDS 

と中指 FDS損傷をきたしたと推測された(図 7，8). 

屈筋腫皮下断裂の画像診断としては超音波エコー

や MRl， 3D-CTなどが用いられるが，今回 3D-CT

は屈筋腿の描出が良好で断裂部の診断に有用であっ

た.

治療は舟状骨偽関節の処置と断裂l躍の修復が必要

であった.舟状骨偽関節について，本症例では初回

手術前に手関節の症状はなかったため，近位骨片の

摘出のみを行った.症状を有する例に対しては舟状

骨偽関節による変形性手関節症 (sc叩hoidnonunion 

advanced collapse : SNAC)の stageに応じた治療を

検討する必要があるが，同時に!曜の修復も必要なた

め，侵襲の少ない方法が望ましいと考えられる.本

1_Ii'例では術後に手関節痛が出現し，再手術で神経剥

Iljftを行って症状は軽快したが，舟状骨骨片摘出によ

りSNACが有症状化し，手関節痛を生じた可能性も

考えられた.再手術後も手関節痛が遺残 し，保存治

療を行っ ても症状が続く場合，SNACの stageに応

1061 

じて近位手根列切除や fourcorner fusionなどを検

討する必要があると考えられた.

断裂腔の修復については，皮下断裂では腔の摩耗

と欠損があるため，単純な縫合は困難である.腿移

植や腿移行，腿固定，関節固定など治療法として考

えられる.本症例では遊離長掌筋j駐を用いて示指

FDPの橋渡し再建を行い，最終観察時の可動域は良

好であった.山崎らは手関節部の屈筋腔皮下断裂に

対する遊離腿移植術について，年齢や受傷から再建

までの期間は成績と相関せず，母指以外の指におい

ては優 1指・良 10指 ・可 2指と比較的良好な成績

であったと報告している 5) 腔移植では他の指の機

能を犠牲にしない利点があるが， )陛断裂や癒着の危

険性が考えられる.本症例では，術後Kleinert変i去

を併用してリハビリを行ったが癒着を生 じ， )躍剥離

術が必要で、あった.Kleinert変法は屈筋腔を他動的

に滑動し癒着防止を図るが， )陛滑動域は自動運動に

比べ小さく ，装具の務引力や率引方法などを適切に

設定できなければ効果不卜分となりうる.癒着防止

のために，強固な縫合法を選択し，早期自動運動を

行うことが必要だと考えられた.

[まとめ1
1.舟状骨偽関節による示指 FDPおよび FDSと

中指 FDSが皮下断裂した稀な症例を報告した.

2.長掌筋j陸を用いた遊)ii1U挫移植を行い，癒着剥

離を要したが，最終観察時の経過は良好であった.

[文献]

1) 川島秀ーほか.手根骨偽関節による屈筋腿皮下断裂の

治療経験. B手会話;24: 690-694， 2008. 

2) 小林博ーほか Zone rvにおける屈筋腿皮下断裂の検

討.日手会誌 19:135・138，2002.
3) 山崎宏ほか.手根管部での骨 ・関節病変による屈筋

腿皮下断裂.日手会誌 22:537・540，2005
4) 古江幸博ほか.舟状骨偽関節による長母指問筋l股皮下

断裂の 1症例.整形外科と災害外科 56:533-535， 2007. 

5) 山崎宏ほか.手関節部での屈筋腿皮下断裂に対する
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トリアムシノロンアセトニド注射後にきたした
中指伸筋臆断裂の 1例
ちえ よんみ

察栄美

48歳男性，右中指 MP関節背側の痛みに対し， トリアムシノロンアセトニド 20mgによる注射を 2回受

けた直後より ，中指 MP関節の伸展制限が生じた. Zone 5での伸筋腔断裂と診断し腿縫合を行ったが術後 6

週間目に再断裂を生じたため，示指固有伸筋腿を用いて腿移行を行った. 卜リアムシノロンアセトニドによ

る腿断裂の報告はこれまでにも散見されるが 本症例で断裂した伸筋l躍は屈筋腿よりはるかに高Tく，注射に

よる断裂の危険性が高かった.さらに雌の脆弱化により変性断裂したと考えると 股縫合でなく腿移行によ

る治療が有用であった.

[緒言]

l腔鞘炎に対する卜リアムシノ ロンアセトニド(商品

名:ケナコル トA50mg/5ml)注射は，長期間の作

用効果があり，患者の満足度も高い治療のーっとな

っている. 今回，この注射により伸筋腿断裂を生じ

た症例を経験したので報告する.

[対象と方法]

症例 :48歳男性

主訴 :右中指 MP関節伸展制限

既往歴:特記すべきことなし

現病歴:右手こぶしで棒を何度か叩くトレーニン

グを自己鍛錬のために行った後，右中指 MP関節

背側の痛みが生じたため近医整形外科を受診した.

痛みの部位である中指 MP関節背側焼側にトリア

ムシノ ロンアセトニド 20mgを局所注射した後，症

状は軽快したが， 2か月後，右中指を使用してスマ

ートフォンでゲームをした後から阿部位の痛みが再

発したため， 再度， 近医整形外科を受診した.トリ

アムシノ ロンアセトニド 20mgを同じ部位に局所注

射した 2日後，起床時より右中指 MP関節の伸展

が不能となったため当院紹介となった.

初診時現症:右中指 MP関節は伸展-30。 屈曲制

限はない.IP関節の可動域は屈曲伸展ともに制限

なく左右差もなかった.右第 3中手骨iil'il4lS位に伸筋

!陛の連続性を触れず陥凹していた(図 1). 

画像所見:3D-CT検査では第 3中手骨頭より近位

(Zone 5)で件l筋j陛の連続性が途絶えていた(図 2).

以上より伸筋腿断裂と診断し， I陛断裂より 49日

目に手術を施行した.

手術所見 :全身麻酔下，右中指 MP関節背側に

椀側凸の弧状切聞を加え 併l筋l腿断裂部を展開し

た.{I申筋腿遠位断端は矢状索遠位部で断裂し，その

3cm近位に近位断端が存在した.両断端ともに横

断裂で短縮がなく，肉眼で、は!陛表層の変'性は軽度で

白斑などの変化はなかった(図 3).I躍断端の短縮が

ないため，両断端を新鮮化し intratendinoussuture 

(double loop suture)を2か所施行し，さらに結節縫

合を用いて端々縫合を行った.

図 1 MP関節は伸展制限があり中手骨頭部

イ立に|焔凹を主宮める

受理日 20日/12/14
市立池田病院鐙形外科 干563-8510 大阪府池田市城南 3-1-18
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図 2 3D-Cfでも第3中手骨頭より近位で伸筋
l陛の連続が途絶えている

術後経過 :手関節軽度伸展位かつ MP関節 0。で

3週間シャーレ固定した後，さらに 3週間，夜間の

みシャ ーレ固定を行ったが，術後 6週目に再断裂を

認めたため，再手術を行った.

手術所見 :断裂部位は縫合部位であり，両断端の

腿は肥厚し変性していた.遠位断端の変性部位を肉

眼的に正常!躍と判断した矢状索入口部遠位 5mmの

部位まで切除 し， 固有示指伸筋腿を利用 し5-0丸ナ

イロン糸で 2か所の interlacingsutureを用いた腿

移行術を行った.

術後経過;手関節軽度伸展位かつ MP関節 O。で3

週間ギプス固定した後，夜間シャーレ固定を 5週間

行い自動伸展を許可した.

{結果]

術後 9か月の現在，中指 MP関節伸展 0
0

(図 4)，

屈曲制限および終痛なく職場に復帰 している.受傷

以降，棒を叩くトレーニングPは行っておらず， 日常

生活にも支障がない状態となっている.

[考察]

トリアム シノ ロンアセトニドによる腿鞘内注射

は，良好な結果を獲得できる保存治療のーっとして

確立されている.しかし この薬剤による注射治療

が増えるにつれ，皮膚の萎縮や色素脱失，J躍断裂と

いった合併症の報告も増えている 1) 特に，トリアム

シノ ロンアセ トニド注射を使用した屈筋腿および伸

筋腿断裂の報告が増加傾向にある.Fitzgeraldら2)

は中指のばね指に対し 20mgの 卜リ アムシノロンア

セトニドを 3か月間に 2回使用したところ，半年後

図3 両断端ともに横断裂で短縮がなく ，肉眼
で、l陛表j窃の~'性はjl窪度で白斑などはない

図 4 最終観察時伸展 00

に深指屈筋!健および浅指屈筋腿の断裂を認めた.同

様に小指ばね指に対 し20mgのトリ アムシノ ロンア

セトニ ドを住浦ら 3)は10か月間に 5回， Yamadaら4)

は14か月間に7回使用したところ，前者で6か月後，

後者で 2か月後にi5li指屈筋腫が断裂した.その他に

もcleQuervain病の治療に対し 40mgの トリ アムシ

ノロ ンアセトニドを3か月間に6回使用したとこ ろ，

長母指伸筋l躍を含む 10本の伸筋腿の断裂をきたし

たという報告もある 5) いずれもトリアムシノロンア

セトニドの 1回量が 20mgを超す症例でのみ腔断裂

が生じているが，中には， トリアム シノ ロンアセト

ニド 4mgを手関節税側に 1回注射 したとこ ろ，長

母指{Efl筋l躍が断裂したという報告もある G) 著者ら

の症例では，中指 MP関節背側にト リアムシノロン

アセ卜ニド 20mgを2か月の聞に 2回行ったが， 2 

回目の注射の直後に伸筋l世が断裂 した. 上記の屈rJn
l陸断裂に比較するとより少ない注射回数であった

が，屈筋J陛に比較すると伸筋腫はj陛自体の厚みが薄

いため断裂したと思われる.
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治療法に関しては， Fitzgeraldら2)は断裂した深指

屈筋l躍を末節骨付着部の近位 2cmで切除し，その

部位と手関節の聞に siliconrodを留置 した.深指屈

筋!躍の二期的再建を予定したが，示指と環指の内転

作用により中指の他動屈曲ができていることから，

患者は日常生活に支障をきたしておらず再建を望ま

なかった.住浦ら 3)やYamadaら，1)は深指屈筋l躍断

裂に対して長掌筋l監を用いた腿移植を行ったが，

Yamadaら4)は 14週自に再断裂をきたしたため，再

度，長掌筋l躍を用いて腔移植を行った.Tarasら7)は，

ばね指に対し使用したステロイドの詳細は不明で、あ

るが，注射後に長母指屈筋腿断裂が生じ，これに対

し一次縫合 したものの 18迦間後に再断裂をきたし，

深指屈筋腿の移行を行ったと報告している.本症例

でも断端の肉眼的変性が乏しく gapもなかったた

め腿縫合を行ったが， 6週間後再断裂を生じた.そ

のため固有示指伸筋l躍を用いた腔移行を行い，良好

な結果となった.

Wongら8)はトリアムシノロンアセトニドが細胞活

性を抑制しコラーゲン生成を低下させる結果， 1.腔の

構造を脆弱化し)躍断裂をおこすと報告している.本

症例では，腔断裂周囲にトリアムシノロンアセ卜ニ

ド注射による白色沈殿物の沈着などの所見もなく，

トリアムシノロンアセトニド注射によって断裂した

とは断定できないが，一辿の経過よりその可能性が

高く， I陸断裂の変性が進行している可能性があった

と考えられる したがって，本症例では，腔縫合は

適しておらず， I陸移植を行うか腿移行を選択するべ

きであったが，正常腔組織がどの範囲からかは肉眼

的には正確に判断できないため，遠位断端を基節骨

にanchoringするという方法も考えられた.

また，術後の固定法についてであるが，本症例で

は腿縫合時に 3週間のシャーレ固定を行ったが，患

者による着脱が可能であったため，厳密には固定で

きていなかった可能性が高く， I陸移行後はギプス固

定を行った.よって?初回より ギプス固定を行うか，

あるいは dynamic装具の必要性を十分説明し使用

するべきであった.

本症例では，前医によって痛みの部位である中指

MP関節背側焼側に卜リアムシノロ ンアセ卜ニド注

射が施行されているが，こぶしで棒を何度か日IH】た

エピソードより，終痛のI51因として栴背!世l肢の断裂

が生じた可能性が高いと推測される 注射により-

EI，炎症は改善 したものの，その後の中指の頻回な

スワイプ動作により同部位に炎症が再燃したのでは

ないか.以上より初期治療としては MP関節の固定

あるいは指背腿膜の修復などの治療が望ま しく， )健

断裂の リスクを伴ってまで トリ アムシノ ロンアセト

ニド注射を施行すべきではなかったのではないか.

卜リアムシノロンアセトニドは，ばね指や deQuer-

vain病など，適正に使用すれば患者の満足度も高い

良い治療の一つではあるが，本症例のように安易に

トリアムシノロンアセトニド注射を使用することに

よって，患者の不利益に繋がることが生じないこと

を望む.

[まとめ]

卜リアムシノロンアセトニド在射後にきたした中

指伸筋腫断裂に対し治療を行った.

!陸断端が 卜リ アムシノ ロンアセ トニ ドによる腿の

変性によって断裂した可能性を考慮すると，)世縫合

ではなく，腿移植やl腿移行，あるいは!世間定がより

望ま しい治療法であると思われた.
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プログラム

07:30 '" 08:30 

一般演題:発表 6分.討論 3分(症例報告:発表4分・討論2分)

症例検討:発表・討論 20分 (敬称略)

世話人会

会長 園畑素樹開会の挨拶 08:55 '" 09:00 

一般演題 1 09:00 '" 09:42 

~康長:佐賀社会保険病院整形外科 石井英樹~

1 .榛骨遠位端骨折に対し ACULOCを用いた 5症例の抜釘時所見の検討

地方独立行政法人佐賀県立病院好生館整形外科 イ弗坂 俊輔

2.模骨遠位端骨折後変形治癒部に発生した骨腫需により屈筋膿障害を来した 1例

公立玉名中央病院整形外科 安岡寛理

3.模骨遠位端骨折に伴うR骨茎状突起骨折に対して Acutrakmicro 

及びAcutwistを用いて手術を行った症例の術後成績について検討

渡辺整形外科病院 樋口誠二

4.尺骨遠位端が模骨遠位端骨折術後成績に及ぼす影響の検討

医療法人友和会 鶴田整形外科 峯博子

5.高齢者の接骨遠位骨折に合併した尺骨遠位骨折の治療

那覇市立病院整形外科 岳原 五
口

一般演題2 09:42'" 10:21 

~座長:聖マリア病院整形外科 域井健介~

6.手指屈筋躍皮下断裂に対する bridgegraftの治療成績

愛野記念病院整形外科 宮崎洋一

7.尺側手根伸筋腿脱臼に対する長掌筋躍を用いた膿制動術の治療成績

産業医科大学整形外科 善家雄吉

8.外傷後手指 PIP関節伸展拘縮に対して創外固定を併用し

lateral band releaseを行った 1例

久留米大学整形外科 仲摩憲次郎

9.指尖爪部切断に対する grafton flap法の経験

溝口整形外科病院 小川光
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10. 尺骨骨幹部感染性偽関節骨欠損に対し Masquelet法を施行した 1例

熊本整形外科病院整形外科 倉明彦

10:21 '" 1 0:31 休 憩

一般演題3 10:31"'11:20 

~座長:貞松病院整形外科 角光宏~

11. 当院における舟状骨偽関節の治療について

南川整形外科病院手の外科・外傷センター 宮本洋

12. キーンベック病に対する犠骨遠位棋状骨切り術の経験

福岡大学医学部整形外科 松永渉

13. 月状骨脱臼の 1例

福岡徳洲会病院整形外科 度目高志

14. SNAC wristに対する模骨標側閉じ骨切り術の経験

熊本整形外科病院 田嶋光

15. 月状骨周囲脱臼 GreenO'Brien type 4に対する術式の検討

聖マリア病院整形外科 吉田史郎

一般演題4 11:20'" 12:00 

~座長:大分循環器病院 内田和宏~

16.尺側 CM関節損傷の治療経験

県病院企業団対馬いづはら病院整形外科 小島安弘

17.看護業務中に受傷し遠位模尺関節不安定症を呈した 2症例

大分循環器病院整形外科 内田和宏

18.局所静脈麻酔時の薬剤投与量の決定法について

南川整形外科病院 形成外科・手の外科 杉尾勇太

19. 認知症に合併した標骨遠位端骨折~術後再転位の 2例~

貞松病院整形外科 角光宏

20. Polyaxial Locking PlateとMonoaxialLocking Plateによる

AO分類 C型携骨遠位端関節内骨折に対する治療成績

佐賀社会保険病院笠形外科 石井英樹

12:00'" 12:10 休 憩
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特別講演 12:10rv 13:10 
~座長:佐賀大学整形外科 圏畑素樹~

f穣骨遠位端骨折掌側ロッキングプレートの開発と臨床応用
ーより強固な骨片回定と合併症低減に向けて』

平塚共済病院整形外科・手外科センター長 坂野裕昭先生

13:10 ~ 13:30 

一般演題5 13:30 ~ 13:51 

総 .0. 
:c; 

~康長:沖縄赤十字病院整形外科 森山朝裕~

21. 手指・手関節に生じた慢性非特異性単関節炎の検討

福岡山王病院整形外科

22. R骨近位に発生した結核性骨髄炎の 2lJIJ 
那覇市立病院整形外科

23. 手関節掌屈制隈をきたした限局性強皮症の一例

岩本良太

鈴木浩介

産業医科大学整形外科 目島貴文

一般演題6 13:51 ~ 14:30 

~座長:愛野記念病院整形外科 宮崎洋一~

24. 当院における穣骨神経麻簿に対する膿移行の術後成績について

熊本機能病院整形外科 楊井哲

25. 手根管症候群手術における正中神経 palmarcutaneous branch (皮草枝)について

麻生整形外科クリニック 麻生邦一

26. 注射針による内側前腕皮神経損傷の一例

高見整形外科クリニック 高見博昭

27. 重度手根管症候群に対する環指浅指屈筋躍を用いた母指対立再建術の経験

九州大学整形外科 岡田貴充

一般演題7 14:30 ~ 15:09 

~座長:産業医科大学整形外科 目貫邦隆~

28. 上腕筋単独断裂の 1症例

宮崎大学医学部整形外科 大田智美

29.肘内障の整復法の成功率の比較

朝倉医師会病院整形外科 大嶋直人

-224-
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30.上腕骨外上頼炎に対する手術療法 (Nirschl変法)の術後成績

福岡山王病院整形外科 岩本良太

31.外傷性肘関節脱臼および肘関節脱臼骨折の治療成績

北九州総合病院整形外科 岡田祥明

32.小児の肘関節脱臼を伴った上腕骨外側頼骨折の一例

聖マリア病院 溝上健次

15:09 -15:20 休 憩

症例検討 15:20 -16:00 

討論者:かとう整形外科光の森

討論者:溝口外科整形外科病院整形外科

討論者:佐賀社会保険病院整形外科

~座長:福岡大学整形外科 石河利之~

加藤悌ニ

小川 光

角田 憲治

33. ステロイド関節注射に抵抗性の石灰沈着性手関節炎

江南病院整形外科 原田香苗

34.変形性手関節症の 1例

琉球大学整形外科 堀切健士

一般演題8 16:00 -16:30 

~座長:佐藤整形外科 佐藤 直人~

35.手指屈筋鍵鞘に発生した骨軟骨腫の一例

域内病院整形外科 衣川和良

36.標骨近傍に発生した傍骨性指肪腫

琉球大学整形外科 金城忠克

37. 中手骨に発生した軟骨肉腫の一例

宮崎大学医学部整形外科 矢野活明

38. 当科における手指骨に発生した内軟骨腫に対する治療経験

宮崎大学整形外科 中村志保子

16:30 -16:40 休 憩

一般演題9 16:40 -17:13 

~座長:宮崎大学整形外科 矢野活明~

39. トリアムシノロン腿鞘内注射後に著名な指腫脹をきたした 1例

福岡徳洲会病院整形外科 尾上英俊

F
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40. Heberden結節に対する指人工関節置換術の小経験

櫛田学整形外科クリニツク

41. 当院の手外科領域における軟部腫嬉および類似疾患の治療経験

かとう整形外科光の森

42. glomus腫需の検討

麻生整形外科クリニック

一般演題10 17:13'" 17:43 

~座長:鹿児島赤十字病院整形外科 有島善也~

43.血液透析合併手根管症候群の再発例に対する鏡視下手根管開放術

飯田病院

44. 平山病に長母指伸筋麻簿を合併した 1例

溝口外科整形外科病院整形外科

45. 短小指屈筋の筋膿性アーチによる尺骨神経管症候群の一例

産業医科大学病院整形外科

46.檀縮のボツリヌス治療に対する手外科医の役割

明野中央病院整形外科

閉会の挨拶 17:43'" 17:48 会長 園畑素樹

-226一

櫛田学

加藤悌二

麻生邦一

飯田博幸

村田大

古川佳世子

中村英次郎
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第 34回九州手外科研究会

期:平成 25年 2月2日 (土)

場:マリト ピア

長:園畑 素樹(佐賀大学医学部整形外科)

ム
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構骨遠位端骨折後変形治癒部に発生した骨腫霧

により屈筋腫障害を来した 1例

公立玉名中央病院整形外科 O安岡 寛 理

中野哲雄

越智 龍 弥

村上 直 也

稲葉大輔

中原 潤之輔

矢 漂 克 典

[はじめに115年前に受傷した槙骨遠位端骨折後

の変形治癒部に発生した骨!問事との摩擦により，手

指深指屈筋!腔周囲に著明な滑膜炎を来し手術を行っ

た一例を経験したので報告する.

[症例163歳男性，高所より転落し受傷した椀骨

遠位端関節内骨折に対する加療目的で当科紹介とな

った.画像上，椀骨遠位端関節而は背側を中心に陥

没していた. 15年前受傷の骨折後の遺残変形によ

り検骨遠位掌尺側に骨赫の突出を認めたが，掌側に

は今回受傷による骨傷は画像上認めなかった.手術

は背側から関節面を直視下に整復し骨移植を併用し

てプレート固定を行った.イ中筋!陛とプレートとの摩

擦による症状を背側に認めたため， 4か月後に抜釘

した.抜釘 1か月後より手関節掌側にわずかな痛み

を訴え始めた.抜釘 2.5か月後，手関節掌側にわず

かな腫れが出現し，屈筋腿周囲に指の屈伸に伴い聴

診器で雑音を聴取するようになった.抜釘 6か月後

には手関節掌側の腫脹，屈筋鍵周囲の雑音聴取共に

明|僚となった.エコー検査上，掌側に突出した骨赫

部において指の屈伸に伴う屈筋!曜の走行の変化を篠

認 した.脅刺i部での屈筋艇の摩擦 ・滑走障害の診断

で骨赫切除術を行った.術中骨wJl(は方形囲内筋を下

から大きく持ち上げていたが，穿破は していなかっ

た.深指!司筋)世間IllIには著明な消!肢の増生を認めた

が，J出実質は正常であった.切除した骨刺!の病理検

査の結果は，線維軟骨帽に覆われた Ost巴ochondro-

2. 
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榛骨遠位端骨折に対し ACULOCを用いた 5

症例の抜釘時所見の検討

地方独立行政法人佐賀県立病院好生館整形外科

O{~弗 坂俊輔

前 隆男

佐々木宏介

川口 謙 一

竹内直英

野口 康 男

[はじめに]境骨遠位端骨折に対して方形囲内筋

を温存しプレート遠位部をフラップで被覆可能で、あ

った ACULOCによる固定術後の抜釘時所見につい

て検討した.

[対象と方法l2011年-2012年に ACULOCによ

る固定後，約 6ヶ月後に抜釘した連続する 5例につ

いて調査した.調査項目は骨接合術時方形囲内筋に

よるプレート遠位端の被覆程度，抜釘H寺期，抜釘前

自覚症状の有無，屈筋鍵損傷の有無，抜釘時プレー

トの方形回内筋 ・軟部組織による被覆状態とした.

[結果]対象症例は，骨接合時に，遠位のフラッ

プを幅 7-10mm程度で作成する事により，全例で

プレート遠位部の掌側隆起部の被覆ができていた.

抜釘時期は平均術後6ヶ月 2週 (5ヶ月 2週-7ヶ月)，

全例とも母指屈曲 ・伸展障害や術前の熔痛，際音な

どのl腿損傷を示l唆する自覚症状は認めず，抜釘時に

長母指屈筋l陛を含めてl健損傷を示唆する所見は皆無

であった.

[考察1ACU LOCなど遠位設置型プレートでは

長母指屈筋腿損傷の合併症報告が散見されるが，骨

折部遠位にフラップを起こし，遠位部からプレート

を方形囲内筋下に滑り込ませる方形囲内筋洞存によ

る骨後合後に，フラップによりプレート遠位部の被

磁を行う事で腿損傷の リスクを低くできる可能性が

ある

1. 
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maであった.

{考察]Osteochondromaは一般的には成長期にあ

る10代までに発症し，骨の成長の終了と共にその発

育も停止する.本例は骨折後の変形治癒で生じた骨

突出部に，屈筋l躍の滑走により長期間継続した摩擦

が加わることで発生した exostosisと思われる.阿

部を今回再骨折したことで骨修復機転が働き，軟骨

帽が刺激され exostosisが急成長 したのではないか

と推測した.

[まとめ]腿の滑走障害の診断に聴診器での雑音

の聴取， エコーでの動態検査が有用であった 骨赫

と思われたものは osteochonclromaであった.

3. 榛骨遠位端骨折に伴う尺骨茎状突起骨折に対し

てAcutrakmicro及びAcutwistを用いて手術

を行った症例の術後成績について検討

渡辺整形外科病院 O樋口 誠 二

渡辺整形外科病院整形外科 牧 信哉

目的;棟骨速位端骨折に伴う尺骨茎状突起骨折に

対してAcutrakmicro及びAculwistを用いて手術を

行った症例の術後成績について検討したので報告し

たい.

症例及び方法;2015から 2012.7までに手術を行

った棋骨速位端骨折のうち 尺骨茎状突起骨折に対

して microAcutrak及びAculwistを用いて骨接合術

を行った 6例を対象とした.年齢 32-82歳， 男3例

女 3例であった.これらの症例で骨癒合， Dash評

価について検討した.

結果;骨癒合は 6例中 3例で得られた.骨癒合が

得られなかった 3齢は 69歳以上の症例であった.

骨癒合の得られた症例と得られなかった症例でのは

っきり したDash評価の差はなかった.

考察及びまとめ;Acutrak micro， Acutwistは高齢

者の尺骨茎状突起骨折の|孟|定材料としては迎しない

と考えるが， 高齢者の槙骨遠位端骨折に伴う尺骨茎

状突起骨折は明らかな遠位椀尺関節脱臼がない限り

固定する必要はないと考えた.

4. 尺骨遠位端が榛骨遠位端骨折術後成績に及ぼす

影響の検討

医療法人友和会鶴田整形外科 O峯 博子

鶴田敏幸

当院における梼骨遠位端骨折術後の治療成績を調

査し，尺骨遠位端との関連について検討した.

対象は槙骨遠位端骨折に対し掌側ロッキングプレ

ー卜にて骨接合術を施行し，追跡調査可能であった

65例 65手 [男性 13例 13手，女性 52例 52手，受傷

時年齢平均 62.9歳，術後経過観察期間平均 21.8か

月]である.47手 (72.3%)に尺骨茎状突起骨折の合

併を認めたが，全例無処置と した.後療法は，全例

に対して上腕より MP関節近位までギプスシーネ

固定とし，術後 2週より前腕ギプス，術後 3週より

サポーター装着とし，サポーターは約 3か月間の固

定を勧めた.

斎藤の評価基準による最終成績は Excellent: 54 

手.Good : 10手， Fair: 1手で， Good及び Fair症例

の主な減点項目は自覚的評価であった.尺骨茎状突

起骨折の癒合率は 44.7%で，癒合の有無と最終成績

には明らかな関連は認めなかった.ス トレス撮影の

結果， 4手 (6.2%)にDRUJの不安定性が認められた

が2 全例成績は Excellentで¥手関節尺側部痛の訴

えはなかった. 4手とも尺骨茎状突起骨折非癒合例

であり，中村らの分類における base型であることが

特徴的であった.

諸家の先行研究において 擁骨遠位端骨折後の尺

側部構は Base型の偽関節例に生じやすいとの報告

や，尺側部痛と尺骨の骨癒合の有無に関連性はない

など，さまざまな報告が散見される.今回の結果で

は，骨折型や尺骨の骨癒合の有無と治療成績には明

らかな関連はなく，全例尺側部痛は認めなかった.

一方，棋骨にロッキングプレート を用い，尺骨を無

処置とした場合，術後外固定がない症例に尺側部の

桁みが出やすいとの報告もある.我々の症例に尺側

部痛が生じなかったのは 術後の後療法と してのギ

プスシーネ固定やサポーター装着が影響したのでは

ないかと考える 今回 DRUJの不安定性が認められ

た4手に関しては，平均経過観察期間が 12.9か月

であり，今後痛みが生じる可能性もあるため，長期

的な経過観察が必要と，思われる.

228 -



5. 高齢者の僕骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位骨

折の治療

那覇市立病院整形外科 O岳原吾

大域

外間

金谷琉球大学整形外科 文則

槙骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位骨折 13例の

うち，榛骨の掌側ロッキングプレート固定に加えて

尺骨の手術を行った 6例 (A群)と，行わなかった 7

例 (B群)について調査 した.全例女性で，平均年齢

はA併 76歳 (73-80歳)， B群 71歳 (63-84歳)，

Biyani分類は A群で type1 (1例)， 2 (2例)， 3 (2 

例)， 4 (1例)， B 群で 1 (2Ø~ ) ， 2(2 例)， 3 (2例)，

4 (1例)であった.尺骨手術法は K鋼線固定 4例，

プレート固定 2例であった.両群とも 3-5週間の

外固定を行った.K銅線固定の 3例で皮脂刺激症状

のため抜釘術が行われていた.平均経過観察期間は

A群36ヵ月 (15-70ヵ月)， B群35ヵ月 (15-60ヵ月)

であり，両群とも全例尺骨骨幹端部の骨癒合は得ら

れていた.ulnar variance (UV)の平均は A群で術直

後一1.7m111が最終 2.2m111に，B 群で術直後 -2.2111111

が最終-1.3mmとなった. UVの平均変化量はA群

でー0.5m111，B群で+0.9111111であったが，両群聞に

有意差を認めなかった.術後平均可動域 (0)は手

関節(伸展/屈曲)がA群 (58/55)，B群 (59/54)， 

前腕(回外/囲内)がA群 (90/80)，B群 (90/83)

であり，手関節および前腕の可動域においても両群

聞に有意差を認めなかった.QUICK-DASH (臼手会

11項目)の平均は， A群で 4.55，B群で 2.27であり

両鮮聞に有意差なく， VAS (遠位尺側部痛)は両群

ともゼロであった.

高齢女性の場合，検骨遠位端骨折をロッキングプ

レートで固定すれば，合併した尺骨遠位骨折は保存

療法でも満足できる結果であった.

6. 手指屈筋腫皮下断裂に対する bridgegra貨の治

療成績

愛野記念病院整形外科 O宮崎洋

貝田英

愛野記念病院リハビ リテーション科

野中信宏

田崎和幸

[はじめに]手指屈筋鍵皮下断裂に対し， bridge 
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graftを行った症例の治療成績について調査，検討

した.

[対象と方法]平成 18年から平成 24年 2月まで

に手術を行った国際分類 Zone4，5における皮下断

裂で，関節リウマチを除く 8例 12指を対象とした.

男性 6例，女性 2例，年齢は 28歳から 80歳であっ

た.断裂!健は FDP5単独が4例， FDP 4，5が 1例，

FDP 4，5， FDS 5が 1例， FDP 4，5， FDS 4，5が2例

であった.受傷から手術までの期間は 1週から 20

週，平均 1.8週であり，移植健と して長掌筋腔4例，

足祉伸筋l陛1例，長掌筋腿と足底筋)躍を使用したの

が2例であった.術後は全例早期運動療法を行った.

[結果11例 に術後 6か月でl陸剥11jft術を要 した.

治療成績は優 7指，良 2指，可 2指であった.高齢

者の成績が不良であった

ご生

'<=1 

7. 尺側手根伸筋腿脱臼に対する長掌筋腿を用いた

腿制動術の治療成績

産業医科大学整形外科 O善 家 雄吉

酒井昭典

目 貫 邦隆

山 中 芳 亮

村井哲平

古川佳世子

古川ひでき整形外科医院 古川英 樹

[はじめに]尺側手根伸筋 (ECU)I挫脱臼は比較

的稀な病態であり ，初期の保存的治療に抵抗性のも

のは外科的治療が選択される.

[対象と方法]対象は活動性の高い青壮年症例 4

例(男性 3例，女性 1例)である.受傷機転は，ス

ポーツ外傷(テニス 2例 バレーボール 1例)・労

働外傷 1例であった (4例全例とも過回外肢位での

受傷).術後経過観察期間は， 5ヵ月 -8年(平均3年)

であった.手術は，遊離自家長掌筋l躍を ECU腿溝

の両壁に貫通し，強固に ECU腿の脱臼を制動する

方法によって行った.術後は 3週間のギプスシーネ

固定を行い，囲内・回外運動を制限した.

[結果14例全例とも，現職や受傷前のスポーツ

に復帰した.最終経過観察時，可動域制限や痔痛の

残存，握力の低下，脱臼不安感を訴える症例はなか

った.

[考察]本手術手技は，強固に ECU腿の脱臼を

制動することが必要な症例，具体的には， 重労働従

日刊
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事者，スポーツ愛好家などの活動性の高い症例には

選択されて良い一つの方法であると考えている.

8. 外傷後手指 PIP関節伸展拘縮に対して創外国

定を併用し LateraIband releaseを行った 1例

久留米大学整形外科 O仲 摩憲次郎

自 演 正博

{はじめに]外傷後の手指 PIP関節伸展拘縮はし

ばしば遭遇する.作業療法等の保存的治療に抵抗性

の場合手術的治療が必要となるが，線維化から再癒

着の原因となり，治療成績は必ず しも満足いくもの

ではない.今回我々は手指 PIP関節伸展拘絡に対

して創外固定器を併用しLateralband releaseを行

った 1例を経験したので報告する.

[症例]65才男性.製材所で仕事中に電動ノコギ

リで右中指基節骨開放骨折 ・深指屈筋!陛断裂・仲筋

)世断裂/右環指基節骨開放骨折・伸筋l腔断裂/右小

指伸筋腿断裂を受傷し当院救命センターへ搬入.同

日手術(腿縫合・骨接合)後リハビリを行い，骨癒

合を得たが PIP関節の伸展拘縮を認めた.

[結果]創外固定を併用しLateralbancl releaseを

行い T品 4は中指で40
0
・環指で 600・少指で 20

0
/TPM

は中指で 900 •環指で 800 • 少指で 20。の改善を認めた.

{考察]Lateral band releaseは伸展拘紛の改善に

対して有用な方法であった.創外固定は他動運動の

改善に有用であった.

9. 指尖爪部切断に対する grafton fIap法の経験

溝口整形外科病院 O小川 光

小 島哲 夫

村田 大

溝 口知行

後藤健志

上 新淑文

財 津泰 久

[はじめに}

挫減などにより再接着ができない切断指の治療を

行う際，従来の compositegra仕法では生若をJgj待

できない.そこで当院では症例を選び皮弁を併用し

た再建である grafton f1ap法 (GOF法)を行ってい

る.当院における GOF法の結果 ・検討を報告する.

[対象と方法]

2011年より当院にて GOF法を施行した 8例 8指

(男性7指・女性1指)，平均年齢35.5歳 (21-58歳)，

母指 l指 ・示指 1指 ・中指 2指 ・環指 4指，切断レ

ベルは全例石川の subzoneIIであった.使用した

皮弁は obliquetriangular f1ap. 

[結果]

動脈皮弁の壊死はなかったが， 1例は爪床および

末節骨が壊死 したために断端形成を行った.その

他， 3例にも部分壊死を生じ一部骨は切除したもの

の，良好な爪甲を再生し整容的にも満足する結果と

なった.知覚は一例が SWテストにて Blueであっ

たがその他の症例は Greenだった.PIP関節の可動

域制限はなかったが， DIP関節の可動域制限は 2例

に認めた.手術時間は多数指の症例 4以外は 2時間

以内であった.

[考察]

GOF法により移植組織量の減少を図りながら後

触面積を増加させるこ とができ，生着率を上げるこ

とが期待でき，さらに再接着に比べると手術時聞を

短縮することができる.今回の発表で爪床および末

節骨に壊死を生じたために短縮を必要と した症例が

1例認められ， Composite Graft部の生着率は 87.5

%であった.100%生着 したという報告もあるが，

平瀬らの報告でも生着率は 80%程度となっており，

すべての症例での生着は難しいと思われる.

そこで CompositeGraft部を生着させるため工夫

としてわれわれは，末節骨を正確に整復し 2本の銅

線にて固定し末節が回旋 しないようにする，適応は

基本的には爪母を含まない SubzoneIIとする，爪

甲は切除せずに爪床の保護として用いるなど注意 し

て治療を行うように心がけている.今後， Compos-

ite Graft部の壊死を生じないためのさらなる検討が

必要である.

10.尺骨骨幹部感染性偽関節骨欠損に対しMas-

quelet 5去を施行した 1例

熊本整形外科病院整形外科 O倉 明彦

田 嶋 光

野 口和洋

坂本博史

[はじめに]尺骨骨幹部感染性偽関節骨欠損に対

しMasquelet法を施行した症例を報告する.

[症例]17歳男性.転倒し受傷.左様尺骨骨幹部

-230ー



開放性骨折 Gustilo分類TypeIIと診断.洗浄デプリ

ードマン後，創外固定.同時に尺骨神経断裂を認め

た. 8日目に尺骨のみ内固定に変更し神経縫合術を

施行. 19日目に樟骨を内固定へ変更.3ヵ月経過時

に槙尺骨ともに感染性偽関節と診断.掻問後，尺骨

に約 5cmの欠損が生じスペーサーを留置 した. 骨

掻!限後 7ヵ月目で骨髄炎の沈静化を確認し， Mas-

quelet法を施行.術後 4ヵ月時点、で良好な骨形成を

認めた.

[考察]感染性偽関節による骨欠損に対する再建

方法は多数の報告があるが，単純な自家皮質海綿骨

移植を除けば比較的侵襲が大きく，高い技術を必要

とするものが多い.Masquelet法は技術的に比較的

容易であり侵襲も少ない.感染性偽関節に対する再

建法として有用で、あると考える.

11.当院における舟状骨偽関節の治療について

南川整形外科病院手の外科 ・外傷センター

O宮本 洋

杉尾勇太

2012年 1月から約 1年間で，当院において治療

した舟状骨偽関節の症例につき検討した.症例数は

5例.すべて男性. Filan & Herbert分類では D1: 1 

例， D2: 3例， D3: 1例. 部位は中央 1/3が3例，

近位が 2例.受傷から手術までの期間 :6か月から

19年，不明 1例. 手術は掌側アプローチで偽関節

部の掻!間後に屈曲変形を矯正するように腸骨の皮質

と海綿骨からなるブロックを詰め込み Acutrakで固

定 した.術後は低出力超音波治療を併用し，全例 2

か月から4か月の聞に骨癒合が得られた.とくに近

位の症例では，スクリユーの至適位置がかなり限定

されるため 1例において大菱形骨越 しにスクリ ュ

ーを刺入し固定に成功したが，大菱形骨や ST関節

への侵裂が大きい点で経過観察が必要である.と も

あれ偽関節部の十分な掻!陀，強度のあるブロック骨

移植による変形の矯正，強固な内固定の 3つが治療

のポイン トと思われた.
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12.キーンペ、ック病に対する携骨遠位棋状骨切り術

の経験

福岡大学医学部整形外科 O松永 渉

石河利之

内藤正俊

福岡山王病院整形外科 副島 修

飯田病院 飯 田 博 幸

[目的]キーンベック病に対する横骨模状骨切り

術の問題として，術後 DRUJの適合性の変化が指摘

されている. DRUJより遠位での骨切り術(梼骨遠

位模状骨切り術)を施行した 5例を報告する.

[方法12009年から 2012年にキー ンベック病に

対し腕骨造位模状骨切り術を施行した5例(男性2例，

女性3例)，平均年齢 51.6歳を対象とした Lichtman

分類は stage2 : 3例，stage 3 : 1例，stage 4 : 1例で

平均観察期間は 12ヶ月であった.術式は 150

のlateral

closing weclge osteotomyを施行した.術後評価は

Nakamuraの評価基準を用いた.単純X線にて carpal

height ratio (CHR)， lunate-covering ratio (LCR)， 

DRUJの迎合性の評価と して sigmoiclnotch inclina-

tion (SI) を測定した.

{結果]痔痛は全例で改善 し，Nakamuraの評価

基準は5例で excellentと良好な成績を得た.最終

時X線で SIは変化を認めず DRUJの関節症性変

化の進行を認めなかった.平均 9.4週で骨癒合が得

られた.

{考察]本方法の利点と して骨癒合が早く， DRUJ 

の適合性を変化させないため，将来的な DRUJの関

節症性変化の進行を予防する可能性がある.

13.月状骨脱臼の 1例

福岡徳洲会病院整形外科 O鹿 田高志

尾 上 英 俊

[はじめに]

月状骨脱臼は初療時に正確な診断がなされず陳旧

例となって発見されることが少なくない.今回当科

で経験した症例に検討を加えたので報告する.

[症例]

50歳女性，飲酒後に 2階のベランダから転落し

受傷し当院へ救急搬送された.第 1!J!}2推圧迫骨折，

右恥骨骨折の診断にて安静加療目的にて当科入院と

なった. 29病日に左手の終痛， しびれが増強した

との訴えがあり， 単純 X線， CTにて月状骨の掌側

可
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脱臼， 三角骨骨折を認め月状骨(周匪1)脱臼 Green

& O'Brien N cと診断した.

[治療1
33病日に観血的整復術を行なった.正中神経領

域のしびれの訴えがあったため掌側アプローチで手

術を行った.脱臼した月状骨は有頭骨に対する関節

面が掌側を向いている状態であったが，指で押さえ

込むと容易に整復することができた.さらに断裂し

た掌側手根靭帯を含む周囲の関節包を縫合すること

で三角骨の裂離骨折も整復され舟状月状関節は安定

した.その後，三角骨と月状骨を C-wireで固定した.

術後 6週間の外固定の後，手関節の ROM訓練を開

始した.なお， C-wireは術後 4週で抜去した.術

後 9ヶ月の最終経過観察時には痔痛の訴えはなく，

単純X線上手根骨の配列異常はなかった.

[考察]

月状骨脱臼とは月状骨が単独で、掌側へ脱臼し，他

の手根骨及び槙骨は正常な位置関係を保っている状

態である.今回は多発外傷に伴うものであり診断が

遅れ|凍旧例となったが， 説:側からの観血的整復術を

行うことで良好に整復された.さらに断裂していた

掌側手恨靭帯を含む周囲の関節包を縫合することで

手根不安定症を発症することなく良好な成績が得ら

れた.

14. SNAC wristに対する携骨榛側閉じ骨切り術の

経験

熊本整形外科病院 O田嶋 光

倉 明彦

[目的1SNAC wrist (scaphoid non-union advanced 

collapse)に対しては，数種の再建法があるが，回en-

bりck病に行っている槙骨梼側閉じ棋状骨切り術を

行い，術後早期に除痛を得たので紹介する.[対象 ・

方法] 手関節柿により労作I~!;!害が強い 68 歳 54 )援の

男性 2仔11で，手術法は横骨槙側閉じ棋状骨切りとし

てlockingplateで固定し，舟状骨偽関節には血管柄

付き第 2中手骨骨移植を加えた.[結果1Radial incli-
nationは術前 240から術後 12

0
に減少し，術直後よ

り手関節痛は著明に改善 した.[結論]舟状骨自体

の修復は十分ではないが 本疾患に対しでも圧応力

分散を目的とした椀骨の Radialinclinationを減少さ

せる椀骨骨切り術は， 早期の除痛が期待できる.

15.月状骨周囲脱臼 GreenO'BrIen type 4に対す

る術式の検討

聖マ リア病院整形外科 O吉田史郎

吉田健治

坂 井 健 介

加藤田倫宏

田中 憲 治

神保幸太郎

野 田 明 生

秋吉 寿

下河辺久雄

後藤琢也

聖マ リア病院救急科 山下 寿

[13的]月状骨(周囲)脱臼に対し靭帯再建術の

有用性について示唆されているが typeによっては

経皮的ピンニングによる低侵襲な治療でよい成績を

得られることを報告 した.しかし type4に対しピン

ニングのみでは良好な成績が得られなかったことが

課題として残った. 今回新鮮月状骨(周囲)脱臼

type 4に対し手根骨間制動術を併用し，良好な結果

か得られたので報告する.

[症例168歳男性.自宅階段より転落し受傷した.

受傷当日にl肢簡麻酔下に徒手整復を行い，受傷後 6

日に関節鏡視に軟部組織の損傷状態を確認し手術を

行った. SL靭帯付着部の欠損およびTFCC変性に

よる欠損を認めた.直視下で靭帯修復および背側手

根靭帯を使用した手根骨間制動術を併用した.

[まとめ]月状骨(周囲)脱臼 type4に手根骨間

制動術を併用し良好な成績が得ることができ，匂rpe4 

に対する optionのーっとなり得ると考えている.

16.尺側 CM関節損傷の治療経験

県病院企業団対馬いづはら病院整形外科

福岡大学病院整形外科研究員

0小 島 安 弘

里 村 健 志

県病院企業団対馬いづはら病院整形外科

鶴 展寿

福岡大学病院整形外科教室 石河利之

内 藤 正俊

[はじめに]比較的稀な尺側 CM関節損傷の 4例

を経験したので報告する.

[症例l:全例男性，右側の受傷.平均年齢28.3歳(21
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-32歳)，平均経過観察期間 18.3ヶ月 (6-29ヶ月). 

受傷機転は壁の殴打 2例，転倒 1例， ドアで挟まれ

ての受傷 1例.田崎分類で I型 1例， IIa型 2例， III

型 1例 (Cain分類では IA型 1例， IB型 2例， III型

1例).2例に外固定による保存的加療を行い， 1例

に徒手整復と pinning，1例に観血的整復と pinning

を行った.Cooneyの評価法では全例 Excellentで

あったが，保存的加療の 2例に関節症性変化を認め

た.

[考察]本損傷は中手骨頭背側に縦方向の圧迫と

屈曲が同時に作用 して生じ しばしば有鈎骨背側縁

が明断される.青年男性の利き手側に生じやすく ，

保存的加療では外傷性関節炎や関節症の進行による

痔痛・機能障害を生じうるため， CM関節の正確な

整復 ・固定と早期運動療法を行うことが望ま しい.

17.看護業務中に受傷し遠位榛尺関節不安定症を呈

した 2症例

大分循環器病院整形外科 O内 田 和宏

岡崎啓治

[症例 1138歳，女性，看護師.寝たきり患者の体

位交換をひとりで行った際，右手関節が回外強制さ

れ，グキッと音が した. 翌日受診.速位梯尺関節

(ORU])にクリックを認め， piano k巴ysignは陽性

であり，単純 X線にて尺骨頭の背側亜脱臼が見ら

れた.TFCC装具を装着しても，不安定性および痔

痛が持続したので，受傷後 6週に手術を行った.手

関節鏡後，直視下に尺骨小商より断裂した三角靭帯

(椀尺靭市)を修復した.術後 4週ギプス固定，以

降手関節装具装着し，職場復帰した.術後 3ヵ月よ

り少 しずつ力仕事を行っているが7 不安定性は消失

している.

[症例 2134歳，女性，看護師.脊損患者をひと

りで抱えていて左手関節を受傷.終痛は ;1珪j主であっ

たが，手関節尺側に違和感が持続しており，受傷後

7カ月にて受診.ORU]の動的不安定性を認め，手

術を施行した.症例 1と同様に直視下に三角靭帯を

修復した.術後 2カ月にて復職しており，不安定性

はみられない.

[まとめ]患者の体交時に手関節にはおもわぬ負

荷がかかることがあり，ひとりでは行わないなどの

注意を要する.
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18.局所静脈麻酔時の薬剤投与量の決定法について

南川整形外科病院形成外科・手の外科

O杉尾勇 太

宮 本 洋

局所静脈麻酔による手術の術後，ターニケットを

解除した際に局麻中毒による耳鴫りや舌のしびれ感

などがしばしばみられる.われわれは十分な麻酔の

効果が得られ，副作用をより少なくできるように，

中指先端から肘頭までの長さと前腕最大周囲径から

リドカインの投与量を決定している.2011年 8月

-2012年 10月に当科で行った局所静脈麻酔による

手術 83例について，麻酔の効果と合併症の有無に

ついて検討したので報告する.

19.認知症に合併した携骨遠位端骨折~術後再転位

の2例~

貞松病院整形外科 O角 光宏

掌側ロッキングプレートによる内固定後に再転位

した， 認知症を有する棋骨遠位端骨折の 2例を経験

したので報告する.

症例 1: 72歳，女性.軽度の認知症あり. AO-C3 

の榛骨遠位端骨折に対し， Acu-Locで内固定し，術

後2週で装具に変更.術後3週での push-up動作後，

述位スクリユーの折損を伴う関節面の再11志位を認め

た.腸骨からの骨移植で関節面を再建し， APTUS 

にて内固定した.術後 4年経過し， Mayo scoreは

85点と機能的には良好だが， quick OASHは31.8

点と患者満足度は低い.

症例 2・78i鼠女性.高度の認知症あり .AO・A3

の機骨遠位端骨折に尺骨遠位端骨折を合併憐骨は

OVRで内固定，尺骨は Oarrach法を行い，術後は

sugar-tongs型スプ リントで外固定した.術後 5日

で，骨幹部のスクリューはすべて脱転し再転位した

ため，セメントを併用した同一プレートでの内固定

術を再度施行し，上腕からのギプス固定を併用.現

在，前腕からのギプス固定にて経過観察中である.
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20. Polyaxial Locking PlateとMonoaxialLock-

ing Plateによる AO分類C型携骨遠位端関節

内骨折に対する治療成績

佐賀社会保険病院整形外科 O石井英樹

浅見昭彦

角田憲治

佐賀大学整形外科 園畑素樹

[はじめに]我々は槙骨遠位端骨折に対 し，ロ ッ

キングスク リューの固定角度に自由がある polyaxial

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

locking plate (MLP)の2種類のプレートでの成績

を検討したので報告する.

[対象と方法]2008年4月より治療した 132手中，

術後 3か月以上経過観察できた関節内骨折 68手を

対象とした. MES社製 APTUS46手， Biomet社製

DVR22手で，前者を DSS法を使用 した 20手と使

用しなかった 26手に分け 2 それぞれ最終経過観察

時の機能評価と，単純X線撮影での矯正損失の程

度を比較検討した.

{結果と考察]全ての項目で各群とも有意差なく，

健側比 80%以上と良好に改善していたが， PLPで

DSS i去を使用しない症例で遠位ロッキングスクリ

ユーが転位する症例があり，同プレー トでは DSS

法の併用が推奨されると考えた.

21.手指・手関節に生じた慢性非特異性単関節炎の

検討

福岡山王病院整形外科 O岩本良太

副島 修

[はじめに]手の慢性単関節炎症状を呈する症例

をしばしば経験するが，その診断，治療に難渋する

ことも多い.生検をかねた滑膜切除術を施行した症

例の経過と治療について検討を行ったので報告す

る.[対象 ・方法]対象は男性 2例，女性 1例，平均

年令は 57歳.権患部位は指関節 1例，手関節 2例

であった.発症から初回手術までの期間は 8ヵ月か

ら1年 5ヵ月，初診時の診断はいずれも慢性単関節

炎であったが，症例①， ①では感染が疑われ，症例

⑦では TFCC損傷の診断であった.これら 3症例

について経過・ 治療を検討 した. [結果]いずれも

細菌培養は陰性であった.病理所見は 3症例すべて

非特異性の滑膜炎であった.経過観察期間の長い症

例①のみ多関節炎ヘ移行を認めた.現段階では症例

①，②が慢性非特異性単関節炎，症例③が日本リウ

マチ学会の早期リウマチ診断基準を用いて関節リウ

マチの診断となった. [考察]手の慢性単関節炎の

場合，慢性化しやすい結核，真菌などによる感染性

単関節炎，単関節型のリウマチ，及び慢性非特異性

単関節炎の鑑別が難しい.このためにも治療は感染

との鑑別が重要であるため診断をかねた滑膜切除術

は必須と考える.また滑膜切除することで終痛の軽

減，関節破壊の進行をおさえる効果もあり有用であ

る.

22.尺骨近位に発生した結核性骨髄炎の 2例

那覇市立病院整形外科 O鈴 木 浩 介

岳原吾

外間 浩

琉球大学整形外科 金谷 文 則

[症例 1]37歳，男性.交通事故で右肘頭骨折受傷.

tension band wiring法で固定したが，術後 3ヵ月K-

wireの緩みと骨折部の透亮像および皮膚漬癖形成

認め抜釘術を施行した.抜釘術後も骨癒合は得られ

ず， M阻にて関節液の貯留と骨髄内のj雌蕩形成認

めたが，関節穿刺液の培養は陰性であり，血液所見

でも炎症反応は軽微であった.抜釘術後 4ヵ月に腸

骨移植術を行い，掻!関した骨髄病理でラングハンス

型巨細胞を含む類上皮細胞性肉芽腫を認めた.術後

2週目に抗酸菌培養にて結核菌が同定された.術前

胸部単純X線で右上肺野に結核を疑う空洞病変を

認め， 肺病変を伴う結核性骨髄炎 と診断 した.

INH， RFP， PZA， EBによる 4斉IJ併用化学療法を 6

ヵ月間継続し，腸骨移植術後 6ヵ月時の X線像で骨

癒合認め，皮膚痩孔は治癒し，肘関節の可動域も改

善傾向にあった.

[症例 2]9歳，女児. 6歳時に左肘痛が出現し，

近医にて肘頭骨髄炎を疑い骨描!間後にジベカシン混

入α-TCP充填が行われた.術後症状軽快していた

が手術から 2年 5ヵ月時，術創部に癒孔形成を認め

前医より紹介された.x線像にて骨透亮像を認め，

MRlでは髄腔から皮間への痩孔形成を認めた.家

族歴や既往歴は特記事項なく，生後 4ヵ月時 BCG

を接種されていた.慢性骨髄炎を疑い，骨髄磁腿後

にジベカシン混入セメントビーズを挿入した.3週

後にビーズ抜去，s-TCP人工骨充填施行した.結核

菌培養および PCRにて sCG株による結核性骨髄炎
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と診断されたため， INH， RFP， PZAによる 3剤併

用化学療法を 6ヵ月間行った.術後 4年の X線像で

はs-TCPは骨に吸収置換されており，肘関節の可

動域も良好で日常生活に支障はない.

若年者でも軽微な炎症反応が持続する場合は結核

を念頭におくべきである.

23.手関節掌屈制限をきたした限局性強皮症の一例

産業医科大学整形外科 O田 島貴 文

目 貫 邦 陸

山中芳亮

善家 雄吉

酒井昭典

中村利 孝

限局性強皮症は，一部の皮膚から筋膜，筋肉，骨

膜に硬化病変がみられ，内臓病変を伴わない病型で

ある.症例は 28歳男性，職業は美容師， 2年ほど

前から右前腕部の廃痛を自覚，次第に右手関節の掌

屈制限が出現するようになったため，当院紹介とな

った 右前腕部は槙側手根伸筋に沿って斑状の色素

脱失および皮膚硬化があり，同部位の圧痛を認め

た.手関節の可動域は，肘関節の肢位にかかわらず

背屈 80度，肘伸展位で掌屈 20度，肘屈曲 90度で

掌屈 40度であった.血液検査， 単純 X線では異常

所見は認めなかった.生検で病理学的に限局性強皮

症の診断を得た.仕事に支障を来した状態であった

ため，手術加療を行うこととなった.中手骨付着部

から 3cm近位部で長・短梼側手根伸筋の!腔切離を

行った.術直後から可動域は健側と同等に改善 し，

術後 6ヶ月の現在，拘縮の再発なく 美容師に復帰し

ている.

24.当院における携骨神経麻痩に対する腿移行の術

後成績について

熊本機能病院整形外科 O楊 井 哲

中 島 英 親

寺 本憲市郎

星野秀 士

田口 学

古川雄樹

焼骨神経!刷率は比較的よく遭遇する神経障害であ

るが，神経の回復が悪い症例に対しては腿移行が行
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なわれている.1897年に Rocketが報告 して以来，

多くの再建方法が行われているが，現在では悶0[-

dan変法が一般的となっており，当院でも梼骨神経

麻障に対する手術方法の第一選択となっている.し

かし，これに対して術後成績を検討し，運動機能に

ついて述べた報告は多くない.今回われわれは当院

における横骨神経麻療に対する Riordan変法を用い

た再建方法について治療成績や問題点などについて

検討を行ったため報告する.

25.手根管症候群手術における正中神経 palmar

cutaneous branch (皮掌絞)について

麻生整形外科ク リニック O麻 生 邦 一

[目的]手根管症候群の手術では鏡視下手術の合

併症の危険から，なお従来の直視下手根管開放手術

がよく行われているのが現状である.手掌を切開す

る場合には， palmar branch (掌枝)から分枝する

palmar cutan巴ousbranch (皮掌枝)が尺側ヘ横切る.

これまで直視下手根管開放手術を行って来たが，皮

掌枝を観察したので報告する.

[対象]手根管開放手術を行ったうち， 170例を

対象として，皮掌枝の存在 した症例の頻度，校の本

数，分l岐部位などを観察した.

[結果1170例，177手のうち， 84例， 87手 (49.1

%)に皮掌枝をみとめた.手恨管上を横切る本数が

1本のもの :57手， 2本のもの:29手， 3本のもの:

1手であり，このうち手根官近位より枝分かれする

もの:16手，遠位より枝分かれするもの:1手であ

った.

[考察]手根管症候群の手術所見より，およそ半

数に正中神経掌枝よりの皮掌枝がみとめられた.

pillar painの原因のーっとして挙げられているので，

是非温存するよう心がけるべきである.

26.注射針による内側前腕皮神経損傷の一例

高見整形外科ク リニック O高見 博 昭

麻生整形外科クリニック 麻生邦

38歳，男性.測量設計士. 2009年 6月21日 献

血の際，穿刺部に終痛と その直後より穿刺部から

前腕にかけての知覚異常を訴えた.穿刺部に一致す

る部位に中3111111の皮下硬結の存在と，そこから前

腕掌側へ放倣する Tinel様徴候，及び同部位の知覚
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低下を認めた.保存的治療で改善が見られず，12 

月2日に手術を行った.内側前腕皮神経の一枝が尺

側正中皮静脈の前面を跨いで走行 し，静脈の直上で

神経は紡錘状に腫大，これは皮下硬結部に一致し

た.顕微鏡下にメスにて腫大部の上膜を剥離した

が，上膜内に正常の神経束構造は認めなかった.神

経線維断裂に起因した神経腫と判断し，同部を切除

したのち端々縫合を行った.病理組織検査でも正常

な神経線維束の存在は認めなかった.術後 2ヶ月に

てTinelsignは2cm延長し順調な回復を示していた.

しかし，その 2週後，不73の 「くしゃみ」を契機に

術前と同様の神経症状の出現を訴えた.その後，症

状に大きな変化が見られないとのことで，術後 8ヶ

月に保険会社との後遺症交渉が開始された.[考察1
2009年，堀 ・三浦 1)らは併定する皮神経の数や太

さ及び皮静脈と皮神経との交文頻度を調べている.

その結果，皮静脈と併走する皮神経の数と大きさは

内側の方が外側より多く，さらに，静脈の前面を跨

いで走行する皮神経の数も内側の方が外側よりも多

いことより，肘前面の採血において，皮神経損傷の

危険性は内側の方が外側より高いと述べている. 今

回の症例でも，発達の顕著な内側前腕皮神経の一枝

が皮静脈を跨いでおり ，これを損傷する ことになっ

たと考える.採血に用い られる肘正中皮静脈には比

較的変異が多く時に欠損も見られるが 2) 欠損する

場合は採血上安全域はない こと になる.さらに

2008年 Goto3)の分類を用いて 128肢について調べた

Yamadaら4)の研究結果と合わせると，静脈穿刺に

伴う神経損傷の危険性の少ない部位は，タイプ Iで

は横側正中皮静脈，タイプHおよびEでは，検側皮

静脈に近い肘正中皮静脈と考えることができる.

末松ら 5)は末梢神経損傷において 3ヶ月以上改普

傾向がなければ観血的治療の対象になる としてい

る. しかし医原性損傷の場合は，責任や補償問題が

絡んでくるため問題が複雑となる.これに対し高山6)

は3つの条件を満た した上での手術適応としてい

る. 今回の症例も，その条件を満たした上での 5ヶ

月後の手術とな った. 1996年，大阪地裁で採血時

の前腕皮神経損傷に対する判決がなされている 7)8)

それによると皮静脈と伴走する浅在性神経は穿刺時

予見できない神経であるとして，内側・外側前腕皮

神経及び槙骨神経浅枝への損傷は過失なしとしてい

る. 一方深在性神経である椀骨 ・正中 ・尺骨神経へ

の損傷は予見できる神経であるとして過失ありとし

ている.
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27.重度手根管症候群に対する環指浅指屈筋臆を用

いた母指対立再建術の経験

九州大学整形外科 O岡田 貴 充

弓 削英彦

岩 本 幸 英

[はじめに]長期間母指対立機能が低下した手根

管症候群 (CTS)患者では，手根菅開放のみでは母

指球筋の萎縮が改善せず母指対立機能が回復 しない

場合がある.利き手に長期間の対立機能障害が存在

し手術による対立機能の改善を希望する CTS症例

に対し手根管開放と環指浅指屈筋腿を用いた母指対

立再建を施行したので成績を報告する

[対象と方法]対象は上記 3項目を満たす 5例，

平均年齢 66.2j鼠経過観察期IMjは 16ヶ月である.

手根管開放 ・母指球筋枝を拡大鋭視下に剥Iljft手関

節尺側に環指浅指屈筋l挫を引き出し尺側手根屈筋の

プー リーを通し母指球;11J停止部に縫着した知覚 ・母

指球筋萎縮の改善度，母指可動域，ピンチ力， DASH 

-236一



scoreを調査した.

[結果 ・考察]全例で母指球筋萎縮は改善しなか

ったが，それ以外の上記項目はいずれも統計学的有

意に改善した.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.

28.上腕筋単独断裂の1症例

宮崎大学医学部整形外科 O大田智美

田島卓也

矢野浩明

石田 康 行

村上 恵 美

山口奈美

山口 志 保 子

李 徳哲

帖佐悦男

上腕筋単独断裂は稀な外傷で機立した治療法はな

い.今回スポーツにより受傷した上腕筋単独断裂の

l例を経験し良好な短期成績を得たので報告する.

症例はラグビ一部の 29歳男性，平成 24年某月試合

中に右肘を屈曲した姿位で相手にぶつかった|深に右

上腕の激しい終痛を自覚し来院.初診時右上腕部に

著明な腫脹 ・熱感および皮下出血認め， M阻 ・エコ

ーで上腕筋筋腹部での単独断裂，血腫を認めた.明

らかな神経症状はなく，肘運動は痔痛のため不能で、

あった.前腕中間位 ・肘屈曲位で 3週間シーネ固定

後，自動可動域訓練を開始した.受傷 6週より他動

可動域訓練，受傷 3か月より軽度筋力訓練 ・パス練

習を開始した.受傷 6か月で肘屈曲筋力 ・可動域は

ほぼ正常化 し，また MRIで血l堕は不明瞭化し組織

の修復を認め， コンタクトスポーツ開始した.今回

は保存療法を選択し良好な短期成績が得られたが，

病態 ・治療法の選択・後療法に関し文献的考察を加

え報告する.

29.肘内障の整復法の成功率の比較

朝倉医師会病院整形外科 O大 嶋 直 人

朝倉 透

[はじめにJJj，j内陣には様々な整復法があるが，

どの方法が最も成功率が高し】か不明である.本研究

の目的は，肘内障の整復法の成功率を比較する事で

ある.
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[対象と方法]対象は 7ヶ月から 6歳(平均年齢

2.7歳)の 37例の小児である.

(方法 1) 回外+屈曲から開始し，次いで囲内+

屈曲と，整復まで交互にこれらを繰り返した(11例). 

(方法 2) 囲内+屈曲から開始し，方法 1と逆の

順に繰り返した (11例).

(方法 3)肘関節軽度屈曲位で田内のみによる整

復を行い，次いで回外+屈曲と交互にこれらを繰り

返した.

それぞれ何回目で整復出来たかを記録した.

{結果J1回目での成功率は，方法 1，2， 3それ

ぞれ 18%(2例/11例)， 64% (7例/11例)，93% (14 

例/15例)であった.整復までの平均の回数は，方法

1， 2， 3それぞれ1.8回， 1.8回，1.1回であった.

[結論]肘内障の成功率は囲内のみの方法が優れ

ていた.

30.上腕骨外側上顎炎に対する手術療法 (Nirschl

変法) の術後成績

福岡山王病院整形外科 O岩本 良 太

副 島 修

福岡山王病院病理診断科恒 吉正 澄

はじめに 難治性の上腕骨外側上頼炎に対して，

変性した短榛側手根伸筋 (ECRB)腿付着部の処置

を行う手技の報告が多く，直視下 ・鏡視下ともにそ

の成績は比較的良好とされる.今回， 当院で直視下

に行った上腕骨外側上頼炎症例の術後成績を検討し

たので報告する.

対象 ・方法 2009年 6月から 2012年 6月までに

6ヶ月以上の保存加療が無効で直視下手術を施行し

た17例 17肘を対象とした.症例の内訳は男性6例 ・

女性 11例，右8肘・左 9肘であり，利き手発症は 10

例，手術時年齢は平均45.2歳 (31-57歳)であった.

擢患期間は平均 30.6ヵ月 (6.5-60ヵ月)，術後経過

観察期間は 15.5ヵ月 (6-36ヵ月)である.術式は，

ECRB起始部のデブリードマンに加えて関節内の観

察・処置を行う Nirschl変法を用いた.仕事復帰ま

での期間と術前後の臨床所見を日整会肘機能評価法

(JOAスコア)を用いて評価した.

結果 平均 36.8日で仕事復帰し， JOAスコアは

術前平均 26.9点から術後平均 82.2点と改善 してい

た.術中所見としては外側の滑膜ヒダを 6例に認め

た.合併症として術後に血!障をみとめた痕例が l例

ワ
d

q
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あったが再手術を要した症例はなかった.

考察 直視下手術の利点としては，安全かっ広範

囲に変性部分を切除でき，関節内病変の確認と処置

も可能であり鏡視下手術より手術時間も短時間であ

る. ECRBの肉眼的な変性部分を確実に切除できる

ため，今回再発例がないと考えられた.直視下手術

は仕事復帰に時間がかかるとの報告もあるが，今回

の調査では過去の自験例での鏡視下手術の調査と比

較して遜色ないものであり，有効な治療法と考えら

れた.

31.外傷性肘関節脱臼および肘関節脱臼骨折の治療

成績

北九州総合病院整形外科 O岡田祥明

戸羽直樹

栗之 丸 直 朗

元嶋尉士

福田文雄

肱岡昭彦

[はじめに1Jj-J関節脱臼および肘関節脱白骨折の

治療成績を報告する.

[症例]当院にて 2008年 3月から 2012年 6月ま

でに加療した男性 11人，女性4人.受傷時年齢は 15

歳から 73歳(平均 43歳)で，脱臼型は後外側 13例，

後内側 1例，前方 1例. 骨折合併 7例は，横骨頭骨

折 1例，尺骨鈎状突起骨折 2例，横骨頭骨折，鈎状

突起骨折合併 3例，上腕骨内頼骨折 1例であった.

手術は内側側副靭帯(骨折)の修復を行った後，外

側の不安定性が認められた場合は外側側副靭帯の修

復をおこなった.術後は 肘関節から手関節まで両

側支柱付き装具を 6週間装着 した.屈曲制限は行わ

ず3週間は伸展 -30度制限し，その後 3週間は伸展

制F艮も解除した.

[結果]全例f割高は認めず，肘関節可動域は，2ヶ

月以内に屈曲 140度以上伸展は 10度以内に改善

していた.

[考察]外傷性肘関節脱臼および肘関節脱臼骨折

で靭幣修復と内外反を矯正しながらの早期運動療法

が重要と考えられた.

32.小児の肘関節脱臼を伴った上腕骨外側頼骨折の

一例

聖マリア病院 O溝上健次

坂 井 健 介

吉 田 健 治

吉田史郎

加藤田倫宏

{はじめに]今回，肘関節脱臼を伴った小児上腕

骨外側頼骨折の 1例を経験したので報告する. [症

例l症例は 6歳男児.サ ッカ一中に右肘より転倒し

て受傷.近医より上腕骨外側頼骨折疑いにて直ちに

当科紹介受診となった.初診時，右肘関節の変形 -

l毘!医 ・熔痛を認め， X線上では，右MIWil節後内側脱

臼，外側頼音11には Thurston-Hollandsign，外側頼骨

端核が槙骨頚部骨軸の延長上を通過しないことよ

り，肘関節後内側脱臼を伴った上腕骨外側頼骨折と

診断した.初療H寺，無麻酔下での整復は困難であり，

改めて全麻下での整復を行い，徒手整復は可能であ

った続いて，外側頼骨折に対し tensionband wir 

ing法による内固定を行った.術後は 1週間の外固

定，以後は自制内制限なしとし，術後 3か月で抜釘

WIを行った.術後 8か月の現在，骨癒合は良好，変

形等も認めず可動域は 0-130度と良好で Flynnの

評価では exc巴llentであった. [考察]小児の肘関節

脱臼を伴った上腕骨外側頼骨折の報告例は，我々が

渉猟し得た範囲では本邦 19例，海外 19例と非常に

珍しく，受傷時平均年齢は本邦 8.3歳，海外 9.8歳

であった受傷機転としては一般的に Pulloff type 

とPushoff typeが考えられ，自験例では画像およ

び術中所見より)j'l伸展位で、内反が強制されて発生す

るPulloff typeと思われた.本症の鑑別疾患と して

は，X線所見の類似性より上腕骨遠位骨端離間が挙

げられるが，横骨頚部骨mlliと外側頼骨端核の位置関

係が重要となっていた.なお， 当科で経験した上腕

骨遠位骨端離間 15例における年齢分布は， 80%の

症例が2歳以下に集中していた. 一方，本症の発生

は自験例も含めすべて 5歳以上の報告となってお

り，受傷時年齢も鑑別点の重要なファクターとして

考慮された.
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34.変形性手関節症の 1例

琉球大学整形外科

33.ステロイド関節注射に抵抗性の石灰沈着性手関

節炎 0堀 切 健 士

普天間朝上

金 域 政 樹

大久保宏 貴

仲宗根素 子

金 城 忠 克

金 谷 文則

[症例157歳，男性.約 20年前，胸l立から転落し

手関節背屈位で両手をついて受傷した.以後時々両

手関節痛を自覚 していたが放置していた.約 5年前

より両手指のしびれも自覚していた.1週間ほど前

より誘因なく右手関節痛が増強し近医受診後紹介さ

れた.初診時理学所見では右手関節~手背の腫脹を

認め特に梼骨手機関節部の腫脹が著明であった.可

動域は手関節背屈/掌屈 :450/350 (左 500/850
)，前

腕国外/囲内:850
/700 (左850

/700
)で握力は4kg(左

14kg) と減弱していた.両側の母指~環指槙側の

しびれ，母指球筋萎縮，手根管入口部の Tinel徴候

も認めた.単純 X線像で右は舟状骨近位t;tBの欠損，

舟状月状骨解離，椀骨舟状骨嵩骨欠損，骨嚢胞等を，

左は舟状骨偽関節，焼骨手線関節裂隙狭小化等を認

めた両側変形性手関節症と診断し右に対して手術

を計画した.

術式に関 して御検討， よろしく お願い致 します.

良

英

彰

子

弥

35.手指屈筋臆鞘に発生した骨軟骨腫の一例

城内病院整形外科 O衣川和

保 利 喜

高宮啓

園田 玲

玉井克

目的

11次部組織発生の骨軟骨随の発生は報告数が極めて

少なく，締な疾患であると考えられる. 今回，我々

は手指屈筋!陸鞘に発生した骨軟骨腫の一例を経験し

たので報告する.

症例

36歳，男性.約3年前に左手掌に)距癒があること

に気付いた.その後徐々 に腫績が増大 してきたため

当科受診 した.受診時，左手掌示指，中指聞にて

MP関節付近に 3CI11大，弾性硬の腫癌を認めた.

レントゲン像では同部位に石灰化を伴う腫傷陰影を

n
w
d
 

つJつμ

江南病院整形外科 O原田香苗

日常臨床で見られる手関節石灰沈着の多くは高齢

者の CPPD沈着症である.今回， TFCの骨化を伴っ

た，ハイドロキシアパタイト (HA)沈着による手

関節炎と考えられる稀な症例を経験したので報告す

る.

[症例164歳女性，主婦.主訴は両手関節痛.偽

痛風の診断にて前医でステロイド剤 (ス剤)の関節

注射を左右同頻度に繰り返し受けるも改善ないため

当院受診.両手関節とも腫脹は軽度で痔痛は主に尺

骨頭周辺であった.血液検査上， CRP高値 (6.05)，

MMP3高値 (215)であり ，他の免疫学的検査は陰

性であった.XPでは両側手関節尺側に石灰化を認

め， MRIでは汎発性の骨炎変化を呈 し，右は尺骨突

き上げを示唆する月状骨， 三角骨の変化を認めた.

seronegative RAを疑い，MTX内!l日，ス剤静注な ど

試みるも症状改善はみられなかった.右側は終痛が

強く前腕回旋障害も出現したため， Sauve-Kapandji 

手術を行った.術中所見ではTFCに骨化巣があ り，

相対する月状骨， 三角骨関節面の eroslOnを認めた.

骨化巣の結石分析は骨パターンを示 し，CPPDの含

有はなかった.尺骨頭周辺の滑膜炎の病理検査で

は，石灰化を伴う非特異性炎症であり， CPPD結晶

の沈着は認められなかった.術後 1年，両側とも手

関節痛は消失 し，XP上の石灰化影もほぼ消失 した.

[考察]本例は HA(BCP)関節炎であり，右手

関節では沈着した HAが骨化へと進展したと考えら

れる.11次郎組織の石灰化や骨化は楠代謝異常との関

連性が報告されているが， 本例は糖尿病を合併して

おり， コントロール不良時に関節炎が発症，増悪 し

ていることより ，関節炎発症への関与が示峻され

た.また，ス削の局所注射はときに HA沈着を誘発，

増思させることが報告されている. 選延する石灰沈

着性手関節炎においては HA沈着も念頭におき，ス

剤関節注射の繰り返しは避け，滑l民切除を考j怠すべ

きと考える.
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認めた.cr像では MP関節掌側にて背側が石灰化し

たisodensilyな massを認め， massと中手骨，基節

骨との聞に交通は認めなかった.

MRl像では屈筋!世に接する Tlにて iso-lowinten-

sily， 1'2にて iso-highintensilyなmassが認められ

た. 示指掌側に発生 した軟部臨場として摘出術を施

行したところ，白色で表面に光沢のある硬い腫蕩が

屈筋!躍鞘より発生しているのを認め，摘出. )匝虜は

非常に硬く，メスでの切聞は不可能なため，骨ノミ

を使用して縦割した.組織像は外周を線維性被膜に

覆われたこ層構造となっており ，表層は11次骨細胞で、

形成された硝子軟骨，基部は骨組織で、構成されてお

り，異形性は認め られなかった これらの所見は軟

骨帽を有する骨軟骨腫と同様の所見であり， 本症例

は屈筋雌鞘から発生 した骨軟骨j匝と診断 した.

考察

軟骨腫は軟骨帽を有する骨性病変で，内軟骨性骨

化にて増大する良性腫蕩であり ，好発部位は大腿骨

遠位，腔骨近位，上腕骨近位である.従来は骨端軟

骨の異所性発育によっ て生じるため骨表面からの隆

起性病変として発生 し，軟部組織での発生は稀であ

る.軟部組織からの骨軟骨腫の発生原因は判明 して

いないが，軟部組織に持続 した微小外傷や慢性炎症

が加わることにより骨軟骨化生が生 じ，軟骨!堕が生

じるとの説があり ，本症例も化生によ って軟骨腫が

生じ，経時的に内軟骨性骨化を生 じることによって

成長，骨化したのではな~ lかと考えられた.
。十号ふ

中日目附

今回，我々 は稀な疾患である手指屈筋腔鞘に発生

した骨軟骨腫を経験 したので報告 した.

36.榛骨近傍に発生した傍骨性脂肪腫

琉球大学整形外科 O金 城忠 克

仲宗根 素 子

大久保宏 貴

堀切 健 土

普天間朝 上

金谷文則

傍骨性脂肪l盟の頻度は全脂肪!匝の 0.3%以下と稀

であり， 今回検骨近傍に発生 した8例を報告する.

症例は男性 6例，女性2例，手術時平均年齢 71歳

(56-82歳).術前より後骨間神経麻揮を呈 していた

ものが l例あり，それ以外は無症状だった. 全例に

MRlを施行し，脂肪臨または高分化型脂肪肉腫が

疑われた. 2例に針生検を施行し，脂肪腫の診断で

あった.手術は辺縁切除術を施行した.1例で後骨

間神経が腫蕩に巻き込まれており ，腫擦切除時に枝

の一部を切離した.術後，指伸展不能であり，今後

腔移行を検討 している. 他の 1例で術後に棋骨神経

麻療を生じ，メコパラミン投与で回復傾向にある.

切除検体の病理学的検査では全例脂肪腫であり， 再

発は認めていない.前腕部に発生 した傍骨性脂肪腫

による後骨間神経麻痔の報告が散見され，切除には

十分な注意を要する.

37.中手骨に発生した軟骨肉腫の一例

宮崎大学医学部整形外科 O矢 野 浩 明

帖 佐悦 男

村 上 恵 美

大田 智 美

中 村 志 保 子

[はじめに]軟骨肉腫は大腿骨近位 ・骨盤 ・肋骨 ・

上!腕骨近位に好発 し， 手指発生は稀である.今回

我々は，環指中手骨に発生した軟骨肉腫の一例を経

験 したので報告する.

[症例187歳女性

[主訴]右手背t:¥11痛.)盟脹.第一指間部のしこり

[現病歴]数年前より第一指間部のしこりに気付

くも放置していた. 誘因なく， 右手背部痛と腫脹を

自覚 し近位受診.右環指中手骨の内軟骨腫と脂肪腫

疑われ紹介となる.

[手術所見]中手骨全体にわたって乳白色の硝子

軟骨様組織と粘液様組織が混在していた.

[経過]病理診断は内軟骨腫であった.経過とと

もに レントゲン上骨融解 患部の腫脹が著明と な

り，悪性l盟蕩も疑われ生検術を施行した結果は軟

骨肉腫であっ た. 最終的に環指 CM関節自m断術を

試行 した.

[考察]病理学的に分化型は良性との鑑別は難し

く，臨床症状や レントゲン上所見などが診断の決め

手となることも多い.

この症例について若干の文献的考察を加え報告す

る.
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38.当科における手指骨に発生した内軟骨腫に対す

る治療経験

宮崎大学整形外科 O中村志保子

矢野浩 明

石 田 康行

河原勝博

田島卓也

山 口 奈美

大 田 智美

帖佐悦男

内軟骨j毘は手指骨に発生する最も頻度の高い骨!匝

蕩で， 一般に腫蕩揺腿 ・骨移植が有用な治療とされ，

良好な成績が報告されている.今回当科において内

軟骨腫に対し手術を施行した 10症例の短期成績を

報告する.

症例は当科において 2000年8月から 2012年8月

に手指骨に発生した内軟骨腫に対し手術加療を施行

し， 4ヶ月以上経過観察可能であった 10例 10手とし

た.男性2手，女性8手で手術時年齢は 15-65歳(平

均 33 .9 歳)であった.全例に腫蕩掻~施行し，病巣

への自家骨移植が3手， 十リ ン酸三カルシウム (s-
TCP)移植が6手， 骨移植な しが1手であった.術

後観察期間は 4-24か月(平均 11.1か月)であった.

これらの症例に対し，骨折の合併の有無，発生部位，

術後のレントゲンおよび臨床経過，術後合併杭につ

いて検討したので，文献的考察を加え報告する.

39.トリアムシノロン腫鞘内注射後に著名な指腫脹

をきたした 1例

福岡徳?州会病院整形外科 O尾上英俊

鹿 田 高志

[症例152歳男外科医.

[経過]左示指パネ指の診断で A1pulley内に卜リ

アムシノ ロン10mgと1%ロカイン 0.5mlの腿鞘内注

射を行った.注射後，症状は消失していたが，数日

して MP関節より末梢に発赤，熱感を伴う著名なl腫

脹が出現した.血液性化学検査では CRP0.17mg/dl， 

WBC 7，040/μ!と異常を認めず， 1挫鞘内の穿刺でもj胞

の貯留等を認めなかったため感染を否定し結晶誘発

性腿鞘性滑膜炎と診断した.その後も腫脹は持続し

注射後 8週， 10週に水溶性ステロイドのオルガド

ロン 3.8mgの!腔鞘内注射を行ったが消炎効果はな

く以後は経過観察とした.注射後 6ヵ月で腫脹は]1珪
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減したが，ひっかかりが再発したため手術を行っ

た.手術所見としては A1pulley周囲の滑膜増殖，

腔表面の黄色変性と トリアムシノ ロンの白い結晶の

存在を認めた.なお経過中に終痛の訴えは全くなか

った.

[考察] トリアムシノロンの腿鞘内注射の有用性

については数多くの報告がなされているが副作用の

報告は少ない.報告されている副作用は感染，腔の

変性/断裂， Flar巴reaction，皮下脂肪の壊死/萎縮，皮

府の色素脱出，白斑， MP関節拘縮などである. 今

回の症例は経過中 PIP関節より末梢の!匝脹が掌背

側ともに特に強く注射後 6ヵ月まで持続した.最終

経過観察時の l年4ヵ月時点では， I腫脹の強かった

PIP関節より末梢は健側と比べると組lく萎縮を起し

ていた.冷えると軽い痛みが出現するとの訴えはあ

るが，現在外科医として手術を普通に行っている.

{結語] トリアムシノ ロンの作用効果は強く，い

い意味でも悪い意味でも長い期間持続すると思われ

た.

40. Heberden結節に対する指人工関節置換術の小

経験

櫛田学整形外科クリニック O櫛田 学

[はじめに1Heberden結節は日常よく遭遇する疾

患であり，保存的治療が行われていることが多い.

しかし，激しい痛みや腫脹が持続する症例や，関節

の可動性の獲得を強く望む症例も存在する.このよ

うな症例にたいし，伸筋l躍の処理に工夫を加えた背

側侵入による母指 IP，手指 DIP関節の人工関節置

換術を行ったので報告する.

[症例および手術法]症例は 3例4指，男性 1例，

女性 2例であった.

権恵、指は，母指 IP2指，中指 DIP1指， 環指 DIP
1指であった

手術は背側から展開 し，termi.nal t巴nclonを末節

骨から切離した後，関節を展開し，人工関節置換術

を行った.腔断端は 3-0エチボンド糸にて baseball

sutureとし，縫合糸を末節骨の骨孔に誘導しておき，

i.mplant挿入時に縫合した. implantは母指 IPにた

いしては AVANTAPIPおよび¥石突らの開発した

IFSを用い，その他の指の DIP関節に対しては

AVANTAPIPのステムを一部切除して使用した.

[結果]痔痛は全例で軽快し，可動域も全例で改
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普していた.

41.当院の手外科領域における軟部腫蕩および類似

疾患の治療経験

かとう整形外科光の森 O加藤悌二

はじめに

手の領域の軟部腫蕩および類似疾患については術

前診断が困難なことも多く治療困難なものも多い.

本院において経験した 44例について報告する.

対象と方法

外来患者総数 3万2千人中，手領域の軟部腫療と

考え摘出をお こなったものは 44例であった.筋肉

内血管腫 2例と，討す前明らかにガングリオン，粘液

嚢腫，炎症性疾患，皮膚腫療と考えられた症例は除

外しである.

結果および考察

血管腫 8例，GCT7例，グロームス腫蕩 6例，神

経IJ重5例，脂肪腫 3例，線維性組織球腫 1例， 皮膚

粘液腫 1例が軟部腫蕩性のものであり，それ以外に

GCTと考えていたものが骨外性軟骨腫であったり

手根管内に生 じた結節性筋膜炎の l例，類上皮嚢腫

3例，多種多様の炎症性肉芽 5例， 1.5cmの大きさ

を持って術前診断できなかったガングリオン 1例，

血管性病変 2例があった.痕例によってはその小さ

さのために MRAngiographyが有効であったものや，

術前診断，治療計画が甘かったものもあり反省点を

含めて当院で経験した症例について報告したい.

42. glomus腫蕩の検討

麻生整形外科ク リニ ック O麻生邦-

glomus 腫蕩は指，足日止の皮膚，皮下に多く存在

する血管球に由来する腫傷であり， 1客痛，圧痛，寒

冷時痛，青色斑を主徴とする.爪下部発生がほとん

どであるが，それ以外の部位からの発生も稀に見ら

れる.今回爪下部発生以外の発生例を中心に検討し

たので報告する.2003年から 2012年 10月までに経

験した glomus腫療は， 18例， 20部位であった.27 

-75歳(平均 52歳)，男性3例， 女性 15例と，中年，

女性に多く発生していた.爪下部発生 12例， 13指

では母指 7例，示指 2例，ヰl指 1例，環指 3例とな

り，母指が多かった爪下部以外の発生部位の症例

は， 7例， 7部位であり，いずれも指腹部であった.

うち l例は第 1足世の指腹部である. 51歳，女性

例では左環指， 左中指の爪下部発生に加えて左環指

の指腹部と多発していた.全例診断がつき次第切除

手術を行い，再発なく，終痛もほぼ消失した.爪下

部以外で発生 した本腫蕩では診断上見落としがない

ように注意すべきと考える.

43.血液透析合併手根管症候群の再発例に対する鏡

視下手根菅開放術

飯田病院 O飯 田 博 幸

員 鍋 剛

有 水 淳

福岡大学整形外科 石河利之

福岡山王病院整形外科 副 島 修

菊田整形外科 菊田朋朱

血液透析合併ー手根管症候群の再発例に対しては当

初直視下法による手術を行っていたが 2005年より

鏡視下手根官開放術に変更した.手術を安全に行う

ために手術法に改良を加えているのでその方法と結

果を報告する.ECTRは Menonの開発したディスポ

ーザブルの CTSRelief悶tを用いた oneportal法で

行っている.初回手術は長掌筋l陸尺側に portalを

作成し，再手術の際は棋側に作成する.これにより

線復をさけて kitの押入ができるため，横手線靭;惜

健常部を鏡視し切開することが可能で、あり，より安

全に除圧とその確認が可能である.対象は再々手術

2肢を含む 18肢であった.他院での初回手術 7肢，

その内初回手術が直視下のもの 2肢，初回手術から

再手術までのJgj l l.\~ は平均 7 年 5 か月であった . 術後

全例に痔痛の消失や減弱がみられ，合併症は認めら

れなかった.術後平均観察期間 2年 5か月 (1-7年)

での再発は認めていない.
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44.平山病により長母指伸筋麻癒をきたした 1例

溝口外科整形外科病院整形外科

0村田 大

小 島 哲夫

溝 口知行

後藤健 志

上新淑文

小 )11 光

財 津泰 久

[はじめに]

平山病は若年性一側上肢筋委縮症とも呼ばれ，到1

髄前角運動ニューロンの障害により若年期に上肢遠

位筋の筋委縮と脱力をきたす稀な疾患である.平山

病の特徴として①遺伝性を認めない，② 15-22歳

の若年に発症，①一側上肢擢患，④小手筋群，前l腕
末梢 1/2に限局した筋委縮(尺骨神経麻癖に類似)，

⑤他覚的知覚障害， !傍脱直腸障害がない，@進行が

緩徐，停止性という事が挙げられる.今回我々は平

山病では稀な長母指伸筋麻療を合併し，手術を要し

た症例を経験したので報告する.

[症例1
18歳男性の症例で， 16歳時より左母指の伸展制限

を自覚した.その後徐々に進行し， 18歳で近医より

当院紹介受診となる.母指IP関節伸展MMTはOで，

同関節に他動的可動域制限はなかった.感覚隙害，

勝脱直腸陣害はなく，小指球の委縮を認め， JJす前後

の尺骨神経伝導速度は右 64.8m/s，左 59.5m/sで¥

肘部管 tinel様 signは陰性であった.頚椎 MRI(中

間位)では所見を認めなかったが，前屈位にて C5

-6のレベルで脊髄の軽度扇平化，硬l民管後方の静

脈うっ帯を認めた.平山病による長母指伸筋麻療と

考え，初診後 1カ月で長母指伸筋!躍を固有示指伸筋

l陛に移行し，術後シーネ固定しとした 術後 3週で

シーネ除去し，術後 5週の時点で母指の筋力が回復

し，治療終了となった.

[考察]

平山病は頚部前屈I侍に頭髄硬膜後壁が前方に移動

し，それが長時間あるいは頻回に繰り返される事に

より，下部頭髄が圧迫循環障害を来し頚髄前角に壊

死を生じると言われており，特に C7，8， Th1レベ

ルの障害が多いと言われている.筋委縮の分布は，

腕横骨筋部を回避し，前腕尺側部と末梢部~小手筋

全体にいたり， oblique atrophyと呼ばれている.

今回我々が経験 した症例では MRI上 C7，8髄i1i'i
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の障害が認められ，長母指伸筋の麻揮を生じても矛

盾はないと考えた.

45.短小指屈筋の筋膿性アーチによる尺骨神経管症

候群のー倒

産業医科大学病院整形外科 O古川佳世子

酒井昭典

田 島貴 文

山中芳亮

目 貫 邦 隆

善家 雄吉

症例 :53歳男性.主訴は右手巧織運動障害(書

字および箸使用困難).現病歴は，半年前に誘引無

く箸が使いにくいことに気づくも放置.その後徐々

に手内在筋の萎縮が進行し鷲手変形が出現したた

め，精査加療目的で当科紹介受診となる.初診時所

見は，背側骨間筋と小指球筋の萎縮が著明で右環

指・小指の自動外転は不能であった.また感覚障害

は認めなかった.筋電図検査では，第 1背側骨間筋

にdenervationpa仕ernを認めるも尺側手根屈筋に

は異常は認めなかった.また知覚神経伝導速度に関

しては異常所見は認めなかった.M悶所見では，

尺骨神経管レベルに占拠性病変は認めなかった.以

上より，尺骨神経管で運動校のみが障害を受ける涼

下 ・1117可分類 typeIIIの尺骨神経管症候群と診断し

手術を施行した.術中所見は短小指屈m:i起始部のili:i
l睦性アーチが肥厚し，同部位で尺骨神経深枝が扇平

化し色調も不良で、あった.肥厚したアーチを切離

し，除圧を行った . 術後速やかに， 手指の内外jl~運

動は改善傾向を示し経過良好である.

46.撞縮のポツリ ヌス治療に対する手外科医の役割

明野中央病院整形外科 O中村英次郎

[はじめに]痩縮に対するボツ リヌス治療は患者

のADL，QOL向上に有用である.その効果を最大

限に引き出すためには，痘縮の主原因筋の同定，

ADLを考慮 した治療目的筋の設定，そして的確に

当該筋ヘボ、トックス注射を行うことである.さらに

注射後のハンドテラピストによる指導や治療効果の

減弱朋の確認などアフターケアも必要である.当院

で施行したボツリヌス治療について報告し手外科医

の役割について言及する.
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[対象と方法]脳血管障害後の上肢痘縮，及びア

テトーゼ脳性麻揮による痘縮 13名を対象とした.

注射前の痘縮評価の後，ガイドラインに従いボ 卜ツ

クス 240単位を目的筋へ筋注 した.注射後 1-3日

以内， 1週間後，1-3ヶ月後に評価とともに OTに

よる生活指導を行った.

[結果]痘縮は有意に弛緩し，ADL向上のみなら

ずネールアート を楽しむなど患者の満足度は高かっ

た.

[考察]的確な注射とその後のフォ ローを要する

観点より，ボツリ ヌス治療に対する地域の手外科医

の役割は大きいものと考える.

-244一



1089 

第 19回神奈川上肢外科研究会

期:平成 25年 10月 19日(土)

場:横浜シンポジア

長:池田 全良(湘南中央病院整形外科)

ム
玄
ム
玄
ム
一
品

リンパ節生検後，左肩痛と挙上不全が出現した.他

院で肩関節周囲炎の診断にて保存治療を行うも改善

なく 4年後に当科を受診.自動運動は挙上 110
0
，外

転 800
で内外旋制限なく，診察上，後頚三角部に手術

痕があり僧帽筋萎縮と肩甲骨外方偏位を認め，筋電

図を施行し確定診断に至った. 本例に対 して Eden-

Lange法(肩甲挙筋， 小菱形筋，大菱形筋の停止部

の筋移行)による再建術を施行した.術後 6週の外

固定の後リハビリを開始した.術後 4カ月時点で終

痛は消失し，自動運動も挙上 1300
，外転 1300

と改善

認め経過観察中である.副神経損傷に対する僧帽筋

麻療の手術治療は神経修復と僧帽筋再建術に大別さ

れる.神経修復は早期の治療に適応があり ，4年を

経過した陳旧例では僧帽筋再建術が必要とされる.

今回 Eden-Lange法を施行 し術後早期の段階である

が比較的良好な結果が得られた.

MP関節形成術を施行した関節リウマチに対す

る作業療法の経験

東海大学医学部附属大磯病院リハビリ

テーション室 O水 野 玲 子

阿久津伊 織

湘南中央病院整形外科 池田全良

54歳女性.関節 リウマチ A罷恵、歴 17年.左手環 ・

小指 EDC腿脱臼によ る MP関節伸展不全に伴う手

指の尺側偏位に対し， MP関節形成術と機能再建の

手術住|的で入院となった.

示指~小指 MP関節には Swanson型人工関節を挿

入した.環 ・小指 MP関節は棋背側の靭帯 ・関節包

を縫合し， expansion hoodは横側で縫縮した.ま

た，iヨ指 Mp.IP関節と小指 PIP関節の関節固定術

を施行した.作業療法は術後から介入した.術後 2

週よりアウトリガー付きダイナ ミックスプリント装

着下で MP関節の 自動屈曲・他動伸展を行い，早

3. 
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観血的整復術後に再脱臼した陳旧性肩関節脱臼

骨折の一例

横浜労災病院整形外科 ・運動器センター

O佐 藤昌

田平 敬

黒畑順

山本 真

三上 容司

|部旧性肩関節脱臼骨折に対して観血的整復術を行

うも，術後3日目で再手術を行った一例を報告する.

症例は 64歳男性.自転車で転倒受傷するも放置し，

約 3週間後に当科を紹介受診した 上腕骨折が前下

方に脱臼し，大結節骨折を伴う左|凍旧性肩関節脱臼

骨折に対し受傷後 4週で観血的強復術を行った.癒

着 した後方関節包や腿板周辺を十分剥離 して上腕骨

折を整復 し，前方不安定性の制御目的に Bristow法

を併用した.術後可動域保持目的に肩甲下筋 ・前方

関節包を肩関節外転 300
.内旋 400

で縫着 し，術後も

同j民位で、体幹固定した.しかし，術後3日に再脱臼が

発覚し再手術を行った.肩関節下垂・内旋 90。で肩

甲上腕関節を網線固定 した.術後4週に網線抜去後，

三角巾装着下での振り子運動から開始した.術後 3

ヶ月で自動屈曲 100。外転 900
外旋 500

内旋 L2，]OA 

scor巴87/100と経過良好であった.安定した整復位

を得る ことが良好な術後成績を得るのに重要と思わ

れた.

樹

彦

子

1. 

陳旧性副神経損傷に対して施行した僧帽筋再建

術の 1例

横浜市立みなと赤十字病院整形外科

0能瀬宏行

品回 春 生

陳旧性副神経損傷に対して Eden-Lange法による

僧帽筋再建術を行った.症例は 47歳男性， 左頭部

2. 



1090 

期から尺側偏位を助長させる側腹つまみは禁止し があると考えられた.

指尖 ・指腹つまみを促した.術後 12週のスプリント

除去後からは，巧微動作や筋力訓練を行った結

果，術後 25週でTAM平均+150
，握力+4.5kgの改

善を認めた.術後約 l年半の満足度は VASで9.5と

高い満足度は維持されていた.

4. 関節リウマチ手関節に対するロッキングプレー

卜を用いた撲骨月状骨間固定術

相模原病院整形外科 O高群浩司

森 俊仁

相模原病院 リハビリテーション科

丸谷 龍 思

[目的]

関節リウマチ恨A)に対する手関節部分固定術は，

不安定な手関節を安定化させさらに可動域を温存で

きる術式である.過去の報告では，術後の手関節可

動域は術前の約 60%程度といわれている. しかし

固定性が悪いことが多く 術後の外固定が長期にな

りやすい.結果として術後の可動域制限の原因にな

っている可能性もある.そこで検骨月状骨聞を強固

に固定することで，術後早期より可動域訓練が可能

かどうかを検討した.

[対象と方法]

対象は椀骨月状骨間固定術をおこなった RA手関

節 3症例.固定には榛骨遠位端骨折用の背側ロッキ

ングプレート (Synthes社 2.4mmLCP Dorsal Distal 

Radius Plate) を用いて横骨月状骨聞を固定した.

全例でプレー トは骨膜と関節包で完全にカバー可能

であった.手関節可動域訓練は全例で術後 1週間以

内に開始した.平均経過観察期間は 7か月.術後 6

か月での X線評価および術前後の手関節屈伸可動

域を比較した.

{結果l
X線上，全例で月状骨の矯正位は保たれ，侠骨月

状骨聞の骨癒合が得られていた.プレートの折損や

脱転などはなかった. 3症例の術前後の手関節屈伸

可動域はそれぞれ 110。→ 1150 (105%)， 95。→ 750

(79%に80。→ 750 (94%)と良好であった.

[考察]

榛骨月状骨聞をロッキングプレー卜にて強固に固

定 し，術後手関節の早期運動は可能であった.術後

経過が短期ではあるが可動域拡大につながる可能性

5. von Recklinghausen病に発症した悪性末梢神

経鞘腫蕩の 1例

川崎市立川崎病院整形外科 O堀内孝

堀内行雄

別所祐 貴

中道憲明

梅津太郎

金田和也

磯貝宜広

橘 田 祐 樹

金子康仁

原藤健吾

小柳 貴裕

[症例116歳男性 von Recklinghausen病

[主訴]左下肢激痛左大腿後面j毘癌左下垂足

左大腿後面に長径 25cmの腫痛があり，左前腔骨

筋，長母指伸筋の MMTO，左I#r-骨神経領域の知覚

低下を認めた.単純X線で同部位にII次部陰影， MRl 

で同部位に坐骨神経と連続した T1low， T2 high， 

内部に不均一な造影効果のある腫痴を認めた.

[手術所見]腫癌表面に坐骨神経があり，圧排さ

れていた.悪性を危慎したが，令市中迅速病理診断で、

明らかでなかったため，腫癒核出やFijにとどめた.

術後病理診断で悪性末梢神経鞘l盟傷と診断され

た.股関節離断術は拒否され，放射線化学療法を併

用し経過観察となった.術後 1年 4か月，局所再発

し，左股関節自r~断術を施行. その後， JJ出，)J市ll~移が

進行し，初回手術より 2年 2か月で死亡 した.

[考察]本病に対する悪性末梢神経鞘腫療の合併

症は 10%と報告されている.本痕例は巨大神経原

性臆壌であり，悪性を念頭に対応すべきことを再確

認した.

(本症例報告は第 24回日本末梢神経学会学術集会

で報告したものとほぼ同内容である.) 
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6. 手根管症候群に対する術前からのノイロトロピ

ン内服による治療効果の検討

北里大学医学部整形外科 O見目智紀

小沼 賢治

高平尚伸

高相晶士

東京女子医科大学 岩倉菜穂子

[目的]先取り鎮痛とは痛みが起こる前から鎮痛

を図る事でその後の痛みの増幅を抑制する治療法で

ある.我々は手根管症候群の予定手術においてノイ

ロ卜ロピン投与による先取り鎮痛が術後しびれの改

善や合併症の予防にも有効と考え，その有効性につ

いて検討した.

[対象と方法]対象は手根管開放術の適応とされ

た手根管症候群患者.受診施設によりノイロトロピ

ン内服群と非内服鮮の 2群に分けた.内服群 18名

21手(男性 7名，女性 11名)，非内服群 19名 19手

(男性 6名，女性 13名)，手術時平均年齢はそれぞ

れ 67.3::!:14.3歳， 68.1::!:10.7歳.術前 4週間以上の

NSAIDs，プレガパリンは使用せず，投与群はノイ

ロトロビン，ビタ ミン B12製剤，非投与群はビタ

ミン B12製剤のみの投与 とした. 治療効果の判定

は手根管症候群質問表， Quick DASHとし，初診時，

術前(初診後 4週間以上経過).術後 4週， 12週に

評価を行った.

[結果]両群ともに術後明らかな合併症は無かっ

た.内服群で 9名に術前より症状軽快が認められ，

4名は夜間装具着用しなくても目が覚めなくなっ

た.また 2名は症状改善し希望により手術中止とな

った.非内服群は全例で術前症状の改善は無かっ

た.2群聞に術前後の QuickDASH，手根管症候群

質問表の結果に有意差は無かったが，内服群は初診

時と比べ術後 1か月から両方のスコアが有意に改善

していたが，非内服群の有意な改善は 3か月以降で

あった.

[結論]手根管症候群に対する術前からのノイロ

トロピン内服では術前からの症状改善が見込め，非

内服群と比べ術後の機能改善が早い事が示された.
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7. vein wrappingを行った特発性前骨間神経麻癒

1例

太田総合病院手外科センタ - 0金 潤尋

富田泰次

根本高幸

岩 崎 幸 治

本症に関する神経線維束間剥離術などの治療成績

が報告されているが，剥離後の処置に対する報告は

少ない.今回我々は強い癒着を伴う 本症に対 し，

vem wrapplI1gを行う症例を経験したので報告する.

症例は 25j訟の男性で，特に誘因もなく左肘間部に

痔痛が出現し，その後，徐々に左母指の屈曲障害も

みられてきたため，発症後 1週で当科を受診 した.

初診時，母指の自動屈曲は不能で， MMTはFPLが

2，示・中指の FDPは4で，知覚障害は認められなか

った.本症と診断しステロイド剤の投与を行い，経

過を見ていたが，肘嵩部の終痛は軽快したものの，

MMTはFPL及び示・中指の FDPがOと，麻揮の

進行がみられてきたため発症5ヶ月後に手術を施行

した.

神経は回く変性し，周囲組織と強く癒着 していた.

そのため前骨間神経の剥離後，再癒着防止と軸索輸

送の改善を目的に veinwrappingを行った.術後， 1 

ヶ月を過ぎた頃から麻簿の改善が見られ， 6ヶ月で

MlVITはFPL及び示・中指の FDPが4，1年3ヶ月

でlVIMTは5に回復した.

1989年 lVIasearらは神経剥離後の癒着防止を 目的

にveinwrappingを行い，良好な臨床成績を報告 し

たが，本症例においても極めて高い治療効果法が得

られたものと考えている.
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著名な筋萎縮を伴い一次修復が奏功しなかった

肩甲下筋臆断裂に対して大胸筋移行術を施行し

た一例

昭和大学藤が丘病院整形外科

9. 

0八 尋

西 中

上原

鈴木

昭和大学藤が丘 リハビリテーション病院スポー

ツ整形外科 筒井康明

[症例144歳，男性，職業は大工.2009年 11月

に重量物を持ち上げた際，左肩に疎音と共に痔痛が

出現した.終痛と脱力感が継続するため，受傷後 9

ヶ月で当院初診となり，陳旧性肩甲下筋l躍断裂の診

断のもと，受傷後 10ヶ月で直視下腿板修復術を施

行した.術中肩甲下筋の脂肪変性を認めたが，一次

修復が可能であった.術後 l年の MRlでは肩甲下

筋の再断裂はなかったが筋萎縮は残存 していた.左

肩の脱力感と痔痛が持続 し仕事に支障をき たすた

め，初回手術後 2年で鎖骨枝を用いた大胸筋移行術

を施行した.後療法は外転装具を4週，その後三角

巾で2週固定し，術後翌日から他動可動域訓練，術

後 6週から児童可動域訓練を開始 した.術後 M悶

で移行!挫の生着は良好であり，術後 9ヶ月の時点で

内旋筋力と持続力は回復 し 肉体労働も支障なく行

えている.

[結語]陳旧性肩甲下筋断裂で，強い内旋筋力と

持久力の回復が必要な症例では，大胸筋移行術を第

一選択とすべきである.
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[はじめに]

前腕不全断裂に伴った尺骨神経損傷に対して，神

経再生誘導チューブを用いて神経の架橋を行った 1

例を経験 したので報告する.

[症例1
68歳男性.船上で作業中にイカ リとチェーンに

挟まれて受傷し，救急搬送された.右前腕背尺側を

中心とした不全断裂であり，棋尺骨共に粉砕骨折で

あった末梢側の色調は不良で，横骨尺骨動脈とも

f11!知不能であった.同日椀骨動脈縫合，手関節創外

固定，機尺骨ピンニング， 伸筋!挫群の縫合を行った.

尺骨神経は約 4cmに渡り牽引損傷され著しく elon-

gationしていた尺骨動脈は損傷が激しく，結訟し

た.正中村l経，屈筋l腿群，長短検側手根付3筋l世は保

たれていた.後日，血行 ・書IJ状態の安定を確認後，

焼尺骨の骨接合術と共に，尺骨神経に対 して神経再

生誘導チューブを用いた架橋を行った Elongation 

した部位を切除後， 4.0mm径のナーブリッジ@を l

本用いて架橋した.

[考察]

ナーブリッジ@は本年 7月より販売1m始となった

日本で最初の神経再生誘導チューブ(人工神経)で

ある. Donor siteの侵襲はなく，手技も比較的容易

であり，手術時間の短縮が可能である と共に，成績

も今までの神経移植と比較 して同等も しくはそれ以

上の結果が期待できる.自験例では， 2本並列に用い

ることも考慮していたが，最も太い 4.0mITI径 1本

の使用で対応可能であった.術後早期であり神経の

回復状態を評価できる段階ではないが，紹介を兼ね

て報告 した.今後症例を重ね検討 していく 予定であ

る.
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展は35度，掌側外転は 3.5cm，VASは26%であった.

単純X線上，大菱形骨の外側部陥凹と中手骨側の

骨欠損を伴う変形治癒を認め，Cfでは第 1中手骨

は亜脱臼し，関節面は軟骨下嚢胞と骨硬化像を呈 し

ていた.受傷後 6カ月日に関節鏡を行い，大菱形骨

側のjl次骨面欠損と中手骨側の一部のjl次骨下骨の露出

を認めた.また，創外固定により関節面のアライメ

ントを整復した.3週間後，アライメント矯正と関

節症変化の防止目的に，大菱形骨の骨軟骨欠損部に

約 10X15mmの助骨助軟骨移植による軟骨関節面

の再建を行った.移植後約 6カ月の現在，可動域と

単純X線上のア ライメントは良好であるが，成長

期でもあり，長期の経過観察が必要である.

11.新鮮舟状骨骨折に対して血管柄付き骨移植術を

行った2例

平塚共済病院整形外科手外科センター

0竹本 暁

坂野裕昭

本田 淳

勝村 哲

岡崎 敦

井出 学

坂口 彰

横浜市立大学整形外科 斎藤知行

[症例 1126歳女性.バイク事故で受傷.受傷後

19日に当院受診し左手舟状骨腰部背側に骨欠損を

認めた (Herberttype B2). 骨折部の骨欠損に対し

Zaidemberg法に準じて 1，2ICSRを血管茎とする骨

移植術を行い， DT]スク リューで固定した.術後 8

週で良好な骨癒合を得た. [症例 2126歳男性.5m 

の高所から転落し受傷.近医へ搬送され左月状骨周

囲脱臼，舟状骨骨折の他，左腎損傷など多発外傷に

て入院.受傷後 9日に当院紹介受診し舟状骨服部の

粉砕を認めた (Herbertlype B4).血管柄付き骨移

植術を施行し， DT] miniスクリューで固定 した

術後 7週で良好な骨癒合を得た.[考察]新鮮舟状

骨骨折であっても骨折部の骨欠損を有する症例や，

偽関節率の高い月状骨周囲脱臼を伴いかつ骨折部の

粉砕を有する症例に対しては，初回手術で血管柄付

き骨移植術を考慮 して良いと考えた.
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12.舟状骨骨折におけるスクリュー刺入法の工夫

-3D画像による検討を中心に一

川崎市立多摩病院整形外科 O松下和彦

聖マ リアンナ医科大学整形外科学講座

内藤 利 仁

新井 猛

清 水 弘 之

別 府 諸 兄

[目的]舟状骨はピーナツの殻のように捻じれた

形をしており， X線像より立体像を推測するのは容

易ではない.舟状骨骨折新鮮例の 3DCf像より，

掌側進入で screwを適切な位置に刺入するための刺

入部位，刺入角度，指標について検討した. [方法

および結果]症例は 3D像で骨折型を評価した舟状

骨新鮮骨折(腰部型)の 1例である. 舟状骨単独の

3DCf像を水平方向に回転させて観察すると，舟状

骨結節尺側より刺入すると有頭骨関節面が障害とな

ることがわかる.舟状骨結節中央あるいは中央やや

擁側より刺入する必要がある.手線管と検骨を含ん

だ 3DCf像より刺入角度について検討すると，手

関節中間位ではリスター結節あるいはそのやや遠位

の検骨遠位関節面の背側縁を削!知し目標にするとよ

い位置に刺入されることがわかる. [まとめ]舟状

骨骨折新鮮例では，3DCf像より screwの刺入部位，

刺入方向を検討することは術前フ。ランニンクやとし

て有用である.

13.両側樟骨遠位端骨折に対し両側同時手術を施行

した 8例

昭和大学横浜市北部病院整形外科

0酒井 健

川崎恵吉

中村正則

昭和大学医学部整形外科 門 馬 秀 介

稲 垣 克 紀

昭和大学藤が丘病院整形外科 西 村 直 也

昭和大学藤が丘リハビリテーション病院スポ

ーツ整形外科 筒 井 康 明

椋骨述位端骨折の両側例についての報告はまれで

ある.今回両側椀骨遠位端骨折に対し，両側同時手

術加療を行った8例を経験した.年齢は平均58.5歳，

男性 4例，女性 4例であった.骨折型は両側背屈転

位型 3例，両側掌側転位型 5例であった.全例掌側
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ロッキングプレートで内固定した.受傷原因は全例

転倒で，掌側転位型であっても，手掌からついて受

傷したと思われる，手掌に擦過傷が存在する症例が

見られた.平均 Cooneyscoreは右が 92.5，左が 93.8

で，矯正損失は，左右及び、掌側転位型と背側転位型

で有意差はなかった.今回掌側より手をついて受傷

した場合でも，掌側転位型となった症例があった

が，これは中小路らが報告したようにダイビングす

るように転倒し，機骨遠位端lこ強い関断力が働いた

ためと考えられた.また，両側i憐骨遠位端骨折は，

高度の ADL制限を生じるため， 積極的に手術治療

を行う必要があると思われた.

14.前腕双極損傷の一例

横浜市立大学整形外科 O針 金健吾

松尾光祐

上石 貴 之

川端佑介

川畑武彦

粛藤和行

[背景]前腕双極損傷は肘関節を手関節に同時に

脱臼や骨折が生じるまれな外傷である.槙骨頭外側

脱臼および尺骨頭背側脱臼による前腕双極障害を起

こした一例を経験したので報告する.

[症例147歳男性.バイクで走行中に乗用車と衝

突して受傷した.右尺骨鈎状突起の11給状靭帯付着部

剥離骨折による榛骨頭外側脱臼，および右尺骨茎状

突起骨折に伴う尺骨頭背側脱臼を認めた.輪状靭稽

付着部の骨片をスクリユー固定，尺骨茎状突起を締

結ワイヤーで固定した後 前腕国外位で近位・遠位

焼尺骨聞を網線による固定を行った.術後 8週で網

線を抜去して関節可動域訓練を開始した.術後 11

ヵ月の現在， ADL上大きな支障はなく経過良好で

ある.

[考察]本症例では手関節背屈 ・前腕囲内・肘関

節屈曲位で槙骨長軸方向への強い軸圧を受けたこと

が特異な骨折型を来たした一因と考えられた.不安

定性 ・機能障害を残さないためにも初期の注意深い

観察と迅速な務復固定が重要と考えた.

15.小児上腕骨折外顎骨折の治療と経過

聖マ リアンナ医科大学横浜市西部病院整形外科

0軽辺朋子

笹 益雄

吉 田 典 之

聖マ リアンナ医科大学整形外科 別 府 諸 兄

1987年 8月から 2013年8月までに当院を受診 し

た小児上腕骨外頼骨折患者 55例中，新鮮例で他の

合併損傷がなく術後経過観察期間が 1年以上であっ

た23例(男 15例，女 8例)の骨折型，治療方法，手

術までの日数，手術方法，術後固定期間，最終可動域

について調査した.結果， Tension band wiringで治療

したのはTyperrが7例， Type皿が8例， Kirschner 

Wire 2本で治療したのは Type1Iが 3例， Type m 
が4例であり， Type rrの 1例のみ保存療法であっ

た.肘関節の最終可動域は，健側との比較を見ると

左右差なしが 17例， 100

以内が4例，110

以上が 1例

であった.発症年齢，手術までの日数，術後の固定

期間の違いによる術後の肘関節の可動域に有意差は

認めなかった.可動域制限の残存が予想される症例

では，作業療法士によるリハビリを介入していた.

長期間の経過観察や リハビリの介入により，最終可

動域は改善できる可能性があると考えた

テーマ 1.上腕骨頼上骨折の整復操作における

Baumann角の利用

済生会神奈川県病院整形外科 O山 中一良

佐 々 木 孝

済生会横浜市東部病院整形外科

0山 部英行

松 井 秀 和

宮本裕也

小児上腕骨頼上骨折に対する経皮ピンニングは標

準的手術だが，術後の内反肘は意外に多く発生して

いる.その原因は，正確な整復位の確認困難や，術

後の再転位など様々な要因が考えられる.Baumann 

角は整復の指標のひとつとして提唱されてきたが，

整復操作時の具体的な利用法について述べた報告は

ない.

saumann角は個人差が大きく，われわれの調査で

は570 -830，平均 70.9:t6Sと，ぱらつきが大きか

った.そのため一律の角度を整復の指標とすると整

復不良が生じうる.われわれは健側の Baumann角
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テーマ 3.小児上腕骨頼上骨折の手術症例の治療成

績

東海大学医学部外科系整形外科

0石

持

謂
J三包
J同

池

東海大学八王子病院整形外科

東海大学大磯病院整形外科

湘南中央病院

[目的]

上腕骨頼上骨折の手術療法において，良好な整復

位を保持することが困難な場合がある.本発表の目

的は手術を施行した 25例の固定法と治療成績を明

らかにすることである.

[対象 ・結果]

手術を施行した 25例で，平均 7.8歳，男児 17例，

女児8例安部分類で国型7例， IV型 18例であった.

手術法は槙側より網線国定 10例，内 ・外販を貫く交

差固定 15例であった.最終調査時，平均 tiltingangle 

は36.90/37.80
(焼側網線固定/交差固定)，carrying 

angleは 173S/166.60 

(槙側網線固定/交差固定)で

あった. Baumann angleとcarryingangleで交差固

定群が有意に良好な成績であった.

[考察]

本骨折に対する網線固定は一般的であるが，その

固定法については議論が分かれる.近年，梼側網線

固定より内 ・外頼交差固定による強固な固定の必要

性の報告もあり，本結果もそれを支持するものであ

った. しかし尺側網線刺入は尺骨神経麻揮のリスク

を含んでおり，刺入時に MINIOPENとする等の対

応は必要であると考えられた.

[結語]

上腕骨穎上骨折で，交差固定法は尺骨神経への配

慮は必要で、あるもののより矯正損失の少ない強固な

固定法であると思われた.

崇 之

由香
譲 Jム

，口

育雄

あゆ子

全良

井

林

田

藤

水

田

を透明シート に描き，これをテンプレート として術

中の透視モニタ画面に貼り付けて整復の指標として

いる.5例に対し本法を用いたところ， Baumann角

は術直後，癒合後ともに健側との差は 30
以内にお

さまっていた.整復のためのモニタ用テンプレート

は単純な方法だが，正確な整復を可能とする有用な

方法である.
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テーマ 2.小児上腕骨頼上骨折に対する挺子の作用

を利用した経皮的ピンニング法

日本医科大学武蔵小杉病院整形外科

0南野光彦

青 木孝文

宮本 暖

大 場 良 輔

星川直哉

川口宏志

津 泉卓哉

高井信朗

小児上腕骨穎上骨折 109例 110肘を対象に，挺子

の作用を利用した経皮的ピンニングの成績について

検討した.術式は①側l弘位または腹臥位で，手台上

で，背側から整復ピンを骨折部に刺入後，遠位に回

転させ，近位骨片の後方転位を整復し，前方皮質骨

にハンマーで打ち込む (TA健側差5度以内)，③遠

位骨片の回旋，回転転位を整復 (AS2mm未満， BA 

健側差5度以内)，④固定ピン 2本を外頼から刺入

し， 4週間外固定後，網線抜去 した.整復不能は 13-15

歳 3例であった.6か月以上経過をみた 89例で， Flynn 

評価 functionalfactor優 80肘，良 8肘.可 1肘， cos-

metic factor優 77肘.良 7肘，可 4肘，不可 l肘であ

った. 2002年以降固定ピン 2本として骨切りを要

する内反肘を認めていない.本法は，徒手的な牽引

や整復がほとんど不要で 全て術者一人で簡便に良

好な整復位を獲得でき，内側からのピン刺入も不要

で，尺骨神経損傷を回避する有用な方法である.

日本医科大学整形外科
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テーマ4.小児上腕骨頼上骨折に対する経皮的ピン

ニング後に生じた神経障害の検討

昭和大学横浜市北部病院整形外科

0川崎恵吉

酒井 健

松久孝行

前田昭彦

尾又弘晃

大下優介

王興 栄

伊 藤嘉 太

逸見範幸

一 雲 仁

西山嘉信

中村正則

昭和大学医学部整形外科 稲垣克記

昭和大学横浜市北部病院で経皮的 pinning固定を

施行された小児上腕骨頼上骨折は 76例(一方観血的

整復固定は 25例)で，術前から神経障害を伴ってい

た5例を除いた 71例のうち，術後神経障害を生じた

6例(l群)と生じなかった 65例 (N群)を比較検

討 した I群の損傷神経は， 6例とも尺骨神経で，

その後4例は抜釘のみを 2例は神経剥離術を行い

1年以内に全例神経麻揮は回復した.1群 :N群を

比較すると， 骨折型や彰t7J医及び助手の経験年数

に，有意な差はなかった 2007年以降は，術後麻

簿は生じていなかった.経皮的 pinning固定の術後

尺骨神経障害は，熟練の医師においても生じる可能

性があった.内側の K-wire刺入にあたっては，尺

骨神経を丁寧に触知しよける，触知できない場合に

は 1-2C111程の小切聞を加え尺骨神経を確認する，

内上頼の頂点やや前方から刺入する，電動ドリルを

ゆっくりまわす，なと、の細心の注意が必要で、ある.
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