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骨粗鬆症患者における橈骨遠位端骨折に対する
エルデカルシトール投与の有効性の検討
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骨粗鬆症患者における橈骨遠位端骨折に対して手術加療を行った症例の治療成績をエルデカルシトール投
与の有無で比較し，エルデカルシトール投与の有効性を検討した．対象は当院で橈骨遠位端骨折に対して手
術加療を行い術後 6か月以上経過観察可能であった 41例であり，エルデカルシトール投与群 15例（男性 3例，
女性 12例，平均年齢 70.9歳，平均経過観察期間 10.8か月）と非投与群 26例（男性 3例，女性 23例，平均
年齢 68.5歳，平均経過観察期間 8.8か月）の治療成績を臨床的，X線学的に検討した．両群の検討項目は，術
後 3か月および 6か月時の握力と関節可動域（掌屈，背屈，回内，回外），最終観察時のMayo wrist score
と X線学的各パラメーター（Ulnar variance，Volar tilt，Radial inclination）とし，またエルデカルシトール
投与群は投与前と最終観察時に腰椎と大腿骨の骨密度を測定した．両群の臨床的，X線学的比較検討ではす
べての検討項目において有意差は認めなかった．ただし，エルデカルシトール投与群の最終観察時の腰椎骨
密度は投与前に比して有意に上昇しており，骨粗鬆症治療としての一定の効果は認められた．

【緒　言】
エルデカルシトールは新しい活性型ビタミン D3

製剤であり，既存のビタミン D3製剤より骨折リス
クを軽減するといわれ 1)，またビタミン Dは骨代謝
への作用のほかに筋に対する作用を有することが報
告されている 2)．今回，手術加療を選択した橈骨遠
位端骨折患者の骨粗鬆症に対してエルデカルシトー
ルを投与し，骨粗鬆症患者における橈骨遠位端骨折
に対するエルデカルシトールの有効性を検討した．

【対象と方法】
2009年 4月以降，当院で橈骨遠位端骨折に対し
て Acu-Loc Distal Radius Plate System（ACUMED）
を用いて手術加療を行い，術後 6か月以上経過観察
可能であった 41例を対象とした．2011年 11月以降
は DXA（dual-energy X-ray absorptiometry）を用い
て腰椎および大腿骨の骨密度を測定し，いずれかの骨
密度が若年成人平均値（young adult mean： YAM）
80％以下で，過去に骨粗鬆症治療歴のない患者にエ
ルデカルシトール 0.75μg/日投与を推奨した．最終
的に，エルデカルシトール投与群（以下投与群）が

15例（男性 3例，女性 12例），エルデカルシトール
非投与群（以下非投与群）が 26例（男性 3例，女
性 23例）であり，その治療成績を臨床的，X線学
的に検討した．投与群に続発性骨粗鬆症の症例はな
く，またエルデカルシトール以外の他剤の併用はな
かった．非投与群は 2例で原発性骨粗鬆症に対して
ビスホスホネート製剤の内服中であったが，その他
の症例は骨粗鬆症治療薬の使用はなかった．投与群
と非投与群の手術時平均年齢は順に 70.9（60-85）
歳と 68.5（60-83）歳，平均経過観察期間は順に 10.8
（6-18）か月と 8.8（6-27）か月でありともに統計学的
有意差はなかった（検定はMann-Whitney U testを
使用，P値は順に 0.39，0.10）．橈骨遠位端骨折 AO分
類は投与群が A2：2例，A3：4例，C1：4例，C2：3
例，C3：2例で，非投与群は A2：1例，A3：9例，B3：
1例，C1：5例，C2：3例，C3：7例であった．合併
損傷は同側の尺骨茎状突起骨折（先端および中央部）
の放置例が投与群 6例，非投与群 14例であり，反
対側は投与群で母指末節骨のピンニング施行が 1
例，非投与群で肋骨骨折の保存療法が 1例であった．
両群の検討項目は，術後 3か月および 6か月時の握
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力と関節可動域（掌屈，背屈，回内，回外），最終観
察時のMayo wrist scoreと X線学的各パラメーター
（Ulnar variance，Volar tilt，Radial inclination）とし，
両群間の比較をMann-Whitney U testを用いて，有
意水準 0.05として統計学的に検討した．また投与
群は投与前と最終観察時（術後 6か月時が 5例，術
後 12か月時が 8例，術後 18か月時が 2例）に腰椎
と大腿骨の骨密度（g/cm2）を測定し，投与前と最終
観察時の値をWilcoxon signed-rank testを用いて有
意水準 0.05として統計学的に検討した．

【結　果】
臨床的に術後 3か月，6か月時における握力，可動
域，最終観察時のmayo wrist scoreのすべてにおい
て両群間に有意差を認めず（表 1），X線学的に最終

観察時の Ulnar variance，Volar tilt，Radial inclination
も両群間に有意差を認めなかった（表 2）．エルデカ
ルシトール投与群の腰椎骨密度（g/cm2）は投与前と
最終観察時において 0.854から 0.880となり統計学
的に有意に上昇していた．大腿骨骨密度（g/cm2）
は 0.551から 0.563へと推移していたが統計学的有
意差は認めなかった（表 3）．

【考　察】
ビタミン Dの運動機能への影響について，メタア
ナライシスにてビタミン D投与により転倒リスク
が 22％減少したとの報告があり，活性型ビタミン
Dによる筋機能の向上が考察されている 3)．また活
性型ビタミン Dであるアルファカルシドール投与
で膝伸展筋力が向上した 4) などの報告もある．特

表 1 臨床評価

表 2 X線学的評価 表 3 骨密度
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に Leeらはビタミン D投与が橈骨遠位端骨折受傷
後6か月時の握力回復に相関したと報告している 5)．
基礎的研究においてもヒトの骨格筋においてビタミ
ン Dレセプターの発現が確認されており，ビタミ
ン Dはレセプターを介して筋肉の収縮機能に関与
しているとされる 6)7)．ただし，本研究の検討項目
においてはエルデカルシトールの手関節機能への影
響は確認できなかった．ビタミン Dの筋力増強効
果については肯定的な意見と否定的な意見があり未
だ一定の結論には達しておらず，またエルデカルシ
トールに筋力増強効果を有するかどうかについての
過去の文献的報告はなく，今後さらなる検討が必要
である．
橈骨遠位端骨折と血中ビタミン D濃度の関係につ
いて，橈骨遠位端骨折患者はビタミン D濃度が低
く 8)9)．橈骨遠位端骨折の発生時に骨粗鬆症とともに
ビタミン D不足の治療が必要であるとの報告があ
る 8)．エルデカルシトール投与により不足している
ビタミン Dの作用をカバーできる可能性があるの
ではないかと考えられる．
本研究において，骨粗鬆症患者における橈骨遠位
端骨折に対してエルデカルシトール投与の効果を検
討したが，手関節機能への影響は認めなかった．た
だし，腰椎骨密度は統計学的に有意に上昇し，骨粗
鬆症治療としては一定の効果が認められた．骨粗鬆
症薬についてはいくつかの選択肢があるが，橈骨遠
位端骨折の治療を行う際に骨粗鬆症の診断，治療を
しっかりと行っていくことは重要である．本研究の
限界として，握力は健側比で評価しており，利き手，
非利き手を考慮していないこと，臨床評価は術後 3
か月時と 6か月時の 2回のみしか比較検討していな
いこと，症例数が少ないこと，経過観察期間が短い
こと，受傷前の状態（臨床評価，X線学的評価）が
わからないこと，また，骨密度評価において対照群
である非投与群の骨密度を測定できていないこと，
当院における DXAによる測定の再現性の問題など
があげられ，今後より詳細な研究が必要であると考
えられた．

【まとめ】
骨粗鬆症患者における橈骨遠位端骨折に対するエ
ルデカルシトールの手関節機能への影響を検討した
が，本研究の検討項目においては有意な効果を認め
なかった．ただし，エルデカルシトール投与により

腰椎骨密度は統計学的に有意に上昇しており，骨粗
鬆症治療としては一定の効果が認められた．
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【目的】橈骨遠位端骨折後の合併症の一つである正中神経障害と手根管内圧との関連について検討した．
【対象と方法】橈骨遠位端骨折に対して手術を施行した 15手を対象とした．骨接合前後および抜釘時に手
根管内圧を測定し，しびれの有無と手根管内圧の変化について検討した．
【結果】7手でしびれを認め，3手で抜釘時も残存していた．手根管内圧は骨接合後に有意に低下した．受
傷時にしびれのある群で手根管内圧が高い傾向にあり，骨接合後にしびれの残存した群では骨接合前と抜釘
時の手根管内圧は有意に高かった．
【考察および結論】正中神経障害の発生には受傷早期の手根管内圧の急激な上昇とその持続性が関連して
いる可能性が示唆された．

【緒　言】
橈骨遠位端骨折後の合併症の一つである正中神経
障害は，その発生機序として直接的な正中神経の圧
迫や損傷，手根管内圧（carpal tunnel pressure，以下
CTP）の上昇などが報告されているが，いまだ明ら
かではない 1)2)．
今回，掌側ロッキングプレート（volar locking plate，
以下 VLP）を用いて手術治療を行った橈骨遠位端
骨折において，CTPと正中神経障害との関連につ
いて検討したので報告する．

【対象と方法】
当科にて 2012年 4月から 12月までの 9ヶ月の間
に，橈骨遠位端骨折に対して骨接合と抜釘を施行し
た 14例 15手を対象とした．男性 2例，女性 12例，
右 6手，左 9手，受傷時平均年齢 68.6歳（53～81歳）
で，受傷から手術までの平均待機期間は 3.7日（0～
9日）であった．AO分類による骨折型は，type A：7
手（A2：4手，A3：3手），type C：8手（C1：2手，C2：
4手，C3：2手）で，末梢骨片はすべて背側に転位
していた（表 1）．
手術は伝達麻酔あるいは全身麻酔下に，全例で空

気止血帯を用いて（骨接合時および抜釘時ともに同じ
加圧で行った），橈側手根屈筋腱（FCR）上に弓状皮

切を行い，FCR下で後鞘を切開して進入した（trans-
FCR approach）．骨接合には全例で VLP（VA-LCP TC 
DRP 2.4，Synthes，PA）を用いて内固定を行い，術
後6ヵ月の時点で抜釘を行った．骨接合（VLP内固定）
の前後および抜釘時に CTPを測定した．測定には，
圧モニタリングチューブセット・サフティキット（川
澄化学工業株式会社，東京）および 18Gサーフロ
ー留置針（テルモ株式会社，東京），ベッドサイド
モニタ・ライフスコープ（日本光電株式会社，東京）
を使用し，手関節皮線から 2cm近位，長掌筋腱の
尺側からサーフロー留置針を手根管内に挿入してモ
ニタリングされた平均圧を CTPとした（図 1）．
本研究では，初診時に正中神経固有支配領域のし
びれを認めるものを正中神経障害ありと診断した．
これらに対して，骨接合直後および抜釘時における
単純 X線像にて，橈骨の骨癒合の状況と radial incli-
nation，volar tilt，ulnar varianceを計測し矯正損失の
有無を評価し，次に正中神経障害の有無と CTPの
経時的変化について検討した．
統計学的検討として，Student t検定および反復
測定―分散分析を用い，p＜0.05を有意差ありとし
た．
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【結　果】
全 15手において橈骨の骨癒合が得られ，radial in-

clinationは骨接合直後平均23.8 か゚ら抜釘時平均24.2 ，゚
volar tiltは平均 11.4 か゚ら平均 12.3 ，゚ulnar varianceは
平均 -0.2mmから平均 0mmへと変化したが，各パラ
メータで骨接合直後と抜釘時の間に有意差はなく，
矯正損失は認められなかった（表 2）．

15手中 7手で受傷直後より正中神経固有支配領
域のしびれを認め，うち 3手で抜釘時にもしびれが
残存していたため，抜釘時に鏡視下手根管開放術を行
った（図 2）．

CTPをみると，骨接合前平均 73.6mmHg（5～165 
mmHg），骨接合後平均 13.2mmHg（0～34mmHg），
抜釘時平均 13.1mmHg（2～47mmHg）であり，骨接
合前と比較すると骨接合後および抜釘時では有意に

表 1 症例詳細

図 2 正中神経障害（しびれ）の有無

表 2 単純 X線像における画像評価

図 1 （上）trans-FCR approachの皮切．
 （下）  手根管内圧の測定方法，PL腱尺側からサー

フロー針外套を挿入．
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低下していたが（p＜0.001），骨接合後と抜釘時では
有意差は認めなかった（図3）．受傷時のしびれなし（N）
群としびれあり（P）群でみると，骨接合前はN群平
均 54.8mmHg（5～117mmHg），P群平均 95.1mmHg
（27～165mmHg），骨接合後は N群平均 10.8mmHg
（0～29mmHg），P群平均16.0mmHg（5～34mmHg），
抜釘時はN群平均 7.5mmHg（2～13mmHg），P群平
均 19.6mmHg（5～47mmHg）であり，各時点でN群
と P群の間に有意差は認められなかったが，P群で
CTPが高い傾向にあった（図 4）．また，抜釘時に
しびれのなかった 12手としびれが残存していた 3
手の CTPは，それぞれ骨接合前平均 62.9mmHg（5～
151mmHg），116.3mmHg（55～165mmHg），骨接合
後平均 10.8mmHg（0～29mmHg），22.7mmHg（5～
34mmHg），抜釘時平均 7.2mmHg（2～13mmHg），
37.0mmHg（30～47mmHg）で，骨接合後では有意
差は認められなかったが，骨接合前と抜釘時におけ
る CTPはしびれの残存していた群の方が有意に高
かった（骨接合前，p＜0.02；抜釘時，p＜0.03）（図
5）．

【考　察】
橈骨遠位端骨折後における正中神経障害の発生頻
度は 0～23％とされ，保存療法で 7％，掌側プレー
ト固定後で 10.1％と報告されており 4)，近年におけ
る VLPの進歩とともに，その合併症の一つとして
の正中神経障害の報告が散見される 3)5)．正中神経
障害の発生機序としては，直接的な正中神経の圧迫
や損傷，CTPの上昇が考えられているが，その原
因の一つである CTPの上昇について，Gelberman
らは，健常成人での CTPの正常域の上限は 40～
50mmHgであり，それ以上となると正中神経障害
の危険性があると報告している 6)．本症例では骨接
合前の CTPは平均 73.6mmHgと正常域を大きく越
えており，骨折後の正中神経障害の発生を予期させ
る結果であったが，VLP固定後に全例で CTPは平
均 13.1mmHgと低下し，安全限界値以下となってい
た．今回の検討では，骨接合後から抜釘時までのCTP
の経時的な測定は行っていないが，Dresingらは，
橈骨遠位端骨折の整復後に経時的に CTPを測定し
たところ，整復後 4時間で最大（37.0±16.2mmHg）
となり，以後漸減すると報告しており 2)，骨接合後
も CTPが上昇する可能性が示唆される．また今回
の CTPはすべて空気止血帯使用下で測定した．空

気止血帯の使用の前後の短時間でも CTPが変化す
る可能性が考えられるが，今回の骨接合時および抜
釘時の手術においては，空気止血帯の加圧前後で
CTPの変化はほとんど認められなかった．しかし

図 5 抜釘時のしびれの有無での CTPの経時的変化

図 3 全症例における CTPの経時的変化

図 4 受傷時のしびれの有無での CTPの経時的変化
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手術時の空気止血帯使用などにより生じうる虚血／
再灌流障害では，骨格筋が損傷されることにより組
織の浮腫が生じるため，腫脹やコンパートメント内
圧の上昇が惹起され，術後さらに CTPが上昇して
いる可能性が考えられる 7)．本症例すべてにおいて
手術後にしびれが出現，増悪した症例は認めなかっ
たが，術後 CTPが上昇していた可能性は十分に考
えられるため，今後の検討を要する．一方，初診時
にしびれのあった症例では，骨接合前の CTPは平
均 95.1mmHgと高い傾向があり，抜釘時にしびれ
の残存した症例においては骨接合後に CTPは 3例
とも平均 40mmHg以下に低下していたが，骨接合
前で平均 116.3mmHg，抜釘時で平均 37.0mmHgと
しびれのない症例と比較して有意に高くなってい
た．これらの結果から，正中神経障害の発生には，
受傷早期の CTPの急激な上昇とその後も比較的高
い CTPが持続することが関連している可能性が示
唆された．

【まとめ】
橈骨遠位端骨折の手術症例に対して，骨接合前後
および抜釘時に CTPを測定して正中神経障害との
関連について検討した．骨接合後に CTPは有意に
低下したが，正中神経障害の残存した症例では骨接
合前および抜釘時の CTPが有意に高かった．正中
神経障害の発生には，受傷早期の CTPの急激な上
昇とその後の高い CTPが持続することが関連して
いる可能性が示唆された．
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75歳以上の橈骨遠位端骨折に対する掌側 locking plate
固定術の治療成績
品
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掌側 locking plateを使用し手術療法を行った 75歳以上の後期高齢者の橈骨遠位端骨折 22例の手術成績を
検討した．術直後と最終経過観察時の単純 X線像比較で radial inclinationは平均で 1.0 減゚少し，volar tiltは
1.7 減゚少，ulnar varianceは 3.1mm増大し，矯正損失を認めたが，臨床成績はMayo Modified Wrist Scoreで
excellent：11例，good：9例，fair：2例，poor：0例，平均 82点と良好で，腱断裂，スクリューの関節内
逸脱などの合併症は認めなかった．後期高齢者であっても，高齢であることだけで手術適応外とすることな
く，手術療法で社会復帰が早くなることに意義を見いだせる患者においては，手術療法を選択すべきと考え
られた．

【緒　言】
高齢者の橈骨遠位端骨折の治療において，掌側

locking plateが登場したことによって固定性が向上
し，手術適応が広がってきている．しかし高齢者に
は背景に骨粗鬆症があるため，術後の矯正損失やそ
れによる機能の低下，スクリューの関節内への逸脱
などが危惧される．またWHOが高齢者を 65歳以
上としていることから，海外では 65歳以上を高齢
者としてその治療成績がまとめられることが多い 1)

が，世界最長寿国のわが国においては，厚労省が定
める 75歳以上の「後期高齢者」が 1500万人以上（人
口の約 12％，2012年国勢調査）もいることから，
この世代の治療成績を明らかにする必要があると思
われる．著者らは掌側 locking plateを用いて手術療
法を行った 75歳以上の後期高齢者の橈骨遠位端骨
折の手術成績・合併症について検討したので報告す
る．

【対象と方法】
2007年 4月から 2012年 3月までに，当科にて掌側

locking plateを用いて観血的整復固定術を行った 75
歳以上の橈骨遠位端骨折 49例のうち，術後 3か月
以上経過観察可能であった22例22手を対象とした．
受傷側は右 12手・左 10手であり，男 4例・女 18例，
手術時平均年齢は 81（75～95）歳，平均経過観察

期間は 9（3～38）か月であった．術前 AO分類は
A2：5 例，A3：9 例，B3：4 例，C1：1 例，C2：3
例であった．
手術は Trans-FCR approachで，方形回内筋を切

開して行った．透視下に整復してから，手関節掌屈
位で助手が鋭匙などを用いてプレートを橈骨に密着
させながらスクリュー固定を行った．使用したプレ
ートは APTUS collection®（MEシステム）が 15例，
APTUS baby foot®（MEシステム）が 4例，Acu-Loc®

（日本メディカルネクスト）が 3例であった．術後
2週間背側ギプスシーネ固定を行い，疼痛内の日常
生活動作は特に制限しなかった．
評価項目は骨癒合の有無，術直後と最終観察時の単
純 X線像における radial inclination（RI），volar tilt
（VT），ulnar variance（UV）と各値の矯正損失，最終
観察時のMayo Modified Wrist Score（MMWS）2) に
よる臨床成績，術後合併症とした．

【結　果】
全例で骨癒合が得られた．術直後単純 X線像評価

では RI：21.4 ，゚VT：7.1 ，゚UV：-1.0mmであったの
に対し，最終観察時は RI：20.4 ，゚VT：5.4 ，゚UV：
2.2mmで，平均矯正損失は RI：1.0 ，゚VT：1.7 ，゚UV：
3.1mmであった（表 1）．MMWSによる臨床成績は
平均 82点で，excellent：11例，good：9例，fair：2例，

受理日　2014/10/01
横浜市立みなと赤十字病院　整形外科　〒231-8682　神奈川県横浜市中区新山下 3-12-1
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poor：0例であった．矯正損失の程度と臨床成績に
は関連を認めなかった．術後合併症として，感染，
腱断裂，スクリューの関節内逸脱などはいずれも認
めなかった．
【症例呈示】
症例 1：85歳，女性．転倒時に手をついて AO分
類 B3の右橈骨遠位端骨折を受傷した（図 1ab）．

APTUS collectionを用いて骨接合を行い（図 1cd），
術後 UV 1.5mm，RI 1 ，゚VT 2 の゚矯正損失を認めた
（図 1ef）．可動域は掌屈 70 ・゚背屈 80 ，゚回内 80 ・゚回
外 80 ，゚握力は 11.5kg（対健側比 100％）で，MMWS 
100と臨床成績は良好で，日常生活に支障なく社会
復帰した．
症例 2：81歳，女性．社交ダンス中に転倒し，AO
分類 A3の左橈骨遠位端骨折を受傷した（図 2ab）．
受傷時の時点で尺骨頭の変形があり，術前から遠位
橈尺関節症があったと考えられたため，骨長の矯正
は UV +3.3mmとして固定を行ったが（図 2cd），術後
UV 2.7mmの矯正損失を認めた（図 2ef）．可動域は掌
屈 60 ・゚背屈 65 ，゚回内 90 ・゚回外 80 ，゚握力は 10kg
（対健側比 95％）で，MMWS 85であった．軽度の可
動域制限と間欠的な違和感の自覚が残ったが，再び
趣味の社交ダンスができるようになった．

表 1 単純 X線上の各計測値の推移と矯正損失．
UVの矯正損失が顕著であった．

図 1 症例 1の単純 X線所見．
 受傷時（a,b），術直後（c,d），及び術後 8か月時．

図 2 症例 2の単純 X線所見．
 受傷時（a,b），術直後（c,d），及び術後 6か月時．
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【考　察】
骨粗鬆症のある高齢者の橈骨遠位端骨折に対する
手術適応については，まだ議論の余地が多い．日本
整形外科学会の橈骨遠位端骨折診療ガイドラインで
は「高齢者に対する手術的治療は必ずしも保存的治
療より有効ではないが，活動性が高い患者には手術
を考慮してもよい（Grade C）」と記述されている
が 3)，患者の活動度の指標は明らかにされていない．
手術推奨派としては，Jupiterは徒手整復・ギプス
固定後に再転位した 60歳以上の橈骨遠位端骨折に
対し手術療法を行い，良好な成績が得られたと報告
している 4)．また戸部は骨粗鬆症を伴う関節外骨折
（受傷時YAM平均値70％以下）を対象とした研究で，
受傷後 6か月時のMayo Wrist Score（MWS）が手
術療法群，安定型骨折の保存療法群，不安定型骨折
の保存療法群の順に良かったことから，不安定型骨
折には積極的に手術療法を選択すべきだと述べてい
る 5)．一方，手術慎重派としては，Aroraは 65歳以上
の高齢者の手術と保存療法の RCTで，術後 1年の
握力は手術群が優っていたが，関節可動域，疼痛，患
者立脚スコアは両群間に有意差はなく，解剖学的整
復と術後の ADLとの関連性はなく，手術群では合
併症が多かったと報告している 1)．児玉は 75歳以上
の橈骨遠位端骨折の保存療法と手術療法の比較にお
いて，全体ではMWS，Q-DASHに有意差はなかった
としている 6)．さらに児玉は retrospectiveにみて不
安定型であったにも関わらず保存療法が行われたも
のと手術群との比較では，手術群のMWS，Q-DASH
が有意によく，逆に安定型であったにも関わらず手
術が行われたものと保存療法群との比較では有意差
がなかったことから，保存療法適応のものまで，む
やみに手術を行うべきではないとしている．
橈骨遠位端骨折に対し保存療法を選択した場合，

4～6週間のギプス固定の期間，及び外固定除去直
後の患者の ADL/QOLは著しく低下する．Aroraも
受傷後 12週の DASH，PRWEは手術群で有意に良
かったとしている 1)．後期高齢者であっても，仕事
や家事に従事していたり，趣味やスポーツなどを行
っていたりする患者にとっては，社会復帰を早期化
する意味は大きい．今回，著者らの経験したシリー
ズでは，術後に UVなどの矯正損失を認めたが臨床
成績は良好で，合併症も認めなかったので，高齢で
あること，骨粗鬆症があることだけでは，手術療法
を選択しない理由にはならないと考えられた．著者

らの考える後期高齢者橈骨遠位端骨折の手術適応
は，1）利き手側の受傷，2）独居生活者で変形治癒
を起こすと生活に支障をきたすことが予測される場
合，3）外固定を 4週以上要す不安定型の骨折，4）
患者の希望が強い場合などである．認知症患者で
も，保存療法の方がかえって管理が難しいと思われ
る場合には手術療法を選択している．
なお本研究の問題点と限界としては，比較対象の
ない手術例のみのケースシリーズであること，骨密
度を測定していないこと，DASHや PRWEなどの
患者立脚評価を用いていないことなどが挙げられ
る．

【まとめ】
75歳以上の後期高齢者の橈骨遠位端に対する掌
側 locking plate固定法は，術後に矯正損失を認めた
が，可動域，握力，臨床評価は良好で，合併症も認
めなかった．後期高齢者であっても，高齢であるこ
とだけで手術適応外とすることなく，手術療法で社
会復帰が早くなることに意義を見いだせる患者にお
いては，手術療法を選択すべきと考えられた．

【文　献】
1） Arora R, et al. A prospective randomized trial comparing 

nonoperative treatment with volar locking plate fixation 
for displaced and unstable distal radial fractures in pa-
tients sixty-five years of age and older. J Bone Joint Surg 
93A（23）: 2146-2153, 2011.

2） Cooney WP, et al. Triangular fibrocartilage tears. J 
Hand Surg 19A（1）: 143-154, 1994.

3） 日本整形外科学会診療ガイドライン委員会．橈骨遠位
端骨折診療ガイドライン．第 1版．東京．南江堂．pp1-
130, 2012．

4） Jupiter JB, et al. Surgical treatment of redisplaced frac-
tures of the distal radius in patients older than 60 years. 
J Hand Surg 27A（4）: 714-723, 2002.

5） 戸部正博ほか．骨粗鬆症を基盤とした橈骨遠位端骨折
の治療　―ギプスによる保存療法と方形回内筋を温存
した掌側ロッキングプレート法との比較―．骨折 30
（1）: 1-4, 2008．

6） 児玉成人ほか．後期高齢者の橈骨遠位端骨折に対する
ロッキングプレートの功罪（保存療法と比較して）．
日手会誌 30（2）: 5-8, 2013．
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背側プレート固定術もしくは掌側ロッキングプレート
固定術に背側アプローチを追加した橈骨遠位端骨折の
検討
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橈骨遠位端骨折に対する手術的治療は，掌側ロッキングプレート（以下 VLP）固定術が第一選択となって
きている．しかし骨折型によっては VLP固定術の適応外や VLP固定術のみでは対応困難な症例が存在する．
そのような症例に対し，背側プレート固定術もしくは VLP固定術に背側アプローチの追加を要していた症
例を後ろ向きに評価した．骨折型の特徴から，背側に天蓋状骨片を有していたもの，遠位掌側骨片が小さく
VLPでは固定が困難であったもの，背側骨片の整復が掌側からでは困難であったものなどに分類された．こ
れらの症例では，AO分類などの一般的な骨折型分類のみでは，アプローチやプレート選択などの手術方針
の決定が困難であり，CTを用いた詳細な骨折型評価による治療戦略の構築が必要であると思われた．

【緒　言】
橈骨遠位端骨折に対する手術的治療は，掌側ロッ
キングプレート（以下 VLP）固定術がその優れた
初期固定性と良好な臨床成績などから第一選択とな
ってきている．しかし骨折型によっては VLP固定
術の適応外や VLP固定術のみでは対応困難な症例
が存在する．今回そのような症例に対し，背側プレ
ート固定術もしくは VLP固定術に背側アプローチ
の追加を要した橈骨遠位端骨折の治療成績とその特
徴について検討したので報告する．

【対象と方法】
当科にて，2009年 1月～2013年 9月の間に手術
的治療を施行した橈骨遠位端骨折 310例のうち背側
プレート固定術もしくは VLP固定術に背側アプロー
チの追加を要した 24例（7.7％）を対象とした．内訳
は男性 7例，女性 17例，手術時平均年齢は 63.6歳
（20～88歳），平均経過観察期間は 6.6か月（2～15
か月）であり，骨折型はAO分類でA3 5例，C1 3例，
C2 5例，C3 11例であった．これらの症例の臨床評価
として最終調査時の可動域，握力，日本手外科学会
手関節機能評価（以下 JSSH score），quick DASH，お
よび合併症について調査するとともに，multidetector 
CTを用いた詳細な骨折型の特徴を後ろ向きに評価

した．

【結　果】
骨折型の特徴としては，1）背側に天蓋状骨片を有

していたものが 9例，2）遠位掌側骨片が小さく VLP
では固定が困難であったものが 6例，3）背側骨片の
整復が掌側からでは困難であったものが 7例，そして
4）die punch骨片が大きく Frog Loc®（日本メディ
カルネクスト社）を使用していたものが2例であった．
最終調査時の平均可動域は掌屈 59.1 背゚屈 64.3 回゚

外 88.2 回゚内 83.9 ，゚握力は健側比 77.0％であり，JSSH 
scoreは平均 88.6点（75～100点），quick DASHは
平均 8.1点（0～22.7点）と比較的良好な結果であっ
た．また合併症として正中神経掌側枝のしびれ，遠
位スクリューの関節内穿孔をそれぞれ 2例に認めた
が，伸筋腱の症状をきたしていた症例はなかった．
・症例
症例1）：背側天蓋状骨片を有する症例：78歳女性．
歩行中に転倒し受傷．手関節背側に CTでの計測上
21.2×9.3mmの大きな連続型天蓋状骨片を認めた
（図 1）．まず掌側から VLPによる固定を行った後，
背側アプローチを追加して天蓋状骨片を整復し，キ
ルシュナー鋼線 2本にて同骨片を固定した（図 2）．
キルシュナー鋼線は術後 3週で抜去し，最終調査時

受理日　2014/09/27
＊金田病院　整形外科　〒719-3193　岡山県真庭市西原 63
＊＊岡山済生会総合病院　整形外科
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の可動域は掌屈50 背゚屈70 回゚外85 回゚内80 で゚あり，
JSSH scoreは 95点と良好であった．
症例 2）：遠位掌側骨片が小さく VLPでは固定が
困難な症例：63歳男性．自転車で走行中に転倒し
受傷．Central depressionを伴った関節内粉砕骨折
であり，key stone骨片の掌側面縦径は最大 3.5mmと
小さく（図 3），術前から VLPによる固定は困難で
あると判断した．背側アプローチから直視下に関節
内の陥没骨片をもちあげて整復した後，できた間隙
に wedge上の人工骨を充填し，背側からロッキング
プレートにて固定した（図 4）．術後 6か月で抜釘
を行い，最終調査時の可動域は掌屈 60 背゚屈 50 回゚
外 90 回゚内 85 で゚あり，JSSH scoreは 90点であった．
症例 3）：背側骨片の整復が掌側からでは困難な症

例：51歳男性．1.8mの高さから転落し受傷．Central 
depressionを伴った関節内粉砕骨折であり，key 

stone骨片の掌側面縦径は最大 7.6mmであった（図
5）．術前から背側アプローチの必要性を予測してい
たが，最終的には術中の判断により背側から陥没骨
片の整復を行い，固定は VLPにて行った（図 6）．

図 1 症例 1）：  背側天蓋状骨片を有する症例，手関節
背側に CTでの計測上 21.2×9.3mmの
大きな連続型天蓋状骨片を認める．

図 2 症例 1）：  背側天蓋状骨片を整復後，キル
シュナー鋼線 2本にて固定．

図 3 症例 2）：  遠位掌側骨片が小さく VLPでは固定が困難な症例，Central depressionを伴っ
た関節内粉砕骨折であり，key stone骨片の掌側面縦径は最大 3.5mmと小さい．

図 4 症例 2）：  背側アプローチから直視下に陥
没骨片を整復，人工骨を充填し，
ロッキングプレートで固定．
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また骨欠損部には背側から人工骨移植を追加した．
最終調査時の可動域は掌屈 70 背゚屈 90 回゚外 90 回゚内
90 で゚あり，JSSH scoreは 95点と良好な結果が得ら
れていた（図 7）．
症例 4）：Frag Loc®使用例：72歳女性．歩行中に

転倒し受傷．die punch骨片が大きく，VLP固定に追
加して背側の小皮切から同骨片を Frag Loc®システ
ムにて固定した（図 8）．最終調査時の可動域は掌屈
75 背゚屈 80 回゚外 90 回゚内 90 で゚あり，JSSH scoreは
100点と良好であった．

図 5 症例 3）：  背側骨片の整復が掌側からでは困難な症例，Central depressionを伴っ
た関節内粉砕骨折であり，key stone骨片の掌側面縦径は最大 7.6mm．

図 6 症例 3）：  背側から陥没骨片の整復を行い，
最終的には VLPで固定．

図 7 症例 3）：  最終調査時の可動域，JSSH score 95点．

図 8 症例 4）：  Frag-Loc®にて die punch骨片を固定．
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【考　察】
現在橈骨遠位端骨折に対して使用可能な VLPは
数多く存在し，さまざまな骨折型に対応できるよう
改良が加えられてきている．そのため辻ら 1) も述
べているようにほとんどの症例は VLPのみで対応
可能であり，著者らも可能な限り VLP固定術のみ
で対応することとしている．しかし実際には VLP
固定術の適応外や VLP固定術のみでは対応困難な
症例も存在する．今回の後ろ向きの検討からその骨
折型の特徴として，1）背側に天蓋状骨片を有する
症例，2）遠位掌側骨片が小さく VLPでは固定が困
難な症例，3）背側骨片の整復が掌側からでは困難な
症例，4）die punch骨片が大きく Frog Loc®を使用
していた症例の 4群に分類された．これらの症例に
対しては背側プレート固定術もしくは VLP固定術
に背側アプローチの追加を要しており，特に1）2）3）
は VLP（単独使用）の限界症例と考えられた．
山中ら 2) は背側の関節外骨片で手関節内に存在
するものを背側天蓋状骨片と定義し，連続型・遊離
型・髄内型に分類している．また森谷ら 3) は同骨
片の放置例における長母指伸筋腱断裂の経験から，
観血的整復または摘出と伸筋腱滑走床の再建が重要
であるとしている．本症例群では連続型 6例，遊離
型 2例，髄内型 1例であった．遊離型・髄内型では
骨片の小さいものが多く，3例すべてで小皮切から
骨片摘出のみが，一方連続型のものは骨片が大きい
ものが多く，骨片整復・骨膜縫合あるいは骨片整復・
内固定術が施行され，全例で伸筋腱の症状も認めず
良好な結果が得られていた．背側状天蓋骨片を有す
る症例においては CTによる骨片の位置，大きさな
どの評価により術前に治療方針の決定が可能である
と考える．
次に掌側骨片がないか，もしくは Key stone骨片

の縦径が 3.5mm以下の小さいものにおいては，
VLPによる固定は困難であり，術前から背側アプ
ローチによる治療計画をたて，全例背側プレートを
用いた固定がなされていた．松岡ら 4) も指摘して

いるとおり背側プレート固定は関節内骨片を含め粉
砕骨折であっても直視下に整復でき，骨欠損部への
骨移植が容易であるなどの利点を有するが，問題点
として掌屈の可動域制限や伸筋腱障害などが挙げら
れる．著者らはできるだけ小さな背側プレートの使
用により必要最小限の固定とすることで伸筋支帯に
よるプレート被覆を行っており，伸筋腱障害をきた
した症例はなかったが，他の報告と同様に掌屈制限
は認める結果であった（表 1）．また本症例群では
ほとんどが central depressionを伴い，背側骨片が
粉砕していた．骨片を整復しできた骨欠損部に人工
骨移植を施行した症例では矯正損失を認めなかった
が，施行しなかった 2つの症例において Volar Tilt
にそれぞれ 10 と゚ 3 の゚矯正損失を認めていた．短期
の臨床成績には差はなかったが，今後は積極的に人
工骨移植を行う予定である．
続いて Central depressionや高度な背側粉砕を伴
い，かつ掌側骨片が単純な骨折型では掌側からの背
側骨片の整復が困難であることは術前からある程度
予測可能である．このような症例においては VLP
に加え，必要最小限の背側アプローチを追加して骨
片の整復を行う．さらに可能な限り VLPの遠位ス
クリューで同骨片を支えるような工夫や人工骨移植
の併用を行うことで良好な成績が得られていた．
最後に die punch骨片が比較的大きい症例に対し
ては，背側の小皮切から Frag-Loc®を使用し同骨片
を圧迫固定した．die punch骨片が大きく，sigmoid 
notchに gapを有する症例に特に有効であり，術前
から準備をしておく必要がある．注意点として本プ
レートは monoaxial typeであるため plateの設置位
置により screw（Frag-Loc®）の位置が決まってしま
う点，適切な Frag-Loc®の圧迫力の評価が術中困難
である点などが挙げられ，改良の余地があると思わ
れる．
本研究の問題点としては，後ろ向きの検討である
こと，同一術者の症例でないこと，経過観察期間が
短いことなどが挙げられる．しかし VLP固定術の

表 1 背側プレートとその他における最終調査時の可動域（健側比）
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適応外や VLP固定術のみでは対応が困難である症
例の特徴を示すことができたのではないかと考え
る．これらの症例においては，現在使用されている
AO分類などの一般的な骨折型分類のみではアプロ
ーチやプレート選択などの手術方針の決定が困難で
あり，今後は CTを用いたさらに詳細な骨折型評価
による治療戦略を構築する必要があると思われる．

【まとめ】
・橈骨遠位端骨折の手術的治療に対して，背側プ
レート固定術もしくは VLP固定術に背側アプロー
チの追加を要した症例は 310例中 24例（7.7％）で
あった．
・骨折型の特徴から，1）背側に天蓋状骨片を有
していたもの，2）遠位掌側骨片が小さく VLPでは
固定が困難であったもの，3）背側骨片の整復が掌
側からでは困難であったもの，4）die punch骨片が
大きく Frog-Loc®を使用していたものの 4群に分類
された．
・これらの症例では，AO分類などの一般的な骨
折型分類のみではアプローチやプレート選択などの
手術方針の決定が困難であり，CTを用いた詳細な
骨折型評価による治療戦略の構築が必要であると思
われた．

【文　献】
1） 辻 英樹ほか．橈骨遠位端骨折 AO分類 type C3症例の
治療成績―受傷形態に着目して―．骨折 33: 539-543, 
2011．

2） 山中一良ほか．背側天蓋状骨片を伴う橈骨遠位端骨折
の検討．日手会誌 24: 605-608, 2008．

3） 森谷史朗ほか．背側天蓋状骨片または関節内嵌頓骨片
を伴った橈骨遠位端骨折の検討．整・災害 55: 1573-
1579, 2012．

4） 松岡秀明ほか．不安定型橈骨遠位端骨折に対するmul-
tiple platesを用いた fragment specific fixation法．中部
整災誌 47: 745-746, 2004．



－ 16－

日手会誌（J Jpn Soc Surg Hand），第 31巻　第 4号　364-368，2015

橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート
（MODE Distal Radius Plate）の治療成績
稲
いなば

葉尚
なお と

人＊，鈴
すず き

木　拓
たく
＊，武

たけ だ

田和
かず き

樹＊，吉
よし だ

田祐
ひろぶみ

文＊，中
なかむら

村俊
としやす

康＊＊，佐
さ さ き

々木　孝
たかし

＊＊＊

日本人の橈骨遠位端の 3D-CTを解析し解剖学的形状を再現するようデザインされたロッキングプレート
MODE Distal Radius Plateを用いた橈骨遠位端骨折の治療成績を検討した．対象は 47例 48手で，術後臨床
成績および術後 CTによるプレートの解剖学的適合性と関節面支持性の評価を行った．平均可動域健側比は
屈曲 90.2％，伸展 92.1％，回内 98.4％，回外 97.1％，握力健側比は 80.5％であった．臨床成績は齋藤の基準
で優 29手，良 18手，可 1手，Modified Mayo Wrist Scoreで Excellent 15手，good 17手，Fair 16手，DASH 
scoreは平均 10.2点であった．最終観察時における単純X線評価はRadial Inclination：21.2 ，゚Voral Tilt：8.9 ，゚
Ulnar Variance：0.3mm，Radial Langth：10.3mmであった．CTにおけるプレート突出距離は平均 0.8～
1.3mm，screwから関節面の距離は平均 1.8～2.6mmであり，解剖学的適合性と関節面支持性が高かった．

【緒　言】
近年，橈骨遠位端骨折に対して，掌側ロッキング
プレートの良好な手術成績が報告されており，本邦
においても様々な掌側ロッキングプレートが使用可
能となっている．

MODE Distal Radius Plate（MODE DRP）は，健
常日本人における橈骨遠位端の 3D-CTを基に，解
剖学的形状に適合し，良好な subchondral support
が得られるようデザインされている．今回，本プレ
ートを用いた橈骨遠位端骨折に対し，手術治療成績
および X線評価，術後 CTと超音波検査を用いた解
剖学的適合性と関節面支持性の評価を行った．

【対象と方法】
対象は 2012年 5月から 2013年 10月までに当院で
橈骨遠位端骨折に対しMODE DRPを用いて手術施
行した 47例 48手である．男性 17手，女性 31手，平
均年齢は 62.4（16～88）歳，平均術後経過観察期間
は 11.8（5～18）か月であった．骨折型は AO分類で
A2：10手，A3：3手，C1：19手，C2：12手，C3：4
手であった．MODE DRPはmonoaxial locking plate
で，遠位幅が narrow，standard，wideの 3種類，近位
のスクリューホールが 3-5穴の 3種類の size variation

を有する．遠位は径 2.5mmのロッキングスクリュー
を最大 7本刺入できる 2列構造で double-tired sub-
chondral supportが可能である．本検討では，遠位
骨片が小さく monoaxial locking screwで捉えきれ
ない症例，掌側が正常で背側骨片のみの症例，骨折
が骨幹部におよぶ症例は，本プレートの適応外と考
え除外した．
手術は，全例 trans-FCR approachで進入し，方形
回内筋を橈側縁で縦切開した後に Intermediate fi-
brous zone（IFZ）も鋭的に切開剥離した．骨片の整
復は，徒手整復や intrafocal pinningおよび condylar 
stabilizing法などを併用した．プレートの設置時に
は遠位のジグを取り付けて，ガイドピンを軟骨下骨
に刺入することで，これを指標として設置位置を決
定した（図 1）．プレート設置後は，方形回内筋お
よび IFZを縫合し，閉創した．
評価項目は最終観察時における手関節可動域，握
力の健側比，術後臨床成績として齋藤の基準 1)，
Modified Mayo Wrist Score（MWS）2)，Disability of 
Arm Shoulder and Hand（DASH）3) を用いた．単純 X
線では術前，術直後と最終観察時の radial inclination
（RI），volar tilt（VT），ulnar variance（UV），radial 

length（RL）を計測し，矯正損失の有無を検討した．

受理日　2014/10/01
＊那須赤十字病院整形外科　〒324-8686　栃木県大田原市中田原 1081-4
＊＊慶應義塾大学整形外科
＊＊＊済生会神奈川県病院整形外科
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尚，両側例については，手関節可動域は full range
に対する割合とし，握力は最終観察時の利き手に対
する割合とした．
さらにプレートの解剖学的適合性と関節面支持性
の評価を行った．解剖学的適合性としては，近藤
ら 4) が報告している CT評価を用いて，プレート遠
位部の橈骨掌側縁からの突出距離を計測した．CT
の冠状断で Lister結節およびその 4mm尺側，4mm
橈側において矢状断面を抽出し，骨の最も掌側に突
出した点とプレートの遠位掌側縁を通る橈骨長軸に
平行な接線を引き，その距離をプレートの突出距離
として測定した（図 2a，b）．関節面支持性の評価
として，茎状突起に向かう橈側 2本を除くすべての

スクリューに対して，矢状断面で関節面（軟骨を除
く）からの最短距離 aと，最短距離をとる点の橈骨
掌側面からの距離 bを計測した（図 3a，b）．aは
小さいほど関節面の支持性が高いことを示し，bは
掌背側方向でどの点で軟骨下骨を支持しているかを
示す．
術後のプレートと長母指屈筋腱（FPL腱）の干渉
を評価するため，術後3か月で超音波検査を行った．
亀山ら 5) が報告している分類に基づき，プレート
の掌側縁と watershed lineの位置関係から，近位設
置型の Type 1，近位突出型の Type 2，遠位設置型
の Type 3に分類し（図 4），FPL腱の圧排の有無と
合わせて評価した．

図 1 プレート設置位置の決定
 （軟骨下骨に刺入したガイド

ピンが 1列目スクリューの高
さの目安となる．）

図 2 解剖学的適合性（プレートの掌側突出）の検討

図 3 関節面支持性の検討
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術後合併症として，正中神経障害，屈筋腱，伸筋
腱断裂，スクリューの関節内穿破・脱転・破損，
CRPSの有無について調査した．
当院の手外科医・非手外科医を含む 6人の執刀医
間による術後成績について検討した（手外科を専門
に診療する医師を手外科医と定義した．）．評価は，
術直後および最終観察時の単純 X線評価を用いて
行った．
統計学的処理は，術前後と最終観察時における X

線パラメータの評価は paired t-testを，術者間の術
後成績は ANOVA検定を用い，p＜0.05を有意差あ
りとした．

【結　果】
最終観察時における手関節可動域健側比は屈曲

90.2±19.4％，伸展 92.1±14.5％，回内 98.4±4.2％，
回外 97.1±6.8％，橈屈 95.0±18.0％，尺屈 91.0±
22.0％であり，握力健側比は 80.5±16.3％であった．
臨床成績は，齋藤の評価基準で優 29手，良 18手，
可 1手，不可 0手，MWSで Excellent 15手，good 
17手，Fair 16手，Poor 0手，DASH scoreは平均 10.2
（0～56）点であった．最終観察時における単純 X
線評価は RI：21.8±3.8 ，゚VT：9.2±4.1 ，゚UV：1.0±
1.9mm，RL：9.9±2.5mm（平均値±標準誤差）で，

VT，RLは術直後と比べ良好な整復位が保たれてい
た（P＞0.05）．最終観察時の RI，UVは，術直後に比
べてわずかに増加していたが（P＜0.05），健側との
有意差はなかった（P＞0.05）（表 1）．
プレートの解剖学的適合性について，プレートの
平均突出距離は，Lister結節の 4mm尺側で 0.9±
1.2mm，Lister結節で 0.9±1.3mm，Lister結節の 4mm
橈側で 0.8±1.1mmであった．関節面支持性につい
ては，スクリューと関節面の最短距離 aは平均 1.8～
2.6mmであった．最短距離をとる点の橈骨掌側面か
らの平均距離 bは，1列目のスクリュー（#1：
10.2mm，#2：11.7mm）が 2列目のスクリュー（#4：
14.3mm，#5：13.3mm）より有意に小さかった（#1，
#4：P＝2.9×10-7，#2，#5：P＝0.015）（表 2）．つまり

図 4 超音波検査における亀山らの分類

表 1 単純 X線評価

表 2 プレートの関節面支持性
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2列目のスクリューは 1列目のスクリューより背側
で関節面を支持していた．
超音波検査では，亀山らの分類で Type 1（近位

設置型）が 10例，Type 2（近位突出型）が 8例，
Type 3（遠位設置型）が 1例であった．Type 3の 1
例では FPL腱の圧排を認めたため，自覚症状はな
かったが，術後5か月においてプレートを抜釘した．
術後合併症として，抜釘時におけるスクリューヘ
ッドの折損が 1例，スクリューの関節内穿破を 1例
に認めた．正中神経障害，腱損傷，スクリューの脱
転，CRPSについては認めなかった．
術者間の比較では，術直後，最終観察時ともＸ線
評価の全ての項目において，術者（手外科医／非手
外科医）による有意差を認めなかった（表 3a，b）．

【考　察】
プレートの解剖学的適合性については，これまで
に CT計測でプレートの掌側突出距離を評価した報
告が散見される 4)．森谷ら 6) は複数のプレートを用
いてプレートの突出距離を CTにて解析し，Lister
結節からそのやや橈側で最大になることを報告して
いる．本研究では，Lister結節およびその 4mm橈
尺側の矢状断面で評価を行った．いずれの断面でも
突出距離は平均 1.0mm以下であり，プレートの形
状は橈骨掌側面に良好に適合していた．これは，と
くにプレート遠位部の形状が単一の平面でなく，尺
骨側でより急峻になるようにデザインされているこ
とから良好に適合したと考えられる．
関節面支持性については，Drobetzら 7) が遠位ス
クリューと関節面の距離が 4mm以内では軟骨下骨

を支持し，関節面沈下のリスクが軽減すると報告し
ている．本プレートでは，全てのスクリューにおい
て，関節面からの最短距離が平均 3mm以内であり，
適切な subchondral supportが得られていた．また，
スクリューの 1列目が関節面中央を，2列目が背側
を支持しており，2列のスクリューホールを使用す
ることで double subchondral supportによる強固な
支持が可能であった．ただし，これらの指標は，前
述のプレートの突出距離と同様，整復位が良好であ
ることが前提となる．
合併症として，抜釘時に遠位スクリューヘッドが

1本折損していた症例を 1例認めた．polyaxial lock-
ing plateではスクリュー刺入方向に自由度がある一
方，ロッキング機構あるいはプレートの強度が懸念
されている 8)．一方 monoaxial locking plateではス
クリュー破損の報告はまれで頻度は 0.01～0.07％程
度である 9)．本プレートは遠位に 2列 7本のスクリ
ュー刺入が可能であるが，スクリューの折損を認め
た症例は，遠位1列目のみの刺入であったことから，
スクリューは 2列目まで刺入した方が望ましいこと
が示唆された．
橈骨遠位端骨折は，common diseaseとしてレジ

デントや非手外科医が手術する機会も多い．掌側ロ
ッキングプレートによる治療は golden standardで
あり，人工関節置換術のように，より安全・安心な
術式として確立するよう，術式の標準化が必要であ
ると，今谷ら 10) が報告している．著者らの検討した
48手において術者間の術後成績につき検討を行っ
たが，症例数が少ないため Interobserver difference
および Intraobserver differenceの統計学的検討が

表 3 単純 X線評価における術者間の比較検討
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できてないことと，各術者の担当症例における骨折
型の割合が統一されていない点が限界といえるが，
本プレートにより術者を問わず，安定した術後成績
が得られることが示唆された．プレートがmonoax-
ialであり，設置位置の指標が簡潔であることが一
因と考えられる．ただし，本プレートは全ての骨折
型に対応できるものではなく，適応を正確に判断す
ることが重要といえる．

【まとめ】
橈骨遠位端骨折に対するMODE DRPの治療成績

は，概ね良好であった．本プレートの解剖学的適合
性と関節面支持性は良好であった．
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橈骨遠位端骨折術後における手指拘縮発生要因の検討
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外傷後の手指の拘縮はしばしば発症し，橈骨遠位端骨折においても術後に手指の拘縮が生じる症例があ
る．今回，その発生要因について検討した．術後 6か月時に full gripもしくは完全伸展不能な症例を拘縮あ
り群，可能な症例を拘縮なし群と定義した．対象は 2013年 3月までに手術を施行した 71手で，拘縮あり群
は 8手，なし群は 63手であった．患者背景，X線学的評価，術前・術後 1週時の手関節・手指周径，術前
日の可動域，術前日・術翌日・術後 1週時の疼痛について両群を比較した結果，拘縮あり群はなし群に比べ
て手術までの期間が長く，術前の中指MP関節屈曲可動域が小さく，術翌日の夜間痛，術後 1週時の安静時
痛・夜間痛が高値であった（p＜0.05）．さらに手術までの期間が 11日以上の群は 5日以内の群に比べて術
後手指拘縮が発症する危険度が高い傾向が認められた（オッズ比 13.0，p＝0.06）．以上の結果から，橈骨遠
位端骨折術後の手指拘縮の発生予防には早期の手術，術後の疼痛コントロール，積極的な手関節・手指運動
の実施が重要であると考えられた．

【緒　言】
橈骨遠位端骨折後の手指の拘縮は時に発症し，大
きな合併症の一つである．患者への無記名アンケー
トにて 114例中 16例に手指の拘縮が残存していた
との報告もある 1)．手指の拘縮は発症するとその後リ
ハビリテーションなどによる改善が困難な場合もあ
り，その予防が非常に重要であると思われるが，拘
縮発症の危険因子についての報告は少ない．
今回，当院における橈骨遠位端骨折例の術後手指
拘縮の発症要因について検討したので報告する．

【対象と方法】
対象
2009年 5月から 2013年 3月までに，当院にて橈

骨遠位端骨折に対して掌側ロッキングプレートを用
いて手術を行った 71手である．男性 18手，女性
53手で，手術時年齢平均 64.8±14.7歳（16～89歳），
受傷から手術までの期間は平均 7.6±4.5日（2～29
日）であった．
調査項目
（1）患者背景（年齢，性別，術側，手術までの期
間，手術時抗凝固剤投与の有無），（2）橈骨骨折型
（AO分類），（3）尺骨遠位端骨折の有無，（4）術前・

術直後・最終調査時の橈骨 alignment，（5）術後 1週
時の手関節部，MP関節部，中指基節部の腫脹［（術前
患側周径－術前健側周径）－（術後 1週時患側周径－
術後 1週時健側周径）］，（6）術前日の自動可動域（中
指MP・PIP関節，小指MP・PIP関節），（7）術前日・
術翌日・術後 1週時の疼痛（安静時・動作時・夜間
時，NRS，0～10点）とした．
術後 6か月時に full gripもしくは完全指伸展不能

な症例を拘縮あり群，可能な症例を拘縮なし群と定
義し，上記（1）～（7）について両群を比較した．
統計処理
StatViewJ-5.0 softwareパッケージ（SAS Institute，

NC）を用いた．連続変数の比較には対応のない t-検
定，名義変数の比較には χ2乗検定を用い，それぞ
れに検出率を求めた．手術までの期間別による手指
拘縮発生の相対危険度の比較には，ロジスティック
回帰分析を用い，危険率 5％未満をもって統計的有
意水準とした．

【結　果】
71手のうち，拘縮あり群は 8手（11.3％），拘縮な
し群は 63手（88.7％）であった．

受理日　2014/09/30
医療法人友和会鶴田整形外科　〒849-0306　佐賀県小城市牛津町勝 1241番 6号
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（1）患者背景
年齢，性別，術側，手術時抗凝固剤投与の有無に
ついて，両群間に明らかな差はなかったが，受傷か
ら手術までの期間は拘縮あり群がなし群に比べて有
意に長く（p＝0.008），検出率は 0.785であった（表
1）．さらに，手術までの期間を 5日以内，6-10日，
11日以上の 3群に分け，ロジスティック回帰分析
を用いて手指拘縮の相対危険度について検討した．
その結果，手術までの期間が 11日以上の群は 5日
以内の群に比べて術後手指拘縮発症の相対危険度が
高い傾向を認めた（オッズ比 13.0，95％信頼区間
0.95-178.8，p＝0.06，図 1）．
（2）橈骨骨折型（AO分類）
拘縮あり群は全例 C型，拘縮なし群は A型が 15
手（23.8％），C型が 48手（76.2％）であった（図2）．
（3）尺骨遠位端骨折合併の有無
拘縮あり群では尺骨遠位端骨折ありが 5手（62.5

％），なしが 3手（37.5％），拘縮なし群では尺骨遠
位端骨折ありが 39手（61.9％），なしが 24手（38.1
％）と，両群間に有意な差はなかった（図 3）．
（4）術前・術直後・最終調査時の橈骨 alignment
術前・術直後・最終調査時における Radial incli-

表 1 拘縮あり群となし群の患者背景の差異．

図 1 手術までの期間別による手指拘縮発生の相対危険度の差異．

図 2 骨折型（AO分類）．

図 3 尺骨茎状突起骨折合併の有無．
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nation（RI），Volar tilt（VT），Ulnar variance（UV）
とも，両群間に明らかな差はなかった（図 4）．
（5）術後 1週時の手関節部，MP関節部，中指
基節部の腫脹
術後 1週時の手関節部，MP関節部，中指基節部

の腫脹は，両群間に明らかな差はなかった（表 2）．
（6）術前・術翌日・術後 1週時の自動可動域（中
指MP・PIP関節，小指MP・PIP関節）

術前日の中指MP屈曲において，拘縮あり群がな
し群に比べて有意に可動域が小さかったが（p＝0.049，
検出率 0.490），その他は両群間に明らかな差はなか
った（表 3）．
（7）術前日・術翌日・術後1週時の疼痛（安静時・
動作時・夜間時，NRS，0～10点）
術翌日の夜間時痛（p=0.041，検出率 0.525），術

後 1週時の安静時痛，夜間時痛において，拘縮あり

図 4 術前・術直後・最終調査時の橈骨 alignmentの差異．

表 2 拘縮あり群となし群の術後 1週時の腫脹の差異．

表 3 拘縮あり群となし群の術前，術翌日，術後 1週時の関節可動域の差異．
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群がなし群に比べて有意に高い結果であったが（安
静時痛：p＝0.003，痛検出率 0.886，夜間時痛：p＝
0.002，検出率 0.914），その他は両群間に明らかな
差はなかった（表 4）．

【考　察】
橈骨遠位端骨折の観血的治療に関しては，現在掌
側ロッキングプレートでの固定が主流であり，良好
な成績が多く報告されている 2)3)．しかし，中には
術後手指拘縮をきたす症例が散見される．多田 4)

は橈骨遠位端骨折の術後合併症を調査し，97手の
うち 18手（18.6％）に手指拘縮が発生したと報告し
ており，約 76％が 1年以内に回復するも，2例で 38
か月の経過中に回復に至らなかったと報告してい
る．今回，著者らは術後 6か月時において 71手中 8
手（11.3％）に手指の拘縮を認め，2手はその後死
亡されたため追跡不能であったが，残る 6手のうち
4手は術後 1年時においても手指拘縮の残存が認め
られた．手指拘縮は遷延する傾向があり，十分な配
慮が必要である．
その手指拘縮の発生要因について，今回の調査項
目のうち，拘縮あり群となし群で明らかな差異が認
められたのは，受傷から手術までの期間，術前日の
中指MP屈曲可動域，術後 1週時の安静時痛，夜間
時痛であった．著者らは，日常診療において術後腫
脹が続く症例や関節内骨折例などに手指拘縮をきた
しやすい印象を持っていた．しかし，術前から術後
にかけての手関節および手指の腫脹に関しては，両
群間に明らかな差異はみられず，術後の手指拘縮と

の関連は見出せなかった．骨折型に関しては，橈骨
遠位端骨折術後の手指，肩関節拘縮は A3，C3など
粉砕骨折に高頻度にみられたとの報告がある 4)．著
者らの症例においても，拘縮あり群は全例が C型で
あり，その内訳は C3が 87.5％，C1が 12.5％であっ
た．統計学的な有意差はないものの，関節内骨折で
粉砕例が拘縮をきたしやすい傾向があるものと考え
る．
織田ら 5) は橈骨遠位端骨折後の手指拘縮遷延に
関する因子を検討し，受傷から手術までの期間につ
いて，遷延群は平均 11日，非拘縮群は平均 4日で
あったと報告している．今回の著者らの結果でも，
拘縮あり群の受傷から手術までの期間は平均 11.5
日，拘縮なし群は平均 7.1日であり，特に，手術ま
での期間が 11日以上の群は 5日以内の群に比べて
術後手指拘縮発症の相対危険度が高い傾向を認め
た．手術までに 11日以上要した症例は 6例あり，
これらは保存的治療で経過をみていて徐々にギプス
内転位をきたしたため観血的治療となった症例，他
院からの紹介で来院された時点ですでに 11日以上
経過していた症例などであったが，中には当院のベ
ッドの都合で待機時間が長くなってしまった症例も
あった．今回の結果を鑑み，今後は少なくとも 1週
間以内に手術を行う必要があると思われた．
今回，術前日の中指MP屈曲可動域が拘縮あり

群のほうが拘縮なし群に比べて悪く，術後 1週時の
安静時痛，夜間時痛も強かったことから，術前も待
機期間中に積極的な手指運動を行い，術後は痛みの
コントロールに十分配慮する必要があると思われた．

表 4 拘縮あり群となし群の術前，術翌日，術後 1週時の疼痛の差異．
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【まとめ】
橈骨遠位端骨折術後の手指拘縮の発生予防には早
期の手術，術後の疼痛コントロール，積極的な手関
節・手指運動の実施が重要であると考えられた．

【文　献】
1） 岡崎真人ほか．掌側ロッキングプレートによる橈骨遠位
端骨折の治療成績―114例の無記名アンケート調査―．
日手会誌 27: 61-65, 2010．

2） 戸部正博ほか．橈骨遠位端骨折に対する新しい掌側ロ
ッキングプレートの開発と臨床応用．骨折 29: 39-44, 
2007．

3） 吉田和彦ほか．橈骨遠位端骨折に対する distal radius 
plate固定による X線計測および治療成績の検討．骨
折 29: 36-38, 2007．

4） 多田 博．橈骨遠位端骨折の術後合併症．日手会誌 21: 
549-551, 2004．

5） 織田 崇ほか．橈骨遠位端骨折後の手指拘縮遷延に関連
する因子―掌側プレート固定術後症例の解析．北海道
整災会誌 54: 139-140, 2012．
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関節内橈骨遠位端骨折の CTによる評価
河
こうもと

本正
まさあき

昭

掌側ロッキングプレート法で加療した関節内橈骨遠位端骨折 36肢についてその月状骨窩骨片のサイズを
CTにて計測し，X線上の術後整復位の経時的変化との関連について調べた．最終的な整復位不良と月状骨
窩骨片サイズに有意な相関を認めなかったが，掌側月状骨窩骨片の幅と最終的な Palmar tilt，関節内不整と
の間に有意な相関を認めた．背側月状骨窩骨片の幅と最終的な Ulnar tiltにも有意な相関を認めた．治療に
直結した骨折分類はないといわれているが，CTによる骨片評価は治療法選択に有用となる可能性が示唆さ
れた．

【緒　言】
掌側ロッキングプレート法（以下 VLP法）は関節
内橈骨遠位端骨折に対する手術治療の第一選択とさ
れているが，術後に著明な再転位を生じることもあ
る．AO分類は異なる治療法を比較する際の共通の
評価基準にはなるが，個々の症例の治療法決定には
必ずしも有用ではない 1)．掌側ロッキングプレート
法においては遠位の螺子またはペグにより軟骨下骨
を支えることが整復位保持に重要であるが，月状骨
窩骨片への設置がより強固である事をMartineauら
は力学実験で 2)，大茂らは臨床例にて 3) 報告してい
る．また Harnessらは掌側ロッキングプレート設
置の際，橈骨遠位端掌側面の形状の特徴のため尺側
への接触が不十分となる可能性について報告してい
る 4)．Bergerらは掌側の月状骨窩骨片に付着する
short radiolunate ligamentは橈骨―月状骨間の安定
性に重要であり，同骨片は手関節の keystoneであ
ると述べている 5)．したがって月状骨窩骨片の保持は
術後整復位の安定性に重要と考えられるが，同骨片
のサイズによっては螺子またはペグの設置が困難な
こともあると推察される．しかしながら同骨片のサ
イズと術後の成績について論じた報告は我々の渉猟
する範囲ではない．今回著者らは CTにより月状骨
窩骨片の形状を計測し，術後の整復不良との関連を
明らかにすることを本研究の目的とした．

【対象と方法】
2008年 3月から 2013年 3月の間に関節内橈骨遠
位端骨折に対して VLP法で加療し，月状骨窩軟骨
下骨部に少なくとも 1本のピンまたは螺子が刺入さ
れ，術前 CTによる骨折線評価が可能であった 35例
36肢を対象とした．症例の内訳は男 11例女 24例，
術後調査期間は平均 7ヵ月（3ヵ月～13ヵ月），手術時
年齢は平均 54歳（15歳～89歳）であった．
調査方法
術後整復位変化に影響しうる術前因子として AO

骨折分類，骨折転位方向（掌側転位型：以下 v型，
軸圧型；掌背側の骨折部の皮質の掌背側への転位方
向がそれぞれ異なるもの：以下 c型，背側転位型：
以下 d型），CT橈骨遠位端横断面上のTanabe分類 6)

による骨折線数（図 1a）を調べた．整復位安定性
の指標として術前と最終調査時に単純 X線にてUlnar 
Variance（UV），Palmar Tilt（PT），Radial Inclination
（RI）を計測し，UV，PT，RIの経時的変化（最終診
察時計測値－術直後計測値の絶対値：ΔUV，ΔPT，
ΔRI），最終診察時の Step off，関節内 gap（単位mm）
を計測した．また月状骨窩骨片の掌側背側それぞれ
の月状骨切痕縁からの長軸上の長さと横幅を矢状面
と横断面にて計測し（lVLF，wVLF，lDLF，wDLF）
とし（図 1b），術後整復位変化との関連を調べた．ま
た，最終調査時のUV＞2mm，PT＞25 ま゚たはPT＜0 ，゚
RI＞15 ，゚関節内不整＞1mmを整復不良例とし，術
前因子との関連を調べた．また年齢，性差，調査期

受理日　2014/09/29
浜松労災病院整形外科　〒430-8525　静岡県浜松市東区将監町 25
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間についても術後整復位変化との関連を調べた．
統計
年齢，性差，調査期間，月状骨窩骨片の計測値と

ΔUV，ΔPT，ΔRI，最終調査時の UV，PT，RIおよび
最終調査時関節面不整（gapまたは step off）との
相関は Spearman順位相関係数にて検定した．骨折
型（AO分類，転位方向），Tanabe分類，整復良好
例と不安定型，整復不良例との関連はカイ二乗検定
を使用した．転位方向と ΔUV，ΔPT，ΔRIおよび最
終調査時の UV，PT，RIとの関連はMann-Whitney
検定を使用した．

【結　果】
骨折線の分布：AO分類では d型は 22肢（C1：4
例 C2：6例 C3：12例），c型は 2肢（C3：2例），v
型は 12肢（C1：3例 C2：4例 C3：2例 B3：3例）
であった．Tanabe分類による骨折線分布を図 2に
示す．各転位型特有のパターンは認めなかった．尺
骨切痕には 36肢中 32肢で骨折線が及んでいたが d
型，c型では全例に尺骨切痕に及んでいた．d型で
は 18肢（81.8％）で転位方向である背側皮質に骨折

図 1 a．  Tanabe分類：橈骨遠位端の CT横断面において皮質の輪郭を Radial Styloid（RS），
DorsoRadial（DR），DorsoUlnar（DU），Sigmoid Notch（SN），VolarUlnar（VU），
VolarRadial（VR）の 6区画に分け，骨折線を認める区画を記載する．

 b．  月状骨窩骨片の CTによる計測法：月状骨窩骨片の長軸上の長さは矢状面像また
は冠状面像における骨片の最大長とした（掌側；lVLF，背側；lDLF ）．月状骨窩
骨片の幅は横断面または冠状面像における尺骨切痕からの最大長とした（掌側；
wVLF，背側；wDLF）．

図 2 d：背側転位型，v：掌側転位型，c：軸圧型．
 各ボックスの塗りつぶし部が Tanabe分類の区

域に骨折線が及んでいることを示す．最上行
の区域名については図 1aを参照．
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線が及んでいたのに対し，v型では掌側皮質に骨折
線が及んでいたのは 4肢（33.3％）であった．d型
の骨折線数は平均 2本であるが v型では 2.3本であ
った．c型は 2肢とも 3本であった．
月状骨窩骨片サイズ（表 1）：c型では lVLF，wVLF，

lDLF，wDLFはすべて d型，v型に比し短かった．
d型において lVLFは lDLFより，wVLFは wDLF
よりそれぞれ大きく（p＜0.05），lVLFと wDLFは v
型例において d型例よりも大きかった（p＜0.05）．
整復不良例との相関（表 2）：最終診察時に整復不
良となった症例は表に示す通りである．UVは 3例
で2mmを超えるplus varianceとなり，3.3mmが1肢，
2.2mmが 2肢であった．RIの整復不良例は 1肢のみ
で 14 で゚あった．PTの整復不良は d型で背屈位とな
った 1肢で -2 で゚あった．関節面不整が 1mmを超え
たものが 4肢で，最大 2mmであった．これら 10例
の整復不良群と整復良好群について性別，年齢，追跡
期間，転位方向，骨折線数，lVLF，wVLF，lDLF，
wDLFについて関連を調べたが骨折線数のみ有意差
を認めた（整復不良例では平均 2.7±0.8本に対して
良好例では 2±0.9本）（P＜0.05）．
術前因子と整復位変化：骨折折線数と最終調査時

PT（相関係数 0.36，p＜0.05），骨折線数と d型の関
節面不整（相関係数 0.56，p＜0.01）に有意な相関を
認めた．骨折線が多いほど掌側転位の程度が強くな
り，背側型における関節面不整が増大するという結果
であった．v型の最終調査時UVは平均 0.75±1.31mm
でありd型の -0.3±1.44mmに比し有意差を認めた（p
＜0.05）．wVLFと ΔPT（相関係数 -0.37，p＜0.05），
wVLFと関節面不整（相関係数 -0.45，p＜0.05），d
型における wDLFとの最終調査時 UV（相関係数
0.43，p＜0.05）でそれぞれ有意な相関を認めた．すな
わち掌側月状骨窩骨片の横幅が大きいほど最終的な
Palmar Tiltが大きくなり，関節面不整が増大し，d
型では背側月状骨窩骨片の横幅が大きいほど最終的
な Ulnar Varianceが大きくなるといった結果が得ら
れた．

【考　察】
橈骨遠位端骨折に対する外科的治療の現時点での
第一選択は掌側ロッキングプレート法とされてい
る．しかし術前治療計画を立てる上での再現性のあ
る骨折分類法のエビデンスは確立されていない．月
状骨窩骨片のサイズによる分類はないが，同骨片の
整復保持不良による成績不良例についての報告は散
見される．Harnessは術後掌側亜脱臼した 7例の
B3骨折について報告し，掌側月状骨窩骨片の固定
性が不良なことが原因であると述べている 4)．同骨
片は short radiolunate ligament付着部であることか
ら同部の粉砕により靭帯断裂と同様の状態とな
る 5)．したがって同骨片をいかに解剖学的な位置に
強固に固定するかは術後の整復位の安定性を得るた
めには重要である．
解剖学的に橈骨遠位端掌側の骨皮質尺側ほど掌側
に急峻に突出しており，この突出部をプレートで押
さえて保持することは困難である．掌側の靭帯を剥
がしてまでプレートを遠位設置することは上記靭帯
への侵襲を及ぼし，屈筋腱断裂リスクが増す．掌側
月状骨窩骨片が小さいほどプレートで固定しづらく
なる．同骨片を 3D-CTで評価した報告はあるが，
骨片サイズについては述べられてない 7)．掌側月状
骨窩骨片の幅または長さが小さければプレート，螺
子が骨片をとらえることは困難となることが予測さ
れる．

Tanabeの分類は関節面を 6区に分割し，それぞ
れの骨折線の及ぶ区域を記載するものだが，転位方
向により骨折線分布が異なっていると報告した．背
側転位型では背側皮質に骨折線が及んでいるのが
18肢（81.8％）であったのに対して，掌側転位型で
掌側皮質に骨折線が及んでいたのは 4肢（33％）で

表 2 整復不良例との相関．*有意差あり（p＜0.05）表 1 月状骨窩骨片の長径，横径の CT計測値を転
位方向別に示す．*有意差あり（p＜0.05）
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あった．また，背側転位型では尺骨切痕（18肢）
に骨折線が及んでいた例では全例で同じ転位方向で
ある背側皮質に骨折線が及んでいた．掌側転位型で
は全肢で尺骨切痕に骨折線が及んでいたが，転位方
向である掌側皮質に骨折線が及んでいたのは 4肢の
みであった．掌側月状骨窩骨片の幅は背側尺側骨片
の幅よりも有意に小さくなっていたこともこの骨折
線波及の違いに由来するものと考えられた．Mand-
ziakも CTによる分類について報告しており靭帯付
着部の間で骨折が生じると述べている 8)．背側転位
型では掌側皮質骨片は靭帯を介して手根骨より背側
方向に牽引されるが，掌側転位型では掌側骨片は手
根骨より圧迫力を受ける．形態学的に掌側皮質は背
側に比し厚く強度も高いが，背側転位型のほうが掌
側転位型に比し骨折線が多くみられたのはこれらの
報告と矛盾しないものと考えられた．
月状骨窩骨片の幅と長さと X線計測による整復
位安定性について：掌側月状骨窩骨片の幅が大きい
ほど PTの変化が小さく，関節面不整も小さくなる
ことが有意差をもって示された．掌側ロッキングプ
レートの螺子を設置できる範囲が広がるのでより固
定性が高まるためではないかと考えられた．また背
側転位型において背側月状骨窩骨片の幅が大きいほ
ど弱い相関ではあるが UVが高値となっていた．
VLPで支える対側皮質にはロッキングピンまたは
螺子が刺入されるが，幅が小さいと刺入される範囲
が小さくなるはずである．太田らは背側尺側骨片は
尺骨切痕を占める割合を重視しており，軟骨下骨に
螺子が十分刺入されている場合，薄い骨片は固定性
の必要がないと報告している 9)．背側転位型におい
て背側尺側の骨片のサイズが大きくなるほど軟部組
織の支持性（Periosteal sleeve）が低下している可
能性も否定できないと考えられた．
整復不良例に関しては AO分類よりも粉砕度の高
さに有意な相関を認めたが，掌側月状骨窩骨片との
相関は明らかにされなかった．本研究対象例におい
て整復不良とされたもののうち UVに関しては
3mmを超えるものは 1例のみであり，PTに関して
は 1例のみが背屈変形となっていたが，-2 で゚あり，
変形としては軽度といえた．また RIに関しても 1
例のみが 14 で゚あり，こちらも下限をわずかに下回
る程度の変形であった．これは掌側月状骨窩骨片の
プレート保持に難渋するほどの粉砕例を認めなかっ
たことが関与しているものと推察された．今後より

多くの症例数で検討を要すると考えられた．

【まとめ】
関節内橈骨遠位端骨折に対して掌側ロッキングプ
レート法を実施した症例の術前 CTによる骨片の形
状と術後の整復位の変化を調べた．転位方向により
骨折線分布の傾向に差があり，月状骨窩骨片の術後
整復位変化に対する影響も異なっていた．粉砕度と
術直後整復位からの再転位，最終的な整復位に有意
な相関を認めたが掌側月状骨窩骨片は Palmar tiltの
経時的変化と関節面不整に相関を認めたが，最終的
整復位に関しては相関を認めなかった．AO分類で
は転位方向は B分類以外は転位方向について考慮
されていないが，このように転位方向，骨片サイズ
による評価をおこなうことは治療を決定の際に有用
となる可能性が示唆された．
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1） Cooney WP, et al. The Wrist: Diagnosis and Operative 
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橈骨遠位端骨折手術例 101例に対し術前に正中神経伝導速度検査を施行した．術前に正中神経領域にしび
れがあったのは 17例で，患側の短母指外転筋遠位潜時 4.0ms以上は 22例であった．同時鏡視下手根管開放
術（ECTR）は 9例に施行し，しびれは軽快または消失した．同時 ECTRを施行しなかった 92例で経過中
にしびれが増悪したのは 1例，しびれが新たに出現したのは 2例であった．術前に正中神経伝導速度検査を
行うことにより，手根管症候群について，受傷前罹患，受傷後急性発症，および潜在性の診断と重症度評価
が可能であり，同時 ECTRを行うかどうかの判定に有用であった．

【緒　言】
掌側プレートを用いた橈骨遠位端骨折術後の手根
管症候群の発症率は 8.1％（3～23％）と報告されて
いる 1) が，発症時期は急性から遅発性まで様々であ
り，原因も様々である 2)3)4)5)6)7)8)．当院では橈骨遠位
端骨折の手術症例には術前に正中神経の遠位潜時を
測定してきた．本研究の目的は，術前遠位潜時測定
の意義について検討することである．

【対象と方法】
対象は 2010年 1月～2012年 6月までに当院で橈

骨遠位端骨折に対して手術を施行した 130例のう
ち，18歳以上で，術前に正中神経伝導速度検査を
施行した 101例を調査対象とした．男性 29例，女
性 72例で平均年齢は 67.4歳だった．受傷機転は転
倒 80例，転落 17例，交通外傷 3例，不明 1例だっ
た．術前に母指から環指にしびれがあったのは 17
例（17％）であり，うち 2例は受傷前からしびれが
あった．術前正中神経伝導速度の測定は受傷後平均
2.1日（0～10日）に施行した．伝導速度検査は，
手くび皮線の 3cm近位で正中神経を刺激し，短母
指外転筋導出による遠位潜時で測定した．正中神経
遠位運動潜時は患側平均 3.6ms（2.4～6.8ms），健
側平均 3.8ms（2.4～8.3ms）であり，患側の遠位潜
時が 4.0ms以上だったのは 22例（22％）だった（表
1）．全例掌側プレートを用いて骨接合術を行った．
同時に内視鏡下手根管開放術（ECTR）を施行した

のは 9例だった．しびれと遠位潜時遅延で以下の 4
つの群に分けた（表 2）．A群（既往）：受傷前からし
びれがあった 2例．B群（急性発症）：受傷後にし
びれが出現した 15例．C群（潜在性）：しびれはな
かったが，遠位潜時が 4.0ms以上の 17例．D群（異
常なし）：しびれがなく，遠位潜時4.0ms未満の67例．

受理日　2014/09/28
＊泉整形外科病院　〒981-3121　宮城県仙台市泉区刈谷字丸山 6番 1号
＊＊山形大学医学部整形外科

表 1 術前の正中神経領域のしびれの有無と
正中神経遠位潜時遅延の有無．

表 2 しびれの有無と遠位潜時遅延の有無で
A～Dの 4群に分類した．
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それぞれの群における術後のしびれの経過を調査し
た．経過観察期間は平均 6.7か月（0.5～18か月）だ
った．

【結　果】
A群は 2例とも遠位潜時の遅延があり，同時

ECTRを施行し，術後のしびれは軽快した．B群で
は遠位潜時の遅延は 3例にみられ，それら 3例には
同時 ECTRを施行し，しびれは消失した（表 3）．遠
位潜時の遅延がなかった B群 12例のうち，3例に

同時 ECTRを施行し，術後のしびれは消失が 1例，
軽快が 2例だった（表 3）．同時 ECTRを施行しなか
った B群 9例のうち 1例（症例 7）ではしびれが悪
化し遠位潜時も検出不能となったため抜釘と同時に
ECTRを施行した（図 1）．他の B群 8例では術後の
しびれは消失した（表 3）．C群では遠位潜時が 6.8ms
と高度な遅延を認めた 1例に予防的に同時 ECTR
を施行した．C群全例で術後もしびれは出現しなか
った．D群で同時ECTRを施行した症例はなかった．
D群のうち 2例は術後 3か月に手根管症候群を発症

表 3 受傷後にしびれが出現した B群．症例 7では
術後 1日でしびれが悪化した（図 1）．

図 1 B群　症例 7．
 術前に急性手根管症候群を発症し，術後早期の腫脹により，

手根管症候群の急性増悪があったと推測される．
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し，1例はステロイド注射で症状が消失し（図 2），
1例は抜釘と同時に ECTRを施行して症状が軽快し
た（図 3）．

【考　察】
今回の調査では，橈骨遠位端骨折の術前から正中
神経領域にしびれがあったのは17例（17％）であり，
うち 2例は受傷前からしびれがあり，遠位潜時が遅
延していたので，受傷前から手根管症候群を発症し

ていたと考えられた．この 2例には同時 ECTRを
施行し，術後のしびれは 2例とも軽快した．手根管
症候群の既往のある例では橈骨遠位端骨折とその後
の手術による影響で，手根管症候群が増悪する危険
が大きいので，同時 ECTRは有用であると考える．
受傷後にしびれが出現した 15例（15％）は手根管
症候群の急性発症であると考えられ，遠位潜時の遅
延があった例と症状が強かった例に同時 ECTRを
施行した．同時 ECTRを施行しなかった 9例のう

図 3 遅発性手根管症候群（2）．
 プレートの掌側突出があり，手根管内容積減少による手根管

症候群の可能性が考えられた．術後 5ヵ月で抜釘と ECTRを
施行し，症状は軽快した．

図 2 遅発性手根管症候群（1）．
 整復やプレート設置には問題なく，腫脹による手根管内圧上

昇により手根管症候群を発症したと推測された．ステロイド
注射で症状は消失した．
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ち 1例は術後しびれが悪化し，術後 2週では遠位潜
時が測定不能となった（図 1）．術後早期の腫脹に
より，手根管症候群の急性増悪があったと推測さ
れ，同時 ECTRの適応であったと考えられる．
しびれはなかったが，遠位潜時が遅延していた

17例は潜在性の手根管症候群であり，骨折と手術
の影響で術後に手根管症候群が発症する危険性があ
る．術後にしびれが出現する例には予防的に同時
ECTRを施行すべきである．しかし，その予測は困
難である．遠位潜時 6.0ms以上の高度な遅延を認め
る手根管症候群は 93％が保存的治療に抵抗すると
報告されている 9)．著者らは潜在性手根管症候群のう
ち遠位潜時 6.0ms以上の症例にのみ予防的 ECTR
を行った．その他 16例の遠位潜時は平均 4.3ms（2.4
～5.4ms）であったが，幸いにも術後もしびれは出現
しなかった．
術前にはしびれも遠位潜時の遅延もなかった 67

例のうち 2例では術後にしびれが出現した．いずれ
も術後 3か月で発症し，遠位潜時の遅延もみられた
ので，遅発性手根管症候群と診断した．1例は単純
X線で整復とプレート設置には問題がないので，屈
筋腱滑膜の腫脹が原因と推測された（図 2）．もう 1
例はプレートの掌側突出があり，手根管内容積の減
少が発症に関与したと考えられた（図 3）．
術前に遠位潜時を測定することにより，受傷前か
らの手根管症候群の確定診断と重症度の評価ができ
た．また，急性発症例における進行度の評価や潜在
性の手根管症候群の検出も可能であった．橈骨遠位
端骨折の術前に正中神経の遠位潜時を測定し，手根
管症候群を評価することは，同時 ECTRの適応を
検討する上で有意義であると考える．
今回の対象で同時 ECTRを施行したのは，受傷
前から手根管症候群があった 2例，急性発症で遠位
潜時の遅延があった 3例と遅延はなかったが症状が
強かった 3例，潜在性の手根管症候群で遠位潜時が
6.0ms以上の 1例であった．受傷時にしびれがあり
同時 ECTRを施行した 8例のうち 4例では術後の
しびれは消失し，4例では軽快した．軽快の 4例の
うち 2例は受傷前から手根管症候群があった．同時
ECTRにより術後早期にしびれが改善し，愁訴の軽
減，治療期間の短縮につながったと考えられる．同
時 ECTRを行うことにより，橈骨遠位端骨折の術
後に手根管症候群の治療を要したのは，急性発症の
1例と遅発性の 2例の計 3例（3％）であり，低頻度

に留めることができたと考えられる．
橈骨遠位端骨折の手術時には，1）受傷前からし
びれがある症例，2）急性発症で遠位潜時の遅延が
ある症例や遅延がなくても症状が強い症例，3）遠
位潜時が 6.0ms以上の遅延を認める潜在性手根管症
候群の症例に対して同時 ECTRを積極的に行うべ
きと考える．
本研究の限界として，外傷直後の患者に対する負
担軽減のために，手根管症候群の電気生理診断を短
母指外転筋導出による遠位潜時測定のみで行なって
おり，偽陽性・偽陰性の症例が含まれている可能性
があると考えられた 10)．

【まとめ】
橈骨遠位端骨折の手術症例に対する術前遠位潜時
測定は，同時 ECTR施行の判断に有用である．
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橈骨遠位端骨折後変形治癒に対する掌側プレートを
用いた橈骨矯正骨切り術の治療成績
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橈骨遠位端骨折後の変形治癒に対して，掌側ロッキングプレート（以下 VLP）と骨移植を用いた open 
wedgeでの矯正骨切り術の 20例の治療成績を調査し，その限界と問題点について検討した．腸骨移植 7例，
人工骨移植 10例，骨移植なしが 3例であった．術後合併症として，プレート破損 2例，遠位スクリュー折損，
近位スクリューゆるみを各 1例ずつ認めた．移植骨長の平均は腸骨群で 14.8mm，人工骨群で 11.1mmで，
有意に前者が長かった．インプラント破損の割合は，腸骨移植で 1例 14.3％，人工骨移植で 3例 30.0％であ
った．破損群の移植骨長は平均 15.8mmで，非破損群に比べて有意に長かった．今後は橈骨延長に 15mm
以上の移植骨長となる過度の延長が必要な場合には，尺骨短縮術の併用も考慮する必要があると思われた．

【緒　言】
近年，橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプ
レート（VLP）の出現から，本骨折後の変形治癒に
対しても，矯正骨切り術に VLPが使用されること
も多くなってきた．尺骨短縮術の併用の報告 1) も
あるが，当科では 2005年以降，VLPを用いた橈骨
矯正骨切り術で対処してきた．骨移植に関しては，
自家骨移植，人工骨移植，骨移植なしの報告があり，
それぞれに一長一短があり，当科では初期は腸骨か
ら採骨していたが，最近は人工骨移植を用いたり，
骨移植を用いないこともある．しかし，骨延長が大き
かった症例で，inplant failureを 4例経験した．VLP
を用いた矯正骨切り術の治療成績を調査し，その限
界と問題点について検討した．

【対象と方法】
術後に 3カ月以上を経過観察し得た 20例を対象

とした．腸骨移植 P群 7例，人工骨移植 A群 10例，
骨移植なし N群が 3例であった．P：A：N群につい
て比較すると，平均年齢は 62.5：75.4：71歳，男性
は 1：2：0手，女性は 6：8：3手，右は 6：4：2手，
左は 1：6：1手，手術までの待機期間の平均は 9：
11.1：5.5か月であった．骨折型は，Colles型が 6：8：
0手，Smith型が 1：1：2手，Chauffeur骨折が 0：0：

1手，Salter Hallis-4型が 0：1：0手であった（表 1）．
使用したプレートはP群でLCP-T型 5手，OSR 1手，
Stellar 1手，A群で Stellar 1手，Stellar2 6手，DVR 
1 手，N 群 で APTUS-flap，Stellar，VATCP が 各 1
手であった．手術方法は，最初に掌側からのアプロ
ーチで進入し，骨切り部を全周性に剥離した後 K
鋼線を骨切りのガイドとし，変形癒合部を中心にマ
イクロソー，平ノミを用いて骨切りし，開大，矯正
し，K鋼線で仮固定した．その後腸骨移植，人工骨
移植を行うが，初期の症例は背側皮切を追加してい
たが，最近は延長が大きくない症例には，背側皮切
を追加しないで，掌側のみの皮切で行う方法も用い
ている．移植後，VLPにて固定したが，時にまず
プレートの遠位側のみにプレートとスクリューを挿
入し，Condylar stabilizing法を利用して，延長と整
復を行った．整復目標は，橈側傾斜角（以下 RI）が
10 以゚上，掌側傾斜角（以下 VT）が 0 以゚上，尺骨バ
リアンス（以下 UPV）0mmとした．術前の 3群間の
パラメーターであるが，P：A：N群で，RI 8.2：11.1：
18.7 ，゚VT -24.0：-23.2：19.3 ，゚UPV 5.26：4.27：4.07mm
であった．C群の 1例にのみ，Step off遺残症例で，
関節内骨切り後プレートで固定した．調査項目は画
像評価として，骨癒合の有無，術後と最終の経過観
察時のパラメーター値（VT，RI，UPV），とその差

受理日　2014/09/30
＊昭和大学横浜市北部病院　〒224-0032　神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央 35-1
＊＊昭和大学病院
＊＊＊太田西ノ内病院
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である矯正損失を計測した．移植した腸骨・人工骨
の最大径を移植骨長とし，計測を行った．臨床評価
に関しては，Cooney scoreにて評価し，合併症に
ついても調査した．統計学的検定には t検定を用い，
p＜0.05を有意差ありとした．

【結　果】
再手術を要し，経過観察中の 1例を除き，19例

で骨癒合が得られた．術後から最終経過観察時まで
の各パラメーターの推移と矯正損失に関しては，3
群間で有意な差は認めなかったが，移植骨長平均
は，P群が 14.8mm（12～18），A群で 11.1mm（5.7～
20）であり，有意に前者が長かった（表 2-a）．平均
可動域と握力健側比，および Cooney scoreは，3
群間で有意な差は認めなかった（表 2-b）．術前の合
併症は手根管症候群を P群で 5例，A群で 2例，伸

表 2 画像評価と臨床評価

 （C：掌側転位型　S：背側転位型　Ch：Chauffeur型　SH：骨端線損傷型）

表 1 対象

 a：各パラメータの推移と矯正損失，移植骨長平均
 各種パラメータの推移，矯正損失に有意な差は認めなかった．
 移植骨長平均は腸骨群が優位に長い結果であった．
 b：平均可動域と握力健側比，cooney score
 （E：exellent　G：good　F：fair　P：poor）
 3群間で有意な差は認めなかった．
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筋腱断裂を P群で 1例，A群で 2例認めた．TFCC
損傷を P群で 1例，CRPSを A群で 1例，舟状骨偽
関節を N群で 1例認めた．術後合併症として，プ
レート破損を 2例，遠位スクリュー折損，近位スク
リューゆるみを各 1例ずつ認めた．遠位スクリュー
折損後に再手術を行った 1例を除き，追加処置後に
骨癒合は得られている（表 3-a）．インプラント破損
の割合は腸骨移植で 1例 14.3％，人工骨移植で 3例
30.0％であった．移植骨長は破損群で 15.8mm（13.1
～20），非破損群で 9.5mm（0から 18）で，有意な差
を認めた（表 3-b）．
【症例提示】
症例 1：78歳女性　背屈転位型の変形治癒に対し，
受傷後 4か月で手術を施行した．人工骨の背側最大
長は 12mmであった．掌側と背側の両アプローチ
で展開し，人工骨を使用して VLPで固定した．手
根管の開放も同時に施行した．術後 4か月で骨癒合
も得られ，術後 1年 6か月で抜釘し，術後 3年で
Cooney Scoreは 100点であった（図 1）．
症例 2：70歳女性　掌側転位型の変形治癒に対し，
受傷後 21か月で手術を施行した．掌側皮切のみで

手術を行い，人工骨の掌側最大長は 13mmであっ
た．術後 1年 4か月で遠位スクリューの折損を認め，
再手術を行った．背側にも切開を加えて偽関節部を
新鮮化後に tricorticalで採取した腸骨の移植を行っ
た．初回と異なるプレートの選択を行った．1か月
間のギブス固定後に硬性装具へ変更し，現在経過観
察中である（図 2）．

【考　察】
近年 VLPの普及とともに，橈骨遠位部の強固な固
定が行えるようになり 4)，変形癒合に対する矯正骨
切り術時の内固定にも使用される様になった 5)．
VLPを用いる時は，掌側からのアプローチが基本
であり，最近は骨移植も掌側，または橈側から行う
報告が散見される 6)．小侵襲であり，背側の骨膜を温
存する事により移植骨の脱転，伸筋腱の損傷が予防
可能となる．一方，変形が高度な例に対しては，矯
正不足となったり，内固定材への負荷が増加し，破
損の危険性が高まる．このような症例に対しては，
背側の皮切も追加し，直視下に正確な骨移植を行う
事も重要と思われる．骨移植に関しては，腸骨移植

 a：インプラント破損例
 プレート 2例，スクリュー2例でインプラントの破損を認めた．
 移植骨長が 13.1mm以上で破損を生じていた．
 b：インプラント破損群：非破損群の比較
 インプラント破損の割合は腸骨移植で14.3％，人工骨移植で30.0％であった．
 破損群は非破損群に比べ，移植骨長平均が優位に長かった．

表 3 合併症
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に加え，海綿骨移植，人工骨移植，または骨移植は
行わないといった様々な報告がなされている 5)7)8)．
著者らは基本的に，VT±20 以゚上もしくは UPV 3mm
以上，step off 2mm以上の有痛性の症例で手術を行
ってきた．これまで，橈骨の背屈変形があれば，全
例に橈骨のみの矯正骨切り術を行い，尺骨短縮術は
橈骨の背屈変形が存在しない症例に限定して行って
きた．移植骨の選択に関しては，以前は全例に腸骨
移植を行っていたが，最近は受傷後比較的早期で，
骨欠損が少ない症例には骨移植は行わず，それ以外
の症例では人工骨移植を行っている．結果的に骨欠
損が大きい症例では人工骨よりも腸骨を選択してい

た．破損例の結果から，延長量が大きい場合や活動
性の高い若年者，骨粗鬆症の強い高齢者では，VLP
のみに頼らず，力学的な安定性と早期の骨癒合が期
待できる腸骨からの骨移植が必要と思われた．ま
た，様々な VLPが発売されているが，プレートの
厚みや推奨される設置位置，スクリューの径や挿入
方向などを熟知して選択すべきである 9)．自験例で
は，プレート 2例，スクリュー2例でインプラントの
破損を認め，破損群の移植骨長の平均は 15.8mmで，
非破損群の 9.5mmに比べ有意に長かった．橈骨骨延
長に関して Fernandez 2) は骨延長を 10-12mmまでと
し，Oskamら 3) は 6mm以上の延長には尺骨短縮

図 2
 a：術前
 b：術後 1年 4か月　遠位スクリュー折損
 c：再手術後

図 1
 a：術前
 b：術後
 c：最終経過観察時
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術の併用を推奨している．インプラントの破損は腸
骨が 1例，人工骨が 3例であり，腸骨であっても今後
は 15mmを超えるような延長量が大きい場合は尺
側短縮の処置の併用も考慮すべきであろう．近年，
術前 3DCTによる解析法による正確な計測と綿密
な術前計画の有用性が報告されているが 10)，全て
の施設で導入可能というわけではなく，費用等にも
問題が残る．丁寧な術前計画はもちろんのこと，画
像のみでなく，年齢や活動性，骨粗鬆症も十分に考
慮し，治療法や骨移植法を検討する必要がある．

【まとめ】
橈骨遠位端骨折後変形治癒に対する，掌側ロッキ
ングプレートを用いた橈骨矯正骨切り術の 20例を，
腸骨移植群，人工骨移植群，移植骨なし群の 3群に
分けて比較検討した．移植骨長は腸骨移植群が有意
に長かった．プレート 2例，スクリュー2例でイン
プラントの破損を認めた．破損群の移植骨長の平均
は 15.8mmで，非破損群に比べ有意に長く，15mm
を超えるような橈骨延長が必要な症例は，尺骨短縮
も考慮すべきと思われた．
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Subchondral supportに拘らない橈骨遠位端骨折（DRF）
の掌側ロッキングプレート固定
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2011年 4月から 2013年 3月までに手術を施行した橈骨遠位端骨折のうち，整復時に月状骨窩を含む掌側
皮質骨片の安定性が高いと判断した 11例 11手に対し，近位設置型の掌側ロッキングプレート（以下 VLP）
であるメイラ社製 P-plateを使用して subchondral supportに拘らずに固定を行った．単純 X線写真にて，術
直後と術後 6か月の radial inclination（以下 RT），volar tilt（以下 VT），ulnar variance（以下 UV）の矯正損
失を評価した．骨癒合の有無と腱断裂の有無も評価した．結果，いずれの矯正損失も許容範囲内だった．全
例に骨癒合を認め，腱断裂は認めなかった．症例選択に対する検討は今後も必要だが，手技が簡便となり，
手術時間の短縮につながる点を考慮すれば，症例を慎重に選ぶことで P-plateを用いた VLP固定は有用と考
えられる．

【緒　言】
今日の橈骨遠位端骨折に対する外科的加療の手段
に掌側ロッキングプレート（以下，VLP）固定を選
択することは第一選択となっている 1)．

VLP固定において転位を防ぐことを目的とした，
関節面の軟骨下骨の直下にスクリューを入れる
Subchondral supportが重要という報告がある 2)．
しかし，遠位のスクリューを軟骨下骨直下に挿入
するためには，手技の習熟とより多くの手術時間と
を要する．またプレートのより遠位への設置が必要
となり，それは腱損傷につながる可能性がある 1)．
橈骨遠位端骨折の骨折部の安定性は症例ごとに異
なり，比較的安定性の高い骨折もある．今回，その
安定していると考えられる骨折に対して Subchon-
dral supportに拘らずに VLPを用いた固定を施行し
た結果について検討したので報告する．

【対象と方法】
対象は 2011年 4月から 2013年 3月までに橈骨遠
位端骨折に対して手術を施行し，6か月以上の経過
観察が可能であった症例のうち，メイラ社 P-plate
を用いた 11例 11手である．使用機種は症例ごとに
主治医が判断して選択しており，骨折整復後に掌側
皮質の整復位と安定性が良好であると判断した症例

に P-plateを使用している，症例の内訳は女性 9例，
男性 2例，手術時年齢は平均 54.2歳（17～80歳），全
て左手の骨折であった．経過観察期間は平均 6.1か
月（6～7か月）であった．
骨折型は AO分類で A2 4例，A3 4例，B3 1例，

C1 1例，C3 1例であった．
手術では，P-plateを pronator fossaに設置し，Wa-

tershed lineより十分に近位であることを確認して
いる（図 1）．
評価項目として，術直後および最終観察時の単純

X線写真における radial inclination（以下，RT），vo-
lar tilt（以下，VT），ulnar variance（以下，UV）の差
を矯正損失として測定し，術直後の単純 X線側面像
における橈骨の関節面（月状骨窩中央の皮質）から
遠位スクリューまでの距離も測定した．また，骨癒
合の有無と腱断裂の有無を評価した．

【結　果】
術直後の X線において，関節面から遠位スクリュ

ーまでの距離は平均 5.96mm（3.85mm～8.46mm）で
あった．
術後 6か月の矯正損失は，RI -1.2 （゚-7～＋6 ）゚，VT 

-0.9 （゚-3～＋2 ）゚，UV ＋1.2mm（0～＋2.8mm）であっ
た．

受理日　2014/09/30
＊青梅市立総合病院　〒198-0042　東京都青梅市東青梅 4-46-5
＊＊東京医科歯科大学
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全例に骨癒合を認め，観察期間中に腱断裂を示唆
する所見は認めなかった．

【症例提示】
症例 1：80歳，女性
骨折型：AO分類 A2
手術時，掌側皮質骨の整復位，安定性ともに良好
でありメイラ P-plateを選択した．プレートはWa-
tershed lineを越えない位置に設置した．遠位ロッ
キングスクリューを刺入した．術直後の関節面から
遠位スクリューまでの距離は 4.55mmであった．
術直後の X線評価では RI 19 ，゚VT 23 ，゚UV ＋1mm
であった．術後 6か月時のX線ではRI 23 ，゚VT 23 ，゚
UV ＋2mmであった．術後6ヶ月の矯正損失はRI 4 ，゚
VT 0 ，゚UV ＋1mmであった（図 2）．骨癒合を認め，
腱損傷は認めなかった．

症例 2：49歳，男性
骨折型：AO分類 A3
手術時，掌側皮質骨の整復位，安定性ともに良好
にて P-plateを使用した．術直後の関節面から遠位
スクリューまでの距離は 8.46mmであった．

術直後の X線評価では RI 21 ，゚VT 13 ，゚UV -1mm
であった．術後 6か月時のX線ではRI 21 ，゚VT 11 ，゚
UV 0mmであった．術後 6か月の矯正損失は RI 0 ，゚
VT 2 ，゚UV ＋1mmであった（図 3）．骨癒合を認め，
腱断裂は認めなかった．

【考　察】
橈骨遠位端骨折の VLP固定において，Subchondral 

supportは整復位を維持するために重要と言われて
いる 2)．
しかし Subchondral supportを遂行するためには，
プレートの設置位置とスクリュー刺入位置の調整の
ために時間と技術とを要する．また，プレートの設
置位置が遠位となることでプレートと長母指屈筋腱
などの腱との接触によって腱断裂を引き起こし得
る 3)．
著者らは橈骨遠位端骨折の VLP固定において，整
復時の掌側皮質，特に Key stoneとなる月状骨窩を
含む骨片が安定していれば，必ずしも Subchondral 
supportを行わなくとも整復位の保持は可能である
と考え，症例を選んで P-plateを使用している 4)5)．
メイラ社の橈骨遠位端プレートシステムは術中に
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近位設置型の P-plateと，遠位設置型の D-plateを選
択できる機種である．

P-plateは他の近位設置型プレートよりもさらに
近位に設置し，遠位ロッキングスクリュー（もしく
はピン）は Subchondral supportに拘らずに挿入す
るコンセプトのプレートである．プレートの設置位
置の調整に時間を費やすことがなく，スクリューの
位置や長さに厳密さを要しないという点において手
技が簡便となり，手術時間の短縮につながる．さら
に，腱断裂のリスクは低く，腱断裂の予防目的の抜
釘の必要もないため，抜釘に伴う患者の苦痛を軽減
し，医療経済的にも有効である 6)．

P-plateの問題点は，Subchondral supportを用い
るプレート固定より整復保持能力が劣ると考えられ
るため，適応となる骨折型の選択が必要となる点で
ある 2)．しかしながら，今回の我々の症例における
矯正損失の結果は 2013年に平川らなどの示した矯
正損失の結果と比べても同等であり，少なくとも
我々の症例は P-plateを使っても許容できる症例を
選択できたと判断できた 7)．これより，症例を選べ
ば他の近位設置型のプレートと同様の結果が，より
簡単かつ短時間の手術で得られると考えられる．
本研究の問題点として患者の骨密度および骨基質
の未評価が挙げられる 3)．高度の骨粗鬆症症例にお
いては骨折部の転位の可能性が高く，より強固な固
定を要するため本プレートの適応には慎重になる必
要があるが，提示した症例 1のように，骨質の低下
あっても骨折部が安定している場合は矯正損失が許
容範囲となる可能性がある．

【まとめ】
症例を慎重に選べば，P-plateを用いる VLP固定
は有用な選択肢である．適応となる選択基準を探る
ことが今後の課題である．

【文　献】
1） 川崎恵吉ほか．橈骨遠位端骨折に対する新戦略―Poly-

axial Locking Plateがもたらすメリット・デメリット．
日手会誌 29: 708-711, 2013．

2） 坪川直人ほか．メイラ橈骨遠位端プレートシステムの
使用経験．日手会誌 26: 489-491, 2010．

3） 児玉成人ほか．後期高齢者の橈骨遠位端骨折に対する
ロッキングプレートの功罪．日手会誌 30: 5-8, 2013．

4） 森谷浩治ほか．掌側ロッキングプレート固定を施行し
た橈骨遠位端骨折における皮質骨粉砕部の検討．日手

会誌 27: 39-42, 2010．
5） 森谷浩治ほか．Colles骨折に対する掌側皮質骨整復に
注目した掌側ロッキングプレート設置．整災外 53: 
745-749, 2010．

6） 丹羽智史ほか．橈骨遠位端骨折に対するメイラ橈骨遠
位端プレートシステムの使用経験．中部日本整形外科
災害外科学会雑誌 53: 718-719, 2010．

7） 平川明弘ほか．APTUS2.5を用いた橈骨遠位端骨折の
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TFCC鏡視下縫合術後の前腕肢位別握力と
DASHとの関連性
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TFCC鏡視下縫合術後の握力を前腕肢位別に調査し DASHとの関連性を検討した．対象は当院にて TFCC
鏡視下縫合術が施行された 14例 14手とした．調査項目は前腕中間位・回外位・回内位の握力を計測した．
握力は中間位 34.9±9.4kg（健側比 101±11％），回外位 33.2±10.7kg（健側比 99±10％），回内位 26.4±
8.8kg（健側比 87±14％）であり，回内位握力健側比で有意に低下した（p＜0.05）．DASHと有意な相関を
認めた握力健側比は中間位（r＝-0.61，p＜0.05）と回外位（r＝-0.59，p＜0.05）であり，回内位とは有意な
相関を認めなかった．TFCC鏡視下縫合術後の回内位握力健側比は中間位および回外位と比較して有意に低
下することが明らかとなったが，DASHとは有意な相関を認めなかった．日常生活動作において中間位およ
び回外位握力健側比が関連することが示唆された．

【緒　言】
日常生活動作において上肢は目的を達成するため
に非常に多様な肢位をとる．特に把握動作では一連
の動作の中で前腕の回旋角度を変化させながら力を
発揮することが要求される．手外科疾患の機能評価
において握力は前腕中間位で測定されることが一般
的であり，前腕肢位別に握力を評価した報告は非常
に少ない 1)2)3)．近年回内位握力の計測は遠位橈尺関
節障害や TFCC損傷の診断のための新しい評価項目
になりうると着目されている 4)5)．しかし前腕肢位別
の握力とリハビリテーションにおいて獲得すべき日
常生活動作との関連を検討した報告はない．そこで
今回，TFCC鏡視下縫合術後の前腕肢位別に握力を
調査し，患者立脚型の上肢障害評価表 the Disability 
of the Arm, Shoulder, and Hand questionnaire （DASH）
との関連性を検討した．

【対象と方法】
対象は 2007年 6月から 2010年 6月までに当院に

て TFCC鏡視下縫合術が施行され，当院の術後プロ
トコールに沿ってリハビリテーションを実施し前腕
肢位別の握力を評価し得た 18例 19手から非利き手
損傷の 5手を除外した 14例 14手とした．平均年齢
31.1±11.3歳，男性 9例，女性 5例，全例外傷を契機

に利き手である右手を受傷した．Palmer分類は全例
1B型であり，1A型を 5例で合併していた．手術ま
での期間は平均 9.0±6.7か月であった．TFCC鏡視
下縫合術は inside-out法にて TFCC辺縁と尺骨小窩
に向けて穴あき鋼線を刺入し尺骨骨膜上で縫合する
trans-osseous法である 6)．Palmer分類 1A型を合併
している場合は三角線維軟骨の中央部を開窓した．
術後 3週間は上腕ギプスにて固定とした．リハビリ
テーションはギプス除去後より前腕回旋運動を自動
運動から開始し，術後6週より他動運動を開始した．
術後 8週より筋力増強を開始し，術後 12週より重
労働やスポーツを許可した 7)．
測定はリハビリテーション終了時に実施した．測
定方法は JAMAR握力計を用いて前腕中間位・回外
位・回内位の 3肢位で握力を計測した．測定肢位は
座位にて上腕を体側につけ肘関節 90度屈曲位，前
腕と手関節を中間位とした．ハンドルを 2段階目に
設定し健側比を算出した．回外位および回内位の握
力は前腕回外および回内の最大関節可動域（70度
以上）で測定した 1)．また同時に日本手外科学会手関
節機能評価，DASH disability/symptom，DRUJ bal-
lottement test，Ulnocarpal stress testを評価した．
統計解析は一元配置分散分析および多重比較検定，
Pearsonの積率相関係数を用いた．有意水準を 5％

自由投稿論文

受理日　2014/09/27
＊関西電力病院リハビリテーション科　〒553-0003　大阪府大阪市福島区福島 2-1-7
＊＊関西電力病院脊椎外科・手外科・整形外科
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とした．

【結　果】
リハビリテーション終了は術後平均 6.0±2.7か月
であった．日本手外科学会手関節機能評価は 125点
満点中 117.8±5.8点であり全例 Excellentであった
（表 1）．DASHは 13.1±10.2点であった．関節可動域

は掌屈 76.4±8.8度，背屈 74.6±9.1度，回外 89.2±
1.8度，回内 85.0±5.5度であった．DRUJ ballottement 
testは 2例（14％）で陽性であった．Ulnocarpal stress 
testは全例陰性であった．
握力は中間位 34.9±9.4kg（健側比 101±11％），回
外位 33.2±10.7kg（健側比 99±10％），回内位 26.4
±8.8kg（健側比 87±14％）であった．回内位握力は
中間位握力（p＝0.06）と回外位握力（p＝0.16）と
比較して低下傾向であった．回内位握力健側比は中
間位握力（p＜0.05）と回外位握力（p＜0.05）と比
較して有意に低下していた（図 1）．DASHと有意
な相関を認めた握力健側比は中間位（r＝-0.61，p＜
0.05，図 2）と回外位（r＝-0.59，p＜0.05，図 3）であ
り，回内位とは有意な相関を認めなかった（図 4）．

【考　察】
健常人の握力は前腕肢位の違いによって変動する
ことが報告されている．Richardsらは回外位，中

表 1 日本手外科学会手関節機能評価

図 1 前腕肢位別握力（健側比）の比較

図 2 中間位握力（健側比）と DASHの関係

図 3 回外位握力（健側比）と DASHの関係

図 4 回内位握力（健側比）と DASHの関係
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間位，回内位の順で握力が有意に低下すると述べて
いる 2)．またDe Smetらは手関節を固定しない場合，
回外位および中間位と比較して回内位の握力が有意
に低下すると述べている 3)．健常人の握力が回内位
で低下する要因は手関節および手指屈筋群が前腕回
内位で短縮することで長さ張力曲線より最大筋力を
発揮しにくくなると考察されている．本研究でも同
様に有意差は認めなかったが中間位および回外位と
比較して回内位で握力が低下する傾向にあった．
握力の健側比を比較すると，尺側手関節痛を有す
る患者は健常人や橈側手関節痛を有する患者より回
内位で有意に握力が低下する 4)．また TFCC損傷患
者の握力の健側比は中間位 64±24％，回外位 60±
22％，回内位39±24％と回内位で有意に低下する 5)．
本研究では握力の健側比は，TFCC損傷患者と比較
して TFCC鏡視下縫合術により改善傾向であった
が，TFCC損傷患者と同様に回内位で有意に低下し
ていた．
面川らは回内位握力の低下は遠位橈尺関節の不安
定性が関与している可能性があると述べている 5)．
本研究では遠位橈尺関節の不安定性を認めたのは 2
例であり，その 2例の回内位握力の健側比は 100％，
84％と今回の結果からは遠位橈尺関節の不安定性と
回内位握力が関連するかは不明であった．
回内位握力の健側比が低下する原因の 1つに ulnar 

varianceが考えられる．健常人の把握時の ulnar vari-
anceは回外位 0.86±1.46mm，中間位 1.22±1.52mm，
回内位 1.52±1.56mmと回内位で最も上昇する 8)．そ
して尺側手関節痛を有する患者では回内位の ulnar 
varianceは安静時 0.34±0.74mmから把握時 2.22±
0.93mmと上昇する 9)．尺側手関節痛を有する患者で
TFCCの debridementを施行しても疼痛が改善しな
い症例では月状骨髄内浮腫がMRIで指摘され尺骨
突き上げ症候群が疑われる 9)．本研究では回内位での
把握時の単純 X線検査を実施していないため，TFCC
鏡視下縫合術後の回内位握力の低下とulnar variance
の関連は不明である．今後 TFCC鏡視下縫合術後の
回内位握力の低下と ulnar varianceや遠位橈尺関節
の不安定性の観点からより詳細な検討が必要である．

RuchらはDASHと中間位の握力低下に有意な相関
がある 10) と報告しているが，回外位および回内位の
握力低下と DASHの関連性について述べた報告は
ない．本研究では DASHと有意な相関を認めた握力
の健側比は中間位と回外位であり，回内位とは有意

な相関を認めなかった．厳密な肩内転，肘関節 90
度屈曲位，前腕回内位での把握動作は日常生活動作
において非常に少なく，DASHの質問項目にもほと
んど含まれていない．また肩関節内転，肘関節 90
度屈曲位，前腕回内位の肢位は，肩関節外転および
内旋による代償により容易となる．以上より回内位
握力健側比の低下が中間位および回外位と比較して
DASHと有意な相関を認めなかったと考えられる．

【まとめ】
TFCC鏡視下縫合術後の回内位握力健側比は中間
位および回外位と比較して有意に低下することが明
らかとなったが，DASHとは有意な相関を認めなかっ
た．日常生活動作において中間位および回外位握力
健側比が関連することが示唆された．
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PIP関節陳旧性掌側板損傷に対する治療経験
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外傷性 PIP関節掌側板損傷後に変形をきたした PIP関節陳旧性掌側板損傷の 7例を報告する．全例小指，
男性 5例，女性 2例で，うち 5例に PIP関節の白鳥の頚変形を認め，4例に側副靭帯損傷の合併により尺屈
変形を認めた．手術は全例掌側アプローチで行い，6例にはスーチャーアンカーを用いて掌側板自体の修復
が可能であったが，1例には長掌筋腱を用いた再建を要した．4例に側副靱帯の修復も行った．後療法は，
術前の尺屈変形が高度であった 2例に 3週の鋼線固定の後可動域訓練開始，5例では伸展制限のもとに術後
早期から可動域訓練を開始した．6例にはスーチャーアンカーを用いての掌側板修復が可能であったが，1
例には長掌筋腱を用いた再建を要し，4例では側副靭帯の修復も行った．最終観察時 PIP関節の可動域は平
均 92 ，゚伸展平均 -7.8 と゚比較的良好であった．陳旧例でも掌側板自体の修復が可能であることが多く，掌側
板修復は最初に試みてよい方法と考えられた．

【緒　言】
PIP関節の過伸展強制により PIP関節背側脱臼骨

折か掌側板損傷が生じ，陳旧化すれば，しばしば
PIP関節の過伸展変形や白鳥の頚変形が残存し機能
障害をきたす．今回，外傷性 PIP関節掌側板損傷後
に変形をきたした陳旧性の症例に対して掌側板修復
を主とした手術を行い，治療成績を検討した．

【対象と方法】
PIP関節陳旧性掌側板損傷に対して手術を施行し

た 7例を対象とした．全例小指で，性別は男性 5例，
女性 2例，年齢 18～64歳（平均 37.1歳），受傷原因
はスポーツでの受傷が 5例，仕事中での突き指が 2
例であった．局所所見では PIP関節の白鳥の頚変形
を 5例に認め，4例では側副靱帯損傷の合併により
尺屈変形を認めた．掌側板損傷の診断は，局所診察，
単純 X線，ストレス撮影（伸展，側方）にて行い，
手術適応は，変形もしくは過伸展方向への著明な不
安定性により疼痛や ADL障害のあるものとした．
受傷から手術までの期間は 4か月～21年（平均 4
年 9か月），手術は全例掌側アプローチで行った．
全例で掌側板は中節骨基部から剥離しており，中節
骨基部に骨溝を作製し，6例にはスーチャーアンカ
ーを用いて掌側板自体の修復が可能であったが，受

傷後長期間経過していた 1例では短縮により屈曲拘
縮が予想されたため長掌筋腱を用いた再建を行っ
た．4例に側副靱帯の修復も行った．後療法は術前
の尺屈変形が高度であった 2例に 3週の鋼線固定の
後可動域訓練開始，5例では伸展制限のもとに術後
早期から可動域訓練を開始した．経過観察期間は 1
年～2年 6か月（平均 1年 8か月）であった（表 1）．
対象症例について臨床評価として自覚的には疼痛，
ADL障害，他覚的には PIP関節可動域，不安定性・
変形の有無を調査し，X線学的評価を行った．

【結　果】
最終観察時に疼痛や不安定性を訴えた症例はな

く，変形の残存もなかった．PIP関節の可動域は屈
曲 70～100（゚平均 92 ）゚，伸展 -10～-5（゚平均 -7.8 ）゚と
軽度の伸展制限が残存したが，それによる ADL障
害はなかった．術前に脱臼を繰り返し側副靭帯損傷
も合併していた 1例において，単純レントゲンにて
関節症性変化のわずかな進行を認めた．その他，今
回の手術に関連した合併症は生じなかった（表 2）．
【症例呈示】
症例 5：42歳，女性．バレーボール中に左小指に
頻回の突き指の既往があった．近医にてテーピング
などで保存加療を続けられたが脱臼症状改善せず，

受理日　2014/10/03
市立宇和島病院　〒798-8510　愛媛県宇和島市御殿町 1-1
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初回受傷後 4か月後に受診した．初診時，PIP関節
の易脱臼を認めた（図 1）．術中所見では，掌側板
の剥脱に加え橈側側副靭帯も基節骨顆部から剥離し
ており，スーチャーアンカーを用いて縫着した．術

後 1週から伸展制限のもとに可動域訓練を開始し，
術後 2年 4か月で不安定性なく患者の満足度は得ら
れたが，レントゲンでは関節症変化が認められ，伸
展 -10 ，゚屈曲 70 と゚可動域制限が残存した（図 2）．

表 1 症例

表 2 結果

図 2 症例 5（術後）
 A：  術直後単純 X線像：掌側板，橈側側副靭帯をスーチャー

アンカーを用いて縫着した．
 B：術後 2年 4か月：PIP関節に関節症変化を認めた．
 C：  術後 2年 4か月で伸展 -10°，屈曲 70°と可動域制限が残

存した．

図 1 症例 5（術前）
 A：左小指に白鳥の頚変形を認めた．
 B：単純 X線像：  容易に PIP関節の

脱臼を認めた．
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症例 6：32歳，男性．小学生時バスケットボール
中突き指にて受傷し，亜脱臼のまま 21年間放置し
ていた（図 3）．術中所見では，掌側板の剥脱に加え，
橈側側副靭帯も基節骨顆部から剥離していた．掌側
板は残存していたものの癒着剥離し前進を試みた
が，短縮のため伸展制限が危惧されたため，掌側板，
側副靭帯ともに長掌筋腱を用い再建した．長掌筋腱
を用いた再建については，残存した掌側板にオーバ
ーラップするように長掌筋腱を縫合し，遠位中節骨
付着部にスーチャーアンカーを用いて縫着した．術
後 3週鋼線固定しその後可動域訓練を開始し，術後
2年 6か月で ADL障害，不安定性なく伸展 -10 ，゚屈
曲 95 と゚可動域制限もほとんどない（図 4）．

【考　察】
Bowersら1)らは，陳旧性 PIP関節過伸展変形 11例

の報告中，剥離骨折を合併していたのは 2例のみで
あり，骨折がないことで初期に見逃され，適切に外
固定されなかったことが陳旧化した原因であり，適
切に屈曲位固定されていれば血行の良い部位である
ため通常治癒すると述べている．また掌側板損傷は
中節骨遠位の骨膜付着部から破綻し，この損傷のみ
では外方，掌側方向への不安定性はないが，繰り返
す力が加わると，掌側板，副靱帯，側副靭帯の複合体
である critical lateral-volar complexが破綻すると報
告している．この複合体は PIP関節の伸筋に抗す
る強い静的抵抗力をもつため白鳥頚変形をきたすと
される 1)．本検討においても，初回受傷時から放置
していたか，もしくは初診医で適切な外固定がなさ

図 4 症例 6（術後）
 A：術直後単純 X線像： 掌側板，橈側側副靭帯を長掌筋腱を用いて再建した．
 B：術後 2年 6か月：関節適合性は良好であった．
 C：術後 2年 6か月で伸展 -10°，屈曲 95°と良好であった．

図 3 症例 6（術前）
 A：左小指に白鳥頚変形を認めた．
 B：単純 X線像： PIP関節亜脱臼，背屈，尺屈偏位を認めた．
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れていなかったため，度重なる外力により不安定性
が増し，陳旧性白鳥頚変形に至ったと推察される．
治療に関して，陳旧性 PIP関節掌側板損傷に対

して保存的治療は無効であり，手術によって掌側板
機能を再建する必要がある．再建法については，掌
側板自体を中節骨に再縫着する方法 1)2) と，他の組
織，主に浅指屈筋腱（以下 FDS）の half slipを使用し
て制動する Cutis法のような再建法 3) がある．陳旧
例では損傷を受けた掌側板が菲薄化，癒着により再
建組織としては不適応であるとの報告 4) があるが，
本検討では 7例中 1例を除き再縫着が可能であり，
ほとんどの例において掌側板は十分残存しており，
再建可能であった．FDSを使用する方法については，
今回 7例全例が小指だったこともあり著者らに経験
はないが，小指 FDSは低形成であることが多く 1)，
PIP関節の制動に低形成 FDSを使用することには
無理があると思われた．
掌側板の修復において，受傷後長期経過している
ために短縮は高度ではないか，また修復可能なしっ
かりした掌側板が残存しているか，そして中節骨に
縫着できたとして，十分な強度をもって修復できる
か，屈曲拘縮をきたさないかといった疑問点が挙げ
られる．本検討では掌側板は緩んで癒着している例
はあったものの全例に存在しており，結果において
も伸展制限は平均 -7.8 で゚あり，短縮はほとんど影響
しないと思われた．受傷後 21年と長期間経過して
いた 1例にのみ拘縮が危惧されたため腱移植を用い
た．他の 6例に関しても結果は良好で，全例におい
て過伸展・白鳥の頚変形は制動できており，過伸展
変形が再発した例もなかったことから，生理的な状
態で修復がなされたものと推測した．術前計画とし
て，掌側板や側副靭帯自体の修復が可能であれば行
うが，不可能な場合に備えて FDSや長掌筋腱を用
いた再建について準備しておく必要はあると考え
る．術前に再建法をあらかじめ予測できるかどうか
は確定できないが，修復可能な例が多いため，展開
においては残存している掌側板を丁寧に剥離，前進
する手技が重要と考える．修復については，掌側板
には遠位部にも血行が存在するとの報告 5) があり
修復機転は働いたと推測される．掌側板のバイオメ
カニクスについて超音波診断が有効との報告 6) も
あり，今後超音波やMRIなどが掌側板の健常度の
評価の一助となる可能性はあるかもしれない．
今回の検討の限界として，症例数が少ないこと，

また経過観察期間が最長でも 2年 6か月と短いこと
などが挙げられる．症例 5は術後 2年 6か月の経過
で術後関節症変化を認め，受傷後 21年を経過して
再建手術を行った症例 6では自覚的には疼痛はなか
ったが，亜脱臼位での放置期間がきわめて長かった
ことから術前の時点で PIP関節の関節症性変化を
認めていた．これらの症例に対して今後長期の経過
観察を要することはもちろんであるが，再建手術の
適応についても慎重に検討すべきであり，今後長期
的な観察が必要である．

【まとめ】
1．小指 PIP関節陳旧性掌側板損傷 7例に対して，
掌側板修復を施行した症例の治療成績を報告した．

2．陳旧例でも掌側板修復は可能であることが多
く，尺屈変形や側方動揺性が著明な例には側副靭帯
の修復も有効であった．
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玉井 zone 1指尖部完全切断の治療法は，再接着術が整容的にも機能的に最良の方法である．一方，皮弁
再建術も良好な成績の報告が存在する．そこで当センターにおける生着症例での両治療法の術後成績を比較
検討し，その問題点を検証した．対象は 2011年 4月から 2013年 8月までに受傷，当院で加療し 6か月以上
経過観察可能であった 21例 24指である．再接着群 10指，皮弁群 14指であった．検討項目は最終経過観察
時の罹患指 DIP・PIP関節自動可動域，知覚評価（日手会知覚評価），爪変形の有無，cold intoleranceの有
無とその他合併症の有無である．自動可動域，知覚評価に差はなかったが，爪変形は皮弁群に多く，安易に
切断側の骨を切除せず再建に用いることが肝要である．一方，再接着群では指尖部萎縮や末節骨の骨癒合不
全が多かった．骨接合方法の工夫と指尖部組織に配慮した瀉血療法を行う必要がある．cold intoleranceは
両群で高率に認めたが，具体的な解決策はなく今後の課題である．

【緒　言】
玉井 zone 1指尖部切断は，腱・関節に関わらな

い部位であり，手指機能への影響は少ない．治療は
大きく再接着と皮弁形成術に大別されるが，損傷部
位に爪を含むため整容面と知覚回復，疼痛がない指
を再建することが重要である．
再接着術はウルトラマイクロサージャリー技術が
確立された現在，十分可能なものになっている 1)．
“完全”に近い状態の再現が可能であり，最も優れ
た方法であることは言うに及ばず，近年は生着率
80％を超える良好な成績が報告されている 2)．
一方，皮弁形成術はその手技において血管吻合が
不要で，良好な術後成績の報告も多くなされてい
る 3)4)．
本研究の目的は玉井 zone 1指尖部完全切断で生
着した症例に関して，1．再接着術と皮弁形成術の
術後成績を比較し，2．各治療法の問題点を検証す
ることである．

【対象と方法】
対象は 2011年 4月～2013年 8月までに受傷，当

院で加療し 6か月以上経過観察可能であった 21例
24指である．再接着群（以下，R群）10指（示指 4

指，中指 3指，環指 3指），男性 8例，女性 1例，皮
弁群（以下，F群）14指（示指 3指，中指 4指，環
指 6指，小指 1指），男性 11例，女性 1例であった．
平均年齢は R群が 37.1歳（24～62歳），F群は 33.8
歳（7歳～53歳），平均経過観察期間はR群13.3か月，
F群 14.6か月であった．全例玉井分類 zone 1損傷で
あった．切断形態は山野分類 5) に基づいて行い，R
群は鈍的切断 4指，挫滅切断 6指，F群は挫滅切断
9指，引きちぎり切断 5指であった．用いた皮弁は切
断指の末節骨を利用した Graft on flap 6指，切断指
の末節骨を切除した皮弁8指（逆行性指動脈皮弁3指，
前進皮弁 4指，母指基部皮弁 1指）であった（表 1）．
これらの症例に対し，最終経過観察時の罹患指

DIP・PIP関節自動可動域，知覚評価（日手会知覚
評価），爪変形の有無，cold intolerance（以下 CI）
の有無とその他合併症の有無を調査した．両群間で
の比較は統計学的検討に基づいて行った．罹患指の
関節可動域はMann-Whitney検定，知覚評価は 2標
本 t検定，爪変形の有無と CIの有無にはカイ 2乗
検定をそれぞれ用いて検討した．更に皮弁群症例で
は，最終経過観察時の単純 X線正面像における罹
患指と健側指の末節骨長を比較（患指末節骨長／健
側指末節骨長×100）し，骨長と爪変形における関

受理日　2014/09/28
札幌徳州会病院　〒004-0041　北海道札幌市厚別区大谷地東 1丁目 1-1
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連の有無に対して 2標本 t検定を用いて検討した．
これら統計解析には SPSS12.0Jを用いた．

【結　果】
結果を表 2に示す．
DIP関節自動可動域 R群屈曲 54.0 伸゚展 -3.5 ，゚F
群屈曲 55.7 伸゚展 -4.6 ，゚PIP関節自動可動域 R群屈
曲 96.5 伸゚展 1.5 ，゚F群屈曲 95.7 伸゚展 -3.4 で゚あった．
知覚評価は R群 S1：1指，S2：3指，S3：4指，S4：
2指，F群 S1：2指，S2：3指，S3：6指，S4：2指
であった．自動可動域，知覚回復とも統計学的に両群
間の明らかな差は認めなかった．爪変形は R群 4/10
指（40.0％），F群 8/14指（57.1％）で皮弁群にやや
多く認めたが，統計学的には有意差はなかった．CI

は R群 7/10指（70.0％），F11/14指（78.6％）と両群
とも高率に認めたが，統計学的有意差は認めなかっ
た．その他，合併症として R群では指尖部萎縮や
末節骨の骨癒合不全をそれぞれ 4指ずつに認めた．

F群での爪変形のある症例 8指の末節骨長は健側
比 69.6％であった．一方，爪変形を認めなかった 6
指の末節骨全長の健側比 81.1％であり，爪変形を認
める群では末節骨長が短い傾向にあり，2標本 t検
定では有意差（p＝0.046）を認めた（表 3）．
症例提示
症例 1：62歳男性．田植機に左中指を巻き込まれ
た完全切断で，切断レベルは玉井 zone 1，挫滅切断
であった（図 1）．切断端に吻合可能な血管を認め，
再接着術を施行した（図 2）．動脈 1本，掌側に吻

表 1 症例のまとめ

表 2 結果のまとめ

表 3 皮弁群　末節骨全長の健側との比較
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合可能な静脈を認め 1本吻合，両側指神経縫合，骨
固定は鋼線にて行った．術後うっ血することなく生
着した．術後 1年の最終経過観察時，可動域と知覚
回復は良好で，爪変形や指尖部萎縮はなく，CIも
認めない（図 3）．
症例 2：50歳男性．パイプを切断する機械に左環
指を挟んだ完全切断で，切断レベルは玉井 zone 1，
圧挫切断であった（図4）．指尖部全体の圧挫が強く，
血行再建は困難と判断し，Graft on flapで指尖部再
建を行った（図5）．皮弁には掌側前進皮弁を用いた．
術後 9か月の最終経過観察時，可動域と知覚回復は
良好であったが，爪の軽度変形を認めた．CIや指
尖部萎縮は認めなかった．骨接合した末節骨は単純

X線上骨癒合が得られたが，若干の骨吸収を認め，
健側指と比較して 69％と短かった（図 6）．

【考　察】
指尖部完全切断における再接着術は現状において
最も優れた方法である．近年では手技も確立され，
当院でも 2011年 4月以降で 15指中 13指が生着し，
生着率は 86.7％であった．しかし，再接着術では偽
関節と指尖部萎縮が多く認められた．
偽関節は指尖部の疼痛の一因となり，骨の不安定
性は爪成長にも影響する．本研究での偽関節を来た
した症例では骨接合時の骨折部の間隙が残存した
り，その固定性に問題があった．骨接合時には骨片

図 1 症例 1　受傷時指尖部外観と単純 X線

図 2 症例 1　術直後指尖部外観と単純 X線

図 3 最終経過観察時（術後 1年）
 最大屈曲時，指尖部外観と単純 X線
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間の接触面積を大きくし，骨接合法として鋼線を並
行ではなく，交叉刺入など固定性を向上させる配慮
や工夫が必要であり，骨癒合遷延を認めた際には埋
込みスクリューなどによる早期のインプラント変更
を考慮すべきである．再接着時には生着においても
骨髄内血行が重要であるとの報告もあるが，生着し
かなりの時間が経過していれば，screwなど髄腔内
の占拠率が高いインプラントを使用しても，骨の安
定と偽関節部の新鮮化や自家骨移植による間隙を充
填することで十分骨癒合は得られると考える．

また，指尖部萎縮は静脈還流障害が一因であると
されている 6)．一般的には玉井 zone 1の損傷レベル
では静脈吻合は不要で，瀉血療法で生着は可能と言
われている．しかし，静脈還流により指尖部萎縮が
一因であるとすれば，このレベルでの背側静脈を吻
合することは出来ないが，動脈吻合後に断端からの
出血が良好な皮下静脈を掌側に確認できた際は，確
実な静脈吻合を行うべきである．不可能な際は部分
抜爪と爪床へのヘパリン皮下注や医療用ヒルを使用
するなど指尖部組織に配慮した瀉血療法を行うこと

図 6 症例 2　最終経過観察時（術後 9か月）
 最大屈曲時，指尖部外観と単純 X線

図 4 症例 2　初診時外観と単純 X線

図 5 症例 2　術直後外観と単純 X線
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が望ましく，Fishmouth切開など再接着した組織へ
の損傷が大きい方法は控えるべきである 7)8)．
一方，皮弁形成術では爪変形を 5割以上の症例に
認めたが，皮弁群の症例では末節骨の長さが短く，
骨接合した末節骨の吸収像も散見された．また，切
断された末節骨を骨接合せずに切除した症例が 6指
あった．西らは末節骨レベルでの切断において，再
生爪の長さに最も影響すると考えられる末節骨の短
縮は可及的に少なくすべきであると述べている 9)．
本研究の調査でも爪変形を認める症例に末節骨長が
短い傾向があった．末節骨を切除，短縮すると再建
に必要な組織量を減じることが出来るが，爪変形を
来す可能性がある．爪変形の予防として，切断部の
末節骨を安易に切除せず，ギャップやその固定性に
配慮した骨接合を行い，長さを保つように心がける
必要がある．
また，両群とも高率に CIを認めたが，その発症
は受傷時の損傷程度に関連し，治療方法に関連ない
との報告がある 10)．その概念や原因の詳細が解明
されておらず，治療法も確立していない．当院でも
寒冷暴露からの回避や薬物療法を行っているが十分
な効果は得られていない．
指尖部切断に対する整容面や機能面の問題は技術
の進歩により解消されつつあるが，“実際に”使用
できる指を再建しているかは疑問である．その原因
の一つである CIに対する対策は今後の課題である．

【まとめ】
1．玉井 zone 1指尖部切断に対する再接着群と皮

弁形成群の術後治療成績を比較した．
2．自動可動域と知覚回復，爪変形の有無，cold 

intoleranceには統計学的な優位差を認めなかった．
3．再接着術は骨癒合遷延と指尖部萎縮，皮弁形

成術は爪変形を比較的多くの症例に認めた．
4．両群とも cold intoleranceを多くに認め，今後

の課題である．
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肘関節 Terrible Triad損傷の治療経験
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肘関節 Terrible triadの 7例を経験したので報告する．対象は男性 4例，女性 3例．平均 50.4歳．受傷か
ら手術までの待機時間は平均 6.2日であった．手術は全例，最初に前方アプローチで尺骨鉤状突起骨折の接
合または再建を行った後に，前方関節包の縫着を行った．次に外側アプローチで橈骨頭骨折の骨接合または
人工橈骨骨頭置換術を行った後に外側側副靭帯の修復を行った．この時点で肘関節の安定性が得られ，内側
側副靭帯の修復を要した例は存在しなかった．術後は 7日～10日の外固定を行った後に肘関節可動域訓練
を開始した．最終経過観察時の肘関節可動域（平均）は屈曲 130 ，゚伸展 -12 ，゚回内 64 ，゚回外 77 ，゚JOAスコ
アは 89点であった．早期可動域訓練に耐えうる肘関節安定性を得るため，まず安定性獲得の要である前方
要素を修復した後，外側要素を修復することが重要であると考えられた．

【緒　言】
肘関節 Terrible triadは尺骨鉤状突起骨折と橈骨

頭骨折を伴う極めて不安定な肘関節脱臼で，治療に
難渋する予後不良な肘関節の外傷として認識されて
きたが 1)，2004年に Pughら 2) がその疾患概念と治
療戦略を報告して以来，比較的安定した治療成績の
報告も散見されるようになっている．我々も Pugh
らのプロトコールに準じて加療した肘関節 Terrible 
triadの 7例を経験したので，その治療内容と術後
成績について報告する．

【対象と方法】
2008年 4月から 2014年 1月までに加療を行った

7例 7肘を対象とした．男性 4例，女性 3例，受傷時
平均年齢は 50.4歳（23～82歳），受傷から手術まで
の待機日数は平均 6.2日（2～11日），術後平均観察
期間は 32ヵ月（4～72か月）であった．受傷原因は
高所からの転落が 4例，転倒が 3例であった．単純
レントゲンおよび CTによる術前評価では，鉤状突
起骨折は Regan分類では 7例とも type 2，O’Driscoll
分類 3) では前腕軸に対して正確な axial像が撮像でき
ていない症例もあり，正確な評価は困難であったが，
Anteromedial facet fractureが 6例，Tip fractureが 1
例であった．鉤状突起の欠損高は平均 38％（28～
47％）であった．また橈骨頭はすべての症例で多骨片

に粉砕していた．7例すべてが徒手整復行後も容易
に再脱臼する非常に不安定性が強い状態であった．
手術は全例，前方アプローチと外側アプローチの併
用で施行した．後療法は肘屈曲 90 の゚シーネ固定を
7～10日行ったのち，伸展を -30 に゚制限した肘装具
（CB brace）に変更して可動域訓練を開始した．こ
れらの症例に対し，手術方法および最終診察時の
JOA coreによる術後成績，さらに術後合併症につ
いて検討した．

【結　果】
手術は全例，まず前方アプローチで尺骨鉤状突起

の接合または再建術を施行した．骨接合を行った 6
例では，プレートによる固定が 1例，screw固定が
4例，C-wireを用いての固定が 1例であった．また
接合不能であった 1例は腸骨から採骨して鉤状突起
を再建した．前方関節包は十分な剥離により遠位へ
の可動性を獲得したのち，骨アンカーによる縫着も
しくは尺骨に骨孔を作製しての強固な縫着を行っ
た．なお縫着後は肘を 30 ま゚で伸展しても関節が安
定していることを確認した．前後方向の安定性を確
実に獲得したのち，外側アプローチで橈骨頭に対す
る処置を行った．橈骨頭の骨接合術が 6例（2例に
腸骨からの骨移植併用），骨接合が不能と判断した
1例で人工橈骨頭置換術を施行した．肘屈伸，回内
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＊長崎労災病院　〒857-0134　長崎県佐世保市瀬戸越 2丁目 12番 5号
＊＊貞松病院　整形外科
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外での橈骨頭の良好な固定性を確認したのち，外側
側副靭帯の修復を行った．前方および外側要素の修
復を行った時点で術中ストレス検査を行ったとこ
ろ，内側側副靭帯の損傷は明らかではなく，肘関節
は安定性が獲得されており，内側側副靭帯の修復お
よび創外固定器が必要な症例はなかった．術後合併
症は 2例で異所性骨化を認めたものの，保存的治療
により骨化巣は縮小し，授動術など追加手術を要し
たものはなかった．骨癒合は全例に得られ，可動域
（平均）は屈曲 130 ，゚伸展 -12 ，゚回内 64 ，゚回外 77゜
であり，最終観察時の JOA scoreは平均 89点（74点
～100点）であった（表 1）．
【症例提示】
症例 1：55歳女性，転倒受傷．
肘関節は後外側に脱臼し，尺骨鉤状突起・橈骨頭
骨折を認めた．徒手整復後も肘関節は不安定な状態
であった．尺骨鉤状突起の欠損高は 38％で O’Driscoll
分類 Anteromedial facet fractureであった（図 1・2）．
受傷後 6日目に手術を行った．前方アプローチで尺
骨鉤状突起を展開すると 4つの骨片に分かれてい
た．この遊離骨片の一部を screwで固定後，screw
で固定困難な骨片に対して cut bendingしたプレー
トで hook plateを作成して buttress固定した．さら
に，尺骨の前方から背側に骨孔を作成し前方関節包
を背側へプルアウトして縫着した．次に外側アプロ
ーチで橈骨頭を展開すると，橈骨頭の 1/2が 4つの
遊離骨片にわかれていた．腸骨から採取した海綿骨
を一部充填した後，プレート 2枚で遊離骨片を but-
tress固定した．その後，外側側副靭帯を縫着した
（図 3・4）．なお，内側の不安定性は認めなかった．
術後 10日間のシーネ固定後に伸展 30 制゚限の CB
ブレースに変更し ROM訓練を開始した．術後 6年
の時点でレントゲン上関節症変化の僅かな進行を認
めるが，疼痛なく，伸展 -15 ，゚屈曲 140 ，゚回内 50 ，゚回
外 90 で゚ JOA scoreは 93点である．
症例 7：62歳男性，3mの高さからの転落受傷．

肘関節は後外側に脱臼し，尺骨鉤状突起・橈骨頭
骨折を認め，徒手整復後も肘関節は不安定な状態で
あった．尺骨鉤状突起欠損高は 34％で O’Driscoll分
類 Anteromedial facet fractureであった，橈骨頭は
前方の 3/4が粉砕していた（図 5・6）．徒手整復後
に腕尺関節を一時的に仮固定し受傷 10日で手術を
行った．前方アプローチで尺骨鉤状突起を確認した
ところ，骨片は粉砕し骨接合困難な状態であった．
そのため腸骨を用いて鉤状突起を再建し，その後前
方関節包を縫着した．また橈骨頭は粉砕し接合困難
態であった．このため人工橈骨頭で置換し，外側側
副靭帯を縫着した（図 7・8）．なお，内側の不安定
性は認めなかった．術後 7日間のシーネ固定後に伸
展 30 制゚限の CBブレースに変更し ROM訓練を開

表 1 症例のまとめ

図 2 症例 1　受傷時単純 CT

図 1 症例 1　受傷時単純 X線
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始した．術後に異所性骨化を認めたが，術後 2ヵ月
まで成熟した後は変化なく経過しており，術後 4か
月時点で屈曲 110 ・゚伸展 -30 ・゚回内 50 ・゚回外 70 と゚
可動域制限を認めているものの，疼痛や ADLの支
障はほとんどなく，JOA scoreは 74点である．

【考　察】
Pughらの提唱した Terrible triadの治療戦略，す

なわち尺骨鉤状突起・前方関節包の修復，橈骨頭・
外側側副靭帯の修復を一期的に行うという報告以
後，良好な治療成績の報告 4) が散見される．我々
も Pughらの提唱する方法に準じて 7例の Terrible 
triadを加療した結果，JOAスコアは平均点 89点と
良好な成績を得ることができた．

Terrible triadは骨性要素の破綻に加え靭帯性要素
も広範囲に損傷されている．仮に不安定性の適確な
局在診断が可能であれば，原因となっている部分を
修復することで理論的には良好な成績が得られるで
あろう．しかしながら，術前・術中に不安定性の正
確な局在診断を下すことは困難である．不安定性の

局在の評価が困難である限りは，その原因となりう
る部分を一期的に，かつ早期の可動域訓練に耐えう
る強度に固定・修復することが肝要ではないかと考
えられる．
まず，安定化獲得として第 1の要である前方要素
の修復，すなわち骨性要素である鉤状突起の修復お
よび前方関節包の修復について考慮する必要がある．
鉤状突起に関しては，屍体実験において，橈骨頭の
有無に関わらず欠損高が 33％以上であった場合には

図 4 症例 1　術後単純 X線

図 3 症例 1　術中所見

図 6 症例 7　受傷時単純 CT

図 5 症例 7　受傷時単純 X線
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不安定性が生じる 5) と報告されており，鉤状突起骨
片が比較的大きな場合では，接合または再建するこ
とに関して異論はないであろう．しかしながら 25％
未満の小さい骨片であった場合は，鉤状突起の接合
や再建が本当に必要かどうか議論の分かれるところ
である．実際の手術では，前方関節包を修復してし
まうと，安定性が不十分であっても，あとから鉤状
突起の処置を行うことはできない．各要素の不安定
性に関与する割合が未知数である限りは，たとえ小
さな骨片であったとしても，できる限り修復してお
くことが安全ではないかと考える．前方関節包の修
復に関しては，鉤状突起骨片の修復後に近位まで十
分に剥離して鉤状突起遠位に advanceして十分な緊
張をもって再縫着することが肝要である．Zeiderら 6)

も肘関節安定性におけるCBCC（coronoid-brachialis 
capsular ligamentous complex）の重要性を述べて
いるごとく，前方の支持をさらに向上させるために
は関節包の修復は必須ではないかと考えられた．
次に外側支持機構としての橈骨頭・外側側副靭帯
を修復する必要がある．橈骨頭は外側支持機構のス
ペーサーとしての機能を持っており，靭帯バランス
を再獲得するためには必須の構造であり，元のサイ
ズを再現して接合・再建する必要がある．なお Ter-
rible triadでは早期の ROM訓練が重要であるため，
早期運動に耐え得る骨接合が困難と判断されれば，
人工橈骨頭の使用を考慮すべきと思われる．外側の
骨性要素を十分なサイズのスペーサーとして再現し
た上で，外側側副靭帯複合体を緩みなく縫合して外
側支持機構を修復することが肘関節安定化の第 2の
要であると考えられた．
内側側副靭帯に関しては，本外傷が主に後外側回

旋不安定性パターンによる脱臼であることを考慮す
ると，内側側副靭帯は最後まで残存することが多い
と考えられる．今回我々が経験した 7例すべてにお
いても内側側副靭帯の損傷は明らかでなく，内側側
副靭帯に対して処置を行った例はなく，Terrible 
triadでは前方と外側支持機構を修復したのちに内
側不安定性が残存している場合に限り，内側側副靭
帯の修復を行うことが妥当であると思われた．
合併症に関しては，自験例では 7例中 2例で異所

性骨化が生じている．この 2例に共通することは，い
ずれも男性であること，高所からの転落である高エ
ネルギー外傷例であり骨性要素の破綻の程度が大き
かったこと，橈骨頭または尺骨鉤状突起に骨移植を
併用して再建を行ったこと，手術までの待機期間が
いずれも 10日を超えていることなどが挙げられる．
異所性骨化に関しては，受傷早期に加療することが
予防対策の 1つとなるのかもしれないが，症例数が
少ないため今後検討の余地があると考えられた．
本研究の限界は症例数が 7例と少ないことであ
る．鉤状突起に関しても，あまりにも小さな骨片を
修復する意義が本当にあるのかは不明であり，前方
関節包の修復のみで安定性を獲得できたかもしれな
い．また，鉤状突起と橈骨頭の骨性要素を修復すれ
ば，前方関節包の修復は必要ないのかもしれない．
近年，鉤状突起は放置して，橈骨頭と内外側支持組
織の修復のみで良好な治療成績が得られたという報
告 7) もある．Terrible triadにおいては，鉤状突起
骨片と関節包の修復の必要性，さらには前方要素の
修復の必要性についてなど，まだ未解決な部分も多
く，更なる病態の解明が治療成績の向上に必要であ

図 7 症例 7　術中所見

図 8 症例 7　術後単純 X線
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ると考えられた．

【まとめ】
1．Terrible triad 7例の治療成績を報告した．
2．肘関節安定化の獲得には前方要素である尺骨
鉤状突起骨折および前方関節包の修復，外側支持機
構である橈骨頭骨折および外側側副靭帯の修復が必
須であり，さらに不安定性が残存する場合には内側
要素を修復することが妥当であると考えられた．

【文　献】
1） Hotchkiss RN. Fractures and dislocations of the elbow. 

4th ed. Rockwood and Greens fractures in adults. LIP-
PINCOTT. pp 929-1024, 1996.

2） Pugh DM, et al. Standard surgical protocol to treat el-
bow dislocations with radial head and coronoid frac-
tures. J Bone Joint Surg 86A: 1122-1130, 2004.

3） O’Driscoll SW, et al. Difficult elbow fractures;pearls and 
pitfalls. Instr Course Lect 52: 113-134, 2003.

4） Rodriguez-Martin J, et al. Outcomes after terrible triad 
of the elbow treated with the current surgical protocols.
A review. Int Orthop 35: 851-860, 2011.

5） 稲垣克記ほか．尺骨鉤状突起骨折を含む complex elbow 
instability と terrible triad．MB Orthopaedics 26（8）: 
19-24, 2013．

6） Zeiders GJ, et al. Management of unstable elbows fol-
lowing complex fracture-dislocations-the “terrible triad” 
injury. J Bone Joint Surg 90A（Suppl）: 75-84, 2008．

7） 横井卓也ほか．肘関節 Terrible Triad Injyuryの治療経験
―術中不安定性によって術式を選択した6例の検討―．
日手会誌 30（2）: 7-74, 2013．
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動脈損傷を合併した上腕骨骨折 6例を経験した．骨折部位は上腕骨近位部 1例，骨幹部 3例，顆上部 2例
で．開放骨折は 5例，閉鎖骨折は 1例，損傷動脈は腋窩動脈 1例，上腕動脈 5例であった．全例骨接合後に
動脈を展開し血行再建，患肢を温存した．高エネルギー外傷や開放骨折の場合には動脈損傷を合併すること
があるが，主要動脈損傷により橈骨動脈拍動が消失したにもかかわらず，手指色が良好な例が存在した．上
腕には豊富な側副血行路が存在し，遠位の生存に十分な血流は保たれることがあるが，主要動脈損傷による
合併症の報告がある．手指の色調が良好でも主要動脈の損傷が疑われる場合には，血管造影 CTなどにより
血管損傷の有無・部位を同定し，動脈の再建を行うべきであると考える．

【緒　言】
上腕骨骨折は日常診療において一般的な骨折であ
るが，血管損傷を合併することは少ない．当院で経
験した上腕骨骨折のうち，動脈損傷を合併した上腕
骨骨折症例 6例を後ろ向きに検討したので，文献的
考察を加えて報告する．

【対象と方法】
対象は 2003年から2013年の間に当院で経験した動
脈損傷を伴った上腕骨骨折6例である．男性3例（う
ち男児 2名），女性3例，初診時年齢は 2歳～83歳であ
った．全例受診当日に内固定及び動脈の血行再建を
行った．開放骨折の有無，骨折手術前後の手指の色
調，橈骨動脈拍動の有無などの臨床症状，血管損傷
の形態，神経損傷などの合併症について検討した．

【結　果】
上腕骨骨折の部位は近位部 1例，骨幹部 3例，顆
上部 2例で，開放骨折 5例，閉鎖骨折 1例で，損傷
された動脈は腋窩動脈 1例，上腕動脈 5例であった．
初診時の手指の色調は正常 4例，チアノーゼ 2例で，
そのうちの 1例は創外固定後に改善した．初診時の
橈骨動脈拍動の触知は 4例が不可，1例微弱，1例
不明であった．血管損傷の形態は断裂 2例，内膜損
傷 3例，スパズム 1例であった．合併した神経障害
は正中神経部分断裂 1例，橈骨神経麻痺 1例，尺骨
神経麻痺 1例，腕神経叢麻痺 1例であった（表 1）．術
後は全例で橈骨動脈の拍動は再開し，患肢を温存す
ることができた．
【症例 1】75歳女性．階段から転落し受傷した．

AO分類 A3の上腕骨近位部閉鎖骨折（図 1左）で，

受理日　2014/10/03
＊JA愛知厚生連海南病院　〒498-0017　愛知県弥富市前ケ須町南本田 396
＊＊名古屋市立大学

表 1 症例一覧
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前医で徒手整復を試みられた後，橈骨動脈拍動消失
を指摘され当院紹介となった．当院受診時，手指の
色調は正常であったが，橈骨動脈の拍動は触知でき
なかった．上腕から手部全体に知覚脱失があり，肘
関節，手関節，手指の自動運動が不能であった．造
影CTにて，骨折部での腋窩動脈の途絶を認めた（図
1右）．骨折部を展開すると，腋窩動脈自体の連続性
は保たれていたが，黒色調の外観を呈し，内膜に損
傷を受けていると判断され，骨折部より末梢では動
脈の拍動は触知できなかった．伴走する神経の肉眼
的損傷は認めなかった．Synthes社の PHILOSプレー
トによる骨接合（図 2左）を行った後に腋窩動脈を
切開すると，内膜損傷を認めた．大伏在静脈をグラ
フトとし，受傷後 20時間で血行再建を行った（図 2
右）．術後しびれは左小指・母指に残存し，上肢筋力
MMT2-3レベルと中等度麻痺が残存した．
【症例6】8歳男児．3mの遊具から落下し受傷した．
近位骨片が上腕遠位屈側部から大きく飛び出した，

Gartland分類 type 3の左上腕骨顆上開放骨折（図 3，
4）．橈骨動脈の拍動は触知不能であったが，手指の
色調は正常であった．前腕屈筋群の腫脹や緊満はな
かった．緊急手術を実施し，大量の生理食塩水で創
部を洗浄した後に，骨折部はキルシュナー鋼線で内
固定した（図 6左）．上腕動脈は骨折部で完全に断裂
しており，約 5cmの欠損を生じた（図 5上）．受傷 7
時間で創辺縁の皮静脈をグラフトとして血行が再建
され，橈骨動脈拍動が触知可能となった（図 5下）．
受傷後 6年経過し，患肢に成長障害や麻痺などの機
能障害を認めず健側と遜色なく使用している（図 6
右）．

【考　察】
上腕骨近位部骨折に腋窩動脈損傷を合併すること

は非常にまれ 1) であり，腋窩動脈損傷があっても側
副血行路のために末梢の阻血症状をきたさず，動脈
損傷が見逃されることもある 2)．上腕骨顆上骨折では

図 1 初診時単純 X線，血管造影 CT

図 2 術後単純 X線，血管造影 CT
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上腕動脈損傷を伴っていても手指の色調が正常であ
る症例も多く，pink pulseless handと呼ばれている．
末梢循環に問題がなければ動脈再建の必要はないと
する報告 3)4) が多いが，長期間の経過観察に基づいた
報告は少ない．Blakeyら 5) は 26例の pink pulseless 
handを平均 15.5年観察して，早期血行再建に成功し
た 3例を除く 23例では前腕および手の阻血性拘縮を
きたしたと報告し，側副血行路では上腕動脈の 10％
程度の血流量しかないと推測されるので虚血状態で
あり，緊急に血管を評価する必要があるとしている．
Lallyら 6) は上腕動脈を結紮した平均年齢 8.4歳の 11
症例を平均 15.8年後に調査して，収縮期血圧の低下
と運動時の不快感，しびれを報告し，同様にMangat
ら 7) も運動後の易疲労性を報告している．またModi
ら 2) や Gotら 8) は動脈損傷部に仮性動脈瘤をきたし
た症例を報告している．我々は，生理的な末梢血流
量を維持することが筋機能の維持に重要であり，側
副血行路の血流量のみでは不十分と考えており，ま

た，骨折の内固定手術時に側副血行路を損傷する可
能性も否定できないことから，末梢の皮膚にチアノ
ーゼがなくても，上腕骨骨折に動脈損傷を合併して
いる場合には積極的に動脈の再建を行なっている．
骨折に合併した神経麻痺は 6例中 4例に認め，神
経の部分断裂を認めた 1例では神経縫合を行い，3
例では神経の連続性が保たれていたため経過観察と
した．75歳の腕神経叢損傷例では麻痺が残存したが，
その他の 3例では良好な運動機能回復が得られた．
動脈再建により生理的な末梢血流量を維持すること
は神経の機能回復にも有利に働く可能性があり，著
者らはこの点からも動脈再建を行う意義があると考
えている．
王ら 9) は，動脈損傷が疑われる場合には，選択的

図 3 受傷時左上肢

図 4 受傷時単純 X線

図 5 手術所見（上：動脈欠損，下：血行再建）

図 6 術後単純 X線（左：手術直後，右：手術 6年後）
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動脈造影検査，造影 CT，超音波ドップラー検査など
の追加を検討すると述べている．著者らは造影 CT
を用いたが，比較的迅速に検査でき，術前情報を得
る上で非常に有用であった．

【まとめ】
腋窩あるいは上腕動脈損傷を伴った上腕骨骨折 6

例を経験した．開放骨折や高エネルギー外傷の場合
には，手指の皮膚色が良好であったとしても動脈損
傷を合併していることがあり，橈骨動脈の拍動が触
知できないなど動脈損傷が疑われる場合には，造影
CTなどで血管損傷の有無・部位を同定し，積極的
に動脈再建を行うべきである．

【文　献】
1） Jalili A, et al. Axillary artery injury with proximal hu-

merus epiphyseal separation: a rare case report. Med J 
Islam Repub Iran 4: 189-191, 2012.

2） Modi CS, et al. Axillary artery injury secondary to dis-
placed proximal humeral fractures: a report of two cas-
es. J Orthop Surg（Hong Kong）16: 243-246, 2008.

3） Malviya A, et al. Pink pulseless hand following supra-
condylar fractures: an audit of British practice. J Pediatr 
Orthop B 15: 62-64, 2006.

4） Choi PD, et al. Risk factors for vascular repair and com-
partment syndrome in the pulseless supracondylar hu-
merus fracture in children. J Pediatr Orthop 30: 50-56, 
2010.

5） Blakey CM, et al. Ischaemia and the pink, pulseless 
hand complicating supracondylar fractures of the hu-
merus in childhood: long-term follow-up. J Bone Joint 
Surg 91B: 1487-1492, 2009.

6） Lally KP, et al. Long-term follow-up of brachial artery li-
gation in children. Ann Surg 212: 194-196, 1990.

7） Mangat KS, et al. The ‘pulseless pink’ hand after supra-
condylar fracture of the humerus in children: the pre-
dictive value of nerve palsy. J Bone Joint Surg 91B: 
1521-1525, 2009.

8） Got C, et al. Delayed presentation of a brachial artery 
pseudoaneurysm after a supracondylar humerus frac-
ture in a 6-year-old boy: a case report. J Pediatr Orthop 
30: 57-59, 2010.

9） 王 耀東ほか．上腕骨近位端骨折に合併する腋窩動脈損
傷の検討．骨折 34: 55-58, 2012．
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手術治療を行った小児上腕骨顆上骨折 137例につき，閉鎖整復不能例の検討を行った．18例 13％が閉鎖
整復不能と考えられ，その全例で断裂した上腕筋の骨折部での介在が，4例に上腕動脈あるいは正中神経の
介在がみられた．閉鎖整復不能例のうち，67％に骨片間のギャップを伴う著明な転位，44％に初診時の神経
障害（正中あるいは前骨間神経），50％に血流障害（pulseless pink handを含む）を認め，それぞれが有意
にリスクファクターであった．さらにこれら 3つのリスクファクターを組み合わせて検討すると，3つのう
ち 2つ以上陽性だった場合に，閉鎖整復不能と強く相関していた（感度 67％，特異度 99％，陽性的中率 92％，
陰性的中率 95％）．このような症例では，閉鎖整復困難が予想されるため，観血的整復をする覚悟で手術に
臨むべきである．

【緒　言】
上腕骨顆上骨折は，小児の肘周辺骨折の中で最も
多い．手術を要する転位型であっても，その多くは，
閉鎖整復とピンニングにより治療可能である．しか
し一部の症例，閉鎖整復不能例や血流障害，開放骨
折などに対し，観血的整復が必要とされる．今回，
当センターにおける小児上腕骨顆上骨折の症例を後
方視的に検討した．目的は，閉鎖整復不能例の特徴
を調査し，観血的整復を要する予測因子を明らかに
することである．

【対象と方法】
2007年 4月から 2014年 3月までの期間，当セン

ターで手術治療を行った小児上腕骨顆上骨折のう
ち，関節内に及ぶ骨折，診療記録が不十分な症例，
不適切な X線の症例は除外し，137患者 137骨折が
対象となった．男児 87例，女児 50例，平均年齢
6.3歳（1～13歳）であり，右側の受傷が 51例，左側
が 86例であった．
骨折型としては，伸展型が 135例，屈曲型が 2例，

阿部―Smith分類は，type II：32例，III：55例，IV：
50例であった．開放骨折を 3例に認めた（Gustilo分
類 I：2例，II：1例）．
当センターでの治療方針を図 1に示す．阻血や開
放骨折がなければ閉鎖整復し，経皮ピンニングをす

る．閉鎖整復不能例や整復後に血流障害が見られた
場合，観血的整復，血管の展開を行う．初療時に阻
血やGustilo分類 II以上の開放骨折を認める場合は，
即座に観血的整復を施行する（ただし阻血ではない
が橈骨動脈を触れない pulseless pink handや，神経
障害を認める場合，術者判断により当初より展開す
る場合がある．）．
症例を閉鎖整復可能群（以下 R群）と閉鎖整復不

能群（以下 IR群）に分類した．閉鎖整復不能の定義
は以下の 2つとした．実際に閉鎖整復を試みたがで
きず観血的整復したもの．Pulseless pink handや神
経障害を理由に当初から観血的整復をした症例のう
ち，骨折部の介在物を認め，閉鎖整復したとしても
できなかったと判断されたもの．逆に，術者判断で
当初から観血的整復をしたが，骨折部に介在物を認
めなかった場合は，閉鎖整復可能例と判断した．
検討項目は，年齢，性別，骨片間にギャップのあ
る著明な転位（図 4A），初療時の神経障害，血流障
害（pulseless pink handを含む）とし，これらの項
目単独あるいは組み合わせが，閉鎖整復不能の予測
因子となるか，統計学的に検討した．年齢については
Studentの T検定を，その他については Fisher正確
検定を用い，有意水準を p＜0.05とした．なお患者
のデータ収集にあたり院内倫理委員会の承認を受け
た．

受理日　2014/10/01
札幌徳洲会病院　〒004-0041　北海道札幌市厚別区大谷地東 1丁目 1-1
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【結　果】
137例中，128例に閉鎖整復を行った．うち 116例
が整復可能であり，12例は観血的整復を要した（閉
鎖整復不能 9例，整復操作による橈骨動脈の減弱 3
例）．当初から骨折部を展開したのは 9例（開放骨折
1例，阻血 1例，術者判断 7例）で，展開により，3
例は軟部組織の介在を認めず，閉鎖整復可能例だっ
たと判断，6例は介在物を認め，閉鎖整復不能例と判
断した．結果，R群は 119例 87％，IR群は 18例 13％で
あった（図 2）．
各検討項目の結果を表 1に示す．平均年齢，男女比

は，2群間に有意差はなかった（順に p＝0.24，0.80）．
骨片間のギャップを伴う転位は 22％に見られ，R

群で 15％，IR群で 67％であり，2群間に有意差を
認めた（p＜0.001）．閉鎖整復不能を予測する指標
として，特異度と陰性的中率は高値であったが，陽
性的中率は 40％と低めだった．
初診時の神経障害は 25例 18％にみられ（正中神

経 10例，橈骨神経 7例，前骨間神経 4例，尺骨神経
3例，後骨間神経 1例），R群で 13％，IR群で 56％で
あった（p＜0.001）．また，IR群の神経障害 10例の
内訳は正中神経 6例，前骨間神経 2例，橈骨神経 2
例であったため，正中および前骨間神経に絞って神経
障害例を検討すると，R群で 5％，IR群で 44％とな
り（p＜0.001），神経障害全体でみるよりも，特異度，
陽性的中率が高値を示していた．
初診時の血流障害は 12例 8.6％にみられ，pulseless 

pink hand 11例，阻血 1例であった．R群で 2.5％，IR
群で 50％と有意差を認め（p＜0.001），他の項目と比

べ，陽性的中率が高値であった．
骨片間のギャップを伴う著明な転位 D，正中神経
と前骨間神経に絞った神経障害 N，血流障害 V，こ
れら 3つの因子を組み合わせて，閉鎖整復不能に対
する感度，特異度，陽性的中率，陰性的中率を示し
た（表 1，図 3）．いずれの組み合わせも，特異度，陽性
的中率，陰性的中率が高値であった．特に「3つの
うち 2つ以上の項目が陽性」の場合，感度も比較的
高値となり，有用な指標であることが示唆された．
【症例呈示】（図 4）
9歳，男児．自転車で転倒し受傷した左上腕骨顆
上骨折．来院時，神経障害はなかったが，pulseless 
pink handの状態であり，X線で著明な後方転位が
見られた（血流障害 Vと著明な転位 D）．受傷同日，
愛護的に閉鎖整復を試みたが困難であり，観血的整
復に移行した．断裂した上腕筋とともに上腕動脈が
骨折部に介在しており，これらを解除して骨折を整
復，上腕動脈の開通を確認した．骨折はピン固定し，
その後問題なく治癒している．

【考　察】
小児上腕骨顆上骨折の 8～22％で，観血的整復を

要したと報告されている 1)2)3)．本検討では 137例中
18例，13％の症例が閉鎖整復不能だったと考えら
れ，過去の報告と同等であった．その全例で断裂し
た上腕筋の骨折部への介在が見られ，加えて上腕動
脈の介在が 1例，正中神経の介在が 1例，上腕動脈
と正中神経の介在が 2例に認められた．
閉鎖整復が困難であることを前もって予測できれ

図 2 閉鎖整復可能例，不能例の詳細図 1 当センターにおける小児上腕
骨顆上骨折の治療方針
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ば，治療方針の決定や手術に臨む際に有益であろ
う．本検討では，骨片間のギャップを伴う転位，初
診時の血流障害，神経障害（特に正中と前骨間神経）
がそれぞれ，閉鎖整復不能と有意に相関していた．
Fleuriau-Chateauらは，骨折の転位の程度（近位骨片
の上腕筋内ボタンホール転位，皮膚の”puckering”，
骨片間の間隙）が，観血的整復の必要性を示唆すると
報告し 2)，また観血的整復を要した症例の 15～25％
に血流障害，37％に神経障害がみられたという報告
もある 2)3)．Mangatらは，正中あるいは前骨間神経の

障害と，血管の骨折部への嵌頓との間に相関がある
としている 4)．
今回はさらに，3つのリスクファクター（骨片間

のギャップ，正中あるいは前骨間神経の障害，血流
障害）を組み合わせて，閉鎖整復不能の予測因子と

表 1 閉鎖整復不能に対するリスクファクターの検討

図 3 リスクファクターの組み合わせ
 予測因子としての評価

図 4 代表症例（著明な転位Dと血流障害 Vあり）
 A：初診時 X線
 B：術後 X線
 C：上腕動脈（矢印）の骨折部への介在
 D：介在解除後
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しての有用性を検討した．3つのうち 2つ以上が陽
性だった場合に，感度，特異度，陽性予測値，陰性
予測値いずれも高値を示し，有用性が高いと思われ
た．そのような症例では，観血的整復を念頭に置き，
手術に臨むべきだろう．
観血的整復については，医原性の神経血管損傷や
感染，拘縮，異所性骨化といった懸念も持たれるが，
近年では，合併症リスクは低いこと，良好な機能成
績が報告されている 2)3)5)6)7)．愛護的な閉鎖整復で
良好な整復位が得られない場合や，整復により脈拍
の減弱を認める場合などは，躊躇せず観血的整復を
行うべきと考えられる．

【まとめ】
1）手術を行った小児上腕骨顆上骨折 137例中，

18例 13％が閉鎖整復不能と考えられた．
2）骨片間のギャップを伴う著明な転位，神経障

害（正中あるいは前骨間神経），血流障害がリスク
ファクターである．

3）このうち 2つ以上が存在すると，閉鎖整復困
難が強く予想されるため，観血的整復をする覚悟で
手術に臨むべきである．
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JuggerKnot ™ソフトアンカー1.0mmミニを用いた手指
および手関節靭帯損傷の治療経験
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JuggerKnot ™ソフトアンカー1.0mmミニを使用し手術を行った手指および手関節靭帯損傷 24例の治療成
績およびアンカー使用に際しての注意点について検討した．術後経過観察期間は平均 5.4か月であり，手術
部位は手指 23指（母指 9例，示指 1例，中指 2例，環指 4例，小指 7例），手関節 3例であった．短期成績
ではあるが，術後良好な関節可動域，安定性が得られた．陳旧性ボタンホール，スワンネック変形治療例も
良好な矯正位が保たれていた．アンカー挿入失敗例が 5例あり，うち 3例は新たなアンカーを再挿入し固定
性を得た．他の 2例は他社金属製アンカーや Kirschner鋼線などを用いて固定した．本デバイスは金属製ア
ンカーを使用せず縫合糸素材のアンカーが引っ掛かる構造となっている．引き抜き強度も優れており手指靭
帯の縫合，再建に有用であると考えた．アンカー挿入部の十分な軟部組織剥離が必要であり，挿入方向に注
意を要する．

【緒　言】
JuggerKnot ™ソフトアンカー1.0mmミニ（Biomet

社）を使用した手指，手関節靭帯損傷の治療成績と
アンカー使用に際しての注意点について検討した．

【対象と方法】
2012年 12月から 2013年 12月の期間に，手指お

よび手関節靭帯損傷に対し JuggerKnot ™ソフトア
ンカー1.0mmミニを用いて加療した 24例を対象と
した．男性 10例，女性 14例，手術時平均年齢は
40.6歳（14～74歳）であり，術後経過観察期間は平
均 5.4か月（2.5～12か月）であった．手術部位は手
指 23指（母指 9例，示指 1例，中指 2例，環指 4例，
小指 7例），手関節 3例であった．対象疾患は陳旧例
も含め，母指MP関節尺側側副靭帯（UCL）損傷 6
例，母指MP関節橈側側副靭帯（RCL）損傷 2例，母
指CM関節靭帯損傷 1例，PIP関節RCL損傷 5例（環
指 1例，小指 4例），ボタンホール変形 2例，スワン
ネック変形 1例，化膿性腱鞘炎後 2例，月状骨周囲
脱臼 3例，その他，指骨骨折または関節脱臼に伴う
靭帯損傷 4例であった．

JuggerKnot ™ 1.0mmミニには付属する縫合糸の
太さによって 2-0と 3-0の 2種類があり，母指MP関

節側副靭帯や手関節の靭帯縫合には 2-0を，母指を
除く指靭帯縫合には 3-0を主に使用した．本検討で
は母指MP関節側副靭帯損傷 8例に対し 2-0を計 9
本，母指 CM関節靭帯損傷に 3-0を 2本，PIP関節
RCL損傷 5例に 2-0を 3本，3-0を 4本，ボタンホー
ル変形 2例に 2-0を 1本，3-0を 1本，スワンネック
変形 1例に 3-0を 2本，化膿性腱鞘炎後の 2例に 2-0
を計 5本，月状骨周囲脱臼 3例に 2-0を計 9本，そ
の他の症例 4例に 3-0を計 5本使用した．縫合糸の
締結数は 5回とした．後療法は母指MP関節側副
靭帯損傷では術後 3週シーネ固定を行い，PIP関節
側副靭帯損傷では術後 1～3週シーネ固定を行った
後自動運動を開始した．最終調査時の関節可動域
（ROM），不安定性およびアンカー使用時の問題点，
注意点について検討した．

【結　果】
術前単純 X線像における平均ストレス角は，母指

MP関節 UCL損傷で 39.5 （゚31～51 ）゚，母指MP関節
RCL損傷で 32.5（゚20～45 ）゚，PIP関節 RCL損傷で 31゜
（14～55 ）゚であった．最終診察時の平均 ROMは母
指MP関節で伸展 -8 （゚-30～0 ）゚，屈曲 47 （゚20～70 ）゚
であり，PIP関節では伸展 -5 （゚-15～0 ）゚，屈曲 94゜

受理日　2014/09/28
＊平塚共済病院　整形外科・手外科センター　〒254-8502　神奈川県平塚市追分 9-11
＊＊横浜市立大学大学院医学研究科運動器病態学
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（80～110 ）゚であった．手関節例では背屈 50 （゚45～
60 ）゚，掌屈 43.3 （゚30～60 ）゚，橈屈 15 （゚10～20 ）゚，尺屈
20 （゚10～30 ）゚，前腕回内 80 （゚70～90 ）゚，回外 85゜
（80～90 ）゚であり良好な ROMが得られた．明らか
な不安定性を認めた症例はなく，陳旧性ボタンホー
ル，スワンネック変形治療例も良好な矯正位が保た
れた．感染などの合併症はなかった．
アンカー挿入失敗例が 5例あり，内訳として挿入
後に縫合糸を確認のため牽引した際のアンカー逸脱
が 2例，挿入時のインサーター先端の変形が 1例で
あったが，いずれも新たなアンカーを再挿入し固定
性を得た．また，アンカー挿入後に牽引にて逸脱し
再挿入も困難であったため，他社金属製アンカーや
Kirschner鋼線，非吸収糸を用いて固定した症例が
2例あった．
【症例呈示】42歳，女性．左陳旧性月状骨周囲脱臼

（Green&O’Brien type 4A）．受傷後 7週で当院を紹介
受診した．まず創外固定にて左手関節を最初の 1週
間は 1日 0.5mmずつ，次の 1週間は 1日 0.25mmず
つ計 2週間延長した後に観血的脱臼整復術を施行し
た．背側アプローチにて手関節を展開のうえ脱臼を
整復し，舟状骨月状骨間，月状骨三角骨間，月状骨
有頭骨間を各々φ1.2mmの Kirschner鋼線で固定し
た．JuggerKnot ™ 2-0を 5本（月状骨に 4本，橈骨に

1本）およびFASTak ™ 2.4を舟状骨に 1本挿入し（図
1），背側舟状月状骨靭帯（SL），背側月状三角骨靭帯
（LT），橈骨月状三角骨靭帯（RLT）を縫合した．
後療法は術後 4週まで sugar tongs splint固定と

しその後手関節自動運動を開始した．鋼線は術後
10週で抜去した．最終診察時（術後 12か月）におけ
る手関節 ROMは背屈 60 ，゚掌屈 50 ，゚橈屈 20 ，゚尺屈
30 ，゚前腕回内 90 ，゚回外 90 で゚あり，握力は 24kgで
健側比 89％であった．ADL上支障はなく完全復職し
た．術後評価では DASH score 0，PRWE 2.5，Mayo 
wrist score 80点で goodであった（図 2，3，4）．

図 1 月状骨に JuggerKnot 2-0 ™を 4本挿入（矢印）

図 3 術直後 X線像図 2 術前 X線像 図 4 最終調査時 X線像（術後 12か月）
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【考　察】
JuggerKnot ™ソフトアンカーは，ドリルホール

内で縫合糸素材のアンカーが引っ掛かる構造となっ
ている．小指など横径の短い骨でも手前の骨皮質が
ドリリング可能であればアンカー効果が得られ，引
き抜き強度も優れている．ドリル径は 1mmと細く
狭小部にも複数挿入可能であり，本体のサイズが小
さくハンドリングも良い．また pull out wireの代用
としても使用可能である点や，金属アレルギー患者
にも使用しやすいという利点がある．
しかし挿入時の注意点として，靭帯付着部などで
は軟部組織を巻き込むとアンカー挿入が困難となり
アンカー効果が得られない場合があるため，挿入部
の十分な軟部組織の剥離が必要である．またドリル
径が細いため，特に若年者など骨質の良い症例では
ドリリングが不十分であるとインサーターが挿入困
難となりアンカー挿入失敗の原因となるため，確実

なドリリングが必要である．更に，正確な挿入方向
に注意する必要があり，ドリルホールと同方向に正
確にインサーターを挿入しないと無理な負荷がかか
り，デバイス先端の変形を来す可能性がある（図 5）．
アンカー挿入時には透明なガイドスリーブがハン
ドルに当たるまでインサーターを押し込むが，骨質
の良い症例ではインサーターを一気にすべて押し込
まずに，抵抗を感じながら先端をドリルホールに少
しずつ挿入していき，スリーブが挿入部に当たった
らスリーブを少し引き上げてから再び挿入を進めて
いくと比較的抵抗が少なく挿入可能である（図 6）．

図 5 インサーターの変形（矢印）
図 6 アンカー挿入時は透明なガイドスリーブがハンド

ルに当たるまでインサーター先端を押し込む（矢
印）．骨質の良い症例では一気にインサーターを
押し込まずに，抵抗を感じながら先端をドリルホ
ールに少しずつ挿入していき，スリーブが挿入部
に当たったらスリーブを少し引き上げてから再び
挿入を進めていくと比較的抵抗が少なく挿入可能
である．

表 1 各種手指用 suture anchorの比較
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以上の注意点を踏まえ使用することにより，良好な
アンカー効果が期待できる．
加藤らはMitek bone anchorを用いた指 PIP関節

側副靭帯治療の報告において，アンカー刺入位置，
角度，深さを決定する骨孔作成のドリリングは X線
透視下に行うことを勧めている 1)．著者らは現在ル
ーチンには透視を使用していないが，アンカーを小
指などの小さい骨に挿入する場合や，複数アンカー
を挿入する際に各々の干渉を避けるためドリルの方
向をより正確に決定する場合には，透視下にドリリン
グを行うようにしている．
各種手指用 suture anchorを比較すると Jugger 

Knot ™ 1.0mmミニはドリル径が細くアンカーサイ
ズも小さく，カタログ値ではあるが引き抜き強度に
も優れている（表 1）．また，金属製アンカーでは
皮膚潰瘍形成 2) やアンカーの体外逸脱 3) などの稀
な合併症の報告があるが，本検討では短期成績なが
ら合併症はなかった．

【まとめ】
JuggerKnot ™ソフトアンカー1.0mmミニは，手

指，手関節靭帯損傷治療の有用なデバイスである．
しかしアンカー挿入部の十分な軟部組織剥離が必要
であり，また挿入方向には注意を要する．

【文　献】
1） 加藤博之．Bone anchorを用いた指 PIP関節側副靭帯
修復術．J MIOS 20: 19-25, 2001．

2） Giannikas D, et al. An unusual complication of Mitek 
suture anchor use in primary treatment of flexor digito-
rum profundus tendon laceration: a case report. Cases J 
14: 9319, 2009.

3） Tiong WH, et al. Extrusion of bone anchor suture fol-
lowing flexor digitorum profundus tendon avulsion inju-
ry repair. J Plast Reconstr Aesthet Surg 64: 1242-1244, 
2011.
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成人肘頭骨折の CT評価 ―肘頭骨片の形状について―
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2007年 4月～2013年 7月に当院で経験した成人肘頭骨折 44例（男性 19例，女性 25例，平均年齢 58.3歳）
の肘頭骨片の形態について，受傷時 CT画像を用いて評価した．関節面では骨折線は平均 29.2 近゚位尺側か
ら遠位橈側へ傾いており，肘頭背側面では骨片の先端は橈側端から平均 15.1％の位置に存在した．これらの
結果を踏まえると，骨片は橈側偏心性の涙滴形状ともいうべき形状となる傾向があることが示唆される．こ
れは，骨片に screwや tension band wiringの鋼線を挿入する場合には，近位橈側から遠位尺側方向へ挿入し
た方が骨折線に垂直に力が働き力学的に有利な固定性が得られる可能性があることを示している．また，よ
りよい形状の Plateの開発や肘頭骨折に関してより正確なシミュレーションを行おうとする場合，本研究で
得られた知見は有用であると考えられた．

【緒　言】
肘頭骨折に対する plate固定では強固な固定性が

期待できるが，その反面軟部組織に対する刺激症状
が高率に発生し，抜釘を要することが多い 1)．また，
肘頭の先端には上腕三頭筋腱の付着部が存在して
plateを骨に接するように設置することが困難であ
り 2)，肘頭先端部を覆う軟部組織は薄いことから創
離開などの合併症を来すことも報告されている 3)．
このように，その解剖学的特徴から肘頭骨折の治療
においては治療に難渋することが少なくない．しか
しながら，肘頭骨折の骨接合方法については多くの
研究が報告されているが，反面肘頭骨折の骨折型，
特にその肘頭骨片の形態について詳細に検討した研
究は渉猟しうる限りない．これに対し，著者らは肘
頭骨折にある一定の法則性，具体的には骨折線は近
位尺側から遠位橈側に走行し，肘頭骨片は橈側凸の
偏心性の涙滴形状となっていることを見いだした
（図 1）．本研究ではこれを仮説とし，CT画像を解
析してその骨折形態について詳細に検討したので報
告する．

【対象と方法】
2007年 4月～2013年 7月に当院で経験した成人

肘頭骨折 58例中，受傷時 CTを撮影したのは 45例

であった．そのうち，受傷前より肘関節に高度な
OA性変化を認めた 1例を除く 44例の術前 CT画像
を調査対象とした．男性 19例，女性 25例，平均年
齢は 58.3歳であった．受傷機転は立位からの転倒
16例，自転車転倒 11例，バイク事故 4例，高所か
らの転落 9例，二輪車以外の交通事故 3例，記載が
ないものが 1例であった．肘関節周囲の合併損傷は
尺骨鈎状突起骨折 5例，橈骨頭骨折 2例，上腕骨内
顆骨折 1例であった．

CT dataを画像解析ソフト Aquarius NETを使用

受理日　2014/09/30
＊静岡済生会総合病院　〒422-8527　静岡県静岡市駿河区小鹿 1-1-1
＊＊安生厚生病院
＊＊＊名古屋大学大学院

図 1 肘頭骨片は橈側凸の涙滴形状を呈している．
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して解析した．近位骨片は通常大きく転位しており
計測に適さないため，肘頭骨片ではなく骨幹部側を
計測した．
肘頭背側には，平坦で尺骨長軸に平行とされる flat 

spotと，そこから骨幹部背側にかけては posterior 
borderと呼ばれる構造が存在する 4)5)．また，尺骨近
位部背側には，側面像で Proximal Ulna Dorsal An-
gulation（以下 PUDA）と呼ばれる変曲点を持つ弯曲
が存在する 4)6)．
実際の測定では，まず，PUDAの変曲点と flat spot
の橈側縁，尺側縁が骨折線と交わる各点の計 3点を
含む，flat spotに平行な平面を設定した．さらに，
この平面上で肘頭近位部の骨軸となる中心線を設定
し，この直線を長軸，これと垂直で肘頭背側を走行
する直線を短軸とした（図 2）．
先に設定した Flat spotを含む平面上で，短軸方
向で肘頭骨片先端の flat spot橈側縁からの距離とそ
の部分での flat spotの横幅を計測し，前者を後者で
除した橈側率を計算した（図 3）．
関節面では，骨折線は直線となることが多かった
ため，その骨折線の方向について検討した．flat 
spotに垂直にこの平面を平行移動し，関節面での
橈尺側縁が描出できたスライスで骨折線が短軸から

どの程度橈側に傾いているか radial inclinationを測
定した（図 4）．
側面像では，flat spot平面に垂直で骨片先端を含
む平面上で，骨片先端と関節面での骨折部を結んだ
骨折線が flat spotと成す角を測定した（図 5）．

【結　果】
肘頭背側の flat spot橈側縁と肘頭骨片先端の距離

図 2 肘頭背側で骨折線が flat spotの橈
側縁と尺側縁と交わる 2点と flat 
spotから posterior borderに移行
する点の 3点を含む flat spotを含
む平面を設定し，さらにその平面
上に肘頭長軸を設定した．

図 3 三角形で示した Flat spotを含む
平面上で，短軸方向で肘頭骨片
先端の flat spot橈側縁からの距
離（1）とその部分での flat spot
の横幅（2）を計測し，前者を後
者で除した橈側率を計算した．

図 4 肘頭関節面での骨折線
の傾きを測定．

図 5 側面像における，flat spotと骨折線の
成す角を測定した．
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は平均 1.61±2.72mm，その位置での flat spot幅は
10.2±4.14mmであり，結果肘頭骨片先端の橈側率
は 0.15±0.22であった．
関節面での骨折線の水平軸との成す角は 29.2±

2.0 近゚位尺側から遠位橈側に傾いていた．側面像で
の骨折線と flat spotの成す角は平均 70.8±23.9 で゚
あった（表 1）．

【考　察】
本研究では，肘頭骨折における肘頭骨片は関節
面，背側共に骨片先端は橈側に位置し橈側凸の橈側
に大きな骨片であり，その形が著者らの仮説である
橈側偏心性の涙滴形状であることが示された．これ
は，骨接合の際骨片に screwや tension band wiring
の鋼線を挿入する場合には，近位橈側から遠位尺側
方向へ挿入した方が骨折線に垂直に力が働き力学的
に有利な固定性が得られる可能性があることを示し
ている．また，骨接合に使用する Plateの形状とし
ても，三頭筋付着部があり骨表面への plate設置が
困難な近位端ではなく，やや橈側に plate近位端が
位置するような構造とした方がより強固な固定性が
得られる可能性があると考えられた．更には，肘頭
骨折に関する種々のシミュレーションを行った研究
において骨折モデルは尺骨長軸に垂直に骨切りした
ものを使うことが多いが，これに関しても実際の骨
折型に準じた形でモデルを作成することで，より正
確なシミュレーションができると考えられた．
なお，側面像では flat spotと骨折線の成す角は約

70 で゚あるが，症例により 90 を゚超えるものや 30 を゚
下回るものもあり，一定の傾向を示しているとは言
えなかった．
このように定型的な骨折型となる理由としては，
肘関節には生理的外反があり，受傷時に上腕骨滑車
が肘頭関節面に対してこの骨折線と同じ方向に傾い
て衝突すること，肘頭部の骨皮質は橈側面が尺側，

背側，掌側と比べて厚いことなどが考えられるが，
詳細は現時点では不明であり今後さらなる研究が必
要と考えられた．
以上の点から，本研究結果は手術を行う整形外科
医，plate等を製造する器械業者，肘頭骨折を研究
する研究者にとって有用であると考えられた．

【まとめ】
肘頭骨折の骨折線は近位尺側から遠位橈側に走行
し，肘頭骨片は橈側凸の偏心性の涙滴形状となって
いる．
本研究結果は臨床医，器械製造業者，研究者にと
って有用であると考えられた．

【文　献】
1） Bailey CS, et al. Outcome of plate fixation of olecranon 

fractures. J Orthop Trauma Nov;15（8）: 542-548, 2001．
2） Keener JD, et al. Insertional anatomy of the triceps bra-

chii tendon. J Shoulder Elbow Surg Apr;19（3）: 399-405, 
2010．

3） Fleager KE, et al. The “anconeus slide”: rotation flap for 
management of posterior wound complications about 
the elbow. J Shoulder Elbow Surg Dec;20（8）: 130-1316, 
2011．

4） Puchwein P, et al. Three-dimensional morphometry of 
the proximal ulna: a comparison to currently used ana-
tomically preshaped ulna plates. J Shoulder Elbow Surg 
Aug;21（8）: 1018-1023, 2012．

5） Duggal N, et al. The flat spot of the proximal ulna: a use-
ful anatomic landmark in total elbow arthroplasty. J 
Shoulder Elbow Surg Mar-Apr;13（2）: 206-207, 2004．

6） Rouleau DM, et al. The proximal ulna dorsal angulation: 
a radiographic study. J Shoulder Elbow Surg Jan;19（1）: 
26-30, 2010．

表 1 計測された数値一覧
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内反肘変形 ―初期治療の問題点―
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上腕骨顆上骨折後の内反肘変形に関して，初期治療における問題点を明らかにするために，当院で治療し
た内反肘症例の受傷時レントゲン，初期治療について検討した．
上腕骨顆上骨折後に内反肘変形を呈し，受傷時レントゲンが入手可能であった 28例を対象とした．男児

23例，女児 5例，受傷時平均年齢 5.8歳であった．保存治療 17例，手術 11例であった．受傷時レントゲン
の Gartland分類，上腕骨内側皮質の粉砕の有無，手術症例に関しては整復位と鋼線刺入方法を調査した．
保存治療例では Gartland分類 I型が 12例と多く，手術治療例では I型 1例，III型 8例であった．骨折部

が遠位で通顆骨折に近い症例は保存治療で 6例，手術症例で 2例だった．内側皮質に粉砕あるいは嵌入のあ
った症例が，保存治療例，手術治療例に 7例ずつあった．
保存治療の結果内反肘となった症例では骨折部が不安定で整復位の維持が困難な例であった．手術治療例

は整復位不良のままピンニングされていたり，刺入したピンの脱転や不適切なピン刺入もみられ技術的な問
題が多かった．

【緒　言】
上腕骨顆上骨折後に内反肘変形が発症することに
ついては広く知られている．鋼線刺入固定術が広く
行われるようになって，内反肘変形の発症は減少し
ているもののいまだに見られる合併症の一つであ
る 1)2)3)．内反変形は，成長に伴う自家矯正が生ずる
ことはないといわれており，また，整容的な問題の
みでなく，成人後に不安定性を生ずるなどの機能面
の障害も明らかにされてきており 4)5)，看過できな
い問題である．
内反肘変形が生じた原因を明らかにするために，
当院で治療した上腕骨顆上骨折後の内反肘症例の受
傷時レントゲン，初期治療について検討した．

【対象と方法】
2000年以降，上腕骨顆上骨折後に内反肘変形を

呈し，当院および関連施設を受診した 33例のうち，
受傷時レントゲンが入手可能であった 28例を対象
とした．男児 23例，女児 5例で，受傷時平均年齢は
5.8歳（1～12歳）であった．28例中 24例に対して矯
正骨切り術を施行した．受傷から矯正骨切り術まで

の期間は平均 2.3年（7か月～5年）であった．矯正
骨切り術前の平均 carrying angle（CA）は 18度（8～
27度）の内反であった．骨切り術を施行しなかった
4例の CAは 4.6度（2～8度）であった．
初期治療は，保存治療 17例のうち，15例はギプ
ス固定，2例はカラー＆カフ固定が行われていた．
手術治療は 11例で，10例は経皮的ピンニング，1
例は観血的手術が行われていた．
検討項目として，初期転位の程度を，受傷時レン

トゲンよりGartland分類に従って分類した．次いで，
整復固定後のレントゲンにて Baumann角（BA）を
測定し，整復位の良否と，内反変形の発生に関与す
る可能性が考えられた上腕骨内側皮質の粉砕または
嵌入の有無を調べた．手術症例に関しては，全例鋼
線固定がされていたので，鋼線の刺入方法を調べ
た．また，経年的変化を調べるために，骨切り術前
の BAを測定し，整復固定直後の BAと比較した．
統計は t検定を用い，p＜0.05を統計学的に有意差
ありとした．

受理日　2014/10/02
＊総合犬山中央病院　整形外科　〒484-8511　愛知県犬山市大字五郎丸字二タ子塚 6
＊＊名古屋第一赤十字病院　整形外科
＊＊＊服部整形外科皮フ科
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【結　果】
Gartland分類に関しては，保存治療例では I型が

17例中 12例と最も多く，手術治療例では III型が 11
例中 8例と最多であった．骨折部が遠位で通顆骨折
に近い症例は保存治療で 6例，手術症例で 2例だっ
た．内側皮質に粉砕あるいは嵌入のあった症例が保
存治療例，手術症例ともに 7例ずつあった（表 1）．

Baumann角は，保存治療例では，整復固定後は
平均 82±8.1度であったのが骨切り術前は 88±6.2
度と統計学的に有意に増大した（p＝0.02）．手術治療
を行った症例でも，Baumann角は直後で平均 80±6.4
度，骨切り前は平均 89±6.4度であった（p＜0.01）．
手術症例におけるピンニング方法は，クロスピン
ニング 7例，外側からのピンニング 4例だった．ク
ロスピンニング症例の中に，合併として尺骨神経障

害の症例が 1例あった．ピンニング方法にかかわら
ず，整復不良の症例が 4例ずつあった．また，鋼線
がバックアウトして，固定力不足となった症例もそ
れぞれ 4例，2例にみられた（表 2）．図 3に示した
ような 1本のピンが対側皮質を越えていない症例が
4例，皮質を貫く部位が骨折線に近い症例が 2例あ
った．

【考　察】
上腕骨顆上骨折では，一般的に，転位の程度の目
安として Gartland分類を用い，I型に対しては保存
的に治療されることが多い．しかし，良好な整復が
可能であっても，これをギプス固定にて維持できる
かどうかの評価が必要である．保存治療の結果内反
肘となった症例では，骨折線が遠位にあったり（図
1），内側皮質に嵌入があったりして（図 2），骨折部
が不安定で，整復位の維持は困難な例であり，手術
治療を選択すべきであったと考えられる．また，III
型は初期転位から考えても，手術治療を第 1選択と

表 1 保存治療と手術治療の詳細 表 2 ピンニング方法などの詳細

図 1 遠位型の骨折 図 2 内側皮質の impaction
を認める

図 3 不適切なピン刺入の例
 A：ピンの刺入が不十分である
 B：ピンの刺入が骨折線に近い
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すべきであった．
著者らの症例でも見られたように，整復直後と比

較すると，Baumann角の改善は見られず，最終的に
は悪化していた．既に報告されているように，屈伸
方向は約 20度の改善が起こりうるが 6)，内反肘変形
に対しては remodelingはおこらないので 6)7)，初期整
復は，Baumann角75度以内を目指すべきであり 8)9)，
かつ，これが維持できないのであれば，積極的に鋼
線固定をすべきであると考えられる．
手術治療例は Gartland III型が多く，11例中 8例

は整復位不良のままピンニングされていた．また，
刺入したピンの脱転や，不適切なピン刺入もみられ
（図 3），技術的な問題が多かった．初期治療時の詳
細に関しての調査はできなかったが，Gartland III
型は元来治療の難しい症例であることを念頭に治療
に当たるべきと思われた．内反肘変形は機能的問題
を将来起こしうることを熟知して，整復・ピンニン
グを行うべきと考えている．
本研究の問題点と限界は，骨癒合直後のレントゲン

の評価ができない症例が多く，骨癒合直後のBaumann
角が計測できなかったため骨癒合までの矯正損失と
骨癒合以後の変形の進行をまとめて評価している点
である．

【まとめ】
上腕骨顆上骨折後に内反肘変形を呈した症例の初
期治療を検討した．
転位の少ない骨折に対しても，骨折部の安定性を
評価して治療方法を決定し，ギプスにて安定性の維
持できない場合はピンニングの適応と考える．
手術症例では技術的な問題が多く，整復位の確認
とピンの刺入方法を十分考慮する必要がある．
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【目的】当科では比較的骨片が大きな骨性槌指に対し 2007年より最小侵襲スクリュー固定法（Minimally 
Invasive Screw Fixation，以下MISF）を行っている（今谷ら，JSSH 2011）．症例を重ねるに従い，術後再転位
を生じる症例を少数ながら経験した．今回本法の術後成績を調査し再転位の要因を検討した．
【対象および方法】2007年から 2012年に骨性槌指に対しMISFを行った 58例 59指（男性 37例，女性 21
例）を対象とし，治療成績（Crawfordの評価），及び年齢，性別，骨折型，近位骨片背側面の長さ［DL］，
末節骨骨軸に対するスクリュー挿入方向［SA］と再転位の関連を検討した．
【結果】治療成績は Excellent 21例，Good 30例，Fair 5例，Poor 3例であった．術後再転位率は 13％（8/59
例）で，そのうち Fairまたは Poorとなった症例は 37.5％（3/8例）であった．再転位群（D群）と非転位群
（N群）の比較では，D群は女性の割合が多く，DLが短かった．
【まとめ】MISFでの治療成績はおおむね良好であった．再転位には性別と DLが関連していた．

【緒　言】
当科では 2007年から比較的大きな骨片を有する
骨性槌指に対し，石黒（変）法で非観血的に整復し
た後，約 2mmの皮膚切開からスクリュー固定を行
う最小侵襲スクリュー固定法（以下，MISF）による
治療を行っている 1)．MISFの適応は，石黒法または
石黒変法で整復可能な bony origin型の骨性槌指で，
粉砕がなく比較的大きな骨片で，近位骨片背側面の
長さが 2mm以上としている．スクリューは Stryker
社製 Leibinger screw 1.2mmもしくは 1.7mmを用い
て lag screwとして内固定を行っている．

MISFによる治療症例を重ねるに従い，術後骨片

の再転位を生じる成績不良例を経験した．今回本法
の術後成績を調査し，術後再転位を来たした症例の
要因と対策について考察する．

【対象と方法】
対象は 2007年から 2012年までに骨性槌指に対し

て当科でMISFを行った 58例 59指で，男性 37例 37
指，女性 21例 22指，平均年齢 35歳（15～84歳），骨
折型は小西池分類 2) 2型が 4指，3型が 35指，4型が
20指であった（図 1）．
治療成績として Crawfordの評価（表 1），術後再転
位率を調査した．術後再転位群（D群）と非転位群

受理日　2014/09/30
＊岡山済生会総合病院　〒700-8511　岡山県岡山市北区伊福町 1丁目 17番 18号
＊＊金田病院

図 1 小西池分類と本症例群における症例数
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（N群）で，年齢，性別，骨折型，近位骨片背側面の
長さ［DL］（図 2-a），末節骨骨軸に対するスクリュー
挿入方向［SA］（図 2-b），骨折線に対するスクリュー
挿入方向［FA：骨折線の垂線に対するスクリュー
挿入方向のなす角度，遠位にスクリューヘッドが位
置すればプラス，近位にスクリューヘッドが位置す
ればマイナスとして角度計測した］（図 2-c），を調
査し比較検討した．統計学的検討は，性別に対して
Fisher’s test，その他のパラメーターに対して t検
定を用い，p＜0.05を有意差ありとした．

【結　果】
Crawfordの評価では Excellentが 21例，Goodが

30例，Fairが 5例，Poorが 3例と，おおむね良好な
治療成績が得られていた（表 1）．術後再転位率は
59例中 8例の 13％で，8例中 3例（37.5％）が Fair
または Poorであった．
再転位群（D群）と非転位群（N群）を比較すると，

年齢はD群が平均 46歳であったのに対してN群が平
均 34歳であり，D群は年齢が高い傾向があったが，

統計学的有意差は生じなかった．性別は，D群は女性
が 75％であったのに対してN群は 31％であり，D群
では女性の割合が有意に高かった．DLは D群で平
均 2.79mmであったのに対して N群は 3.30mmであ
り，D群では DLが有意に短かった．骨折型，SA及
び FAは両群に差を認めなかった（表 2）．術後再転
位例のうち再受傷機転を伴っていた 3例を除き，術
後再転位を生じた個々の症例を検討すると，再転位
の要因として，整復位，スクリュー挿入位置不良，
スクリュー長不足等，スクリュー挿入手技に関する
ものが挙げられた（表 3）．

【考　察】
骨性槌指の手術治療として， extension block 

pinnninng 3) や pull-outワイヤー固定 4)，tension band 
wiring固定 5)，hook plate固定 6)，スクリュー固定 7)，
umbrella handle technique 8) 等，様々な固定材及び固
定法での報告がある．extension block pinを用いた
石黒法は軟部組織の侵襲が少なく非常に有用な方法
だが，pin tract infectionの可能性があるため手部の

表 1 Crawfordの評価

図 2 単純 X線像における近位骨片背側面の長さ［DL］（a）
 末節骨骨軸に対するスクリュー挿入方向［SA］（b）
 骨折線に対するスクリュー挿入方向［FA］（c）
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保清が術後 4週程度必要になり，早期 ROM訓練を
行えないことが難点である．また，extension block 
pinningや umbrella handle techniqueでは回旋不安
定性が残存するため，受傷後骨片の回旋転位が生じ
る可能性がある．Pull-outワイヤー固定やフックプ
レート固定，及び以前に報告されている通常のスク
リュー固定法などは，背側軟部組織を展開して内固
定を行う方法であり，伸筋腱や周囲軟部組織に対す
る侵襲が問題となり，創感染や軟部組織の腫脹が術
後生じる可能性がある．これに対してMISFによる
骨性槌指の治療は，約 2mmの極小皮切からのラグ
スクリュー固定により，低侵襲で比較的安定した固

定力が得られる治療であり，上述のような既存治療
における問題点を解決し，治療成績を向上させる手
術方法と考える．
今回，術後合併症として 59例中 8例の 13％に術

後再転位を生じていた．D群と N群の比較では，
術後再転位に影響する因子として性別，DLが挙げ
られた．術後再転位は女性に多かった．DLに関し
ては，DLが比較的短い症例や単純 X線像正面像・
側面像で回旋転位を疑う症例には CTでの骨折形態
把握を行い，正確なDL計測を行う事が重要である．
DLが短い症例では整復操作や術中のスクリュー挿
入点からのドリリングがより難しくなり，骨片の幅

表 2 再転位群と非転位群の比較

表 3 術後再転位例の各パラメーターと再転位の要因
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が小さいため術後 cut-outを生じる可能性が高くな
る．このため，DLが短い症例ではより慎重な術中
操作が必要となる．再転位を生じた D群の個々の
症例を検討すると，その要因として骨折部の整復
位，スクリュー挿入位置不良，スクリュー長不足等，
スクリュー挿入手技に関する要因が挙げられた．
骨折部の整復に関しては，石黒法に準じて，適切

な位置からの K-wireの刺入を行い，指腹部を押し上
げるようにして正確に整復することが重要である．
extension block pinのみで整復しても関節面の gap
や step offが残存する場合には 22G針やワイヤーを
補助的に使用して整復を得るようにし，整復困難で
あればMISFに固執せず石黒法での固定に変更す
る．整復位置不良はスクリュー挿入位置不良を生じ
ることにつながるため，より正確な操作が必要であ
る．スクリュー固定に対してはスクリュー挿入位置
と角度がまず重要となり，このためには正確な整復
が必要となる．スクリュー挿入位置・角度に関して
はマレット骨片の関節面背側近位端から挿入するこ
とで，スクリューが骨片から逸脱せず挿入できる．
また骨折線に対して垂直に近い角度で挿入すること
で骨折部に対しての圧迫力を加えることができると
考える．
スクリュー挿入前のドリリングは，K-wireを抜

去してからリーミングするようにゆっくりと正確に
行う事でスクリュー挿入時の骨へのストレスを軽減
することができ，骨片の cut outを予防できる．ス
クリュー長は，複数方向で正確に計測することによ
りスクリュー長不足となることを回避し，適切なト
ルクでスクリュー締結を行うことで骨片の cut out
を防ぐことができる．万が一術中に cut outした際に
は軟鋼線を用いての観血的整復内固定 9) が必要に
なる可能性を考慮し，術前の説明と準備が必要であ
る．また女性例や DLが短い症例では，後療法とし
て可動域訓練開始後もスプリント固定による保護を
行うことが推奨される．

MISFは手技上のピットフォールもいくつか挙げ
られるが，以上の点に留意し正確な整復とスクリュ
ー固定を行う事で，術後の患者負担を軽減し良好な
治療成績をもたらす非常に有用な治療法であると考
える．

【まとめ】
骨性槌指に対するMISFによる治療は，ピン刺入

部感染や背側軟部組織障害を合併することなく，比
較的安定した固定により早期 ROM訓練が可能であ
り，良好な手指機能の回復が得られていた．一方で
術後合併症として再転位が 8例に見られた．再転位
には性別と DLが関連していた．術後再転位を防ぐ
ため，これらの症例に関しては，MISFの手技にお
いてより正確な整復とスクリュー固定が必須である
と考える．
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骨性槌指に対する two extension block法による治療経験
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骨性槌指に対する石黒法は非常に優れた方法であり，低侵襲で良好な骨癒合が得られる．通常 extension 
block pinは 1本用いられるが，大きな骨片の場合，extension block pin 1本では骨片の回旋転位が防止でき
ない可能性もある．当院では症例によって石黒法に extension block pinを 2本使用する two extension block
法を行っている．2011～2013年の間に two extension block法を行った 10例 11指について治療成績を検討
した．男性 8例，女性 2例，平均年齢は 40.7歳であり，罹患指は母指 1指，示指 2指，中指 1指，環指 7
指で陳旧例が 3指であった．最終調査時，X線像にて骨癒合及び関節面の適合性は概ね良好で，DIP関節の
自動可動域も伸展が平均 -4.5 ，゚屈曲が平均 58.6 と゚術後成績は概ね良好であった．

【緒　言】
骨性槌指に対する石黒法 1) は非常に優れた方法
であり，低侵襲で良好な骨癒合が得られる．通常
extension block pinは 1本用いられるが，関節面の
1/2を超えるような大きな骨片の場合，extension 
block pin 1本では骨片の回旋転位が防止できないこ
ともある．当院では症例によって extension block 
pinを 2本使用する two extension block法を行い，
関節面の整復が不十分な場合にはさらに骨片に直接
鋼線を刺入して整復固定した．今回，two extension 
block法の治療成績を検討し，比較的良好な結果を
得たので報告する．

【対象と方法】
対象は 2011～2014年の間に当院で骨性槌指に対し
て石黒法を行った 18例 22指のうち two extension 
block法を行い，追跡調査が可能であった 10例 11
指（右側 5指，左側 6指）である（表 1）．男性 8例，
女性 2例で年齢は 15～61歳（平均年齢 40.7歳）で
あった．罹患指は母指が 1指，示指が 2指，中指が
1指，環指が 7指であった．受傷から手術までの期
間は2～49日（平均15.3日）で 3指は陳旧例であった．
手術方法は石黒法に準じて行い，術前の X線写
真の側面像で関節面の 1/2を超えるような大きな骨
片の場合には two extension block法を行った．す

受理日　2014/09/29
富士整形外科病院　〒417-0045　静岡県富士市錦町 1-4-23

表 1 症例一覧
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なわち，DIP関節屈曲位で骨片近位の橈側・尺側に
1.0mmの Kirschner鋼線を 1本ずつ計 2本 exten-
sion block pinとして平行に刺入し（図 1：黒矢印），
その後，DIP関節を伸展させて 1.0mmの Kirschner
鋼線 1本で DIP関節を固定した（図 2：白矢印）．7
指では骨折部の整復位をさらに良好とするため，骨
片正中に 0.7mmの Kirschner鋼線を背側から刺入
し，それを用いて関節面が適合するように整復した
後に Kirschner鋼線を掌側にまで進めて固定した
（図 3：黒点線）．術後は患指の指尖から手掌まで副
子で固定した．
新鮮例は術後 4～5週，陳旧例は術後 5～8週で

Kirschner鋼線を抜去し，副子も除去して自動・他
動の可動域訓練を制限なく開始した．術後の追跡期
間は 2～6カ月（平均 3.9カ月）であった．

【結　果】
X線像にて骨癒合及び関節面の適合性は概ね良好
であった．
最終調査時の DIP関節の自動可動域は伸展が平

均 -4.5 （゚-20 ～゚10 ）゚で，屈曲が平均 58.6 （゚10 ～゚85 ）゚
であった（表 1）．Two extension block法単独群は伸
展が平均 -5.0 ，゚屈曲が平均 61.4 で゚あり，Kirschner
鋼線による骨片固定追加群は伸展が平均 -3.8 ，゚屈曲
が平均 53.8 で゚両者の間に統計学的な優位差は認め
なかった（t-test：伸展 p＝0.822，屈曲 p＝0.667）．
蟹江の評価基準 2) では優が 7指，可が 2指であっ

た．不可は 2指であったが，ADL上，大きな制限
はなかった．Two extension block法単独群は優が 5
指，可が 1指，不可が 1指であり，Kirschner鋼線に
よる骨片固定追加群は優が 2指，可が 1指，不可が
1指で両者の間に統計学的な優位差は認めなかった
（Fisherの直接法：p＞0.999）．

【症例供覧】
代表的症例を供覧する．
症例：37歳，男性（表 1：症例 1）．
主訴：右環指痛．
現病歴：バレーボールの練習中にボールで突き指

して受傷（図 4）．受傷後 9日目に手術を施行した．Two 
extension block法を行い，骨片にも直接 Kirschner
鋼線を刺入して固定した（図 5）．術後 4週で鋼線を
抜去した（図 6）．最終観察時（術後 3カ月）の DIP
関節の可動域は伸展が 0 ，゚屈曲が 80 で゚あり，蟹江の

評価基準は優であった．

【考　察】
骨性槌指に対する石黒法は非常に優れた方法であ
る．手技が簡便な上，低侵襲で良好な骨癒合が得ら
れるため，広く普及している．一方，通常の石黒法
のみでは背側骨片の良好な整復位が得られない症例

図 1 2本の extension block pinを刺入（黒矢印）

図 2 Kirschner鋼線で DIP関節を固定（白矢印）

図 3 Kirschner鋼線を骨片の背側から刺入（黒点線）
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もあり，様々な変法が報告されている．
特に背側骨片が大きい場合には，extension block 

pinが 1本のみでは pinを軸として回旋転位を生じる
可能性がある．背側骨片の回旋転位は成績不良の一

因としてあげられており 3)，当院では関節面の 1/2を
超えるような大きな背側骨片の場合には extension 
block pinを 2本刺入する方法を行ってきた．特に
成書や文献から得たわけではなく，大きな背側骨片
の回旋転位を防ぐには extension block pinを 2本刺
入するのが有効と考えて本法に至ったが，この方法
については Leeらがすでに報告していた 4)．2本の
extension block pinの刺入は背側骨片の回旋を防ぐ
とともに，骨片の中節骨関節面に対する位置関係を
確実に維持することにより，DIP関節を伸展させて
の骨片整復操作を正確かつ容易なものとしている．
また，骨性槌指の術後再転位の原因として骨片の
extension block pinからの脱転があげられる 5) が，
two extension block法は骨片を2点で支持するため，
整復位の保持にも有利であり，術後の再転位の防止
にも有効と考えられる．

Two extension block法を行っても整復が不十分
な場合には，骨片に直接鋼線を刺入して整復した．
すなわち，骨片正中に背側から関節面に平行に細い
Kirschner鋼線を刺入し，これを利用して関節面が
適合するように整復した後に末節骨の母床にまで刺
入して固定した．骨片に直接鋼線を刺入する方法は
坪川ら 6) や宮本 7) がその有用性を報告しているが，
小さな骨片に鋼線を刺入するので骨片の骨折を起こ
さないように十分な注意を払う必要性を説いてお
り，1回の手技で成功させることを推奨している．
背側骨片が大きい場合，骨折が及んでいない末節

骨の DIP関節面が相対的に狭くなるため，DIP関節
を固定する pinの刺入は難易度が増す．Extension 
block pinが 2本刺入されていることから，pin同士
で干渉する可能性もある．DIP関節を固定する pin
が骨折部に入らないように注意を要する．
自験例では蟹江の評価基準の不可は 2指であった
が，いずれも DIP関節の可動域が不良であった．2
指とも受傷時より当該関節に変形性関節症を合併し
ていたことが一因と考えられたが，ADL上，大きな
制限は認めなかった．
他の部位の関節内骨折と同様，骨性槌指の治療に
おいても外傷後の関節症変化を避けるためには関節
面の正確な整復が必要と言える 7)8)．特に大きな背
側骨片を有する骨性槌指の治療においては重要であ
り，そのためには two extension block法は有効な方
法と考えられた．

図 6 抜釘後単純 X線

図 4 受傷時単純 X線

図 5 術中単純 X線
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【まとめ】
骨性槌指に対して extension block pinを 2本使用
する two extension block法の成績は概ね良好であ
った．

【文　献】
1） 石黒 隆ほか．骨片を伴ったmallet fingerに対する closed 

reductionの新法．日手会誌 5: 444-447, 1988．
2） 蟹江純一ほか．最近 14年間に治療した mallet finger
についての検討．整形外科 34: 1499-1501, 1983．

3） 向田雅司ほか．石黒法もしくはその変法で治療をおこ
なったMallet骨折の成績不良例の検討．日手会誌 27: 
28-30, 2010．

4） Lee YH, et al. Two extension block Kirschner wire tech-
nique for mallet finger fractures. J Bone Joint Surg Br 
91（11）: 1478-1481, 2009.

5） 申 正樹ほか．Mallet骨折術後再転位例の検討．日手会
誌 27: 530-533, 2011．

6） 坪川直人ほか．大きな骨片を有するMallet骨折に対す
る石黒変法．日手会誌 24: 157-160, 2007．

7） 宮本雅文．石黒法における一工夫（石黒変法）．日手
会誌 22: 58-61, 2005．

8） 中禮康雄ほか．Mallet骨折に対する有効な術前評価と
石黒法とその変法の治療選択．日手会誌 26: 291-293, 
2010．
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手指屈筋腱断裂術後に対する早期自動屈曲訓練の
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屈筋腱縫合後の早期自動屈曲訓練中の再断裂予防のため，手関節とMP関節を最大屈曲位でブロックする
ことで外来にて訓練を行った．対象は 10例 11指で，男性 6例 6指，女性 4例 5指で，平均年齢 27歳，
zone 1と 2が 5指，zone 3が 1指で，FDP単独損傷 6指，FDP，FDS両腱損傷 5指であった．腱縫合法は，
4-0 loop針による Lim and Tsai法に 5-0ナイロン針による連続縫合を追加した．後療法は，患指をMP関節
最大屈曲位，IP関節完全伸展位にてアルミスプリントで伸展ブロックとし，さらにギプスで手関節を最大
屈曲位に固定した．術後 2日目から自動屈曲伸展訓練及び自動屈曲保持を行い，健側の手でこれを補助した．
1セット 20回，1日 2～3セット行った．術後成績は，％TAMが平均 96％で再断裂はなかった．日手会評
価で優 9指，良 2指，Strickland評価で優 10指，良 1指で良好であった．

【緒　言】
手指屈筋腱断裂術後に対する早期自動屈曲訓練
は，6 strand法による強固な腱縫合法と，入院にて
医師やハンドセラピストの管理下に慎重なリハビリ
を行うことで良好な成績が報告されている 1)．一方，
成績不良因子として再断裂や，PIP関節の屈曲拘縮
が報告され 2)，また問題点として平均在院日数の減
少が勧められる中，入院期間が長期に及ぶことが挙
げられる．
著者らは，手関節の屈曲固定角が強いほど指の最
大屈曲力が低下することから，再断裂予防目的に手
関節屈曲位での外来リハビリの報告をおこなった 3)．
今回，手指屈筋腱断裂術後に外来にてリハビリを
行う際に再断裂を予防する目的に，手関節とMP関
節を最大屈曲位で伸展ブロックすることで患指の自
動屈曲時の張力を減じ早期自動屈曲訓練を行ったの
で術後成績を報告する．

【対象と方法】
対象は，2004年以降に屈筋腱断裂に対して腱縫

合術を施行した症例で，高度挫滅，骨折，血管損傷
などを合併したものを除く 10例 11指である．男性 6
例 6指，女性 4例 5指で平均年齢 27歳（4～40歳），
示指 3指，中指 4指，環小指 2指，zone 1と 2が 5指，

zone 3が 1指で，FDP単独損傷 6指，FDP，FDS両
腱損傷 5指で指神経損傷を 5指に合併していた．受
傷から手術までは平均 2.2日（0～9日）であった．
腱縫合法は，FDPは 4-0 loop針による Lim and Tsai
法に 5-0ナイロン針による連続縫合を追加し，FDS
は分岐部中枢では FDPに準じ，末梢は津下法に結節
縫合を基本とした．腱鞘の処置は A2，4 pullyは可能
な限り温存したが，腱の滑走障害部は開放した．神
経縫合を 5例に行った．
後療法は，屈筋腱縫合後の従来法と我々の早期自
動屈曲訓練の両者を説明し，同意を得た上で行っ
た．患指をMP関節最大屈曲位，IP関節完全伸展
位にてアルミスプリントで伸展ブロックとし，さら
にギプスで手関節を最大屈曲位に固定した．術後 2
日目から訓練を開始し，自動屈曲，伸展訓練及び自
動屈曲保持を行い，健側の手でこれを補助する（図
1）．術後 1週間は外来で処置のたびに指導を行い，
1セット 20回，1日 2～3セット行い，自主訓練の
回数は制限しないが屈曲に対する抵抗運動は禁止す
る．夜間は PIP，DIP関節を伸展位で背側スプリン
トにテープにて固定し患指の屈曲拘縮を予防する．
術後 3週で外固定を除去し，手関節とMP関節の
伸展訓練を徐々に開始する．軽作業は術後 2か月か
ら，力仕事は 3か月から許可する．

受理日　2014/10/03
医療法人　社団楓会　林病院　〒730-0029　広島県広島市三川町 3-8
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検討項目は可動域と合併症で，成績評価は日手会
評価と Strickland評価を用いた．経過観察期間は平
均 6か月（3～12か月）であった．

【結　果】
可動域は％TAMにて平均 96％（84～100％）で，
再断裂や腱剥離例はなかった．また手関節を屈曲す
ることによる手根管症候群の合併は認められなかっ
た．日手会評価で優 9指，良 2指，Strickland評価
で優 10指，良 1指であった．
症例提示
症例：40歳，女性
主訴：右環指屈曲障害，しびれ
現病歴：ガラスにより右環指基節部を受傷し，近
医にて処置の後，翌日当院を初診した．
身体所見：右環指は PIP，DIP関節の自動屈曲不

能で，尺側に知覚鈍麻を認めた．
手術所見：FDP，FDSは zone 2で完全断裂して

おり尺側の指神経も断裂していた（図 2）．FDPは
4-0 loop針による Lim and Tsai法に 5-0ナイロン針
による連続縫合を追加した（図 3）．FDSは分岐部
末梢で断裂しており，4-0loop針による津下法に 5-0
ナイロン針により結節縫合を追加した．
術後経過：術後 2日目から外来にて早期自動屈曲
訓練を開始し，外固定は 3週間で除去した．後術後
3か月で可動域は％TAM 97％で日手会，Strickland
評価ともに優であった（図 4，5）．

図 1 自動屈曲・伸展を健側の手で補助する 図 2 受傷時：zone 2での
FDS，FDP損傷

図 3 FDPを 6 strand suture，
FDSを津下法で縫合

図 5 自動屈曲

図 4 術後 3か月，自動伸展
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【考　察】
屈筋腱自動屈曲訓練における再断裂率は 0～10％
と報告されているが，本邦における最近の報告では
強固な縫合法と入院管理の後療法で良好な成績が報
告されている 2)．再断裂の時期は報告により異なる
が術後 2週頃が多く，不注意な運動や抵抗下の運動
で生じている 4)．
早期自動屈曲に必要な縫合強度から青木らは軽い
自動運動を行うには 6 strand sutureが必要としてい
る．また，屈筋腱縫合後に自動運動を行った場合，
縫合部張力が回復することを示した 5)．一方，再断
裂の原因は不注意な行動や，抵抗運動であり，臨床
で腱にかかる張力を予測することは困難である．
手関節の固定角度は，牧らは腱の滑走距離が大き
く癒着防止になることより 0 固゚定を勧めており 6)，
諸家の報告でも手関節屈曲 0～30 ，゚MP関節屈曲
60～90 ，゚PIP・DIP関節 0 で゚固定されている．著者
らは手関節とMP関節を最大屈曲位にすることで，
不注意な行動による断裂をある程度予防できると考
えている．
一時的に患指を固定することにより癒着や拘縮が
生じれば腱の滑走抵抗が増大し，再断裂の危険が増
大することが考えられることから，自動屈曲・伸展
を健側の手で補助し可動域を獲得し，日中は外固定
を行わず少ない自動運動で回数を制限せず癒着と拘
縮を予防する．また Kleinert法によるゴムの牽引
で PIP関節の屈曲拘縮の危惧も否定できないため
これをおこなわず，夜間は PIP，DIP関節を 0 で゚固
定することにより患指の屈曲拘縮を予防することが
重要と考える．
本法の利点は手関節とMP関節を最大屈曲にす

ることで患者の不注意による断裂を起こしにくいこ
と，低い張力で自動運動を行わせることによる癒着
防止と PIP，DIP関節の屈曲拘縮予防することであ
る．禁止事項は患指屈曲に対する抵抗運動である．
外来で行うことを目的にしており患者が理解しやす
く，自宅で行える簡単な方法である．在院日数制限
の為入院リハビリが行えない中核病院や頻回の通院
が困難な地方の病院でも手外科専門医がいれば行え
ることである．問題点は，患者の理解が不可欠であ
り，術後 1週間は処置のたびに指導が必要であるこ
とと，手関節の屈曲拘縮の危惧があり，再断裂の危
険性は除外されないことである．
本研究の限界は，症例が少ないことで，今後症例

を増やし従来法との比較や年齢の影響などを検討し
ていく必要がある．簡便でより安全に良い成績を得
るように後療法を確立していきたいと考えている．

【まとめ】
1．手指屈筋腱断裂術後に早期自動屈曲訓練を行
った 10例 11指の成績を報告した．

2．成績は日手会評価で優 9指，良 2指，Strickland
法では優 10指，良 1指と良好で，再断裂例はなかっ
た．

3．本法は，手関節を最大屈曲することで低い張
力で自動屈曲運動を行わせることによる再断裂・癒
着防止と PIP，DIP関節の屈曲拘縮を予防すること
がポイントである．

【文　献】
1） 牧　裕ほか．ZoneⅡにおける 6 strand屈筋腱一次縫合　
早期自動運動の成績．日手会誌 25: 763-765, 2009．

2） 金城養典ほか．Zone Ⅱ屈筋腱損傷に対する早期自動
運動療法　治療成績に影響を与える因子の検討．日手
会誌 30: 748-751, 2014．

3） 高田治彦ほか．屈筋腱縫合後早期自動屈曲運動におけ
る試み．日手会誌 23: S159-S159, 2006．

4） 森谷浩治ほか．早期自動運動療法を施行した手指屈筋
腱断裂症例における再断裂例の検討．日手会誌 30: 
360-364, 2013．

5） 青木光広ほか．No man’s land内屈筋腱縫合術後の早
期自動屈曲・伸展療法の問題点 実験的立場からみた
利点と問題点の考察．日手会誌 19: 680-685, 2002．

6） 牧　裕ほか．屈筋腱縫合後の早期自動運動療法とセラ
ピストの関わりかた．整・災外 48: 823-828, 2005．
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【目的】吉津 1法による腱縫合後に早期自動運動療法を施行した手指屈筋腱断裂のうち，成績不良例にお
ける受傷原因や年齢，合併症との関係について検討した．【対象】1993年～2009年に加療した新鮮手指屈筋
腱断裂 101例 112指中，再断裂をきたした 6例 6指を除き，Strickland評価で可または不可であった 12例
13指を対象とした．経過観察期間は平均 35週であった．【結果】Pre-RSD（3例）や腱剥離術（2例）を必要
とした症例はいずれも 40歳以上であった．成績不良例は同時期に加療した成績良好例（83例）と比べて有
意に 40歳以上の症例（9例）が多く，受傷原因も自殺（1例）や犯罪行為（2例）に関わる特殊なものが有
意に多く含まれていた．【考察】40歳以上や特殊な受傷原因による手指屈筋腱断裂では良好な治療成績を獲
得できない場合があるため注意を要する．

【緒　言】
1917年 Harmerによって紹介された手指屈筋腱断
裂後の早期自動運動療法 1) は縫合方法の開発や改良
に伴い，現在信頼できる後療法として確立されるに
至った 2)．本法施行症例の 75％以上は優または良の
治療成績が獲得できると報告されている反面 2)，腱
剥離術を必要とする腱癒着や 2.8～9.4％の症例では
修復腱の再断裂も認められており 1)3)4)，必ずしも成
績不良例が存在しなくなったわけでない．治療成績
不良に繋がる患者因子として，神経損傷の合併や多
数指損傷などの受傷形態，喫煙，過度の瘢痕形成，
低い疼痛閾値など様々報告されている 1)4)．今回は
患者自身に関わる因子の中でも，今まであまり注目
されることがなかった受傷原因と治療成績の関係に
ついて調査し，併せて合併症と受傷時年齢の関与に
ついて検討したので報告する．

【対象と方法】
本研究は 1993年から 2009年に吉津 1法による腱
縫合後に早期自動運動療法を施行した深指屈筋腱断
裂 101例 112指中（表 1），術後経過中に再断裂をき
たした 6例 6指を除き，Strickland評価で可または不
可であった 12例 13指を対象とした（表 2）．男性 9
例，女性 3例，受傷時年齢は 24～82歳（平均 49歳），

術前状態は良好 8例，不良 4例であった．損傷指は
示指 4指，中指 1指，環指 1指，小指 7指，損傷部
位は国際分類 zone I 3指，II 10指であった．合併
損傷は浅指屈筋（FDS）腱断裂を 10指に認め，そ
の損傷部位は腱交差部以遠 4指（全指修復），腱交
差部 4指（修復 1指，切除 3指），腱裂孔より近位が
2指（修復と切除が 1指ずつ）であった．なお，断
裂した FDS腱を切除した 4指は全て小指であった．
経過観察期間は 15～64週，平均 35週であった．
以上の対象症例に対し，受傷原因，合併症，年齢，

そして最終診察時の総自動運動域（TAM）を調査し
た．検定には Fisherの直接確率計算を用い，P＜0.05
を統計学的に有意差ありとした．

【結　果】
1．受傷原因
損傷形態はナイフやガラスなどによる鋭利損傷が

10例あり，内 3例は犯罪行為に関わるもの（2例），
自殺企図によるもの（1例）など特殊な受傷原因であ
った．一方，機械や電気鋸による圧挫または挫滅損
傷は 2例あった．受傷原因を同時期に治療した成績
良好の 83例と比較すると，損傷形態に関して有意
差はなかったが，犯罪や自殺に関連して受傷した症
例が成績不良例では有意に多く認められた（表3，4）．

受理日　2014/09/26
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表 1 対象症例の母集団

表 2 対象症例
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2．合併症と年齢
外傷後の急性期を過ぎても痛みと腫れが続く，い
ったん軽快した痛みや腫れが再び強くなった，痛覚
過敏が出現したなど，術後経過中の反射性交感神経
性ジストロフィーの前駆症状（Pre-RSD）を 3例に，
腱剥離術を必要とした腱癒着を 2例に認め，いずれ
も 40歳以上の症例であった．年齢に関する成績良
好 83例との比較では，成績不良例は 40歳以上の症
例が有意に多く占めていた（表 5）．

3．最終診察時 TAM
TAMは 143 ～゚201 （゚平均 174 ）゚，％TAMは 56％～

77％（平均 67％）であった．各指関節の平均伸展制
限は中手指節（MP）関節が 0 （゚全指 0 ）゚，近位指節
間（PIP）関節が 37 （゚0 ～゚65 ）゚，遠位指節間（DIP）
関節が 13 （゚0 ～゚33 ）゚であった．獲得した平均自動屈
曲角度はMP関節が 79 （゚62 ～゚86 ）゚，PIP関節が 94゜
（84 ～゚106 ）゚，DIP関節が 51（゚30 ～゚73 ）゚であり，TAM

低値の主たる原因は PIP関節の伸展不良であった．
【症例呈示】
34歳女性．自殺企図によるナイフで受傷した

zone IIの左中・環・小指屈筋腱断裂に対して，吉津
1法による腱縫合術を施行した（図 1a，b）．術翌日
から早期自動運動療法を開始したが（図 2），術後
51週の最終診察時，中・環・小指のいずれも伸展な
らびに屈曲制限が遺残した（図 3）．小指の Strick-
land評価は可，TAMは 184 で゚，その内訳は総自動
屈曲角度が 231 ，゚総伸展不全が 47 で゚あり，伸展不
全のうち，PIP関節は 40 と゚大半を占めていた．

【考　察】
屈筋腱修復後の治療成績に影響する因子として，
年齢や断裂 FDS腱の切除，小指の受傷などが挙げ
られる 1)5)．本研究においても，成績不良 13指中小
指は 7指と最多を占めていたが，示指も 4指と小指

表 3 損傷形態と治療成績の関係

表 4 受傷原因と治療成績の関係

表 5 40歳と治療成績の関係

図 1a 術前所見：安静位で損傷指の中・環・小指は，健
常指である示指と比べて，伸展位を呈していた．

図 1b 術直後所見：腱縫合により，中・環・
小指は安静位において屈曲位となった．
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に次いで比較的多くの治療成績不良を認めた．筆者
らと同様に Strickland評価で治療成績を判定してい
る Orkarらの調査では，示指の治療成績は小指より
有意に優れていた 6)．一方，本研究の母集団から再
断裂指を除いて検討した場合，成績不良は示指 36
指中 4指，小指は 23指中 7指となり，両者間に発生
頻度の差は認められなかった（表 6）．また，筆者ら
が以前施行した調査においても小指の治療成績は中
指との比較においてのみ劣り，それ以外の手指間で
は有意差がないという結果 5) であった．このよう
に損傷指と治療成績に関しては，今なお明確な解答
は得られていないと思われ，症例を重ね今後も検討
が必要と考える．

成績不良例と受傷原因の関係について検討した本
研究から，犯罪や自殺企図に関連した特異な受傷機
転による手指屈筋腱断裂では良好な治療成績が獲得
できない可能性が示唆された．また，併せて行った
合併症と年齢の調査からは 40歳以上の受傷では
Pre-RSDや腱癒着などに関連して治療成績が不良に
なりかねないことも推測された．また，成績不良例
における TAM低値の主因は PIP関節の伸展制限で
あった．その原因として加齢 5) や後療法で用いた
ゴム牽引 1)，術後 3週時点での PIP関節の伸展不良
や浮腫 7) などが報告されており，本研究対象にお
いてもそれらの関与は十分疑われる．
上肢の外傷やその治療過程において，精神的苦悩

は疼痛強度や能力障害と相関する 8)．また，患者が置
かれた社会環境も治療自体に影響を及ぼすため 8)，
成績不良例において認められた自殺企図や犯罪行為
といった受傷機転は，それに関連する患者の精神的
苦悩や背景を原因として可動域の改善が進まなかっ
たのではないかと推測する．また，高齢者では屈曲
可動域自体が減少するだけでなく 9)，早期自動運動
療法後の伸展制限も年齢とともに増加する 5)．さら
に本研究の合併症でみられた Pre-RSDと関連する
反射性交感神経性ジストロフィーは発生症例の年齢
が未発症例よりも有意に高齢 10) であるなど，加齢
は屈筋腱修復の治療成績にとって避けられない負の
要因といえる．以上より，本研究において 40歳以
上の症例が成績不良例の 2/3を占め，その割合が成
績良好例よりも有意に高かった結果は妥当であった
と考える．
本研究の限界は治療成績に関わる幾多の危険因子
の中から，受傷原因のみを選定し，単変量解析で検
討していることである．糖尿病や喫煙なのどの患者
因子や損傷指，損傷状態など，受傷原因以外の要因
が本研究結果に交絡している可能性は否定できず，

図 2 術後 2週時の自動伸展・屈曲

図 3 最終診察時所見

表 6 示指と小指における成績不良症例の
発生頻度の比較



－ 93－

早期自動運動療法後の成績不良例の検討 441

この点からも今後は症例数を増やしたうえでの多変
量解析が望ましいと考える．
ある程度の傾向を確認したにとどまる本調査では
あるが，その結果から早期自動運動療法後の成績不
良例をなくし，さらに良好な治療成績を獲得してい
くためには，手指屈筋腱断裂であっても受傷患者の
置かれている社会的状況を理解したうえで，疼痛や
能力障害を減らす心配りや行動をとることが不可欠
と思われた．

【まとめ】
1）吉津 1法による腱縫合後に早期自動運動療法
を行った手指屈筋腱断裂のうち，Strickland評価で
可または不可であった12例13指における受傷原因，
年齢や合併症との関係について検討した．

2）受傷時年齢 40歳以上や特異な受傷機転は治療
成績に負の影響を及ぼす可能性が示唆された．

3）成績不良例における TAM低値の主因は PIP関
節の伸展制限であった．

4）良好な治療成績を獲得するためには，受傷患
者の置かれている社会的状況を理解することも不可
欠と思われた．
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手指屈筋腱皮下断裂に対する橋渡し腱移植術
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【緒言】手指屈筋腱皮下断裂に対し，橋渡し腱移植術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 1月から平成 25年 3月までに手術を行った国際分類 Zone 4，5における皮下断
裂で，関節リウマチを除く 9例 14指を対象とした．男性 7例，女性 2例，年齢は平均 48歳，経過観察期間
は平均 2年 6か月であった．術後は全例 3日以内に早期運動療法を開始した．術後の評価は握力と可動域を
計測し，日手会評価基準にて評価した．
【結果】腱断裂の原因として，有鉤骨鉤状突起偽関節が 1例，遠位橈尺関節障害が 1例，第 4，5CM関節脱
臼骨折に対し pinningを行った K-wireによるものが 1例，骨性因子を認めない慢性滑膜炎によるものが 6例
であった．治療成績は優 11指，良 1指，可 2指であった．
【考察】Zone 4，5における手指屈筋腱皮下断裂に対する橋渡し腱移植術の成績は良好であった．良好な
可動域の獲得には，強固な interlacing suture法に早期運動療法を行うことが有効であると考えられた．

【緒　言】
手掌部から手関節部（国際分類 Zone 4，5）におけ

る手指屈筋腱皮下断裂は，腱断端が摩耗しており端々
縫合が困難である場合がほとんどである．腱再建の
方法として，隣接指への腱移行術や橋渡し腱移植術
が行われるが，我々は他指の機能を犠牲にしない橋
渡し腱移植術による再建を第一選択としてきた．近
年は橋渡し腱移植術を行った症例に早期運動療法を
行ってきたので，その治療成績について報告する．

【対象と方法】
対象は 2006年 1月から 2012年 3月までに手術を
行った国際分類 Zone 4，5における手指屈筋腱皮下
断裂例を対象とした．関節リウマチによる症例は除
外した．
対象となった症例は 9例，14指であった．男性 7

例，女性 2例，年齢は 28歳から 80歳で平均 48歳，
受傷から手術までの期間は 1週から 20週で平均 10.7
週であった．術後経過観察期間は 5か月から 7年，
平均 2年 6か月である．術後の評価は握力と可動域
を計測し，日手会評価基準にて評価した．断裂してい
た腱は，FDP 5単独が4例，FDP 4，5が2例，FDP 4，
5と FDS 5が 1例，FDP 4，5と FDS 4，5がすべて

断裂していたものが 2例であった．腱断裂の原因と
して，有鉤骨鉤状突起偽関節が 1例，橈骨遠位端骨
折変形治癒による遠位橈尺関節障害が 1例，第 4，
5CM関節脱臼骨折に対する K-wireによるものが 1
例，骨性因子を認めない慢性滑膜炎によると考えら
れたのが 6例であった．この 6例のうち 5例が潜水
夫という同一の職業であった．
手術は全例全身麻酔下に行った．FDS，FDPの

両腱が断裂している場合，FDPの再建のみ行った．
まず Zone 3から 5を展開し，断裂腱の断端を確認，
ここで近位断端を十分ストレッチするとともに，滑
走距離を確認した．近位断端の滑走は約 20mmを
目標とし，これに満たない場合は腱移行術を検討す
る．次に移植腱を採取した．使用した腱は，小指の
みを再建した 4例では長掌筋腱を，環指，小指の再
建を行った 4例では長掌筋腱と足底筋腱を，両腱が
欠損していた1例では足趾の長趾伸筋腱を使用した．
移植腱を遠位断端に interlacing sutureし，近位へ引
き出し，tensionを調整し近位断端へ interlacing suture
した．
術後は 3日以内に背側シーネ固定から手関節軽度

屈曲位で罹患指は屈曲位，他指は伸展位とするtension 
reducing positionで背側スプリントを作製し（図 1），

受理日　2014/09/30
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ハンドセラピストが立ち会う訓練以外は装着させ
た．早期運動療法は，1．holding techniqueを用いた
自動屈曲運動，2．PIP，DIP関節の屈曲拘縮を予防
する単関節ごとの他動伸展運動（Duran法），3．手
関節軽度屈曲位でMP関節屈曲 60度程度の肢位で
指自動伸展運動を 1日 4セット，1セット 5～10回
程度を術後 3週まで行った．術後 3週経過時以降は
罹患指の屈曲位は夜間のみとし，日中は背側スプリ
ント内で手指自動運動を開始し，経過とともに徐々
に伸展制限を緩めた．術後 6週経過時にスプリント
を除去し，抵抗運動や患手使用を禁止したうえで自

由に自動運動を行わせた．術後 8週経過時から日常
生活での使用を開始し，術後 3か月で制限なく使用
を許可した．

【結　果】
日手会評価基準で，優　11指，良　1指，可　2指
と良好な結果であった（表 1）．術後再手術を行っ
たのは 3例で，術後 5年後に FDP 5の再断裂をき
たし，再度腱移植を行ったものが 1指，術後癒着に
よる腱剥離術を行ったのが 2指であった．再移植を
行った 1指は移植腱実質部で断裂しており，足底筋

図 1 手関節軽度屈曲位で罹患指は屈曲位，他指
は伸展位とする tension reducing positionで
の背側スプリント．

表 1 橋渡し腱移植術を行った症例とその結果．
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腱で再建した．最終成績が％TAM 88％で良であっ
た．その他，感染やリハビリ施行時の再断裂などは
なかった．握力はほぼ健側比 80％以上に改善して
いた．1例が環指，小指とも可であったが，80歳と
いう高齢であり術後のリハビリが計画通り行えなか
ったことなどが原因として考えられた．

【考　察】
屈筋腱皮下断裂の原因として，有鉤骨偽関節，豆
状三角関節症，Kienböck病，橈骨遠位端骨折変形
治癒などの報告があり，近年は橈骨遠位端骨折に対
する掌側プレートによる FPL断裂も散見される．
小林ら 1) や山崎ら 2) は，屈筋腱皮下断裂例すべて
に骨性因子の存在を報告しており，最も大きな原因
となっているが，我々の症例では，9例中 6例に腱
断裂の原因となるような骨性因子を認めず，このう
ち 5例は潜水夫という同じ職業に従事していた．

5例の潜水夫はいづれもタイラギ漁に従事してい
た．潜水服で海底の砂の中のタイラギを手鉤でひっ
かけて掘り出す作業を長時間行うが，その際に手関
節尺屈位で full gripを行う作業を繰り返していた．
この作業肢位から，尺側の屈筋腱が有鉤骨鉤部で摩
耗し断裂したものと考えられた．手術時に鉤状突起
偽関節等の骨性因子が明らかな場合は摘出等の処置
を行ったが，明らかな骨性因子がない場合は特に処
置をしていなかった．今回再断裂をきたした症例が
1例あったことから，明らかな骨性因子がなくとも
同様の作業を続ける場合は再断裂予防のため鉤状突
起切除などの処置を検討すべきであった．
術後の後療法は，以前は術後 3週の固定後可動域

訓練を行っていた．しかし，渡辺ら 3) や斎藤ら 4) の
成績は不良であり，1997年に我々5) が報告した成績
でも，優 1指，良 2指，可 1指と，今回の成績と比べ
ると良好とは言えなかった．大井ら 6) が指摘して
いるように，遊離腱移植術を必要とする症例は，術
前のmyostatic contructureや関節可動域の低下があ
り，また腱断裂した手根管部では腱滑膜炎があり，
術後の固定で容易に癒着や拘縮を起こす状態であ
る．近年，遊離腱移植術へ早期運動療法を行った良
好な成績が報告されており 7)8)9)，我々も 2005年から
橋渡し腱移植術を行った症例へ早期運動療法を行っ
てきた．大井ら 6) や吉津ら 10) も遊離腱移植術症例
への早期運動療法を行い，良好な成績を報告してい
る．十分な可動域を獲得するには早期運動療法は有

効かつ必要な後療法と考えるが，再断裂などのリス
クもあるため，ハンドセラピストによる管理下で慎
重に行うことが重要である．

【まとめ】
Zone 4，5における手指屈筋腱皮下断裂に対する
橋渡し腱移植術の成績は良好であり，十分な可動域
の獲得には，強固な interlacing suture法に早期運動
療法を行うことが有効であると考えられた．

【文　献】
1） 小林博一ほか．Zone IVにおける屈筋腱皮下断裂の検
討．日手会誌 19: 135-138, 2002．

2） 山崎 宏ほか．手関節部での屈筋腱皮下断裂に対する
遊離腱移植術．日手会誌 24: 695-698, 2008．

3） 渡辺好博ほか．手部および前腕部腱損傷に対する遊離
腱 bridge graftの手術成績の検討．整形外科 23: 1249-
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4） 斎藤英彦ほか．指屈筋腱損傷に対する有利自家腱移植
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5） 宮崎洋一ほか．手指屈筋腱皮下断裂例の検討．整形外
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don grafts using mesh reinforced suture techniques. J 
Hand Surg Br 20: 301-307, 1995.
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植後の早期自動屈曲・伸展療法．日手会誌 20: 699-
703, 2003．
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手指屈筋腱断裂に対して 3D-CTによる術前診断が有用であった 6症例（全例女性，平均年齢 54歳，FDP 
1例，FPL 5例）を経験したので報告する．術前に 3D-CTを撮影し，腱の断裂部位，断端の位置，腱断裂の
要因などを評価し，画像所見と手術所見との整合性につき検討した．全例において整合性が得られた．
3D-CTによる術前診断は被爆の問題はあるが，より低侵襲な手術が可能となる有用な方法である．

【緒　言】
近年，3次元 CT（3D-CT）の技術の進歩に伴い骨
病変のみならず，軟部組織の病変に対しても描出が
可能となってきた．なかでも腱に対する描出はvolume 
rendering法により腱自体の病態を評価できるよう
になった 1)2)3)．手指の腱断裂に対して断裂部位や断
端の位置を術前に把握することは重要である．著者
らは手指屈筋腱断裂に対して 3D-CTによる術前診
断が有用であった症例を経験したので報告する．

【対象と方法】
手指屈筋腱断裂があり，術前に 3D-CTを施行した

6例を対象とした．全例女性で，年齢は平均 54歳（34-
64歳）であった．断裂から手術までの期間は平均
35.8日（4-147日），経過観察期間は平均 11か月（4-32
か月）であった．断裂腱は深指屈筋腱（FDP）が 1例，
長母指屈筋腱（FPL）が 5例であった．受傷原因は小
切創後 2例，ラガージャージ損傷 1例，疾病による
損傷 3例であった．使用機種は Aquilion64（東芝社
製）で画像処理はワークステイション ZIOを用い
て行い，volume rendering法により画像を作成した．
腱の断裂部位，断端の位置，腱断裂の原因病変など
を評価し，画像所見と術中所見との整合性につき検
討した．断裂部位はMP以遠と前腕～MPレベルに
分類した．手術は腱縫合術もしくは長掌筋腱（PL）
による腱移植術，浅指屈筋腱による腱移行術を行っ
た．後療法は術後平均 13日（1-21日）で可動域訓
練を開始した．術後成績は日本手外科学会の指屈筋

腱機能評価の％TAMを用いた．

【結　果】
断裂部位はMP以遠が 2例，前腕～MPレベルが

4例で，全例において 3D-CT所見と手術所見の断
裂部位は一致していた．うち疾病による 3例は断裂
の原因病変を特定できた．手術は 3D-CT所見によ
り必要最小限の皮切で腱断裂を見いだし処置するこ
とができた．術後成績は％TAMが平均 85.3（74-100）
であった（表 1）．
症例提示
症例 1：51歳女性．息子の衣服を引っ張り，振り
切られ受傷した．受傷後環指自動屈曲が不能とな
り，受傷後 3日目に当院に紹介受診となった．術前
の 3D-CTでは環指 FDPは Zone 1で断裂しており，
近位断端は基節骨レベルに存在すると考えられた．
手術は術前の予想に基づき最小侵襲で行い，末節部
で縫合した．3D-CT所見と手術所見の断裂部位は
一致した．％TAMは 74で術後成績は Fairであった
（図 1）．
症例 2：33歳女性，仕事中に包丁で右母指を切り
受傷．近医で縫合処置を受けたが，受傷 3週間で突
然右母指の屈曲が不能となり紹介受診となった．術
前の 3D-CTでは FPLは治癒した創瘢痕周囲の Zone 
T2で断裂しており，近位断端はそれほど短縮していな
いことが確認できた．手術は小皮切で近位断端を露呈
し，遠位に引っ張り出して低侵襲で縫合した．3D-CT
所見と手術所見の断裂部位は一致した．％TAMは

受理日　2014/09/27
＊西宮協立脳神経外科病院　整形外科　〒663-8211　兵庫県西宮市今津山中町 11-1
＊＊大阪医科大学　整形外科
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88で術後成績は Goodであった（図 2）．
症例 3：62歳女性，8年前より RAにて近医で加
療中，特に誘因なく左母指 IP関節屈曲不能となり，
近医より紹介受診となる．術前の 3D-CTでは FPL
は Zone 4で断裂を認めた．遠位断端は基節骨レベ
ルに存在し，手関節掌側に骨性隆起を認めた．以上
から同部位で断裂したものと考えた．手術は手関節
掌側にアプローチし断裂の原因となった骨性隆起を
切除し，PLを用いて腱移植術を行った．3D-CT所
見と手術所見の断裂部位は一致した．％TAMは 95

で術後成績は Excellentであった（図 3）．

【考　察】
3D-CTによる軟部組織の描出は Volume rendering

法が広く用いられるようになっている 1)2)．Volume 
rendering法は複数の閾値を選択でき，異なる CT
値をもつ骨構造，血管系，腱構造を別々に表示する
ことができ，特定の CT値をもつ構造物の透明度を
調節できる 4)5)．画像作成は特定の放射線技師 4名
が行っており，より鮮明に出してもらえるように作

表 1 症例の一覧

図 1 症例 1：51歳女性．
 a：受傷後 3日目初診時：環指は屈曲不能．
 b：3D-CT所見：環指 FPLは Zone1で断裂，断端はMP関節遠位に存在．
 c：手術所見：断裂部位，断端部位は 3D-CT所見と一致していた．
 d：手術は術前の予想に基づき最小侵襲で行い，末節部で縫合した．
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図 2 症例 2：33歳女性．
 a ：3D-CT所見：創瘢痕周囲で断裂しており近位断端はそれほど短縮していなかった．
 b c：  手術所見：画像と断裂部位，断端部位は一致．小皮切で近位断端を露呈し，遠位

に引っ張り出して縫合した．

図 3 症例 3：62歳女性．
 a：3D-CT所見：FPLは Zone Ⅳで断裂しており，遠位断端は基節骨レベルに存在していた．
 b：3D-CT所見（MPR）：手関節掌側に骨性隆起を認め，同部位で断裂したものと考えられた．
 c：手術所見：断裂部位，近位断端部位は 3D-CT所見と一致していた．
 d：断裂の原因となった骨性隆起を切除した．　e：長掌筋腱を用いて腱移植術を行った．
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成時間は約 30-40分かけて透明度の調節を行ってい
る．撮影時の条件は固定（120kV，300mA，0.5秒）
で行っており Automatic Exposure Control（AEC）
は使用せずに行っている．
大野ら 5) は屈筋腱の断裂部位についてMP関節
以遠レベルの完全断裂であれば 3D-CTで明瞭に描
出されると述べている．また，前腕～MP関節近位
レベルでは手関節レベルの多数腱断裂はやや明瞭性
が低下するが FPLは腱が太く腱の重なりの影響を
受けにくいと述べている．今回の自件例は FPL例
が多く，多数腱断裂はなかったが，MP関節以遠レ
ベルでも前腕～MP関節近位レベルでも明瞭に描出
され，屈筋腱損傷は概ね良好に描出できると考えら
れた．また 3D-CTでは症例 3のように断裂の原因
となった骨性隆起を確認でき，骨切除の併用にも役
だった．
屈筋腱断裂に対するMRIによる診断は変性と断
裂の鑑別が困難であると述べられている 6)7)8)．また
超音波診断は，安価性，被爆がない，動きを見なが
ら診断できる，などの長所を有するが，欠点として，
腱の密集した場所での診断が困難であったり正確な
描出までには技術習得のラーニングカーブがあると
考えられる 7)8)．一方 3D-CTは被爆の問題はあるが，
自験例ではその所見と手術所見の断裂部位は一致し
ており，非常に有用であった．これにより必要な部
位のみのアプローチで低侵襲に手術を行なうことが
可能となった．また，視覚的に手術説明も容易であ
り，患者，術者ともによい精神状態で手術に臨むこ
とが可能であることも利点である．3D-CTは屈筋
腱断裂に対して概ね有用であると考える．

【まとめ】
手指屈筋腱断裂に対して術前 3D-CT診断を行い，
必要最小限の皮切で腱断端を見い出し処置すること
ができた．
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4） 畦元将吾ほか．実践三次元 CT診断，森山紀之（編）．
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本研究ではトリアムシノロン腱鞘内注射を行った成人母指ばね指 21例（平均年齢 57.6歳）21指に対し，腱・
腱鞘の形態学的変化について超音波画像で検討した．注射前と注射後6か月まで経時的に超音波検査を行い，
長軸像で狭窄部位および腱鞘の肥厚の有無を確認し，次いでMP関節部の短軸像で周囲の滑膜性腱鞘を含め
た腱の断面積を測定し，健側と比較した．狭窄部位は，全て A1 pulley部であり，全指で注射後 4週以内に
症状が改善し，6か月の時点で 2指が再発した．注射前の腱鞘の肥厚は 19指に認め，注射直後に靭帯性腱
鞘から滑膜性腱鞘にかけた高輝度像を 20指に認めた．滑膜性腱鞘を含む腱面積比（罹患側／健側）の平均
は注射前で 1.32であったが，注射後 4週には 1.07と有意に縮小し，以降維持されていた．また，A1 pulley
の肥厚も注射後 4週で消失した．トリアムシノロンは変性した腱鞘に留まり，滑膜性腱鞘を含む腱と腱鞘を
継続的に減少させることが示唆された．

【緒　言】
成人ばね指に対するトリアムシノロン腱鞘内注射

（以下 TC注射）の有効性が知られている 1)2)3)4)．近
年，エコー機器の進歩にともない，整形外科領域で
も詳細な画像が可能になりつつある．母指の屈曲機
構は一本の腱と腱鞘から成り立ち，解剖学的に他指
とは構造が異なり，比較的単純である．今回著者ら
は，TC注射を行った成人母指ばね指患者に対して
経時的に超音波検査を行い，TC注射が形態学上ど
のように腱や腱鞘に及ぼすかを検討した．

【対象と方法】
対象は，TC注射を施行し 6か月以上経過観察が

可能であった成人母指ばね指症例 21例 21指である
（以下 TC群）．男性 7例，女性 14例で，注射時年齢
は平均 57.6歳（24～79歳）であった．TC注射は，ト
リアムシノロン 10mgと 1％塩酸リドカイン 0.25ml
の混合液を，27G針を用いて内田ら 4) の方法に準じ
て行い，注射回数は 1回のみとした．対照群は成人
母指ばね指症例 7例 7指で，男性 1例，女性 6例，
注射時年齢は平均 48.7歳（24～79歳）であった．
対照群の注射液には，1％リドカイン0.5mlを用いた．
各注射後，MP関節の伸展および屈曲ストレッチを

適時指導した．ただし，両群ともに注射時の両側罹
患例や対側手術例を除外した．なお，両群の振り分
けは受診した順番に治療開始時に無作為に行い，各
群ともに同意の上治療を行った．
ばね指の重症度は Patel & Moradiaの分類 5) を用
い，TC群は Clickingを有する Grade 2が 11指，解
除可能な Lockingを有する Grade 3が 10指であり，
対照群はGrade 2が5指，Grade 3が2指であった（表
1）．超音波検査装置は日立メディコ製Aviusを用い，
深触子は 12.5MHzリニア式を使用した．測定方法
は，IP関節を屈曲位，MP関節を伸展位として，ま

受理日　2014/09/26
昭愛会水野記念病院　整形外科　〒123-0841　東京都足立区西新井 6-32-10

表 1 Patel & Moradiaの分類と対象の内訳
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ず長軸像で狭窄部位および腱鞘の肥厚の有無を確認
し，次いでMP関節部の短軸像で周囲の滑膜性腱
鞘を含めた腱の断面積を楕円として測定した．健側
も同様に測定し，比較した．注射前，注射後 2週，
4週，12週，6か月の時点で測定した．腱鞘の肥厚は，
靭帯性腱鞘厚が健側比 1.3倍以上を「腱鞘肥厚あり」
とした．治療成績は，Patel & Moradiaの評価法 5) を
用いた（表 2）．統計学的解析にはMann-Whitney U
検定を用い，危険率 5％未満をもって有意差ありと
した．

【結　果】
狭窄部位は，全て A1 pulley部であった．注射前の
腱鞘の肥厚は，TC群と対照群を合わせると，28指中
22指（TC群 19指，対照群 3指）の高頻度に認めた．
TC群のみ腱鞘の肥厚が，注射後 4週で全指消失し
た．一方，対照群は腱断面積比（罹患側／健側）が
注射前後で不変であったが，腱鞘の肥厚が 3指から
6指に増加し，症状悪化の為，8週以内に全指調査

中止した（表 3）．また，TC注射群において，注射
直後に靭帯性腱鞘から滑膜性腱鞘にかけた高輝度像
を 21指中 20指に認めた（図 1）．重症度の経時的変
化は，TC注射後 2週では症状を残すものの，4週
で全指 Grade 1以下に改善していた．TC注射後 6か
月で，2指に再発した（図 2）．MP関節部での腱断
面積比は，TC注射前に平均 1.32であったが，注射
後 4週には平均 1.07と有意に縮小し，以降維持され
ていた（図 3）．治療成績は，TC注射後 4週で Ex-
cellent 19指，Good 2指と満足しており，安定してい
た．注射後 6か月に，再発した Fair 1指と Poor 1指

表 2 Patel & Moradiaの評価法

表 3 対照群における注射前後の重症度と
腱・腱鞘の変化

図 1 トリアムシノロン腱鞘内注射における
超音波画像の変化

 a．  注射前の長軸像
 b．  注射前のMP関節部の短軸像
 c．  注射直後の長軸像：靭帯性腱鞘から

滑膜性腱鞘に及ぶ高輝度像（▽）
 d．  注射直後のMP関節部の短軸像：靭

帯性腱鞘の高輝度像（▽）

図 2 トリアムシノロン注射における重症度の
経時的変化
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を認めた（図 4）．重症度と腱断面積比の関係を腱
鞘の肥厚の有無で比較すると，腱鞘の肥厚があると
より重症な弾発現象を示す傾向があった（図 5）．
皮膚炎，感染，神経損傷，腱断裂等の合併症は認め
られなかった．

症例呈示
代表症例：77歳，女性．
4週前からの左母指の違和感にて受診した．受診
時に解除可能な Lockingを有し，Grade 3であった．
治療前の超音波画長軸像で A1 pulley部で狭窄し，
腱鞘の肥厚を認め，腱断面積比は 2.36であった（図
6）．TC注射を行い，直後の超音波画像で靭帯性腱
鞘から滑膜性腱鞘にかけた高輝度像を認めた．注射
2週後より症状軽快し，4週後に腱鞘の肥厚が消失
し，腱断面積比 1.11となり，Grade 0，Excellentと
症状が改善した．TC注射 12週後では，腱鞘の肥厚
を認めず，腱断面積比 1.11で腱断面積の変化が少な
く，動作時違和感のある Grade 1，Goodで軽快し
ていた．TC注射 6か月後に Grade 3の再発を認め，
超音波画像で腱の肥大と腱鞘の肥厚を認めた．

【考　察】
成人ばね指の発症機序はいまだ明確にされていな
い．その一次性病変の発生部位が腱実質，滑膜性腱
鞘，靭帯性腱鞘のどの部位かは解明されていない．
この現象は屈筋腱と靭帯性腱鞘の大きさが中手骨頭
のレベルで合わなくなるために生じると言われてい

図 3 トリアムシノロン注射における腱断面積
比の経時的変化

図 4 トリアムシノロン注射における治療成績

図 5 トリアムシノロン注射における重症度と
腱断面積比

図 6 症例：77歳，女性，左母指
 a．  TC注射前の長軸像：靭帯性腱鞘の肥

厚（＊）
 b．  TC注射直後の長軸像：靭帯性腱鞘か

ら滑膜性腱鞘に及ぶ高輝度像（▽）
 c．  TC注射 12週後の長軸像
 d．  TC注射 6か月後の長軸像：靭帯性腱

鞘の肥厚（＊）
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る 6)7)．内田らの内視鏡所見によると，ばね指では
滑膜性腱鞘の増殖が認められると述べられている 8)．
Serafiniらは母指から小指を対象にした超音波画像
で疼痛を伴う Clickingや Lockingの症状を有する 44
指において，腱の肥大を全指に，滑膜性腱鞘の肥厚
を 19指（43.2％）に，腱鞘の肥厚を 17指（34.1％）
に確認したと報告した 9)．その中で，Lockingの症状
を有する 15指において，全指に腱・滑膜性腱鞘・靭
帯性腱鞘の肥厚を認めた．Vermaらは小児母指ばね
指 35指に対して，常に弾発現象は A1 pulleyで起こ
り，A1 pulley部での腱の肥大以外に明らかな超音波
画像の異常所見はなかったと報告している 10)．
成人母指ばね指を対象にした本研究では滑膜性腱
鞘を含む腱の肥大を全指に，腱鞘の肥厚を 22指
（78.6％）に認めた．母指は，解剖学的に他の指とは
構造が異なり，弾発現象時の狭窄部位は A1 pulley
部であり，本研究においても示された．対照群の腱
鞘の肥厚に伴う重症化や TC群の腱鞘の肥厚がより
重症な弾発現象を示した傾向にあった結果から，成
人母指ばね指は，小児同様に腱の肥大により発症す
るが，そこに腱鞘の肥厚が加わると，より重症化す
る可能性があることが示唆された．
本研究において，TC注射直後に靭帯性腱鞘から

滑膜性腱鞘にかけた高輝度像を高頻度に認めたこと
から，トリアムシノロンが同部位に留まり，肥大し
た滑膜性腱鞘を含む腱と肥厚した靭帯性腱鞘を縮小
することが推測された．
重症度や治療成績と超音波画像所見の腱の肥大や
腱鞘の肥厚は相関しており，効果発現時期に差はあ
るものの TC注射 4週後には，全指で重症度および
治療成績は軽快し，超音波画像でも健側と同程度に
改善した．早期に確認できた肥大した腱は腱実質と
その周囲の滑膜性腱鞘と思われ，TC注射により増
殖した滑膜性腱鞘の縮小が早期に起こり，次いで肥
厚した靭帯性腱鞘の縮小の結果，症状が軽快したと
推測された．
対象群は，癒着した腱と腱鞘の剥離効果を期待し
て施行したが，症状が増悪して調査中止した．抗炎
症作用のない注射は，組織を刺激し，腱鞘を肥厚さ
せ，より重症化する可能性があることが示唆され
た．また，調査中止後 TC注射を施行し，対象群の
全指で症状が改善した．

【まとめ】
1.トリアムシノロン腱鞘内注射直後に靭帯性腱鞘
から滑膜性腱鞘にかけた高輝度像が高頻度に確認で
きた．

2.滑膜性腱鞘を含む腱の肥大は，重症度および治
療成績と相関していた．

3.トリアムシノロン腱鞘内注射は，肥大した腱や
肥厚した腱鞘を縮小させた．

4.成人母指ばね指の発生機序には，肥厚した腱鞘
が大きく関与していると示唆された．

5.トリアムシノロンが靭帯性腱鞘から滑膜性腱鞘
に留まり，肥厚した滑膜性腱鞘を含む腱と靭帯性腱
鞘を縮小することが推測された．
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【緒言】指節間関節変形性関節症（以下手指 OA）の保存療法の新たな試みとして，手術用手袋の指部分
をサポーターとして装着し，その治療効果を検討したので報告する．
【対象と方法】対象は 2012年 4月から 2013年 10月までに治療した手指 OA女性 8名である．平均年齢

70歳（42～84），平均罹病期間 45か月（1～150），平均経過観察期間 7か月（2～15）であった．罹患指は DIP
関節 13指，PIP関節 5指であった．三興化学工業社製手術用手袋の適度なサイズを選び，指部分を切り取っ
て罹患指に装着した．使用前後の VAS，DASH，および X線写真を調べた．
【結果】8名中 6名に効果がみられたが，変形の高度な 1名は効果がなく，関節固定術に至った．VASは
平均 50から 15へ有意に改善し，DASHスコアは 27から 18へ改善する傾向にあった．
【考察】手袋サポーターは，適度な可動性と安定性を有し，特別な指導が不要であり，DIP，PIP関節ともに
使用できることなどが利点である．しかし不適当なサイズでは効果が得られず，変形の高度な例では適応外
であることが示唆された．

【緒　言】
指節間関節変形性関節症（以下手指OA）は，いま

だ病態，自然経過に関して不明な点が多く 1)，X線所
見と臨床症状は必ずしも一致しない 2)，と言われてい
る．また急性炎症症状は一過性のことが多く，変形
と可動域制限を残して愁訴は軽減する 3)4)．このた
め治療は保存療法が原則であり，固定法としてスプ
リント 5)6)7)，テーピング 8) などは報告されているが，
手袋を使用した報告はみられない．著者らは手術用
手袋の指部分をサポーターとして装着し，その治療
効果を検討したので報告する．

【対象と方法】
対象は 2012年 4月から 2013年 10月までに治療を

行った近位指節間（以下PIP），遠位指節間（以下DIP）
関節のOA患者女性 8名 18指である．平均年齢 70歳
（42～84歳），平均罹病期間 45か月（1～180か月），平
均経過観察期間 7か月（2～15か月）であった．罹
患関節は PIP関節 6指，DIP関節 12指であり，両側
罹患例は 4指であった．内訳は PIP関節では，中指
3指，環指 2指，小指 1指であり，DIP関節は，母指

6指，示指 1指，中指 4指，環指 1指であった．サ
ポーター装着前の治療は，1名が鎮痛薬を内服し，
3名が外用剤を使用していた．
方法は，三興化学工業社製手術用手袋の適度に密

着するサイズを選び，指部分（以下手袋サポーター）
を切り取って，作業時に装着するようにし，PIP，DIP
関節ともに指全体を被覆するようにした（図 1）．効
果判定には，Visual analogue scale（以下 VAS），Dis-
abilities of the Arm Shoulder，and Hand（以下DASH）
を用い，治療前後の変化を調べた．X線学的には，
Kellgren-Lawrence（以下 K-L）の grade分類 9)，側
方偏位，不安定性の有無を計測し，治療効果との関
連を検討した．側方偏位は X線正面像で関節面の
適合が左右非対称であるものとし，不安定性は徒手
的に側方動揺のあるものとした．治療効果の判定に
はWilcoxisonの順位和検定を用い，有意水準 5％
とした．

【結　果】
8名中 6名は手袋サポーターの装着に満足し，2
名は治療方法の変更が必要であった．2名のうち 1

受理日　2014/10/03
鳥取大学医学部　〒683-8504　鳥取県米子市西町 36-1
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名は，罹患指が小指であり適切なサイズがなかった
ため，テーピング療法へ変更した．残りの 1名は効
果がみられなかったので関節固定術を行った．効果
のみられた症例では，装着後 2か月以内に疼痛は軽
減し，日常生活への支障がなくなっていた．装着前
と装着後 3か月での VASの変化は平均 50から 15へ
有意に低下し（P＝0.017）（図 2），DASHも平均 27
から 18へ低下する傾向にあった（P＝0.06）（図 3）．K-L
分類は，grade 1が PIP関節 1指，grade 2が PIP関
節 2指DIP関節 4指，grade 3が PIP関節 1指DIP関
節 3指，grade 4が PIP関節 2指 DIP関節 5指であ
った．不安定性は grade 1の PIP関節 1指，grade 4の
DIP関節 1指に認めた．側方偏位は grade 3の DIP
関節 3指中 2指，grade 4の PIP関節 2指中 1指，
grade 4の DIP関節 5指中 2指に認めた．grade 4
の DIP関節は 2例とも治療効果が得られなかった．
症例提示　症例 1：42歳，女性．主訴：左中指

DIP関節及び右環指 PIP関節痛．現病歴：2年前か
ら誘引なく痛みが出現し，改善が見られないため当
科を受診した．身体所見・検査所見：罹患関節の腫
脹と圧痛がみられたが，関節の不安定性はみられな
かった．K-L分類はいずれも grade 4であった．治
療経過：手術用手袋の中指及び環指部分の装着を開
始した（図 4）ところ，2か月目には VASは 55か
ら 10へ，DASHは 14から 10へ改善した．
症例 2：83歳，女性．主訴：両母指 IP関節痛．
現病歴：5年前から両母指痛が持続し，消炎鎮痛薬
を処方されたが改善しなかったため，前医から紹介
となった．身体所見・検査所見：両母指 IP関節の
腫脹及び圧痛を認め，左側には撓側偏位と不安定性
も認めた．K-L分類では右は grade 3，左は grade 4
で，側方偏位を認めた．治療経過：両母指に対し，
手袋サポーターを装着した．右側は速やかに症状が
改善したが，左側は変わらなかった．治療開始から
3か月目に左母指 IP関節固定術を行った（図 5）．

【考　察】
Heberden結節や Buchard結節のような有痛性の
手指 OAでは，疼痛は自然に軽快，消失することも
あるが，症状の増悪する例もある 8)．治療は保存療
法が一般的であり，消炎鎮痛薬，安静固定などが行
われており，固定方法はスプリント，テーピングな
どが報告されている（表 1）5)6)7)8)．Wattや Ikedaは
DIP関節に対する custom-made splintを報告してお

図 1 手袋サポーター：指部分を切り取って，罹患指に
装着し，PIP，DIP関節ともに，遠位手掌皮線レ
ベル付近まで被覆するようにした．

図 2 治療前後の VASの変化を示す．VASは平均 50
から 15へ有意に低下していた（P＝0.017）．

図 3 治療前後のDASH scoreの変化を示す．DASH 
scoreは平均 27から 18へ低下する傾向（P＝
0.06）にあった．
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り 6)7)，水谷は PIP関節に軟性ポリエチレン製の機能
的スプリントの効果を報告している 8)．また白井は
PIP，DIP関節に対する背側テーピングの有用性を
報告している 9)．いずれも有意差をもって疼痛は改善

しており，自験例も他の報告と同等の結果であった．
サポーターの利点は 1．可動性と指腹の知覚が保
たれること，2．DIP関節だけでなく動きを要する
PIP関節にも使用できること，3．保温効果や適度

図 4 症例 1　42歳，女性，左環指PIP，中指DIPへサポーターを装着した．

図 5 症例 2　83歳，女性，両母指 IP関節へサポーターを装着したが，左
は効果が得られず関節固定術を行った．

表 1 手指 OAの保存療法の比較
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な関節の安定性が得られること，4．固定方法の指
導やスプリントを作成するための特別な道具や技術
が不要であること，5．水仕事も可能であることが
挙げられる．除痛のためには関節を固定することが
有効であるが，スプリントでは手指の運動制限が日
常生活動作の妨げとなりうる 8)．DIP関節に関し，適
度な固定力で除痛は得られる 9) という報告がある．
水谷は PIP関節に対し，ある程度の関節可動域を
保ちうる軟性スプリントの装着で，VASの有意な改
善を認めていた 8)．指先を使用するためにはある程
度の知覚が必要であり，手術用手袋は素材が薄いた
め，知覚を保つことができる．テーピングは装着方
法の指導が必要なこともある．またスプリントは作
成技術や手間がかかるという問題があるが，著者ら
の方法は施設内にある物品で賄うことができ，1か
月程度は破損せずに使用することが可能であった．
またテーピングでは，水仕事ではがれやすいという
問題があるが，手袋サポーターの場合は可能であっ
た．
一方欠点としては，1．不適当なサイズの場合は
装着の継続が困難である，2．変形が高度で側方偏
位を認めるような症例には効果が乏しい，が挙げら
れる．治療を変更した 1例は罹患指が小指であり，
適度なサイズのサポーターを装着することができな
かった．また手術を行った 1例は K-L分類で grade 
4であり，側方偏位のある変形の高度な症例であっ
た．スプリントの良い適応は K-L分類の grade 1か
ら 3であり，偏位や亜脱臼の矯正はできない 6) と
報告されており，grade 4で側方偏位のある症例は，
保存療法の適応外であることが示唆された．

【まとめ】
1．手指 OAに対し，手術用手袋によるサポータ

ーを用いて治療を行い，75％は装着に満足し，VAS
は有意に改善した．

2．手袋サポーターは適度な可動性と皮膚知覚が
保たれ，特別な指導も不要であり，簡便な方法と思
われた．

3．不適当サイズでは装着の継続が困難であり，
また高度な変形例では保存療法の適応外であること
が示唆された．
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手指関節に対する一時的鋼線固定後の関節症性変化
―関節面への K-wire刺入は OAを進行させるか？―
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手指関節を K-wireで貫通固定し，抜釘後も一定期間観察し得た 60例 64関節の OA発生率を，関節外損
傷群と関節内骨折群とで比較検討した．関節外損傷群においては固定した健常関節の評価を行った．使用し
た K-wireは平均 1.5本，固定期間は平均 6.3週，抜釘後観察期間は平均 23.6週であった．関節外損傷群 28
関節の全例で OA発症を認めず，関節内骨折群 36関節中 8関節（22.2％）に抜釘後 2～14週（平均 5.0週）時
点でOAの発症を確認した．術直後の X線画像にて step offが 1mm未満であった 25関節中 4関節（16.0％），
1mm以上であった 11関節中 4関節（36.3％）で OA変化を認めた．
健常関節への K-wire刺入による OAリスクは関節内骨折と比較して極めて小さいことが分かった．step 

offや動揺性を残すよりは，良好なアライメントと固定性を確保するために一時的に固定することが考慮さ
れて良いと考える．

【緒　言】
骨性槌指に対する石黒法などに代表される，手指
の損傷への Kirschner鋼線（以下 K-wire）を用いた
内固定は簡便かつ有用であり，特殊な機器も必要と
しない事から外傷治療の場で汎用されている．損傷
部のみの強固な固定と早期可動域訓練が望ましいの
は言うまでもないが，転位を伴う関節内骨折や不安
定性が大きい軟部組織損傷例，あるいは関節外骨折
でも骨折部のみの強固な固定が困難な例に対しては
指節間関節を一時的に固定せざるを得ない場合があ
り，この際に関節面への K-wire刺入による軟骨損
傷が危惧される．しかし，これによる変形性関節症
（以下 OA）の発生リスクについて客観的に評価し
た報告は渉猟し得ない．
本研究の目的は，指節間関節の K-wire固定によ

る OAの発症リスクを評価することである．過去の
自験例から，関節面損傷のない関節外骨折と，健常
関節面に近いと思われる靭帯損傷あるいは脱臼に対
して施行された鋼線による一時的関節固定後の X
線画像変化を調査し，抜釘後の OA発生率と特徴に
ついて検討した．比較対象として，関節内骨折に対
する一時的関節固定についても同様の検討を行っ
た．

【対象と方法】
2003年 11月から 2013年 3月までの期間に当科
で手術を行い指節間関節を一時的に K-wireで固定
した手指新鮮外傷症例のうち，抜釘後も 2～336週
（平均 23.6週）観察し得た 60例 64関節（年齢 2～83
歳；平均 42.3歳，男性 42例 46関節，女性 18例 18
関節）を対象として，診療録と X線画像を元に後ろ
向き調査を行った．部位別では，遠位指節間（以下
DIP）関節：46，近位指節間（以下 PIP）関節：12，母
指指節間（以下 IP）関節：4，母指中手指節間（以下
MP）関節：1，母指手根中手（以下 CM）関節：1で
あった．
診断の内訳は，腱性槌指に対する DIP伸展位固
定 5関節と靭帯損傷 1関節を合わせた「軟部組織損
傷群」が 6関節，骨幹部開放骨折 20関節をはじめ
とする「関節外骨折群」が 22関節であった．「関節
内骨折群」は骨性槌指に対する石黒法施行例 20関
節を含む 36関節であった．「関節内骨折群」と「軟
部組織損傷群」に対しては，貫通固定した損傷関節
の評価を行い，「関節外骨折群」に対しては骨折部
の整復固定に伴って鋼線固定した健常関節の評価を
行った．切断指など血行再建を要した例，術後に深
部感染を合併した例，当該関節への外傷や炎症性疾

受理日　2014/10/02
＊勤医協苫小牧病院　〒053-0855　北海道苫小牧市見山町 1-8-23
＊＊勤医協中央病院
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患の既往例，受傷時すでに進行した OAを認める例
は予め除外した．
手術は経皮的，観血的を問わず 1.0または 1.2mm

径の K-wireを用いて関節面を貫通，固定した．術中
操作は極力愛護的に行い，骨折治癒後は速やかに抜
釘し可動域訓練を開始した．
術前から最終観察時までの経時的 X線画像を整
形外科専門医 2名がそれぞれ個別に評価した．この
際に患者情報や執刀医名，手術日時を全て伏せ，症
例番号をランダムにしてそれぞれの検者に提示した．
両者によって（1）明らかな関節裂隙の狭小化，ま
たは（2）骨棘形成・軟骨下嚢胞形成・骨リモデリ
ングなどの形態変化のうち，いずれかが陽性と判定
された例を「OA発症あり」とした．抜釘時すでに
これらの所見を認めた例は「変形治癒」と判定し
OAとは区別した．前述の「軟部組織損傷群」と「関
節外骨折群」とを合わせて「関節外損傷群」とし，「関
節内骨折群」との間で X線学的所見の推移を比較
検討した．統計学的検討には Fisherの正確確率検
定を用い，p＜0.05を有意差ありとした．

【結　果】
全 64関節に対して，関節固定に使用した K-wire

は 1～3本（平均 1.5本），固定期間は 3～13週（平均
6.3週）であった．2群で比較すると，関節内骨折群
の方が使用した K-wire本数は多く，固定期間は短
く，抜釘後観察期間は長い傾向であった（表 1）．
また，関節内骨折群において有意に OA発症率が高
かった（p＝0.0075）．骨折例において最終的に偽関
節を生じた例はなく，軟部組織損傷例においても明
らかな関節動揺性が残存した例はなかった．

関節外損傷群 28関節中 1関節に抜釘時の変形治
癒を認めたが，抜釘後の OA発症例は無かった．ま
た，診療録に最終可動域が明記されていたのは 18
関節であり，DIP関節と母指 IP関節（計 15関節）で
は平均 38.3 ，゚PIP関節（3関節）では平均 58.3 で゚あ
った．
関節内骨折群 36関節中，抜釘時の変形治癒を 3関
節（8.3％）に認めた．OA発症は 8関節（22.2％）に
認め，抜釘後 2～14週（平均 5.0週）時点の X線画像
で OA発症ありと判定された．術直後の X線画像に
おける step offの有無で比較すると，step off 1mm
以上の群では 11関節中 4関節（36.4％）に，1mm未
満の群では 25関節中 4関節（16.0％）に OAを発症
し，2群間に統計学的有意差を認めなかった（p＝
0.2137）．
【症例提示】
症例 1（関節外損傷群）：42歳，男性．示指中節

骨開放骨折ならびに伸筋腱損傷に対して径 1.0mm 
K-wire 1本で DIP関節を 8週間固定した．抜釘から
21週後の X線画像で OA発症を認めない（図 1）．
症例 2（関節外損傷群）：13歳，男性．不安定性

の大きい母指MP関節尺側側副靭帯損傷に対して
径 1.0mm K-wire 1本でMP関節を 3週間固定した．
抜釘から 20週後の X線画像で OA発症を認めない
（図 2）．
症例 3（関節内骨折群）：16歳，男性．母指中手骨
基部骨折（Bennett骨折）に対して径 1.0mm K-wire 
2本で CM関節を 8週固定した．関節面 step offは
1mm以上残存した．抜釘から 6週後の X線画像で
「OA発症あり」と判定した（図 3）．

表 1 関節外損傷群 VS 関節内骨折群．
 OAを発症した全 8関節が関節内骨折群であった．
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【考　察】
指節骨骨折に対する手術治療は，鋼線固定の他に

ミニプレート／スクリューシステム 1)，intraosseous 
wiring 2)，創外固定 3) など様々な方法が開発され，
いずれも良好な治療成績とされている．鋼線固定術
は他の方法に比較して積極的な早期可動域訓練に抗
する固定力という面ではやや劣り，cross pinning
法などに際して骨間筋腱帽や側索など複雑な伸展機
構に干渉する危険性も考えられる．一方で経皮鋼線
固定においては軟部組織の侵襲が小さく，特殊な医
療機器の準備も不要で比較的取りかかりやすいた
め，現在も広く採用されている手術法である．
指節間関節内骨折や指節骨骨幹端骨折において不

安定な小骨片の K-wireによる強固な固定が難しい
場合があり，この手技的困難性から関節面の貫通固
定を術中に選択せざるを得ないことがある．関節面
への鋼線刺入は，すなわち医原性軟骨損傷とも考え
られ，それに伴う OA発症リスクは臨床医にとって
大きな関心のあるところである．軟骨欠損面積が大
きければ OA発症リスクが増大することは想像に難
くないが，どの程度の欠損があれば OAを発症する
のかという報告はこれまで無く，実際の経験症例か
ら発生率と時期を把握できたことは臨床上有意義だ
と考える．今回の結果では，径 1.0ないし 1.2mm K-
wire平均 1.4本を用いて健常な指節間関節を貫通固

図 1 終末腱損傷を伴う示指中節骨開放骨折．
 左：術前．
 中：術後．
 右：抜釘後 21週経過時．DIP関節にOA発症を認めない．

図 2 母指MP関節尺副側副靭帯損傷．
 左：術前．
 中：術後．
 右：  抜釘後 20週経過時，OA発症を認

めない．

図 3 Bennett骨折．
 左：術前．
 中：術後 1mm以上の step offが残存．
 右：  抜釘後 6週経過時，CM関節裂隙

の狭小化を認める（黒矢印）．
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定しても抜釘後平均 15.0週までは OAを発症しなか
った．理由としては，この面積の範囲までは軟骨が
再生された可能性，または軟骨欠損に対して行うド
リリング法 4)5)6) と同様に血液や間葉系細胞を誘導
し線維軟骨で修復された，という二点を考え得る．
向田ら 7) は，末節骨骨折に限定してはいるがピン

ニングにおける DIP関節固定例と非固定例を比較
検討している．これによれば，DIP関節固定例の方
が骨癒合期間は短いが伸展不足角が有意に大きいた
め，可能ならば固定しないことを勧めている．自験
例では関節外骨折群において OA発症例は皆無であ
ったにも関わらず最終可動域は低下した．この原因
としては，前述の伸展機構に干渉した可能性に加
え，受傷時の軟部組織損傷の結果生じた腱癒着や拘
縮の関与が疑われる．関節外骨折群の 80.0％が開放
骨折であるをことを考慮すると，関節外骨折の中で
も軟部組織損傷の大きい症例に対して隣接健常関節
の K-wire固定も行う傾向であったと言え，関節固
定のみが可動域制限の要因とは断定できない．
小西池ら 8) は骨性マレット指に対する石黒法に
おいて臨床成績が良好であっても関節面の完全な整
復が得られていたのは 35％に過ぎないと述べ，小
川ら 9) は蟹江の評価基準と術後アライメントの単純
X線評価とでは統計学的に相関が小さかったとして
いる．著者らの結果では，関節面 step offが 1mm
以上の群で統計学的有意差は認めないが OA発生率
が高い傾向であった．骨性マレット指以外の損傷に
おいて術後 OAの有無と臨床成績との相関性は未だ
不明だが，OAの存在が長期的な愁訴に繋がりやす
い事は自明であり，特に関節内骨折においては可能
な限り良好な整復位を目指すべきであることに変わ
りはない．また，OAを発症した 8関節では抜釘後
平均 5週までに OAと判定されており，比較的早期
に画像上の変性所見が出現していた．骨癒合を確認
して画像フォローアップを終了するのではなく，抜
釘後も一定期間の観察が推奨される．

【まとめ】
本研究により，関節内骨折自体と比較して健常関
節面への K-wire刺入による OA発生率は極めて低
いことが明らかになった．手指外傷の治療において
関節軟骨への侵襲を最小限にとどめるべきなのは論
を俟たないが，OAに繋がらない程度の軽微な軟骨
損傷を恐れるあまり step offや骨片の動揺性を残す

よりは，良好なアライメントと固定性を確保するた
めに健常関節を一時的に固定することが考慮されて
良いと考える．
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7） 向田雅司ほか．末節骨骨折に対するピンニングの検
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【目的】当科を受診した PIP関節症（Bouchard結節）の臨床像について報告する．
【対象と方法】過去 3年間のうちに当院を受診した PIP関節症患者 432例から無作為に 190例 522関節を抽
出し，主訴，画像所見，合併症について検討した．
【結果】男性 12％，女性 88％，発症平均年齢は男性 66.1歳，女性 57.8歳．罹患側は右のみ 32％，左のみ

23％，両側 44％．罹患指は中指 31％，環指 30％，示指 23％，小指 16％の順に多かった．主訴は痛み 59％，
変形 18％，拘縮 9％で，X線で変形を認めるが主訴のないものは 22％であった．X線上関節症変化が少ない
時期に，痛みを訴える割合が高かった．X線では Kellgren-Lawrence分類 grade 0：21％，grade 1：16％，
grade 2：33％，grade 3：16％，grade 4：15％であった．Heberden結節合併例は 71％，母指 CM関節症合
併例は 22％，両者の合併例は 15％見られた．屈筋腱腱鞘炎は 66％合併しており，X線上関節症変化の少な
い時期に合併する頻度が高く，屈筋腱腱鞘炎合併群は非合併群に比べて有意に年齢が低かった．また，手根
管症候群の合併率は 12％であった．
【考察】PIP関節症の発症のピークは 50代であり，圧倒的に女性に多い．利き手に関係なく発症し，更年
期障害の時期と重なることから，女性ホルモンの変動と関連して起こるのではないかと推察される．また，
初期には屈筋腱腱鞘炎を伴うことが多い．屈筋腱腱鞘炎の合併率は一般住民の有病率（10.5％）より明らか
に高く，発症要因のひとつと考えられる．進行するに従い変形が進行し，拘縮すると，痛みは減少するが機
能的に大きな障害を残す．

【緒　言】
PIP関節症（いわゆる Bouchard結節を含む）の病
態は，手指 PIP関節の一次性変形性関節症であると
されている．これを引き起こす要因として，遺伝，年
齢，性別などが指摘されているがいまだ明らかではな
い．今回著者らは，当科を受診した PIP関節症患者
の臨床像を検討し，発症要因について考察を行った．

【対象と方法】
対象は 2010年 2月から 2013年 4月までに当科を

受診した 432例の手指 PIP関節症から無作為に抽出
した 190例 522関節（男性 23例 49関節，女性 167
例 473関節）である．
ここで述べる PIP関節症とは，外傷，関節リウマ

チ，乾癬性関節炎，感染などの既往がないこと，PIP
関節に，変形，腫脹，圧痛，可動域制限のいずれか
の他覚所見を認めること，または，単純 X線にて

関節症変化が見られること，単純 X線で正常な場
合は上記の他覚所見があることと定義した．X線分
類には Kellgren-Lawrence分類を用い，grade 0から
4まで 5段階評価を行った．同一患者で自覚症状が
ない関節でも単純 X線で grade 1以上の変化が見ら
れれば対象に含めた．主訴は疼痛，可動域制限，変
形（腫脹を含める），訴えなしのいずれかとし，関
節ごとに主訴の出現時期を聞き取り調査した．訴え
のない関節は単純 X線撮影日を発症時期とした．
検討項目は，発症年齢分布，左右別，罹患指，主
訴，X線分類，合併症（Heberden結節，母指 CM
関節症，手根管症候群，屈筋腱狭窄性腱鞘炎）であ
る．屈筋腱狭窄性腱鞘炎は，A1滑車に圧痛がある
こと，ばね指現象があること，または浅指屈筋腱浮
き上がり現象（bowstringing）があることのいずれ
かで診断した．

40歳以上の一般人口における中指 PIP関節症

受理日　2014/10/02
四谷メディカルキューブ　〒102-0084　東京都千代田区二番町 7-7
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（Kellgren-Lawrence分類 grade 2以上）発症数 1) と，
医療機関を受診した著者らの同部位発症数を比較検
討した．
統計解析には EZR on R commander（version 1.21）
を用い，主訴のうち，疼痛，可動域制限，変形の 3群
間での年齢比較を Kruskal-Wallis検定で，Kellgren-
Lawrence分類ごとの屈筋腱狭窄性腱鞘炎の合併率
の傾向を Cochran-Armitage検定で，また，狭窄性
腱鞘炎の有無による年齢の比較をMann-Whitney U
検定で行い，危険率 5％で有意差ありとした．

【結　果】
発症平均年齢は男性 66.1歳（34-83），女性 57.8歳

（26-89）で，男性は 50代後半から 80代まで分布に
ばらつきがみられ，女性は 50代前半にピークのあ
る正規分布を示した（図 1）．
罹患側は右のみが 32％，左のみが 23％，両側が

44％であった．指別では，中指（31％），環指（30％），
示指（23％），小指（16％）の順に多く見られた．
同時罹患関節数の内訳は，1指 41％，2指 21％，3
指 8％，4指 11％，5指以上が 20％であった．
受診時の主訴は，疼痛が 59％，変形が 18％，可

動域制限が 9％，訴えがなく X線で関節症変化があ
るものが 14％であった．性別で見ると，疼痛およ
び訴えなしの割合はほぼ同じであったのに対し，男
性は女性と比較して変形の訴えは少なく，可動域制
限を訴える割合が高かった（図 2）．単純 X線撮影時
期に影響を受ける「訴えなし」群を除き，疼痛，可動

域制限，変形の3群間での年齢比較を行ったところ，
有意差が見られた（p＝0.024）．さらに post-hoc検
定では疼痛群のほうが有意に変形群より年齢が低か
った（Steel-Dwass法，p＝0.044，図 3）．単純 X線は

図 1 性別年齢ヒストグラム
 男性は 50代後半から 80代まで分布にばらつきが

みられ，女性は 50代前半にピークのある正規分
布を示した． 図 2 主訴の割合

 上段：全体　下段：性別
 男性は女性と比較して変形の訴えは少なく，可動

域制限を訴える割合が高かった．

図 3 主訴別年齢比較
 疼痛，可動域制限，変形の 3群間で年齢に有意差

が見られた（Kruskal-Wallis検定 p＝0.024）．さらに
post-hoc検定では疼痛群が，変形群に比較して有
意に年齢が低かった（Steel-Dwass法，p＝0.044）．
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503関節撮影されており，内訳は Kellgren-Lawrence
分類grade 2が最も多く（164関節，33％），以下0（106
関節，21％），3（81関節，16％），1（79関節，16％），4
（73関節，15％）と続いた．主訴の割合を X線分類
ごとにみると，疼痛は関節症変化がない grade 0と，
あってもごくわずかの grade 1に多く見られた．変形
は grade 2以上に見られた．訴えがないのは grade 1
が 8％，grade 2が 32％，grade 3以上では 10％程度
見られ，X線による重症度とは関連がみられなかっ
た（図 4）．
合併症の割合は，Heberden結節が 135例（71％），

母指 CM関節症が 42例（22％），両者の合併が 28例
（15％）であった．また，手根管症候群は23例（12％），
屈筋腱狭窄性腱鞘炎は 124例（65％）に合併してい
た．狭窄性腱鞘炎の合併率を X線分類ごとにみる
と，grade 0では 81％，grade1では 61％，grade2
以上では 25-33％が腱鞘炎を合併しており，X線分
類で gradeの低い群ほど腱鞘炎の合併率が有意に高
かった（p＝8.63×10-15，図 5）．また，腱鞘炎を合併
する群は，合併しない群と比較して有意に年齢が低
かった（p＝0.001，図 6）．
図 7は Kellgren-Lawrence分類 grade 2以上の変化
を認めた中指 PIP関節での性別年齢ヒストグラムで
ある．図 7 a）は，一般人口における中指 PIP関節症
発症数である 1)．女性は男性のほぼ 2倍で，男女と

もに 60代が最多であった．図 7 b）は自験例の中指
PIP関節発症数で，女性の発症のピークは 60代で
あり，図 1の全発症数での女性のピークより 10年
高齢にシフトしていた．男性は一般人口と比較して
割合が低く，年齢のピークは見られなかった．

【考　察】
PIP関節症の臨床像について論じる場合，X線学

的な関節症変化と，疼痛や障害との間には弱い関連

図 4 Kellgren-Lawrence分類別主訴の割合
 疼痛は grade 0,1に多くみられ，変形は grade 2以

上にみられた．訴えがないのは grade 1が 8％，
grade 2が32％，grade 3以上では10％程度見られ，
X線による重症度とは関連がみられなかった．

図 5 Kellgren-Lawrence分類別腱鞘炎合併の割合
 gradeの低い群ほど腱鞘炎の合併率が有意に高か

った（Cochran-Armitage検定 p＝8.63×10-15）．

図 6 屈筋腱腱鞘炎の有無による年齢の比較
 腱鞘炎を合併する群は，合併しない群と比較して

有意に年齢が低かった（Mann-Whitney U検定 p
＝0.001）．
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しか見られない 2) ため，何らかの愁訴を持つ症候性
PIP関節症と，X線学的に関節症変化を有する X線
学的 PIP関節症とに分ける必要がある．症候性 PIP
関節症には X線学的な関節症変化を有さない PIP関
節炎も含まれる．自験例からも，図 4で訴えのない
症例が X線分類 grade 1以上に万遍なく存在してい
たことから，症候性 PIP関節症と X線学的 PIP関
節症の分布は一致しないといえる．麻生は医療機関
を受診する患者の調査を行い，50-60代の女性に多
く発症し，左右差はなく，両側に多く発症し，職業
との一定の関連はみられないと述べている 3)．著者
らが提示した症例も，女性に多く，50代にピーク
があり，利き手に関係なく発症していた．
自験例の主訴と X線分類の関係（図 4）から，患

者は初期には痛みまたは可動域制限を自覚し，関節
症が進行するに従い関節腫脹や側方偏位などの変形
が進行し，可動域が低下していくと自発的にその変
形した指を動かさなくなり，痛みは減少するが拘縮
した手指を不自由に使用していると思われる．

Bouchard結節の発症要因として，遺伝 4)，性別 2)3)，
年齢 1)，などが指摘されており，いくつもの要因が
複合的に関与していると思われる．ここでは，著者
らが着目している屈筋腱狭窄性腱鞘炎，女性ホルモ
ン，年齢との関連について以下にそれぞれ考察する．

1）屈筋腱狭窄性腱鞘炎との関連
自験例の狭窄性腱鞘炎の合併率は 65％であり，金
子ら 5) が調査した一般住民の有病率 10.5％をはるか

に上回っていた．PIP関節に疼痛や可動域制限があ
り，X線分類で gradeの低い群ほど腱鞘炎の合併率
が有意に高いことから，発症因子のひとつである可
能性がある．牧野らは手指ばね指に合併する PIP関
節屈曲拘縮の原因として，弾発現象に伴い側索が
PIP関節で急激に掌背側移動を強制され，その機械
的刺激により伸筋腱膜，横支靭帯等に浮腫が生じ，
さらに線維化がもたらされると述べている 6)．これ
に対し，Moriyaらは屈筋腱滑膜炎による腱鞘内圧増
加が PIP関節を屈曲位にさせ拘縮にいたるのではな
いかと述べている 7)．著者らは，腱鞘炎により滑膜浮
腫や腱の肥厚がおこり，滑走性が低下するとともに浅
指屈筋腱が付着部の中節骨基部を近位方向に牽引す
ることで PIP関節に慢性的な軸圧がかかり，関節
症変化が起きると推察する．従って，ばね指にとも
なう PIP関節屈曲拘縮は，PIP関節に慢性的に圧迫が
かかる結果，放置すれば PIP関節症へ進行すると考
えられ，Bouchard結節と一連の病態と捉えるのが
妥当と考える．

2）女性ホルモンとの関連
PIP関節症は利き手に関係なく発症しており，い
わゆる「使いすぎ」が原因ではないことは明白であ
る．自験例の患者分布の特徴は，女性に多く，利き
手に関係なく発症し，女性の発症年齢のピークが
50代ということである．一方，女性の更年期障害
はエストロゲンが急激に減少する 45～55歳に発症
する．患者分布が一致することから，エストロゲン

図 7 中指 PIP関節症発症数
 中指 PIP関節に Kellgren-Lawrence分類 grade 2以上の変化を認めるものの

性別年齢ヒストグラム．
 a）一般人口における中指 PIP関節症発症数（計 233例）参考文献 1より改変．
 b）自験例の中指 PIP関節発症数（計 60例）．
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の変動が発症関連因子の可能性がある．エストロゲ
ンには腱の保護作用があり 8)，妊娠，授乳期にエス
トロゲンが急激に減少することにより屈筋腱腱鞘炎
や手根管症候群，de Quervain病を発症しやすいこ
とはよく知られている．PIP関節症は更年期に屈筋
腱腱鞘炎がある一定期間以上続き，関節症変化が引
き起こされるものと考える．一方，手指変形性関節
症の重症度でエストラジオールおよびエストロンの
血中濃度に差がないという報告 9) や，ホルモン補充
療法の治療により手指変形性関節症の有病率に差が
なかったという報告 10) もあり，単に女性ホルモン
の血中濃度や変動幅ではなく，関節や腱，滑膜など
におけるエストロゲン受容体の発現頻度などが関与
している可能性もあり，今後更なる研究が待たれる．

3）年齢との関連
Dahaghinらによると，55歳以上の一般人口では，

18.2％に Kellgren-Lawrence分類 2以上の関節症変
化が見られ，高齢な女性ほど頻度が高かった 2)．
Wilderらは 40歳以上のボランティアを調査し，中指
PIP関節に Kellgren-Lawrence分類 2以上の変化を
認めるものの割合は年齢に比例して高くなると報告
した 1)．これらの報告が，Bouchard結節は加齢とと
もに発症し，臨床の場において「年のせい」と説明
される根拠になってきた．一方，Wilderらの罹病率
を人数の絶対値に直し，それぞれの年齢ヒストグラ
ムから若年群の人数を引くと，それぞれの年代での
発症数が推察できる．ここでは人口の自然減少につ
いては考慮していない．すると発症数は実は加齢と
ともに増加しておらず，60代が最も多かった（図7）．
自験例の検討でも，中指で X線分類 grade2以上を
抽出すると，ほとんど同じような分布になった．以
上より，1）X線学的関節症変化は不可逆的であるこ
と，2）加齢とともに症例が蓄積するため有病率が
高くなるが，発症のピークは 60代であること，3）
X線学的 PIP関節症は症候性 PIP関節症の分布より
約 10年高齢にシフトしていることが分かった．つ
まり，最初は指関節の腫脹等のみであった症例（症
候性 PIP関節症）が，治療をせずに放置していると，
約 10年経過して X線変化が出現し（X線学的 PIP関
節症），Bouchard結節が完成すると考えられる．し
たがって，医療者は症候性 PIP関節症を Bouchard
結節に移行する可能性があると認識して診療に当た
る必要があろう．
尚，図 7で一般人口と比較して自験例では男性の

罹患数が少ない．関節変形の割合は男女間で差がな
いという報告が過去に散見される 1)2) が，外来を訪
れる PIP関節症患者は圧倒的に女性が多数である．
この背景には，男性は女性より審美的要求度が低い
こと（図 2）や，男女間の痛みの発現性にも差があ
るのかもしれない．
本研究の限界は，発症年齢と X線撮影時期にず
れがあること，横断研究のため，自然経過や発生率
に関しては不明であることである．

【まとめ】
当院を受診した PIP関節症の臨床像について報告
した．女性に多く，50代にピークがあり，利き手
に関係なく発症していた．発症初期は疼痛，屈筋腱
狭窄性腱鞘炎の合併が多く，進行すると，上記症状
は消失し，可動域制限と変形が残存していた．
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Heberden結節に対して行った関節固定術の中期成績と
形態学的変化
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【目的】手指 Heberden結節に対する関節固定術後，中期的な変化を明らかにするため，当院の手術成績，
および，単純 X線像における骨・軟部組織の変化について検討した．
【対象と方法】対象は 40例，98指．平均観察期間は 25.6か月であった．関節軟骨の適合性に応じて，背
側を切開し，終止伸筋腱を翻転して関節軟骨を掻爬する切開法（15指），DIP関節背側の橈尺側を 2mmず
つ切開し，骨鋭匙で骨棘と関節軟骨を可及的に掻爬する小切開法（69指），小皮切で固定のみ行う単純固定
法（14指）を行った．固定には Headless compression screw（以下 HCS）を使用し，術翌日から自動運動を
許可した．骨癒合期間，合併症，患者立脚型評価，DIP関節の X線学的経時的変化を検討した．
【結果】平均 2.9か月で骨癒合し，固定角度は平均 3.6度であった．観察期間中 5指（5％：小切開法 3，
単純固定法 2）に偽関節を認め，再手術を要した．最終観察時に知覚障害 10指（10％），爪変形 2指（2％）
が見られた．つまみ動作に困難がないのは 52％，手術の満足度が高かったのは 76％で，Visual Analogue 
Scale（以下 VAS）が低いほど満足度が高かった．つまみやすさを高めた因子は VAS低値，軽度屈曲位，小
切開法，術後指が太くなったと自覚したことであり，左右別，指別などは満足度，つまみやすさとは関連が
みられなかった．術後関節面横径は増加し，末節骨基部と軟部陰影幅は徐々に減少した．
【考察】関節面の軟骨切除量と関係なく強固なスクリュー固定により骨癒合が得られた．また，術後骨の
リモデリングと軟部組織の萎縮により DIP関節周囲径は減少するものと考える．

【緒　言】
手指 Heberden結節に対して保存療法が無効な場
合は，関節固定，骨棘切除，関節形成，人工関節置
換などの各種手術療法が選択される．関節固定術
は，除痛や変形の矯正を目的に行われ，骨癒合率，
合併症発生率などの見地から，安定した術後成績が
報告されている．著者らが行っている HCSを用い
た関節固定術は小侵襲かつ短時間で実施可能であ
る 1)．本研究では観察期間を延長し，当院の中期成
績，および単純 X線像における骨・軟部組織の変
化について検討した．

【対象と方法】
対象は，2010年 5月から 2013年 6月まで DIP関
節固定術を受けた 250指のうち，1年以上経過観察
できた 40例，98指である．男性 2例，女性 38例，右
43指，左 55指で，母指 4指，示指 32指，中指 28指，

環指 16指，小指 18指であった．1症例で複数指手
術したのは 20例あり，1症例で 8本が最高であった．
術前症状は疼痛 41指，変形 48指，両者の合併が 9
指で，側方動揺が 4指に見られた．術前から PIP関
節可動域制限が見られたのは 2例 5指であった．平
均年齢は 58.8歳（42-78），平均観察期間は 25.6か月
（13-46）であった．術前X線分類（Kellgren-Lawrence
分類）は grade 2：3指（3％），grade 3：22指（22％），
grade 4：73指（74％）で，後述する手術法の違いに
より分布の差はなかった．
手術方法
手術は局所麻酔（腱鞘内ブロック）で行った．術

前の DIP関節の適合性によって 3つの手術方法に分
けた．最終的には手術時透視下にアライメントを整
えた時点で手術法を決定した．
切開法：骨欠損が大きい場合や，骨棘のため関節
面が接しない場合は，DIP関節背側に横皮切を置き，

受理日　2014/10/01
四谷メディカルキューブ　〒102-0084　東京都千代田区二番町 7-7
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伸筋腱を切離翻転し，関節軟骨を直視下に小骨鋭匙
で掻爬した．関節固定後，伸筋腱は再縫合した．
小切開法：骨欠損，骨棘が小さい場合や，側方偏位
がある場合は，背側皮膚の橈側または尺側を 2mm
切開し，軟骨を透視下に小骨鋭匙で掻爬した．
単純固定法：関節面の適合性が良好な場合は軟骨
の切除は行わなかった．
（以下共通）固定には HCSを用いた．Acutrak 2® 

micro（ACUMED社），DTJ screw® mini（メイラ社）
は側爪郭中枢で側正中線上から関節を貫いて中節骨
対側に向かって斜めに挿入した．その際，ピンチ動
作を妨げないために，母指と小指は橈側から，示指，
中指，環指は尺側から挿入したが，側方偏位がある
場合は偏位を矯正する方向から挿入した．Acutwist®

（ACUMED社）は指尖部から末節骨に挿入し，中節
骨骨髄中央に留置した（図1）．術後外固定は行わず，
翌日から PIP関節，MP関節の自・他動可動域訓練
を自分で行うよう指導した．
検討項目
検討項目として，合併症（偽関節，遷延癒合，知
覚障害，爪変形，感染，皮膚壊死）の有無を調査し，
最終観察時の安静時および運動時 VASの聞き取り
と，患者立脚型評価としてアンケートを行った．質
問内容は，（ⅰ）現在手術をした指と親指でつまむ動

作はできますか？（1：全く困難なし，2：やや困難，
3：中等度困難，4：かなり困難，5：できなかった），
（ⅱ）あなたの第 1関節は手術前と比べて太さの変
化を感じますか？（1：明らかに細くなった，2：や
や細くなった，3：変わらない，4：やや太くなった，
5：明らかに太くなった），（ⅲ）現在日常生活で不
自由を感じることはありますか？（1：まったく感
じない，2：やや不自由，3：中等度不自由，4：か
なり不自由，5：まったく使えない），（ⅳ）他の指
に同じ症状があったら，または友人や親戚に同じ症
状があったら，手術を勧めますか？（1：強く勧める，
2：勧めてもよい，3：どちらでもない，4：あまり
勧めない，5：絶対勧めない）の 4項目とした．また，
不自由な場合の具体的作業，手術を受けてよかった
ことを自由記載とした．
単純 X線で，骨癒合するまでの期間，関節固定
角度を調査し，術後浮腫が消失すると思われる術後
1か月および，3，6か月，最終観察時に正面像およ
び側面像の末節骨基部幅，正面像の中節骨関節面
幅，および軟部陰影幅を計測した．
統計解析
上記の患者アンケート項目（ⅰ）を，1：明らかに

細くなった，2：やや細くなったと答えた群と，3：変
わらない，4：やや太くなった，5：明らかに太くな

図 1 各種 Headless compression screwと挿入方法
 a）  Acutrak 2® microまたは DTJ screw® miniを挿入するときは，側爪郭中枢

で側正中線上から関節を貫いて中節骨対側に向かって斜めに挿入する．
 b）  Acutwist®を挿入するときは指尖部から末節骨に挿入し，中節骨骨髄中

央に留置する．
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ったと答えた群の 2群にわけた．同様に，項目（ⅱ）
を 1：全く困難なしと答えた群と，2：やや困難，3：
中等度困難，4：かなり困難，5：できなかったと答
えた群に，項目（ⅳ）を 1：強く勧める，2：勧めて
もよいと答えた群と，4：あまり勧めない，5：絶対
勧めないと答えた群にわけ，前者を満足度の高い
群，後者を満足度の低い群とし，2群間比較した．
満足度，つまみ動作に与える因子の検討として，合
併症（偽関節，知覚障害，爪変形，感染，皮膚壊死）
の有無，左右別，指別，術前症状，術前 X線分類，
手術方法，太さの自覚変化，PIP関節可動域制限の
有無を Fisherの正確検定で，VAS，骨癒合期間，
固定角度をMann-Whitney U検定で，年齢，軟部正
面幅変化値を student-t検定で単変量解析を行った．
満足度を目的変数，VAS，つまみ動作，PIP関節可
動域制限の有無，固定角度，太さの変化を説明変数
としてロジスティック回帰分析を行った．また，つ
まみ動作を目的変数，VAS，PIP関節可動域制限の
有無，術前 X線分類，固定角度，術前症状，手術法，
太さの変化，合併症のうちの知覚異常を説明変数と
してロジスティック回帰分析を行った．統計解析ソ
フトには EZR on R commander（version 1.21）を用
い，p＜0.05を統計学的に有意であると判断した．

【結　果】
骨癒合期間は平均 2.9（1-10）か月で，切開法，小
切開法，単純固定法の順に平均 2.1（1-3）か月，2.9
（1-10）か月，3.5（1-10）か月であった．また，合併
症として，偽関節は 5％，遷延癒合が 3％，知覚障
害が 10％，爪変形が 2％見られた．感染，皮膚壊死
などは見られなかった．手術法の違いにより骨癒合
期間，合併症頻度に統計学的有意差は見られなかっ

た（表 1）．また，固定材料による骨癒合期間の違い
は見られなかった．平均固定角度は 3.6度であった．
最終観察時の VASは安静時平均 1.6±8.0，動作時平
均 5.0±13.2であった．
術後の患者立脚型評価では，（ⅰ）つまみ動作が全
く困難なしと答えたのは 52％，（ⅱ）DIP関節が細
くなったと自覚したのは 69％で，手術法別では切
開法 61％，小切開法 70％，単純固定法 71％であり，
手術法によって太さの自覚の変化に有意差はなかっ
た（p＝0.799）．（ⅲ）日常生活で不自由を全く感じ
ないと答えたのは 48％であった．（ⅳ）ほかの指や
他人に同じ手術を勧めるか聞いたところ，勧めると
答えたのは 76％であった（図 2）．不自由と答えた
症例の具体的作業は，小さいものをつまむ，包丁を
使うことなどであった．手術を受けてよかったこと
は，痛みが取れたことや，変形がなくなり，人前に
手が出せるようになったことなどであった．
術後満足度の高さに影響を与えた因子として単変
量解析では VAS，つまみ動作が，多変量解析では
VAS低値が有意とされた．つまみやすさに与えた因
子として単変量解析ではVAS，PIP関節可動域制限，
術前 X線分類が，多変量解析では VAS低値（つま

表 1 手術成績
 手術法の違いにより骨癒合期間，合併症頻度に

有意差は見られなかった．

図 2 患者立脚型評価
 最終観察時のアンケート結果．つまみ動作，指の

太さの自覚変化，不自由度，手術を他の指または
他人に勧めるかを 5段階評価した．尚，手術法によ
って太さの自覚の変化に有意鎖はなく（p＝0.799），
X線での軟部陰影幅と太さの自覚の変化に相関は見
られなかった（Spearmanの順位相関係数 0.165）．
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みやすい群：平均 1.2±5.65，つまみにくい群：平均
10.26±17.65），固定角度高値（つまみやすい群：平
均 4.9±7.12度，つまみにくい群：平均 2.3±5.49度），
手術法（小切開法はつまみやすい），太さの変化（太
くなったと自覚した人はつまみやすい）が有意とさ
れた（表 2）．
単純 X線では，正面像および側面像の末節骨基
部幅は時間の経過とともに有意に減少していった
（図 3-a，4）．正面像中節骨関節面幅は，逆に増加し
ていった（図 5）．正面像軟部陰影幅は経時的に減
少した（図 6）．側面像軟部陰影幅は減少傾向だっ
たが，有意差は見られなかった（図 7）．最終観察
時に上記 X線各種計測値は正面像末節骨基部幅を

除いて有意差は見られなかった．図 3-bに正面像末
節骨基部幅の手術法別結果を示す．最終観察時に
は，切開法，小切開法，単純固定法の順に正面像末
節骨基部幅は減少していた．また，経時的には小切
開法のみが有意に減少していた．

【考　察】
関節外科手術の目的は（1）無痛性，（2）支持性，

（3）可動性，（4）変形の矯正にある．Heberden結
節は，関節可動域の低下と変形の完成と同時に疼痛
が自制内となり self-limitingとなることが多いが，
疼痛が強く残る場合があり，保存療法が奏功しなか
った疼痛の残存や変形に対して手術適応がある．

表 2 満足度，つまみ動作に影響を与える因子の検討

 * Fisherの正確検定 　**カイ 2乗検定　 ¶ Mann-whitney U検定　 ¶¶ student t 検定
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関節固定術は（1）（2）（4）を得ることができ，現
時点での標準治療である．人工関節置換術は（3）が
得られるが，残念ながら，いまだ安定した結果が得
られておらず，除痛目的に行うことはあっても，変
形の矯正や可動域の改善を目的として手術を行うこ

図 3 正面像末節骨基部幅
 a）  Repeated-Measures ANOVA　p＝0.011
  Post-hoc検定（Holm法）
  * p＜0.05　** p＜0.01
 b）  最終観察日変化率平均値の手術法による比較

（一元配置分散分析）
  末節骨基部横径　p＝0.001
  Post-hoc検定（Tukey法）
  ¶ p＜0.05　¶¶ p＜0.01
 経時的変化で有意差があったのは小切開法のみ

（Repeated-Measures ANOVA，p＝0.006）
  Post-hoc検定（Holm法）
  * p＜0.05　** p＜0.01

図 4 側面像末節骨基部幅
 Repeated-Measures ANOVA　p＝0.001
 Post-hoc検定（Holm法）　* p＜0.05

図 5 正面像中節骨関節面幅
 Repeated-Measures ANOVA　p＝8.3×10-9

 Post-hoc検定（Holm法）　** p＜0.01

図 6 正面像軟部陰影幅
 Repeated-Measures ANOVA　p＝0.001
 Post-hoc検定（Holm法）　** p＜0.01

図 7 側面像軟部陰影幅
 Repeated-Measures ANOVA　p＝0.270
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とはない 2)．
DIP関節固定法には様々な報告がある 3)4)5)．多く

は DIP関節背側を切開し，伸筋腱を一旦切離して
骨棘や関節軟骨，軟骨下骨を切除した後 HCSや
Kirschner wireなどで固定している．しかしながら，
骨切除量が多いため指が短縮し，整容的に満足が得
られない場合がある．患者の大半は女性であり，審
美的要求度が高いことから，著者らはなるべく小皮
切かつ，最小限の骨切除量で患指の短縮や術後の疼
痛を少なくするように工夫している．

Songらによると，韓国人の末節骨髄腔最狭部は
中指が平均 3.17mm，小指 2.64mm，中節骨は中指
2.1mm，小指 1.83mmで，韓国人は白人より小さいた
め，インプラントは Acutrak® fusion（直径 2.0-2.5mm）
が最適としており，末節骨遠位から伸展位で挿入し
ている 6)．著者らは，固定角度はつまみやすさを考慮
して示指中指は 5-10度，環指小指は整容的に伸展
位が望ましいと考えている．患者職業や日常生活動
作を考慮し，患者と術前に角度を決める．Acutrak 2® 
micro，DTJ screw® miniを用いた著者らの方法では
軽度屈曲位固定が可能であるし，伸展位固定する場
合は Acutrak® fusionより細い Acutwist®が中節骨髄
腔に十分深く入っていれば固定力は十分であり，爪
母を損傷する危険性は低いと考えている．ただし，
中節骨髄腔が狭く screwが進まない場合や，PIP関
節にシリコンインプラントを用いた人工関節置換術が
されている場合は 90-90 wiring法 7) などに切り替え
ている．
合併症について考察する．自験例で発生した偽関
節 5指のうち，小切開法は 3指，単純固定法が 2指
であった．指別では母指 2指，示指 1指，中指 1指，
小指 1指で，DTJ screw® miniが 3指，Acutrak 2® 
microが 2指で，screw長は 10-14mmであった．個々
の症例を見ると，偽関節の原因は screw長が短く固
定性が不良だったためと考える．全例 18mm以上の
screwに入れ替えて骨癒合を得た．
遷延癒合した 3指は Seagull wing patternsを示す

erosive OAや，側方偏位を矯正した結果，固定関節
面の接触面積が小さくなった症例であり，関節面接
触が少ない場合は切開法を選択し，関節面をより適
合させる必要があったと考える．
知覚異常をきたした症例は末節部全体がじんじん
するといった異常知覚が大半であった．切開法1指，
小切開法 5指，単純固定法 4指に見られ，単純固定

法の発生率が高い傾向にあった．インプラント，刺
入部位，手術回数とは関連が見られなかった．軟骨
切除量が少ないほど知覚障害が多く，残存した軟骨
に圧迫力がかかることや関節包の変形などが関与し
ている可能性があるが，その原因については明らか
ではない．
術後の患者立脚型評価および X線の経時的変化か
らいえることは，満足度，つまみやすさを高める因
子はどちらも痛みがないことなので，除痛を手術の
最大の目的とするべきだということである．日常診
療において，患者の主訴の大半は疼痛と変形であ
り，可動域制限の改善を希望する症例は極めて少な
い．また，術後も PIP関節が動けば日常生活で不
自由を感じることは少ないため，関節固定術は患者
のニーズに答えているといえる．つまみやすさを高
める因子は他に軽度屈曲固定位，小切開法，太くな
ったと感じたことである．他覚的には 99％軟部正
面幅が小さくなったのに，実際には太くなったと自
覚した人は 11％，細くなったと自覚した人は 69％
であり，単純 X線の軟部陰影幅と，本人が自覚す
る太さの変化に相関関係は見られなかった．術前に
は痛みや側方動揺のためにつまみ動作が難しかった
のが，術後，指の支持性が高まったため，実測値で
は DIP関節は細く変化していても主観的には太く
しっかりしたように感じているのではないか．当初
左右別，指別，術前症状などで満足度やつまみやす
さで有意差が出ると予想していたが，統計学的には
有意差は見られなかった．
動物実験では，関節面への持続的圧迫が軟骨壊死

をきたす 8)．関節を不動化すると，関節軟骨が周囲と
癒着し，線維性強直にいたる 9)．関節内に炎症を起
こすと，線維性強直から軟骨性強直を経て，骨性強
直を生じる 10)．本術式では，screw挿入に伴う骨髄
からの出血が炎症を惹起し，HCSが関節面に持続
的な圧迫をかけることで骨癒合にいたると考える．
軟骨切除量に関係なく骨癒合が得られ，骨癒合率は
95％であり，関節軟骨をすべて切除する過去の報
告 3)4)5) と同程度であった．
長期的な形態学的変化として，リモデリングによ
り骨棘が吸収されると同時に関節レベルでは骨断面
積が増大する．軟部組織は，肥厚していた靭帯や関
節包が萎縮するため，全体として DIP関節周囲径
は減少すると考えられる（図 8）．したがって，短期
的に関節変形を矯正したいという希望がなければ，
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整容目的の骨棘切除は不要であろう．

【まとめ】
手指 Heberden結節 98指に対して関節固定術を行
った．関節面の軟骨切除量と関係なく強固な screw
固定により骨癒合が得られた．患者立脚型評価か
ら，術後痛みが少ないほど満足度が高く，つまみや
すいと感じたのは痛みが少なく，軽度屈曲位で，小
切開法，術後太くなったと自覚した症例であった．
他覚的には単純 X線で末節骨基部幅，軟部陰影幅
は経時的に減少し，正面像中節骨関節面幅は増加し
た．術後骨のリモデリングと軟部組織の萎縮により
DIP関節周囲径は減少すると考える．

【文　献】
1） 桑原眞人ほか．Heberden結節に対する小切開関節固
定法．整・災外 55: 207-212, 2012．

2） 石突正文ほか．表面置換型人工指関節の開発と臨床応
用．日手会誌 15（1）: 188-191, 1998．

3） Villani F, et al. Distal interphalangeal joint arthrodesis 
for degenerative osteoarthritis with compression screw: 
results in 102 digits. J Hand Surg Am 37（7）: 1330-1334, 
2012.

4） Olivier LC, et al. Arthrodesis of the distal interphalange-
al joint: description of a new technique and clinical fol-
low-up at 2 years. Arch Orthop Trauma Surg 128（3）: 
307-311, 2008.

5） Cox C, et al. Arthrodesis of the thumb interphalangeal 
joint and finger distal interphalangeal joints with a head-
less compression screw. J Hand Surg Am 39（1）: 24-28, 
2014.

6） Song JH, et al. Distal interphalangeal joint arthrodesis 
with a headless compression screw: morphometric and 
functional analyses. Arch Orthop Trauma Surg 132（5）: 
663-669, 2012.

7） 福本恵三．90 -゚90 i゚nterosseous wiring法によるHeberden
結節のDIP関節固定術．関節外科 30（8）: 941-946, 2011．

8） Trias A. Effect of persistent pressure on the articular 
cartilage. An experimental study. JBJS Br 43: 376-386, 
1961.

9） 渡邊晶規ほか．関節拘縮における関節構成体の病理組
織学的変化―ラット膝関節長期固定モデルを用いた検
討―．理学療法科学 22（1）: 67-75, 2007．

10） Yamashita N, et al. Arthritis induced immunologically 
with cationic amidated bovine serum albumin in the 
Guinea pig. Virchows Arch B Cell Pathol Incl Mol 
Pathol 60（1）: 57-66, 1991.

図 8 関節固定術後指の形態学的変化
 54歳女性，右中指は尺屈し，DIP関節の腫大，動揺がみられた．術前 X

線 Kellgren-Lawrence分類 grade 4．小切開法で屈曲 5度にて関節固定し
た．術後 2年で DIP関節周囲径は減少し，単純 X線では DIP関節背側
の骨棘は吸収され，DIP関節断面積は増加した．



－ 125－

日手会誌（J Jpn Soc Surg Hand），第 31巻　第 4号　473-476，2015

関節リウマチにおける伸筋腱断裂修復術後の
low profile splintの試み
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関節リウマチの手関節部伸筋腱断裂修復術後の症例 6例に早期運動療法で low- profileな splintを使用し
て治療を試みた．結果，術前平均MP 伸展 -35.9 屈゚曲 82.7 ，゚平均 DASH score D/S　29・S/m 34.4・Work 
34.4が，術後平均MP伸展 4.5 屈゚曲 86 ，゚平均 DASH score D/S 13.5・S/m 6.25・Work 2.1と，比較的良好
な成績を得られた．しかし，手関節の背屈制限が強い患者に対しては，MPの屈曲制限をするなどの工夫が
必要と考える．

【緒　言】
関節リウマチ（以下 RA）の伸筋腱断裂修復術後
の早期運動療法では，outrigger splint 1) や taping 2)

が用いられる．しかし，outrigger splintは bulkyで，
日常生活動作（以下ADL）で不便なことが多々ある．
また，tapingは，ずれてしまうことがあり，症例に
よっては，自分で巻直しが困難なことがある．そこ
で，練習時の着脱が簡便な low profile splintを使用
して治療を試みた．その効果について検討し，報告
する．

【対象と方法】
対象は，陳旧性手関節部伸筋腱断裂と診断され修
復術を施行した RA6例である．性別は，女性 5例，
男性 1例，年齢は 57～70歳，平均 63歳．断裂腱は，
中～小指 2例，環小指 3例，小指 1例であった．手
術は，長掌筋腱を用いた腱移植術 4例，隣接腱に縫
合する腱移行術 2例が施行された．全例手関節形成
術が合わせて行われた．手関節形成術は，Modified 
Sauve’-Kapandji法が 2例，Darrach法が 4例に施行
された（表 1）．平均経過観察期間は，4～13ヵ月，

受理日　2014/09/29
聖隷浜松病院　〒430-8558　静岡県浜松市中区住吉 2-12-12

表 1 症例の内訳
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平均 7.1ヵ月であった．
［セラピィプロトコール］
術後 48時間以内に low profile splintを作製し，

セラピィを開始した．splintは，2つのパーツから
なり，ひとつは手関節20 背゚屈位のcock up splint（図
1.a）であり，もうひとつは，MP関節から DIP関
節を 0 に゚保持する手指伸展 splint（図 1.b）である（図
2）．練習時のみ，手指伸展 splintを除去して練習を

行った．セラピィ内容は，PIP DIP関節伸展位での
MP関節 自動屈曲・伸展（図 3），他動伸展保持訓練，
MP関節伸展位でのPIP DIP関節屈曲・伸展運動（図
4）を 1時間毎に 10回程度施行した．術後 2週より
MP関節～DIP関節同時屈曲・伸展運動を開始した．
抜糸後より渦流浴を施行，術後 3週より splintを除
去して手指・手関節・前腕の自動運動を開始した．
また，手関節背屈位での手指伸展運動を追加した．

図 1 作製した 2parts splint
 a．Cock up splint　b．手指伸展 splint

図 2 splint装着時

図 4 a．MP伸展位 PIP/DIP屈曲
 b．MP伸展位PIP/DIP伸展（練習用 splintを使用）

図 3 a．PIP DIP伸展位でのMP自動屈曲
 b．IP DIP伸展位でのMP自動伸展
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術後 6週で ADLでの食事や更衣などの軽作業での
み患手の使用を許可した．また，腱や皮膚の癒着周
囲に軟部組織の柔軟性向上目的に超音波治療を施行
した．術後 8週より伸展拘縮があれば，MP関節を
屈曲方向に rubberbandで牽引する拘縮解離用
splintを作製した．12週で ADLや仕事すべての制
限を解除した．
術前後の各指毎のMP関節 伸展・屈曲角度，術
後握力（健側比），DASH scoreを調査した．

【結　果】
術前のMP関節平均ROM（平均値±標準偏差）は，
中指 伸展 -41±29.7 屈゚曲 85±7.1 ，゚環指 伸展 -24.8
±39.7 屈゚曲 81±5.5 ，゚小指 伸展 -42±21.6 屈゚曲 82
±4 ，゚全指では，伸展　-35.9±30.3 屈゚曲　82.7±5.5 ，゚
術後のMP関節平均 ROMは，中指 伸展 -2.5±31.8゜
屈曲 82.5±3.5 ，゚環指 伸展 5.4±21.5 屈゚曲 89±8.2 ，゚
小指 伸展 10.5±25.0 屈゚曲 86.5±4.2 ，゚全指では，伸
展　4.5±26.1 屈゚曲　86±5.3 だ゚った．術後握力（健側
比）は，92.0％だった．術前平均 DASH scoreは，
Disability/symptom（以下 D/S）29.0，Sports/music 
34.4，Work 34.4，術後平均 DASH score は，D/S 
13.5・Sports/music 6.25，Work 2.1であった．
【症例】
57歳女性，診断は，RAに伴う右中指～小指伸筋
腱皮下断裂である．最初は，右小指MP関節の伸
展不可となり，その約 1週後に環指のMP関節の
伸展が不可となった．さらにその 2週後，中指の
MP関節の伸展が不可能となった．中指の伸筋腱断
裂 3日後に，手術が施行された．手術内容は，PLか
らの腱移植術とModified S-K法による手関節形成

術が施行された．セラピィは，術後 2日より前述し
たプロトコールと同様に施行した．特に注意した点
は，術後 3週までは，伸展 lagに注意しながら，MP
関節 屈曲角度の向上をめざした．術後 3週から 6週
の間は，腱縫合部や皮膚の癒着が強くなる時期なの
で，手関節中間位および背屈位での手指自動伸展運
動・他動伸展保持運動をしっかり施行するようにし
た．術前のMP関節伸展角度は，中指　-20 ，゚環指　
-40 ，゚小指　-65 ，゚屈曲は，すべて80 で゚あった（図5）．
手関節背屈は，45 掌゚屈　20 で゚あった．DASH score
は，Disability/Symptom33.3   Sports/music 18.8 
Work 18.8であった．術後 12ヵ月のMP関節の伸展
角度は，中指 20 環゚指 25 小゚指 20 ，゚屈曲は，中指　
85 環゚指 95 小゚指 90 だ゚った（図 6）．手関節背屈は，
70 掌゚屈　40 で゚あった．また，手関節背屈位でのMP
関節伸展角度は，中指 5 環゚指 15 小゚指 20 ，゚手指屈
曲位での手関節掌屈角度は，30 で゚あった．DASH 
score は，Disability/Symptom 7.5  Sports/music，

図 5 術前の指伸展状態

図 6 a．術後 12ヵ月の指伸展状態
 b．術後 12ヵ月の指屈曲状態
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Work共に 0と比較的良好な成績を獲得した．

【考　察】
陳旧性手関節部伸筋腱断裂修復術後の早期運動療
法で low profile splintの使用を試み，術後 ROM，
DASH score共に比較的良好な成績が得られた．通
常，RA伸筋腱断裂修復術後のセラピィでは，high 
profileの outriggerや石黒法による tapingを用いた
自動運動が施行されている．outriggerを使用して
のセラピィでは，伸筋腱の近位方向の腱滑走は，得
られず，splintがバルキーなため，ADLで問題が生じ
ることが多々ある．また，石黒法による tapingを用
いた自動運動は，tapeがずれたり，隣接指に重ねて
tapingするため，小指（尺側側）のMPが十分に屈曲
できずMP関節の伸展拘縮が生じやすい．今回，報告
した splintは，掌側 baseの static typeのため，out-
riggerのように突出しておらず，更衣動作のさい邪魔
になるなど splintによる ADLでの問題もほとんどみ
られない．また，cock up splintを装着した状態で，
MP関節の自動伸展運動をおこなえるため，安全に
近位方向の確実な腱滑走がえられ，MP関節の屈曲
も制限されないので，伸展拘縮も生じにくい．早期
に安全にMP関節の自動伸展運動が施行可能とい
う点では，伸筋腱断裂修復術後の後療法の一手段と
して有効な splintであると考えられる．

【まとめ】
RAの伸筋腱断裂修復術後の早期運動療法で，練

習時の着脱が簡便な low profile splintを使用して治
療を試みた．その結果，術後の ROM，DASH score
ともに比較的良好な成績が得られた．早期に安全に
MP関節の自動伸展運動が施行可能という点では，
伸筋腱断裂修復術後の後療法の一手段として有効な
splintであると考えられる．

【文　献】
1） 久保匡史ほか．関節リウマチによる伸筋腱断裂後に対
する早期運動療法の経験．日本作業療法学会抄録集 
45: 95-95, 2011．

2） 中嶋英一ほか．RA手指伸筋腱再建術後の手指機能評
価～手術後 1年経過者を対象に～．日本作業療法 22: 
5146-5146, 2003．
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著者らは 1997年 12月以来，特発性手根管症候群患者に対して手指屈筋腱腱滑膜切除法を行い，短期なら
びに長期成績について概ね良好であることを報告してきた．しかし，本法を施行した患者のなかには，術後
にしびれ感が持続する症例や ADL機能の回復が悪い症例も存在した．そこで，これら成績不良例の検討を
行った結果，男性，高齢者，1年以上の長期罹病，知覚著明低下，不十分な手根管内圧の除圧が成績不良因
子である可能性が示唆された．この結果を鑑み，2011年 2月より 60歳未満の女性に限定し，術後手根管内
圧を 10mmHg以下にすることを目標に本法を行った．その結果，各評価項目とも術前に比し術後 6か月時
において改善し，pillar painを訴える症例もなく，先行研究で成績不良と定義した DASH scoreに該当する
症例はなかった．したがって，手指屈筋腱腱滑膜切除術は適応を限定し，手根管内を十分減圧することで，
さらに安定した成績が得られると考えられた．

【緒　言】
著者らは 1997年 12月以来，特発性手根管症候群

（CTS）患者に対して手指屈筋腱腱滑膜切除法を行
い，短期ならびに長期成績について概ね良好である
ことを報告してきた 1)2)．しかし，手指屈筋腱腱滑膜
切除術を施行した患者のなかには，術後にしびれ感
が持続する症例や ADL機能の回復が悪い症例が存
在した．そこで，これら成績不良例の検討を行った
結果，男性，高齢者，1年以上の長期罹病，知覚著明
低下，不十分な手根管内圧の除圧が成績不良因子で
ある可能性が示唆された 3)．この結果を鑑み，2011年
2月より 60歳未満の女性に限定して本法を行った
ので，その治療成績を報告する．

【対象と方法】
対象者
2011年 2月から 2013年 9月までに，当院にて特

発性手根管症候群に対し手指屈筋腱腱滑膜切除術法
を行い，術後 6か月まで追跡調査可能であった 22名
26手である．全例女性で，手術時年齢平均 50.3±
6.3歳（37～57歳），罹病期間は平均 19.0±31.0か月
（0.7～120か月）であった．

手術適応
すでに母指球筋の萎縮を来している場合，神経伝
導速度が導出不能の場合，保存的加療（ギプスシー
ネ固定や消炎鎮痛剤，ビタミン B12などの内服）
を行うも，痺れや夜間痛などの痛みが改善せず手術
を希望された場合，筋力が徐々に低下し進行してい
る場合，神経伝導速度の遅延が進行している場合な
どを総合的に判断し，手術適応としている．
手術方法
上腕部でエアーターニケットを装着．手関節手掌
のクリーゼ上にくの字の皮切を置く．長掌筋腱を橈
側によけ直下の浅筋膜を切開し，横手根靱帯直下で
手根管内圧を測定する．その後正中神経を橈側によ
け，手指を他動にてゆっくりと屈曲・伸展させなが
ら，浅指屈筋・深指屈筋腱滑膜を可能な限り切除す
る．この時指伸展時に浅指屈筋腱筋腹が手根管内に
入り込むような場合は，その部分の筋を切除する．
さらに手掌部で中・環指の指間の近位延長線上で屈
筋支帯の遠位部にあたる部位に約 1.5cmの皮切を
置く．手掌腱膜を縦切し，屈筋支帯遠位部すなわち
奥津 4) が報告している DHFFR（Distal Holdfast Fi-
bers of the Flexor Retinaculum）の部位を直視下で
切離する．そして中・環指指尖を支配する第 2指神

受理日　2014/09/29
＊医療法人友和会鶴田整形外科　〒849-0306　佐賀県小城市牛津町勝 1241-6
＊＊佐賀大学医学部病因病態科学講座
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経を橈側によけると，虫様筋近位部にあたる腱滑膜
および同部位より深指屈筋腱近位へ続く腱滑膜の増
生が観察できる．手指を屈曲・伸展させながら，そ
の部位の腱滑膜及び手根管内へ入り込む虫様筋があ
ればその部分を切除する．手根管内に十分余裕が得
られ，一部空洞部分もみられる状態になったところ
を確認する（図 1）．手根管内の十分な減圧ができ
たところで，手根管内圧を測定する．手根管内圧の
測定方法は浜中・奥津らの方法 5) に準じ，20Gサ
ーフロー®留置針（テルモ株式会社）の先端を手根
管中央に位置するように挿入し，モニター（日本光
電工業株式会社）とトランスデューサ（エドワーズ
ライフサイエンス株式会社）を用いて continuous 
infusion techniqueで行った．目標内圧は 10mmHg
以下であり，手根管内圧が 10mmHg以下に減圧で
きていない場合は，多くの場合取り残しの腱滑膜が
存在している可能性がある．その場合は再度確認
し，残存している滑膜を切除する．手根管内圧が
10mmHg以下になったことを確認し，ドレーンを
おいて手術を終了する．
後療法
1週間のギプスシーネ固定を施行．ギプスシーネ
を装着したまま，患肢の使用は痛みのない範囲で許
可している．ギプスシーネ除去後は手関節および手
指の可動域訓練を行わせながら，日常生活や仕事等
での使用を許可している．入浴や洗顔，手洗いなど
の水扱いは術後 4日目より許可している．抜糸は術
後 2週で行う．
調査項目
全例に対し，正中神経の運動神経遠位潜時（導出

筋は APB），中指知覚（Semmes-Weinstein monofil-
ament test），第 2虫様筋，APB筋力，ピンチ力［ピ
ンチメーター（不二精工株式会社）を使用］，握力［デ
ジタル握力計（竹井機器工業株式会社）を使用し，
立位上肢下垂位で測定］，明け方の痺れ感（VAS，0～
100mm），上肢障害評価（DASH score；The JSSH 
Version）を術前ならびに術後 6か月時に調査した．
術後 1か月ごとに診察を行い，pillar painの有無を確
認した．今回 pillar painは手掌基部痛と定義した．な
お，ピンチ力は母指―示指間の tip pinch（tip：T-I）
と side pinch（side：T-I），母指―小指間の tip pinch
（tip：T-L）を測定した．第 2虫様筋と APB筋力は，
MMTの 0レベルを 0点，1レベルを 1点，1+レベル
を 2点，2-レベルを 3点，2レベルを 4点と 5レベル
まで順に点数化し，14点満点で評価した．全ての
評価は術者ではなく，ハンドセラピィ専門の理学療
法士が実施した．
統計処理
StatViewJ-5.0 softwareパッケージ（SAS Institute，

NC）を用いた．連続変数の比較には対応のない t-検
定，Wilcoxonの符号付順位検定を用い，危険率 5％
未満をもって統計的有意水準とした．

【結　果】
安静時手根管内圧は術前 45.5±13.5mmHg（26～

77mmHg）から術後 4.0±3.0mmHg（0～10mmHg）
と，十分な減圧が行えた（p＜0.05）．術前と術後 6
か月時を比較した結果，神経伝導速度，知覚，第 2虫
様筋，APB筋力，母指―示指間の tipピンチ力，母指
―小指間の tipピンチ力，握力において，有意な改善
が認められた（p＜0.05，表 1）．DASH scoreも Dis-
ability/Symptom scoreが 22.7点から 8.6点，Work 
scoreが 26.0点から 6.5点，明け方の痺れ感が 41.7mm
から 5.9mmと，有意な改善が認められた（p＜0.05，
表 1）．術後 pillar painを訴える症例はなかった．
我々は先行研究において，成績不良例を術後 6か月
時のDASH scoreが 1標準偏差以上とし，Disability/
symptom score 33点以上，もしくは work score 37点
以上としたが，今回これに該当する症例はなかった．

【考　察】
手根管症候群に対する手術の目的は，正中神経に
加わる圧迫力を減少させることである．現在一般的
に行われている方法は屈筋支帯の切離であり，これ

図 1 手根管内に十分余裕が得られ，一部空洞分も
みられる状態になったところを確認する
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には従来法と鏡視下手根管開放術（ECTR）の 2通
りの方法がある．当院では ECTR法を開院当初以
来（約 18年間）施行してきており，合併症もなく，
安定した成績が得られてきている．しかし，術後の
患者の中には手根部の腫脹と疼痛（pillar pain）6) を
訴えるものも多く（約 30％）7)，この腫脹・疼痛を回
避するための方法として屈筋支帯の切離を行わない
手指屈筋腱腱滑膜切除法を 1997年 12月に導入し，
平行して行ってきた．この両手術法の欠点・長所を
見極めるべく，我々は前向き無作為化比較試験を用
いて手指屈筋腱腱滑膜切除法と ECTR法との治療
成績の比較・検討を行った 8)．術後半年まで経過観察
した結果，母指―小指間の tip pinchは，術後 1か月
時は両群とも低下するも，2か月以降，6か月まで
滑膜切除群のほうが ECTR群よりも有意に高値を
示した（p＜0.05）．DASH scoreも術後 4週から 6か
月まで滑膜切除群が ECTR群に比べて有意に低値を
示し（p＜0.05），母指―小指のピンチ動作と DASH 
scoreが同じ傾向をたどる結果であった．また，滑
膜切除群で pillar painを訴える患者はいなかった．
この結果は屈筋支帯を切離しないことによるもの
で，この方法の大きなメリットと考える．しかしそ
の一方で，滑膜切除群の中にも術後のしびれ感が持
続する症例や ADL機能の回復が悪い症例が存在し
た．このため，術後 6か月時の DASH scoreにおい
て 1標準偏差以上の症例と再手術症例を成績不良例
と定義し，その特徴を検討した 3)．その結果，成績
不良群は良好群に比べて手術時年齢，罹病期間，術
前知覚，術直後安静時手根管内圧（20mmHg以上）

の項目に有意差を認め，さらに男性の割合が高い傾
向を示した．この結果を鑑み，以後は 60歳未満の
女性のみを手指屈筋腱腱滑膜切除術の適応とし，そ
れ以外の症例には ECTR法を行っている．今回の
症例は全例 60歳未満の女性であり，術後手根管内圧
は全例 10mmHg未満であった．その結果，各評価
項目とも術前に比し術後 6か月時において改善し，
pillar painを訴える症例もなく，先行研究で成績不
良と定義した DASH scoreに該当する症例はなかっ
た．したがって，手指屈筋腱腱滑膜切除術は適応を
限定し，手根管内を十分減圧することで，さらに安
定した成績が得られると考えられた．

【まとめ】
手指屈筋腱腱滑膜切除術は 60歳未満の女性を対

象に，10mmHg以下の十分な手根管内の減圧を行
うことで，安定した成績が得られる．

【文　献】
1） 鶴田敏幸ほか．特発性手根管症候群に対する手指屈筋
腱滑膜切除術の短期成績．整形外科と災害外科 48: 
994-996, 1999．

2） 鶴田敏幸ほか．手根管症候群における手指屈筋腱腱滑
膜切除術の長期成績．日手会誌 26: 333-337, 2010．

3） 鶴田敏幸ほか．手根管症候群に対する手指屈筋腱腱滑
膜切除術の治療成績―成績不良例の検討―．日手会誌 
28: 146-149, 2011．

4） 奥津一郎．手根管症候群の鏡視下手術．関節外科 15: 
30-40, 1996．

5） 浜中一輝ほか．特発性手根管症候群における術前手根
管内圧による術後臨床症状回復の予測．日手会誌 23: 
95-98, 2006．

6） Ludlow KS, et al. Pillar pain as a postoperative complica-
tion of carpal tunnel release: a review of the literature. J 
Hand Surg 10: 277-282, 1997.

7） 鶴田敏幸ほか．特発性手根管症候群における性差によ
る術後経過の差異―DASH scoreによる比較―．日手
会誌 30: 663-667, 2014．

8） 鶴田敏幸ほか．特発性手根管症候群に対する前向き無
作為化比較試験による手指屈筋腱腱滑膜切除術と鏡視
下手根管開放術との治療成績の比較．日手会誌 27: 
671-675, 2011．

表 1 術前と術後 6か月時の差異
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手根管症候群における正中神経の歪みと形態変化
―自動振動装置を用いた末梢神経の歪み計測―
吉
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末梢神経の歪みを超音波エラストグラフィで定量的に評価するための自動振動装置システムを開発し，手
根管症候群患者と健常者において正中神経の形態変化と歪みに関連があるか調べた．健常女性 20名 40手関
節，特発性手根管症候群患者 16名 22手関節を対象とした．超音波検査で正中神経の横断面積，周径，縦横
比，円形度を計測した．次に自動振動装置システムとエラストグラフィで正中神経の歪み計測を行った．探
触子に基準となる弾性率をもつカプラを装着し，歪み比（＝カプラの歪み値/正中神経の歪み値）を求めた．
各形態計測値と歪み比の相関係数を求めた．歪み比と各形態計測値の相関係数は面積，周径，縦横比，円形
率それぞれで 0.59*，0.48*，0.11，0.13（*：P＜0.01）であった．正中神経の横断面積と周径が歪み比と中
程度の相関を示した．手根管症候群による正中神経の腫大は，神経の弾性率の減少を伴うものと考えられた．

【緒　言】
手根管症候群患者では，超音波検査の横断像で正
中神経の腫大や屈筋支帯の肥厚，腱周辺の浮腫など
が観察できる 1)2)3)．これに対し近年，超音波エラス
トグラフィにより組織弾性率の指標として歪み計測
ができることが報告されてきた 4)5)．超音波エラス
トグラフィは探触子を体表にあて振動を加えること
によって生じる組織の変位（歪み）を超音波検査装
置で計測するものである．従来の方法では，探触子
を手で把持する必要があったため，再現性を保つた

めに手技上の習熟が必要であった 6)．そこで，超音
波エラストグラフィで末梢神経の歪みを定量的に評
価するための自動振動装置システムを開発した（図
1）．以下の特徴がある．1．前腕～手関節部を手台
上でストラップを用いて固定し安定性をえる．2．
手関節部の角度が任意の角度で固定できるように，
関節部にヒンジをつけて角度計をみながら肢位を固
定できる．3．探触子をホルダーに把持して固定し，
手関節の高さに合わせて探触子の位置を調整でき
る．4．探触子の位置を固定するロック機構．5．上

受理日　2014/10/01
＊東京医科大学茨城医療センター　〒300-0395　茨城県稲敷郡阿見町中央 3-20-1
＊＊キッコーマン総合病院

図 1 自動振動装置システム
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下動をプログラム式モーターに接続し，振動の幅・
周期を調整でき，規則的上下動を再現できる（精密
位置決めテーブルMTT6055；日本トムソン社・高輪，
デジタル指示計など；業電社・つくば）．これにより
エラストグラフィの計測時に，安定的な検査値が得
られることが期待された．予備実験では本装置を用
いた正中神経の歪み計測に関する検者間・検者内信
頼性を検証した 7)．今回の研究では，自動振動装置
システムを用い，超音波検査で手根管症候群患者と
健常者における正中神経の形態変化と歪みを計測
し，これらに関連があるかを調べた．

【対象と方法】
自動振動装置システムは医療機器承認を得ていな
い．研究開始にあたり院内倫理委員会の承認をえ
た．被験者には検査の内容などを説明して文書での
同意をえた．健常者 20名 40手関節（全例女性，
27-62歳，平均 40.9歳，全例両側計測），特発性手根
管症候群患者 16名 22手関節（男性 5名，女性 11名，
35-85歳，平均 63.6歳，両側例が 6例）を対象とした．
2群間の年齢には有意差があった（P＜0.01，Welch’s 
t-test）．関節リウマチ，変形性手関節症，屈筋腱炎，

痛風，血液透析，同側上肢の外傷など二次性の手根
管症候群は除外した．手根管症候群の診断は臨床症
状と電気生理学的検査で確定した．健常者群には電
気生理学的検査は行わなかった．超音波検査は 1名
の整形外科医が行った．超音波検査装置（Hivision 
Avius; Hitachi Aloka Medical, Ltd.）を使用し，手根
管近位部の手関節掌側皮線レベルにおいて正中神経
の横断像を描出した．形態計測として Analyze 10.0 
software（Biomedical Imaging Resource, Mayo Clin-
ic, Rochester, MN）を用いて正中神経の横断面積，周
径，縦横比，円形度を計測した．縦横比は，トレース
した神経の輪郭を囲む最小の長方形の縦と横の比と
した．また形態の複雑さの指標として円形度を求め
た．円形度は，面積と周囲長を元に形状の円らしさ
を測る特徴量で，（正中神経の周径の 2乗）/（正中神
経の面積 x4π）とした．すなわち真円の場合は円形
度 1.0となり，これより大きいほど円から遠ざかり，
複雑な形態を示すものと定義した．
次に自動振動装置システムを用い探触子に0.6mm，

1.5Hzの上下動を加えて，エラストグラフィで正中
神経の歪み計測を行った（図 2）．探触子に基準とな
る弾性率（ヤング率：22.6kPa）をもつカプラを装

図 2 歪み比の計測
 ① エラストグラフィ画像．図中 A：正中神経の計測対象領域．図中 B：カ

プラ部分の計測対象領域．　
 ②  Bモード画像．点線：正中神経の計測範囲．
 ③ ストレインモニター：自動振動装置システムによる圧迫と解除のモニ

タリング．歪み波形が点線内におさまる程度の圧迫強度で計測した．
 ④ 歪み比．①で設定した計測領域よりえられたカプラ部分の歪み Bを正

中神経の歪み Aで除した値を歪み比とした．



－ 134－

手根管症候群における正中神経の歪みと形態変化482

着し，描出した正中神経の歪み値と神経の直上にあ
たるカプラ部分の歪み値を計測した．計測した歪み
値の比（＝カプラの歪み値/正中神経の歪み値）を
求めて歪み比とした．歪み比の計測は 5回行い，平
均値を統計解析に用いた．各計測値につき健常者と
手根管症候群患者で比較した．健常者と手根管症候
群患者の比較にはWelch’s t-testを用いて片側検定
を行った．また横断像における各形態計測値と歪み
比の相関関係をピアソンの積率相関分析を用いて解
析した．各計測値は平均値±標準偏差として表記し
た．P値 0.05未満，相関係数 0.4以上を有意な所見
とした．統計学的検定には，Excel Statistics 2012
（SSRI Co. Tokyo, Japan）を用いた．

【結　果】
各計測値の結果を図 3，4に示した各形態計測値
の平均は横断面積，周径，縦横比，円形度の順で，
それぞれ 11.2±1.9/14.1±3.4mm2，16.3±1.7/18.2±
2.6mm，0.32±0.04/0.32±0.04％，1.93±0.20/1.90±
0.25（健常者/患者）であった（図 3）．横断面積と周
径において健常者と手根管症候群患者の間で有意差
があった（横断面積：P＜0.01，周径：P＜0.05）．歪

み比の平均は 1.84±0.36/3.23±1.64（健常者/患者）
であった．歪み比は健常者と手根管症候群患者の間
で有意差があった（P＜0.01）（図 4）．形態計測と歪
み比の相関の結果を図 5に示した．歪み比と形態計
測値の相関係数は面積，周径，縦横比，円形度で，そ
れぞれ 0.59，0.48，0.11，0.13であった．面積と周径
が有意な相関を示した（P＜0.01）．

【考　察】
本研究で，自動振動装置システムを用いた超音波

図 3 形態計測の結果
 （a）横断面積，（b）周径，（c）縦横比，（d）円形度．

図 4 歪み比の結果
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歪み計測は手根管症候群の診断に有用である可能性
が示唆された．超音波エラストグラフィによる正中
神経の歪み計測は過去にいくつかの報告がある 8)9)．
いずれも手根管症候群患者では正中神経の歪みは小
さくなる，すなわち弾性率の低下をきたすことが報
告されている．今回の結果も先行研究を支持するも
のであった．
一方，正中神経の横断面積と周径が歪み比と中程
度の相関を示すことがわかった．神経への慢性的な
圧迫に伴い神経束内では，神経内および周膜下の浮
腫，それに引き続く神経周膜の肥厚，Waller変性を
伴った神経線維変化を生じることが知られている 10)．
また圧迫部の近位では形態学的に偽性神経腫を呈す
る．このような神経内の組織学的変化は，神経の弾
性率を変化させている可能性がある．今回の研究で
自動振動装置システムを用いた歪み計測により臨床
的に末梢神経における組織学的変化を検出できる可
能性があることがわかった．予備実験で同一検者が
健常者 15名の歪み比を 2回測定した結果，測定誤
差は平均 0.04，標準偏差は 0.13であった．今回両
群間の歪み比の差は平均 1.39で，上記測定誤差の

約 35倍であるため，測定精度は十分と考えた．本
装置を用いた正中神経の歪み計測は，手根管症候群
の臨床病期の把握や治療効果判定に有用である可能
性がある．
本研究の限界として，患者群と健常者群での年齢
差があげられる．また健常者群が女性のみであった
ため，これらが結果に影響した可能性は否定できな
い．また対照群には電気生理学的検査を行っていな
いため，subclinicalな状態を除外できていない可能
性がある．今回の計測では用手的方法との比較を行
っていないため，装置により用手的方法に対して測
定の再現性が改善するかは不明である．超音波エラ
ストグラフィ計測は周辺組織の影響を受けることが
知られている．今回の計測値が実際の神経の弾性率
と相関があるかは，今後検討すべき課題と考える．
現在までに軟部組織の弾性率を計測する方法は確立
しておらず，この点も今後の研究課題といえる．

【まとめ】
自動振動装置システムと超音波検査装置を用いて
手根管症候群患者と健常者における正中神経の形態

図 5 形態計測と歪み比の相関
 （a）横断面積と歪み比，（b）周径と歪み比，（c）縦横比と歪み比，（d）円形度と歪み比．
 ●：健常者，○：患者．
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と歪みの関連を調べた．手根管症候群患者では正中
神経の横断面積と周径が有意に大きく，また歪み値
は低下していた．正中神経の横断面積と周径が歪み
と中程度の相関を示した．すなわち手根管症候群に
おける正中神経の腫大は，神経の弾性率の低下を伴
うことが示された．
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急性発症した尺骨神経障害 26例の発症誘因分布と臨床症状・理学所見・臨床経過の特徴を調査した．発
症誘因別症例数は，圧迫障害 10例，上肢過使用 4例，炎症 4例，術中損傷 3例，誘因不明 5例であった．
臨床症状として手内在筋筋力低下は 21例に，尺骨神経領域の感覚障害・しびれ感は 24例に出現していた．
理学所見の陽性率は Tinel様徴候 81.8％，肘屈曲試験 10％，神経腫大 11.1％であった．全例診断後経過観察
され，23例は発症後平均 4.7か月で症状が改善していた．3例（圧迫障害，上肢過使用，炎症　各 1例）は
保存治療無効であったため手術治療が行われ，炎症例を除く 2例は術後症状が改善していた．

【緒　言】
急性発症の尺骨神経障害は，Wadsworthが肘部

管外部圧迫症候群として直達外傷や，睡眠姿勢・術
中肢位による圧迫障害を報告している 7)．緩徐に発
症し進行することの多い絞扼性神経障害とは異なる
病態であり，明確に区別されるべきであるが，
Wadsworth以降検討された報告はほとんどないた
め，両者は時に混同されることがある．今回，急性
発症尺骨神経障害の臨床像や治療経過を調査した．

【対象と方法】
対象は，2005年 4月から 2013年 4月までに当院

および東京大学病院の末梢神経専門外来を受診した
急性尺骨神経障害症例のうち，追跡期間が発症から
6か月以上であったか，症状回復まで観察できた症
例とした．急性発症とは症状の発現から完成までの
期間が数日以内のものとし，症状回復とは手内在筋
筋力がMMT 4以上かつしびれ感が消失したものと
定義した．除外症例は，鋭的切創や骨折・脱臼に伴
う明らかな神経損傷例，他疾患手術中の明らかな神
経切断例，画像検査にてガングリオンや神経鞘腫が
存在した症例，明らかに肘関節以外の部位での障害
例，当科受診時すでに神経に対する手術が行われて
いた症例とした．適応症例は 26例で，全例片側上
肢の尺骨神経単独障害であった．検査予定日に神経
症状が回復していた 1例と検査を拒否した 1例を除
く 24例は尺骨神経伝導速度検査で肘部での伝導速

度遅延や伝導ブロックが確認されていた．
発症時年齢平均 43.5歳（20～85歳），男性 14例・

女性 12例，右 13例・左 13例であった．
各症例の診療記録記載から，発症時の状況，初診
時の症状と理学所見，臨床経過を調査し，発症誘因
の分布と所見・経過の特徴について検討した．

【結　果】
発症誘因別症例数
1．圧迫障害：睡眠後起床時に発症した症例（睡
眠圧迫障害）は 9例であった．体表面から神経が長
時間圧迫され発症した症例（直接圧迫障害）として
ヘッドフォンを持った同側肘関節を机に圧迫し発症
した 1例があった．

2．上肢過使用：頻回あるいは長時間にわたり肘
関節を繰り返し使用した後に発症した例は 4例（サ
ーフィン，筋力トレーニング，書道，物を昇降する
業務　各 1例）であった．

3．炎症：前駆症状として外傷等誘因のない上肢
激痛が一定期間持続していた症例は 4例であった．

4．術中損傷：尺骨神経障害以外の疾患に対する
手術後に障害が発現した症例は 3例（上腕骨折術後，
腹部術後，臀部術後　各 1例）であった．

5．誘因不明：急性発症であるが，外部からの圧
迫や上肢を過度に使用した記憶はなく，上肢激痛な
どの前駆症状がない症例は 5例であった．

受理日　2014/09/28
東京都立広尾病院　整形外科・末梢神経外科　〒150-0013　東京都渋谷区恵比寿 2-34-10
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臨床症状・理学所見（表 1）
初診時の臨床症状で，21例が手内在筋筋力低下

を訴えており，16例がMMT 3以下であった．2例（睡
眠圧迫，過使用　各 1例）のみ初診時MMT 0の完
全麻痺であった．尺骨神経領域のしびれ感は 24例
に出現していた．誘因による違いはなかった．
理学所見について，診療記録に記載がない症例は
検討症例数から除外した．Tinel様徴候は18例陽性，
4例陰性であった．肘関節屈曲試験は 2例陽性，18
例陰性で，陽性例は過使用・炎症の各 1例であった．
肘部内上顆後方で神経腫大が触知された症例は 2例
（腫大なし 16例）で，2例とも炎症例であった．圧
迫例・術中損傷例・誘因不明例には肘屈曲試験陽性
や神経腫大触知の症例はなかった．
臨床経過
全例診断後は患側上肢安静で経過観察されてい
た．完全麻痺の 2例を含む 23例は発症後平均 4.7
か月（1～10か月）で症状が回復もしくは改善してい
たが，3例（睡眠圧迫，過使用，炎症　各 1例）は
症状が改善しなかったため，尺骨神経剥離術と神経
移所術が行われた．睡眠圧迫の 1例は，発症後 1年
経過するも筋力がMMT 2のままでしびれ感に変化が
なかったため手術が行われ，術後 4か月で症状は改
善した．過使用の 1例は，肘関節レントゲンで関節
症性変化があり，発症後 3か月でしびれ症状に変化
がなかったため手術施行され，術後 2か月で回復し
た．炎症の 1例は発症後 1年 6か月経過観察される
も，筋力はMMT 3のままでしびれ症状に改善がな
かったために手術が行われたが，術後の改善は得ら
れなかった．

【考　察】
急性発症する末梢神経障害の原因には，外傷，炎
症，虚血性血管障害，代謝・中毒性疾患がある．
外傷には，手術操作による誤切断や牽引・圧迫等
の直接損傷のほか，睡眠体位や作業姿勢・暴力的な
マッサージなどの体表面からの圧迫や，ガングリオ
ン等の腫瘍による圧迫，近傍関節の過運動による摩
擦力・牽引力がある．今調査での外傷例は，圧迫・
過使用・術中損傷あわせて 17例（65.4％）と大部
分を占め，その中でも圧迫障害例が多かった．肘部
で皮膚直下を走行し体表からの影響を受けやすいと
いう尺骨神経の解剖学的特徴によると考えられる．
また，尺骨神経は肘関節に接して走行するため，関
節の過使用によっても障害が発症する．
誘因のない上肢激痛を前駆症状に神経障害が発現
していた例は，Neuralgic Amyotrophyのような神
経炎や，膠原病由来の血管炎に伴う神経障害のよう
に“炎症”が関与した病態が考えられる．本調査の
4例では神経症状の他に膠原病症状を呈しておら
ず，山本と同様に神経炎が原因であると考えた 10)．
しかし，尺骨神経単独で発症する神経炎の詳細な報
告はなく，今後同様の症例に対する検討が必要であ
る．
発症時エピソードに，外力や激痛が存在する場
合，急性と判断することは困難ではない．しかし明
確なきっかけが無い場合には，症状発現が急性であ
ったのかどうかについての病歴聴取を怠ると，絞扼
性障害と誤判断する危険がある．本調査では誘因不
明例が 5例（19.2％）存在し，決して少なくない頻
度であるため注意が必要である．症状発現から受診
までに数か月経過していたため詳細を忘れてしまっ

表 1 誘因ごとの臨床症状・理学所見分布
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ただけの症例もあるが，普段の生活活動中に突然発
症した例も存在し，神経伴走血管の一過性虚血障害
という病態の可能性も考えられる．
自他覚所見として，初診時ほとんどの症例で手内

在筋の筋力低下（80.8％）と尺骨神経領域のしびれ感
（92.3％）を訴えていた．また Tinel様徴候について
も陽性例が 81.8％と大多数でみられた．これらは絞
扼性神経障害である肘部管症候群の出現率 4) とあ
まり変わらない．これに対し，肘屈曲試験陽性率は
10％，神経腫大は 11.1％であった．肘部管症候群で
の肘屈曲試験陽性率は 75～93％3)6)，超音波検査で
の神経腫大は 80～93％に見られる 1)8) と報告されて
おり，これらと比較すると今調査の急性発症例での
陽性率は低い．肘屈曲試験や神経圧迫試験は絞扼性
障害の誘発試験であり，神経腫大は慢性炎症に対す
る反応であるため，急性発症例では出現頻度が低く
なるのだと考えた．
急性発症の末梢神経障害は保存的治療が原則であ
る．山本は急性尺骨神経障害 12例全例が経過観察
で改善したと報告している 10)．今調査でも，全例
上肢安静指導等の経過観察のみで，そのほとんどが
症状回復もしくは改善していた．
改善のなかった症例は，睡眠圧迫・過使用・炎症
の各 1例のみであった．この 3例には尺骨神経剥離
術および神経移所術が行われ，炎症例を除く 2例は
術後症状が改善していた．睡眠圧迫例の肘MRIに
は上腕骨内上顆後方に局所的な神経腫大がみられ，
上肢過使用例は肘屈曲試験陽性であった．この 2例
では潜在的に絞扼性障害が存在し 2) 自然回復を阻
害していた可能性がある．安易に手術治療を選択す
るべきではないが，漫然と経過観察を続けることも
良くない．急性発症例のなかに存在する，絞扼性障
害を併せ持つ例をいかに見分けるかが今後の課題で
ある．
一方，上肢痛を伴い発症した症例は手術治療を行
っても改善しなかった．松村は尺骨神経の神経炎に
対しては手術治療の適応はないとしている 5) が，
今症例は理学所見として肘部で Tinel様徴候が陽性
で，肘屈曲試験が陽性，神経腫大を触知と絞扼性障
害を疑わせる所見があり，1年 6か月間の経過観察
でも改善しなかったことから手術治療を行うに至っ
た．術後症状が改善しなかった原因として，発症か
ら手術までの期間が長くタイミングが遅かったため
と考えられるが，このような神経炎を疑う症例の場

合，前後骨間神経麻痺で見られる“神経のくびれ”
が病態に関与していて神経線維束間剥離まで行わな
ければならなかった 9) のかもしれない．発症時に
疼痛を伴う症例を手術する場合にはタイミングや術
式の選択にも注意が必要であると思われる．

【まとめ】
急性尺骨神経障害は，詳細な病歴聴取，肘屈曲試
験や神経腫大有無により絞扼性障害と鑑別するべき
である．しかし潜在的に絞扼性障害を有する症例も
時に存在するため，保存治療を選択した後も注意深
い観察が必要である．
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ラット頚髄神経の節前損傷と節後損傷における
組織学的所見の比較検討
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腕神経叢引き抜き損傷の脊髄内の病態はいまだ不明な点が多い．特に引き抜き損傷後に生じる脊髄内運動
神経細胞死のメカニズムは十分に解明されていない．今回我々は，ラットを用いて頚髄神経の節前損傷モデ
ルと節後損傷モデルを作成し，組織学的評価を行った．術後 28日では，節前損傷群で脊髄運動神経細胞数
が有意に減少していた．しかし，術後 14日までの脊髄内ミクログリアの反応性増殖は，節前損傷群と節後
損傷群間で明らかな差は認めなかった．また，術後 12時間では，節前損傷群のみで，脊髄前角部の腹側に
出血像を確認した．以上より，牽引力による運動神経細胞への物理的損傷が，引き抜き損傷後の神経細胞死
の原因の一つとして考えられた．

【緒　言】
腕神経叢損傷は損傷部位に応じて二型に分類され

る．後根神経節よりも近位の損傷である節前損傷と
遠位の損傷である節後損傷である．節前損傷はその
受傷様式より引き抜き損傷とも表現され，直接損傷
部を修復することは不可能と考えられている．対し
て節後損傷では，神経移植術などの修復術が有効な
場合がある 1)．
節前損傷では，時間経過とともに，損傷高位の脊
髄で運動神経細胞死が生じることが実験的に示され
ている 2)．しかし，この神経細胞死のメカニズムは
十分に解明されておらず，アポトーシスやネクロー
シスが複雑に関連していると考えられている 3)．
ミクログリアは中枢神経系の免疫担当細胞であ
り，通常，脳脊髄中に非活性化状態で存在している．
外傷や虚血などの外的刺激によってミクログリアは
活性化され，様々なサイトカインやグルタミン酸を
分泌し神経細胞を障害すると考えられている 4)．神
経変性疾患や虚血性脳障害における神経細胞死には
ミクログリアが関与していると考えられており，近
年では筋萎縮性側索硬化症への関与も示唆されてい
る 5)．そこでわれわれは，ミクログリアが，引き抜き
損傷後の運動神経細胞死に関与していると仮説を立
て，頚髄神経根引き抜き（節前）損傷モデルと節後
損傷モデルを用いて組織学的に比較検討した．

【対象と方法】
実験は京都大学動物実験施設倫理委員会の承認を

得て行われた．9週齢オスの SDラット（280～350g）
を使用した．ラットを節前損傷群と節後損傷群の 2
群にあらかじめ無作為に分類し，以前我々が報告し
た手技を用いてそれぞれ手術を行った 6)．
手術方法
第 6頚髄神経根節前損傷群
腹臥位にしたラットの頚部後方に正中縦切開を加
え，左側傍脊柱筋を椎弓および外側塊より剥離，横
突起を露出した．第 5，6頸椎外側塊の外側 1/3を
ドリルバーで掘削し，椎間孔周囲の靱帯性組織を剥
離した．露出した C6神経根をアドソン鑷子で愛護
的に把持して引き抜いた．引き抜きの成否は，引き
抜かれた神経根断端が二股であることと椎間孔から
脊髄液が漏出することにより判断した．術野を洗浄
し，筋層，皮膚を縫合した．
第 6頚髄神経根節後損傷群
腹臥位にしたラットの頚部後方に正中縦切開を加
えた．左側傍脊柱筋を椎弓，外側塊，横突起より剥
離，横突起外側縁の深部で C5，C6頚髄神経根の合
流部を露出した．この合流部の近位で，アドソン鑷
子を用いて C6神経根を圧挫により切断した．遠位
神経断端は，近位断端と 1cm以上離して周辺組織
に埋没した．術野を洗浄し，筋層，皮膚を縫合した．

受理日　2014/09/30
＊京都大学医学部医学研究科　整形外科　〒606-8507　京都府京都市左京区聖護院川原町 54
＊＊近畿大学医学部　整形外科
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組織学的検討
術後 12時間目にラットを各群 4匹ずつ 4％パラ
ホルムアルデヒドで潅流固定した．各個体より摘出
した脊髄を 4％パラホルムアルデヒドに 4℃で一晩
浸漬固定した後，20％スクロースで二晩浸漬処理し
た．第 6頚髄髄節の連続横断凍結切片（40μm厚）
を作成し，12切片（480µm）毎にヘマトキシリン
エオジン染色した．また，術後 28日目に，ラット
を各群 10匹ずつ上記のごとく潅流固定し，凍結切
片を作成，0.5％Cresyl violetを用いて Nissl染色し
た．染色された残存脊髄前角細胞数を全スライスで
計測し，その総数を，左側（患側）の右側（健側）
に対する比（％）として算出した（図 1）．
免疫組織学的検討
術後 3，7，14日目に，前述した方法でラットを

各群 3匹ずつ潅流固定し，第 6頚髄髄節の凍結横断
切片（40μm厚）を作成した．抗 Iba1ウサギポリク
ローナル抗体（1：2000，Wako，Japan）を使用し，
DAB法を用いて可視化した．対比染色として，ヘ
マトキシリン染色を行った．12切片（480μm）毎に，
脊髄前角部内の Iba1陽性細胞数を計測し，1切片
ごとの平均陽性細胞数を算出した．節前損傷後 3日
目の健側前角部を control群として患側と比較した．
統計処理
組織学的検討では t検定を，免疫組織学的検討で

は Tukey-Kramer法を用いた多重比較検定を行い，
危険率 5％未満を有意とした．

【結　果】
組織学的検索
術後 12時間で採取した節前損傷群の第 6頚髄節

中央部では，脊髄前角部の腹側白質内で運動神経の
軸索に沿って出血像を確認した（図 2）．対して，
節後損傷群では出血像は確認できなかった．術後
28日目における運動神経細胞生存率は，節前損傷
群（図 3B）と節後損傷群（図 3C）でそれぞれ 47
±7.3％と 99±8.9％で，節前損傷群では節後損傷群
と比較して残存運動神経細胞数が有意に減少してい
た（図 3D）．
免疫組織学的検索
1切片あたりの Iba1陽性細胞数は，control群（図

4A）が 8.7±2.0，節前損傷群（図 4B）の術後 3日目
では 134.8±3.5，7日目では 74.3±6.3，14日目では
135.3±13.4であった（図 4D）．節後損傷群（図 4C）
ではそれぞれ，112.8±37.0，76.3±17.3，101.9±18.7
であった（図 4D）．Control側と比較して，両群の患
側で Iba1陽性細胞が常に有意に増加していた．し
かし，節前損傷群と節後損傷群間では統計学的有意
差は認めなかった．

【考　察】
引き抜き損傷後に生じる脊髄前角内運動神経細胞
の細胞死のメカニズムは，微細形態学的にネクロー
シスに近似していたと報告されているが，アポトー
シスやオートファジーの関与を示す報告もあり，一
つの現象として説明することは未だ困難である 3)7)．

Chewらは，神経根引き抜き損傷モデルと脊髄後
根の鋭的切断モデルを比較検討し，引き抜き損傷群
では後根鋭的切断群よりも脊髄後角内でミクログリ
アが有意に増殖したと報告している 8)．しかし，わ
れわれの研究では，節前損傷群と節後損傷群の両群

図 1 術後 28日目の節前損傷群代表例
 点線内（前角部）の Nissl染色陽性神経細胞数を

計測　Bar：1㎜
図 2 引き抜き損傷後 12時間　脊髄前角部
 右上；マクロ像　Bar：100μm
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図 3 脊髄前角部の組織像
 A：健側　B：患側（節前損傷群）　C：患側（節後損傷群）　Bar：100μm，
 D：運動神経細胞生存率の比較．節前損傷群で有意に運動神経細胞数が減少していた．

図 4 脊髄前角部の免疫染色（Iba1）組織像
 A：健側（control）　B：節前損傷群　C：節後損傷群　Bar：100μm;，
 D： Iba1陽性細胞数の比較　Control群と比較し，両群の患側で Iba1陽性細胞が常に有

意に増加していた．（*：p＜0.01）．節前損傷群と節後損傷群間で差は認めなかった．
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で，損傷後，脊髄前角内でミクログリアは同様に増
殖していた．このことから運動神経細胞の細胞死は
ミクログリアの増殖に強く依存しているわけではな
く，前角内で生じたミクログリアの増殖自体は軸索
断裂により誘導された運動神経細胞内の一酸化窒素
などの生理活性物質に反応した結果と考えられる 9)．
節前損傷群では，節後損傷群と異なり，損傷後

12時間で脊髄内に出血像が確認された．これは，
運動神経細胞に対して，軸索を介して牽引力が加わ
っていることを示しており，牽引力による細胞への
物理的損傷が神経細胞死の一つの原因として考えら
れた．また，血液には，フリーラジカルなどの反応
を触媒する鉄イオンが含まれており，脊髄内出血が
その周囲における細胞障害性の反応を加速させてい
る可能性もある 10)．今後，さらなる検討が必要と考
えている．

【まとめ】
1．術後 28日では，節前損傷群で脊髄運動神経細
胞数が有意に減少していた．

2．術後 14日までの脊髄前角内のミクログリアの
反応性増殖は，節前損傷群と節後損傷群間で明らか
な差は認めなかった．

3．節前損傷群で髄内出血が確認されたことから，
牽引力による運動神経細胞への物理的損傷が神経細
胞死の一つの原因として考えられた．
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重症熱傷に合併した手熱傷の治療について
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【目的】重症熱傷に合併した手熱傷は治療経過と共に深度が増悪する傾向がある．組織圧測定の有用性に
ついて検討した．
【対象と方法】平成 23年 1月 1日から平成 25年 9月 30日の期間に搬送された熱傷患者のうち，上肢・手
熱傷を合併した重症熱傷 19例を対象とした．男 14例，女 5例，23～91（平均 55.9）歳，熱傷面積は 11～
82.5（平均 31.9）％で，気道熱傷は 11例に合併した．2度手熱傷 7例で皮下組織圧を測定した．
【結果】受傷後約 24時間の総輸液量は 4,490～24,300（平均 11,272）mLで，2度熱傷面積の占める割合が多
いほど総輸液量は多くなり，手の浮腫が強まる傾向が認められた．皮下組織圧値は 8～50（平均 21.2）mmHg
で，1例に減張切開，残りの 6例に保存的加療を施行した．
【結語】大量輸液に伴う浮腫により皮下組織圧が上昇したと考えられた例を検出した．創床の微小循環障
害が深度の増悪に関与した可能性がある．

【緒　言】
重症熱傷では，熱傷面積の増加につれて初期輸液
量が増加し，容易に手の浮腫が出現する．浮腫は組
織圧を上昇させ，組織圧が 30mmHgを超えると局所
の血流障害を惹起する 1)．重症熱傷に合併した手熱
傷の治療は，主に救命を目的とした面積の広い熱傷
部位の治療が優先されるため待機的になる傾向があ
り，時間経過に伴って深達性 2度熱傷の初期深度評
価を 3度熱傷に修正した症例や，壊死した皮膚およ
び皮下組織の切除後に深部組織の壊死がさらに進行
した症例を，これまで複数例経験してきた．
熱による傷害部位の血行変化には，損傷が強く組
織が壊死状態となり血行の再開は期待出来ない不可
逆性の領域と，可逆的に血行が制止する周囲領域
（zone of stasis）が存在する 2)．熱傷深部および局所
周囲の細動脈・細静脈には血流が残存しているため，
可逆的に血行が制止する周囲領域に早く血行を再開
し，組織壊死の進行を防ぐことが重要と考えられ
る．
このため最近では手熱傷部局所の皮下組織圧（以
下，皮下圧）を測定し，圧が上昇している場合は初
期深度評価が深達性 2度熱傷であっても早期に皮膚
の減張切開を行い 3)，皮下圧の軽減を図っている．

今回，重症熱傷に合併した手熱傷の治療経過を調査
し，皮下圧測定の有用性を検討したので報告する．

【対象と方法】
Artzの基準に従い，2度熱傷面積 30％以上また

は 3度熱傷面積 10％以上，顔・手・足，気道熱傷，
軟部組織損傷や骨折を合併した症例を重症熱傷と
し，検討対象に含めた．2011年 1月 1日から 2013
年 9月 30日の期間に搬送された熱傷患者 82例のう
ち，手熱傷を合併し集中治療室に入室した重症熱傷
19例を対象とした．男性 14例，女性 5例で，年齢は
23～91歳（平均 55.9歳），受傷原因は火炎 14例，熱
湯 5例であり，手熱傷は 19例 32肢に認められ，両側
例 13例，片側例 6例であった．熱傷面積の測定法と
して，全例に Lund and Browderの公式を適応した．
検討項目として，総熱傷面積（Total burn surface 
area，以下 TBSA）と公式算定輸液量（Parkland法；
乳酸リンゲル液投与量 mL＝4×体重 kg×TBSA％）
に対する実施総輸液量（24時間総輸液量）の比率（以
下，輸液量比）の関係，輸液量比と気道熱傷との関係，
輸液量比と Burn Index，2度／3度熱傷面積，ビタミ
ン C療法 4) との関係，上肢熱傷例における熱傷面積
の分布，皮下圧と輸液量比の関係，皮下圧の測定結

受理日　2014/09/29
杏林大学病院救急医学教室　〒181-8611　東京都三鷹市新川 6-20-2
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果と行った治療の関係について調査した．皮下圧は
2度熱傷 7例 9手に施行し，受傷後 24～48時間経過
時に，圧トランスデューサーに接続した 21または
23G針を手背中央部，基節骨レベルの指背中央線上
の皮下に刺入し測定した．統計学的有意差検定は
Mann-Whitneyの U検定で行い，エクセル統計 2012
（社会情報サービス株式会社，東京）を使用した．
有意差水準 5％未満を有意差ありとした．

【結　果】
1）輸液量比に影響する因子（ビタミン C療法を

含む）についての検討．
対象症例の TBSAは 11～82.5％（平均 31.9％）で，

2度熱傷面積 0～50％，3度熱傷面積 0～82.5％で
あった．また 2度熱傷面積（％）÷2＋3度熱傷面
積（％）で示される Burn Indexは 5.5～82.5（平均
21.1），Prognostic Burn Index（Burn Index＋年齢）
は 33～125.5（平均 77.0）であった．症例ごとの 2度
熱傷面積，3度熱傷面積の分布を図 1Aに示す．2
度熱傷が中心の症例が多く，気道熱傷の合併が 11
例にみられた．集中治療室を退室するまでの期間は
13～380日（平均 78.2日），転帰は生存 16例，死亡
3例であった．
受傷後24時間の総輸液量は，4,490～24,300mL（平

均 11,272mL）であった．輸液量比と，TBSAの関係
を図 1Bに示す．TBSAが小さいほど，輸液量比が高
くなる傾向が認められた．また気道熱傷の有無は，
輸液量比に有意な影響を示さなかった（P＝0.28）．
次に輸液量比と影響因子について検討した（図

2）．輸液量比を縦軸に，Burn Index，3度熱傷創，
ビタミン C療法について，それぞれを 2群に分け比
較した．当救命センターでは，TBSA 30％を超える
患者に対してビタミン Cの大量投与療法を積極的
に適応している（今回調査例のうち，適応症例 9例
中 5例に投与した）．Burn Indexは 15未満と 15以上
で比較したが，輸液量比に有意差がみられなかった．
3度熱傷創がある群，ビタミンC療法を行った群で，
輸液量比が有意に低かったことが判明した．これら
の結果は Burn Indexが比較的小さい症例でも，2
度熱傷面積の割合が大きくなるほど実施総輸液量が
過剰となる傾向を示しており，重症熱傷例において
一律に手の浮腫が出現し易い一因と考えられる．

2）上肢熱傷例の治療経過についての検討．
上肢熱傷の治療期間を図 3に示す．上肢熱傷部位

以外に対するものを含む初回手術までの日数と，
TBSAの関係を図 3Aに示した．初回手術までの期
間は 1～16日（平均 5.4日）であった．3度熱傷創が
ある症例，TBSAが大きい症例では，入院後早期に
手術が行われていた．上肢熱傷に対する手術は 19
例中 13例に施行されており，この初回手術の際に

図 1 熱傷面積と輸液量

図 2 輸液量比と影響因子

図 3 上肢熱傷の治療期間
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他部位と同時に上肢の手術が行われた症例は 9例で
あった．手熱傷の壊死組織切除手術は，1～28日目
（平均 9.4日目），植皮術は8～35日目（平均17.7日目）
に施行した．重症熱傷に合併した手熱傷の治療は，
主に救命を目的とした面積の広い熱傷部位の治療が
優先されるため，待機的に行われることが多かった．

3）上肢熱傷例の詳細および皮下圧測定結果と治
療．
上肢の熱傷面積は，Lund and Browder法により
上腕腹側 2％・背側 2％，前腕腹側 1.5％・背側 1.5％，
手掌 1.25％・手背 1.25％，合わせて最大片側 9.5％評
価となる．上肢熱傷 19例 32肢について，2度熱傷
面積，3度熱傷面積の分布を図 4Aに示す．2度熱
傷例が多く，皮下圧測定例のうち 3例が 3度熱傷混
在例であった．皮下圧の測定例と非測定例の間に，
輸液量比の差はなかった（図 4B）．測定例の手背部，
指背部の皮下圧を図 4Cに示す．手背皮下圧を測定し

た 9例については 1～50mmHg（平均 21.1mmHg），指
背皮下圧を測定した 6例については 10～45mmHg
（平均 22.7mmHg）であった（表 1）．手背・指背とも
に皮下圧 30mmHg以上を示した 1例に皮膚の減張切
開を行い，植皮術を施行した．
【代表症例】
38歳，男性．現病歴：灯油をかぶり自傷行為に

より受傷．前医に救急搬送され同日紹介入院となっ
た．身体所見：来院時の初期評価における TBSAは
32％（2度熱傷 32％）で，気道熱傷の合併はみられ
ず，上肢の熱傷面積は右側 7％，左側 3.5％であった．
治療経過：ビタミンC大量投与療法を施行した結果，
24時間の総輸液量は 8,572mLで，輸液量比は 0.84
であった．手背熱傷創について，来院時の熱傷深度
評価は深達性 2度熱傷で，測定した右手背皮下圧は
25mmHgであった（図 5A，5B）．受傷後 3日目，8日
目の所見を図 5C，5Dに示す．手製の陰圧吸引療法

図 4 上肢熱傷と皮下圧

表 1 皮下圧測定例一覧

図 5 手熱傷所見
 A：入院時（Day1），右手背．B：Day1，右手掌．C：Day3，右手背．D：Day8，右手背．
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を加えながら保存的に経過観察を行った．受傷後
14日目，17日目の所見をそれぞれ図 6A，6B，6C
に示す．上皮の再生が進み，最終診断は来院時の評
価と一致した．右前腕部についても，来院時の熱傷
深度評価は深達性 2度熱傷としたが（図 7A），受傷
後 3日目（図 7B），11日目（図 7C）と徐々に前腕
近位内側中央部の白色化が進み，同部の皮下圧を測
定したところ 80mmHgと高値であったため手術を
決定した．入院 14日目に壊死組織切除および自家
分層皮膚移植手術を施行し，最終診断は 3度熱傷と
なった（図 7D）．

57歳，男性．現病歴：灯油をかぶり自傷行為によ
り受傷．前医に救急搬送され，受傷後 2日目に転入
院した．身体所見：来院時の初期評価における TBSA
は 47.5％（2度熱傷 4.5％，3度熱傷 43％）で，気道
熱傷の合併がみられた．上肢の熱傷面積は右側9.5％，
左側 9.5％であった．治療経過：前医での 24時間総輸
液量は 24,300mL，輸液量比は 1.41であった．来院時
の左手背熱傷創は，肉眼的に深達性 2度熱傷との鑑
別が困難であったが，皮下圧が左手背 50mmHg，指
背 45mmHgと上昇していたため，3度熱傷相当と判
断し直ちに減張切開を加えた．左手熱傷創について

図 6 手熱傷所見
 A：Day14，右手背．B：Day14，右手掌．C：Day17，右手背．

図 7 前腕熱傷所見
 A：Day1，深達性 2度熱傷と判断．
 B：Day3．
 C：Day11，皮下圧 80nnHgに上昇し（図中☆印）3度熱傷と判断．
 D：Day14，自家分層植皮術後
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は，受傷後 8日目に壊死組織除去，18日目に自家
分層植皮術を施行し，最終診断は3度熱傷となった．

【考　察】
1996年に Schnallらは，化膿性屈筋腱腱鞘炎に罹
患した 18～50歳，受傷から治療まで平均 3.75日の
14患者で，入院時に基節骨レベルの指掌側中央線
上で皮下に 21G針を刺入し皮下を測定し，健指 7
指の 0～5mmHg測定値と比較して，14指全指で 20
～73mmHg，平均 33mmHgと圧が上昇していたこ
とを報告した 5)．2007年に Kumarらは，褥創壊死部
で皮下圧が亢進し局所の微小循環障害が生じている
ことを指摘し，subcutaneous compartment syndrome
の概念を提示した 1)．測定圧が 30mmHgを超えると
毛細血管の循環が停止し，酸素と栄養の供給が断た
れ皮下組織は壊死に移行すると考えられる．重症熱
傷に合併した手熱傷創では，大量輸液により誘発さ
れた浮腫により皮下圧が上昇しやすく，また手術的
治療が待機的となる傾向があり，局所の血流障害が
惹起されやすい高リスク状態にあると推定される．
過去に全周性の 3度熱傷創では皮下圧上昇の病態が
指摘されてきた 3) が，皮膚の伸展性がある程度温存
され，皮下圧が上昇しにくいと考えられてきた 2度
熱傷創においても，今回の調査で 1例に高い皮下圧
値が検出された．2度熱傷創の合併が比較的多い手
熱傷部においても，皮下圧の上昇は熱傷深度の増悪
につながる重要な病態であることを再認識し，局所
の皮下圧測定を今後も継続することは意義があると
考える．
熱傷診療ガイドライン 6) では，熱傷深度の精度の
よい推定方法として，レーザー・ドップラー血流計
測法の併用，あるいはビデオマイクロスコープの併
用などが推奨されている（grade B）．一方重症熱傷
患者では，熱傷深度の推定方法として，熟練医師に
よる肉眼的観察法が臨床的に最も広く用いられてお
り（grade C），皮下圧測定についての記載はない．
広範に皮膚が欠失し創部からの滲出液が多いため低
体温症に陥る危険性が高く，さらに易感染性に配慮
して創部の露出時間を可及的に短縮する必要があ
り，毎日の包交時間は制限され，他の方法の使用は
進んでいない．供覧症例の右前腕内側部について，
来院時の熱傷深度評価は深達性 2度熱傷であった
が，経過とともに徐々に前腕近位内側中央部の色調
変化が進行した．受傷時に既に深部に熱損傷が及ん

でいた 3度熱傷であったか，皮下圧の上昇により熱
傷深度が増悪した深達性 2度熱傷であったか，経過
中に肉眼的観察法により判断することは困難であっ
た．今後，同様な熱傷創については，24時間経過
以降も皮下圧の測定をくり返し，肉眼的観察法によ
る深度評価の補助診断として病態の鑑別に有用かど
うかの検証を継続していきたい．

【まとめ】
上肢・手熱傷を合併した重症熱傷 19例について
治療経過を検討した．受傷後 24時間の輸液量比は
2度熱傷面積の割合が多いほど増加する傾向がみら
れた．重症熱傷に伴う手熱傷の皮下圧測定は，大量
輸液に伴う浮腫による微小循環障害を早期に検出
し，熱傷深度の増悪を回避出来る可能性がある．
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1） Kumar P. Subcutaneous compartment syndrome. Burns 

33: 125-126, 2007. 
2） Zawacki BE, et al. Reversal of capillary stasis and pre-
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4） Kahn SA, et al. Resuscitation after severe burn injury 
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5） Schnall SB, et al. Tissue pressures in pyogenic flexor te-
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皮切を追加することなく指節骨に縫合糸をかける方法
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指節骨に軟部組織を縫着する必要が生じた際，Kirschner鋼線と注射針を用いて皮切を追加することなく
指節骨に縫合糸をかける方法を用いてきたので紹介する．Suture anchorと比して軟部組織縫着時の固定性
に遜色はなく，一見複雑だが実際には数分で施行可能であり，suture anchorの使用が困難である時などに
有用である．

【緒　言】
指の靱帯断裂や腱損傷などで指節骨に軟部組織を
縫着する際に近年では suture anchorを用いること
が多い 1)2)3)4)5)6) が，使用できない場合には指節骨の
対側に皮切を追加し pullout sutureなどを行う必要
がある 1)4)9)．我々はこのとき，Kirschner鋼線と注
射針を用いて皮切を追加することなく指節骨に縫合
糸をかける方法を用いてきたので紹介する．

【対象と方法】
指の靱帯損傷や開放性の終止腱の損傷などに対

し，suture anchorの使用が困難な場合に用いてきた．
平成 24年から平成 25年に当科では，母指MP尺側
側副靱帯損傷 2例，母指橈側側副靱帯損傷 1例，環
指開放性の終止腱の損傷 1例，小指橈側 PIP側副靱
帯損傷 1例に対して本法を施行した．年齢は 35歳か
ら 63歳平均 51.4歳男性 4例　女性 1例であった．
手術方法　骨の軟部組織を縫着したい部位から直

径 1～1.2mmの Kirschner鋼線を刺入し，反対側の皮
質を貫通させる．これを 18～23Gの注射針に置き換
え反対側の皮膚も貫通させる．同様に Kirschner鋼
線を 2～4mm程度離れた部位で反対側の皮質を貫
通させ，注射針に置き換える．貫通させた注射針の
先端から縫合糸を術野側にまで通す（図 1a）．その
注射針の先端に別の注射針の先端を咬み合わせ，外
れないように術野と対側の皮質骨上まで進め，縫合
糸を挿入した注射針は縫合糸を残し抜去する（図
1b）．対側から刺入した注射針は先端を対側の骨皮
質を滑らせながら，二回目に穿孔した部位を探りそ

こから術野まで貫通させる（図 1c，d）．この先端
に別の注射針を咬み合わせたまま術野から反対側の
皮膚まで貫通させる（図 1e）．この注射針の先端か
ら同じ部位で皮膚を貫通している縫合糸を刺入し術
野まで貫通させ注射針を抜去する（図 1f）．反対側
の皮質にかけられた縫合糸を用い軟部組織を縫着す
る（図 1g）．

【結　果】
Suture anchorと比して軟部組織縫着時の固定性
に遜色はなかった．術野と対側の知覚障害や疼痛の
持続などの訴えもなかった．
【症例提示】37歳男性．フットサル中受傷．右小
指の変形で近医より紹介．右小指のボタンホール様
変形があり，PIP関節の可動域制限を認めた．XP
上 PIP亜脱臼と基節骨の骨隆起を認めた（図 2a）．
術野では，橈側の側副靱帯が中枢で基節骨付着部か
ら剥離し，関節内に陥入し整復障害となっていた．
整復後，本法を用い 4-0ナイロン糸 2本で側副靱帯
断端を基節骨に縫着した（図 2b）．術後 XPで PIPの
亜脱臼は整復されている（図 2c）．術後 3週より自
動運動開始．術後 5週からコイルスプリントを使用
し，3ヵ月で PIP関節の可動域は伸展 0 屈゚曲 80 と゚
なった．PIP関節の側方動揺性はなく，ADL障害
の訴えはなかった．

【考　察】
指節骨に軟部組織を縫着する際，以前は pullout 

sutureなどが行われてきた 1)7)8)9) が，対側に皮切を

受理日　2014/10/02
＊東京歯科大学市川総合病院　〒272-8513　千葉県市川市菅野 5-11-13
＊＊慶應義塾大学医学部整形外科学教室
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追加する必要があり，近年では皮切の追加が必要な
い suture anchorを用いることが多い 1)2)3)4)5)6)．しか
しながら，骨粗鬆症の強い場合 4)，術野側の皮質が破
損し suture anchor刺入が困難な場合，suture anchor
の糸が切れた場合，suture anchorを挿入することが
感染の可能性を高めると判断された場合，suture an-
chorが用意できなかった場合など使用できない場

合もある．このとき，本法は骨に軟部組織を直接縫
着するという点で suture anchorと同様の効果が期
待でき，入手容易な機材で施行可能で皮切追加の必
要がないことから代用となりうる．さらに縫合糸の
種類を選択できる点，縫合糸を複数挿入できる点，
体内に金属が残らない点では suture anchorより優
れている．対側の皮下軟部組織を直視下に見ないこ
とから，針を刺入しても機能障害が生じる可能性が
少ない部位を選んで穿孔することと，骨膜の上の軟

図 1 a：  指節骨に骨孔を 2つ作成し，一方から注
射針を皮膚まで貫通させ縫合糸を通す．

 b：  これに別の注射針を咬み合わせ，術野と
対側の皮質骨上まで進め，術野から挿入
した注射針は糸を残し抜去する．

 c，d：  対側から刺入した注射針は先端を対
側の骨皮質を滑らせながら，もう一
方の骨孔を探りそこから術野まで貫
通させる．

 e：  この先端に別の注射針を咬み合わせ術野
と対側の皮膚まで貫通させる．

 f：  この先端から，さきに皮膚を貫通させた
縫合糸を刺入し術野まで貫通させ注射針
を抜去する．

 g：  この縫合糸を用い軟部組織を縫着する．

図 2 症例
 a：術前 XP　b：術中　c：術後 XP
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部組織に糸がかからないように対側から一つ目の骨
孔に刺入した注射針をもう一つの骨孔に移動する際
（図 1c，d）十分に骨皮質に沿って滑らせることが
重要である．われわれは，これまで対側の軟部組織
の損傷や固定による機能障害を経験していない．ま
た，本法の行程中に縫合糸が注射針により断裂した
経験はない．縫着時に強く締めすぎて縫合糸が切れ
ることがあるが suture anchor使用時も同様の可能
性はあり，縫合糸を複数挿入できる点および骨への
再挿入が容易に行える点でより有利である．本法は
suture anchorに比較して手技が煩雑であるが，行
程を十分理解して行えば数分で施行可能であり手術
時間を大幅に延長することはない．しかしながら，
注射針を多く使用することから針刺し事故には十分
な配慮が必要である．この点を注意すれば本法は
suture anchorに代わる有用な方法と考えられた．

【まとめ】
皮切を追加することなく指節骨に縫合糸をかける
方法を紹介した．suture anchorに代わる方法とし
て有用であると考えている．

【文　献】
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－ 152－

日手会誌（J Jpn Soc Surg Hand），第 31巻　第 4号　500-503，2015

手指内軟骨腫に対する小皮切内視鏡確認掻爬術の経験
と骨開窓部の術中操作による拡大
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小皮切内視鏡確認掻爬術を施行した手指骨の内軟骨腫 13例の治療経験について後ろ向きに検討した．術
後 X線像上十分な骨強度が得られたと思われる新生骨形成時期は中央値 2.5ヶ月（1～4ヶ月）であり，また，
再発はみられなかった．しかし，作成した骨窓（3mm径または 5mm径）は術中操作によりその長径が中
央値 7mm（4～11mm）と拡大していた．骨窓径を 5mmとした症例（6例）は 3mmとした症例（7例）と
比べ術後の骨窓の拡大はほぼ同等であることが推測された．3mm径の 1例に術中骨折を認めた．骨窓径を
5mmとやや大きめにすることは操作性及び安全性の面から有効であることが示唆された．小皮切内視鏡確
認掻爬術は皮切が小さく軟部組織の損傷も少ないが，小さな骨窓を通しての掻爬操作のため骨窓の意図しな
い拡大が生じやすいので慎重な手術操作が必要である．

【緒　言】
内軟骨腫は手指骨に好発する良性骨腫瘍である．
病的骨折や切迫骨折状態をきたすことがありその場
合には手術が必要となる．従来，内軟骨腫の手術は
十分な骨開窓を行い病巣をすべて直視下に置くこと
により確実な掻爬を行うことが基本であったが，近
年内視鏡を利用することにより小皮切，小侵襲で行
い得るとの報告が散見されるようになった 1)2)．こ
れまでの報告でみられる術式の多くは 2つ以上の小
骨窓を作成し細径内視鏡と小鋭匙を別々の骨窓から
挿入し鏡視下に腫瘍を確認しつつ掻爬を行う「鏡視
下掻爬術」である 3)4)5)6)7)．一方，1つの小骨窓から
小鋭匙と細径内視鏡を交互に挿入し，掻爬（適宜術
中 X線透視装置で掻爬範囲を確認する）と内視鏡
的確認を繰り返す術式 8)（「小皮切内視鏡確認掻爬
術」とする）や，小骨窓に細径内視鏡と小鋭匙を同
時に入れて鏡視下に掻爬する，鏡視下手術の変法と
いえる術式も報告されている 9)．
われわれは，2007年から手指内軟骨腫に対して

小皮切内視鏡確認掻爬術を施行している．当初
3mm径の骨窓を 2つ作成していたが，骨窓の多く
は手術操作の影響で術後に径が 5mm以上に拡大し
ていることに気付いた．そのため作成する骨窓を
5mm径とし，また，骨窓を大きくしたことにより操

作の自由度が増大したため骨窓は原則 1つとした．
われわれの経験について検討し報告する．

【対象と方法】
2007年から小皮切内視鏡確認掻爬術を施行した

手指骨の内軟骨腫の症例を対象とした．症例は 13例
で，年齢は 15歳～59歳（中央値 36歳），性別は男性
6例，女性 7例であった．発生部位は指節骨 7例，
中手骨 6例であった．手術および術後経過について
後ろ向きに検討した．また，術後の X線写真（正・側
方向または正・斜方向）を用い骨窓に相当する骨欠
損陰影の長径を計測し，これを術中操作により拡大
した骨窓の長径の推測値とした．骨窓が複数ある場
合はより拡大した骨窓を対象とした．
手術は上腕または指ターニケットを使用した．神
経血管束と腱を避けつつ，病変のほぼ中央で掻爬に
有利と思える部位に約 5mmの皮切を加え骨表面ま
で剥離し 3mm径の Kirschner鋼線にて小さな骨窓
を作成（初期の 7例の開窓径は 3mm，それ以降の
6例は 5mm），術中 X線透視装置を補助として適宜
用いつつ耳用両頭骨鋭匙などの小鋭匙による掻爬と
生理食塩水による洗浄を繰り返した．腫瘍組織がほ
とんど掻き出されなくなった時点で手関節用関節鏡
（2.5mm径，30 斜゚視鏡，Conmed社）を骨窓より挿
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入し掻爬後の状態を確認，掻爬が足りない部分に対
してさらに小鋭匙による掻爬と洗浄を繰り返し行っ

た（図 1）．術後は外固定は原則行わず自動可動域
訓練のみ許可した．

【結　果】
患者の臨床情報と術後経過の概要を表 1に示し
た．全例で術前に疼痛の存在または既往を認めた．
手術時間は中央値 95分（37～138分）であった．術
直後の骨窓の推定長径は中央値 7mm（4～11mm）と
拡大していた．長径は 10例で長軸方向かそれに近
似する方向であり，1例で短軸方向かそれに近似す
る方向であり，2例では骨窓がほぼ正円に近い状態
であった．骨窓径 5mm症例群と 3mm症例群間の
背景因子（腫瘍径，骨折の既往，開窓数）に差があ
り両群間の厳密な比較は困難であったが，5mm群
は 3mm群と比べて術直後の骨窓の長径はほぼ同等
であった（表 2）．X線像上，骨皮質の造骨性変化が

図 1 腫瘍組織を掻爬後，手関節用関節鏡を
骨内に挿入し掻爬後の状態を確認する．

表 2 骨開窓径 3mmと 5mmの比較

表 1 症例の臨床情報と術後経過
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認められ日常生活上の制限が不要な程度の骨強度が
得られたと思われた時期は中央値 2.5か月（1～4か
月）であった．3mm群の 1例に術中骨折を認めた．
術後経過観察期間の中央値は6か月（1～71か月）で，
全例で再発は認めなかった．
症例提示
症例：31歳，女性．主訴：右中指痛．
現病歴：中学生の頃から右中指を押すと痛みを感
じることがあったが，約 1か月前から疼痛が増悪し
た．近医にて骨腫瘍を疑われ当科紹介受診した．
身体所見・検査所見：右中指基節部に腫脹と圧痛
を認めた．単純 X線にて基節骨基部から骨幹部に
わたり骨皮質の菲薄化と膨隆像および小石灰化を伴
う骨透亮像を認め，内軟骨腫を疑い手術を施行した
（図 2）．
手術所見：手術は腫瘍のほぼ中央部およびやや近
位部の橈側側方に 3mm径の骨窓を作成し小皮切内
視鏡確認掻爬術を施行した．掻爬された腫瘍組織は
白色シャーベット状であった．
組織所見：異型性の少ない軟骨細胞と軟骨基質か

らなる腫瘍であり内軟骨腫と診断した．
術後経過：術後の X線写真では病変中央部の骨
窓は長径が 8mm前後に拡大していた（図 3）．術後
外固定を行わず自動可動域訓練を開始した．術後 1
か月の X線写真で骨新生がみられ，2か月の X線写
真では日常生活上十分な骨強度を有すると思われ

た．術後 2か月の時点で可動域は正常に回復してい
た．術後 71か月の最終経過観察時点で明らかな再
発は認めなかった（図 4）．

【考　察】
今回の検討で手指の内軟骨腫に対する小皮切内視
鏡確認掻爬術において作成した骨窓が術中操作によ
り拡大することが明らかとなった．しかし，今回の
検討は 2方向の X線写真のみに基づいた検討のた
め骨欠損範囲を過小評価している可能性がある．特
に，短軸方向の評価は正確性に欠ける．より厳密な
評価のためには術直後に実測する方法が望ましい．
小皮切内視鏡確認掻爬術は皮切が小さく軟部組織の
損傷も少ないが，小さな骨窓を通しての掻爬操作の
ため骨窓の意図しない拡大が生じやすいので慎重な
手術操作が必要である．
鏡視下掻爬術においてもその注意点の一つとして
骨皮質の菲薄化が著しい症例では骨窓が手術操作で
簡単に拡大することが指摘されている 7)．また，今
回の検討において骨窓径を 5mmとした症例群と
3mmとした症例群とで術後の骨窓の大きさに差が
ないことが推測された．背景因子（腫瘍径，骨折の
既往，開窓数）に差があり両群間の厳密な比較は困
難であるが，骨窓が大きければそれだけ操作性は向
上するので骨窓径の設定を 5mmとした方が有利で
あることが示唆された．

図 2 初診時 X線像．中指基節骨
の骨幹部から基部にかけて
骨腫瘍（矢頭）を認める．

図 3 術直後 X線像．骨窓は長径
が 8mm前後に拡大してい
る（矢頭）．

図 4 術後 71ヶ月の X線像．明
らかな再発を認めない．
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小皮切内視鏡確認掻爬術は基本的には骨窓が一つ
である．小皮切内視鏡確認掻爬術は，骨窓を 2つ以
上作成する鏡視下掻爬術に比べ骨欠損部による骨強
度の低下を減ずることができる利点がある．また，
鏡視下掻爬術では小さな手指骨に対して鏡視と掻爬
を同時に行うので手技的に熟練を要するが，小皮切
内視鏡確認掻爬術は手術操作が単純化されているの
であまり熟練を要しない．しかし，たとえ術中 X
線透視装置を用いるにしても掻爬が盲目的になるた
め，部分的に掻爬しすぎて必要以上に骨が欠損する
可能性があるので注意が必要である．なお，小皮切
内視鏡確認掻爬術においても腫瘍の進展範囲や形状
から 1つの骨窓では足りないことが術前に予想され
る場合には計画的に 2つ以上の骨窓を作成するべき
である．
鏡視下掻爬術は死角になりやすい骨窓部周辺の観
察も骨窓を 2つ以上作成することにより確実に行え
ることが利点の一つである 7)．小皮切内視鏡確認掻
爬術はこの点において鏡視下掻爬術に劣る．しか
し，小皮切内視鏡確認掻爬術による骨窓周辺の鏡視
は容易ではないものの，手指の軟部組織は薄いため
内視鏡を骨表面と平行に近い位置に寝かせることが
可能であり 30 斜゚視鏡を用いれば斜めの方向からで
はあるが多くの場合観察は可能である．
腫瘍の根治性については，鏡視下掻爬術では良好
な長期術後成績が報告されているが小皮切内視鏡確
認掻爬術では長期成績の報告はまだない 7)8)．今回
の検討における経過観察期間の中央値が 6か月と短
かいことは腫瘍の根治性という点において本研究の
限界の一つであり今後の重要な課題といえる．小皮
切内視鏡確認掻爬術や鏡視下掻爬術は従来の直視下
掻爬術に比べ，骨欠損量が少なく術後骨強度が高い
こと，伸筋腱や骨膜への侵襲が軽微であること，手
術瘢痕が小さいこと，鏡視により病巣の拡大像が得
られるため残存腫瘍の確認が容易であることなどの
利点がある 3)4)5)6)7)8)9)．一方，繊細な手術操作が必
要であること，手術時間がかかること，意図しない
骨窓の拡大がみられることなどの問題点も有する．
手の内軟骨腫に対する小皮切内視鏡確認掻爬術や鏡
視下手術は多くの利点を含む推奨されるべき術式で
あるが，さらに有用なものとするため今後も検討を
継続する必要がある．

【まとめ】
内軟骨腫に対する小皮切内視鏡確認掻爬術は有用
な術式であると考える．しかし，術直後の骨窓の長
径は中央値 7mmと術中操作による拡大がみられ慎
重な手術操作が必要と考える．骨開窓径 3mmと
5mmでは，掻爬および鏡視後の最終的な拡大に差
がないことが推測されたため 5mmの方が操作性及
び安全性の面から有効と考える．今後さらなる検討
を続けたい．

【文　献】
1） 奥津一郎ほか．Universal Subcutaneous Endoscope 

systemを用いた良性骨腫瘍の治療．関節鏡 17: 11-15, 
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よび鏡視下掻爬を併用する単純掻爬術の経験．整形外
科 57: 1201-1204, 2006．
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現状と将来展望．日手会誌 29: 218-221, 2012．日手会
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185-188, 2013．

9） Dietz JF, et al. Endoscopically assisted excision of digi-
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3D-CTを用いた母指 CM関節の 3次元運動解析
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Circumductionとして考えられている母指 CM関節の可動域とそれに伴う関節接触面の変化を 3D-CTで
評価した．Circumductionの 5肢位について男女 3名ずつの撮影を行った．橈側外転度・掌側外転度・回内
度はそれぞれ，retropositionでは 17±10 （゚mean±SD），0±3 ，゚61±6 ，゚radial abductionでは 40±7 ，゚-8±8 ，゚
42±9 ，゚palmar abductionでは 13±6 ，゚40±7 ，゚91±18 ，゚oppositionでは -4±3 ，゚37±5 ，゚99±3 ，゚adduction
では 15±7 ，゚14±6 ，゚68±6 で゚あった．大菱形骨と第 1中手骨の主たる接触面は，retropositionでは橈側と
尺側，radial abductionでは背側と尺側，volar abductionでは橈側と橈側，oppositionでは掌橈側と橈側，ad-
ductionでは中央と中央であった．

【緒　言】
母指 CM関節の可動域は，軟部組織が厚いため
体表からの正確な測定は容易ではない．最近の CM
関節症に対する手術成績に関する論文でも，計測方
法も結果も一定したものはなかった 1)2)3)4)．in vivo
で第 1中手骨の動きを直接測定するものが信頼でき
るが，渉猟しえた研究は 2つであった．Miuraら 5)

は X線透視下に内外転と屈伸を測定し，44 と゚ 34゜
であったとし，Cheemaら 6) は CTを用い，回内回外
可動域は 56 で゚あると報告した．本研究では 3D-CT
を用いて 3次元的に，国際手の外科用語に従い cir-
cuductionにおける母指 CM関節の可動域を計測し
た．また，鞍状関節では回内外で impingementが
生じることが懸念されているが 7)，靭帯と筋により
制御された母指 CM関節の運動 8) に伴う関節の接
触面の変化を明らかにした．

【対象と方法】
対象は左手とし，手に症状のない男性 15名，女性

15名で年齢は 30歳から 52歳，平均年齢は 40歳で
あった．第 2中手骨を CTの軸に平行に固定する装
置を用いた．能動的に，国際手外科用語に従い，母
指手根中手関節の retroposition，radial abduction，
palmar abduction，opposition，adductionの各肢位
を 1名に付き 1肢位の手部の 3D-CT撮影を行なっ
た．各肢位に男女 3名ずつを割り付けた．手の掌側

面像で第 2中手骨骨軸に対して第 1中手骨骨軸のな
す角を橈側外転度とし，橈側面像で第 2中手骨骨軸
と第 1中手骨骨軸のなす角を掌側外転度とし，末梢
から見た像で第 2第 3中手骨背側接線と第 1中手骨
骨頭内・外両顆の中心を結ぶ線とのなす角を回内度
とした（図 1）．接触面の評価は，3D-CT像とMPR
を用いた（図 2-4）．
本研究は院内の倫理委員会で承認を得た．

【結　果】
Circumductionの各肢位の可動域は，retroposition
では橈側外転度 17±10 （゚mean±SD），掌側外転度
0±3 ，゚回内度は 61±6 で゚あった．radial abduction
では橈側外転度 40±7 ，゚掌側外転度 -8±8 ，゚回内度
は 42±9 で゚あった．palmar abductionでは橈側外転
度 13±6 ，゚掌側外転度 40±7 ，゚回内度は 91±18 で゚
あった．oppositionでは橈側外転度 -4±3 ，゚掌側外
転度 37±5 ，゚回内度は 99±3 で゚あった．adduction
では橈側外転度 15±7 ，゚掌側外転度 14±6 ，゚回内
度は 68±6 で゚あった（表 1）．母指 CM関節の可動域
は，橈側外転度・掌側外転度・回内度の最大値と最
小値を比較し，橈側内外転 44 ，゚掌側内外転 48 ，゚回
内外 57 で゚ circumductionあった．
接触面の変化をみると（表 2），retropositionで

は第 1中手骨は大菱形骨関節面上で橈側へ亜脱臼位
をとり，大菱形骨関節面の橈側と第 1中手骨関節面

受理日　2014/09/30
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図 1 掌側面図で橈側外転度を，橈側面図で掌側外転度を，末梢面図で回内度を測定した．

図 2 radial abductionの関節接触面

図 3 oppositionの関節接触面

図 4 adductionの関節接触面
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の尺側が接していた．radial abductionでは第 1中
手骨は大菱形骨関節面上で背側へ亜脱臼位をとり，
大菱形骨の背側と第 1中手骨の尺側が接していた
（図 2）．palmar abductionでは第 1中手骨は橈側に
傾き，大菱形骨関節面の橈側と第 1中手骨の橈側が
接していた．oppositionでは大菱形骨の掌側と第 1
中手骨の橈側が接し，背尺側には間隙が生じていた
（図 3）．adductionではそれぞれの中央で接してい
た（図 4）．

【考　察】
母指 CM関節は，変形性関節症の好発部位であ
り，基礎的研究が数多くなされている．しかし，特
異な鞍状関節の形態から運動解析は十分なされてい
るとは言えない．
可動域については，母指 CM関節は母指丘筋に覆
われていて，臨床的に測定すること容易ではなく，

手術成績評価での可動域の測定にまだ統一されたも
のはない 1)2)3)4)．in vivoで第 1中手骨の運動を直接測
定した研究が信頼できる．Miuraら 5) は X線透視下
に内転・外転可動域と屈曲・伸展可動域を測定し，若
年群ではそれぞれ 44±4 ，゚34±3 で゚あったと報告し
た．Cheemaら 6) は CTを用いて retropositionから
母指と小指との対立位までの6肢位を撮影し，回内・
回外可動域は 56 で゚あるとした．
本研究では 3D-CTを用いて，第 1中手骨の橈側
外転度・掌側外転度・回内度を同時に測定した．
circumductionの 5肢位を撮り，橈側外転度・掌側
外転度・回内度の最大値と最小値を比較し，橈側内
外転 47 ，゚掌側内外転 49 ，゚回内外 55 で゚あった．
しかし，母指 CM関節症の手術後の可動域の評
価に 3D-CTを用いるのは費用対効果に問題がある．
小平ら 2) は X線で第 1-2中手骨間角を測定し，橈側
外転と掌側外転を評価した．また，大谷ら 1) は可

表 1 Circumductionの 5肢位の可動域

表 2 Circumductionの 5肢位の関節接触面
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動域として，外転角と内転角，掌側外転角と掌側内
転角を計測した．両者の長所を用いて，Circumduc-
tionの radial abductionの正面と側面，palmar ab-
ductionの正面と側面の X線撮影を行い，第 1-2中
手骨間角を測定すれば，本研究結果よりえられた母
指 CM関節の可動域の橈側内外転可動域の 61％と
掌側内外転可動域の 100％が評価可能である．術前
術後の母指 CM関節の簡便な可動域評価が可能と
なる．
一方，鞍状関節である母指 CM関節の回内・回
外時には大菱形骨と第 1中手骨の関節面間に，im-
pingimentが生じる 7) とされるなど，大菱形骨と第
1中手骨の関節面の接触部位の変化は明らかでなか
った．Zancolliら 8) は，第 1中手骨は筋と靭帯に誘導
され，大菱形骨の橈背側の spheroidal part上で回
内外の軸回転を行うと述べた．本研究は circumduc-
tionにおける大菱形骨と第 1中手骨の運動に伴う関
節面の接触部位の変化を 3D-CT像とMPRで明らか
にした．
母指 CM関節は厳密な鞍状関節ではなく，大菱形
骨と第 1中手骨の曲率に差があり，関節面のいわゆ
る遊びを有していた．さらに，第 1中手骨は radial 
abductionでは背側亜脱臼位をとり，retroposition
では橈側亜脱臼位をとるなど，関節面の接触部位を
大きく変化させながら橈側内外転，掌側内外転，回
内外運動を行っていた．Edmunds 9) は，母指 CM関
節の安定に最も寄与している靭帯は dorsal ligament 
complexであり，回内時に screw home現象で安定す
るとしたが，対立位の 3D-CT像はこれを in vivoで明
らかにしたものと考察した．

【まとめ】
1．Circumductionに沿い，retroposition，radial ab-

duction，palmar abduction，opposition，adduction の
5肢位について男女3名ずつに3D-CT撮影を行った．

2．母指 CM関節の可動域は，橈側内外転 47 掌゚側
内外転 49 回゚内外 55 で゚あった．

3．大菱形骨と第 1中手骨の関節の接触面を変える
ことで大きな可動域を得ていた．
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【目的】
本研究の目的は尺側手関節の変形性関節症（以下 OA）や手関節の形状・手根骨配列が尺骨頭の背側転位

に及ぼす影響につき検討することである．
【対象と方法】
手関節 X線 2方向撮影を行った 290例を対象とした．尺骨頭背側転位の評価法は，尺骨最背側点を通り

橈骨長軸に直交する垂線上の尺骨最背側点から橈骨背側皮質点までの距離 a＞0を転位有，a≦0を転位無と
した．調査項目は年齢，性別，X線正面像で尺側手関節の OAの有無，RI，CHR，UV，X線側面像で VT，
RLA，RSAを計測した．尺骨頭背側転位の有無と各測定項目との相関，次にロジスティック回帰分析を行っ
た．
【結果】
尺骨頭背側転位の有無と相関した項目は UV，RI，VTであり，回帰分析から最も odds比が高い項目は RI
の 1.162であった．
【考察】
尺側手関節 OAが尺骨頭の背側転位に影響することはなく，尺骨頭の背側転位に最も影響する要因は RI

であった．橈骨 RIが増加すると手関節の荷重は尺側へ移動するため手関節尺側の荷重圧が増加し，尺骨頭
を背側に転位させる可能性が示唆される．

【緒　言】
手関節尺側部痛を生じる遠位橈尺関節（以下

DRUJ）不安定症，遠位橈尺関節症，尺骨突き上げ
症候群や三角繊維軟骨複合体（以下 TFCC）損傷に
よるDRUJ障害 1) では手関節単純 X線側面像で尺骨
頭の背側転位をしばしば認める．この病態は DRUJ
の亜脱臼や脱臼を反映し，主に単純 X線を用いて
診断されているが，より正確な診断を行うために
CT，MRIやエコーを用いた報告もある 1)2)．しかし
DRUJの OA，橈骨と尺骨の形状や手根骨配列が尺
骨頭の背側転位に及ぼす影響については未だ明らか
ではない．本研究の目的は尺側手関節の変形性関節
症（以下 OA），手関節形状，手根骨配列が尺骨頭の
背側転位に及ぼす影響を明らかにすることである．
そのために尺側手関節の OA，橈骨と尺骨の形状や
手根骨配列が尺骨頭の背側転位に影響するとの仮説

に基づきロジスティック回帰分析による検討を行う
ことである．

【対象と方法】
本研究は 2008年 1月から 2010年 12月に当院外

来を受診し正確な手関節単純 X線の正面・側面 2
方向撮影を行った連続する患者群 1128人（男/女
488/640例，平均年齢 54.2歳）のうち，尺側手関節
に変形性関節症を認めた 145例（男/女 51/94例，
平均年齢 68.6/66.7歳）と同数の年齢と性別をマッ
チングさせた選択的対照群の尺側手関節に OAを認
めない145例（男/女52/93例，平均年齢66.7/67.9歳）
を連続する患者群から抽出し，これらを合わせた 290
例（男/女 103/187例，平均年齢 67.6/67.3歳）を対
象とした．
標準的な手関節単純 X線正・側面の 2方向は正面

受理日　2014/10/02
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posteroanterior像が Palmerら3)，側面像がNakamura
ら 4) の方法に準じて撮影を行った．次に関節裂隙距
離を各骨同士の相対する関節面の中央点での接線の
最短距離とし，関節裂隙距離 1mm以下を関節裂隙
狭小化有りとした．関節裂隙狭小化・骨棘・骨硬化
像・軟骨下嚢胞の 4項目のうちのいずれか含むもの
をOA有りとし 5)，さらに尺側手関節を図 1に示す 7
関節と定義した．
尺骨頭の背側転位の評価法は，政田ら 6) の方法に

準じて手関節 X線側面像で橈骨の長軸に直交し尺
骨最背側点を通る垂線の尺骨最背側点から橈骨背側
皮質点までの距離 aを計測し，a＞0を尺骨頭背側
転位有，a≦0を転位無とした（図 2）．
調査項目は尺骨頭の背側転位と尺側手関節の OA

の有無，手関節形態として手関節 X線正面像の ra-
dial inclination（RI），carpal height ratio（CHR），
ulnar variance（UV），手関節 X線側面像の volar tilt
（VT），radiolunate角（RLA），radioscaphoid角（RSA）
を計測した 7)8)．
検討項目は尺側手関節の OA，手関節形状や手根
骨配列が尺骨頭の背側転位に及ぼす影響を明らかに
することである．その方法ははじめに尺側手関節の
OA，橈骨・尺骨の形状，手根骨配列と尺骨頭の背側
転位の有無との相関（Pearson相関）について検討
し，次に尺骨頭背側転位の有無を目的変数，Pearson
相関で統計学的に有意差を認めた項目を説明変数と
して 2項ロジスティック回帰分析を行った．統計処
理は SPSS Version19を用いて行い，有意水準 5％未

満を有意差ありとした．

【結　果】
尺骨頭の背側転位は全症例 290例中 152例，52.4

％に認めた．その内訳は尺側手関節の OAを認めな
い 145例のうち尺骨頭の背側転位有 79例，無 66例
であり，尺側手関節の OAを認めた 145例で尺骨頭
の背側転位有 73例，無 72例であった．尺側手関節
の OAが尺骨頭の背側転位の有無に影響することは
なかった（表 1）．
尺骨頭の背側転位の有無による各測定項目の平均
値を表 1に示した．尺骨頭の背側転位の有無と有意
に相関した項目は UV，RI，VTであった（表 2）．2
項ロジスティック回帰分析から尺骨頭の背側転位の
有無に影響する要因は UVが除外され RI，VTとな
り，最も odds比が高い項目は RIの 1.162であった
（表 3）．

【考　察】
DRUJの不安定性を有する尺骨突き上げ症候群，

TFCC損傷，DRUJ不安定症，DRUJの OAなどの
尺側手関節障害は未だ正確な診断，治療方針の決定
には難渋する疾患である．これらの疾患では手関節
単純 X線側面像で尺骨頭が背側転位する場合をし
ばしば認め，症例によっては尺骨短縮骨切り術後に
尺骨頭の背側転位の改善が得られることを臨床的に
経験することがある．しかし，橈骨・尺骨の形状や
手根骨配列が尺骨頭の背側転位に及ぼす影響につい

図 1 尺側手関節
 1：遠位橈尺関節，2：尺骨月状骨関節，
 3：月状三角骨関節，4：三角有鉤骨関節，
 5：月状有鉤骨関節，6：月状有頭骨関節，
 7：橈骨月状骨関節

図 2 尺骨頭の背側転位の評価法
 a：  尺骨最背側点から橈骨背側骨皮質点

までの距離
 a＞0：背側転位有，a≦0：背側転位無



－ 162－

尺骨頭の背側転位に及ぼす影響510

ての報告はほとんどなく不明であった．したがっ
て，本研究では尺骨頭の背側転位には尺側手関節の
OA，橈骨・尺骨の形状と手根骨配列が影響すると
の仮説に基づき尺骨頭の背側転位に影響する要因を
ロジスティック回帰分析で検討した．
尺骨頭の背側転位の有無と各測定項目に関して有
意に相関を認めた項目は橈骨と尺骨の形状について
は RI，UV，VTであったが，年齢，性別，尺側手

関節の OAの有無，手根骨配列として CHR，RLA，
RSAに有意な相関を認めなかった．つまり橈骨と
尺骨の形状が尺骨頭の背側転位に影響することが明
らかとなった．このうち尺骨頭の背側転位に最も影
響をする要因は RIであり，その odds比は 1.162で
あった．この結果は RIが 1 増゚加すると尺骨頭の背
側転位が 1.162倍増加することを示していた．
生体力学的研究においてWatanabeら 9) は平均 8゜

表 1 尺骨頭の背側転位の有無による各測定項目の平均値

表 2 尺骨頭の背側転位の有無との Pearson相関

表 3 尺骨頭の背側転位の有無に影響する要因の odds比
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の橈骨 open wedge osteotomyを行うことで橈骨舟
状骨関節の圧が 85Nから 74Nに減少し，橈骨月状
骨関節の圧が 75Nから 83Nに増加し，尺骨月状骨関
節の圧が 7Nから 11Nに増加すると報告している．
つまり RIが増加することで相対的に橈側手関節の
荷重圧が減少し，尺側手関節の荷重圧が増加するこ
とが尺骨頭の背側転位に影響する可能性が示唆され
た．
手関節単純 X線を用いた尺側手関節の OAの有無
や X線学的検討項目に関して著者らの報告では検
者内および検者間計測の一致率は substantial agree-
ment以上と信頼できる計測法 5) であった．問題点
として尺骨頭の背側転位の有無を健側との比較で評
価できていないこと，背側転位の有無でのみ評価し
その程度を評価していないこと，より診断の正確性
の高い CTを用いていないこと，靭帯損傷の描出に
有用なMRIを用いていないことがあげられるが単
純 X線撮影時には一定の肢位で行い，X線側面像で
の不適切例は除外しているために尺骨頭の背側転位
の有無の評価は正確であると考える．

【まとめ】
1：尺側手関節の OA，手関節形状や手根骨配列が
尺骨頭の背側転位に及ぼす影響について検討した．

2：尺側手関節の OAや手根骨配列が尺骨頭の背
側転位の有無に影響することはなかった．

3：尺骨頭の背側転位に最も影響する要因は Radi-
al Inclinationであった．
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手指関節可動域測定マニュアル（本マニュアル）は，手指関節可動域（手指 ROM）測定における測定値
の信頼性を高めることを目的として日本手外科学会と日本ハンドセラピィ学会が共同で作成した．本マニュ
アルについて紹介すると共に，手指 ROM測定において 5度間隔と 2度間隔の角度計のどちらを用いるべき
かを検討した．対象は外来通院患者 8例で，検者は経験年数の異なる 3人のセラピストとした．2つの角度
計を用いて各関節の自動屈曲可動域を 2回測定し，測定間隔を 7日として Intraclass correlation coefficients
（ICC）による検者内・検者間信頼性，Standard error of measurement（SEM），系統誤差の有無，Minimal 
detectable change（MDC）を検討した．その結果，ICCは 2度間隔測定の方が高く，SEMは 2度間隔測定
の方が小さく，系統誤差はなく，MDCは 2度間隔測定の方が小さかった．以上より手指 ROM測定におい
て 2度間隔の角度計の方が誤差範囲は小さく，変化を鋭敏に捉えられる可能性が示唆された．

【緒　言】
2010年に日本ハンドセラピィ学会において関節

可動域（range of motion，以下 ROM）測定に関する
アンケート調査を実施した．その結果，角度計をあ
てる位置について“常に背側”あるいは“背側にあ
てることが多い”と回答したセラピストが 76.0％と
多かったが，“常に側面”あるいは“側面に当てるこ
とが多い”と回答したセラピストも少なくなかった

（図 1A）．また，ROMの測定間隔についても 5度間
隔で測定しているセラピストが 52.5％と最も多かっ
たものの，2度間隔や 1度間隔で測定を行っている
と回答したセラピストも少なくなかった（図 1B）．
このように ROM測定は整形外科やリハビリテーシ
ョンをはじめ，手外科領域においても一般的なアウ
トカムとして使用されているにも関わらず，測定方
法が統一されているとはいえない状況であった．

受理日　2014/09/29
＊弘前医療福祉大学　〒036-8104　青森県弘前市小比内 3-18-1
＊＊日本手外科学会　機能評価委員会

図 1 関節可動域測定に関するアンケート調査結果を示す．円グラフ Aは
角度計をあてる位置，円グラフ Bは角度計の測定間隔である．
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ROMの測定方法を統一することは，個々の患者
の治療効果の判定だけでなく，施設間での治療成績
を比較する際の信頼性の向上につながるものと考え
られる．そのため測定方法を統一する必要があると
考え，2011年より日本手外科学会と日本ハンドセ
ラピィ学会の機能評価委員会が合同で測定マニュア
ルの作成に着手した．
今回，作成した手指関節可動域測定マニュアル

Ver.1（日本手外科学会ならびに日本ハンドセラピ
ィ学会のホーム・ページで公開予定）は，日本整形
外科学会と日本リハビリテーション医学会による
「関節可動域表示ならびに測定法」1) をもとにして，
1）自動運動によるROM測定，2）1度間隔での測定，
3）背側にあてた ROM測定，4）全ての手指の関節
を屈曲位あるいは伸展位での測定を推奨している．
図 1Bで示したように手外科領域においても一般的
には 5度間隔での ROM測定が最も多く行われてい
る．しかし，機能評価委員会で検討した結果，測定
精度は 1度間隔での測定の方が高いと考えて推奨す
ることとした．

5度間隔以下の角度計の信頼性については，大き
さや材質の異なる角度計を複数使用した研究 2)3) が
散見される．しかし，肩関節や肘関節などの大関節
を対象としたものであり，手指に関する報告は少な
い．加えて近年，信頼性の検証には相対信頼性の指
標である級内相関係数（intraclass correlation coef-
ficients，以下 ICC）だけではなく，絶対信頼性の指
標である標準誤差（standard error of measurement，
以下 SEM）や最小可検変化量（minimal detectable 
change，以下MDC）の 95％信頼区間（以下，MDC95）

を使った報告 4) が行われるようになってきたが，
手指に関する報告は渉猟し得た範囲ではなかった．
そのため現在，市販されている 2度間隔と 5度間隔
の角度計を使って，測定間隔の違いによって ICC
による検者内・検者間信頼性，SEM，MDC95が異
なるのかどうかについて予備研究を行った．

【対象と方法】
データ収集は，にしかわ整形外科・手の外科クリ
ニックで実施し，データ収集期間は平成 25年 12月
12日から同年 12月 27日であった．対象は外来通院
患者 8例（64.3±16.8歳）で，拘縮手 2例，Dupuytren
拘縮 2例，屈筋腱損傷 1例，PIP関節側副靭帯損傷
1例，ばね指 1例，Bouchard結節 1例であった．手
指関節角度の測定指は患者ひとりにつき 1指とし，
多数指が障害されている場合は，障害されている指
の中の最橈側指とした．術後患者は 6例（75％）で，
術後経過期間は 21～140日（平均 62.5日）であった．
検者はハンドセラピィ経験年数の異なる 3人のセラ
ピストとした．セラピスト Aは経験年数 28年，セ
ラピスト Bは経験年数 15年，セラピスト Cは経験
年数 3年で全員作業療法士であった．手指関節可動
域は今回作成したマニュアルに準じた方法で測定し，
2度間隔の角度計（酒井医療株式会社，SPR-625）と
5度間隔の角度計（ミズホ株式会社）の 2つを用いて
MP関節・PIP関節・DIP関節の自動屈曲角度を測定
した（図 2）．初回測定では各々の関節角度を 3回測
定した．3回測定の 1回目と 2回目の測定平均値の
ICCが，2度間隔と 5度間隔の測定のいずれにおい
ても ICC 0.8以上となっていたことから 2回測定平均

図 2 Aは酒井医療製で目盛りは 2度間隔，Bはミズホ製で目盛りは
5度間隔となっている．
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値を代表値とした．再測定は 6～14日（平均 7日）の
期間をあけ，初回と同じ指を 2回測定して平均値を
求めた．セラピストの測定順序は，初回測定と再測
定の両方ともセラピスト B→ C→ Aの順とした．
また，ROM測定時の手指自動運動の繰り返しによ
る順序効果を防ぐために最初のセラピストが 2度間
隔測定の後に 5度間隔測定を行った場合は，次のセ
ラピストは 5度間隔測定後に 2度間隔測定を実施し
た．さらに初回測定時に 2度間隔測定をはじめに行
った場合，再測定は 5度間隔測定から開始した．測
定値の記録用紙は 1回の測定につき 1枚とし，2回
目の測定の際に 1回目の測定値がブラインドとなる
ようにした．
相対信頼性の分析には，ICCを用いて検者内信頼

性の指標である ICC（1,1）と検者間信頼性の指標で
ある ICC（2,1）を用いた．また，絶対信頼性につい
ては，系統誤差である加算誤差と比例誤差を Bland-
Altman分析を用いて解析した．Bland-Altman分析で
は，まず 2回の測定値の差を y軸，2回の測定の平均
値を x軸とした Bland-Altman plotにより可視化して
系統誤差を確認した後，加算誤差の有無を 1回目と
2回目の測定値を対応のある t検定，比例誤差の有無

を 2回測定平均値と 1回目の測定値から 2回目の測
定値を減じた値について Pearsonの相関係数を求めて
統計学的に誤差の有無を確認した（有意水準 5％）．
Bland-Altman分析の一例を図 3に示す．さらに誤
差の範囲については，SEMとMDC95を算出した．統
計ソフトは R version 2.8.1を使用し，MDC95は以下
の計算式により算出した．

MDC95＝1.96×√ 2×SEM
なお，研究に際し，被検者には研究内容について

口頭で説明を行い，文書により同意を得て実施した．

【結　果】
各関節における ICC，SEM，MDC95を表 1から 3

に示す．検者内信頼性を示す ICC（1,1）の ICCと
SEMは初回測定のMP関節の 2度間隔測定で ICC 
0.88～0.94/SEM 2.67～3.91・5 度間隔測定で ICC 
0.62～0.94/SEM 2.99～8.34，PIP関節の 2度間隔測
定で ICC 0.73～0.84/SEN 2.14～3.41・5度間隔測定で
ICC 0.66～0.84/SEM 3.13～5.08，DIP関節の 2度間
隔測定で ICC 0.76～0.96/SEM 2.69～6.54・5度間隔
測定で ICC 0.83～.87/SEM 4.43～5.73であった．検
者間信頼性を示す ICC（2,1）の ICCと SEMは，初

図 3 Bland-Altman分析の一例を示す．セラピスト Aの 2度間隔の角度計で
測定したMP 関節自動屈曲角度である．Aは Bland-Altman plotで，赤
の実線は誤差の平均値，赤の点線は差の 95％信頼区間を示している．
Bは加算誤差と比例誤差の統計結果で，M1は初回測定の平均値，M2
は再測定の平均値である．
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回測定のMP関節の 2度間隔測定で ICC 0.92/SEM 
2.60・5度間隔測定で ICC 0.78/SEM 5.40，PIP関節
の 2度間隔測定で ICC 0.87/SEM2.26・5度間隔測定
で ICC 0.78/SEM 3.22，DIP関節の 2度間隔測定で
ICC 0.92/SEM 2.72・5度間隔測定で ICC 0.91/EM 
3.75であった．再測定ではMP関節の 2度間隔測定
で ICC 0.85/SEM 3.86・5度間隔測定で ICC 0.68/SEM 
6.55，PIP関節の 2度間隔測定で ICC 0.81/SEM 2.78・
5度間隔測定で ICC 0.82/SEM 3.64，DIP関節の 2度
間隔測定で ICC 0.82/SEM 4.96・5度間隔測定で ICC 
0.78/SEM 4.69であった．系統誤差である加算誤差
と比例誤差はすべての検者で認められなかった．こ
のため誤差の範囲を示すMDC95を算出したところ
MP関節の 2度間隔測定で 7.40～10.84度・5度間隔

測定で 8.28～23.28度，PIP関節の 2度間隔測定で
5.93～9.87度・5度間隔測定で 8.69～14.09度，DIP関
節の 2度間隔測定で 7.46～11.62度・5度間隔測定で
12.29～16.92度であった．

【考　察】
誤差には偶然誤差と系統誤差があるが（図 4），

特に系統誤差は臨床上重大な問題があると考えられ
る．これは偶然誤差が多数回測定によって真の値に
近づけることが可能となるのに比べ，系統誤差は調
整することが難しく，誤差の程度をあらかじめ明ら
かにしておかなければ，測定した数値自体が意味を
なさなくなるためである．また，相対信頼性は偶然
誤差に限定したものであるため，系統誤差が存在す

表 3 DIP関節自動屈曲角測定の信頼性

表 1 MP関節自動屈曲角測定の信頼性

表 2 PIP関節自動屈曲角測定の信頼性
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る場合には本当に治療効果を示しているかを判定す
ることができなくなる．そこで今回，はじめにBland-
Altman分析によって系統誤差の有無を明らかにし
た後で，ICCによる検者内・検者間信頼性，SEM，
MDC95を比較した．MDC95は実際の測定誤差の限
界値を示す数値である．例えば初回評価時の PIP関
節屈曲が 90度で最終評価時の屈曲が 102度であっ
た場合，12度の改善が得られているが，MDC95を
15度と仮定すると改善が得られた 12度は誤差の範
囲内となり，改善したとはいえないことになる．
手指関節可動域測定の信頼性についての先行研究
において Hamiltonら 5) は，分散を比較して検者間
信頼性の方が検者内信頼性より低かったと報告して
いる．また，Lewisら 6) は健常者の中指について 2度
間隔の角度計を使用し，検者内信頼性は ICC 0.43～
0.99，検者間信頼性は ICC 0.24～0.95で，自動運動
より他動運動の ICCが低かったことを報告してい
る．筆者らが行った 2度間隔測定の検者内信頼性は
ICC 0.73～0.96・検者間信頼性は 0.87～0.95，5度間
隔測定の検者内信頼性は ICC 0.62～0.90・検者間信
頼性は ICC 0.78～0.91であった．比較してみるとバ
ラツキはみられるが検者内・検者間信頼性共に 2度
測定の方が ICCは高かった．加えて SEMは 2度間
隔測定の方が低値であった．このことは 2度間隔測
定の方が 5度間隔測定よりも再現性が高く，推定精
度が高いことを意味している．また，3人のセラピ
ストの測定に系統誤差は認められず，MDC95 は 2度
間隔測定で 5.93～11.62度，5度間隔測定で 8.28～
23.28度と 2度間隔測定の方が低値で誤差範囲が小
さいことがわかる．2度間隔測定において 3人のセ
ラピストのMDC95の最大値を誤差範囲とするとMP
関節で 11度，PIP関節で 10度，DIP関節で 12度
以上の変化がなければ測定誤差である可能性が高い
ことになる．今回の検討では測定誤差が臨床での印
象より大きかったが，1）対象である患者の状態変

化，2）2つの角度計共に 2つのアームの長さが異
なっているために，測定の際にどちらのアームを移
動軸にあてたかが結果に影響した可能性も否定でき
ない．さらにMDC95は測定値の差の標準偏差をも
とに算出していることから症例数を増やすことで減
少する可能性が高い．
以上より，手指関節角度測定においては小さな目
盛りの角度計を使用することで誤差範囲が小さくな
り，角度変化を鋭敏に捉えられる可能性が示唆され
たものと考える．今後，症例数を増やして手指関節
可動域測定のMDC95を明らかにすることで誤差範
囲が明確となり，治療効果を適切に判定することが
可能になるものと考えられた．

【まとめ】
1）手指関節可動域測定マニュアルの特徴を紹介

した．
2）手指 ROMを 2度間隔と 5度間隔で測定し，検
者内・検者間信頼性，SEM，MDC95により信頼性
を比較した．

3）手指 ROM測定の誤差は，2度間隔測定の方が
5間隔測定よりも小さいことがわかった．

4）小さな測定間隔の角度計を使うことで，より
小さな角度の変化を捉えられることが示唆された．

【文　献】
1） 日本整形外科学会日本リハビリテーション医学会．関
節可動域表示ならびに測定法．日整会誌 69: 240-250, 
1995．

2） Rothstein JM, et al. Goniometric reliability in a clinical 
setting: elbow and knee measurements. Phys Ther 63: 
1611-1615, 1983.

3） Riddle DL, et al. Goniometric reliability in a clinical set-
ting: shoulder measurements. Phys Ther 67: 668-673, 
1987.

4） Lunden JB, et al. Reliability of shoulder internal rotation 
passive range of motion measurements in the supine 
versus sidelying position. J Orthop Sports Phys Ther 
40: 589-594, 2010.

5） Hamilton GF, et al. Reliability of goniometers in assess-
ing finger joint angle. Phys Ther 49: 465-469, 1969.

6） Lewis E, et al. Interrater and intrarater reliability of fin-
ger goniometric mesurment. AJOT 64: 555-561, 2010.

図 4 誤差の分類
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交代浴及びハンドインキュベータ療法後の手指の
微小循環に関するレーザ血流計を用いた評価
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手指腫脹の軽減は術後セラピィにおいて極めて重要である．今回，静脈還流への作用を目的として臨床応
用されているハンドインキュベータを用いて，術後の腫脹に対する有効性について交代浴と比較した．方法
は健常者にてハンドインキュベータと交代浴の治療前後各 10分間の手指の微小循環を，レーザ血流計で評
価した．結果は両群とも微小循環は低下した．ハンドインキュベータは冷却効果にて腫脹の軽減に効果をも
たらすという交代浴と同様な作用をもつことが考えられた．

【緒　言】
手指腫脹のコントロールは術後セラピィにおいて
極めて重要である．従来の腫脹軽減を目的とした術
後セラピィは患肢拳上 1)，交代浴，アイシング，他関
節運動などであるが，近年，ハンドインキュベータ
（日本シグマックス株式会社）が静脈還流促進を目
的として，臨床応用されている．今回，術後腫脹の
コントロールに対する有用性について，ハンドイン
キュベータと交代浴で手指の微小循環動態を比較検
討したので報告する．

【対象と方法】
対象は健常者 21例で，男性 12例，女性 9例，年

齢は 22歳～55歳（平均年齢 33.3±0.7歳）であった．
方法はハンドインキュベータと交代浴の治療前後各
10分間の手関節・手指の微小循環の血流について，
ナハリレーザドップラー血流計（ネクサス株式会社）
を用いて測定を行った（図 1）．ハンドインキュベー
タはチャンパーのポケット部に前腕から指先まで入
れて，20mmHg加圧下で 20分間治療した．ハンド
インキュベータは半閉鎖式チャンパー内に空気を還
流し，手全体に一定の陽圧が加わり，チャンパー内
は手指・手関節の自動運動が可能である 2)（図 2）．
交代浴は手を 38℃の温水 2分間，18℃の冷水 1分
間を，交互に浸漬する処置を 4回繰り返し，12分
間治療した．浸漬中は手関節・手指の自動運動を行

受理日　2014/09/26
＊神戸労災病院　中央リハビリテーション部　〒651-0053　兵庫県神戸市中央区籠池通 4-1-23
＊＊神戸労災病院　整形外科

図 1 ナハリレーザドップラー血流計（ネクサス株式会社）
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った．レーザドップラー血流計の測定はプローブを
手関節部及び中指指腹部に装着した（図 3）．測定
中の室温は 22℃で設定した．そして，ハンドイン
キュベータを H群，交代浴を C群とし治療前後 10
分間の平均変化量の比較評価を行った．t検定を用
いて統計解析し，有意水準は P＜0.05とした．

【結　果】
治療前後 10分間の平均変化量は手関節部 H群

-0.16±1.94ml/min/100g，C群 -0.82±0.25ml/min/100g，
中指指腹部 H群 -2.4±0.03ml/min/100g，C群 -1.74±
12.03ml/min/100gと両群とも微小循環は低下した．
両群間に有意差はなかった（表 1）．

【考　察】
交代浴は手指の腫脹，痛みに対して軽減を促す最
も重要な治療の一つである 3)．今回，同じ治療目的

で開発されたハンドインキュベータの効果をレーザ
ドップラー血流計により，手指の微小循環動態につ
いて交代浴と比較した．交代浴の生理的作用として
は，温水と冷水を交互に浸すことで血管の収縮と弛
緩を高め，毛細血管の拡張が起こることで，血流量
が増大し，局所の新陳代謝が亢進するとの報告があ
る 4)．しかし，本研究では，ハンドインキュベータと
交代浴の 10分間治療後の微小循環血流量は低下し
ており，両者ともに血流量は低下による冷却効果を
もたらすと考えた．寒冷療法の利点としては，血管
収縮による血流量の低下，代謝活動の低下に伴う発
痛物質の産生抑制，筋紡錘のインパルスの発射頻度
の低下，神経伝導速度の低下，疼痛受容器の閾値上
昇などの生理学的作用を利用して急性期の浮腫や炎
症の抑制，急性期の創部周辺の筋スパズムの軽減，
局所の疼痛軽減をさせることである 5)．ハンドイン
キュベータは交代浴と同様の作用を期待できるもの
であり，また温水や冷水に浸すことのできない初期
の創傷から使用できるという利点がある．さらに手
全体に陽圧をかけながら治療が行えるハンドインキ
ュベータは，圧迫を併用すると効果的であるとされ
ている浮腫の抑制 5) も同時に期待できると思われ
た．

図 2 ハンドインキュベータ（日本シグマックス株式会社）

図 3 レーザドップラー血流計のプローブの位置

表 1 微小循環血流の治療前後 10分間の平均変化量
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【まとめ】
ハンドインキュベータと交代浴による微小循環反
応について，レーザ血流計を用い評価した．両者と
も微小循環を低下させることにより腫脹減少に有効
であると考えられた．

【文　献】
1） 椎名喜美子．拘縮手の予防と治療―ハンドセラピスト
の立場から―．ハンドセラピィNo.4拘縮手．東京．
株式会社メディカルプレス．pp79-103, 1996．

2） 山本未知郎ほか．ハンドインキュベータによる疼痛管
理．日手会誌 85（3）: S572-S572, 2011．

3） 片山誠人ほか．異なる時間配分の交代浴が疲労した握
力の回復に及ばす影響．福岡教育大学紀要 第 55号 第
5分冊 : 31-34, 2006．

4） 水関隆也．―私の治療方針―薬物療法と温冷交代浴．
整・災外 45: 1337-1344, 2002．

5） 中田眞由美ほか．作業療法士のためのハンドセラピー
入門．第 2版．東京．三輪書店．pp61-64, 2006．
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手指の静脈瘤の検討
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1996年から 2013年までの間に当院で手術治療を行った手指の静脈瘤のうち病理所見が得られている 8症
例について検討した．対象は男性が 4例，女性が 4例，手術時平均年齢は 32～76（平均 47.6）歳，手掌側 5
例，手背側 3例であった．これらについて，臨床症状，画像検査，病理所見などについて検討した．手掌側
では瘤直上はほぼ正常皮膚色で 2例に圧痛を認め，全例単胞性で，明らかな血栓を伴う丸く拡張した管腔を
有していたが，手背側では全例青みがかった皮膚色で，痛みを伴わず，2つ以上の多胞性で，明らかな血栓
を伴わない不規則に拡張した管腔を有していた．手指の静脈瘤に際して痛みや不快感を伴うことがあるの
で，小さくて完全切除できそうな場合は，病理診断を含めて外科的切除も治療のひとつとして考えられるの
ではないかと思われた．

【緒　言】
静脈瘤は，静脈の鬱滞による病態で下肢によく生

じる腫瘤であるが，上肢，特に手指での発症は少な
い．手掌に発症した静脈瘤は，硬く，瘤直上の皮膚
色は青みがかった皮膚色で，痛みを伴い，ターニケ
ットテストを施行すると陽性で，病理学的には血栓
を伴ったり伴わなかったりするも単胞性に拡張した
管腔を有する腫瘤として，一般には報告されてき
た．今回，著者らは何らかの痛みや不快感を伴った
ため手術治療を行った手指の静脈瘤のうち病理所見
が得られている 8症例について検討したので報告す
る．

【対象と方法】
1996年から 2013年の間に当院で手術治療を行い
静脈瘤と病理診断された手指の静脈瘤 8例を対象と
した．性別は男性が 4例，女性が 4例，手術時平均
年齢は 32～76（平均 47.6）歳，手掌側 5例，手背側
3例，右側 3例，左側 5例，手部 3例，母指 1例，示指
2例，環指 2例であり，指の全例で IPもしくは PIP関
節周辺であった．皮下腫瘍に気が付いてから手術ま
での期間は手掌側で 1～12（平均 4.6）か月，手背側
で 2～120（平均 44.6）か月であった．MRI検査は 8
例中 5例（手掌側 3例，手背側 2例），超音波検査

は 8例中 2例（手掌側 1例，手背側 1例），ターニケ
ットテストは 8例中 4例（手掌側 3例，手背側 3例）
に施行した．また，病理検査は全例に施行した．
これら 8例について，臨床所見（形状，皮膚色，

痛みや不快感，ターニケットテスト），画像所見，
手術および病理所見について検討した．

【結　果】
腫瘤は全例で丸く皮膚との癒着はなくなんらかの
可動性が得られた．瘤直上の皮膚色であるが，手掌
側では，全例でほぼ正常皮膚色であったが，手背側
では，青みがかった皮膚色であった．全例で不快感
を訴えていたが，手掌側の 3例，手背側の全ての症
例で痛みを伴わなかった．知覚や循環や手指の可動
域に問題はなかった．ターニケットテストは手掌側
の 3例に手背側の 3例に行ったが，手掌側では 1例
で，手背側ではすべての症例で陽性であった．MRI
を施行した 5例のうち，静脈瘤内に明らかな血栓を
伴わない場合は，T1強調像で等～低信号域，T2強
調像で高信号域を呈する腫瘍性病変であり，血栓を
伴うが器質化していない場合は，T1強調像で周囲
が等～低信号域，中心が等～高信号域，T2強調像
で周囲が等信号域，中心が高信号域を呈する腫瘍性
病変であり，血栓が器質化している場合は，T1強

受理日　2014/10/03
＊角谷整形外科病院形成外科　〒640-8343　和歌山県和歌山市吉田 337
＊＊浜松医科大学形成外科
＊＊＊大津赤十字病院形成外科
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調像で周囲が等信号域，中心がやや低信号域，T2
強調像で周囲が等信号域，中心が高信号域を呈する
腫瘍性病変であった．著者が肉眼的に可能であった
静脈瘤のうち，手掌側ではすべて単胞性であり，手
背側ではすべて 2つ以上の多胞性であった．腫瘍の
直径は 5～15（平均 9.4）mmであった．病理組織学
的検査であるが，全例静脈瘤を示す所見であった．
手掌側の全ての症例で明らかな血栓を伴う丸く拡張
した管腔を示していたが，手背側では明らかな血栓
を伴わず，やや不規則に蛇行して拡張した管腔を示
していた．
術後観察期間は，6～48（平均 14.4）か月で，再発
は全例でなく，著名な合併症も認められなかった．
また，全ての症例で血液凝固系に異常はなかった
し，触診で血管振動や拍動がなく，また，ドップラ
ー流量計で異常音を聴取しなかった．
【代表症例】
37歳　男性

主訴：左手掌部の痛み
現病歴：仕事はサラリーマンで，右利きだが，両
手をよく使用する．初診時の 1週前に，左手掌部の
圧痛と硬い皮下腫瘍に気がついて来院した．
臨床所見と検査所見：左手掌部に圧痛のある，可
動性を伴った，丸みのある硬い皮下腫瘍が認められ
た．知覚や循環や手指の可動域に問題はなかった．
触診で血管振動や拍動がなく，また，ドップラー流
量計で異常音を聴取しなかった．腫瘍直上の皮膚色
はほぼ正常皮膚色であり，ターニケットテストでは
明らかな変化は認められなかった（図 1-A）．MRI
では手掌皮下に 10×10mm大の T1強調像で周囲が
等～低信号域，中心が等～高信号域，T2強調像で
周囲が等信号域，中心が高信号域を呈する境界明瞭
な腫瘍性病変を認めた（図 2）．臨床所見および画
像所見から静脈瘤を含む血管性病変と診断し，手の
使用時の痛みと不快感が継続するため摘出術を行っ
た．

図 1 術前所見（A），術中所見（B），術後所見（C）

図 2 MRI画像所見
 T1強調像で周囲が等～低信号域（A，C），中心が等～高信号域，T2強調像で周

囲が等信号域，中心が高信号域（B，D）を呈する境界明瞭な腫瘍性病変を認める．
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手術：ジグザグ切開にて侵入した．腫瘤は単胞性
で浅手掌弓の伴走静脈から派生したと考えられた．
流入，流出血管を焼灼もしくは結紮し，一塊として
摘出した（図 1-B）．
病理組織像：薄い静脈壁で囲まれ，血液塊もしく
は器質化されていない血栓を伴う丸く拡張した管腔
を示していることより，静脈瘤と診断された（図 3）．
術後経過：術後 6ヶ月の時点で再発はなく，著明

な合併症も認められなかった（図 1-C）．

【考　察】
手指の静脈瘤については，よく留意すれば日常診
察で遭遇する皮下腫瘤であるのかもしれないが，そ
の報告は少なく，大部分が手掌側 1)2)3)4)5)6) で，手背
側についての報告は著者らの症例報告だけであっ
た 7)．その起因としては，良性の血管性病変であり，
臨床症状の軽減や腫瘍自体の消失で放置される場合
も多々あるのではないかと思われる．著者らの症例
を除き，これまでの報告の中で実際手術を行って得
られた知見は手掌側の 16症例 1)2)3)4)5) であった．そ
れらの症例を検討してみると，女性のほうが多く，
痛みを伴う症例が 9例と，瘤直上の皮膚色が青色で
ある症例が 6例で，著者らとは異なる結果であった．
痛みが強くなくても不快感として認識されることも
あり，手術治療に至った症例では著者らと同様にな
にがしかの臨床症状があったのではないかとか思わ
れる．非手術例を含む検討をしてみると，性差はな
く，発症平均年齢についても著者らの結果とほぼ同
じであった．また，腫瘍の大きさについても 1.5cm

以上のものは認められず，すべて単胞性であった．
さらに，手掌側の病理組織学的所見であるが，自然
消退しない症例では，腫瘍に気がついてから手術ま
での期間が長ければ長いほど血栓が器質化してくる
と考えられ，著者らとほぼ同様な結果であった．
Garganら 3) は手指の静脈瘤の発生原因として慢性的
な静脈の圧迫による静脈の閉塞によって生じるので
はないかと考えており，したがって器具で手を使用
したり指輪を使用したりすることがその原因として
考えられ，特に PIP関節から基節骨部に生じるこ
とが多いと述べており，指の部位では著者らとほぼ
同様な結果であった．
手掌側と手背側の静脈瘤の所見の相違について
は，手背側では柔らかく，青く，痛みがなく，ター
ニケットテスト陽性で，2つ以上の多胞性で，期間
が経過していても血栓が増大したり器質化したりす
ることはなく，不規則な蛇行した管腔を認めた．こ
の相違点については手掌側と手背側の静脈の解剖学
的構造と皮膚の性状の違いから生じているのではな
いかと考えられている 5)7)8)．手背側の静脈は手掌側
に比べて管腔が拡く，静脈弁が少ないという解剖学
的特徴があるが，なぜ，手掌側が単胞性で手背側が
多胞性であったかについては，刺激を受けにくい手
背側での発祥機序とともにいまだ不明な点も多い．
ただし，痛みについては瘤形成時の皮下組織の内圧
上昇に起因すると考えられるので，手背側では皮膚
が手掌側より伸展しやすいため，痛みを伴わなかっ
たのではないかと考えられる．
我々は手指の静脈瘤を静脈が拡張し，瘤を形成す

図 3 病理所見
 HE染色 1倍（A）：  薄い静脈壁で囲まれ，血栓を伴う丸く拡張

した管腔を示している．
 HE染色 1.25倍（B）：血栓は器質化されていない．



－ 175－

手指の静脈瘤の検討 523

る病態として臨床的にとらえ本研究をおこなった
が，血管腫，血管奇形診療ガイドライン（2013）に
よると ISSVA分類に基づく血管腫，血管奇形のう
ち，静脈奇形は，従来の海綿状血管腫，静脈性血管
腫，筋肉内血管腫，滑膜血管腫などが含まれた先天
的な脈管形成の異常であると考えられ，疼痛（下垂
や起床時などの血液貯留増加時に伴う）などの主訴，
皮膚色は表在性病変では青紫色，深部病変では正常
色，用手圧迫で縮小する，MRでは T1強調像で中
間～低信号域，T2強調像で高信号域，血管壁は薄く
平滑筋細胞を欠損している部分が見られ，拡張血管
の内腔は不規則な形態で，血栓を形成するなどの所
見が，特に静脈奇形の中で成人発症例については良
性の血管性病変であり稀な発生であるとは思われる
が，後天性四肢静脈瘤に類似する．

MRI検査は術前診断には有用であるが，本研究
でも，血栓を伴わない場合，器質化していない血栓
を伴う場合，器質化した血栓を伴う場合とその病態
の変化に伴ってMRI所見が異なり，T1強調像で高
信号域（脂肪）と低信号域（線維組織と血液）の混
合信号域，T2強調像で高信号域を呈する血管腫の
MRI所見 9) があるものの，1.5cm以下の腫瘍では
血管腫との鑑別は難しいのではないかと思われる．
したがって，その臨床所見も類似していることか
ら，後天性四肢静脈瘤と静脈奇形の成人発症例につ
いても，静脈の拡張なのか静脈の形態をとる異常血
管の拡張なのか，手指においては明確に鑑別するこ
とが現時点では難しいのではないかと考える．
最後に治療法についてであるが，下肢静脈瘤に対
しては硬化療法が有用であり，我々は上肢の後天性
静脈瘤に対して硬化療法を行った経験はないが，上
肢の静脈奇形については有用であるとする報告があ
る 10)．その理由として，大きくて，境界が不明な
静脈奇形は切除しても再発の可能性があることや，
完全切除によって整容的，機能的に問題が生じる可
能性があるからである．しかし，手指に経皮的に硬
化療法を行う場合，神経や動脈損傷を避け，至適部
位に注入するためには超音波ガイド下に行う方が安
全であると考えられる．したがって，解像度のよい
超音波装置がない場合やその手技に精通していない
場合は，我々の症例のように，痛みや不快感を伴い，
小さくて完全切除できそうな静脈瘤については，明
確な鑑別が困難なため，たとえ静脈奇形が成人後に
発症したものが含まれていたとしても，直視下に摘

出可能で，病理所見も得られるため，外科的切除も
治療のひとつとして考えられるのではないかと思わ
れた．

【まとめ】
1：当院で手術治療を行った手指の静脈瘤のうち
病理所見が得られている 8症例について検討した．

2：手掌側と手背側では静脈瘤の臨床所見，画像
所見，病理所見について相違点が認められた．

3：手指に生じる静脈瘤は痛みや不快感を伴うこ
とがあるので，小さくて完全切除できそうな場合
は，病理診断を含めて，外科的切除も治療のひとつ
として考えられるのではないかと思われた．
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2） Miller W. Venous varix of the finger. Plast Reconstr 

Surg 62: 288-289, 1977.
3） Gargan TJ, et al. Varix of the digit. Plast Reconstr Surg 
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ジストニアのにぎりこぶし状変形に合併した潰瘍・
骨髄炎の治療に有効であったボツリヌス療法
鈴
すずき

木茉
ま ゆ

友，荒
あらた

田　順
じゅん

錐体外路障害などによるジストニアや，脳血管障害による痙縮では，しばしば，にぎりこぶし状変形
“clenched fist”と呼ばれる手指の異常な屈曲位から潰瘍形成をきたし，創部の処置に難渋する．骨髄炎に至
った難治性手指潰瘍に対し，ボツリヌス療法により処置が行いやすくなった結果，手指を切断することなく
保存的に治癒した 2例を経験した．にぎりこぶし状変形に対するボツリヌス療法は，神経内科領域を中心に
適用され，その有用性につき報告されている．今回の 2症例は他医にて手指切断が検討されたが，ジストニ
アの改善により創部圧迫は解除され，治癒に至った．ボツリヌス療法はジストニアによる手指潰瘍に対する
処置を容易にするとともに，潰瘍発生の予防にも有用な方法と考えられたが，ボツリヌス効果は一過性であ
るために再発予防に十分留意することが必要である．

【緒　言】
進行性核上性麻痺などによるジストニアや，脳血
管障害による痙縮では，しばしば，にぎりこぶし状
変形“clenched fist”と呼ばれる手指の異常な屈曲位
をとり，高度な場合には潰瘍形成をきたし創部の処
置に難渋する．骨髄炎に至った難治性手指潰瘍に対
し，ボツリヌス療法により処置が行いやすくなった
結果，手指を切断することなく保存的に治癒した 2
例を経験したため，報告する．

【対象と方法】
症例呈示
症例 1：77歳，男性．
主訴：右示指潰瘍，骨髄炎．
現病歴：6年前に発症した進行性核上性麻痺によ
り長期臥床となり，在宅療養を行っていた．ジスト
ニア姿勢により右示指が母指に騎乗していることに
より，1年前より示指基節部掌側に圧迫性の潰瘍が
出現した．ジストニアと拘縮により創部の除圧およ
び処置が困難であり，徐々に潰瘍が悪化，示指の発
赤腫脹も出現した．形成外科受診 1週間前，入浴の
際に介護士が右示指を他動的に伸展させたところ，
指変形を生じ，その後創部感染と発熱を認めたため，
当院整形外科と皮膚科を受診し，骨髄炎の診断のも

と，指切断を勧められ形成外科に紹介となった．
身体所見・検査所見：両上肢，手指にジストニアと
拘縮を認め，母指～小指のMP・PIP・DIP関節，及
び手関節は屈曲位を呈しており，骨折のある示指以外
は他動伸展不能であった．右示指基節部掌側（10mm
×9mm）と中指 PIP関節部背側（8mm×5mm）に，
骨に達する皮膚潰瘍があり，創部周囲の発赤腫脹強
く，他指にも発赤腫脹を認めた．レントゲンにて，
示指の基節骨および中節骨に骨融解像を認めた（図
1a，b）．創部の細菌培養検査からは Staphylococcus 
aureusが同定された．
治療経過：創部洗浄処置が必要と判断したが，ジ
ストニアと拘縮により処置が困難であったため，同
日，神経内科にて A型ボツリヌス毒素の筋肉注射
を施行した．針筋電図にて筋収縮を確認し，深指屈
筋 50単位，浅指屈筋 50単位，長母指屈筋 25単位，
短母指屈筋 25単位の合計 200単位を投与した．ま
た，抗菌薬として，前医より内服開始されていた
Levofloxacinを 2週間継続した．1週間後の再診時
にはにぎりこぶし状変形の軽快を認め，手指の他動
伸展が容易となった．それにより洗浄処置も容易に
なり，手指の感染は軽快し潰瘍の縮小傾向を認め
た．2か月後に潰瘍は治癒した．その後，再発予防の
ためスポンジを包んだコットンをにぎらせており，

受理日　2014/09/26
国立病院機構京都医療センター　〒612-0861　京都府京都市伏見区深草向畑町 1-1
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現在 1年半を経過するが，潰瘍や骨髄炎の進行およ
び感染の再発は認めていない（図 1c，d）．しかし
ボツリヌスの効果は減弱しているため，今後，潰瘍
の再発には注意を要する．
症例 2：88歳，男性．
主訴：右小指潰瘍，骨髄炎．
現病歴：進行性核上性麻痺により施設に入所中．

右小指に圧迫性の潰瘍が出現するも，ジストニアに
より創部の除圧および処置が困難であり，潰瘍が悪
化し，骨が露出したため，往診医より紹介されて当
科受診した．
身体所見・検査所見：初診時，右小指橈側側面に
骨露出を伴う 1cm大の潰瘍を認めた．レントゲン
にて小指基節骨骨頭の変形と PIP関節の脱臼を認
めた．両側手指のジストニアと拘縮による屈曲が著
明であった（図 2a，b）．
治療経過：ボツリヌス療法を行い，創部の洗浄軟

膏療法を行った．ボツリヌス投与量は，両上肢に 50
単位ずつ（虫様筋 20単位，浅指屈筋 10単位，橈側
手管屈筋 5単位，尺側手管屈筋 5単位，上腕二頭筋
10単位）の合計 100単位とした．電気刺激下で施
注した．潰瘍は徐々に周囲から上皮化し縮小した．
2か月後に，ジストニアは軽快し，上腕や手指の伸

展が容易となっていた．2回目ボツリヌス投与，ボ
ツリヌス量は倍量とし，両上肢で200単位投与した．
3か月後に，手指の伸展可動域はさらに拡大してお
り，潰瘍の上皮化，骨露出部の被覆を認めた．4か
月後，3回目，200単位のボツリヌス投与を行った．
1年経過し，潰瘍再発なく，レントゲンでは基節骨
骨頭が吸収されている像を認めるが，骨髄炎の再燃
はない（図 2c，d）．再発予防には指間と手掌部に
レストンを入れている．ボツリヌス治療を複数回施
行し，徐々に効果は得られており，今後も必要に応
じてボツリヌス治療を継続する予定である．

【結　果】
2症例において潰瘍と骨髄炎は完治し，再発予防
を行うことによって再発を認めていない．

【考　察】
にぎりこぶし状変形“clenched fist”は，手指の

各関節の異常な屈曲位と母指の内転位であり，進行
性核上性麻痺などによるジストニアや，脳血管障害
による痙縮にしばしば認められる．ジストニアと
は，中枢神経系の障害に起因し，持続のやや長い筋
収縮によって生じる症候であり，異常姿勢（ジスト

図 1 症例 1
 （a）初診時状態
 （b）初診時単純 X線画像
 （c）治療 1年半後状態
 （d）1年半後単純 X線画像

図 2 症例 2
 （a）初診時状態
 （b）初診時単純 X線画像
 （c）治療 1年後状態
 （d）1年後単純 X線画像
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ニア姿勢）とゆっくりとした異常運動（ジストニア
運動）から成ると定義されており 1)，パーキンソン
症候群における手の変形はパーキンソニズムの合併
症であるジストニアのひとつとして考えられてい
る 2)．ジストニア性にぎりこぶし状変形は，持続的
で不随意な筋肉の過収縮が原因であるとされている
が，基本的な病態生理は明らかではない 2)．ジスト
ニアに続発し拘縮を認めることが多いが，O’Dwyer
らは，緊張亢進がサルコメアの数を減少し筋の短縮
を維持し，二次的に軟部組織の可塑性や粘弾性を変
化させ，拘縮を引き起こすとしている 3)．
にぎりこぶし状変形に対するボツリヌス療法の有
用性に関しては，神経内科領域で報告を認める．
Cordivariらは，錐体外路障害（パーキンソン病，
大脳皮質基底核変性症など）によるジストニア性に
ぎりこぶし状変形の 14例に対しボツリヌス療法を
行い，全例において，合併症は認めず，筋緊張は低
下し，潰瘍があるものは潰瘍の改善を得たと報告し
ている 4)．また，Mullerらは，3人のパーキンソン
症候群（進行性核上性麻痺，大脳皮質基底核変性症）
の上肢ジストニアにボツリヌス治療を行い，筋緊張
の低下，可動域の拡大，ジストニア肢位の改善，手
の衛生状態の改善，二次的な拘縮の予防，初期には
一時的な機能的改善も得られたと報告している 5)．
ボツリヌス毒素製剤は神経筋接合部で神経終末に
作用し，アセチルコリンの放出を抑制する．これに
より，アセチルコリンを介した筋収縮が阻害され，
筋の緊張を改善する．上肢に対するボツリヌス投与
量は合計で 240単位を上限とし，複数の緊張筋に分
割して投与する．再投与は前回の効果が減弱した場
合に可能であり，2～3ヶ月以上の期間をあけて再投
与する．ボツリヌス治療による手の姿位の改善の程
度は，拘縮と密接に関係しており，針筋電図は筋収
縮と拘縮とを識別する助けとなるが，拘縮が確立し
てしまうとボツリヌス効果が不十分となる．二次的
な拘縮を予防するために早期のボツリヌス投与が推
奨される 4)．
本症例においては，感染の悪化により切断を検討
された症例であったが，ボツリヌス療法によるジス
トニアの改善により，創部圧迫は解除され，洗浄処
置も容易になり，保存的加療のみにより治癒に至
り，切断は回避できた．また，潰瘍発生の予防にも
有用な方法と考えられた．再発予防のためには指間
や手掌に圧迫予防のスポンジなどを握るなどの対策

が必要である．手術による関節固定術など観血的治
療と比較し侵襲が小さく，全身状態の不良な症例に
はまず選択を考慮すべき治療法だと考えられた．し
かし，ボツリヌスの効果は一過性であるために，ボ
ツリヌス療法が複数回となる例もあり，再発予防に
十分留意することが必要である．

【まとめ】
にぎりこぶし状変形に合併する潰瘍や骨髄炎に対
し，ボツリヌス療法は有用な治療法であると考えら
れる．しかしボツリヌス効果は一過性であるために
再発予防に十分留意することが必要である．

【文　献】
1） 長谷川一子ほか．ジストニア．第 1版．東京．中外医
学社．pp11-15, 2012．

2） 岡野晴子ほか．パーキンソン病における手指の変形．
脳と神経 58: 763-769, 2006．

3） O’Dwyer NJ, et al. Spasticity and muscle contracture fol-
lowing stroke. Brain 119: 1737-1749, 1996.

4） Cordivari C, et al. Treatment of dystonic clenched fist 
with botulinum toxin. Movement Disorders 16: 907-913, 
2001.

5） Muller J, et al. Botulinum toxin treatment in atypical 
parkinsonian disorders associated with disabling focal 
dystonia. J Neurol 249: 300-304, 2002.
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高度進行期キーンベック病に対する分節化月状骨片を
利用した橈骨月状骨間固定の 2例
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高度に分節化し月状骨が掌背に離開した進行期キーンベック病に対して，分節化骨片を温存利用して有頭
骨に対向する月状骨遠位関節面を形成して carpal heightを確保し，橈骨月状骨間を新鮮化した後に骨移植
を行いそれぞれの骨片をスクリュー固定する橈骨月状骨間固定を行い，術後 3年以上経過している 2例につ
いて報告する．Mayo wrist scoreは術前 50点，45点が，それぞれ，70点，75点と改善した．除痛に加え，
比較的長期的に alignmentの維持が期待できるため，若年者や肉体労働者に対する有用なサルベージ手術の
選択肢になりうると思われる．

【緒　言】
月状骨が扁平・分節化し大きく離開した進行期キ
ーンベックに対しては，月状骨を摘出して様々なサ
ルベージ手術が行われるが，長期的には関節症性変
化の進行など問題点も少なくない 1)2)3)．今回，分節
化した月状骨骨片を利用した橈骨月状骨間固定（以
下，RLF）を行い，術後 3年以上経過している 2例
について報告する．

【対象と方法】
【症例 1】
21歳，男性，右利き，配管工．主訴：左手関節痛．
現病歴：1年前から仕事中に左手関節痛を自覚し

徐々に増悪するため紹介受診となった．
画像所見：月状骨は扁平・分節化してそれぞれ掌・
背側へと大きく転位していたが，両骨片ともに有頭
骨に対する関節面には顕著な変形を認めず，Lichtman
分類 stage IIIbのキーンベック病と診断した（図 1A，
B，C）．MRI（T1強調像）では，掌側骨片は低輝度変
化なく正常輝度を呈した（図 1D）．健側（右手関節）
は単純 X線にて明らかな異常所見を認めなかった．
理学所見：手関節可動域は背/掌屈＝30 /゚60 ，゚橈/
尺屈＝20 /゚35 ，゚握力は 27kg（健側 53kg）で，Mayo 
wrist scoreは 15，10，10，15＝50点であった．
手術所見および術後経過：まず掌側アプローチに
より横手根靭帯の近位半分を切離し，屈筋腱をよけ

受理日　2014/10/01
さいたま赤十字病院　〒338-8553　埼玉県さいたま市中央区上落合 8-3-33

図 1 症例 1，初診時．
 A，B： 初診時単純X線像．月状骨は圧潰・扁平化しており，舟状骨の cortical ring signを認める．
 C： CT像．分節化月状骨は掌・背側へ大きく転位しているが，有頭骨側関節面は保たれている．
 D： MRI（T1強調像）．掌側骨片は正常輝度を呈している．
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て月状骨掌側骨片を展開した．比較的大きい掌側骨
片の転位を可及的に戻して有頭骨を支える支柱とし
た．次に，背側アプローチにより伸筋支帯の遠位半
分を切離し，総指伸筋腱をよけて背側骨片を展開し
た．圧潰が著しく小さな背側骨片は摘出して腸骨片
移植で補填し，橈骨月状骨関節を新鮮化した後に海
面骨移植を追加してプレート固定した（図 2A，B）．
術後 3か月で掌側骨片の骨癒合遷延を認めたため
（図 2C），プレートを抜去して圧迫固定型スクリュー

で再固定した．再手術後 3か月で骨癒合を確認し，原
職復帰した（図 3A）．当初は不整であった月状有頭
骨関節は経年的に remodelingがみられている（図
3B，C）．初回術後 4年，手関節痛は無く，手関節
可動域は背/掌屈＝30 /゚40（゚健側 75 /゚80 ）゚，橈/尺屈
＝10 /゚25（゚健側 20 /゚45 ）゚，握力は 43kg（健側 54kg）
で，Mayo wrist scoreは 25，5，15，25＝70点と改善
した．術前から 20 の゚掌背屈制限および 30 の゚橈尺屈
制限は愁訴とならなかった．また，Carpal Height Ratio

図 2 症例 1，初回手術時．
 A，B：初回術後単純 X線正面・側面像．
 C：  掌側骨片は骨癒合が得られていない．背側の腸骨片は骨癒合しているが，

スクリューが関節内へ突出している．

図 3 症例 1，再手術後．
 A：  再手術後 3か月時 CT．掌側骨片は骨癒合が得られているが，月状骨の

遠位関節面は不整である．
 B，C：  再手術後 1年 5か月時および 2年 4か月時 CT．不整だった月状―有

頭骨間関節は経年的に良好な remodelingがみられた．
 D，E：  初回術後 4年時単純 X線像．Carpal heightは維持され，周囲関節の

関節症性変化も生じていない．
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（以下，CHR）は 0.53（術前 0.55）で，術後から変化無
く維持されている（図 3D，E）．

【結　果】
【症例 2】
68歳，右利き，男性．主訴：右手関節痛．
現病歴：数年前からゴルフスイング時に右手関節

痛を自覚し，徐々に増悪したため紹介受診となった．
画像所見：月状骨は分節化してそれぞれ掌・背側

へと大きく離開していたが，いずれの骨片も有頭骨側
の関節面形状には顕著な変形を認めなかった．橈骨舟
状骨関節には軽度の関節症性変化を認め，Lichtman
分類 stage IVのキーンベック病と診断した（図 4A，
B，C，D）．MRI（T1強調像）では掌・背側骨片と
もに正常輝度を呈した（図 4E）．健側（左手関節）は
単純 X線にて明らかな異常所見を認めなかった．
理学所見：手関節可動域は背/掌屈＝30 /゚60 ，゚橈/
尺屈＝15 /゚30 ，゚握力は 13kg（健側 27kg）で，Mayo 
wrist scoreは 15，10，5，15＝45点であった．
手術所見および術後経過：症例 1と同様の掌・背

側アプローチにより展開した．分節化した掌側・背
側骨片を可及的に引き寄せ，橈骨月状骨関節を新鮮

化の後に海綿骨移植を行い，各々の骨片を圧迫固定
型スクリューで固定した．術後 3か月時の CTで掌
側骨片は癒合するも背側骨片は癒合が遷延し，その
後も手関節背屈時の疼痛が持続していた（図 5A）．
癒合した掌側骨片のみで良好な月状有頭骨関節を形
成していたため，術後 6か月で背側骨片を摘出した
ところ，手関節痛は消失し，ゴルフに復帰した（図
5B）．初回術後 3年，CHRは 0.52（術前 0.52）と維

図 4 症例 2，初診時．
 A，B：  初診時単純 X線像．月状骨の圧潰・扁平化は著しく，橈骨にも関節症性変

化がみられる．
 C，D：  CT像．橈骨月状骨関節に関節症性変化が生じている（C）．分節化月状骨は

掌・背側へ大きく転位しているものの有頭骨側関節面は保たれている（D）．
 E：  MRI（T1強調像）．掌・背側骨片は正常輝度を呈している．

図 5 症例 2，術後 CT像．
 A：  術後 3か月時．掌側骨片は骨癒合しているが，

背側骨片は癒合しておらず背屈時に impinge
している．

 B：  再手術後．癒合した掌側骨片のみで良好な月
状有頭骨関節を形成している．
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持されており，関節症性変化の進行はみられていな
い（図6A，B）．手関節可動域は背/掌屈＝30 /゚60（゚健
側 70 /゚80 ）゚，橈/尺屈＝10 /゚20 （゚健側 20 /゚40 ）゚，握力
は 26kg（健側 29kg）で，Mayo wrist scoreは 25，10，
15，25＝75点と改善した（図 6C，D）．健側と比べ
て 25 の゚橈尺屈制限は愁訴とならなかった．

【考　察】
月状骨の高度な扁平・分節化を伴う進行期キーン
ベック病に対しては月状骨を摘出し，その後生じる
有頭骨近位移動に伴う手根骨の配列異常を防止する
手段として，腱球挿入や舟状大菱形小菱形骨間固定
（以下，STT固定）などが行われている．しかし腱
球挿入では有頭骨近位移動を長期にわたり防止でき
ず 1)，STT固定は 33％に radial styloid impingement
から関節症が生じると報告され 3)，いずれも若年者
や肉体労働者には不向きと考えられる．
キーンベック病に対する RLFの報告はあるが，
適応が一定していないための評価のばらつき，高い
偽関節率の報告などからあまり普及せず今日に至っ
ている 2)4)．しかし，キーンベック病における骨破壊

が月状骨の橈骨関節面側から生じて扁平化が進み，
圧壊して掌背に分節化しても月状骨の有頭骨関節面
側は破壊されにくいことから 5)，破壊の強い橈骨側を
関節固定して除痛を図り，比較的健常な有頭骨側を利
用し有頭骨対向面を再建して長期的に carpal height
を確保する RLFは合理的な方法である 6)．また，月
状骨は手関節における長軸（橈骨―有頭骨間）およ
び横軸（舟状―三角骨間）の pivotとして機能してい
るため，月状骨を温存する RLFでは生理的な手関節
の掌背屈および橈尺屈運動を可及的に維持しうる 7)．
したがって，stageや年齢，職業などの適応を明確
にした上で，開発が進んだ圧迫固定型スクリューな
どを応用すれば，RLFはあらためて見直すべき術式
と考える．
キーンベック病に対する RLF後の機能について，

Onoら 8) は，手関節掌背屈可動域は健側比で 60～
63％，握力は 83～85％と報告している．STT固定と
の比較では，Nakamuraら 2)は，STT固定後の可動域，
握力（健側比）はそれぞれ 88 ，゚79％に対して，RLF
のそれは 58 ，゚87％であり，可動域については STT
固定が，握力については RLFが有利であると報告
している．自験例における術後可動域，握力はこれ
らの報告とほぼ同等であった．Palmerら 9) によると
手関節の機能的な可動域は背/掌屈＝30 /゚5 ，゚橈/尺
屈 10 /゚15 で゚あり，自験例はいずれもこの可動域をク
リアしているため愁訴とならなかったと思われる．

RLFの適応について，若年者・肉体労働者で，分
節化が高度で月状骨の修復・骨接合不能と判断され
る症例と考えている．掌側と背側の骨片を可及的に
引き寄せて有頭骨に対向する曲率面を再建するRLF
が理想的であるが，自験の 2例では背側骨片は温存
できずに掌側骨片のみの RLFとなった．術前MRI
で呈した掌側骨片の正常輝度は血行が回復している
ことを示唆するが，このことは月状骨への栄養血管
は掌側優位であるという解剖学的な裏付けと合致し10)，
そのため，掌側骨片は骨癒合が得やすかったと考え
られる．一方，背側骨片が RLFに利用可能かどう
かは，さらに症例を重ねて検討する必要があるが，
少なくとも圧迫固定型スクリューを挿入するだけの
十分なサイズが無い場合には背側骨片は切除し，そ
のうえで，掌側骨片のみでは有頭骨側関節面の形成
に不足があれば腸骨や肋軟骨移植により補填するの
がよいと思われる．また，長期的には月状有頭骨関
節の関節症性変化が懸念されため，十分なフォロー

図 6 症例 2，初回術後 3年時．
 A，B：  単純 X線像．Carpal heightは維持され，

関節症性変化の進行もみられていない．
 C：手関節背屈．
 D：手関節掌屈．
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が必要である．

【まとめ】
進行期キーンベック病に対する分節化月状骨を利
用した橈骨月状骨間固定は，主病変部位の関節固定
による確実な除痛と，再建された有頭骨に対向する
月状骨関節面により carpal heightを比較的長期に
わたり維持し得る有用な術式と思われた．
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第 28回東日本手外科研究会

会　期：平成 26年 2月 1日（土）
会　場：ソラシティ カンファレンスセンター
会　長：長岡　正宏（駿河台日本大学病院　整形外科）
テーマ：よくみる手外科疾患

I-1 手術を施行した橈骨遠位端骨折における骨折型
の検討
（財）新潟手の外科研究所　○原　　　　　敬

森 谷 浩 治
坪 川 直 人
成 澤 弘 子
牧 裕
吉 津 孝 衛
依 田 拓 也
今 尾 貫 太

【はじめに】手術を施行した橈骨遠位端骨折にお
ける性別・年齢と骨折型の関係を調査したので報告
する．
【対象・方法】2012年 7月～2013年 6月に手術を
施行した橈骨遠位端骨折 142（男性 40，女性 102）
例を対象とした．手術時年齢は 7～94（平均 55.9）歳
であった．骨折型はAO分類23でA2 21例，A3 23例，
B1 3例，B2 1例，B3 4例，C1 9例，C2 27例，C3 
54例であった．斎藤分類では関節外 Colles 37例，
関節外 Smith 7例，chauffeur 3例，掌側Barton 3例，
関節内 Colles 78例，関節内 Smith 12例，掌側 Bar-
ton・chauffeur合併 1例，背側 Barton・chauffeur
合併 1例であった．以上の症例に対し性別・年齢と
骨折型について検討した．検定にはMann-Whitney
の U検定，Kruskal-Wallisの順位検定，Fisherの直
接確率計算法を用い，p＜0.05を有意差ありとした．
【結果】60歳未満の症例は 60歳以上と比べ，有
意に関節外骨折が多かった．また AO分類を用いた
骨幹部に及ぶ骨折は，女性で有意に男性よりも多か
った．
【考察】本研究では 60歳以上の症例では関節内骨
折の割合が多く，また女性では男性よりも骨幹部に骨
折が及びやすかった．これは主に高齢者，特に女性
で骨脆弱性が進行していることが原因と考えられた．

I-2 橈骨遠位端関節内骨折の骨折形態　―靭帯の関
与について―

キッコーマン総合病院整形外科
○小　川　　　健
田 中 利 和
野 内 隆 治
中 谷 卓 史
落 合 直 之

【目的】橈骨遠位端関節内骨折における関節面の
骨折形態と解剖学的な靭帯付着位置との関係を検討
する．
【方法】当院にて橈骨遠位端骨折に対して CTを
施行した 147（男 43，女 104）例を対象とした．平均
年齢は男 48.8，女 65.1歳．AO分類は C1が 11例，C2
が 42例，C3が 93例．Mandziak（JHS（Am）2011）
の報告に基づき，CT横断像にて靭帯付着部に合わ
せて橈骨遠位端の外周を 11領域（zone）に分け，
骨折線の位置を分類した．これを男女間，年齢（65
歳以上と未満），重症度（C1-C2群 vs.C3群），骨折
型（背屈型 vs.掌屈型 vs.中間型）とで比較した．
【結果】全体的な特徴として，橈骨遠位端背側は，
靭帯付着部位に関係なく骨折線が及んでいた．一
方，橈骨遠位端の尺側にあたる DRUJ部分は，背側
-掌側橈骨尺骨靭帯の間である zone10に最も多かっ
た．男女間の特徴は，女性は zone10に多く，男性
は掌側の長 -短橈骨月状骨靭帯の間である zone2に
多かった．年齢，重症度による差は認めなかった．
骨折型では，背屈型で zone10に多く，掌屈型と中
間型では zone2に多かった．
【結論】橈骨遠位端の掌側と尺側では，靭帯付着
部の間に骨折が及ぶ場合が多く，靭帯が関節面の骨
折形態に影響を及ぼしている可能性がある．
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I-3 不安定型橈骨遠位端骨折の術前に行う牽引療法
藤崎病院整形外科　○荒　川　雄一郎

大久保　康　一
宮 城 光 晴

【目的】不安定型橈骨遠位端骨折では，整復位を
保持するために不良肢位で固定を受けていることが
多く，固定を除去すると手指全体が高度に腫脹しす
でに拘縮を生じている．我々はこのような症例に手
術までの間ラケット牽引を行い，良好な肢位を保持
し腫脹や拘縮を予防している．本法の手技について
報告する．
【方法】ソフトシーネのスポンジを外した骨組み
をラケット型に形取る．骨折を徒手整復し，K鋼線
を第 2・3・4中手骨に刺入する．ラケット型の骨組
みを前腕にあてギプスを巻き込む．輪ゴムを骨組み
と鋼線とに引っかけて手を牽引する．我々は 2010
年から 2012年まで橈骨遠位端骨折の観血手術例
148例中 37例に本法を行った．平均年齢は 68歳，
橈骨遠位端骨折 26例，橈骨遠位端骨折＋尺骨遠位
端骨折 11例で，AO分類 A3が 12例，B3が 2例，
C1が 9例，C2が 11例，C3が 3例であった．
【成績】平均牽引期間は 5日で，X線評価で本法
により ulnarvariance，volar（dorsal）tilt，radial in-
clinationはともに矯正された．平均手術時間は 63
分であった．
【結論】不安定型橈骨遠位端骨折の術前に行う本
法は，ligamentotaxisを利用し整復位を保持するこ
とで腫脹や拘縮を予防し，手術手技を容易にする．

I-4 橈骨遠位端形状から考えるロッキングプレート
の選択

聖マリアンナ医科大学整形外科学講座
○泉　山　　　公
別 府 諸 兄
清 水 弘 之
内 藤 利 仁
田 中 雅 尋
奥　田　実佐子

【目的】今回，CTから構築した橈骨遠位掌側部
の形状を近似式として表わし，ロッキングプレート
選択の判断要素として検討した．
【方法】ボランティア 8名（平均年齢 31.5才，男

4例，女 4例）の橈骨遠位端部を中間位で CT撮影

し橈骨遠位部を 3次元構築した．橈骨の三次元的骨
軸と長母指屈筋腱（以下 FPL）の直下，橈骨茎状突
起，橈骨手根関節尺側縁を通る 3平面で橈骨断面を
形成した．それぞれの断面の橈骨掌側縁で形成され
る曲線を多項式近似式として表した．
【結果】尺側曲線は Y＝-0.00006X4-0.0003 X3-

0.0069 X2-0.0069 X +6.2086，中央曲線はY=-0.06X4-000.5 
X3-0.0015X2-0.0588X+6.175，橈側曲線は Y=-000.6X4-
0.0005X3-0.0142X2-0.0445X+6.073の近似式で表現さ
れた．
【考察】橈骨遠位端掌側部は尺側が急峻で中央が
緩徐な形状であることが示された．橈骨茎状突起よ
り大横径の 50％中枢の位置より末梢に超えてプレ
ート固定した場合，FPL通過曲線の最掌側縁よりプ
レート辺縁は掌側に位置すると考えられた．

I-5 subchondral supportを目指さない橈骨遠位
端骨折の掌側ロッキングプレート固定
佐久総合病院整形外科　○品　田　良　太

小 川 貴 久
王　　　耀　東
石 井 宣 一

【目的】橈骨遠位端骨折における固定に近位設置
タイプの掌側ロッキングプレートを選択し，遠位ス
クリュー位置を軟骨下骨に拘らずに固定した症例に
ついての結果を検討する．
【方法】対象は 2011年 6月～2013年 3月に，比
較的安定している考えられた橈骨遠位端骨折に対し
てメイラ社の橈骨遠位端プレートシステムの近位設
置タイプである P-plateを使用し，術後 6ヶ月以上
経過観察できた 11例 11手である．症例は男性 2例，
女性 9例，年齢は 17～80歳（平均 54.2歳），骨折型
は AO分類 A2：4手，A3：4手，B3：1手，C1：1手，
C3：1手であった．全例プレートを watershed line
を超えない位置に設置し，遠位スクリューは軟骨下
骨直下に拘らず固定を行い，最終評価時における骨
癒合，矯正損失，腱断裂の有無を評価した．
【結果】全例に骨癒合を認めた．矯正損失の平均
は RI：-7～+6ﾟ（平均 -1.2ﾟ），UV：0.0～+2.8mm（平
均 +1.2mm），VT：-3～+2 （゚平均 -0.9ﾟ）と，許容範囲内
であった．腱断裂を認めた例はなかった．
【考察】今回の検討によって，骨折部の安定性が
高いと考えられる症例に対して P-plateを用いた固
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定は，subchondral supportを目指さなくとも骨折
部の短縮が許容できると考えられた．

I-6 橈骨遠位端骨折に対する DVRを用いた sub-
chondral supportの有効性と限界

埼玉成恵会病院・埼玉手外科研究所　
○加　藤　直　樹
村 中 秀 行
菅 野 百 合
白 井 隆 之
福 本 恵 三

赤心堂病院整形外科　　吉　澤　貴　弘
橈骨遠位端骨折の内固定として，我々は subchon-

dral supportというコンセプトを支持して DVR ana-
tomic plate system（以下DVR）を原則として使用し，
またプレート遠位部にはロッキングピンを好んで用
いてきた．今回，2011年 4月以降にDVRを用いて内
固定を受けた橈骨遠位端骨折 55例（平均年齢 59.1
歳，男性 14名，女性 41名）について，術直後および
骨癒合が得られた最終時の単純 X線像で，volar tilt
および radial inclinationを計測して最終的な矯正損
失量を計測し，加えてプレート設置位置についても
評価した．その結果，最終的な平均volar tiltは10.6度，
radial inclinationは 21.4度と良好な整復位が維持さ
れていたが，遠位骨片の背側への再転位が生じた症
例があった．今回，矯正損失が生じた症例を中心に，
特に整復位の保持に対する subchondral supportの
有効性と限界について検討したい．

I-7 橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレー
トを用いた最小侵襲プレート骨接合術（MIPO）
の治療成績
太田総合病院手外科センター　○根　本　高　幸

富 田 泰 次
金 　 潤 壽
岩 崎 幸 治

牧田総合病院整形外科　　　　　平　出　　　周
【目的】我々はMIPOの手技を橈骨遠位端骨折に
応用し，透視下に整復後，方形回内筋を切離せずに
温存し，ロッキングプレート固定を行っている．今
回，我々は本法と方形回内筋を切離する従来法とを
比較検討した．

【対象と方法】対象は橈骨遠位端骨折に対して方
形回内筋を温存するMIPOの 104例と Henry皮切
で方形回内筋を切離する従来法の 30例である．
MIPOの手術方法は方形回内筋の遠位に 2cmの横
皮切と近位に 1.5cmの縦皮切にて進入し，方形回
内筋の下にプレートを挿入し固定した．整復は chi-
nese finger trapや intrafocal pinningや独自に作製
した condylar stabilizing用の器具を用いた．
【結果】術後の X線計測ではMIPOは radial incli-

nation，volartilt，ulnar varianceのいずれも従来法
と比べ差はなく，良好な整復位が得られていた．術
後早期の可動域はMIPOが従来法に比べ優れてい
たが，最終調査時では差がなかった．
【考察】橈骨遠位端骨折に対するMIPOは方形回
内筋を温存することにより術後の腫脹や疼痛が少な
く，術後早期の可動域の獲得に優れていた．また，
MIPOは従来法に比べプレートが方形回内筋でほぼ
被覆できることが多く，術後の屈筋腱に対する影響
が少ないと思われた．

I-8 橈骨遠位端骨折に対する前腕回旋中間位・垂直
牽引下での掌側ロッキングプレート固定手術

西能病院整形外科　○堂　後　隆　彦
【はじめに】過去に当院で橈骨遠位端骨折に対し
掌側ロッキングプレート固定を行った症例の X線
写真を検討すると，遠位骨片が橈側に偏位している
傾向を認めた．通常の手術では，術野である前腕遠
位掌側面を上に向けるために，前腕回外位で行われ
る．手を回外強制することで骨折部より遠位は橈側
に牽引される一方，骨折部より近位の橈尺間は骨間
膜等で維持されるために，この偏位が生じると考え
た．そこで我々は前腕回旋中間位・垂直牽引下での
手術を試みた．
【対象と方法】2012年 8月～2013年 9月に手術し
た 15例 15手を対象とした．男性 4例，女性 11例，
手術時平均年齢は 66.3歳であった．垂直牽引台に
患肢を前腕回旋中間位で固定し牽引を行い，掌側か
ら Henryのアプローチで侵入した．症例に応じて
背側から手関節鏡を行った．整復，プレート固定，
閉創までを同肢位で行った．
【結果】全例において偏位はなく良好に整復固定
できた．
【考察】多くの症例で整復操作を行わなくても展
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開した時点で骨折は整復されており，徒手的に整復
位を保持しなくてもプレート固定できた．また，鏡
視下に骨片を整復した場合，肢位を変えずにプレー
ト固定できる点も本法の利点と考えた．

I-9 橈骨遠位端（関節外）骨折変形治癒に対するLCP
を用いた橈骨矯正延長術
日本医科大学整形外科　○友　利　裕　二

澤 泉 卓 哉
南 野 光 彦
小 寺 訓 江
堀　口　　　元

【目的】橈骨遠位端（関節外）骨折変形治癒に対
し掌側ロッキングプレート（LCP）を用いた橈骨矯
正延長術を行った 6例について報告する．
【対象および方法】対象は 2010-2012年の 3年間に
本法を行った 6例 6手（男性 1，女性 5）で，手術時
年齢は 40-75歳，経過観察期間は 13-44週であった．
変形治癒の原因となった橈骨遠位端骨折の骨折型は
AO分類 A2-2（Colles骨折）3例，A2-3（Smith骨折）
3例で，術前合併症として Smith骨折の 2例に EPL
断裂が合併していた．手術待機期間は受傷後 2-7ヵ
月であった．手術は掌側進入で骨切りした後，楕円
スクリューホールを利用して短縮した橈骨長を延
長・内固定した．EPL断裂を合併していた Smith骨
折は背側皮切を追加し EIPを用いた腱移行術を行っ
た．骨欠損部には人工骨を移植し，4週間の短上肢
ギプス固定を行った．
【結果】術後合併症を認めず，X線パラメータは術
前 UIは平均 7mmに対し，最終診察時 UI平均 2mm
（健側 2mm）と改善が見られた．
【結論】LCPを用いた橈骨矯正延長術は一期的に
変形矯正および橈骨延長が可能で，腸骨移植などの
自家骨移植を必要とせず良好な治療成績が期待でき
る．

I-10 遠位橈尺関節障害に対する鏡視下 Sauve-
Kapandji法

太田総合病院手外科センター　○金　　　潤　壽
富 田 泰 次
根 本 高 幸
岩 崎 幸 治

【目的】本症は遠位橈尺関節（DRUJ）のみならず，
橈骨手根関節（RCJ）に損傷が及ぶ事も少なくない
ため，障害を診断するうえで関節鏡は有用である．
また，本症に対する Sauve-Kapandji法は，その良
好な治療成績が報告されている．今回我々はこの二
つを合わせ持つ本法を行い，臨床的に評価，検討を
行う機会を得たので報告する．
【対象，方法】症例は本法を行い，術後評価が可
能であった 3例である．手術は RCJと手根中央関節
の鏡視を行い，関節軟骨や軟部組織損傷の評価を行
った後，前腕尺側に皮切を加えた．尺骨頭先端より
2cm中枢で，1cmにプラスバリアントの分を加え
た長さの骨を切除後，透視下にガイドピンが DRUJ
を貫く様に刺入した．鏡視下に DRUJの関節軟骨を
切除し，海綿骨を移植，鏡視で尺骨の突き上げなど
が消失した事を確認後，スクリューと K-wireを用
いて固定した．これらの症例に対し，X線学的評価
や疼痛，可動域などの臨床的評価を行い検討した．
【結果】全例，疼痛は改善し，X線像で遠位橈尺
関節の癒合が認められた．
【考察】本法による治療は，低侵襲であるという
事のみにとどまらず，鏡視を行う事で，正確な診断
や手術の評価も可能となる極めて有用な方法であ
る．

I-11 Colton分類 2C型肘頭骨折に対するDouble-
tiered subchodral supportの応用
昭和大学横浜市北部病院整形外科　　　　

○川　崎　恵　吉
酒　井　　　健

昭和大学医学部整形外科　　稲　垣　克　記
上 野 幸 夫

城山病院整形外科　　　　　小　磯　宗　弘
我々はこれまで，橈骨遠位端骨折に対して，poly-

axial locking plate（PLP）の遠位 2列のロッキング
スクリューを使用して，2ヶ所の軟骨下骨を支える
double-tiered subchodral support（DSS）法を行っ
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てきたが，肘頭骨折にも応用出来ないかと考えた．
今回肘頭骨折に，PLPである VariAx plateを用いて
DSS法を行った小経験を報告する．症例は 58歳女
性，67歳男性，54歳男性の Colton 2C型肘頭骨折
に対して，本プレートを使用し，近位から 1本のロ
ッキングスクリューは尺骨軸方向にほぼ水平に，も
う 1本はやや前方の鉤状突起に向けて，それぞれ軟
骨下骨に挿入した．経過は，2例は良好で，1例は
プレート設置位置の不良と早期の荷重負荷のために
再転位を来した．また，肘頭の人工骨モデルに
DSS法で VariAx plateを固定し，Multislice CTを用
いて，スクリューと軟骨下骨の距離を計測したとこ
ろ，近位 1列目の screwは肘頭関節面の中央 6時の
部位で，2列目はその遠位の 5時の部位で最小値と
なっていた．関節面陥没を伴う肘頭骨折に対する
DSS法は，関節面を 2方向から支え，有用と思われ
た．

I-12 Boxer’s骨折に対する Acutrak mini screw
を用いた逆行性髄内釘法

目蒲病院整形外科　　　　　　○平　原　博　庸
妻 鳥 毅 史

よしざわ整形外科クリニック　　吉　澤　利　之
武本整形外科　　　　　　　　　武　本　雅　治
昭和大学整形外科　　　　　　　稲　垣　克　記
【目的】第 5中手骨頸部骨折（Boxer’s骨折）に逆
行性髄内定法として Acutrak mini screwを用い，良
好な成績を得たので報告する．
【症例】症例は全 5例，男 4例女 1例．右 3指左

2指．年齢は 26から 83歳（平均 51.4歳）指神経ブ
ロック下に骨折部からMP関節背側に約 2cmの皮
膚切開，伸筋腱を縦割し骨折部と中手骨骨頭軟骨面
を展開，骨片部をエレバトリウム等にて整復後骨頭
中央やや掌側側からガイドピン刺入，drilling後 Ac-
utrak mini screwを逆行性髄内定として進入固定し
た．screwは Acutrak mini 26mmが 3例，Acutrak-2 
mini 30mmが 2例で使用された．外固定は行わず，
術後翌日にはカットバンとし自己処置と自己可動域
訓練指示，10日で抜糸とした．
【結論】5例中 4例で骨折部の転位なく骨癒合が
得られまた十分な可動域が得られた．
【結論】本スクリューにより十分な固定力が得ら
れ，外固定は不要となり，また自己処置可能や抜釘

術を必要としないことから術後の日常生活や社会生
活への影響が少ない術式と考えた．

I-13 デュプイトラン拘縮に対する needle apo-
neurectoyの短期成績

千葉大学大学院整形外科学　　○上　野　啓　介
國 吉 一 樹
芝 山 昌 貴
岡 本 聖 司
小 林 倫 子
助 川 浩 士
小 川 泰 史
安　部　　　玲

千葉大学大学院環境生命医学　　鈴　木　崇　根
【目的】デュプイトラン拘縮に対して海外では経
皮腱膜切開術は主要な治療法の一つであるが日本で
は未だ報告されていない．我々は Floridaで Dr. 
Eatonに教えを受けた後，H24年 1月より経皮腱膜
切開術を行ってきているのでその短期成績につき報
告する．
【対象と方法】経皮腱膜切開術施行後 1年以上経過
観察を行ったデュプイトラン拘縮患者 10例 12手で
ある．全例男性，平均年齢 66歳，Tubianaの stage
分類は stage 1：4，stage 2：4，stage 3：3，stage 4：
1例であった．AbeのDiathesis scoreは平均3.2（1-6）
であった．Eatonの方法に準じて 25G針で経皮腱膜
切開を施行した．術中および最終診察時 Total Pas-
siveExtension Deficit（TPED）と矯正率，および合
併症につき検討した．
【結果】合併症としては神経損傷を認めず，皮膚
裂創 2例と針刺入部の疼痛（後に軽快）を 2例に認
めた．全例で術直後に他動的には完全伸展が得られ
た．平均 TPEDは術前 71ﾟ，術直後 0ﾟ，最終診察
時 21ﾟ，矯正率は術直後 100％，最終診察時 70％で
あったが，短期的には患者満足度は極めて高かっ
た．
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I-14 Short pedicleを用いた足趾よりの組織移植 
―指尖再建を中心に―

清恵会病院大阪外傷マイクロサージャリー
センター，静岡理工科大学手外科微小外科領域
先端医工学 ○五　谷　寛　之
【目的】指尖再建は整容と機能の双方から行う事
が重要である．今回演者は，手指指尖部欠損に対し
て第一背側中足動脈系より short pedicleを用いて
採取した組織による再建について報告する．
【対象及び方法】症例は 18指で，その内訳は 2nd-

toe WAF施行は7指，第2足趾よりの末節部指移植は
4指，Hemipulp flapは 7指であり，いずれも short 
pedicleを用いた．年齢は 19から 62（平均 38）歳で
あった．今回の症例には母指は含まない．演者は指
間部を最初に展開して母趾と第 2足趾への分枝を確
認し，血管茎を採取する．この方法例では母趾への
分枝結紮後の血管茎採取のみで移植が可能であっ
た．
【結果】日手会の Highet法改変評価による知覚回
復は 2ndtoeWAFは 7指の内 5指で S3，2指で S2で
あった．第 2足趾よりの末節部指移植は 4指とも S3
であった．Hemipulp flapの 7指は 6指で S3，1指で
S2であった．
【考察及びまとめ】指尖再建を背側中足動脈系を
用いて行う際には，ほとんどが Short pedicleで再
建可能であり，まず最初に指間部で血管茎を確認す
る事を優先することが有効であった．

I-15 伝達麻酔下手外科手術におけるデクスメデト
ミジンを用いた安全な鎮静法確立の試み
獨協医科大学整形外科　　　○亀　田　正　裕

高 井 盛 光
関 本 巌 雄
野　原　　　裕

獨協医科大学日光医療センター整形外科　　
都 丸 倫 代
長 田 伝 重

獨協医科大学麻酔科学講座　　濱　口　眞　輔
【目的】当科における伝達麻酔下手外科手術では，
麻酔医不在であるため，安全で有効な鎮静は行えな
かったが，今回，麻酔科医師とともにデクスメデト
ミジン（DEX）による安全かつ有用な鎮静法のプ
ロトコール確立を試みた．

【対象】30分以上の手術時間が見込まれた症例で，
前投薬として硫酸アトロピン 0.5mgを投与し，伝達
麻酔後にDEXのボーラス投与を行わずに 0.6-0.7μg/
kg/hrの持続静脈注入のみを行った．術中の鎮静度
は RASS score，退室時には Aldrete scoreを記録し，
DEXによる鎮静の安全性を検討した．
【結果】1例目で DEXを0.7μg/kg/hrで投与した結
果，RASS scoreで -3と鎮静が深かったために減量
を要し，2例目以降は 0.6μg/kg/hrとした結果，術中
は RASS scoreで -1から -2，退室時は Aldrete score
で 8点以上と適切な鎮静深度を維持でき，呼吸抑制
もなかった．
【考察】今回使用した DEXは，呼吸抑制の無い鎮
静薬として 2013年に局所麻酔下における非挿管時
の鎮静も適応となった薬剤であり，一般的にボーラ
ス投与後の持続静脈注入が推奨されている．しか
し，ボーラス投与を行わない本鎮静法は，循環器系
への影響も少なく，麻酔医不在の中での安全で効果
的な鎮静法となりえる．

II-1 手根管開放術後に症状が改善しない症例の検討
都立広尾病院　整形外科・末梢神経外科

○原　　　由紀則
田 尻 康 人

手根管開放術は，一般的術式となり多くの施設で
行われている．術後成績は概ね良好だが，時に術後
症状改善がなく，再手術を行うか否かの治療方針に
迷う症例が存在する．症状不変の原因鑑別に役立つ
所見があるのか検討した．
【対象・方法】手根管開放術後 3ヶ月以上経過し
ても症状改善がなかった 8例を対象とした．他医で
の手術後症状改善がなく当科紹介された 6例と当科
手術後の 2例の，症状不変の原因と経過，術後 3ヶ
月（もしくは当科初診）時診察所見を調査した．
【結果】他医手術例の症状不変原因は，屈筋支帯
不全切離 3例と誤診断（悪性腫瘍由来腕神経叢障害）
3例であった．不全切離例は再手術後改善した．当
科例は術後 6ヶ月以降自然に改善した．術後 3ヶ月
（もしくは初診）時所見：不全切離例は誘発試験陽
性で Tinel様徴候は手術創部上で陽性．誤診断例は
誘発試験陰性で Tinel様徴候は腕神経叢から上肢に
かけ陽性．当科例は誘発試験陰性で Tinel様徴候は
1例陰性化，1例はMP関節部まで伸長していた．
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【結論】症状誘発試験や Tinel様徴候の陽性部位
が手根管開放術後の症状不変例の原因鑑別や再手術
等治療方針の決定に役立つと考えた．

II-2 滑車上肘筋による肘部管症候群の検討
独立行政法人労働者健康福祉機構東京労災病院
整形外科 ○浅　沼　雄　太

楠 瀬 浩 一
山　中　　　誠
武 光 真 志
平 澤 英 幸

順天堂大学医学部附属浦安病院整形外科　　　
原　　　　　章
市 原 理 司

【はじめに】滑車上肘筋は 1866年，Gruberによ
り初めて報告され，多くの哺乳動物には存在するも
のの，ヒトにおいては破格筋とされる．この筋によ
る肘部管症候群の報告は本邦でも散見されるが比較
的稀な病態である．今回，滑車上肘筋による肘部管
症候群を経験したので過去の経験例を加えて報告す
る．
【症例】20歳，男性．右環・小指の痺れを主訴に
来院．肘部管入口部に Tinel like signを認めた．手
術では内側上顆から肘頭に向かう幅，約 1.5cmの
筋を認め，同部位にて尺骨神経は圧迫を受け，神経
剥離・前方皮下移動術を行った．また，2006～2012
年に当院・関連施設にて，肘部管症候群の診断によ
り手術を行った症例のうち滑車上肘筋に原因するも
のは 7例 7肘（男性 5例，女性 2例，年齢は 20～63
歳：平均 46.7歳，右側 6例，左側 1例）で全例，こ
の筋腹により圧迫を受けていた．
【考察・結語】解剖上の滑車上肘筋出現率は 4.2～

34％とされる．肘部管症候群の原因のうち滑車上肘
筋によるものは 3.5％程度と報告され，比較的稀で
ある．演者らは筋肉による再絞扼をさけ，全例前方
皮下移動術を行い，まずまずの結果を得た．

II-3 多数のくびれを認めた前骨間，後骨間神経合
併麻痺の 1例

財団法人新潟手の外科研究所　○坪　川　直　人
牧 裕
成 澤 弘 子
森 谷 浩 治
吉 津 孝 衛
依 田 拓 也
今 尾 貫 太
原 敬

症例は 46歳男性，草取りをして左肘痛，前骨間神
経（AIN）麻痺が出現し，当科を紹介され受診した．
20年前に右 AINに麻痺があったが保存治療で治癒．
受診時左肘内側に圧痛を認め，MMTは長母指屈筋
（FPL）4，示指深指屈筋（FDPII）0，方形回内筋（PQ）

4，握力右 36.1Kg，左 19.6Kg，知覚障害は認めなか
った．2週間後には FPLもMMT 0と完全麻痺に進
行した．3週間後に後骨間神経（PIN）の完全麻痺も
合併したため神経剥離術を行った．術中所見では肘
関節近位で PINに 3か所，AINに 3か所の，正中神
経本幹にも 3か所のくびれを認め顕微鏡視下でくび
れを解除した．術後 6か月でAINはMMTで FPL 5，
FDPII 4まで回復したが，PINは術後 1年 3か月で麻
痺が回復しないため，指伸筋腱に橈側手根屈筋腱，
長母指伸筋腱に長掌筋腱を移行した．術後 6か月で
指，母指の伸展は良好で ADLに支障はない．前骨
間，後骨間神経合併麻痺の合併は稀である．経過観
察期間に麻痺の進行を認めたこと，麻痺のない正中
神経本幹のくびれを認めたことから，ウィルスなど
による進行性の炎症が原因ではないかと考えられ
た．後骨間神経麻痺が回復しなかったのはより近位
のくびれを見落としたためか，神経に非可逆的な損
傷があったためであると推察した．

II-5 上腕骨開放骨折に筋皮神経・橈骨神経損傷を
合併した 1例

弘前大学大学院医学研究科整形外科
○湯　川　昌　広
上 里 涼 子
藤　　　　　哲

【目的】上腕骨開放骨折に筋皮神経・橈骨神経麻
痺を合併した症例に対し，筋・腱移行術を施行し，
比較的良好な結果が得られたので報告する．



－ 191－

539

【症例】症例は 60歳男性．トラック対トラックの
正面衝突により受傷．右上腕骨開放骨折の他に，多
発骨折，肺挫傷，肝損傷があり，受傷当日は洗浄・
デブリードマンが行われた．1週後に上腕骨の骨接
合術（髄内釘）と橈骨神経には遊離神経移植が行わ
れた．リハビリテーションを行ったが肘屈曲機能不
能なため，神経伝導速度検査や筋電図検査の結果よ
り，受傷後 3カ月で筋皮神経損傷の診断で当科紹介
となった．関節の拘縮もあり，リハビリテーション
を継続し，受傷後 11ヵ月時に Zancolli法による肘
屈曲再建術を施行した．また，橈骨神経麻痺に関し
ては，麻痺の改善を認めないため，受傷後 17カ月
時に津下法に準じて腱移行術を施行した．
【結果】肘屈曲筋力は［5］で，手関節・手指の伸
展も可能となり，良好な機能回復が得られた．
【考察】上腕骨骨幹部骨折に伴う橈骨神経損傷は
しばしばあり，診断は比較的容易であるが，筋皮神
経損傷に関しては，疼痛による肘関節の運動障害の
ために見逃される可能性があり，注意が必要であ
る．

II-6 前腕骨折術後に発生した橈骨神経浅枝障害の
一例
成田赤十字病院整形外科　○山　崎　貴　弘

板 寺 英 一
症例は 55歳男性．1年半前に交通事故にて前腕
骨折受傷，当科にて観血的整復固定術（プレート固
定術）を行った．術後徐々に，手背のしびれや運動
時痛が出現してきたため手外科外来受診した．前腕
近位部（Archade of Frohseから遠位のレベル）に
圧痛，Tinel様兆候陽性などから橈骨神経浅枝障害
と診断した．ステロイド局注は効果が一時的で，2
ヶ月後神経剥離術を行なった．前回手術時の皮切を
用いて展開し，橈骨神経を近位から遠位まで展開し
た．橈骨神経浅枝が周囲の瘢痕組織と癒着し拘扼さ
れていた．癒着を可及的に剥離した．術後は動作時
痛の改善認め，しびれも改善傾向である．外傷後の
橈骨神経浅枝障害について若干の文献的考察を加え
て報告する．

II-7 橈骨茎状突起骨折を伴う橈骨手根関節脱臼骨
折の一例
獨協医科大学越谷病院整形外科　　　　

○橋　本　智　久
佐 野 和 史
大　関　　　覚

越谷誠和病院整形外科　　木　村　和　正
【目的】橈骨手根関節脱臼は，手関節外傷の 0.2％
と比較的稀な外傷の一つであり，大半が撓骨茎状突
起骨折を伴っていると報告されている．その一例を
経験したので考察をまじえ報告する．
【症例】48歳男性　運送業　現病歴：車同士の衝
突事故にて受傷．当院救命センター搬送時，手指の
感覚運動麻痺はなかった．X線上，右橈骨手根関節
脱臼骨折を認めた為，同日徒手整復し，受傷後翌日
手術施行した．術中所見：手根骨の背側脱臼を認め
た為，手関節掌側より進入し，掌側の橈骨手根靭帯
を確認するも明らかな損傷はなかった．次に手関節
背側より進入した所，背側関節包が橈骨から剥脱し
ていた．橈骨茎状突起骨折を Kワイヤー2本で固定
後，アンカーを用いて剥脱した背側関節包を橈骨側
に縫合した．術後 2週間の前腕シーネ固定とし，術
後 2週より可動域訓練開始，術後 7週にて Kワイ
ヤー抜去した．
【考察】橈骨手根関節脱臼の治療法は，Dumomti-

erらが述べている様に，撓骨手根関節の安定化を
図る為に，裂離骨折を有する靱帯・骨片の修復が必
要とされ，さらに今回の症例の様に撓骨茎状突起骨
折が撓骨舟状骨窩の 1/3に及ぶ場合は，関節面に対
する整復固定が重要と考えられた．

II-8 開放性経舟状月状骨周囲脱臼の 1例
厚生連山本組合総合病院整形外科

○伊　藤　博　紀
【はじめに】開放性経舟状骨月状骨周囲脱臼の 1
例を経験したので報告する．
【症例】60歳，男性．電動ノコで左手関節橈側～手
背を切り受傷した．橈側で動脈性出血がみられ，手
指伸展不全および手橈背側の知覚鈍麻を認めた．単
純 X線で，橈骨茎状突起から舟状骨体部，有頭骨
基部の骨折を認め，伸筋腱断裂および橈骨神経浅枝
損傷を合併した開放性経舟状骨月状骨周囲脱臼と診
断し，手術を行った．Alignmentを整復し，bridging 



－ 192－

540

type創外固定器で固定後に，橈骨茎状突起および
舟状骨骨折部を K-wireで固定した．舟状骨骨折部
は長軸方向に 3mm幅の骨欠損が残存した．EPL，
EPB，ECRL，ECRB，EIP，EDC2～5，橈骨動脈お
よび橈骨神経浅枝を縫合し，背側手根骨間靱帯を修
復した．術後 3週より手指関節 ROM訓練を，6週
で創外固定を除去し手関節 ROM訓練を開始し，19
週で K-wireを抜去した．15ヶ月経過時において，
手根不安定症を認めず，舟状骨骨折部の癒合も得ら
れ，手指・手関節の可動域制限が軽度残存している
が良好に経過している．
【考察】まれな開放性経舟状骨月状骨周囲脱臼の

1例を経験した．複合組織損傷を合併した例は過去
になく，非開放例と対比しながら治療計画について
考察する．

II-9 舟状骨近位骨片が橈骨茎状突起骨折部に嵌頓
し徒手整復困難であった月状骨周囲脱臼の1例
水戸協同病院整形外科　○井　汲　　　彰
東京医科大学茨城医療センター整形外科

吉 井 雄 一
筑波メディカルセンター病院整形外科　

市 村 晴 充
舟状骨近位骨片が橈骨茎状突起骨折部に嵌頓して

いた月状骨周囲脱臼の1例を経験したので報告する．
47歳男性．3mの脚立から転落し左手を地面に強打
し受傷した．受傷時の単純 X線画像では Green& 
O’brien分類 Type4-Aの月状骨周囲脱臼と橈骨茎状
突起骨折を認めた．骨折した舟状骨近位骨片が橈骨
茎状突起骨折部に嵌頓していた．徒手整復を試みる
も嵌頓が解除されず整復不能だったため，受傷後 4
日で手術を行った．背側アプローチで関節包を展開
し舟状骨近位骨片の嵌頓を解除すると良好な整復位
が得られた．舟状骨は周囲組織から完全に遊離して
おり色調も不良だった．舟状骨・橈骨茎状突起骨折
部に骨接合術を施行し，舟状月状骨間靭帯を縫合，
三角月状骨間関節は K-wireで関節固定した．術後
6週の外固定の後，K-wireを抜去し可動域訓練を開
始した．
最終評価時の画像所見では Scapholunate angle 

46ﾟ，Radiolunate angle-8ﾟ，Carpal height ratio 0.56
と良好な整復位が保たれた．偽関節や舟状骨壊死が
危惧されたが術後 3か月で舟状骨・橈骨茎状突起と

もに骨癒合が得られた．機能評価（術後 6か月）で
も QuickDASH機能障害/症状 6.8点，仕事 25点，
Cooney score 95点と経過良好である．

II-10 橈骨遠位端骨折・小菱形骨粉砕骨折・有鉤骨
脱臼を伴った第 2-5CM関節背側脱臼の 1例

川崎市立川崎病院　整形外科　○木　村　祐美子
堀 内 孝 一
別 所 祐 貴
堀 内 行 雄

【症例】45歳　男性．バイク転倒受傷．初診時，
著明な左手関節の腫脹，変形を認めた．単純 X線，
3D-CTにて左橈骨遠位端骨折，左手第 2－ 5CM関
節背側脱臼，左小菱形骨粉砕骨折，左有鉤骨脱臼を
認めたため，手術的加療を行った．
橈骨遠位端骨折に対してプレートによる内固定を

施行した．第 2－ 5CM関節背側脱臼は，長軸方向
への牽引とともに中手骨基部を背側から掌側へ圧迫
をかけることで整復可能であったが，整復保持が困
難であった．第 2CM関節は，小菱形骨粉砕骨折に
より第 2中手骨が近位へ短縮するため，牽引をかけ
た状態で第 3中手骨とともに鋼線固定を行った．第
3・4CM関節に対しても鋼線固定を行った．有鉤骨
は掌側脱臼しており，徒手整復が困難であったた
め，有鉤骨に鋼線を刺入して回旋させて整復し，有
鉤骨 -有頭骨間を鋼線固定した．術後 8週で鋼線を
抜去した．術後 8か月経過し，ADL障害なく，経
過良好である．
【考察】橈骨遠位端骨折・小菱形骨粉砕骨折・有
鉤骨脱臼を伴った第 2－ 5指 CM関節背側脱臼の 1
例を経験した．有鉤骨脱臼の診断には 3D-CTが有
用であった．本症例の受傷機転は軸圧方向と掌背方
向の外力によるものと推察する．
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II-11 橈骨遠位端骨折保存療法後に起きた小指深指
屈筋腱断裂の 2例
（財）新潟手の外科研究所　○今　尾　貫　太

依 田 拓 也
原 敬
森 谷 浩 治
成 澤 弘 子
坪 川 直 人
牧 裕
吉 津 孝 衛

【目的】橈骨遠位端骨折保存療法後に小指深指屈
筋腱断裂を起こした症例を報告する．
【症例 1】64歳女性．2年前，右橈骨遠位端骨折
を保存治療された．手関節痛と脱力があり，当院初
診．X線上 volar tilt-24度と強い変形治癒を認めた．
外来での経過観察中 8か月で小指屈曲が不能となっ
たため，橈骨矯正骨切り術，腱移行術を行った．術
後早期運動療法を行い，小指の自動屈曲伸展は良好
である．
【症例 2】58歳女性．7年前に右橈骨遠位端骨折
を保存治療された．回外で疼痛が出現するため，当
院初診．小指屈曲が不能で，X線にて volar tilt -12
度と変形治癒を認めた．CTで尺骨頭の掌側亜脱臼
が認められたため，Sauvé-Kapandji法と腱移行術を
行った．術後早期運動療法を行い，小指の自動屈曲
は良好である．
【結論】橈骨遠位端骨折保存療法では，背屈転位
が残ることで尺骨頭が掌側脱臼し，小指屈筋腱皮下
断裂を起こすと考えられる．そのため，橈骨遠位端
骨折に対しては背屈転位を残さないことが必要であ
り，強い背屈転位を残す場合には，手術治療を選択
すべきである．

II-12 掌側ロッキングプレート後に長母指伸筋腱断
裂を生じた橈骨遠位端骨折の一例
松村総合病院整形外科　○田　山　信　敬

【目的】掌側ロッキングプレート後に長母指伸筋
腱断裂を生じた橈骨遠位端骨折の一例を経験したの
で報告する．
【症例】61歳女性．自宅で転倒して左手を着いて
受傷，橈骨遠位端骨折の診断で 3日後に近医より紹
介された．A0分類 C2であった．翌日掌側ロッキ
ングプレート固定を行った．2ヶ月後，エプロンの

紐を伸ばした際に左手関節痛出現．その後母指伸展
不能となり 2日後当科受診した．長母指伸筋腱（以
下 EPL）皮下断裂と診断し，翌日手術を行った．第
3区画で EPLは断裂しており，スクリューの突出は
認めなかった．第 3区画を開放すると，矢状面で落
ち込んでおり，橈側面に段差が生じていた．固有示
指伸筋腱との腱移行を行い，術後経過は良好である．
【考察】掌側ロッキングプレート術後の腱損傷は，
長母指屈筋腱（FPL）と EPLの報告がある．プレ
ートの遠位設置や浮き上がりなどで FPL損傷が危
惧されるが，EPLは術中損傷またはスクリューの
背側突出がなくても，第 3区画での周囲組織による
圧坐，摩耗等により断裂する例がある．

II-13 長母指伸筋腱が嵌頓した橈骨遠位端骨折の1例
東海大学八王子病院　整形外科　　　　　　　

○横　山　勝　也
齋 藤 育 雄

東海大学外科学系整形外科学　　小　林　由　香
持 田 讓 治

湘南中央病院　整形外科　　　　池　田　全　良
【目的】橈骨遠位端骨折の観血的整復固定術後に，
長母指伸筋腱（EPL）が背側骨片に嵌頓していた 1
例を経験したので，その対策について報告する．【症
例】17歳男性，陸上中に転倒し受傷．橈骨遠位端
骨折は AO分類 A3で，掌側プレートによる観血的
整復固定術を施行した．術後 12日，前腕回旋時痛
と母指伸展障害を認めたが，エコーで腱断裂を認め
ず，CTでも螺子の背側突出はなかった．側面 X線
でリスター結節部の骨片が背側転位を認めた．この
部位での EPLの嵌頓が疑われたため手術を施行し
た．挟み込まれた腱を確認し，解除後に骨片を整復
した．術後，母指可動域制限はなかった．【考察】
本症例は，初診時に母指伸展障害を認めず術後より
母指と手関節を動かすことで徐々にリスター結節の
骨片に EPLによる応力がかかり，骨片の下に腱が
入り込み嵌頓したと考えられた．結果として，骨片
の整復により腱断裂を回避し得た．リスター結節に
骨片を有する橈骨遠位端骨折の EPLの嵌頓の対策
として，術後母指の完全伸展を確認することと，手
関節可動域訓練開始後には骨片の背側への浮き上が
りを側面 X線で注意深く確認する必要がある．



－ 194－

542

II-14 手指伸筋腱の嵌頓が整復を阻害した若年者
Smith骨折の 3例
土浦協同病院整形外科　　　○木　村　浩　明

白 坂 律 郎
若 杉 琢 磨

石岡市医師会病院整形外科　　石 突 正 文
【はじめに】橈骨遠位端骨折後の長母指伸筋（EPL）
腱断裂は多くの報告がなされているが，EPL腱，
総指伸筋（EDC）腱が骨折部に嵌頓し整復を阻害し
た症例の報告は少ない．今回，我々は手指伸筋腱嵌
頓により整復困難であった若年者 Smith骨折の 3例
を経験したので報告する．
【症例】症例は 13才～18才で男性 2例，女性 1例，
受傷機転はいずれも転倒であった．X線所見はいわ
ゆる Smith骨折で，全例，観血的治療を選択し掌側
からの進入で手術を施行した．掌側からの整復では
良好な整復位が得られなかった為，背側に整復阻害
因子が介在すると考え背側進入を追加した．背側か
ら展開すると骨折部に嵌頓した手指伸筋腱（2例は
EPL腱，1例は EPL腱および EDC腱）が確認され，
嵌頓を解除することにより骨折部の良好な整復位が
得られた．腱には明らかな損傷等の異常所見は認め
ず，掌側よりプレート固定を行った．いずれの症例
も骨癒合得られ，手指・手関節可動域，握力とも良
好で支障なく日常生活に復帰した．
【まとめ】若年者の Smith骨折で掌側からの観血
的整復が困難な症例では手指伸筋腱が骨折部に嵌頓
し整復阻害因子となっていることがある為，背側進
入を追加し骨折部を確認する必要があると考えられ
た．

II-15 橈骨尺骨遠位粉砕骨折に対し internaldis-
traction plateを用いた 1例

千葉市立青葉病院整形外科　○赤　坂　朋　代
六 角 智 之
山 田 俊 之
河 野 元 昭
橋　本　　　健
金　塚　　　彩

【はじめに】橈骨遠位端骨折で高度な粉砕骨折を
伴うため internal distraction plateにて固定を行った
1例を経験したので報告する．
【症例】61歳女性，転倒し受傷，翌日当科初診と

なった．手関節近位掌側に創を 3カ所認めた．粉砕
が高度であり，掌側ロッキングプレートでは固定困
難で，創外固定を行っても数ヶ月の固定の持続を要
することが予想された．そのため，受傷 4日後に感
染がないことを確認し，背側より橈骨と第 3中手骨
をプレートでブリッジングする internal distraction 
plateにて固定を行った．橈骨骨折部の骨癒合遅延
がみられ尺骨が骨折部で橈屈しているため，術後 5
か月目で橈骨偽関節手術と尺骨矯正骨切を行った．
橈骨は腸骨を骨折部に骨移植し掌側ロッキングプレ
ートで固定した．
【まとめ】internal distraction plateは長期の手関
節固定を要するが，プレート抜去後の手関節可動域
は健側の 80％という報告もあり，本症例でも良好
な可動域が得られた．また，創外固定のような患者
の負担が少ないなどが利点であった．

II-16 橈骨遠位骨端線損傷に伴う骨端線早期閉鎖に
対する仮骨延長法の小経験
佐久総合病院整形外科　○小　川　貴　久

品 田 良 太
王　　　耀　東
石 井 宣 一

【目的】橈骨遠位骨端線損傷に伴う骨端線早期閉
鎖の症例に対して仮骨延長法を施行した一例を経験
したため報告する．
【症例】14歳男児．4年前に両側橈骨遠位骨端線
損傷を受傷，同日経皮的ピンニングを施行した．そ
の後，両側の骨端線早期閉鎖を生じ，徐々に変形が
進行した．右手の変形が強くなったため，橈骨の骨
切りと創外固定器（ORTHOFIX社MultiPlanarMini-
Rail）の装着による，仮骨延長法を施行した．7日
間の待機期間の後に連日延長を行い，18日間で計
10.6mm延長し，UVが -1mmとなったため延長を終
了した．仮骨形成を待ち，術後 67日目に創外固定器
を抜去した．HealingIndexは 57日/cmであり，RIは
-6ﾟから 18ﾟへ VTは -18ﾟから 10ﾟへ UVは +7mmから
-1mmへ各々改善した．
【考察】橈骨遠位骨端線早期閉鎖に対して従来よ
り報告のある仮骨延長法を施行した．延長の際に，
ダイヤルを 1mm分回転しても必ずしも 1mm骨切
り部が伸びるわけではなく骨切り部の長さでダイヤ
ルを調整する必要がある事，延長の途中で RIなど
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の矯正が必要な場合があるので多軸型の創外固定が
有用である事が経験された．

II-17 ヘバーデン結節に対する DIP関節固定術の
治療成績

東京医科歯科大学　大学院医歯学総合研究科　
整形外科学分野 ○若　林　良　明

鏑 木 秀 俊
鈴 木 英 嗣
請　川　　　円

東京医科歯科大学　大学院医歯学総合研究科　
臨床解剖学分野  二　村　昭　元
東京医科歯科大学　大学院医歯学総合研究科
応用再生医学分野 藤 田 浩 二
【はじめに】当科におけるヘバーデン結節に対す
る DIP関節固定術の成績を，術式の変遷とともに
報告する．
【方法】DIP関節固定術を行ったヘバーデン結節

10例 11指（平均年齢 58（46-79）歳，示指 3・中指
4・環・小指各 2，平均経過観察期間 11か月）を対
象とし，術式，骨癒合までの期間，骨癒合と疼痛，
合併症について検討した．
【結果】粘液嚢腫が感染していた 2指には関節面
のデブリ・新鮮化後に経皮 pinningを行い，骨癒合
まで 74（53-95）日を要したが感染は鎮静化し疼痛
も消失した．他の 9指は関節面の新鮮化後，内固定
として指尖部からの ACUTRAK刺入を 6指，末節
骨側面からの ACUTWIST刺入を 3指に施行した．
全例で骨癒合を認め DIP関節痛は消失した．指尖
部からの ACUTRAK刺入は骨癒合まで平均 61（48-
81）日で，表層感染 1指と抜釘を要した疼痛遺残を
1指認めた．側方からの ACUTWIST刺入はスクリ
ューが短かった 1指でワイヤー固定を追加し骨癒合
まで 102日を要したが，他 2指は 45（43-46）日で骨
癒合した．
【考察】粘液嚢腫の感染後の症例でも経皮 pinning
による一期的固定で感染の鎮静化・骨癒合ともに得
ることができた．また指尖部刺入創のトラブルが続
いたため，最近では末節骨側面からの ACUTWIST
刺入を行っており成績も良好だが，スクリューの入
れ替えや抜釘ができないことが難点で，スクリュー
長は慎重に決定する必要がある．

II-18 Heberden結節に対して行った小切開関節固
定術の中期成績

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 ○戸　張　佳　子

平 瀬 雄 一
桑 原 眞 人

【目的】手指 Heberden結節に対して，当科では
関節面の適合性を鑑みて症例を選択し，小切開で関
節固定を行っている．今回我々は，術後 1年以上追
跡できた症例の手術成績を検討した．
【方法】対象は 39例，80指．平均観察期間は 25
か月であった．術中 X線透視下に末節骨と中節骨
軸を合わせ，関節軟骨面が適合するように DIP関
節背側，橈尺側の小切開部から骨鋭匙で関節軟骨を
可及的にそう爬した．適合性がよければ軟骨そう爬
はせず，Headless compression screwで固定し，術
翌日から自動運動を許可した．
【結果】平均 3ヶ月で骨癒合した．観察期間中 5指
（6％）に固定不良を認め，再手術を要した．最終観
察時に知覚障害 9指（11％），爪変形 1指（1％）が
見られた．X線では，正面像の末節骨基部横径およ
び正面像・側面像の軟部陰影幅が，軟骨そう爬例で
術後 1か月から最終観察時にかけて経時的に減少し
た（p＜0.05）．同様に，固定のみ行った症例も軟部
陰影幅は減少した．
【考察】関節面を直接骨切りしなくても，関節軟
骨の最小限の切除で骨癒合は得られた．また，術後
骨のリモデリングと軟部組織の炎症の消失により
DIP関節周囲径は減少すると考える．

II-19 人工指関節置換術を施行した変形性MP関
節症の 1例

駿河台日本大学病院整形外科　○遠　藤　則　行
長 尾 聡 哉
豊 泉 泰 洋
長 岡 正 宏

【はじめに】単一指に発生した変形性MP関節症
（以下MPJOA）に対して人工指関節置換術（以下
TFA）を施行したので報告する．
【症例】74歳男性．11年前より徐々に右中指MP
関節部痛が出現した．近医にて右中指MPJ-OAの
診断で保存的治療を受けるも症状軽快せず，手術目
的で当科を紹介初診した．初診時，右中指MP関
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節背側部に骨性突出を触知し，軽度の圧痛・運動時
痛を伴っていた．また，関節可動域は 20ﾟ～60ﾟと制
限されていた．単純 X線像では右中指MP関節裂
隙の狭小化および第 3基節骨の橈側偏位・右第 3中
手骨頭背尺側の骨棘を認めた．3D-CTでは第 3中
手骨頭の背尺側だけでなく掌橈側にも著明な骨棘形
成が描出された．初診後 2か月で手術を施行した．
骨性突出を避けて橈側凸の背側弧状切開にて進入
し，伸筋腱・関節包を縦割し関節内に到達した．Self 
Locking Finger Joint（ナカシマメディカル社製）を
用いてTFAを施行した．術後6か月の現在，自発痛・
運動時痛はなく，右中指MP関節の可動域は 5ﾟ～80ﾟ
まで改善し，日常生活上も不便なく経過は良好であ
る．
【まとめ】本症に対する TFAは症例数および長期
成績の報告が少ないため，今後も経過を観察してい
く必要があると考える．

II-20 手第 2，3手根中手関節変形性関節症の 1例
せんぽ東京高輪病院整形外科　○筋　野　　　隆

川 野 健 一
樫 山 尚 弘
田 中 伸 弥
黒 田 拓 馬

母指の手根中手関節（以下 CM関節）の変形性関
節症はよく遭遇する疾患である．一方で，母指以外の
CM関節症の報告は稀である．我々は，第 2，3CM
関節の変形性関節症に対して手術を行ったので報告
する．症例は 33歳女性．職業は電気作業員．既往
歴として先天性副腎過形成がある．5年前より左手
背橈側の膨隆を自覚していた．2年前より同部位の
動作時痛が出現したため，前医を受診し消炎鎮痛剤
による保存的治療をうけた．膨隆は不変であった
が，疼痛は日常生活に支障のない程度に改善した．
1年ほど前より再び疼痛が増悪し，左手背尺側の動
作時痛も出現したため当院を紹介され受診した．初
診時，左手背橈側に骨性の膨隆，同部位に圧痛を認
めた．左手の単純 Xp，CTでは第 2，3CM関節の
変性所見および手根骨配列異常を認めた．
この症例に対してヘッドレススクリューを用いて，
第 2，3CM関節固定術を行った．術後疼痛，CM関
節の屈曲変形は軽快した．術後 3か月で電気工事業
に復職している．比較的稀な母指以外の CM関節

の変形性関節症に対して関節固定術を行い良好な成
績が得られた．

II-21 上腕骨内側上顆偽関節に伴う遅発性尺骨神経
麻痺

済生会山形済生病院整形外科　○加　藤　義　洋
石 垣 大 介
豊 野 修 二

【はじめに】上腕骨内側上顆偽関節に伴う遅発性
尺骨神経麻痺の報告は少ない．当科で経験した 2例
を報告する．
【症例 1】54歳男性．10歳時跳び箱で受傷しギプ
ス固定された．2年前から肘屈曲時に増悪する右小指
のしびれを主訴に初診した．McGowan分類 grade2，
肘の可動域は伸展 0度，屈曲 130度，肘外偏角 15
度であった．X線像上，上腕骨内側上顆偽関節と変
形性関節症（OA）を認めた．尺骨神経皮下前方移
所術を行った．
【症例 2】45歳男性．14歳時体育で転倒して受傷
しギプス固定された．約半年前からの左環小指のし
びれを主訴に初診した．McGowan分類 grade3，肘
の可動域は伸展－5度，屈曲 115度，肘外偏角 20度
であった．X線像上，上腕骨内側上顆の偽関節とOA
を認めた．骨片が小さかった為，内側上顆切除術を
行った．
【考察】本症の発症機序として過去の報告では外
反肘及び外反動揺性の関与を指摘するものが見られ
る．今回の症例でも外反肘を認めたが，明らかな外
反動揺性はなかった．治療は単純除圧，皮下前方移
所術，骨接合と神経剥離を行う方法等が報告されて
いる．骨片が小さい症例では King法に準じた骨片
切除も考慮されて良い．

II-22 明らかな輪状靱帯断裂がない橈骨頭単独脱臼
の一例
みつわ台総合病院整形外科　○守　　　宏　介

有 薗 行 朋
浜 田 良 機

【はじめに】明らかな輪状靱帯断裂がない橈骨頭
単独前方脱臼を経験した．
【症例】13歳，男児．
【現病歴】橈骨頭単独前方脱臼の約 2年前にMon-
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teggia骨折及び橈骨骨幹部骨折を受傷し保存的に加
療し治癒．その約 1年 2ヶ月後に橈尺骨骨幹部骨折
を受傷し K-wireによるピンニングを施行し治癒．
今回その約 8ヶ月後に転倒し肘の違和感が出現し
た．単純 Xp，CTにて肘関節伸展位での橈骨頭の前
方脱臼を認め手術となった．術中所見では明らかな
輪状靱帯断裂はなく，肘関節伸展位で橈骨頭は容易
に脱臼するが屈曲回外位で整復された．輪状靱帯を
切離し腕橈関節内に介在物のないことを確認後，輪
状靱帯を縫縮した．さらに，K-wireにて近位橈尺関
節を回外位で固定した．術後 2ヵ月で K-wireを抜去
し肘関節可動域訓練を開始した．術後約 1年の最終
観察時で，ごく軽度の回内制限はあるが再脱臼は認
めず，バドミントンも行えている．
【考察】最初のMonteggia骨折，2回目の橈尺骨
骨幹部骨折の整復不十分によって輪状靱帯の弛緩が
生じ容易に橈骨頭が単独脱臼した可能性があると思
われた．
【結語】橈尺骨骨幹部骨折に対しては 13歳の自家
矯正力を考え，プレート固定による正確な整復が重
要と考えられた．

II-23 高齢女性の前腕骨両骨偽関節の治療経験
順天堂大学　整形外科　　○有　冨　健太郎

金 子 和 夫
東京労災病院　整形外科　　楠　瀬　浩　一
順天堂東京高齢者医療センター　整形外科

岩 瀬 嘉 志
佐々木研究所附属杏雲堂病院　整形外科　

富 田 善 雅
【目的】前腕骨両骨偽関節に対して尺骨のみ偽関
節手術を行った高齢女性 2例を経験したので報告す
る．【症例 1】79歳女性，右利き．転倒して受傷．
近医で保存的治療施行．11ヵ月後右手に力が入らな
くて当院初診．単純 X線像上近位での右前腕骨両
骨偽関節．肘屈曲 120伸展 -30回内 20回外 90．手
術は尺骨偽関節部掻爬後，腸骨より骨移植してプレ
ート固定．術 6ヵ月で骨癒合して支持性を得た．可
動域も肘屈曲 130伸展 -30回内 80回外 80と良好で
あった．【症例 2】71歳女性，右利き．転倒して受傷．
接骨院で加療．1年 10ヵ月後左手に力が入らなくて
当院初診．単純 X線像上中央での左前腕骨両骨偽
関節．変形性肘関節症．肘屈曲 90伸展 0回内 60回

外 60．手術は尺骨偽関節部掻爬後，橈骨偽関節部
遠位より骨移植．肘関節屈曲 120°獲得できるよう
に 30°後方へ曲げたプレートで固定．術後 6ヵ月で
骨癒合して支持性を得た．肘屈曲 130伸展 -30（30°
の変形治癒を含めて）回内 60回外 30と良好であっ
た．【考察】前腕骨両骨偽関節の治療として偽関節
手術が選ばれるが，力作業をあまり必要としない高
齢の女性では，尺骨のみの骨癒合により支持性を得
て可動域制限を生じず良好な結果を得られた．

II-24 3D骨モデルを利用して治療した陳旧性
Monteggia骨折の 1例

済生会横浜市東部病院整形外科　　　　　　　
○山　部　英　行

済生会神奈川県病院整形外科　　山　中　一　良
【はじめに】3D骨モデルを利用して治療した陳旧
性Monteggia骨折の 1例を経験したので報告する．
【症例】10歳，男性．腕立て伏せができないと指
摘され当院を受診した．2歳時に遊具より転落して
受傷し，近医で保存的治療がおこなわれている．初
診時，右肘は著明な外反肘を呈し，肘関節の軽度屈
曲，伸展制限を認めたが回内外制限はなかった．X
線写真では橈骨頭は前方に脱臼し，ストレス X線
撮影で外反動揺性を認めた．
【治療経過】術前に CTデータから 3D骨モデルを
作成して PRUJの適合性を検討し，尺骨矯正骨切り術
と一期的骨延長を行なうことにした．Open wedge
で尺骨を骨切りして 1cm延長し，骨欠損部には腸
骨より骨移植を行い，約 20度 bendingしたチタン製
プレートで固定して橈骨頭を整復した．経過中，橈
骨頭の再脱臼を生じたため，6ヵ月後に矯正角度を
強めて再度尺骨骨切り術を行なった．再手術後 3ヵ月
の現在，尺骨は骨癒合し橈骨頭の脱臼を認めず，回
内外も正常に回復した．
【考察】受傷から長期間経過した陳旧性Mongeggia
骨折では，PRUJの適合性の良否が術後成績に影響
する．3D骨モデルは 3D-CTなどの画像より PRUJの
形状や適合性を把握しやすいため，術前計画に有用
と考える．
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II-25 A4 pulleyを完全に切除した国際分類 zone I
での屈筋腱一次修復早期自動運動症例
（財）新潟手の外科研究所　○森　谷　浩　治

吉 津 孝 衛
牧 裕
坪 川 直 人
成 澤 弘 子
依 田 拓 也
今 尾 貫 太
原 敬

【目的】国際分類 zone Iにおける屈筋腱断裂では
A4 pulleyの処置が問題となる．私達は C1，A3，C2 
pulleyのいずれかが残存すれば，縫合腱滑走の障害
となる A4 pulleyは完全に切除している．今回，A4 
pulleyを切除した zone I新鮮手指屈筋腱断裂症例に
対する早期運動療法の治療成績について報告する．
【対象と方法】1993-2012年に治療した 13例 13指
を対象とした．男性 11例，女性 2例，手術時年齢
は 19-49（平均 32）歳であった．損傷指は示指 4例，
中指 7例，環・小指が 1例ずつ，術前状態が良好な
もの 11例，不良は 2例であった．全例，深指屈筋
腱を吉津 1法で縫合し，術翌日から背側ギプスシー
ネ下に早期自動運動療法を開始した．経過観察期間
は 12-51（平均 21）週であった．
【結果】術後 2週での再断裂（示指）を 1例認めた
以外，腱浮き上がり現象等の合併症はなかった．再
断裂例を除く最終診察時の総自動運動域は 202-263
（平均 241）゚，DIP関節の可動域は 30-78（平均 61）゚
であった．
【考察および結論】A4pulley切除が可動域制限や
腱浮き上がり現象に及ぼす影響はないと考える．
Zone Iでの再断裂は少なくなく，これには A4 pul-
ley以外に遠位断端長の制約を受ける等の縫合強度
の関与が大きいと思われる．

II-26 小児の指屈筋腱断裂に対し，隣接指伸展位固
定による早期運動療法を行った 2例
仙塩利府病院整形外科　○長谷川　和　重

宮 坂 芳 典
【症例 1】6歳男児．左小指 PIPJレベルをカミソ
リで受傷．手術所見は FDP完全断裂，FDS不全断
裂，尺側指神経断裂であり，顕微鏡下にすべて修復
した．FDPは 6-0Triple loop縫合とし，手関節屈曲

位，中指環指MPJ伸展 0ﾟアルフェンスシーネを併
用したギプス固定とした．小指の自動運動を積極的
に行わせ，4週でギプスを除去，8週時の％TAM82％
である．
【症例 2】9歳男児．右環指基節部，小指中節部を
カミソリで受傷．手術所見は環指 FDP，FDS完全
断裂，指神経損傷なし，小指 FDP完全断裂，FDS損
傷なし，尺側指神経断裂ですべて修復した．FDPは
5-0Triple loop，FDSは Double loop縫合とし，手関
節屈曲位，示指中指MPJ伸展 10ﾟアルフェンスシー
ネを併用したギプス固定とした．3週で伸展位固定を
解除，10週時の％TAMは環指85％小指83％である．
【考察】指屈筋腱損傷に対する早期運動療法は再
断裂の Riskがあり，理解力の乏しい小児への適応
は一般的にないとされている．隣接指伸展位では深
指屈筋の筋腹が共通であることから，受傷指でも深
指屈筋の収縮が制限される．浅指屈筋腱断裂合併例
への適応，隣接指伸展位固定の期間などが問題とな
るが，比較的安全性の高い方法であると考えてい
る．

II-27 外傷歴のない中指深指屈筋腱皮下断裂をきた
した 1例
山梨大学医学部整形外科　○佐　藤　信　隆

大 北 弦 樹
【目的】外傷歴のない左中指深指屈筋腱皮下断裂
をきたした症例を経験したので報告する．
【症例】39歳男性，職業大工．6年くらい前から，

Grip時にクリック音があり，力が入りにくかった．
他院で 2度目のステロイド注射の後中指が屈曲困難
とのことで当院紹介となる．当科初診時，中指MP
関節，PIP関節は自動屈曲可能であったが DIP関節
は自動屈曲不可能であった．MRI検査所見では中
指深指屈筋腱に加えて，環指深指屈筋腱の一部も断
裂が示唆された．術中所見は橈骨手根関節部での関
節包の膨隆がみられたため，可及的に骨棘の切除を
行い，中指は浅指屈筋腱の腱移行，環指は長掌筋腱
を用いて補強した．原因として，ステロイド注射よ
りは，断裂部位の関節包の状態と複数指に及んでい
ることから変形性関節症に伴う骨棘によるものの可
能性が高いと考えられた．術後 6カ月の現在，仕事・
日常生活上支障はなく使用している．
【まとめ】近年，屈筋腱皮下断裂の報告では，橈
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骨遠位端骨折後，遠位橈尺関節，豆状三角骨関節や
関節リウマチによるにおける散見されるが，外傷歴
のない中指深指屈筋腱皮下断裂の症例は稀である．

II-28 虫様筋起始部を欠く小指深指屈筋腱の皮下断
裂の一例

済生会川口総合病院整形外科　○新　関　祐　美
太　田　　　剛

東京医科歯科大学整形外科　　　若　林　良　明
石岡市医師会病院整形外科　　　石　突　正　文
【はじめに】比較的まれな外傷である国際分類

zone3での特発性の小指深指屈筋腱皮下断裂におい
て，虫様筋起始部を欠く症例を経験したので報告す
る．
【症例】49歳男性，ガス工事人，既往歴なし．側
溝の蓋を持ち上げようとした際に音がして右小指
DIP関節自動屈曲不能となった．レントゲンにて骨
傷や関節症性変化を認めなかった．3DCT腱条件に
おいて第 5中手骨頸部から豆状骨までの腱走行描出
を欠いたことから手掌部での皮下断裂と診断し手術
を行った．手根管その他において摩擦の原因となる
ような骨の露出はなかった．小指深指屈筋腱は
zone3で断裂しており，また虫様筋起始部が存在し
なかった．長掌筋腱を用いた遊離腱移植術ののち早
期運動療法を行い，術後成績は良好であった．
【考察】特発性屈筋腱皮下断裂においては，虫様
筋起始部での断裂や，環指深指屈筋腱の虫様筋起始
部と結合を有しその分岐部での断裂の報告例が過去
に散見される．我々の症例では虫様筋が起始してい
なかったものの同様の部位で断裂を生じていた．解
剖学的脆弱性が潜在している可能性や虫様筋起始を
欠くことで外的伸張ストレスが深指屈筋腱に集中し
た可能性などが考えられた．

II-29 変形性遠位橈尺関節症による小指屈筋腱断裂
の 1例

キッコーマン総合病院整形外科
○田　中　利　和
野 内 隆 次
小　川　　　健
中 谷 卓 史
落 合 直 之

【はじめに】遠位橈尺関節症による腱断裂の多く
は伸筋腱であるが，変形尺骨頭による，小指屈筋腱
断裂が生じた症例を経験したので報告する．
【症例】84歳女性　外傷歴はなく，特記すべき既
往歴はなかった．平成 25年 7月中旬，自宅壁を這
っていた蔓草を引っ張った際にブツッと音がして以
後小指の屈曲ができなくなった．診察時，尺骨頭の
不安定性と疼痛，小指の FDP，FDSともに機能し
ていなかった．単純 X-P上は遠位橈尺関節の変形と
尺骨頭のプラスバリアント，尺骨頭は側面では掌背
屈に変位はなかった．小指の屈曲ができないために
再建手術を行った．手術は掌側中央縦切開で侵入
し，遠位橈尺関節レベルで，小指 FDS，FDPがと
もに断裂していた．遠位橈尺関節包は断裂し，尺骨
頭がそろばん玉のような鋭利に変形し，露出しいて
いた．再断裂防止に，Sauve-Kapandji法による関節
形成術を行い，小指 FDPのみ遊離 PL腱を移植腱
として用い，環指 FDPの緊張よりやや強めに再建
した．術後3か月を経過し良好な可動域を得ている．
【考察】今回の症例は掌側に不安定性があるため
に，掌側関節包が断裂し，手関節背屈位使用の多い
日常生活が，露出した鋭利な尺骨頭の上を小指
FDS，FDPが滑走し，断裂したものと思われた．

II-30 痛風結節により屈筋腱の肥大を来たし両側手
指の拘縮を生じていた 1例

霞ヶ浦医療センター整形外科　○河　野　　　衛
村 井 伸 司

筑波大学医学医療系整形外科　　原　　　友　紀
神　山　　　翔

筑波大学附属病院土浦市地域臨床教育
ステーション 西　浦　康　正
【症例】69歳，男性．2年前から両手関節部痛が
出現した．NSAIDsで改善なく，放置していた．左
手のしびれも出現したため，前医受診，当科紹介と
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なった．両手指に多数の皮下結節があり，両手関節
掌側に腫脹と圧痛を認めた．両手指は屈曲拘縮を呈
し，伸展・屈曲ともに制限されていた．左示指～環
指にしびれの訴えがあり，左手根管入口部で Tinel
様徴候を認めた．MRIでは，前腕遠位から手根管
内にかけて手指屈筋腱全体が著明に腫大し，境界が
不明瞭となり，手根管が拡大していた．血液検査で
は CRP 0.8，尿酸 9.5であった．手術を行った．手
指屈筋腱は腱表面，腱内に白色チョーク様物質が見
られ，著明に肥大していた．横手根靭帯を切開し，
滑膜切除を行ったところ，拘縮の改善が見られた．
術後痛みが消失し，手指の運動障害が改善した．病
理組織にて白色チョーク様物質は尿酸結晶であるこ
とが確定し，尿酸排泄促進薬による内服治療を行っ
ている．【考察】本症例は手指屈筋腱内に痛風結節
が発生し屈筋腱自体が肥大したため横手根靭帯で屈
筋腱の滑走が障害され，疼痛，しびれと手指の高度
な拘縮を来たしていた．痛風結節による慢性屈筋腱
腱鞘滑膜炎の終末像と考えられた．手術と薬物療法
で ADLに支障ないまでに回復した．

II-31 MP関節ロッキング様症状を呈した伸筋腱脱
臼の 1例
西堀病院　整形外科　○三　浦　一　志

【目的】外傷によらない特発性指伸筋腱脱臼は，
外傷性指伸筋腱脱臼と異なり殆どが無症候であり治
療を要する事は稀である．今回，特発性指伸筋腱脱
臼からMP関節ロッキング様症状を呈した 1例を
経験したので，考察を加え報告する．
【症例】症例は 80歳，女性．以前より両中指伸筋
腱のMP関節部での尺側脱臼を認めていた．特段
の不自由がないため放置していたが，左中指MP関
節でのひっかかり感に対し A1 pulleyの経皮的腱鞘
切開術を施行された後に悪化し，右手での解除操作
が必要となってきたため当科紹介された．握り動作
後に総指伸筋腱がMP関節尺側で引っかかり伸展
制限が生じていた．単純 X線上は中手骨頚部尺側
に骨棘形成を認めた．局所静脈麻酔下にWatson法
に準じ EDCの橈側 1/3を使用した loop operation
及び骨棘切除を施行した．術後 2週間MP関節伸
展位での外固定を行い，以後は可動域訓練を施行し
た．術後 6ヵ月の時点で再発なく経過は良好である．
【結語】特発性指伸筋腱脱臼のなかでも，伸筋腱

がMP関節の掌側へ移動し骨棘に引っかかりロッ
キング様症状を呈する場合には手術が必要である．

II-32 手根管狭窄による手指の屈曲障害の特徴
仙塩利府病院整形外科　○宮　坂　芳　典

長谷川　和　重
手根管症候群（CTS）の臨床症状・徴候の一つと

して，手のこわばり感と手指の屈曲障害が発現する
ことは既に報告した．今回は手根管症候群，ばね指，
屈筋腱腱鞘滑膜炎症例の術前の臨床徴候，術後の変
化の観察から導かれた手指の屈曲障害の特徴につき
報告する．特発性手根管症候群における屈曲障害は
示指中指環指小指の 4本の手指全体の屈曲が障害さ
れることが特徴である．しかも自動運動のみが障害
され他動運動は障害されない．これに対して単発性
のばね指，屈筋腱腱鞘滑膜炎の場合には罹患指のみ
の単独指の屈曲障害の形となる．CTS例では腱鞘
滑膜肥厚の程度進展に従い，以下の如く進行するも
のと考える．まず自覚的手のこわばり感が出現する，
次に手指の自動運動のみの屈曲障害が加わる，さら
に手指の伸展障害を伴うようになる．程度が軽い場
合には自動のみが，重度となりさらに長期経過例で
は他動運動においても可動域制限をきたしてくる．
RAや透析例など腱鞘滑膜肥厚が著明な例は相対的
な手根管狭窄が強くなり，屈筋腱滑走障害による屈
曲障害も強く発現する．

II-33 ばね指手術に対する手関節ブロック
中通総合病院　整形外科　○千　馬　誠　悦

成　田　裕一郎
前回のばね指手術で皮下への局所麻酔時に強く疼
痛を訴えた 4例 4指を対象とした．男 1例，女 3例，
手術時の年齢は平均 61歳であった．罹患指は環指
3，小指が 1であった．前回手術では 4例とも，皮
膚切開する皮下に局所麻酔剤を 2～4ml注入して麻
酔していた．手関節ブロックは 26G針を用いて，今
回の症例には含まれないが，母指から中指に対して
は正中神経の，環指には正中・尺骨神経のそれぞれ
に，小指には尺骨神経の周囲に，1神経に対して 1％
リドカインを 5～7ml量を注入した．麻酔から手術
開始までの時間は平均 22分であった．1例に追加
麻酔した．手関節ブロック麻酔時の疼痛は，前回の
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手術麻酔による疼痛を 10とすると，追加麻酔を含
めて 2～5，平均 3であった．ブロック後の神経損
傷のような合併症はみられなかった．ばね指手術の
局所麻酔時に痛みを強く訴える症例し遭遇すること
が時々あり，麻酔時の疼痛は予想以上に強いと感じ
ていた．今回の結果から，手関節ブロック麻酔時の
疼痛は，皮下への局所麻酔時の疼痛の 3/10であっ
た．手関節ブロック麻酔の欠点として，環指の場合
は 2神経にブロックする必要があること，神経損傷
の危険があることなどが挙げられる．しかし，より
疼痛の少ないばね指手術の麻酔として，手関節ブロ
ック麻酔を積極的に用いてもよいと思われる．

II-34 ばね指に対する鏡視下腱鞘切開術の治療成績
平塚共済病院整形外科・手外科センター　　　

○竹　元　　　暁
坂 野 裕 昭
勝　村　　　哲
岡　崎　　　敦

横浜市立大学大学院医学研究科　運動器病態学
（整形外科） 齋　藤　知　行
【目的】当院で鏡視下腱鞘切開術を行ったばね指
の治療成績について検討する．
【方法】2009年 1月から 2013年 8月の間に，ば
ね指に対し腱鞘切開術を施行した 124例 135指中，
母指を除き鏡視下手術を行った 19例 19指を対象と
した．男性 4例，女性 15例，手術時平均年齢 61.2
歳（39～78歳），罹患指は示指 3指，中指 12指，環
指 4指であった．φ2.3mm30°斜視鏡，フックナイフを
用いて手術を行った．術後経過観察期間は平均 12.2
週（1～53週）で，臨床評価として創治癒期間，術
前および最終診察時の PIP関節伸展可動域（ROM），
術後合併症を調査した．
【結果】術中判断で直視下腱鞘切開に移行したも
のが 1例あり，それを除くと創治癒期間は平均 6日
（3～8日）であった．PIP関節伸展 ROMは術前平均

-12.5°（-30～0°），術後 -3.3°（-10～0°）であった．全例
弾発現象は消失し，術後合併症はなかった．
【考察】当院での鏡視下手術の適応は母指例を除
き，術前 PIP関節伸展制限がないか軽度のものと
している．滑膜炎の強い症例や脂肪が豊富な症例で
は視野獲得に難渋することがあるが，低侵襲で創の
縫合も不要であり，抗凝固療法中の患者や早期仕事

復帰を望む患者に良い方法であると考えた．

II-35 手指ばね指の非典型例：PA，A2の追加切開
で弾発が消失した例

泉整形外科病院　○近　藤　幹　朗
高 原 政 利

【目的】過去 13か月で手指ばね指に腱鞘切開を行
った 63例 74指のうち，A1切開では弾発が残存し，
PA，A2プーリーを切開し，弾発が消失した非典型
例を報告する．〔症例 1〕60歳女性，環指ばね指．
PAを追加切開し弾発の消失を得た．術前・後で可
動域制限を認めなかった．〔症例 2〕48歳女性，中
指ばね指．術前で PIP可動域は伸展 20度，屈曲 10
度であり，A1切開後で 15度の伸展制限が残存．A2
の全切開で伸展制限は消失し，術後も制限は認めな
かった．
【考察】2例とも腱の肥厚を認めたが滑膜炎は認
めなかった．A1切開のみで弾発が消失しない例で
は腱の肥厚により PAや A2pulleyでも弾発が生じて
おり，追加切開が必要である．

II-36 腱鞘内ケナコルト注射による腱鞘断裂の1例
キッコーマン総合病院整形外科

○小　川　　　健
田 中 利 和
野 内 隆 治
中 谷 卓 史
落 合 直 之

【症例】25歳男性，警察官．主訴：右中指屈曲障害．
現病歴：警棒を使う逮捕術の後，右中指痛出現．ば
ね指の診断で近医にてケナコルト 40mgを A1-pully
部に腱鞘内注射．5ヵ月後，同様の注射をもう 1度施
行．その 4ヵ月後，逮捕術の訓練中に右中指屈曲障害
を自覚し，拳銃や警棒が握れなくなった．中指の
bowstringingを認めるものの，臨床的には屈筋腱断
裂は認めなかった．MRIからも腱断裂はなく，腱
鞘断裂と診断した．手術は A1～A4腱鞘まで展開．
A2-Pullyが断裂，欠損し，屈筋腱が露出していた．
さらに A1，A3～4の部分では変性した腱鞘組織が膜
状に残っている状態であった．長掌筋腱を用いて，
基節骨に骨孔を開け，A2-Pullyを再建した．術後 8ヶ
月の現在，中指の bowstringingはなく，完全屈曲
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可能である．
【考察】腱鞘内ケナコルト注射による腱鞘断裂は，
自験例を含め 7例の報告がある．7例はすべて比較
的若年であり，5例が中指であった．原因として 4
例が剣道（逮捕術を含む），1例がテニスでの発症で
あった（2例は不明）．高用量のケナコルト使用に
加え，細いものを力強く握る動作が，腱鞘断裂の発
症に関与しているのではないかと考えられた．

II-37 遺残した木片により手・前腕に軟部組織感染
を生じた 2例
国保依田窪病院整形外科　○古　作　英　実

【はじめに】木の枝が手や前腕にささり，遺残し
た木片により軟部組織感染をきたした 2例を経験し
たので報告する．
【症例 1】特に大きな既往のない 62歳男性．歩行
中に転倒し木の枝が手掌に刺さり救急外来受診．創
は 3mm大で指の自動運動は可能でシビレもなく，
洗浄し開放創として帰宅した．翌日，前腕まで発赤・
腫脹をきたしたため当科受診．単純 Xpでは明らか
でなかったが CTにて手根管内に木片の遺残が疑わ
れ，同日摘出し洗浄した．術後より抗生剤を投与し
改善した．起因菌は Bacillus cereusであった．
【症例 2】高血圧の既往ある 79歳女性．3ヶ月前
に転倒し前腕に枝が刺さり他院にて洗浄・縫合と抗
生剤投与うけるも瘻孔からの排膿つづき紹介受診．
単純 Xpでは明らかではなかったが CTにて屈筋群
内に木片の遺残疑われ，摘出し洗浄を行った．抗生
剤投与を継続し改善した．起因菌は不明であった．
【考察】木の枝が刺さった場合には木片が遺残し
ている可能性を考える必要がある．今回の症例では
単純 Xpで木片を指摘できず，疑った場合には CT，
もしくは今回行ってはいないが超音波検査などの画
像診断を行う必要があると考えられる．

II-38 基礎疾患を伴わない非クロストリジウム性母
指ガス壊疽の 1例

東京慈恵会医科大学整形外科　○前　田　和　洋
千 野 博 之
宇　高　　　潤
奥 津 裕 也
酒 井 伸 英
湯 川 充 人
三　橋　　　真
斎　藤　　　充
大 谷 卓 也
丸 毛 啓 史

【目的】まれな基礎疾患を伴わない非クロストリ
ジウム性母指ガス壊疽の 1例を経験したので報告す
る．
【症例】72歳，女性．樹木の剪定を行った数日後
から右母指の腫脹と発赤が出現，次第に緑色に変色
し，発熱も伴うようになったため当科を受診した．
初診時，母指基節部より末梢は波動性を伴った腫脹
を認め，暗緑色を呈していた．また，母指から手関
節橈側にかけて発赤と熱感を認めた．指尖部を穿刺
したところ，悪臭を伴う滲出液が流出した．単純 X
線像で，母指末節骨の背側と指尖部にガス像を認
め，母指末節骨には透明像が観察された．MRIの
STIR像では，指尖部と指背側の軟部組織，末節骨
に高輝度変化を認めた．血液生化学的所見では，炎
症反応の上昇と肝機能障害が観察された．以上よ
り，母指指尖部のガス壊疽と診断し，即日，PCG/
CLDMの投与を開始し，デブリドマンを行った．
滲出液の培養検査では，Prot. vulgarisが検出された．
【考察】非クロストリジウム性ガス壊疽は，致死
的で，易感染性宿主での発症例が報告されている
が，基礎疾患を伴わず，手指に発症した報告は皆無
である．本症例では，早期に診断し，手術を施行し
たことで良好な結果が得られたと考えた．

II-39 一側上肢に多発したM. Maninum感染症の
1例

済生会山形済生病院整形外科　○豊　野　修　二
石 垣 大 介
加 藤 義 洋

【目的】一側上肢に複数の病巣を呈したM. Mani-
num感染症の 1例を経験したので報告する．
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【症例】43歳，男性．熱帯魚の飼育販売業．1週
間前に右中指を熱帯魚に刺されてから腫脹，発赤が
出現し当院を初診した．抗菌薬および NSAIDs投与
を行ったが，寛解，再発を繰り返し，中指の可動域
制限もみられた．初診から 8か月後に手関節背側と
前腕近位内側の皮下に発赤を伴う硬結も併発した．
採血では炎症反応は陰性だった．右中指MRIでは，
皮下膿瘍，屈筋腱鞘炎を疑わせる所見だった．非結
核性抗酸菌症を疑い，右中指の腱滑膜切除，手関節
および前腕の結節を摘出した．抗酸菌培養でMyco-
bacterium marinum陽性であったため，リファンピシ
ン450mg/日，ミノサイクリン200mg/日を開始した．
投薬後 3か月で腫脹は軽減し，可動域も良好となっ
た．
【考察】一側上肢に複数の病巣を呈したMycobac-

terium marinum感染症はまれである．本症例は職
業上複数回の受傷があった可能性がある．治療とし
ては病巣の掻爬，滑膜切除および術後の化学療法が
有効であった．

II-40 動物咬傷後の局所化膿症により生じた手背部
皮膚欠損に対し，逆行性橈側前腕皮弁術を施
行した 1例
新潟県立小出病院整形外科　○白　旗　正　幸

【症例】77歳，男性．主訴；右手痛．既往歴；基
礎疾患に高血圧症，アルコール性肝障害．現病歴；
自宅で飼い猫に右手背を嚙まれ，同日より次第に腫
脹・疼痛が出現したため，受傷 3日後に当院を受診．
右手背に約 25㎜径，円形に隆起したゼリー状の，
周囲に蜂窩織炎を伴う病変を認めた．CRPは 7.53で
あった．同日デブリードマン後，病変による皮膚欠
損部を人工真皮で被覆．創培養で Pasteurella multo-
cidaを検出した．病変の病理診断は「化膿性滑膜炎」
であった．初診 10日後に逆行性橈側前腕皮弁術を
施行．術後 1週で CRPが陰性化したため，抗生剤
投与を終了．病変部は順調に改善した．術後 1年の
最終診察時は，発症前と同等の機能に回復し良好な
外観を得た．
【考察】動物咬傷では外観に比べ損傷が深部に及
ぶことが多い．またパスツレラ症（Pasteurellosis）
は人獣共通感染症（zoonosis）の 1つであり，起因
菌である Pasteurella multocidaによる局所化膿症に
は，早期に症状が出現する，高齢者や基礎疾患があ

る患者で発症・重篤化し易い等，日和見感染の傾向
を持つ特徴がある．従って受傷早期より洗浄・デブ
リードマン，抗生剤投与の適切な治療を行う，基礎
疾患等を有する人がペットとの過剰な接触を避ける
等の注意や啓蒙指導が必要である．

III-1 母指末節骨内グロムス腫瘍の一例
荻窪病院整形外科　○梅　津　太　郎

岡 崎 真 人
田 崎 憲 一
武 田 和 樹

母指末節骨内グロムス腫瘍を経験した．症例は
55歳の女性．5年前からの寒冷時に増悪する強い右
母指痛を主訴に当院受診した．身体所見としては，
右母指爪甲の変形および爪下に 8mm×4mm程度の
暗赤色変化を認めた．単純 X線では右母指末節骨
に骨透亮像を認め，MRIでは T1低信号・T2高信
号を呈する腫瘤を認めた．身体所見およびMRI所
見よりグロムス腫瘍が疑われたが末節骨溶解像が非
典型的であり，確定診断を兼ねて手術を施行した．
抜爪すると境界明瞭な柔らかい腫瘤が爪直下から末
節骨内に連続していた．病理検査では卵円形核と好
酸性胞体を有する立方形細胞が毛細血管周囲に均一
に増生しており，末節骨皮質を穿破し骨内に及んだ
グロムス腫瘍と診断された．術後 3ヶ月で疼痛は改
善し，再発は認めていない．グロムス腫瘍は皮膚真
皮の動静脈吻合部に存在する平滑筋細胞（グロムス
細胞）の異常増殖に伴う腫瘍性病変であり，その殆
どが指尖部の皮下に発生する．グロムス細胞が存在
しない皮膚真皮以外の部位にも発生すると数多く報
告されているが，骨内のグロムス腫瘍は限られてい
る．我々が渉猟した限り，骨内のグロムス腫瘍の報
告は国内外で 31例と稀であった．
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III-2 Volkmann 阻血性拘縮様の屈曲拘縮を生じ
た類上皮肉腫の 1例
日本医科大学整形外科　○友　利　裕　二

澤 泉 卓 哉
南 野 光 彦
小 寺 訓 江
堀　口　　　元
宮　本　　　暖

今回，われわれは Volkmann阻血性拘縮様の屈曲
拘縮を生じた類上皮肉腫の 1例を報告する．症例は
37歳男性．1年前より特に誘因なく，左示～環指の
しびれ，手指伸展制限が出現し近医受診した．その
後，経過観察されていたが，症状が増悪したため当
院紹介受診した．初診時，左手正中神経領域に異常
知覚を認め，手関節および手指は Volkmann阻血性
拘縮様の屈曲拘縮を呈し伸展が不能であった．単純
X線像では異常を認めなかったが，MRI像では前
腕屈筋群内に T1強調像で isointesity，T2強調像で
isointensity，一部 high intensityな領域を認めた．
屈曲拘縮の増悪が見られたため，腫瘍性病変または
炎症性病変を疑い，筋切除生検および拘縮解離目的
で全身麻酔下に手術を行った．筋膜を切開し，筋体
を直視下に確認するとすると白色化した筋組織を認
めたため，これを切除し病理組織診断を行った．変
性した筋体を切除することで手関節および手指の伸
展は可能となったが，病理組織診断で類上皮肉腫と
診断され左上肢切断となった．類上皮肉腫は稀な肉
腫であるが，筋腱周囲結合組織に浸潤した場合には
様々な病態を呈し Volkmann阻血性拘縮様の症状を
呈することがあるため注意が必要である．

III-3 腕神経叢神経鞘腫の 1例：ダンベル型腫瘍
防衛医科大学校整形外科　○有　野　浩　司

尼 子 雅 敏
山 元 浩 治
大　野　晋太郎
平 原 康 文
根 本 孝 一

症例は 33歳の女性．中学生の時に頚部右前方の
腫瘤を指摘された．徐々に増大し，複数の病院を受
診するも，危険な部位であるため手術をしないで様
子をみていた．32歳時に右手のしびれが増悪し，当
科を紹介受診した．右鎖骨上窩に長径約 5cmの腫瘤

を触れ，Tinel様徴候があり，C6領域に放散痛を認
めた．知覚鈍麻，筋力低下はみられなかった．単純
X線写真で同部に腫瘤陰影を認め，MRIで C5/6間
のダンベル型の神経鞘種と思われた．前方後方の手
術が考えられたが，まず前方から進入する手術を計
画した．約 5cmの横皮切で皮神経を温存して腫瘍
に達し，神経束の無い部分で縦切して被膜内で剥離
した．ピースバイピースで一部分摘出し，腫瘍内に
空間を確保して内側から覗くように，被膜の内側を
指で押し広げて止血と視野を確保し腫瘍を摘出し
た．被膜は脆弱ではなく，被膜内での摘出は比較的
容易であった．術後しびれは 2日で軽快し，2か月
で消失した．この方法では腫瘍が大きいほど視野確
保など操作が容易となる．操作で神経根の引き抜き
損傷が起きないように脊髄モニタリングを行い，安
全に摘出できた．術後 2年のMRIで再発はみられ
なかった．

III-4 手に生じた骨腫瘍類似疾患の 2例
さいたま赤十字病院整形外科　○小　沼　博　明

白　川　　　健
代 田 雅 彦

手に生じた骨腫瘍類似疾患の 2例を経験した．症
例 1：28歳女性．主訴は急速に増悪する左母指球付
近の腫脹・疼痛で，術中認めた第 2中手骨基部の小
骨化巣は単純 Xpで認められず，MRIで母指内転筋
内に占拠性病変および同骨髄内に輝度変化を認め
た．術中迅速病理で悪性像を認めず，中手骨の骨膜
性骨化部と共に腫瘍を摘出した．病理診断は florid 
reactive periostitis（FRP）であった．症例 2：23歳男
性．主訴は環指掌側の骨性腫瘤と屈曲障害で，Xp
にて基節骨の正常皮質骨は保たれた骨性隆起を認
め，MRIで骨髄との連続性は無かった．摘出した腫
瘍の病理診断は bizzare parosteal osteochondoroma-
tous proliferation（BPOP）であった．術後 2年で同部
に再発したため，再手術では周辺骨膜を含め摘出し，
1年後の現在再発はない．FRPおよび BPOPは共に
反応性骨軟骨形成性病変と考えられ，骨膜性の病巣
を残すと再発率が高いため，その掻爬が重要であ
る．また FRPはその急速な増大から悪性腫瘍との
鑑別を要するため，術中の迅速病理診断が勧められ
る．
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III-5 ガングリオンの診断における超音波の有用性
東京大学医学部附属病院　整形外科　　　

○上　原　浩　介
森　崎　　　裕
高 本 康 史
保 坂 陽 子
増 田 直 子

都立広尾病院　整形外科　　菅　原　留　奈
名戸ヶ谷病院　整形外科　　大　江　隆　史

【背景・目的】近年運動器領域において，超音波
（US）は様々な領域に応用されており，腫瘤の診断
においても同様である．今回ガングリオン（ggl）の
超音波所見を解析し，その特徴，有用性を検討した．
【対象と方法】当科を受診し USを行った軟部腫瘤
77例のうち，gglと診断されたもの 19例を対象と
した．部位，隔壁の有無，内部が無エコーか低エコ
ーか，後方エコーの増強の有無，皮膚表面からの深
さ，PDエコー所見を算出した．【結果】19例は平
均 44.8歳，男 7例，女 12例であった．手掌側が 7例，
背側が 8例，その他 4例であった．隔壁を 8例に，
内部低エコーを 4例に，後方エコーの増強を 14例
に認めた．内部に PDシグナルはなかった．stalk
を認めた症例があった．内部低エコーに描出され，
診断に発症部位などの情報や PDシグナルの有無，
MRI所見を参考にした症例が 2例あった．【考察】
19例中 2例は USのみで容易に診断に至った．内部
が低エコーで USのみからでは gglと診断しきれな
い場合でも，臨床所見を組み合わせることで診断に
至った．

III-6 手領域における神経障害を併発したガングリ
オンについての検討
獨協医科大学越谷病院整形外科　　　　

○佐　野　和　史
橋 本 智 久
大 関 　 覚

越谷誠和病院整形外科　　木　村　和　正
【目的】手外科診療で時に遭遇する神経障害を併
発したガングリオンに対して自験例をもとに発生頻
度，部位，治療法について検討する．
【対象と方法】2007年～2013年までに手関節以遠
に発生したガングリオンにより受診した 155例を対
象とし，発生部位，症状，治療法を調査した．

【結果】155例のうち神経障害を併発した例は 5
例（3％）であった．その内訳は手関節掌側発生が
3例，手掌発生 1例，固有指発生 1例であった．手
関節掌側発生例はいずれも掌尺側に腫瘤をみとめ，
2例は尺骨神経背側枝障害，1例は尺骨神経深枝障
害を呈していた．手掌発生の 1例では小指 A1滑車
に発生したガングリオンにより環指尺側と小指橈側
のしびれを訴えていた．固有指部の 1例では PIP関
節尺側に腫瘤を認め，小指尺側のしびれを主訴に来
院していた．治療では神経障害を併発した 5例中 4
例で手術加療が行われ症状は軽快した．1例は手術
計画中である．
【結論】神経障害を併発したガングリオンは症例
報告として散見されるのみである．自験例ではいず
れも尺側発生しており，これは尺骨神経管症候群の
原因以外に手部尺側は日常使用的に外圧に晒されや
すい環境であることも一因と思われた．

III-7 病的骨折を伴った小指中節骨骨膜性軟骨腫の
1例
湘南中央病院整形外科　○芹ヶ野　健　司

池　田　全　良
東海大学医学部外科学系整形外科学　　

持 田 讓 治
【症例】43歳，女性
【主訴】右小指痛
【現病歴】右小指を打撲し，疼痛と腫脹が出現し
たため近医を受診．小指中節骨の骨病変を指摘され
当院に紹介受診となった．
【現症】右小指中節部の疼痛と腫脹を認めた．X
線で右小指中節骨に皮質の広範な陥凹と透過性骨病
変を認め，同部に一致して骨折を認めた．MRIで
は T1強調画像で低信号，T2強調画像で高信号を呈
する境界明瞭な骨病変を認め，軟骨由来の骨腫瘍の
診断で腫瘍切除と再建手術を施行した．手術は腫瘍
の切除と皮質の掻爬をした後，自家腸骨移植を行っ
た．病理組織所見で，異型性の少ない軟骨細胞より
なる腫瘍で，分葉化された軟骨組織を認め，骨膜性
軟骨腫と診断した．術後 6ヶ月の時点で X線上骨癒
合は完成し，関節可動域制限はなく，日常生活に支
障はない．
【考察】手指の骨膜性軟骨腫は比較的まれであり，
内軟骨腫と様相が異なる良性軟骨源性腫瘍である．
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治療は腫瘍切除と皮質の掻爬で再発はまれであると
いわれているが，本症例にように髄内病変が広範な
場合には掻爬後の骨欠損が大きく骨折も伴っていた
ため骨移植を併用した再建で良好な経過が得られた．

III-9 指伸展障害を呈した腱鞘線維腫の 1例
荻窪病院整形外科　○大　野　晋太郎

岡 崎 真 人
田 崎 憲 一

【はじめに】指伸展障害を呈した腱鞘線維腫の 1
例を経験したので報告する．
【症例】33歳男性．3ヶ月前より誘因なく右環指
の伸展制限が出現し，当科を紹介受診した．初診時，
PIP関節自動伸展は -45ﾟに制限され，他動伸展を試
みると疼痛を訴えた．触診で A1腱鞘の近位に屈筋
腱とともに滑走する軟部腫瘤を認めた．MRIでは
屈筋腱に接して T1低信号，T2高信号の腫瘤を認め
た．A1腱鞘にインピンジする軟部腫瘍による伸展
障害と診断し，手術を行った．腫瘍は深指屈筋腱尺
側に存在し，指伸展位で A1腱鞘にインピンジした．
腫瘍は腱と分離可能であり拡大鏡視下に辺縁切除し
た．術直後より，伸展障害は消失した．病理組織所
見では腱鞘線維腫として矛盾しなかった．
【考察】腱鞘線維腫は主として手指の腱鞘から発
生するまれな良性腫瘍であり，男性に多く，20-30
代に好発する．過去の報告によると，基節部に発生
し指の弾発現象を生じた例や，手部に発生し手関節
の弾発現象を生じた例が挙げられている．腫瘍が大
きければ，本例のように伸展障害に至ると考えられ
た．切除後の再発例も報告されており，今後も注意
深い経過観察が必要と思われる．

III-10 左環指に生じた脂肪腫の 1例
聖隷浜松病院手外科・マイクロサージャリー
センター ○向　田　雅　司

大 井 宏 之
神 田 俊 浩

【はじめに】手指に発生する脂肪腫は比較的稀で
ある．今回，左環指中節部に生じた脂肪腫の 1例を
経験したため報告する．
【症例】37歳女性．既往歴は特になし．1ヵ月前に
左環指中節部橈掌側に腫瘤があるのを自覚し，当院

受診．特に外傷などの既往はない．初診時，腫瘤は
10×15mm大隆起し，弾性軟，表面平滑で，Tinel
はなし．また，知覚の障害や可動域制限はみとめな
かった．単純 X線では特に所見なく，MRIでは T1
強調で High，T2強調で lowの紡錘形様であった．
画像所見等から頻度は少ないものの脂肪腫を疑っ
て，摘出術を行った．腫瘤は被膜のある黄色をして
おり，直下に指神経をみとめたが巻き込みなどはな
かった．病理所見は成熟した脂肪細胞からなってお
り，脂肪腫と診断した．
【考察】脂肪腫は比較的よく経験する軟部腫瘍で
あるが，指への発生は 1％程度と稀である．また指
への発生は，示指が半数以上，次いで中指が多いと
されており，刺激や外傷の関与が指摘されている．
今回の症例は環指で特に外傷の既往はみとめなかっ
た．

III-11 右環指に発生した Superficial acral 
fibromyxomaの 1例
東京慈恵会医科大学形成外科学講座　

○小　俣　美香子
松　浦　愼太郎
内　田　　　満

木下整形・形成外科　　木　下　行　洋
Superficial acral fibromyxoma（以下SAFM）は2001
年に Fetschらにより報告された比較的稀な良性軟部
腫瘍である．今回，われわれは右環指に生じた SAMF
の 1例を経験したので報告した．
【症例】62歳，男性．3年ほど前に右環指の皮下
腫瘤に気付き，増大傾向のため来院した．初診時，
環指中節骨レベルの橈側皮下に無痛性の軟部腫瘤を
認めた．単純・造影MRIを施行し，粘液基質を有
する軟部腫瘤像を認めたため手術となった．
【病理所見】腫瘍は多結節状ないし分葉状で，紡
錘形～多稜形細胞が増生しており細胞異系は軽度で，
核分裂像はほとんどみられなかった．免疫染色では
CD34が陽性であり，以上より病理診断は SAFMで
あった．
【考察】SAFMは中高年男性の手指足趾の特に爪
周囲や爪下に好発する稀な良性軟部腫瘍で，治療は
完全切除である．発生部位，周囲組織との境界が不
明瞭であるため局所再発した例も存在する．SAFM
の手発生例は，本邦では自験例を含め 3例存在した
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が，自験例のように指体部に発生した例の報告はな
かった．

III-12 5歳女児の中指に発生した Ewing肉腫の
1例
横浜労災病院整形外科・運動器センター

○黒　畑　順　子
山 本 真 一
佐 藤 昌 樹
三 上 容 司

術前に中指良性軟部腫瘍と判断したが，切除生検
後に Ewing肉腫と診断された稀な 5歳女児の 1例
を経験したので報告する．右中指を打撲後 2ヵ月経
過しても腫脹が改善せず，5ヵ月後に当科を受診．
初診時，中節部橈側に約 10mmの皮下腫瘤があり，
圧痛・可動域制限はないが，皮膚との可動性はなか
った．単純 X線で中節骨皮質に scallopingがあり，
MRIでは T1等信号・T2高信号の境界明瞭な皮下
軟部腫瘍が確認された．Epidermoid cystを疑い切
除生検を行ったところ，腫瘍は灰白色で嚢腫様に柔
く，背側皮膚や腱鞘と癒着していた．病理所見は，
HE染色で起源不明な円形細胞の増殖が見られ悪性
が疑われた．追加免疫染色の後に小児軟部腫瘍専門
病理医により Ewing肉腫と診断された．早急に専
門病院を紹介し，化学療法の後に関節離断術が行わ
れた．骨外 Ewing肉腫は，Ewingファミリー腫瘍
の中でも極めて稀で，さらに手指発生例のまとまっ
た報告はこれまでにない．本件では，術前に悪性を
疑う所見を認めず，術前臨床診断には限界があっ
た．このような場合，術後の病理診断と，専門医療
機関との速やかな連携が重要であると考える．

III-13 若年者 Kienböck病に対する一時的舟状小
菱形骨関節固定術の治療経験

獨協医科大学日光医療センター整形外科　　
○都　丸　倫　代
長 田 伝 重
坪 山 大 輔

獨協医科大学病院整形外科　　高　井　盛　光
亀 田 正 裕
野　原　　　裕

【はじめに】若年者 Kienböck病に対し一時的舟

状小菱形骨関節固定術を経験したので報告する．
【症例】12歳，男児．主訴：右手関節部痛．既往歴：

H23年 10月　左肘関節離断性骨軟骨炎に対し吉津
法を施行し治癒した．現病歴：H24年 10月頃より
右手関節部痛あり，同年 11月当科受診した．現症：
右手関節部痛，可動域制限を認めた．X線像では月
状骨の硬化と圧潰像，手根骨長の減少を認め，橈骨
の骨端線は開存していた．MRIでは月状骨は T1，
T2強調像共に低信号であった．経過：Kienböck病
stage IIIBに対し手関節尺屈位で C-wire3本で ST関
節を仮固定した．4週間外固定し，術後 3カ月で抜
釘した．術後 6カ月は右手関節部痛なく，X線画像
は硬化像，圧潰共に改善し，MRIでは T1強調像は
低信号，T2強調像は一部高信号に改善していた．
【考察】STT固定術はWatsonが部分手関節固定
術の 1つとして開発し，進行した Kienöbck病の治
療に用いられた．Yasudaらは 12歳の骨端線開存の
女児に対するST仮固定術を世界で初めて報告した．
ST仮固定術より橈側手根列の手根骨長は長くなり，
月状骨の減圧が可能となった．本例は骨端線閉鎖前
であり，低侵襲で，簡便な ST仮固定術を選択した．

III-14 中手骨骨頭無腐性壊死（Dieterich病）の
1例

きっこう会多根総合病院整形外科
○山　中　清　孝

【はじめに】中手骨頭の無腐性壊死は Dieterich病
とも言われ，その治療法はまだ確立されたものはな
い．今回右示指に生じた Dieterich病の 1例を経験
したので文献的考察を加えて報告する．
【症例】14歳，男性．右環指基節骨骨折に対し保
存療法経過中，右示指MP関節の疼痛が生じた．画
像上中手骨頭の陥凹を認め，無腐性壊死と診断し
た．保存的に加療するも改善がないため手術加療を
行った．術中所見では関節軟骨は変性を認めなかっ
たため軟骨下骨の掻爬と腸骨よりの海綿骨移植を行
った．術後中手骨頭の陥凹は改善していたが，術後
3か月で陥凹の再発を認めた．その後追加手術を行
わず経過をみたところ骨頭形態に不整を残すものの
違和感のみで野球に復帰している【考察】Dieterich
病は局所の血行障害にが主因とされているがまだ原
因は不明である．10代のスポーツ選手での報告も
あり，離断性骨軟骨炎のような微小外力の繰り返し
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も発症原因となるようである．
軟骨が温存されていれば，掻爬，海綿骨移植にて
良好な報告もあるが，再発もあるため術後慎重な経
過観察が必要である．

III-15 中手骨頭骨隆起により生じた小指MP関
節弾発指の 1例

埼玉石心会狭山病院整形外科　○山　田　哲　也
野　本　　　栄

東京医科歯科大学整形外科　　　若　林　良　明
【症例】24歳女性．主訴は左小指MP関節弾発現
象．自転車で転倒して受傷し 6日後に当科受診．指
伸展時のMP関節弾発，MP橈側の掌背側に圧痛，
MP背側に腫脹，皮下出血を認めた．X線で骨折な
し．明らかな伸筋腱脱臼はなかったが，MP背側の
圧痛，伸筋腱を正中へ制動すると弾発が消失したた
め矢状索修復術を施行した．術後 6週で再発．CT
にて中手骨頭橈掌側に骨隆起を認めたため骨隆起切
除術を施行．術中，骨隆起と副靭帯のひっかかりを
確認，骨隆起切除にて弾発は消失した．
【考察】弾発指の原因として IP関節では屈筋腱狭
窄性腱鞘炎が，MP関節では伸筋腱脱臼が一般的で
ある．脱臼は術前に判然としない場合があり，初回
に矢状索修復を行ったが再発した．本症例の弾発の
一時的な改善は，伸筋腱の正中への制動により小指
の外転が抑えられ側副靭帯がゆるんだためと考え
た．中手骨頭骨隆起による弾発の報告は少ないがロ
ッキングの軽症例として報告がある．この場合，弾
発は非外傷性，間欠的で次第にロッキングに至る．
本症例は外傷性，継続的で，ロッキングはなく，非
典型的であったが骨隆起切除により弾発は消失し
た．中手骨頭骨隆起も弾発指の原因として考慮すべ
きと考えられた．

III-16 Microgeodic Diseaseの 1例経験
済生会川口総合病院整形外科　　　　　　　

○太　田　　　剛
新 関 祐 美

東京医科歯科大学整形外科　　若　林　良　明
【はじめに】Microgeodic Diseaseは 1969年にMa-

roteauxが 5例報告した原因不明の疾患である．今
回スワンネック変形を生じた 1例を経験したので報

告する．
【症例】7歳，男性．2013年 2月に突き指を受傷．
以後疼痛を訴え 4月下旬当院初診．主訴は左中指の
腫脹，疼痛，スワンネック変形であった．レントゲ
ン上中節骨に晶洞状陰影を認め，Microgeodic Dis-
easeに特徴的所見であった．抗生剤と消炎鎮痛剤
投与と副子固定の後症状は消退し，レントゲン変化
も消失した．本症例は大塚分類 type2と思われ，予
後は良好とされるが，スワンネック変形をきたした
場合は病的骨折を合併していた可能性が示唆され，
長期に経過観察が必要であるとも報告されている．
【考察】Microgeodic Diseaseは寒冷刺激による血
行障害が原因とする説が有力であるが，未だ確証は
無い．予後は良好とされるが，病的骨折の合併で遺
残障害が生じるとの報告も（+），早期の診断と副子
固定などが有効と思われる．小児に発生する疾患の
ため，長期の経過観察が必要と考える．

III-17 手指と膝蓋骨に発生した骨サルコイドーシ
スの 1例

慶應義塾大学病院整形外科　○岩　瀬　剛　健
中 村 俊 康
鈴　木　　　拓
岩 本 卓 士
佐 藤 和 毅

【はじめに】左小指 PIP関節，右示指基節骨と中
節骨，右膝蓋骨に生じた骨サルコイドーシスの 1例
を経験した．
【症例】症例は 48歳女性．44歳時から両手指の
腫脹とこわばりを生じ，48歳時に左小指 PIP関節
の腫脹と変形を認める様になり，当院を受診した．
X線およびMRIで左小指中節骨に Soap bubble状
像を認め，骨腫瘍を疑い，腫瘍摘出，病巣掻爬，骨
移植術を施行した．骨病理診断の結果では結核の診
断であった．4ヵ月後には右示指基節骨にも骨腫瘍
所見を認め，左小指中節骨にも再発したため，両側
ともに掻把と骨移植を行った．また胸部 X線上，
両側肺門リンパ節腫脹，更に右膝蓋骨にも骨破壊像
を認め，再度の病理でも結核が濃厚であると診断さ
れたため RFPの内服を開始した．しかし，明らか
な改善を認めず，サルコイドーシスに対するステロ
イド内服を開始したところ病変はMRI上，縮小傾
向を認め，ステロイド投与1年で病巣の寛解を得た．
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【考察】本症例では臨床症状及び画像上は骨サル
コイドーシスと思われたが，病理診断では骨結核が
疑われたため，抗結核剤治療を行ったが改善を認め
なかった．ステロイド投与にて改善を認め，骨サル
コイドーシスの診断に至った．

III-18 True mirror handに対する肘関節授動術
埼玉成恵会病院・埼玉手外科研究所

○福　本　恵　三
加 藤 直 樹
村 中 秀 行
菅 野 百 合
白 井 隆 之

【目的】True mirror handの肘関節屈曲制限に，
片側尺骨中枢端を切除する術式が行われるが成績は
不良である．肘関節授動術とリハビリによる治療を
行ったので報告する．
【方法】症例は 3歳女児．生下時右手指はいずれ
も 3指節で 7本存在し，前腕骨は橈尺側とも尺骨の
形態を呈していた．肘関節は伸展位で自動屈曲は不
能，他動屈曲 60度であった．1歳時に橈側 2指を
切除し，橈側第 3指を Ezaki法で母指化した．

2歳時に肘関節に対する手術を行った．術前 CT
では両前腕骨は撓尺側対称的で，上腕骨と ball and 
socket状の関節を形成していた．この関節形態を
生かして骨切除は行わないこととし，上腕 3頭筋腱
の延長と capsulotomyのみで術中他動屈曲 110度を
得た．その後他動運動を中心としたリハビリを継続
的に行った．
【成績】術後 1年の現在，肘関節の他動屈曲は 120
度で，自動屈曲力は弱いが自分で顔に手をつけるこ
とが可能となった．日常生活でも右手を良く使用し
ている．当初広背筋による肘屈曲再建を予定してい
たが経過を観察中である．
【結論】True mirror handの肘関節屈曲制限に対
する balland socket状の関節形態を生かした関節授
動術とリハビリによる治療の短期成績は良好であっ
た．

III-19 二分舟状骨近位骨片に壊死を来した
Holt-Oram Syndromeの一例

筑波大学医療医学系整形外科　○原　　　友　紀
神　山　　　翔
野 澤 大 輔
山 崎 正 志

筑波大学附属病院土浦市地域臨床
教育ステーション 西　浦　康　正
【症例】57歳　女性．主訴：右手関節の背屈時痛．
現病歴：1年前転倒時に手をついた後から右手関節
痛が生じ，徐々に増悪したため前医受診．X線とMRI
で舟状骨の異常を指摘され，当院紹介初診．既往症：
心房中隔欠損症．初診時所見：右手関節橈背側の腫
脹・圧痛あり，右母指球低形成あり．単純 X線と
CTで右舟状骨は二分し，大菱形骨・小菱形骨に形
態異常，母指指節骨・第一中手骨，橈骨茎状突起の
低形成が認められた．MRIでは二分した舟状骨の
背側骨片は壊死が疑われた．保存療法無効のため手
術を行った．舟状骨近位骨片は分節化し，活動性の
滑膜に覆われていた．背側骨片は掌側骨片と一部連
続していたが，連結部以外は軟骨で覆われており，
二分舟状骨と考えられた．摘出した背側骨片の病理
診断は骨壊死であった．術後，手関節痛は改善した．
【考察】本症例は心中隔欠損と上肢の低形成を主徴
とし，特徴的な X線所見を有する Holt-Oram syn-
dromeの 1例と考えられた．先天性二分舟状骨は
骨化核の癒合不全と考えられているが，本症例では
周囲を軟骨面で囲まれた骨片がもう一方の骨片と部
分的に連結しており，この説を支持するものと考え
た．

III-20 母指形成不全対立再建術後のMP関節屈
曲に対し再手術を行った 1例
東京大学医学部附属病院　整形外科

○上　原　浩　介
森　崎　　　裕

【症例】右母指形成不全（Blauth Type II）の 18歳
女性．右母指屈曲を主訴として来院．5歳，8歳時に
他院で左足関節内側から第 1指間への植皮，Huber-
Littler手術を受けた．伸筋が機能しておらず，MP関
節が 80度橈屈・80度屈曲していた．2期的に手術を
行う方針とした．初回に第 1指間形成，母指MP関
節固定術，CM関節形成術を行い，2回目の手術で
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FDS環指を用いた母指対立再建を行った．母指 CM
関節形成術においては，PL腱・FCR腱がなく，APL
腱の存在が明らかではなかったため，ECRLの半切
腱を用いた CM関節形成術を行った．第 1指間形
成には，左内側足底皮弁を用いた．足底には Inter-
Costal Artery Perforator flapを用いた．キーピンチ
力，母指掌側外転距離，第 1指間，足底の触覚は改
善した．母指と中指によるはさみの使用が可能にな
り，高い満足度が得られた．【考察】母指形成不全
への対立再建術後にMP関節尺側側副靭帯の機能
不全から，MP関節の不安定性や変形を来すことが
ある．母指形成不全術後に母指MP関節が橈屈・屈
曲した症例に対して，MP関節固定と CM関節形成
術の併用は有用な選択肢となりうる．

III-21 切除指からの指節骨移植により母指を再建
した先天性絞扼輪症候群の 1例
仙台形成外科・手外科クリニック　

○牛　尾　茂　子
仙台医療センター形成外科・手外科

鳥谷部　荘　八
【症例】1歳 3ヶ月，男児．生来右手指絞扼輪症候
群・尖端合指症を認め，近医形成外科受診，生後 2
ヶ月で当科紹介となった．全指の尖端合指症を認
め，外観と単純レントゲン像では各指成分は正確な
鑑別は不能であった．生後 9ヶ月時に尖端合指症に
対する分離手術・全層植皮術を施行し全指の分離が
なされ，示指の低形成が確定的になった．12ヶ月時
に示中指間形成術・全層植皮術を施行し，1歳 4ヶ
月時に母示指間形成術・皮弁形成術，中環指間形成
術・全層植皮術を行った．全指間を分離させたもの
の，母指尖端には骨性組織が不足しており，安定し
た pinch機能の獲得が望まれた．示指は痕跡的に存
在しているものの中手骨は発達良好であったため，
これを母指へ on top plastyとした．術後 1年を経過
し，把握機能，pinch機能は良好である．
【考察】先天性絞扼輪症候群における尖端合指症
では癒合の程度座さまざまであり，分離困難なケー
スも存在する．本症例は複数回にわたる合指症手
術，2回にわたる皮弁による広い第 1指間形成に加
え，痕跡示指を利用した指節骨移植により良好な機
能獲得に至った．今後は骨延長なども考慮し，更な
る機能獲得を目指す．

III-22 Clam nail deformity　第 2報
東京慈恵会医科大学形成外科学講座　

○松　浦　愼太郎
小　俣　美香子
西　村　礼　司
余 川 陽 子
内　田　　　満

木下整形・形成外科　　木　下　行　洋
【はじめに】母指にみられた先天性爪変形である

clam naildeformityの 1例を経験し，第 27回本学会
において短期成績を報告した．今回，本症例のその
後の経過を報告する．
【症例】12歳，女児．右母指は細く爪甲は clam nail 

deformityを呈していた．母指球筋は欠損．単純 X
線写真では第 1CM関節は存在するが，大菱形骨は
小菱形骨と関節を形成するのみで正常な CM関節
の構造ではない．手術は，爪形成，hemipulp flap
による指腹部再建，EIP腱移行を用いた母指対立再
建，創外固定器による母指対立位保持を施行．術後
リハビリテーションは，精神発達障害があるためは
さみ操作・塗り絵など，対立運動を含む関心がもて
る動作を中心に作業療法を術後 3週から開始した．
【機能評価】術後 1年 1ヵ月では，母指 IPJ屈曲 14ﾟ
伸展 0ﾟ，MPJ屈曲 72ﾟ伸展 20ﾟ，握力健側比 83％，
とう側外転 75ﾟ，掌側外転 75ﾟ，Kapanji test 5，指腹
ピンチ 4.6キログラムで，書字や食事時に示・中指
間のつまみ動作は減少し，母指の積極的な使用頻度
が増加した．本症例の術前後の経過を供覧する．

III-23 複雑性多合指症の 1例
埼玉県立小児医療センター整形外科

○根　本　菜　穂
日本大学整形外科　　長　尾　聡　哉

山 口 太 平
長 岡 正 宏

最終診察時 3歳の女児で生下時に両手足の形態異
常を認め当院へ受診した．外観上右は 6指あり第 3，
4，5指が癒合し，左は 5指で 4，5指が癒合していた．
単純 X線より両側の中央列多指を伴う骨性の合指
症と診断した．両足には多合趾症の合併を認め，父
親が同様の合指症であった．手術は，1歳 4か月時
に両手の第 3指と第 4，5指の分離手術を施行し，2
歳 1か月時に右は第 4指の切除および第 5指の短縮
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骨切り術を，左は尺側の基節骨を摘出した．最終診
察時の ROMは，右第 3指 DIP0°－20°／PIP0°－80°
／MP0°－80°，右第 4指 DIP，PIP0°強直／MP0°
－80°，左第 3指 DIP0°－80°／PIP0°－80°／MP0°
－80°，左第 4指 DIP0°－30°／PIP0°強直／MP0°
－60°であった．合指症はその発生部位や合併奇形
により 3型に分類され，2，3型はその原因遺伝子
が解明されている．本症例は中環指の合指症に多合
趾症を合併していることから 2型と診断したが，原
因遺伝子である HOXD13の変異は認められなかっ
た．成長に伴い変形の進行や機能の悪化が懸念され
る為，今後も注意深い観察が必要である．

III-24 Mallet骨折に対するmicro screw固定の
治療経験

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科
整形外科学分野 ○請　川　　　円

若 林 良 明
志 村 治 彦
鏑 木 秀 俊
鈴 木 英 嗣

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科
臨床解剖学分野 二　村　昭　元
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科
応用再生医学分野 藤　田　浩　二
【はじめに】当科では mallet骨折に対し石黒法に
よる手術治療を第一選択としてきたが，1か月以上
に渡り皮膚上に鋼線が出ている状況は，少なからぬ
ADL/QOLの低下を患者に強いていた．これに対し
2011年から骨片の大きな症例に対し，2本の block 
pinで骨折を整復し，背側小皮切から micro screw 
で内固定する術式を追試したので，その成績を報告
する．
【方法】φ1.0-1.3mm micro screw固定を行ったmallet 
骨折 6例 6指（平均年齢 39（19-52）歳，中・環・小
指各 2指）を対象とし，術後成績について検討した．
【結果】術前Wehbe Schneider分類は全例 1Bで
あった．手術時間は平均 34分で，術後外固定は平
均 16日であった．1例で術後 3日に骨片の転位を
認め，CTで斜走する骨折線から screwが刺入され
ていたため，石黒法による再手術を施行した．他 5
例の術後 Crawfordの評価は Excellent 3例，Good2
例と良好であった．再手術例は伸展制限を残し Fair

であった．
【考察】本法は鋼線刺入部の管理が不要で，早期
可動域訓練も可能で，術後成績は良好で患者の満足
度も高かった．一方，骨折部から screwが刺入され
た 1例で再手術を要し，術前 CTで骨折線と screw
の至適刺入位置などを把握しておくことが重要であ
る．

III-25 陳旧性マレット骨折の治療成績
千葉市立青葉病院整形外科　○山　田　俊　之

六 角 智 之
河 野 元 昭
橋　本　　　健
赤 坂 朋 代
金　塚　　　彩

【目的】陳旧性マレット骨折の引き寄せ締結法で
は手術直後や術後 1週目でわずかな gapが生じる
ことが少なくない．引き寄せ締結法を用いた陳旧性
マレット骨折の治療成績を調査した．
【対象】受傷後 4週以上を経過した 20例（男性 15
例，女性 5例），21指を対象とした．平均年齢は 31
歳（11～54歳），罹患指は示指 4指，中指 6指，環
指 5指，小指 6指であった．受傷から手術までの期
間は平均 49日（28～103日）であった．術直後から
1週目に生じた gapは平均 0.5mm（0～1.8mm）で
あった．術後経過観察期間は平均 24週（12～35週）
であった．
【手術方法】手術方法は扇内らの引き寄せ締結法
に準じて行い，DIP固定の Kirshner鋼線は 4～5週
で抜去した．
【成績】全例骨癒合が得られ，Crawfordの評価で
は excellent10例，good 3例，fair 7例であった．年
齢が治療成績に影響していたが，gapの程度と手術
までの期間は成績に影響しなかった．成績不良は伸
展制限が主な原因であった．
【結論】引き寄せ締結法は骨癒合を得られやすい
有効な方法であった．伸展制限の残存が課題であ
る．
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III-26 右母指 IP関節伸展位ロッキングの 1例
慶應義塾大学整形外科学教室　○叶　内　　　平

中 村 俊 康
岩 本 卓 士
佐 藤 和 毅

【はじめに】母指 IP関節伸展位ロッキングに生じ
た屈曲制限に対し，手術的治療を行った 1例を経験
したので報告する．
【症例】26歳，男性．数年前より誘因なく右母指 IP
関節を屈曲した際に，ひっかかりを自覚するようにな
った．徐々に疼痛を伴い，ロッキングを伴うようにな
った．右母指 IP関節可動域は屈曲 30ﾟ，伸展－30ﾟ
であった．IP関節の橈側に圧痛認めたが，関節の
不安定性はなかった．X線では IP関節の対向は保
たれており，骨性の異常は認められなかったが，CT
では右母指基節骨橈側に骨性の異常隆起を認めた．
右母指基節骨橈側の骨性異常隆起への側副靭帯の干
渉がロッキングの原因と考え，局所麻酔下に手術を
施行した．基節骨橈側の隆起を切除したととろ，直
ちに母指 IP関節の正常可動域を獲得できた．術後
ロッキングの症状は消失した．
【考察】母指 IP関節の非外傷性の伸展位ロッキン
グは報告例がない．原因は基節骨橈側の骨性隆起と
考えられ，骨性隆起の切除によって良好な結果が得
られた．

III-27 延長器を用いて治療した陳旧性 PIP関節
脱臼の 1例

聖隷浜松病院手外科・マイクロサージャリー
センター ○神　田　俊　浩

大 井 宏 之
向 田 雅 司
鈴 木 歩 実

【症例】64歳男性，転倒し左手を地面に着いて受
傷した．受傷から 6週後に左示指陳旧性 PIP関節
脱臼の診断で当科紹介初診となった．単純 X線像
では中節骨底部と基節骨骨頭が約 8mmも overlap
した背側脱臼であった．一期的な観血的整復は困難
であると考え，延長器を用いて関節周囲組織の伸延
を図ってから整復する計画を立て，受傷後 9週時に
延長器を設置した．0.5mm/日で延長を行い，関節
裂隙が 5mmになるまで約 2週間かけて延長し，延
長終了後 2週間待機してから観血的整復を行った．

基節骨頭上の瘢痕を除去して脱臼を整復したが，再
脱臼傾向が見られたため，延長器を再設置し伸展ブ
ロックピンを刺入して整復位を維持させた．観血的
整復後 3週で延長器と伸展ブロックピンを抜去し可
動域訓練を開始した．しかしながら屈曲可動域の改
善は見られなかったため，観血的整復後 3か月時に
PIP関節授動術を施行した．授動術後 3か月時の可
動域は伸展 7ﾟ屈曲 92ﾟであり，関節症性変化も生じ
ることなく良好な可動域を維持できた．
【考察】延長器を用いることにより治療期間は遷
延したが無理なく整復位を得ることができた．著し
く短縮した陳旧性脱臼例には有効な治療法であると
考えられる．

III-28 小指基節骨骨折後の変形治癒に生じた指伸
展制限に対して矯正骨切り術を施行した1例
那須赤十字病院整形外科　○稲　葉　尚　人

鈴　木　　　拓
岩 瀬 剛 健

【背景】指基節骨骨折後に PIP関節の拘縮や可動
域制限が生ずることは，しばしば散見される．今回，
基節骨骨折後の掌側凸変形治癒が原因で PIP関節
の伸展制限を生じた症例に対して，矯正骨切り術を
行い，良好な成績が得られたので報告する．
【症例】37歳女性．5ヵ月前，左小指基節骨基部
骨折を受傷し，他院にて保存的加療を受けたが，
PIP関節の伸展制限が残存するため当院紹介となっ
た．身体所見上は腱の癒着や断裂は認めず，単純 X
線にて基節骨に 25度の掌側凸変形を認めた．PIP
関節の自動運動可動域は屈曲 90度，伸展 -50度で
あった．基節骨の変形治癒に伴った伸筋腱の伸展力
低下が原因と考え，受傷 6ヵ月後に手術を施行した．
手術は背側進入を用いて基節骨の矯正骨切りを行
い，人工骨を移植した後に，プレート固定した．術
後 18ヵ月にて人工骨は自家骨に置換され，掌側凸
変形は改善し，PIP関節の可動域は伸展 -5度であっ
た．
【考察】本症例においては腱の癒着はなく，基節
骨の掌側凸変形が原因で，伸展機構の相対的な弛み
を生じ，伸展力の低下を来したと考えられた．腱の
癒着を伴わない基節骨の変形治癒後に生じた PIP関
節の伸展制限に対しては，矯正骨切り術が良い適応
であった．
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III-29 示指MP関節陳旧性橈側側副靱帯損傷の
1例

順天堂大学浦安病院整形外科　○山　本　康　弘
原 章
工 藤 俊 哉

東京労災病院　　楠　瀬　浩　一
【目的】示指MP関節橈側側靱帯損傷による示指
基節骨の回旋変形を生じた症例を経験したので報告
する．
【症例】65歳男性．平成 23年 10月，自転車同士
の接触で転倒し右手をついて受傷．近医で打撲と診
断された．受傷後ピンチ障害と第 2中手骨骨頭の突
出が出現．症状が改善されないため平成 24年 6月
に受診．示指MP関節の屈曲・伸展制限およびMP
関節で基節骨の掌側亜脱臼と回旋変形を認めた．平
成 24年 7月手術を施行．橈側側副靭帯を近位の中
手骨骨頭付着部付近で切離し，titan anchor（Micro-
Mitek）を使用し橈側側副靭帯の解剖学的な位置へ
縫合，K-wireでMP関節を仮固定した．K-wireは 3
週で抜去し，可動域改善訓練を行った．最終診察時，
MP関節の屈曲制限を若干認めるものの，示指の回
旋変形は改善され，痛みなくピンチ動作可能となっ
た．
【考察・結語】示指MP関節橈側側副靭帯損傷で
は母指と同様に，損傷のない尺側側副靭帯を支点と
して掌側亜脱臼および回内変形をきたし，ピンチ動
作の障害となる．本症例は陳旧性であったが手術に
より症状の改善が得られた．

III-30 中手骨基節骨折に対するナックルキャスト
の治療成績

泉整形外科病院 ○門　馬　亮　介
高 原 政 利
近 藤 幹 朗

【目的】ナックルキャストの治療成績について検
討すること．
【対象と方法】過去 4年 5カ月の間の中手骨骨折

119指，基節骨骨折 85指のうちナックルキャスト
を行いギプスカットまで観察できた 82例 101指を
対象とした．平均年齢 31.9（8-97）歳，平均観察期間
9.8（2-36）週であった．30°以上の変形もしくは 2mm
以上の転位を転位ありとすると，受傷時転位ありは
32指，転位なしは 69指であった．固定期間は平均 3.6

（1-6）週であった．
【結果】ナックルキャスト後にさらに転位するも
のはなかったが，転位を残したものは 17指であっ
た．指回旋変形を 1指に認めた．ギプスカット後痛
みなしが 96％で，痛み消失まで平均 4.7週かかった．
ギプスカット後可動域制限なしは 87％で，制限消
失までに平均 6.3週かかった．可動域制限を残した
13％は観察期間が平均 5.4週と短く，20度以上の屈
曲制限は 1指のみであった．
【結語】ナックルキャストは整復保持に優れ，早
期に良好な可動域が得られる第 1選択とすべき有用
な治療方法である．

III-31 母指 CM関節変形治癒の 1症例
聖マリアンナ医科大学整形外科学講座

○内　藤　利　仁
清 水 弘 之
新　井　　　猛
佐 藤 琢 哉
西　村　　　敏
寺　内　　　昴
別 府 諸 兄

症例は 13歳の男性．サッカー中に転倒し，近医で
CM関節亜脱臼の診断で保存加療を受けた．母指
CM関節の変形残存し，受傷後 5カ月目に左母指
CM関節変形治癒の診断で当院紹介となった．初診
時，CM関節自動伸展は 35度（右 45度），掌側外転
は 3.5cm（右 4.5cm）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認め，変形治
癒を呈していた．
受傷後 6カ月目に関節鏡により大菱形骨および中
手骨の骨欠損の状態を確認し，創外固定により関節
面のアライメントを整復した．さらに 3週間後に大
菱形骨側に約 10×15mmの肋軟骨移植による軟骨
関節面の再建を行った．肋軟骨移植後 8週目で創外
固定抜去，12週目でキルシュナー鋼線を抜去した．
移植後約 5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．
治療選択には保存加療，関節固定，靱帯再建など
が考慮される．我々も治療方針に難渋したが，13
歳の成長期でもあり，大菱形骨関節面の陥凹した軟
骨欠損にアライメント矯正と関節症変化の防止を目
的に肋軟骨移植による軟骨関節面の再建を行った．
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この報告は渉猟したかぎりなく，今後は長期の経過
観察が必要である．

III-32 再脱臼した Bennett骨折の 1例
千葉大学大学院医学研究院整形外科学　

○助　川　浩　士
國 吉 一 樹
岡 本 聖 司
芝 山 昌 貴
小 林 倫 子
小 川 泰 史
安　部　　　玲
上 野 啓 介

千葉大学大学院医学研究院環境生命医学
鈴 木 崇 根

【目的】Bennett骨折術後に再脱臼し靭帯形成術
を要した 1例を経験したので報告する．
【症例】55歳男性．飲酒後に転倒し受傷した．受傷
後 8日目に紹介され受診し，三角骨片が小さく主骨
片が完全脱臼を伴う左 Bennett骨折を認めた．受傷
後 17日目に観血的整復術及び鋼線固定術を施行し
た．術後 6週で鋼線を抜去したが，抜去後 1週で再脱
臼を確認した．抜去後 2週で靭帯再建術（Eaton-Lit-
tler法）を施行した．Anterior oblique ligament（AOL）
は断裂し三角骨片には付着せず，関節包，Intermeta-
carpal ligamentのみが付着していた．骨接合が困難
で靭帯再建のみ施行した．術後 6週間，鋼線及び
thumb spicaシーネで固定した．術後 3ヶ月の診察
時では X線，CT上軽度の亜脱臼の残存，関節症性
変化を認めるが，疼痛なく握力 24kg（健側 32kg），
橈側外転 60 ，゚掌側外転 70 で゚，斎藤の評価基準では
優であった．
【考察】Gedda 3型は三角骨片が小さく主骨片が
完全脱臼するものであり，本症例のように広範な靭
帯損傷を伴い三角骨片に AOLが付着していない可
能性があるため，アンカーとして不十分であるとい
う認識が必要である．このような症例には一期的靭
帯再建術も念頭に入れる必要がある．

III-33 骨片の小さな陳旧性ベネット骨折の 4例
赤心堂病院　整形外科　○吉　澤　貴　弘

関 谷 繁 樹
中 井 生 男

目的：骨片が小さなベネット骨折は，初診時の X
線にて見逃がされやすく変形治癒の原因となりう
る．受傷から手術までに 2カ月以上経過した 4症例
について述べる．
症例：年齢は23歳から51歳の男性3例，女性1例．
受傷機転は，バイクで転倒 2例，自転車で転倒 2例
であった．初回Ⅹ線では，2例が骨折無し，1例が
CM関節脱臼の診断．1例はベネット骨折と診断さ
れたが保存的に治癒を得られず遷延化した．受傷か
ら手術までの期間は，2か月から 6カ月であった．
手術：症例 1～3は，時間が経過しているため，
骨折部の整復が困難で，観血的整復固定を施行し
た．症例 4は，骨片が小さく転位がわずかで，固定
が困難と判断し，ECRLによる靭帯再建のみを行った．
経過：骨接合を行った 3例は，いずれも骨癒合が

得られ，靭帯再建を行った症例も経過は良好である．
結語：骨片の小さな陳旧性ベネット骨折の手術に
おいて，整復が困難であれば，観血的に骨片と脱臼
を整復すべきと考えている．骨片が小さく骨接合が困
難である場合，CM関節の脱臼が整復できれば，靭
帯再建のみで良いと考えている．

III-34 骨傷のない前腕屈側の複合組織損傷の治療
経験
藤崎病院整形外科　○宮　城　光　晴

大久保　康　一
荒　川　雄一郎

聖マリアンナ医科大学病院整形外科
別 府 諸 兄
田 中 雅 尋

はじめに，前腕屈側には神経，動脈，腱等，紐状
の組織が計 15本（PLや橈骨神経知覚枝を除く）あ
り，この部位での損傷は，複合組織損傷に波及する
事が多い．今回はこの部位での治療経験について報
告する．症例は，別府（1987年）らが報告した 3例
に，7例を加えた計 10例である．内訳は，男 6例，
女 4例，年齢は 14～76歳（平均年齢 36.8歳），右 2例，
左 8例．受傷原因は，自傷 4例，電気ノコや裁断機
3例，ガラス戸に突っ込む 2例，ケンカ 1例である．
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損傷部位は，手関節部 6例，前腕中央よりやや末梢
部 4例，損傷組織（神経，動脈，腱，PLは除く）の
数は，最少 5本，最多 14本，平均 9.6本で，少なく
とも 1本以上の神経と動脈を含む 10本以上の紐状
の組織の断裂いわゆる Spaghetti wristは 4例であっ
た．治療法は，可及的に PLを除く全ての組織を一
時的に縫合した．動脈縫合は 1本に静脈移植を応用
した．術後は，手関節掌屈位で 3週間固定，後療法
は必ず Dynamic splintを装着した．術後成績は，手
の機能評価表を利用して評価した．結果手指の動き
は，比較的良好であったが，知覚の回復は十分とは
言えず，手指の巧緻性は神経の回復に左右された．

III-35 銃創に準じた治療を要した前腕皮下異物の
1例

仙台医療センター形成外科・手外科　　　　　　
○庄　司　未　樹
鳥谷部　荘　八

仙台形成外科手外科クリニック　　牛　尾　茂　子
防衛医科大学校病院形成外科　　　稲　田　千　秋
銃創は本国では発生数は低く，一般の臨床医にと

っては馴染みの薄い外傷である．しかし，近年では
建築機器など銃弾に相当する運動エネルギーを有す
る物体であれば，銃創と同様の経過をたどるとされ
ている．
今回我々は日常診療でよく遭遇しうる皮下異物
が，筋の著明な挫滅によるコンパートメント症候群
をきたすという，銃弾による組織障害様式に類似し
た症例を経験したので若干の文献的考察を加えて報
告する．

30代男性，がれき解体作業中にハンマーで粉砕
していた金属の一部が左前腕部に刺さり受傷．近医
より橈骨動脈損傷疑いにて当科紹介となった．
臨床症状・画像所見より金属片の刺入による橈骨
動脈損傷，コンパートメント症候群，および正中神
経損傷疑いとして緊急手術を施行．約 7mmの金属
片を摘出し，筋膜切開，デブリードマン，および橈
骨動脈吻合を施行．皮膚は人工真皮にて被覆した．
術後手指の伸展障害がわずかに残るも経過良好にて
第 7病日に退院．その後外来通院を経て，術後約 6
週に分層植皮術を施行した．現在手指の伸展障害や
知覚障害は認めず経過良好である．

III-36 重複神経麻痺を合併した上肢ローラー外傷
の 1例

社会保険山梨病院整形外科　○高　山　拓　人
【症例】36歳男性．廃棄物焼却の仕事中，ベルト
コンベアに左上肢を巻き込まれ受傷．初診時，上腕
の変形と前腕のデグロービング損傷があり，X線像
上，AO分類 B-2の上腕骨骨幹部粉砕骨折，遠位橈
尺関節（DRUJ）開放脱臼，尺骨茎状突起開放骨折
を認めた．MMTは上腕三頭筋 5，上腕二頭筋以下
は 0～1であり，知覚障害は上腕から手指にかけて
広範囲な痺れと知覚低下を認めた．同日，デブリド
マンと創外固定術を施行した．剥脱皮膚軟部組織を
整復するも閉創は困難であり，人工真皮で被覆し
た．感染兆候がないことを確認し，術後約 2週で
LCP-narrow plateを用いた内固定を行った．橈骨神
経は骨折部で明らかな圧迫所見があり，神経剥離を
行った．術前に FDP2・3・5の収縮が出現したため，
正中および尺骨神経の肉眼的確認はせず，経過観察
とした．最終評価時，肘関節伸展 5ﾟ屈曲 140ﾟ，前
腕回外 80ﾟ回内 85ﾟ，手関節背屈 80ﾟ掌屈 80ﾟと良好
で DRUJ不安定性および手関節尺側部痛はなく，僅
かに麻痺が残存するも日常生活および仕事には支障
がない．
【考察】重複神経麻痺合併症例では的確な診断の
もと神経剥離など手術適応の有無とタイミングが重
要であると考える．

III-37 特殊労働作業下に発生した手掌部外傷の1例
東京慈恵会医科大学整形外科学講座

○奥　津　裕　也
千 野 博 之
宇　高　　　潤
湯 川 充 人
丸 毛 啓 史

【目的】特殊労働作業下に発生した手掌部外傷の
1例を経験したので若干の文献的考察を加え報告す
る．
【症例】52歳，男性．食肉加工工場で牛を失神さ
せる銃（と畜銃）が右手掌で暴発し，当院を訪れた．
右正中神経領域に感覚障害としびれ感を訴え，手掌
部中央に約 1.5cmの円形状皮膚欠損を認めた．単純
X線像で，有頭骨粉砕骨折を認め，開放骨折と診断
し，緊急手術を施行した．手術では，示指浅，深指
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屈筋腱の不全断裂と，中指指神経の断裂があり，各
腱と神経を縫合した．また，骨折は，有頭骨内にゴ
ム手袋，軍手繊維の円形状破片が迷入していたた
め，これらを掻把したのち，十分に洗浄し，β-TCP
を充填した．術後3週間のギプスシーネ固定を行い，
その後，関節可動域訓練を許可した．術後 1年で，
正中神経領域のしびれはほぼ消失し，関節可動域制
限も認めない．単純 X線像で，手根中央関節の不
整がみられるが，疼痛はなく，現職復帰している．
【まとめ】詳細な受傷機転が明らかでない開放損
傷では，予期せぬ異物の創内への迷入もあり得るの
で，創内を十分観察すべきである．

III-38 手背部伸筋腱・皮膚軟部組織複合損傷に対
し逆行性橈側前腕皮弁と腱移植で再建した
一例

由利組合総合病院整形外科　○白　幡　毅　士
野 口 英 明

【はじめに】右手背の伸筋腱損傷を伴う皮膚軟部
組織欠損に対して，逆行性橈側前腕皮弁で軟部組織
を再建後，2期的に腱移植を行った症例を経験した
ので報告する．
【症例】40歳男性．エンジンの修理中に右手をベ
ルトに巻き込まれて受傷．右手背は広範囲に軟部組
織が欠損し，示指から小指までの伸筋腱も欠損して
おり，中手骨が広い範囲で露出していた．同日，洗
浄デブリードマン後，NPWT施行．受傷後 11日で
逆行性橈側前腕皮弁を施行し手背部を被覆した．皮
弁手術後 6週で右長掌筋腱，右橈側手根屈筋腱の半
裁腱，右足底筋腱（半分の長さに切り 2本にした）
の計 4本の腱を用いて示指から小指までの伸筋腱に
腱移植を行った．自動屈曲・伸展運動を継続し，受
傷後約 6か月の現在，％TAMは，右示指 66％，中
指 63％，環指 68％，小指 59％まで回復した．
【考察】手背部複合組織損傷の治療は，皮弁と腱
再建の即時一期的再建が文献的に現在の主流といえ
る．今回は 4本の伸筋腱の欠損があり，一期的再建
は困難と考え二期的に再建した．6週過ぎの再建で
は筋拘縮を認め，術後の回復が心配されたが，受傷
時からの積極的な可動域訓練により，比較的良好な
成績を得られたと思われる．

III-39 内顆下部よりの全層皮膚採取の検討
独立行政法人国立病院機構仙台医療センター
形成外科・手外科 ○鳥谷部　荘　八
仙台形成外科手外科クリニック　牛 尾 茂 子
【はじめに】手指皮膚欠損に対して整容的な側面
から内顆下部よりの採皮を行うことが多いが，採皮
量は限られる．われわれは必要植皮面積とドナー部
位との関係を検討し，内顆下部より採取できる植皮
面積はどのくらいか推定する目的で調査を行った．
【対象と方法】2004年 4月～2012年 3月にかけて
東北大学病院及び仙台医療センター形成外科にて手
術を施行した手指熱傷瘢痕拘縮 49症例を対象とし
た．必要植皮面積は中指の遠位手掌皮線～近位指節
間皮線までの長さと橈尺側の側正中線間の長さの指
面積を 1単位として測定し，検討した．
【結果】49症例 58手のうち，必要植皮面積 1単
位以下は 10手，1～2単位 8手，2～3単位 6手，3
～4単位 11手，4～5単位 7手，5単位以上は 16手
であった．採皮部位は片側内顆下部 17手，両側内
顆下部 14手，両側内顆下部＋片側鼠径部 1手，片
側鼠径部 17手，両側鼠径部 9手であった．
【考察】今回の検討では術後の瘢痕も考慮すると，

1～2単位までが安全に片側内顆下部よりの採取が
可能であるものと思われた．2～3単位まで植皮面
積が及ぶ場合には両側内顆下部よりの採皮を考慮す
べきである．3単位以上の場合，現実的には鼠径部
からの採皮となる．

III-40 軟部腫瘍と鑑別を要した指デュピュイトラ
ン拘縮の 1例
中通総合病院整形外科　○成　田　裕一郎

千 馬 誠 悦
【症例】53歳，女性．糖尿病歴はない．3年前から
右小指の腫瘤があり受診した．初診時，右小指基節
遠位の掌側尺側の皮下に直径約 8mmの軟部腫瘤を
触知した．疼痛や可動域制限はなく，Tinel徴候や指
の知覚障害もなかった．エコーでは，皮下に 15×8×
5mmの辺縁不整な紡錘形の腫瘤を認め，内部血流は
なく腱鞘や指神経との連続性は不明であった．MRI
では T1，T2とも低輝度で造影剤により淡く不均一
に造影された．以上から腱鞘巨細胞腫を疑い手術を
行った．腫瘤は近位で索状の組織と連続し遠位では
腱鞘と癒着していた．尺側指神経は腫瘤の背側に回
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り込むように走行していた．近位では小指外転筋付
着部で索状部を切離し，遠位では一部屈筋腱鞘を含
めて腫瘤を摘出した．病理所見では線維芽細胞とコ
ラーゲン線維の増殖が主体で腫瘍細胞はなくデュピ
ュイトラン拘縮の所見であった．
【考察】本例は糖尿病歴のない壮年期の女性に発
症し，小指単独で手掌に病変がなく指可動域制限の
ない点でデュピュイトラン拘縮としてはまれな症例
である．本例の病態は小指外転筋からの spiral cord
が腫瘤を形成したものと考えられ，術前に腱鞘巨細
胞腫との鑑別が困難であった．指の軟部腫瘍では本
疾患も念頭に置く必要がある．

III-41 Acutrak 4/5 screwを用いた Sauve-
Kapandji法の治療経験
那須赤十字病院整形外科　○鈴　木　　　拓

稲 葉 尚 人
岩 瀬 剛 健

慶應義塾大学整形外科　　岩　本　卓　士
【目的】Sauve-Kapandji法における尺骨の固定に
は様々な内固定材料が報告されている．われわれは
Acutrak 4/5 screwを用いた Sauve-Kapandji法の治
療経験につき報告する．
【対象と方法】2012年 1月から当科で Acutrak 

4/5 screwを用いて Sauve-Kapandji法を施行した 4
例 4手関節（変形性手関節症 2例，リウマチ性手関
節症 2例）を対象とした．男性 3例，女性 1例，手
術時年齢は平均 76（63-84）歳，術後観察期間は平均
16（13-18）ヵ月であった．3手に骨切りした尺骨片を
橈尺骨間に挿入した上で screw固定を施行し，3手に
腱移行術を併用した．評価は最終観察時における骨
癒合，術中のK-wireの追加，金属の弛み，破損，screw
刺入部における疼痛の有無について検討した．
【結果】全例骨癒合を認め，術中 screw 1本にて固
定性は良好であったため，K-wireの追加固定は行わ
なかった．金属の弛み，破損，screw刺入部における
疼痛を認めた症例もなかった．
【考察】Acutrak 4/5 screwを用いた Sauve-Kapandji
法は骨片間に圧迫をかけることが可能で，その初期
固定性は良好であり，骨癒合にも有利である可能性
があると考えられた．

III-42 髄内釘と同種骨移植による全手関節固定術
後に偽関節となったムチランス型関節リウ
マチの一例
千葉大学大学院医学研究院整形外科学

○芝　山　昌　貴
岡 本 聖 司
小 林 倫 子
小 川 泰 史
助 川 浩 士
安　部　　　玲
上 野 啓 介
鈴 木 崇 根
國 吉 一 樹

【背景】ムチランス型関節リウマチに対する全手
関節固定術は除痛や安定性が得られる一方で偽関節
などの報告も散見される．今回髄内釘と同種骨移植
による全手関節固定術後に偽関節となったムチラン
ス型関節リウマチの一例を経験した．
【対象】57歳女性．著明な手関節尺屈偏位と不安
定性を呈し，画像上も骨破壊が強く全手関節固定術
には十分量の移植骨が必要と考えられた．初回手術
時，他家大腿骨頭を同種移植骨として使用し，髄内
釘およびステープルにて固定した．術直後の固定性
は良好だったが，術後 3ヶ月頃より骨移植部の吸収
像が出現し，術後 7ヶ月で遠位スクリュー逸脱，髄
内釘周囲の骨萎縮像が著明となり偽関節と判断し
た．再手術には橈骨遠位端骨折用掌側ロッキングプ
レートを背側に使用し，自家腸骨移植を併用した．
PTH製剤などによる補助療法も施行した．
【結果】再手術後約 4ヶ月で単純 X線上骨癒合が
得られた．疼痛無く良好な手関節安定性が得られた．
【考察】ムチランス型関節リウマチに対する全手
関節固定術の際には，破骨細胞の活性化により骨癒
合が遷延することも考慮し，初期固定性に加え
PTH製剤などの骨粗鬆症治療薬を併用することも
検討する必要がある．

III-43 CREST症候群の 2例
札幌医科大学整形外科　○花　香　　　恵

金 谷 耕 平
射 場 浩 介
和 田 卓 郎

CREST症候群は限局型全身性強皮症の 1亜型で
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あり，石灰化，レイノー現象，食道蠕動運動低下，
手指硬化，毛細血管拡張の各症状を呈する疾患であ
る．指に多発する石灰化を伴った CREST症候群の
2例を報告する．
症例 1　65歳女性．2年前から右中指 DIP関節背

側に腫瘤が出現し，自壊による内容物の漏出を繰り
返しており当科を受診した．単純X線像で，右示指，
中指，小指 DIP関節部および右母指，左母指，環
指の指尖部に石灰化が認められた．腫瘤の内容物を
可及的に排出した．内科にて強皮症と診断され，手
指硬化，レイノー現象，毛細血管拡張があることか
ら CREST症候群と診断した．強皮症に対しプレド
ニン・抗血栓症薬内服加療中である．
症例 2　49歳女性．5年前に強皮症と診断された．

1年 8カ月前に右示指指腹部に腫瘤が出現し当科を
受診した．単純 X線像で，右母指，示指，環指お
よび左母指，中指の指尖部に石灰化が認められた．
手指硬化，レイノー現象，毛細血管拡張，食道蠕動
運動低下を合併しておりCREST症候群と診断した．
強皮症に対しプレドニン内服加療中である．
【考察】多発する手指の石灰化では，CREST症候
群を念頭に置く必要がある．
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