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Kienböck病の成因と治療方針
上
うえば

羽康
やす お

夫

1910年に Robert Kienböckが論文を発表してから既に 100年以上経過したが，Kienböck病の病因や治療
法は未だ確立していない．先人達の研究業績を基礎とし，病理組織所見を加味して，Kienböck病の成因を探
り，それに対応する治療法について述べる．この疾患は外傷性手関節炎に起因し，手関節内圧の上昇に伴う
静脈流の鬱滞により月状骨の中に鬱血が生じ，動脈流が次第に減弱・停止し，最終的には酸素供給が停止す
るので月状骨は壊死に陥る．この過程で橈骨舟状月状骨靭帯が重要な役割を果たす．Kienböck病は月状骨の
鬱血期に始まり，壊死期，軟化期，摩耗期を経て徐々に進行する．その進行段階は Lichtman分類の X線像
stageとほぼ一致するが，MRIでは更に詳細な変化が見出されるであろう．治療法としては，保存的治療と
数多くの観血的治療法が発表されている．それぞれの手術法には特徴はあるが，成績評価では必ずしも保存
的治療より優れているとは判定されていない．Kienböck病の成因を十分に理解し，病期に則した治療法を選
択すべきである．即ち，1.鬱血期には関節穿刺による除圧，2.壊死期には血流再開・骨細胞の再生，3.軟化
期には骨癒合・変形予防，4.摩耗期には骨変形の修復・軟骨摩耗の回復などが最優先されるべきであろう．

【緒　言】
Dr.Robert Kienböck（1871-1953）はオーストリア
の放射線医であった 1)．1910年論文“Uber trauma-
tishe Malacie des Mondbeins und ihre Folgezustande”
を発表した 2)．それ以来，既に 100年以上も経つが，
この疾患の病因や治療法は未だ確立されていない 3)4)．
先人達が残したこれまでの研究業績を基礎にして，
著者らの病理組織学的所見を付け加えて Kienböck
病の成因と治療方針について述べる．

【対象と方法】
Kienböckは月状骨に特異なX線像を示す16症例：
男性 11人・女性 5人，平均年齢 32.9歳を見出し，
月状骨の硬化像・変形・破壊の進行などの X線像
所見を詳細に記述したばかりでなく，病気の発生状
況，症状（疼痛・圧痛・手関節可動域制限・握力低
下），手術所見などについても実に詳しく報告した．
患者の職業・症状経過・X線像変化・手術所見につ
いても詳細に報告し，この疾患が感染症（結核・梅
毒・リウマチなども含む）や先天異常ではなく，外
傷に基づく月状骨の無腐性壊死：外傷性月状骨軟化
症として発表した．この疾患が後年 Kienböck病と

呼ばれる由縁である 5)．
1947年 Stahlは 142人の Kienböck病患者に保存
治療を平均 11年間も続け，その病状と X線所見と
を組み合わせた病期分類を発表した 6)．最初は病期
を 5群に分けたが，最終的には X線像に変化の乏し
い一群を除き，4群に分類した．1977年 Lichtman
は Stahl分類を基にして stage分類を I～IVの 4期
に分け，stageIでは月状骨の構築や濃度は正常であ
るが，稀（36例中 1例）に線状または圧迫骨折が認
められると記載した 7)．しかし，1982年の改定では
stageIの単純 X線像には月状骨に骨折は無いと訂正
し，stageIIIを stageIII-Aと stageIII-Bとに分けた 8)．
現在，国際的に最も広く用いられている Lichtmann
分類では，stageIの単純 X線像では月状骨は正常で
あるが，MRIの T1強調像にシグナルの低下があり，
stageIIでは X線像に月状骨全体に一様な骨硬化像
（diffuse & homogenous osteosclerosis）が現れ，stage 

III-Aでは月状骨骨折が認められ，stageIII-Bでは月
状骨の圧潰・舟状骨の ring signなどが見られ，stage 
IVでは手関節の関節症変化が存在するとしている 9)10)．
また，StageIIIAと IIIBとの区別は橈骨長軸と舟状
骨長軸とが成す角度（RS angle）が 60度以下のもの
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を Stage IIIA とし ,RS角 60度以上てあるのを Stage 
IIIB と規定する案，11) あるいは StageIIIにおける手
根骨の 3次元変化を更に詳しく追及する X線学的研
究もある 12)．

I．Kienböck病の病因論
1910年に Kienböckの論文が発表された当時から

種々な病因論が発表され，現在に至るまで多くの説
が発表された 13)14)．それらの説と（主要発表者）を
列挙すると，（1）出所不明の無菌血栓（embolus）に
よるとの説（Axhausen），（2）外力により靭帯や血
管が損傷されて起こるとの説（Kienböck），（3）仕
事中に受ける強力な衝撃や慢性的に受ける弱い外力
により次第に月状骨が軟化するとの説（Müller），
（4）月状骨の圧迫骨折によるとする骨折説（Gold-
smith），（5）手関節部における尺骨変異 ulnar vari-
anceに起因するとの尺骨変異説（Hulten），（6）月
状骨の外部で動脈が損傷されて起こるとの動脈損傷
説（Panagis），（7）それらの組み合わせ説であった．
Kienböck病は血流障害による月状骨無腐性壊死で
あるといずれの研究者も考えたが，血流障害をもた
らす原因や所在が解明できず，議論が尽きなかった
のである．最近まで論争が続いた 3説：1.骨折説，
2.尺骨変異説，3.動脈損傷説についてもう少し詳細
に述べる．

1.骨折説 fracture theory：月状骨に骨折が起これ
ば，月状骨内に出血や血栓が生じ，骨壊死を起こす
と考える説である．X線像に骨硬化像が出現するの
で，Goldsmith15)，Blain16)，Cave17)，Dobyns18)，
Kashiwagi19)，などの著名医師ばかりでなく，1970
年代までは殆どの医師達は月状骨無腐性壊死は骨折
に伴う血流障害が原因であると考えた．しかし，
1988年 Teisanらは多数の月状骨骨折例の X線像を
調査し，骨折後の X線像に一過性の骨硬化像が認
められるものの，それはやがて消失し，Kienböck
病は発生しないと報告した 20)．即ち，31年間に撮
影された多数の X線像の中に外傷性月状骨骨折 17
症例を見出し，骨折部位別に基づき 5型に分類し，
それぞれの型に属する症例数を調査した．骨折の殆
どが掌側粗面や背側粗面付近に起こる小骨折と細片
骨折であり，骨折後の骨硬化像は骨折部に限局する
一過性の骨硬化像であり，Kienböck病に移行した症
例は全くなかったのである．丁度その頃からMRI診
断法が発達し 21)22)，Kienböck病初期の画像診断は更
に正確となり，StageIには X線像，CT像，MRI像

のいずれにも骨折所見は認められないことが判明し
た．骨折が Kienböck病の発生原因ではないと断定
されるようになった．

2. 尺骨変異説（ulna-variance theory）：1928 年
Hultenは疫学調査により手関節における橈骨と尺骨
との長さの相違，いわゆる ulna varianceが Kienböck
病の発生と深い関係があると報告した．即ち，400人
の正常手 X線像ではNull Variante 61％，Ulna-minus 
Variante 23 ％，Ulna-plus Variante 16％であったが，
Kienböck病罹患手では Null Variante 26％，Ulna-
minus Variante 74％，Ulna-plus Variante 0 ％であった
と報告した 23)．その調査結果を検証するため世界的
な調査が行われ，我国の調査でも数値はかなり異な
るものの ulna-minus変異を持つ手に Kienböck病が
多く発生する傾向があり，解剖学的素因や外力など
がこの病気の発生に関与すると考えられた 24)25)．し
かし，尺骨マイナス変異の手関節には三角線維軟骨
の肥厚所見があり 26)，Kienböck病に罹患しないな
い症例も少なくない．Kienböck病罹患の 70～80％は 
ulna zero-varianceまたは plus-varianceの手関節であ
ること 27)，また Darrach手術や尺骨短縮術を受けた
患者でも Kienböck病が多発しない等の調査結果が
知られるようになり，Kienböck病の発症原因とし
ての尺骨変異説は急速に衰退した 28)．1966年 Antu-
na Zapicoは ulna-variance と月状骨との関係を調査
し，ulna-minus variance の手では月状骨の近位内側
端が膨隆起する形態  が多いことを報告し 29)，Frank
がその形状は力学的に不利な構造であると発表した
のでそれを釜野が我国に紹介した 30)．彼らによると，
Kienböck病に多く見られる ulna-minus変異では月
状骨の近位尺側部が膨隆して，全体の形状は菱形
（type I）となり，骨内の骨梁は強く屈曲して［「く」
の字型 ］（pattern I）を呈し，力学的には圧迫力に
弱い構造となる．それに対して，ulna-zero変異で
は月状骨は四角形（type II）となり，骨梁は緩いカ
ーブ（pattern II）を呈し，外力には比較的強く，
Ulna-plus変異では月状骨の近位中央部が近位方向
に突出し，全体として五角形（type III）を呈し，
骨梁はほぼ一直線（pattern III）であり，圧迫には
強いことが分かった．それ故，尺骨マイナス変異が
月状骨の形態変化や骨稜変化をもたらし，月状骨骨
折を容易にする誘因であろうと推論されるようにな
った 31)32)．
尺骨マイナス変異が Kienböck病の原因ではない
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と結論ずけられたが，尺骨変異説は手関節の力学的
研究を促し 33)34)35)，Kienböck病に対する橈骨短縮
術，尺骨延長術，手根骨固定術などの支持理論とし
て長年に亘り大きな影響を与え続けた 36)．

3.動脈損傷説（ arterial injury theory）：1955年
Grettveらは前腕遠位部の動脈に造影剤を注入し，
手根骨内の動脈分布を調査し，月状骨へ入る動脈は
掌側疎面/背側疎面など軟骨に覆われていない部位
から骨内へ進入するのを確認した 37)．1963年 Lee
は脱灰月状骨 53個の骨内動脈を X線ならびに
Spalteholz法を用いて調査し，掌・背側粗面から進
入した複数の動脈が月状骨の中央部で吻合する型が
最も一般的であると報告した 38)．1971年 Gelber-
manらは上腕動脈に造影剤を注入して月状骨内の
動脈走行を調べ，月状骨の掌・背側粗面から複数の
動脈が入り，月状骨内で吻合して Y型，X型，I型
の 3型を構成するとした 39)．月状骨へ入る動脈が 1
本のみで，しかも骨内の動脈吻合が欠如する場合に
は血流が阻害される可能性あるとし，月状骨の 7～
23％に Kienböck病を起こす可能性があると推測し
た 40)．他方，2007年 Lamasらは死体上肢 27個に黒
色ラテックスを上腕動脈に注入し，Spalteholz法を
用いて，月状骨内の動脈分布と吻合を調査し，同時
にそれらの血管が月状骨に入る栄養孔の数と大きさ
を調べて，月状骨壊死が起こる可能性を検索したが，
月状骨に進入する動脈の位置や数の多さから血管障
害によって Kienböck病が発症する可能性は殆ど無
いと結論ずけた 41)．2011年 Dubeyらは月状骨疎面
にある栄養血管孔の数を調査し，更に上腕動脈内に
7％Sodium iodideを注入して月状骨に入る動脈の数
を調べた．その結果，月状骨の掌・背側粗面からは
常に複数の動脈が月状骨へ入り，骨内で吻合してい
ると報告した．掌側疎面から橈骨動脈枝は 100％，
前骨間動脈枝は 72.22％，arterial intercarpal archか
らの枝は 69.4％が入り，背側疎面からは橈骨動脈枝
は 100％，前骨間動脈枝は 85.71％，dorsal intercar-
pal archからは 50.00％入っているのを確認できたの
で，月状骨内には動脈流が豊富にあり，動脈閉塞に
よって月状骨壊死が起こるとは考え難いとの見解を
示した 42)．また，月状骨には伴走血管を持つ靭帯が
多く付着し，それらの靭帯が総て損傷されなければ，
月状骨壊死は起こり得ないとの見解もあり，動脈損
傷説は次第に疑問視されるようになった．

II．病理組織学的検索

先人の業績に加えて自己の臨床経験を加味して
Kienböck病の病因ついて検討したが，次のような
疑問はまだ解決できなかった．即ち，問 1：X線像
やMRIで Lichtman分類 Stage1で月状骨骨折が認
められなければ，骨折が Kienböck病の起因とは考
えられない．では，StageIの時期に手関節内で何が
起こっているのか？　問 2：もし，動脈閉塞で月状
骨壊死が起こるとすれば，動脈は何処で閉塞される
のか？外側から圧迫されるのか，あるいは血栓など
で内腔が閉鎖されるのか？　問 3：X線像の骨硬化
像 appositional bone formationに必要な Caは何処
から供給されるのか？　問 4：もし，外部からの強
い衝撃で Kienböck病が起こるとすれば，ボクサー
や相撲力士に Kienböck病がより高率に発生するの
ではないか？などの疑問であった．それらの疑問を
解くには Kienböck病の月状骨の病理組織所見を必
要としたが，それを記載した論文は極めて少なかっ
た 43)44)．著者らは晩期 Kienböck病患者に tendon-
ball implantation を施行した 24症例・24組織標本
を調査した．症例の年齢は 19～53才（平均 29.8才），
男性 21人・女性 3人，右手 16・左手 8であった 45)．

A．摘出月状骨標本所見：晩期 Kienböck病の摘出
月状骨の形状は前後方向に長く，近位・遠位方向に
扁平化していた．橈骨に接する近位関節面は掌側巾
が広く，背側巾がやや狭かった．関節軟骨は摩耗し
たり，完全に消失していた．月状骨標本の側面には
大きな骨折線が認められ，近位掌側部の関節軟骨下
骨はしばしば圧漬し，関節軟骨と軟骨下骨層との間
が分離して所謂 crescent signを呈していた．標本の
表面には必ず太い中央部に主骨折が在り，その骨折
形式は走行方向により基本的な 3型に分類された．
即ち，骨折線が遠位関節面から近位関節面に走る A
型（冠状骨折）coronal fracture，遠位関節部から 2
方向に分かれて近位に向かう B型（斜 2方骨折）dual 
oblique frcture，骨折線が掌側面と背側面を結ぶ C
型（軸面骨折）axial fractureであった．最も多いの
は A型，次いで多いのは B型であり，最も数少ない
のは C型で 24例中 2例のみであった．
標本を矢状面に切離し，その組織切片と contact 

radiographyを作成し，両者の所見を比較した．組
織切片の割面に見られる赤色部は生存組織であり，
黄色部は壊死組織であった．組織標本で骨組織の多
い部分は contact radiographyでは濃い白色，骨組
織の乏しい部分は淡白色または黒色に写った．組織
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標本の骨折線が contact　radiography にはより鮮明
に太く写り，小さな骨内骨折も写し出されていた．
組織標本中央部に見られる斜 2方型骨折線とそれに
沿う赤色組織を含む部分が contact radiographyで
は骨折線を含む幅広い骨組織欠如部として写ってい
た．言い換えれば，組織標本の赤色組織，すなわち
肉芽組織と一致する部分の中央を骨折線が走ってい
た．組織標本の掌側疎面と背側疎面に近い極部
（poles of the lunate）では壊死部と生存部とがほぼ
同等の領域を持ち，それらは入り混じってモザイク
模様を呈し，contact radiographyでも同様な濃淡モ
ザイク模様が映し出されていた．組織標本の遠位掌
側に位置する橈骨舟状月状骨靭帯 radioscapholu-
nate ligament付着部には鮮明な赤色生存組織が認
められ，contact radiographyには同部に円形の骨組
織欠如が写っていた（参考文献 45：Fig.5-A,B 参照）．
光学顕微鏡による組織検査では，骨内に骨細胞が
認められない壊死部と骨細胞が見られる生存部はモ
ザイク状に混在し，境界部には骨芽細胞や軟骨細胞
がある新生骨が確認された．偏光顕微鏡では層状に
形成される新生骨が描出され，Trichrome染色スラ
イドにて壊死部と生存部の間に骨芽細胞，軟骨細
胞，セメント・ラインなどの造骨所見が確認された．
テトラサイクリン・マーキングでも骨梁周囲に黄色
のテトラサイクリン蛍光反応が認められ，新生骨の
造成が確かめられた．

B．摘出標本所見に関する考察：摘出月状骨標本
には関節軟骨と軟骨下骨層との間が分離した所謂
crescent signが認められ，骨壊死後に骨折が起こる
と考えられた 46)．巾の広い月状骨中央部は力学的
に強く，ここに骨折が生じる骨折型は正常月状骨の
骨折形式とは明らかに異なる．組織標本と contact 
radiographyの比較により，Kienböck病で一旦壊死
に陥った月状骨の壊死骨は多くの場合は中央部から
吸収され，肉芽組織に置き換わって骨強度が低下
し，その部位に骨折が起こると考えられた．しかも，
掌・背側粗面から進入し，両動脈が吻合する月状骨
中央部で最も盛んに骨修復が始まるとすれば，その
時点では骨内動脈は温存されていると考えられた．
骨折が 3型に分かれるのは，月状骨々折が圧縮亀裂
のみによって起こるのではなく，手関節の回転運動
に伴う歪力によっても起り得るのであろう．
組織標本の背側極と掌側極は同程度の壊死組織と
肉芽組織のモザイク模様像を示すので，両極が同時

に壊死に陥り，ほぼ同じスピードで修復されたと考
えねばならないが，解剖学的観点からすれは月状骨
全体の動脈血を同時に遮断するには前腕で橈骨―・
尺骨動脈が同時に閉塞されねばならず，当然ながら
手中の軟部組織や骨にも壊死が生じる筈であるが，
そのような組織異常はないので病理組織学的にも動
脈損傷によって Kienböck病が起るのではないと言
える．
橈骨舟状月状骨靭帯付着部に鮮赤色の肉芽組織が
見られ，骨組織が欠如しているのは，橈骨舟状月状
骨靭帯が Kienböck病における月状骨の血流に関与
し，修復に寄与することを示唆した．橈骨月状舟状
骨靭帯（Testut靭帯）47) は靭帯と呼ばれるものの，
手関節にある他の靭帯とは異なり，力学的強度は乏
しく 48)，線維組成に乏しい神経・血管束であり，MRI
によって描出されない 49)．この靭帯の機能は未だ十
分に解明されていないが，月状骨の血流に関与する
と考えられている．この靭帯に注目するもう 1つの
理由は，Kienböck病と同じ骨端症圧潰型の Perthes
病 50) を生じる小児大腿骨骨頭にも大腿骨頭円靭帯
ligamentus teres femorisが付着するからである 51)．
これらの靭帯はいずれも血管束を持つ関節内靭帯で
あり，関節内圧が上昇すれば，先ずこれらの靭帯の
静脈が圧迫され，静脈が閉塞すれば，骨内に鬱血と
酸素低下をもたらす．橈骨舟状月状骨靭帯が掌・背
側粗面に付着する靭帯と共に圧迫されると，靭帯の
中に在る細静脈は閉塞し，月状骨内に鬱血が生じて
骨内圧は高まる．骨内圧が上昇すれば，動脈流は低
下し，酸素の供給量は減少する．更に骨内圧が上昇
すれば，動脈流が止まり，酸素の供給が途絶え，遂
に月状骨は壊死に陥り，そこから Kienböck病が始
まると考えられる．

Kienböck病に見られる月状骨全体の特有な骨硬
化像（diffuse and monotonous osteosclerosis）は静
脈閉塞によって起こる骨壊死に見られるかとの疑問
に回答を与えたのは，マナスル山に登頂した後に遭
難し，左手に高度な凍傷を被った症例の 2枚のスラ
イドであった．登山の途中で，左手 4指が総て基節
中央部から指先まで完全凍傷に陥った．X線像では
中指末指骨の骨硬化像を認め，アンギオグラフィで
は小指・環指の動脈は基節部で途絶していたが，中
指の指動脈は指先ま造影されていた．ピッケルを強
く握り締めていた小指・環指では指動脈が先ず圧迫・
閉塞され，ピッケルを握り締めてなかった中指では
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指背側の静脈が強烈な寒気により凍結・塞栓したと
考えた．
過去における先人達の業績と摘出月状骨標本所見
とを総合的に勘案し，Kienböck病の発生機序を考
えた．月状骨の病変に基づき Kienböck病を鬱血期
congestive phase, 壊死期 necrotic phase，軟化期
fragile phase，摩耗期 erosive phaseの 4期に分けた．
この病期分類は X線像に基ずく Lichtman分類 stag-
esとほぼ一致する．

【結　果】
I．Kienböck病の成因と病期
A．Kienböck病の発生過程は次の 4期に分けられ

る．1.鬱血期 congestive phase：激しい手関節運動
により手関節炎が発生すると，手関節に腫脹や疼痛
などの症状が起こる．滑液が増加するにつれて手関
節の内圧が上昇し，圧迫力に弱い細静脈が閉塞され
る．特に，橈骨舟状月状骨靭帯の中にある静脈が深
く関与する．手関節内の静脈が強く圧迫されると月
状骨内に鬱血が生じ，月状骨の内圧が上昇し，動脈
血は月状骨内に流入できず，酸素供給を断たれた骨
細胞は次第に死に至り，骨壊死に陥る．2.壊死期
necrotic phase：月状骨が壊死に陥るが，骨壊死後
でも骨芽細胞は更に 12-24時間生き続けるので 52)，
鬱血で濃縮された Caを使って骨梁に appositional 
boneを付加し，X線像には月状骨の全体に一様な骨
硬化像（diffuse and monotonous osteosclerosis）が
現れる．3.軟化期 fragile phase:月状骨は一旦壊死に
陥るが，関節内圧が低下し，血流が再開すると修復
期に入り，壊死に陥った骨梁は徐々に吸収され，骨
の強度は次第に低下する．強い外力が加わると容易
に骨折が起り，Lichtman stage III-Aとなり，更に強
力な外力が加わると月状骨は collapseを起こし Stage 
III-Bとなる．4．摩耗期 erosive phase：手関節をそ
れ以降も使い続けると，変形した月状骨周囲の軟骨
は次第に摩耗し，関節症が発生する．
但し，14才以下の児童では月状骨に含まれる類

骨量が多く，自己修復力や可塑性が強いので軟化期
以降の修復過程は成人とはやや異なる 53)．また，
骨粗鬆症を有する高齢者では月状骨の圧迫骨折が先
行し，異なった発生機序をもつことが少なくない．
骨粗鬆症に伴う Kienböck病様病変は比較的高齢の
女性に多く，通常 X線像では Kienböck病類似の像
を呈するが，X線側面像や CT像では骨折線が月状

骨極部に近く，骨硬化は骨折線に沿って現れている
ことが多い．

B.病期変遷に伴う臨床症状の変化：鬱血期 con-
gestive phaseには，手を良く使う比較的若い男性
に多く，強い外傷歴は無いのに手の痛みと腫脹を訴
え，数日～数週間続くが，この期間の X線像には
全く月状骨の異常は認められない．壊死期 necrotic 
phaseに入ると，通常は数ヶ月間ばかり手の痛みか
ら解放される．この時期には，月状骨は一旦壊死に
陥り，血流再開に伴って肉芽組織が侵入し，多くは
月状骨中央部から壊死骨稜の吸収が始まる．軟化期 
fragile phaseに入り，骨折が起こると手根部に鈍痛
を覚える様になる．鈍痛は最初のうちは手を使う仕
事を終えた日のみに限られるが，次第に鈍痛は継続
するようになる．手に振動を与えるとか，ビンの蓋
を開けるような手作業を行うと，激しい痛みが生じ
るばかりでなく局所の腫脹・圧痛が現れると共に握
力が低下する．ただし，この時期においても介達痛
がないのが特徴的である 54)．この時期の X線像に
月状骨硬化像があるものの，月状骨の形態異常は認
められない．軟化期後期に入ると骨砕 fragmenta-
tionが現れ，側面像に collapse像が見られる．摩耗
期 erosive phaseになると，月状骨の形態変化は更
に顕著となり，月状骨周辺の関節に 2次的な関節症
変化が出現する．この病期においても月状骨全体に
骨硬化像が残留するのは，破骨細胞は壊死期の ap-
positional boneから選択的に多量の Caを取り除く
のではなく，造骨細胞と破骨細胞とはバランスを保
ちながら月状骨内の骨生成・吸収を行っているから
であろう．

C.病期診断：Kienböck病における月状骨病態変
遷は Lichtman分類の X線変化と極めてよく一致し，
Kienböck病病期の診断には X線所見が必須である
ことは現在でも変わらない 55)．軟弱期・摩耗期に
おける骨内骨折や形態変化の詳細を知るには CTが
有用である．MRIは月状骨内の血流の変化を追跡
できるので，キーンンベック病初期の血流変化を知
り，壊死期に起こる肉芽組織の進入状態や骨折が及
ぼす血流変化などを知る為には必須となるであろ
う 56)57)58)59)60)．関節鏡所見は関節軟骨の損傷程度を
調査し，治療法の選択および治療成績の確認に極め
て有用である 61)．

II．Kienböck病の治療
A．従来の治療法：Kienböck病の治療法は現在ま
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で数多く発表されてきた 62)63)．ここでは治療グルー
プを紹介し，我国で広く用いられた治療法を中心に
述べる．
治療法は先ず 1.保存治療と 2.観血的治療とに大

別される．
1.保存治療：局所の安静を保つために副子，ギプ
ス包帯，装具などが広く用いられる．Kienböck病
初期に用いられることが多いが，後期にも用いられ
る 64)65)．

2.観血的治療：手術としては，（1）血流促進を計
るもの：drilling，血管束挿入 66)，血管柄付き骨移
植術 67) など．（2）月状骨への免荷手術：a.橈骨短
縮術 68)69)，尺骨延長術，橈骨楔状骨切り術 70)71)72)

など，b.有頭骨短縮術 73)，橈骨遠位端骨髄切除術
など．（3）手根骨摘出および摘出後関節置換術：
a.月状骨摘出術，b.近位手根列切除術，c.腱球移植
術 74)75)76)77)78)79)，d.人工骨置換術 80)81) など．（4）関
節固定術：a.手根関節間固定術や仮固定術 82)83)84)85)，
b.橈骨・月状骨固定術，c.手関節固定術など．（5）
その他：脱神経，骨髄血移植 86)87)などが挙げられる．
これらの手術は Kienböck病初期，すなわち Licht-
man分類 stageI-IIIAに多く使用されるものと晩期
の Lichtman分類 stageIIIB-IVに多く使用される術
式とがあるが，その適用範囲は必ずしも明確ではな
い．

3.治療成績評価：Kienböck病に対しては前述の如
く多岐多様の治療法が発表されているが，未だ総て
の病期に適応する決定的な治療法が確立していない．
その上，治療成績の評価基準が一定せず，手関節
ROM，握力，痛みなどの症状を主に評価するもの 88)，
就業能力などを加味した Donan法 89)・Evans法 90)・
Cooney法 91) など，日常生活に重点を置く DASH92)

など，更には X線像評価を含める中村法 93)，精神的
要素も含めた QOLを評価する SF36 94) など，そし
てメタアナリシス評価法 95)96) などがある．治療成
績を別々の評価法で比較すると，治療の優劣を判定
するのは非常に困難である．
保存療法および観血的治療の成績を明確に評価し
た代表的論文 2編をここに取り上げて，具体的に検
討してみる．1996年藤沢らは Kienböck病と診断さ
れたすべての症例を X線 Stageとは無関係に保存的
治療を施行し，Evans評価法で Good 58.9％，Fair 
23.5％，Poor 17.6％，Very poor 0％であったと発表
した 97)．言い換えれば，保存治療により Goodと

Fairを合わせた約 80％の患者にほぼ満足すべき治
療成績を得たのである．2010年 Innesらは 1998-
2008年の間に英語で発表された 205論文の System-
atic Reviewを行い，信頼できる 37論文を分析・評
価した 98)．彼らは Kienböck病の初期 stage I，II，
III-Aに行われたVascularized bone graft,Metaphyseal 
core decompression,Radial osteotomy の 3 術式間，
および晩期 stage III-B, IVに用いられた Vascular-
ized bone graft, Radial osteotomy, Partial arthrodesis, 
Proximal carpectomy, Tendon-ball arthroplasty の 5
術式と保存治療とを比較評価した 99)．その結果，「痛
み」に有効であった術式は初期では Radial osteoto-
my,晩期では Tendon-ball arthroplastyがやや優れて
いたようだが，客観的評価ではどの術式も他の術式
より優れているとは言えず，術式間に優劣差は無
く，いずれの治療法も放置例より優れているとの確
証は無いと断定した．
これらの論文は治療に関する重要な問題点を指摘
している．先ず第 1に，Kienböck病患者の約 80％
は保存治療により治し得るのだから，観血的治療で
は当然其れ以上の成績が期待されるのに期待される
程の成績が上げられていない点を指摘している．第
2に，Kienböck病の治療目的と評価法とが必ずしも
明確ではない．手術法は数多くあるが，その治療目
的が除痛か，手関節可動域の改善か，早期職場復帰
か，それとも QOL改善なのかが明確でない．夫々
の治療が異なる目標を選定し，それに応じた成績評
価が行われるべきであろう．第 3に，治療は目的に
応じた適切な時期に行うべきであり，除痛目的の手
術ならば，月状骨骨折の前・後では疼痛発生機序は
当然異なる筈であり，手術法も異なるべきである
う．適切な時期に，適切な治療法を選ぶべきである．
Kienböck病における疼痛の原因を明らかにして術
式が選択され，治療成績が評価されるべきである．
では，Kienböck病の成因をもう一度吟味し，それ
に応じた治療法を考える．

B.今後の治療方針：Kienböck病の成因段階は前
述した如く，月状骨の病態に基ずき 4段階：1.鬱血
期 ,2.壊死期．3.軟化期，4.摩耗期に分けられる．
この病期分類は Lichtmanの X線像 Stage分類と極
めて密接に相関しているので，両者を併用しながら
最適の治療法を選択すべきである．即ち，手関節内
圧が上昇し，静脈が圧迫され，閉塞される 1.鬱血
期 congestive phase（Stage I）では，関節内圧を減
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じる為に関節穿刺・関節液除去を行い，関節炎の早
期鎮静のためにスプリント固定を行い，消炎鎮痛剤
を投与する．2.月状骨壊死期 necrotic phase（Stage 
II）では，壊死に陥った月状骨の修復を促進する為
に血流回復術や骨髄移植術などを行う．ただし，月
状骨内の血管を損傷しないよう十分に留意して，
drillingや骨髄移植術なども行うべきである．壊死
期終期には既に壊死骨内に肉芽組織が侵入し，月状
骨の強度が低下している惧れがあるので装具や創外
固定器などを考慮する．3．軟化期 fragile phase
（Stage III）:月状骨に単純骨折がある初期（Stage 
III-A）では，骨折の早期癒合を計る為に創外固定器
を使用し，手関節の運動を回避し，安静を保つ．必
要があれば，橈骨短縮術や尺骨延長術などの joint 
leveling procedure，橈骨楔状骨切り術，有頭骨短
縮術，橈骨遠位端骨髄切除術などを考慮する．月状
骨に collapseを認める後期（StageIII-B）では，月
状骨が既に collapseしているので骨延長器 distrac-
torを装着し，月状骨の collapse矯正を試みる．矯
正が上手く行かなかった場合には年令・性別・職業
などに応じて骨充填術・Salvage手術を行うか，あ
るいは手術は行わずに日常生活での手の使用を制限
するよう患者に勧告する．4.摩耗期 erosive phase
（Stage IV）:変形した月状骨自体の治療ばかりでな
く，関節軟骨にも変性があるので，骨の形状を原型
に戻すばかりでなく，関節軟骨をも修正しなければ
ならない．現在の技術では両方を元の状態に戻すの
は極めて困難であるので，Salvage手術に頼らざる
をえない．Salvage手術として手関節部分固定術，
近位手根列切除術，tendon-ball implantation などが
挙げられる．筆者自身はその中の tendon-ball im-
plantation を最も多用している．その理由は，Ten-
don-ball implantationの術後に 4週間 distractorを装
着すれば痛みから解放され，その後ハンドセラピィ
を行えば，術後 2ヶ月後には職場復帰が可能であり，
長期成績も安定しているからである．

【考　察】
月状骨内における鬱血が Kienböck病の発生に関
係すると考えた研究者は過去にも存在した 100)．し
かし，その成因や治療の発展が現在まで遅れた理由
としては，先ず組織標本の検討が本格的に行われな
かったこと，もう 1つは成因の探求方法に問題があ
ったと考えられる．手外科においては，治療する疾

患の殆どが外傷とか感染など単一の原因により起こ
るものであるが，Kienböck病の月状骨では鬱血，壊
死，軟化，摩耗など異なった原因が時間を追って生
じる複合的な疾患であると考える．それ故，「Kien-
böck病の原因」とは云わず，「Kienböck病の成因」
と言う語を用いたほうがより適切であろう．原因
causeと成因 the originnとは少し異なることを強調
できるからである．原因 cause では因果関係を主眼
に置き，原因と結果を直線的に結び付ける視座にあ
り，骨折や動脈流障害などはそれに属する．其れに
対し，Kienböck病は複数の原因が相互に絡み合い
ながら病理を構成するので因縁関係を視座に置く必
要がある．今後，手外科の疾患の中にも，複数の原
因により成因が構成される疾患が更に現れる可能性
はあろう．

【まとめ】
第 58回日本手外科学会のテーマは守・破・離で

あった．学問が前進するには常に先人の優れた業績
を遵守し，誤った考えを打破し，不要な確執とは離
別する必要がある．この機会に Kienböck病の成因
と治療方針について検討し，過去の業績を再評価す
ると同時に将来の展望について述べた．今後，我国
における手外科の発展には守・破・離の理念はます
ます重要であると考える．
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関節リウマチによる多数指伸筋腱皮下断裂に対する
腱再建術の検討
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関節リウマチ（以下 RA）の多数指伸筋腱皮下断裂に対し，断裂腱の中枢側を反転して力源とする方法の
治療成績と有用性について検討した．2007年以降に手術を施行した多数指伸筋腱皮下断裂 24例を調査対象
とした．断裂腱の再建方法として，3指腱断裂の 7例に EDC3または 4の中枢側を反転し，尺側 2指断裂の
2例では EDC4または 5の中枢側を反転して末梢側と縫合を行った．EDC5の末梢側が短い症例では EDC5
または EDMに EIPを移行した．4指断裂の 1例では EDC2と 4の中枢側を反転した．術後早期はMP関節
の伸展可動域の不良が目立ったが，多くの症例で術後 4～6か月で良好な屈伸可動域が得られた．複数指伸
筋腱皮下断裂の再建方法として断裂腱の中枢側を反転して用いる方法は，伸展の改善に時間を要すものの比
較的良好な伸展可動域が獲得できる方法である．

【緒　言】
関節リウマチ（以下 RA）の伸筋腱皮下断裂は多
数腱に損傷が及ぶことが多いが，その再建法や力源
の選択には様々な方法が施行され一定の見解は得ら
れていない．著者らは RAの多数指伸筋腱皮下断裂
に対して 2009年以降は最終腱断裂から 4か月以内
の症例であれば，隣接する健常腱へ端側縫合せず，
断裂腱の中枢側を反転して末梢側と縫合する方法を
試みており，その有用性について検討した．

【対象と方法】
2007年以降の 8年間に当科で母指を除く複数指

伸筋腱皮下断裂に対して手術を施行し，調査時にMP
関節が Larsen grade 4以上の症例を除外した RA患
者 24例（全例女性）を調査対象とした．症例の内
訳は環・小指の 2指腱断裂が 10例，中～小指 3指
断裂が 13例，4指断裂は 1例であった．手術時年
齢は 29-79歳（平均 58歳）であり，術後経過観察
期間は 6ヵ月から 7年 7ヵ月であった．腱断裂から
手術までの期間は，最初に小指伸展不全を自覚して
から手術までは 2週～4年であった．2週で手術が
可能であった 1例を除き，小指の伸展制限を自覚し
てから手術まで 3か月以上と長時間を要しており，

さらに最終の腱断裂から手術までの期間は 1～2か
月を要していた．
手関節の関節破壊の進行は伸筋腱および屈筋腱の

走行を変化させるため．術前後の X線パラメーター
の変化を検討した 1)．各パラメーターは手根骨の破
壊，尺側移動，橈側回転，掌側移動の指標として，
それぞれ carpal height ratio（CHR），ulnar carpal 
distance ratio（UCDR），radial rotation angle（RRA），
palmar carpal subluxation ratio（PCSR）を計測し評
価した（図 1）．手根部の回転中心は有頭骨の正中
近位 1/4の点とした 2)．統計処理にはMann-Whit-
ney’s U testを用いた．
全例に断裂腱の再建術と同時あるいは術前に手関
節手術が施行されており，滑膜切除術に加え 1例に
手関節固定術が行われ，sigmoid notchに棚様の骨
棘形成がみられた 2例に Darrah法が，他の 21例に
は Sauve-Kapandji法（S-K法）が施行されていた．
断裂腱の再建方法として，まず，断裂した筋の拘
縮と腱の蛇行を少しでも改善する目的で，断裂端を
15分程度牽引する．その後，隣接する断裂腱中枢側
の遠位端同士が分離しないように縫合する．次に断
裂から時間経過の長い側の筋腹から再建に必要な長
さの腱を剥離して，中枢側で切離した後に反転する．

受理日　2015/11/01
＊東邦大学整形外科学教室　〒143-8541　東京都大田区大森西 6-11-1
＊＊東邦大学医療センター佐倉病院整形外科
＊＊＊大森赤十字病院整形外科
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この際，もう一方の腱の遠位に小縦切開を加えて反
転した腱を通して interlacing sutureを行う．腱を
剥離した筋の筋膜を縫合した後，反転した腱を末梢
側の断裂腱と interlacing sutureする．この症例では
EDC4を力源として EDC5の中枢側を反転し，EDC4
の末梢側と縫合した．EDC5の末梢側には EIPを移
行した（図 2）．
環・小指の 2指断裂例では EDC4の中枢側を反転

して末梢側と縫合したものが 2例で，EDC3へ EDC4 
・5を端側縫合が 3例，EDC3へ EDC4を端側縫合し
て EIPを EDC5へ移行症例が 5例であった．尺側 3
指断裂例では EDC3または EDC4の中枢側を反転し
て EDC3・4末梢側と縫合したものが 7例で，この
うち 5例は EIPを EDC5へ移行した．中枢側を反転
しなかった 6例中 3例は断裂腱を 1本化して EDC2
へ端側縫合したが，他の 3例は EDC2へ EDC3・4
を端側縫合し，EIPを EDC5へ移行した．4指断裂
の 1例では，断裂した EDC2の中枢側を反転して
EDC2・3の末梢側と縫合し，EDC4の中枢側を反
転して EDC4・5の末梢側と縫合した．
後療法は手関節の外固定と指減張位早期運動療
法 3)，あるいは隣接指とのテープ固定にて早期運動
療法を行い，夜間は指伸展位固定とした．

【結　果】
X線パラメーターの変化
carpal height ratio（CHR）：術前 0.423±0.078，調

査時 0.417±0.078，ulnocarpal distance ratio（UCDR） 
：術前 0.383±0.048，調査時 0.380±0.050，radial 
rotation angle（RRA）：121.77 ±゚10.64，調査時 117.98゜
±8.99，posterior carpal subluxation ratio（PCSR）：
術前 0.244±0.045，調査時 0.256±0.059であった．手
根骨の圧潰，尺側偏位，橈側回転，掌側移動のいず
れも調査時には若干進行あるいは悪化していたが，
各パラメーターの術前と調査時の値に統計学的に有
意差はなく，今回の検討に手関節の影響は少ないと
判断した．
調査時MP関節可動域
2指罹患例の可動域は，環指（伸展 ／゚屈曲 ）゚：

-3.0±5.70／72.0±18.91， 小 指：3.0±9.08／70.0±
23.18であった．3指罹患例では断裂腱の中枢側を

図 1 X線パラメーターの評価項目
 CHR：h/MC, UCDR：u/MC, RRA：r°，PCSR：p/

MC,
 MC：第 3中手骨長，h：第 3中手骨軸延長線上に

おける手根骨長，u：橈骨骨幹部尺側縁の延長線と
三角骨尺側縁との距離，r：第 2中手骨軸と橈骨関
節面のなす角，P：橈骨骨幹部背側縁の延長線と有
頭骨正中近位 1/4点との距離．

図 2 断裂腱の再建方法
 A：縫合前に断裂腱を 15分前後牽引して筋

の拘縮を軽減する．
 B：2本の腱が分離しないように断裂端を縫

合し，再建に必要な長さの腱を筋腹から剥離
して，中枢側で切離した後に反転する．この
際，もう一方の腱の遠位に小切開を加えて反
転した腱を通して interlacing sutureを行う．

 C：反転した腱を末梢側の断裂腱と interlacing 
sutureする．この症例では EDC4を力源とし
て EDC5の中枢側を反転し，EDC4の末梢側
と縫合した．EDC5の末梢側には EIPを移行
した．
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反転して末梢側と縫合した 7例の平均可動域は，中
指（伸展 ／゚屈曲 ）゚: 0.71±9.32／73.6±9.88，環指 : 
0.71±12.39／76.4±16.33， 小 指 : 0±9.57／71.4±
19.30であった．EDC2へ断裂腱を端側縫合した 6例
は中指 : -10.0±11.40／66.7±13.66,環指 : -7.5±6.89
／61.67±16.32，小指 : -8.33±10.33／60.0±25.30で
あった．3指罹患例を再建方法による可動域の差を
Mann-Whitney’s U testを用いて検討したが統計学
的に有意差はなかった．
【症例提示】
症例 1: 70歳女性，20年来の関節リウマチである．

小指の伸展不全を自覚してから 4か月で手術を施行
した．MP関節は Larsen grade 2であった．手関節
および腱周囲の滑膜切除と S-K法を施行した後，
EDC4の中枢側を反転し，1本化した EDC3・4と
interlacing suture を行い，EDC5・EDM に EIP を
移行した（図 3）．術後 18か月の調査時，環指・小
指ともに -5 の゚伸展制限があるものの伸展筋力は十
分であり，屈曲は中・環指 80 ，゚小指 90 と゚良好で
患者の満足度は高かった（図 4）．
症例 2：45歳女性，小指の伸展不全を自覚してか
ら 1年 2か月，中指の伸展不全を自覚してから 3か
月で手術を施行した．MP関節は Larsen grade 2で
あった．手関節および腱周囲の滑膜切除と橈骨矯正
骨切り術および S-K法を施行した後，EDC4の中枢
側を反転し，1本化した EDC3・4・5と interlacing 
sutureを行った（図 5）．術後 5年の調査時，全指
が完全伸展可能であり，屈曲可動域も良好で患者の

満足度は高かった（図 6）．
症例 3：40歳女性，4指断裂例である．小指の伸

展不全を自覚してから 2か月時に転倒し，中・環指
の伸展不全を自覚したが，手術待機中に示指の伸展
不全も出現した．小指伸展不全の自覚から 4か月で
手術を施行した．MP関節は Larsen grade 2～3で
あった．手関節および腱周囲の滑膜切除と S-K法を
施行した後，EDC2の中枢側を反転してEDC2・3へ，
EDC4の中枢側を反転して EDC4・5と interlacing 
sutureした（図 7）．術後 2.5か月では伸展筋力は弱
く可動域も不良で，屈曲時には中枢側縫合部の疼痛
を訴えていたが，術後 5か月で伸展・屈曲ともに良
好な可動域が得られ疼痛も消失しており，患者の満

図 3 症例 1．70歳．女性．3指断裂例
 A：術前 X線像　MP関節は Larsen grade Ⅱであった．
 B：中・環・小指はMP関節伸展不能であったが，示指で中指を支えて伸展させている．
 C：EDC3.4.5, EDMが断裂しており，EDC4の中枢側を反転して EDC3.4へ縫合し，EIP

を EDC5へ移行した．

図 4 症例 1．70歳．女性．3指断裂例
 術後 18ヵ月の調査時，環指・小指ともに -5°のMP

関節の伸展制限を示したが，屈曲可動域は良好で
あった．
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足度は高かった（図 8）．

【考　察】
複数指伸筋腱皮下断裂の再建方法として，池上
ら 4)5) は 4指断裂例であっても EIPと 1本化した末
梢側を端側縫合することで十分な伸展可動域が獲得
されると報告している．一方，水関ら 6) は EIPで
は 3指断裂の再建の力源として不十分であるとし，
環・小指断裂例では EIP移行，尺側 3指断裂例で
は中指に EIPを移行し，環・小指には腱移植術を
勧めている．橋本ら 7) は単一の腱を力源とする再
建は 2指までとし，環・小指断裂例では EIPを移
行し，尺側 3指断裂例では EDC2を EDC3へ移行

して，環・小指に EIPを移行すると報告している．
著者らは 2005年までは 3指罹患例の再建方法と

して，断裂腱末梢側を尺側から順次端側縫合を行っ
て全て EDC2へ縫合してきたが，EDC5の断裂末梢
側が短い症例では，腱が橈側へ牽引されて横走する
ため長軸方向への滑走距離が短くなり，伸展を主に
再建するとMP関節の屈曲可動域が不良な症例が
散見された．また健常腱である EDC2に EDC3・4・
5あるいは EDC3・4を端側縫合することは，尺側
の腱の走行が橈側へ変化し，長軸方向への滑走距離
が短くなる．あるいは，逆に EDC2が尺側方向へ
牽引されることで健常である示指MP関節の屈曲
制限も危惧される．
断裂腱の中枢側は断裂後滑走せず，myostatic 

contractureを生じるが，山本 8) は日本猿の前腕筋
を用いた実験で，筋固有最大伸縮幅は腱切離後 4週
で最も減少（FDP90％，　EDC73％）するものの，
腱切離後 16週後でも腱縫合あるいは腱移植後 16週
で最大伸縮幅正常の 90％以上に回復し，可逆性で
あると報告している．また筋固有最大伸縮幅は切離
腱近位端の退縮位置から他動的に伸展可能な距離の
2.04～2.17倍であるとし，齋藤 9) は 1.5～1.8倍であ
ると報告している．
これらの報告を基に 2009年以降は，3指以上の
伸筋腱断裂の再建方法として最終腱断裂から 4か月
以内の症例であれば隣接する健常腱へ端側縫合せ
ず，断裂腱の中枢側を反転して末梢側と縫合し，

図 5 症例 2．45歳．女性．3指断裂例
 A：術前 X線像　MP関節は Larsen grade Ⅱであった．
 B：中・環・小指はMP関節伸展不能であった．
 C：EDC3は瘢痕で連続していたが，EDC 4・5は完全断裂していた．EDC4の中

枢側を反転し，1本化した EDC3・4と interlacing sutureし，EDC5の末梢側には
EIPを移行した．

図 6 症例 2．45歳．女性．3指断裂例
 橈骨矯正骨切り術および S-K法を腱の再建と同時

に施行した．術後 5年の調査時，全指が完全伸展
可能であり，屈曲可動域も良好であった．
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EDC5・EDMには EIPを移行する方法を施行して
いる．また，尺側 2指腱断裂例においても EDC4
あるいは 5の中枢側を反転して EDC4の末梢側と
縫合し，EDC5の断裂末梢側が短い症例では ,EIP
を EDC5・EDMに移行する方法を行っている．こ
れらの症例は術後 2～3か月は伸展が不良な場合が
多いが，4～6か月をかけて徐々に伸展可動域が改
善し，最終的には力強く良好な伸展運動可動域を獲
得していた．1例ではあるが 4指断裂例に対して，
EDC2と 4の中枢側を反転して末梢に縫合すること
で，術後 5か月には力強い伸展と良好な屈曲可動域
が獲得された．

手術中に電気刺激による筋の amplitudeの測定は
行っていないため．切離腱近位端の退縮位置から他
動的に伸展可能な距離の約 2倍であると想定して縫
合の緊張度を決定しており，術者の経験に依存する
ところが大きいが，手関節最大背屈位で指尖が手掌
に付く程度で縫合を行うことで満足できる結果が得
られている．

【まとめ】
複数指伸筋腱皮下断裂の再建方法として，断裂腱
の中枢側を反転して用いる方法は myostatic con-
tractureに陥った断裂筋を力源とするために，改善

図 7 症例 3．40歳．女性．4指断裂例
 A：MP関節は Larsen grade Ⅱ～Ⅲであった．
 B：滑膜切除と S-K法を施行した．
 C：EDC2～5, EIP, EDMが全て断裂していたため，EDC3・4の

中枢側を反転した．EDC3を EDC2・3と，EDC4は EDC4・5と
interlacing sutureした．

図 8 症例 3．40歳．女性．4指断裂例
 A：術後 2.5か月ではMP関節の伸展・屈曲ともに可動域は不良であった．
 B：術後 5か月では良好な屈伸可動域が得られた．
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に時間を要すものの伸展筋力は良好であり，再建し
た腱の走行が長軸と平行となることで良好な屈伸可
動域が獲得でき，多数指伸筋腱皮下断裂の再建方法
の一つとして推奨できる方法と考えられた．

【利益相反の開示】
本研究発表に関連し，開示すべき COI関係にあ
る企業等はありません．
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陳旧性手指MP関節部伸筋腱脱臼の手術療法の経験
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筆者らが行った陳旧性手指MP関節部伸筋腱脱臼の手術例について，その病態，手術処置と治療成績につ
いて検討した．対象症例は，11例 12手 20指である．内訳は，外傷性 3例，特発性 5例，変性性 3例で，
男性 3例女性 8例，手術時年齢は，平均 51.0歳であった．罹患指は，単独指 6例，複数指 5例 6手であった．
手術は，局所麻酔下に行った．病態は，矢状索の片側の断裂あるいはゆるみ，もしくは腱間の断裂あるいは
裂離であった．手術は，基本的に矢状索の損傷部あるいはゆるんでいる方を切開・新鮮化して縫縮し，バラ
ンスが悪い場合は，脱臼側の矢状索の減張切開あるいは腱間結合の切離を行い，自動運動で緊張を確認した．
術後は制限下に早期運動を行わせた．4か月以上の経過観察で，全例，再脱臼なく，疼痛なく，MP関節の
可動域は健側比 100％であった．伸筋腱脱臼の病態には variationがある．手術は，局所麻酔下に病態をよく
観察した後，矢状索のバランスを整える処置を行うことが重要である．

【緒　言】
手指MP関節伸筋腱脱臼の陳旧例の手術法につい

ては，種々の方法が報告されている．筆者らは，い
ろいろな病態を経験し，手術を行ってきた．今回，
筆者らが行った手術例に関して，その病態，手術処
置と治療成績について検討したので報告する．

【対象と方法】
対象症例は，明らかな外傷あるいは症状に気づい

てから 4週以上経過し，手術を行った手指MP関節
伸筋腱脱臼 11例 12手 20指である．
症例の内訳（表 1）は，男性 3例女性 8例，手術
時年齢は，平均 51.0（27～79）歳であった．罹患側
は，右手 4例　左手 6例，両手 1例，罹患指は，単
独指 6例（示指 1例，中指 2例，環指 1例，小指 2例），
複数指 5例 6手（中環指 2例，中小指 1例，環小指
1例，中環小指 1例両手）であった．原因は，外傷
性 3例（閉鎖性・遅発性 1例　開放性・陳旧性 1例　

受理日　2015/10/18
＊筑波大学付属病院　土浦市地域臨床教育センター　〒300-8585　茨城県土浦市下高津 2-7-14　霞ヶ浦医療センター内
＊＊筑波大学医学医療系整形外科
＊＊＊キッコーマン総合病院整形外科

表 1 症例の内訳
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閉鎖性・陳旧性 1例），特発性 5例，変性性 3例（関
節リウマチ 2例・SLE1例）であった．
＜手術法＞
全例局所麻酔下に手術を行った．皮膚切開は，単
独指の場合は緩い弧状縦切開，複数指の場合は指ご
とに弧状縦切開，あるいは横切開を用いた．病変部
を展開し，病態を観察した．手術は，基本的に矢状
索の損傷部あるいはゆるんでいる方（脱臼の反対側）
を切開・新鮮化して縫縮（図 1. a）し，バランスが
悪い場合は，脱臼側矢状索の減張切開あるいは腱間
結合の切離を加えた（図 1. b）．腱間が裂離してい
た症例（小指に多い）では，腱間を縫合した上でバ
ランスを整えた（図 1.c）．症例によっては，これに
加え，腱間結合を切離反転して折り返す（図 1. d），
腱間結合の一部を切離・半裁し折り返す（図 1. f），
あるいは脱臼側伸筋腱の近位部を一部縦に割いて折
り返す（図 1. g）などの補強処置を行った．
＜後療法＞
術後MP関節約 30 掌゚側シーネ固定を行い，術後

数日内にリハビリを開始した．IP関節の屈伸は自
由とし，シーネ下制限内に穏やかなMP関節の屈
曲および伸展運動を行わせた．2週でシーネを除去，

隣接指と buddy tapingし，徐々にMP関節の屈曲
を増加させ，4週で buddy tapingを除去した．
＜検討項目＞
（1）単独指罹患の場合の病態と手術処置（矢状索
断裂部あるいはゆるんでいた方の縫縮で伸筋腱脱臼
の整復が得られたか，脱臼側矢状索の減張切開ある
いは腱間結合の切離が必要であったか），（2）複数
指罹患の病態と手術処置，（3）治療成績　4か月以
上経過観察し，再脱臼の有無，疼痛の有無，MP関
節の可動域（健側比）を調べた．

【結　果】
（1）単独罹患 6例の病態は，5例（症例 3，4，5，

9）が橈側矢状索のゆるみ，あるいは断裂で，2例（症
例 10，11）は固有小指伸筋腱の 2本が合わさった部
分の裂離あるいは断裂で，離開部の両側方の腱が両
側方に脱臼していた．手術処置としては，特発性の
1例（症例 3）は，尺側腱間結合の切離を行うことで，
伸筋腱が脱臼しなくなり安定化した．外傷性の 2例
（症例 9，11）は，断裂部が明らかで，新鮮化と縫
合で伸筋腱は安定化した．特発性の 2例（症例 3，4）
は，ゆるみがあった橈側矢状索の縫縮だけでは安定

図 1 伸筋腱脱臼の手術処置　a.ゆるい側矢状索の縫縮　b.脱臼側矢状索の減張切開＋ゆ
るい側矢状索の縫縮　c. 小指 EDM腱裂離部の縫合　d.Wheeldon法  e.Michon＆
Vichard法　f.半裁した腱間結合による補強　g.脱臼側伸筋腱の一部による補強
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化せず，尺側矢状索を減張切開し，橈側矢状索を縫
縮する必要があった（図 1. b）．症例 10は尺側矢状
索を減張切開し，腱間を縫合した（図 1. c）．
（2）複数指罹患のうち，関節リウマチの 2例 3手
（症例 1，2）は，その病態が橈側矢状索のゆるみで
あった．手術処置として，橈側矢状索の縫縮のみで
は安定化せず，水関の報告 1) に準じ，尺側腱間結
合の切離，尺側矢状索の切開・小指外転筋腱の切開
などを行った．SLEの症例（症例 6）は矢状索が低
形成であり，尺側腱間結合を切離し，Wheeldon法
（図 1. d）を行った．特発性の 1例（症例 7）は，中
指小指それぞれ，その病態は橈側矢状索のゆるみと
小指伸筋腱間の裂離であり，それぞれの手術処置を
行った（図 1. f, c）．外傷性・遅発性の 1例（症例 8）
は，環指伸筋腱が 2本合わさるようになっていたも
のの真ん中が裂けて，それぞれが両側方に脱臼する
ようになっていた．代表症例として，後述する．
（3）全例再脱臼なく，疼痛なく，可動域は健側比

100％であった．
【症例提示】
症例 8：27歳，男性，造園業．
主訴：左環指が屈曲しづらく，痛い．
現病歴：H.23年，7月に機械に環指を挟まれて受

傷．末節部の切断に加え，中節骨の開放骨折があり，
3か月たって，感染が治らないとのことで，当科へ
紹介された．末節骨と中節骨の骨髄炎であったた
め，腐骨を切除（中節骨頚部で切断）し，抗菌剤の
投与を行い，翌年 1月に治療終了となった．しかし，
徐々に左環指屈伸時の違和感が生じるようになり，
翌年 7月に再診した．
身体所見：肉眼的にMP関節屈曲時，環指の伸

筋腱が弾発音とともに尺側に脱臼するように見え，
同時に小指の伸筋腱も尺側に脱臼した．
術中所見：展開すると，環指の伸筋腱が近位で 2
本に分かれていて，MP関節の屈曲とともに伸筋腱
の中央が裂けるよう広がり，両側方に脱臼した（図
2．a）．橈側部分が中手骨頭と当たり，跳ねるよう
に弾発を生じていた．また，尺側部分の脱臼に伴っ
て，小指伸筋腱は全体的に尺側に脱臼した．まず，
環指伸筋腱中央の離開部を縫合したが，緊張が強
く，屈曲により容易に再断裂した．このため，橈尺
側両方の矢状索を減張切開し，再度縫合した．これ
により，伸筋腱は脱臼しなくなったが，なお全体的
に尺側へ偏位したため，尺側を切り足し橈側を強め

に縫合して緊張を整えた．また，この処置により小
指伸筋腱の脱臼も軽くなった．試しに尺側への腱間
結合の近位部を橈側に牽引してみたところ，小指の
伸筋腱も脱臼しなくなることがわかった．このた
め，環指伸筋腱の尺側を一部縦割反転し，腱間結合
を橈側へ引っ張るように橈側矢状索に縫合したとこ
ろ，小指伸筋腱の脱臼も消失した（図 2．b）．
術後経過：前述のように後療法を行った．4週で

可動域は健側比 100％となり，8週で痛みなく，仕
事に復帰した．術後約 2年半の現在，再発はない．
本症例は，当初，環指に重度の外傷があり，環指
伸筋腱脱臼は遅発性に生じているものの，これが別
個に特発性に生じたとは考えにくい．おそらく，当

図 2 症例 8の手術所見　a.環指MP関節屈曲時　環指
伸筋腱はその中央が裂けるよう広がり，両側方に
脱臼した（↓は伸筋腱の離開部）．b.手術処置　環
指伸筋腱橈尺側両方の矢状索を減張切開し，中央
の裂離部の縫合に加え，伸筋腱が中央に位置する
ように橈側矢状索を縫合することで緊張を整えた．
また，環指伸筋腱の尺側を一部縦割反転し，腱間
結合を橈側遠位へ引っ張るように橈側矢状索に縫
合したところ，小指伸筋腱の脱臼も消失した．
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初から部分裂離するような受傷があり，裂離部分が
徐々に広がって発症したものと思われる．

【考　察】
MP関節伸筋腱脱臼は，McCoyら 2) によって，
先天性，外傷性，変性性に分類されていたが，生田
ら 3) は，軽微な外力で生じるものがあることから，
特発性を追加した．石突ら 4) は，特発性は軽微な
外力で発症し，病態は矢状索浅層のみの断裂，外傷
性は，強い外力での損傷で，深層さらには関節包ま
で断裂があると報告している．筆者らの症例では，
外傷性に打撲による閉鎖性損傷と創の裂離を伴う開
放性損傷があった．特発性と外傷性は，受傷機転と
して強い外力の有無で区別できるが，陳旧化する
と，展開しても区別がつきにくいことが指摘されて
いる．病態的には，多くの場合，片側（ほとんどが
橈側）の矢状索の断裂あるいはゆるみであり，MP
関節の屈曲とともに伸筋腱がその反対側（ほとんど
が尺側）に脱臼する．このほか，伸筋腱の間が離開
して脱臼する場合がある 4)5)．この裂離して脱臼す
る病態は，特発性（症例 7，10），外傷性（症例 8，
11），いずれの原因でも生じ，決して稀ではない．
筆者らが経験した小指罹患例は石突ら 4) の症例と
同じく，総指伸筋腱と固有伸筋腱の間ではなく，小
指固有伸筋腱の 2本の間での離開であった．原因と
病態には variationがあるので，局所麻酔下に手術
を行い，病態をよく観察することが重要であると考
えられる．
手術処置に関して，多くの報告がある 1)2)4)6)9)．中

には，矢状索から中央索の一部を裂いて虫様筋に引
っかけて制動したり（McCoy法 2)），伸筋腱の一部
を裂いて深横中手靭帯や橈側側副靭帯に引っかけて
制動する（Watson法，Carrol法）ような複雑な方
法も報告されている．しかし，今回の症例の経験か
ら考えて，バランスを整えることは矢状索の処置で
可能で，あまり複雑な制動処置は必要ないと考えら
れる．すなわち，手術処置は，断裂部あるいはゆる
んでいる部分の縫縮（図 1. a）が基本で，十分整復
できない場合に，脱臼側の矢状索の切開，あるいは
腱間結合の切離による減張を行ってから縫縮の程度
を調整すれば安定性を得ることができる（図 1. b）．
今回，縫縮のみで処置できたものは，外傷性の 2例
のみで，他の症例では減張切開を行う必要があっ
た．症例 8は稀な症例であるが，外傷性であっても，

受傷からの期間が長くなれば，減張切開が必要にな
ると考えられる．
減張切開に関して，矢状索の切開と腱間結合の切
離の 2つの方法がある．筆者らは当初，関節リウマ
チの症例を経験したため，水関らの報告 1) に準じ，
腱間結合の切離を行っていた．しかし，腱間結合は
尺側指の伸筋腱の安定性に影響するため，現在で
は，矢状索の切開を行うことにしている．
矢状索の厚さは個々の症例によって異なる 4)．

我々は，縫縮を行う際，切開した橈側矢状索を厚み
のある中央の伸筋腱の部分に縫合するようにしてい
るが，矢状索が薄い場合があり，伸筋腱の安定性を
より強固にするため，補強処置を追加している．そ
の方法として，筆者らはWheeldon法（図 1. d）や
Michon＆ Vichard法（図 1. e）を参考に，隣接伸
筋腱に影響を与えず，補強が効果的になるようにこ
れらを改変して行っている．すなわち，尺側に腱間
結合がある場合，この半分を切離・半裁し折り返し
て縫合し（図 1. f），腱間結合が利用できない場合は，
尺側の伸筋腱の一部を裂いて折り返して縫合してい
る（図 1. g）．
後療法として，3～4週間の外固定が一般的であ

るが，早期運動療法の報告も散見される．石突ら 4)

は，受傷後早期の症例が多いが，陳旧例では腱間結
合を用いた補強を加え，抜糸まで包帯による制限を
加え，抜糸後は ADLにおける手の使用の注意を行
い，早期から自動運動を行わせている．村田ら 9)は，
Wheeldon法 7)（図 1. d）やMichon＆ Vichard法 8)

（図 1. e）などの補強処置を追加した上，1週間外固
定の後，自動運動を行わせている．野中ら 10)は橈屈・
伸展位のスプリントを作成し，術翌日からセラピス
トがついて，橈屈しながら自動運動を開始し，4週
でスプリント除去，自動運動を行わせている．解剖
学的にMP関節部の伸筋腱に対しては，IP関節の
運動は関与が少なく，また，MP関節の屈曲角度が
大きくなるにつれ尺側方向への牽引力が強くなる．
これらのことを考慮し，筆者らは，術中に自動運動
で伸筋腱の十分な安定性を観察した上で，IP関節
の運動は自由とし，MP関節の屈曲を制限した状態
で穏やかなMP関節の屈伸を行わせる早期運動療
法を行っている．4～5週でほぼ正常の可動域が得
られるので，可動域の回復が早いと考えられる．
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【まとめ】
1．MP関節部伸筋腱脱臼の病態は，矢状索の片
側の断裂あるいはゆるみ，もしくは腱間の断裂ある
いは裂離である．

2．手術は，局所麻酔下に病態をよく観察し，矢
状索のバランスを整える処置を行えば，良好な結果
が得られる．

【利益相反の開示】
本研究発表に関連し，開示すべき COI関係にあ
る企業等はありません．

【文　献】
1） 水関隆也ほか．RA手指伸展障害をきたしたMP関節
伸筋腱脱臼例の検討．日手会誌 20: 399-402, 2003．

2） Mc Coy FJ, et al. Lumbrical loop operation for luxation 
of the extensor tendons of the hand. Plast Reconstr 
Surg 44: 142-146, 1969.

3） 生田義和ほか．指伸筋腱脱臼の 2例．整形外科 21: 
1113-1116, 1970．

4） 石突正文ほか．MP関節部における伸筋腱脱臼．関節
外科 29: 944-949, 2010．

5） Inoue G. Dislocation of the extensor tendon over the 
metacarpophalangeal joints. J Hand Surg 21A: 464-469, 
1996.

6） Kettlekamp DB, et al.Traumatic dislocation of the long 
finger extensor tendon: a clinical, anatomical, and bio-
mechanical study．J Bone Joint Surg 53A: 229-250, 
1971．

7） Wheeldon FT, et al.Recurrent dislocation of the exten-
sor tendons in the hand．J Bone Joint Surg 36B: 612-
617, 1954．

8） Michon J, et al. Luxations laterals des tendons ex-
tenseurs en regard de l’articulation metacarpo-phalangi-
enne．Rev Med Nancy 86: 595-601, 1961．

9） 村田景一ほか．MP関節部における伸筋腱脱臼の治療
経験．日手会誌 13: 148-151, 1996．

10） 野中信宏ほか．MP関節部での伸筋腱脱臼例に対する
術後早期の運動療法．日手会誌 28: 242-244, 2011．



－ 22－

日手会誌（J Jpn Soc Surg Hand），第 32巻　第 6号　874-879，2016

特発性前骨間神経麻痺の神経線維束間剥離術術後の
筋力回復過程
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特発性前骨間神経麻痺（以下 SAINP）に対する神経線維束間剥離術後の筋力回復について報告する．筋
電図検査で少なくとも一方の筋がM0で手術を行った SAINPで術後 6ヶ月以上観察できた 28例を対象とし，
術後 FPL，FDP の筋力を後ろ向きに調査した．回復不良例は 2例で，他の症例は，FPL，FDPともにM3
以上に回復した．術後 FPL，FDPの回復は平均 4.5-5ヶ月で認められた．手術治療の成績は FPLでは保存治
療に比べ有意に良好で，FDPではより多くM5に回復していた．成績不良例はM1への回復が 7ヶ月以上か
かっていた．FPLでは最も遠位あるいは近位にあるくびれの位置が末梢側にあるほどM1に回復するのは早
い傾向にあった．手術時期が早い程 FPLはM1に回復しやすい傾向が見られた．発症 1年までに手術した
全例と発症 1年以上で手術した 8例中 6例はM3以上に回復した．

【緒　言】
特発性前骨間神経麻痺（以下 SAINP）は神経麻痺

の原因が明らかでない麻痺で，多くは疼痛とともに
発症し，神経痛性筋萎縮症の亜型と考えられている
が，その原因については不明である 1)．麻痺患者の
神経線維束間剥離術を行うと前骨間神経の神経束に
くびれが認められ，初診時筋力がM0の患者で 2年
以上経過観察しえた症例の比較では手術治療が保存
治療にくらべ有意に回復していることを報告した 2)．
本疾患の自然経過の調査では，FPL，示指 FDPと
もに 1年で 40％がM3以上，20％がM4以上に，2
年では 80％がM3以上，60％がM4以上に回復す
るが，20％は成績不良であること，回復開始には平
均で発症後 7～8ヶ月かかること，発症後 9ヶ月から
1年以内に回復が始まると回復がないものに比べ成
績が良好であることを報告した 3)．本研究では本疾
患患者に対して神経線維束間剥離術術を行った後の
麻痺筋の筋力回復過程について報告する．

【対象と方法】
対象は，1992年から 2014年の間に当院もしくは

東京大学整形外科末梢神経外来を受診し特発性前骨
間神経麻痺と診断した患者のうち，長母指屈筋（以

下 FPL）または示指深指屈筋（以下 FDP）の筋力
が筋電図検査等により完全麻痺と評価された患者
で，術後 6ヶ月以上経過観察が可能であった 27例
27手を対象とした．年齢は 23歳 -69歳（平均 44.8
歳），男 12例女 15例，右 16例，左 11例で，長野
分類 4) の 1型 9例 2型 11例であった．発症から初
診までの期間は 3日 -12ヶ月（平均 5.6ヶ月），発症
から手術までは 4ヶ月 -17ヶ月（平均 9.1ヶ月），術
後経過観察期間は 8ヶ月 -72ヶ月（平均 27.4ヶ月）で
あった．FPL，FDPの術後筋力（Medical Research 
Council ScaleでM0からM5までの 6段階評価）を
診療録より，また，手術中に顕微鏡下に観察された
くびれの数と肘窩皮線からの位置，くびれ部の線維
の捻れの方向（前腕を回内する方向か回外する方向
か）を手術記録より後ろ向きに調査し，FPL，FDP
の術後筋力回復過程，患者背景や手術中に観察され
たくびれの数，捻れの方向と最終筋力，M1回復時
期と最終筋力やくびれの位置，手術時期について評
価した．統計学的判定には，Spearmannの相関な
らびにMann-Whitney U検定を，四分表の検定には
Fisherの検定を用いた．

受理日　2015/10/18
＊東京都立広尾病院　〒150-0013　東京都渋谷区恵比寿 2-34-10
＊＊横浜労災病院整形外科
＊＊＊東京逓信病院整形外科
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【結　果】
術後 FPLの筋力回復に要する期間は，手術から

M1まで平均 5ヶ月で，M2には 7.6ヶ月，M3には
9ヶ月で，FDPではM1までが 4.5ヶ月，M2が 9.8
ヶ月M3が 11.3ヶ月であった．ともに 1ヶ月までは
比較的ばらつきが少なく，それ以後は SDが大きく
なる傾向にあった（表 1）．

FPLの回復は，術後 3ヶ月以内に回復するものは
少なく，6ヶ月ではほとんどに回復が見られていた．
その後徐々にM3以上の割合が増加し，1年では 8
割がM3以上，最終的に 9割以上がM3以上に回復
していた．一方，M4以上になるのは 6割程度であ
った．回復不良が 1例存在した（表 2）．

FDPの回復は，やはり 3ヶ月以内に回復するもの
は少なく，以後徐々に回復が見られた．1年では 6
割，2年では 8割が，最終的には 9割弱がM3以上
に回復し，55％がM4以上に回復したが成績不良も
二人存在していた（表 3）．統計学的には FPLと FDP
の間には特に回復の程度に差はみられなかった．
筋力の回復結果と患者要因の関連について調べた

が，年齢，手術までの期間，くびれの数，くびれの
捻れの方向，くびれの位置と最終的な筋力との間に
は特に有意な関係は認められなかった（表 4）．
手術からM1までの回復期間と最終的な筋力との
関係を調べると，M3以上に回復した症例はすべて
7ヶ月以内に回復が始まっていたが，成績不良例は
M1までの回復に 7ヶ月以上を要し回復が遅れてい
た（図 1）．
手術からM1までの回復期間とくびれの位置との
関係では，FPLは，最遠位のくびれ，あるいは最近
位のくびれの位置が末梢側にあるほど回復が早い傾
向が認められた（図 2）．しかし，FDPにおいては
そのような相関は認めなかった．また，FPLでは手
術時期が早いほどM1への回復が早い傾向がみられ
た（r＝0.48, P＝0.018）が，FDPにはそのような関
係は見られなかった．

【考　察】
昨年本学会で報告した保存治療の回復過程 3) と比
較すると，M1までの回復期間は保存治療の 8ヶ月

表 1 術後 FPL, FDP1 筋力の回復時期 表 2 術後 FPLの回復過程

表 3 術後 FDPの回復過程 表 4 患者因子と最終筋力
 検定：Mann-whitney U test，

Spearmann’s correlation
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と 7ヶ月に比べ 5ヶ月と 4.5ヶ月で 2ヶ月半から 3ヶ
月回復が早いことが判明した．これは，保存治療で
は発症から神経の再生がはじまるまでにしばらく時
間がかかる，あるいは神経再生速度が遅くなる何ら
かの要因があることが考えられる．一方，手術後の
回復時期は 4.5ヶ月と 5ヶ月，SDもともに 1.8と比
較的回復時期が集中しており，手術の効果が反映さ
れていると考えられる．術後M1までの期間が 7ヶ
月以上になると回復不良例が含まれるようになる．
これは順調に回復していないということであり，手
術で問題が解決されていない場合や手術操作による
神経損傷が加えられているなどの可能性がある．
発症もしくは手術からの経時的な FPLの回復で
は，M3以上になる割合，M4以上になる割合とも
に手術治療が保存治療にくらべて割合が高く，最終
的にM3以上の割合で 10％，M4以上の割合では 20
％以上差がみられた．最終成績において手術例は保
存治療より有意に良好な回復を示した（表5）．一方，
FDPでは FPLの場合と同様に手術治療の方が保存
治療に比べてM3以上，M4以上の割合が高い傾向
にあるものの，FPLの場合ほど差はなく最終的には

10％以内の差となった．最終成績の検定では 0.08と
有意水準は満たさなかった（表 6）．
しかし，FDPの最終結果において手術例でM5に
回復した例が多いため，両群間で，M5の回復とM4
以下の回復とに分けて四分表検定を行うと，手術例
では有意にM5の回復が多いことが判明した（表7）．
手術の有効性について考察すると，術後M1までの
期間が自然回復に比べて短く，かつばらつきが少な
いこと，くびれの高位とM1回復時期に関係がある
こと，手術治療の方が保存治療に比べ成績が良いこ
と，FDPがM5に回復しやすいことなどの結果は本
疾患に対する手術介入の positiveな効果を示唆する
データであると考えられる．

1年以上経過してから手術を行った症例は 8例で
あった（表 8）．最も遅い手術例は発症後 17ヶ月で
手術を行ったが，M3に回復した．8例中 2例で回
復がM2以下であったが，他の 6例では FPL，FDP
ともにM3以上に回復していた．
成績不良の 2例は，一人は 49歳男性で，発症後

13ヶ月で手術し，9ヶ月でM1に回復したが，その
後は回復がみられなかった．手術時に肘上 7 cmと

図 2 くびれの位置と FPLのM1回復時期

図 1 術後M1回復時期と最終筋力 成績不良例（●）は回復に術後 7ヶ月以上
を要していた．
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表 5 保存治療と手術治療の回復過程（FPL）最終成績 P＝
0.042　Mann-Whitney U検定

表 6 保存治療と手術治療の回復過程（FDP）最終成績 P＝
0.081　Mann-Whitney U検定

表 7 保存治療と手術治療の回復過程（FDP）手術例では
有意にM5の回復が多い．P＝0.033 Fisher 検定

表 8 発症後 1年以上経過して手術した症例 括弧内は不全麻痺で術前
のMMTを示す．網かけは成績不良例
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10 cmの位置にくびれが合計 2つ確認されたが，そ
の近位側の神経束の色調は変化したままで，正常化
するまで中枢方向へ展開確認できずに手術を終了し
ており，完全にくびれが解除されたかどうか確認で
きていない症例であった．
別の一人は，37歳女性で，発症 12ヶ月で手術を

実施し，肘下 3 cmに 2カ所くびれが確認された．
術後 2ヶ月時点からうつ状態で外来受診できていな
かった．術後 22ヶ月時点で再診時，FDPはM1で
あり，その後 27ヶ月まで経過観察したが回復は FPL
がM3，FDPはM2に留まった．本例が成績不良と
なった原因は不明であるが，所見の特徴として肘上
にはくびれがなく，肘下 30 mmと 35 mmと最も遠
位にくびれが存在した症例であった．
これまでの本疾患の手術治療，特に神経線維束を

十分剥離する本術式に関するまとまった報告はなく，
越智らの報告 5) のみである．この報告では全体を剥
離した症例と部分的に剥離した症例を比較している
が，成績に差はなく，FPLと FDPがM4以上に回
復する割合に関しては，FPLで 83％（全剥離）と
80％（部分剥離），FDPで 78％と 82％であり，本
研究では FPL,FDPともにM4以上の回復は FPLで
63％，FDPで 56％と成績が劣っている結果であっ
た．この理由として考えられる原因は，MMT評価，
特にM4の評価が必ずしも同じ尺度で行われていな
いことが考えられる．本研究では，拘縮がない限り
指関節が完全に屈曲可能である（左右対称に母指が
屈曲される，または，示指が中～小指と同様に手掌
に着く）状態がM3と評価している．また，診療録
でM3+やM4-と評価されているものは全てM3，
M4+やM5-はM4と切り捨てで評価を行っている．
結果としてM3とM4とを峻別する基準が検者によ
り異なる可能性が高く，また評価される筋力がほぼ
M3-M4に集中しているため，成績の差が大きくな
ったと思われる．
本疾患に対する神経線維束間剥離術を行う時期に
関して，回復する可能性のある例に対する手術をな
るべく避け，また，文献的考察も含めてM3以上の
回復の可能性がある時期という観点から，発症後 9
ヶ月から 1年の間に手術を行うのが良いと過去に報
告した 6)．昨年本学会での保存治療における回復過
程 3) から，発症後 9ヶ月から 1年時点での筋回復の
有無は発症後 2年時点の回復に有意に関係している
こと，6ヶ月時点では筋力に回復がみられていなく

とも，その後良好な回復をする例もかなり存在する
ことから，有効な麻痺回復の有無を峻別可能な時期
としては発症後 9ヶ月から 1年と考えるのが適切で
あると考えられた．また，今回の手術後の回復過程
から，1年までに手術を行った例は全例M3以上に
回復しており，少なくともM3まで回復を要するた
めには手術を 12ヶ月までに行えばよいことになる．
ただし，6ヶ月未満の手術例においても FPLで 4例
中 1例，FDPで 6例中 2例がM3の回復にとどまっ
ており，より実用的なM4以上の回復のために必要
な条件に関しては未解決の問題として残されている．
また，FPLにおいて手術が早い方が早期に回復す
る傾向が認められたのは，早期手術例の中にすでに
自然回復が始まっている例が含まれている可能性が
考えられる．一方，FDPにおいてこのような傾向が
見られなかったことやくびれの高位と術後M1回復
までの期間に関連が認められなかった理由として，
示指 FDPの EMGが他指 FDPの EMGと分離する
ことが困難であるため，回復の初覚がしばしば EMG
による評価ではなく臨床評価に依らざるを得ない点
が考えられる．

FPLと FDPの回復の順序については，両筋とも
に術前M0であった症例が 15例あり，このうち FPL
が先に回復したものが 7例（46.7％），FDPが先に
回復したものが 4例（26.7％），同時に回復したも
のが 4例（26.7％）で，やや FPLの方が先に回復す
るが統計学的な差はなかった．
本研究の問題点は，患者背景等種々の要因が関与
している可能性があるが，それらの因子を分析する
ためには症例数が少ないこと，また，後ろ向き調査
であり欠損値が多いこと，手術が複数の医師で行わ
れていることやくびれの程度を評価していないこと
が挙げられる．今後，特発性前骨間神経麻痺の全国
調査により，保存治療，手術治療ともに症例数が蓄
積されこれらの関係が明らかとなることが期待され
る．

【まとめ】
1．術後 FPL，FDPの回復は平均 4.5-5ヶ月で始ま
る．

2．手術治療の成績は FPLでは保存治療に比べ有
意に良好で，FDPではより多くM5に回復する．

3．成績不良例はM1への回復が7ヶ月以上かかる．
4．最も遠位あるいは近位にあるくびれの位置が
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末梢側にあるほど FPLがM1に回復するのは早い．
5．手術時期が早い程 FPLはM1に回復しやすい．
6．発症後 1年までに手術した例は全例M3以上

に回復した．

【利益相反の開示】
本研究発表に関連し，開示すべき COI関係にあ
る企業等はありません．

【文　献】
1） Nagano A, et al. Spontaneous anterior interosseous 

nerve palsy．J Bone Joint Surg Br 85: 313-318, 2003．
2） 山本真一ほか．特発性前骨間神経麻痺の予後．日手会
誌 19: 193-195, 2002．

3） 田尻康人ほか．特発性前骨間神経麻痺の保存治療によ
る回復過程．日手会誌 31: 1-5, 2015．

4） 長野 昭ほか．前骨間神経麻痺．日手会誌 3: 28-31, 1987．
5） Ochi K, et al. Surgical treatment of spontaneous anterior 

interosseous nerve palsy: a comparison between mini-
mal incision surgery and wide incision surgery．J Plast 
Surg Hand Surg 47: 213-218, 2013．

6） 田尻康人ほか．特発性前骨間神経麻痺に対する神経線
維束間剥離術の手術時期の検討．別冊整形外科 49: 
182-185, 2006．
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TFCC損傷に対し TFCC縫合術を行った症例の検討　
―直視下および鏡視下縫合術の比較―
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当院にて TFCC損傷に対し，TFCC縫合術を行った 14例を調査し，直視下縫合群 9例，鏡視下縫合群 5
例に分け術後可動域，疼痛，合併症を比較した．結果，可動域に関しては鏡視下縫合群で拡大し，直視下縫
合群で減少した傾向にあったが，統計学的に有意差はなかった．疼痛に関しては，CRPSになった 1例を除
いてすべて軽減もしくは消失した．合併症に関しては，直視下縫合群で尺骨神経障害を 2例にみとめたが，
鏡視下縫合群では認めなかった．可動域や合併症の点では鏡視下縫合群でやや優れていたが，それぞれの手
技に習熟すべき点があり，それを克服することで術後成績向上につながると考えられた．

【緒　言】
当院では，保存的治療に抵抗する三角線維軟骨複
合体損傷（以下，TFCC損傷）の治療として全例関
節鏡視下クリーニングを行った後，2012年以前に
おいては直視下 TFCC縫合術を，2013年以降にお
いては鏡視下 TFCC縫合術（ulnar plus variance例
には尺骨短縮骨切り術を併用）を行っている．今回
TFCC縫合術を行った 14例の術後成績（疼痛，可
動域，合併症）を直視下縫合群，鏡視下縫合群に分
けて比較し，それぞれの群で疼痛が残存した症例に
つき検討したので報告する．

【対象と方法】
対象となったのは 2007年から 2014年に手術を施
行した 14例 14手である．いずれも「手関節背屈位
で手をついた」などの契機となる外傷のエピソード
を有し，ulnocarpal stress test及び，fovea testが陽
性であり，かつMRIにて尺骨小窩に T2強調画像に
て高信号域を認めるものの中で，装具療法等保存療
法が無効であった 14例である．手術方法は直視下
縫合 9例，鏡視下縫合 5例であった．全例で TFCC
縫合を行い，その中で ulnar plus varianceが 2 mm
以上の症例には尺骨短縮を追加した．TFCCの縫合
は 2012年までは直視下縫合術を行い，2013年以降
は鏡視下縫合術を行った．手術時年齢は直視下縫合
群平均 28.3歳（16～42歳），鏡視下縫合群平均 34.6

歳（13～74歳）であった．発症から手術までの期間
は直視下縫合群平均 11.1か月（3か月～2年），鏡視
下縫合群平均 4.6か月（3か月～6か月（これに関し
ては鏡視下縫合群で有意に短かった））であった．
平均 follow up期間は直視下縫合群で 380日（115～
775日），鏡視下縫合群で 364日（157～723日）で
あった．それぞれの群で尺骨短縮骨切りを併用した
のは各々1例あった．TFCC断裂部の Palmer分類
は直視下縫合群では 1b-7例，2-2例，鏡視下群では
1b-3例，2-2例であった（表 1）．これら 14例につ
き術前後の疼痛，可動域，合併症を比較検討した．
なお，疼痛に関しては術前後の VASスコアを評価
し，術後 VASが 0または 1を疼痛消失，2以上を疼
痛が残存していると判断した．可動域に関しては，
術前後の変化量を比較し，統計学的有意差があるか
t検定で確認した．
手術方法
直視下縫合群では背側アプローチで行ったもの 4

例，掌側アプローチで行ったもの 5例であった．ど
ちらの方法においても直視下に TFCCを確認し尺骨
骨幹端より Kwireで骨孔を作成し TFCCを pull-out
法にて縫合した（図 1）．鏡視下縫合群では尺骨骨
幹端部を小皮切で展開し，同部より fossaを貫通し
て TFCC実質部にかけた糸（2-0ナイロン糸）を尺
骨骨幹端上で pull-out法にて縫合した．その際，至
適位置に縫合糸をかけられるよう Nakamura 1) らの

受理日　2015/10/03
独立行政法人地域医療機能推進機構大阪病院　〒553-0003　大阪府大阪市福島区福島 4-2-78
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開発したドリルガイドを用いた（図 2）．

【結　果】
術後，疼痛は CRPSになった 1例を除いてすべて
軽減もしくは消失した．術前よりも軽減したものの
疼痛が残存したのは直視下群で 9例中 4例（背側ア
プローチ 2例，掌側アプローチ 2例），鏡視下群で
5例中 1例あった．
次に可動域に関して検討した．その際，CRPSに
なった 1例は疼痛のため著明な可動域制限が残り，
この例を含んで平均値をとると大きく統計に影響す
ると考えられたためこの 1例は除いて検討した．
背屈変化量は直視下縫合群で -1.25（゚81.25→80 ）゚，

鏡視下縫合群で +21（゚55 →゚ 76 ）゚，掌屈変化量は直視
下縫合群で -2.5（゚77.5 →゚ 75 ）゚，鏡視下縫合群で +18゜
（57 →゚ 75 ）゚，回内変化量は直視下縫合群で -4.2（゚82.7゜
→ 78.5 ）゚，鏡視下縫合群で +12.5（゚75 →゚ 87.5 ）゚，回
外変化量は直視下縫合縫合群で 0（゚84.2 →゚ 84.2 ）゚，
鏡視下縫合群で +2.5（゚80 →゚ 82.5 ）゚であった．鏡視
下縫合群にて可動域が拡大している傾向にあったが
統計学的に有意差はなかった．

合併症としては，直視下縫合群で尺骨神経障害が
2例あった．1例は CRPSとなり，その後の治療に
難渋した．しびれのみを訴えていた 1例は自然消失
した．鏡視下縫合群では特に認めなかった．
症例を提示する．
症例 1；21歳男性．冷蔵庫を運搬中に手をひねっ
た．手関節可動域制限はなかったが頑固な手関節の
尺側部痛が残存した．XP上特に異常所見なく，MRI
で尺骨小窩部に T2強調画像にて高信号域を呈する
箇所を認めた（図 3）．掌側アプローチにて直視下
縫合を行い，術後 4か月時点で疼痛，可動域制限を
残さず治癒した．
症例 2；42歳女性．てんかん発作で転倒し，以降
手関節尺側部痛を訴え，遠位橈尺関節の不安定感を
認めた．理学所見で ulnocarpal stress test陽性，fo-
vea sign陽性であった．XP上特に異常所見なく，
MRIで尺骨小窩部に T2強調画像にて高信号域を呈
する箇所を認めた（図 4）．掌側アプローチにて直
視下縫合を行い，術後不安定性は消失したが術後尺
骨神経背側枝領域の疼痛を自覚し，やがて CRPSと
なった．術後 6か月時点で尺骨神経の確認を行った

表 1

図 2図 1
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ところ神経断裂は認めなかったが，周囲組織との癒
着があった．これに対し神経剥離を行ったが再手術
後も疼痛，可動域制限が残存した．
症例 3；16歳男性．コンクリートにぶつけて以降
右手関節尺側部痛と遠位橈尺関節の不安定性を認め
た．理学所見で ulnocarpal stress test陽性，fovea 
sign陽性であった．X-p上特に異常所見なく，MRI
で尺骨小窩部に T2強調画像にて高信号域を呈する
箇所を認めた（図 5）．鏡視下縫合を行い，疼痛，不
安定感，可動域制限を残さず治癒した．

【考　察】
当科では，外傷後，保存療法に抵抗する TFCC損
傷例に対して TFCC縫合術を行ってきたが，その結
果は概ね良好であった．疼痛は CRPSになった 1例
を除いてすべて軽減もしくは消失した．可動域は術
前後で大きな変化はなかったが，有意差はなかった
ものの鏡視下縫合群のほうが若干良好であった．疼
痛が残存した症例に関してであるが，直視下縫合群
における疼痛が残存した理由として尺骨神経背側枝
障害 1例（背側アプローチ，VAS 10→ 10），ECU 
tenosynovitis1例（背側アプローチ，VAS 9→ 3），尺
骨突き上げ症候群の顕在化（掌側アプローチ，VAS9 
→ 4），不安定性の残存（掌側アプローチ，VAS7→ 4）
が挙がった．鏡視下縫合群において疼痛が残存した
1例は，TFCCの至適位置に縫合糸をかけられず，
少し背側よりに糸をかけた結果となったため，小皮
切をいれ，掌側の関節包の縫縮を追加し，掌側に ten-

sionをかけることでバランスをとった（VAS10→ 3）．
本来の TFCCの isometricな軌道にずれが生じたこ
とが考えられる．なお，尺骨短縮を行ったものは 2
例とも疼痛が消失しており，尺骨短縮は手関節尺側
部痛の除圧を介して疼痛軽減に寄与している可能性
がある．TFCC損傷に対する直視下縫合術の長所と
しては直視下に確実に縫合位置を確認できること，
小窩の掻爬が可能であることがあげられるが，実際
に至適位置に K-wireで骨孔をあけることは容易で
はなく，やや展開が大きくなる傾向があり，結果と
して尺骨神経背側枝障害，時に不安定性が残ったの
ではないかと思われる．他方，鏡視下縫合術は直視
下縫合と同様のことを鏡視下で行う方法である．前
述の target deviceを導入したことで至適位置に縫合
糸をかけることが比較的容易になった．この方法の
長所としては低侵襲であること，複合損傷が確認で
きることが挙げられるが，短所として手技に習熟を
要し，尺骨小窩の確実な掻爬が技術的に困難である
ことが挙げられる．今後は遠位橈尺関節鏡視も行っ
て精度をあげていく必要があると思われる．筆者ら
の症例においては，関節包のダメージを最小限にし
て TFCCにアプローチし，target deviceを使用する
ことで至適位置に糸をかけることが可能となり，結
果，疼痛の軽減につながったことで ROM改善につ
ながったと考えている．ただし今回のシリーズでは
尺骨小窩をブラインドでドリリングを行っているの
みであり，小窩と TFCCとの癒合状態に関しては評
価できていない．Nakamuraら 1) は鏡視下縫合群は

図 4図 3 図 5
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発症 7か月以内の急性例で成績良好であるが慢性例
はデブリドマンが困難のため癒合能の低下があると
考えられると報告している．筆者らの症例では鏡視
下縫合群では発症から 3～6か月で手術を行ってお
り，それが良好な結果につながった可能性がある．

【まとめ】
TFCC損傷 14例に対し直視下，鏡視下縫合術を
行い，その術後疼痛，可動域，合併症を比較検討し
た．疼痛は重症の CRPSを発症した 1例を除いてす
べて軽減した．可動域や合併症の点では鏡視下縫合
群でやや優れていたがそれぞれの手技に習熟すべき
点があると思われ，それを克服することで成績向上
につながることが期待される．

【利益相反の開示】
本研究発表に関連し，開示すべき COI関係にあ
る企業等はありません．

【文　献】
1） Nakamura T, Sato K, Okazaki M, Toyama Y, Ikegami H. 

Repair of foveal detachment of the triangular fibrocarti-
lage complex: open and arthroscopic transosseous tech-
niques. Hand Clin 27: 281-290, 2011.
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遠位での尺骨短縮骨切り術後の
遠位橈尺関節症に関する検討
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我々は主に尺骨突き上げ症候群に対し，一貫して遠位で尺骨短縮骨切り術を行っており，骨切り後の遠位
橈尺関節の変性について検討した．対象は，1995年 4月から 2011年 10月までに遠位で本術式を施行した
79例 84手．男性 21例 23手，女性 58例 61手．手術時平均年齢は 48.3歳．右手 38手左手 46手．術後観察
期間は 2～6（平均 3.6）年．尺骨短縮量は平均 4.2mmであった．術前および最終調査時の単純 X線像を比
較し DRUJに新たに生じた変性変化を評価した．DRUJに新たな変性変化の発現が確認されたのは 84手中
11手（13.1％）であった．尺骨の短縮量は，変化を認めた 11手では平均 4.8 mm，認めなかった 73手では
平均 3.8 mmで，有意差を認めた．また TFCC縫合術を併用した 5手中 2手（40％）で変化を認めた．遠位
で骨切りしても近位での骨切り同様短縮量と変性変化に相関がみられた．また近位で骨切りした諸家の報告
と今回の結果を比較してみたところ，関節症の発現頻度は遠位骨切りの方が少ない傾向にあった．

【緒　言】
尺骨短縮骨切り術は，尺骨突き上げ症候群などに
よる尺側手関節痛を改善させるための術式として確
立されてきている術式である．骨切り部位は骨幹部
が一般的であるが，著者らは 1995年以来，速やか
な骨癒合を得ることを目的に，遠位でステップカッ
ト型の骨切りを行い wiringする骨切りを始めた 1)．
2005年からは固定材料をミニプレートに変更し 2)，
2012年からは自作の骨切りガイドを用いたプレー
ト固定に変更してきたが，骨切り方法は基本的には
同じであり，部位は一貫して遠位である．
これまで多くの術者が用いている近位骨幹部での
尺骨短縮骨切り術では，術後遠位橈尺関節に，レン
トゲン上関節症性変化を生じる症例があることが報
告されてきている．今回の研究の目的は，著者らが
行ってきた遠位での尺骨短縮骨切り術後の遠位橈尺
関節の変性変化を調べることである．

【対象と方法】
1995年 4月から 2013年 2月までに遠位で尺骨短
縮骨切り術を行った 79例 84手を対象とした．内訳
は男性 23手，女性 61手，右 38手，左 46手である．
手術時年齢は 18～75（平均 48.3）歳．尺骨の短縮量

は 3～6（平均 4.2）mmであった．手術から最終調
査（最終 X線検査）までの期間は 2～6（平均 3.6）年
であった．TFCC縫合術を併用した症例が 5手，月
状三角骨間固定を併用した症例が 1手あった．全例
の術前および最終調査時の単純 X線検査で，DRUJ
に新たに生じた関節症性変化につき調査した．
さらに変性変化を認めた群と認めなかった群との
間の尺骨短縮量について比較検討した．

【結　果】
DRUJに新たな変性変化を認めたものは 84手中

11手（13.1％）であった．
変性変化を認めた 11手と認めなかった 73手とで
尺骨短縮量を比較したところ，1％未満の危険率で
変性変化を認めた群で有意に短縮量が大きかった
（両側Mann-Whitny U検定）（図 1）．
また TFCC縫合を併用した 5手中 2手で DRUJ
に変性変化を認めていた．

【考　察】
先に著者らが行っている遠位での尺骨短縮骨切り
術について述べておく．前述したように著者らは
1995年以来，速やかな骨癒合を得ることを目的に，

受理日　2015/10/18
＊社会医療法人里仁会興生総合病院　〒723-8686　広島県三原市円一町 2-5-1
＊＊県立広島大学保健福祉学部
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遠位でステップカット型の骨切りを行い wiringす
る骨切りを始め，2005年からは固定材料をミニプ

レートに変更し，2012年からは自作の骨切りガイ
ドを用いたプレート固定に変更してきた（図 2～5）
が，骨切り方法は基本的には同じであり，部位は一
貫して遠位である．
尺骨短縮骨切り術後の遠位橈尺関節の変性変化と
尺骨短縮量に関して，北野ら 3) は 17例中 6例で変
性変化を認め，その内 5例は 5mm以上短縮してい
たと報告している．櫛田ら 4) や Goo5) らは，変性変
化を生じた群と生じてなかった群を比較し，変性変
化を生じた群の方が有意に短縮量が大きかったと報
告している．遠位で骨切りを行っている演者らの結
果もこれらの報告と同様であった．
すなわち，尺骨短縮骨切り術では，骨切り部位が
遠位でも近位でも，尺骨短縮量が大きい方が DRUJ
に変性変化を生じやすいということが分かった．

図 2 左：骨切り用デバイス．中：皮切　右：遠位は掌側，
近位は背側で，骨膜を軟部を一緒につけたまま剥
離する（骨膜は最後に縫合する）．

図 1 尺骨の短縮量は，変性変化を認めた 11手では平均
4.8 mm，認めなかった 73手では平均 3.8 mmで 1%
未満の危険率で変性変化を認めた群で有意に短縮
量が大きかった（両側Mann-Whitny U検定）．

図 3 左：骨切りデバイスを装着するためのデバイスを用
いて，骨軸に沿って 1.2 mmのピン 3本（楕円ホー
ルに 2本挿入し，透視で骨切り位置を確認しながら
3本目の正円ホールに挿入），遠位の穴に 1.8 mmの
長さの異なるピンを 2本挿入する．中：1.2 mmの
ピンを抜去し骨切りガイドを装着する．右：骨切り
ガイドを 2本の 1.2 mmピンで固定して，1.8 mmの
ピンは抜去する．

図 4 骨切りガイドの浮き上がりを防止するためのピンを挿入し，骨切りガ
イドの骨切りホールに沿って，縦の骨切り，遠位掌側のほぞ穴の骨切
りおよび骨切除，近位背側の骨軸に垂直な皮質の骨切りを行い，骨切
りガイドを除去する．残った近位背側の骨切りおよび骨切除を行う．
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このことと TFCC縫合を併用した 5例中 2例で
変性変化を生じていることを考え合わせると，尺骨
を短縮すると TFCCを介して DRUJが緊張し，短
縮量が大きくなると，DRUJの負荷が高くなり，遠
位橈尺関節に変性変化を生じる可能性が高くなるも
のと推測される．
次に，尺骨短縮骨切り術後の DRUJの変性変化の

発生率を明記している報告について調べた．渉猟し
えた範囲では表 1に示す通り 6)7)8)9) であった．いず
れも近位での骨切りである（表 1）．
遠位で骨切りした演者らの 84例中 11例に OAを

認めた結果と，近位で骨切りした報告者の合計 223
例中 57例に OA変化を認めたという結果とを比較
してみた．χ2検定を行ったところ危険率 0.053で，
統計学的有意差は認めなかった．しかし，近位での
骨切り術後の方が DRUJに変性を生じやすい傾向が
あることが推察される．
有光ら 10) は DRUJのセカンダリースタビライザ

ーとして遠位骨間膜に着目し，dIOMの遠位での骨
切りと近位での骨切りを比較し，近位で骨切りした
方が DRUJの安定性は高かったと報告した．この研
究結果を踏まえると，dIOMが存在する症例では，
この骨間膜が DRUJのセカンダリースタビライザー
として働くため遠位で骨切りするよりも，近位で骨
切りする方が DRUJの緊張が高くなる，すなわち
DRUJにかかる負荷も近位で骨切りした方が高くな
り，変性変化の発生率も高くなるのかもしれない．
この点については，さらに症例を重ねる必要がある
と考える．
また手術からの経過期間と OAの発生との間に相

関があるかは不明である．今回の著者らの研究デー
タで統計処理をしようと試みたものの，OA発症例
が少なすぎ，きちんとした処理はできなかった．著
者は，少なくとも今回のように 2年経過した後の症
例群では OA発症と経過期間の間には相関がないよ
うな印象を持っている．

【まとめ】
1．遠位で尺骨短縮骨切り術を施行した 84手の遠
位橈尺関節の変性変化について検討した．

2．84手中 11手（13.1％）で変性変化が出現・進
行していた．

3．遠位橈尺関節の変性変化の発現は尺骨短縮量
と有意に相関していた．

4．遠位での骨切りでは，近位での骨切りと比較
して，遠位橈尺関節に変性変化が発現する頻度は少
ない傾向にあり，遠位骨間膜に起因する可能性が考
えられた．

【利益相反の開示】
本研究発表に関連し，開示すべき COI関係にあ
る企業等はありません．
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ばね指の術後早期における PIP 関節伸展制限の病態
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腱鞘切離後早期における PIP関節伸展制限の病態を検討した．51例，62指に A1 pulleyの切離を，一部に
隣接 pulleyの追加部分切離を行った．切離後も PIP関節伸展制限が残存した 6指に A2 pulleyの全切離を追
加した．術翌日より後療法を行った．術前の PIP関節伸展制限の程度と A2 pulleyの全切離の有無により 4
群に分け，術後 4週までの PIP関節伸展制限角を検討した．後療法前の屈筋腱の滑動も調査した．術翌日の
PIP関節伸展は 86％の指で術前より悪化し，術前の伸展制限が大きい程，術翌日も大きい傾向があった．一
方，術前の伸展制限が大きくとも A2 pulleyを全切離すると術後悪化率は低下し，伸展制限も軽度の傾向を
示した．術翌日に PIP関節伸展制限を認めた指は屈筋腱の滑動制限を認めた．術後早期の PIP関節伸展制
限の主因は A2 pulley遠位部での屈筋腱の滑動障害と考えられた．

【緒　言】
母指以外の手指ばね指では，A1 pulley切離後に
バネ現象は消失しても PIP関節の伸展制限と痛み
が残り，治療に難渋する症例がある 1)2)3)4)5)．この
ような症例は術前より PIP関節の伸展制限が存在
する場合に多いことが指摘されている 5)．筆者は
PIP関節伸展制限の主な要因が，PIP関節自体の拘
縮では無く，A2 pulley遠位部での屈筋腱の滑動制
限と考え，術翌日より屈筋腱の滑動を促す後療法を
行っている 6)．

PIP関節伸展制限の病態は術前，術後早期，術後
晩期では多少異なる可能性がある．本研究では腱鞘
切開術を施行した症例の術後早期の PIP関節の伸
展制限角と，著者が報告した病態把握検査である屈
筋腱滑動手技 6) の所見より，術後早期の PIP関節
伸展制限の病態を検討した．

【対象と方法】
2013年 1月から 2014年 12月までに手指ばね指
と診断され筆者が腱鞘切開術を行ったのは 81例，
99指であった．このうち A1 pulleyがばね現象の原
因となっており，また術翌日後療法前（以下，後療
法前），術翌日後療法後（以下，後療法後），1週後，
2週後と 4週後の PIP関節伸展制限角の記載のある
51例，62指を対象とした．なお Dupuytren 拘縮合

併例や，関節リウマチ，人工透析の症例は除外した．
平均年令は 58.3（11～87）才で，左右別では右が 37
指，左が 25指，罹患指は示指が 10指，中指が 36指，
環指が 14指，小指が 2指であった．性別では，男
が 19例，女が 32例であった．
術式はMP関節掌側に斜切開を加え A1 pulleyの
切離を全例に行った．さらに palmar aponeurosis
（PA）pulley遠位と A2 pulley近位の部分切離を 24
指に，A2 pulleyの全切離を 4指に，A2 pulleyの全
切離と PA pulleyの近位の部分切離を 2指に行った．
A2 pulleyの全切離は術前に 15 以゚上の PIP関節伸
展制限があり，A1 pulleyの切離を，あるいはその
隣接 pulleyの追加部分切離を行っても PIP関節伸
展制限が改善しない場合に行った．A2 pulleyの切
離の際，基節部近位掌側に横切開を追加し，A2 pul-
leyの掌側の手掌腱膜，皮下脂肪織と皮膚を，また
A2 pulleyの遠位の C1 pulleyを温存した．
後療法は自動屈曲，他動屈曲，自動伸展を術翌日
より行った．屈曲はまず他動屈曲を行った後に自動
屈曲を行った．自動伸展はMP関節屈曲 60 と゚し，
DIPと PIP関節に対し行った．なお術後数日経過し
ても伸展制限が改善しない場合，屈筋腱滑動手技 6)

を用いた他動伸展を行った．屈筋腱滑動手技は屈筋
腱の滑動制限の有無と，関節自体の拘縮の有無を確
認する手技で，安静位から DIP関節を最大屈曲位

受理日　2015/09/28
医療法人積発堂富永草野病院　〒955-0046　新潟県三条市興野 2-2-25
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とし（手順 1），次に他動伸展を PIP関節（手順 2），
MP関節（手順 3），DIP関節（手順 4）の順に行う
手技である．なお A2 pulleyの全切離を行った症例
のうち，剣道が誘因となっていた 11歳の男児に対
しては，屈筋腱の浮き上がり現象（bowstringing）
を予防するために術後3か月の間，剣道を禁止した．
調査項目は以下の 4項目とした．
1.術翌日のバネ現象の有無．
2.後療法前の屈筋腱滑動手技の所見．
3.後療法前の PIP関節伸展制限角の術前との比較
対象を重症度により以下の 4群に分けた（表 1）．
A群：術前の PIP関節伸展制限が無い 25指．
B群：術前の PIP関節伸展制限が 1から 14 の゚ 21
指．

C群：術前のPIP関節伸展制限が 15 以゚上の 10指．
D群：A2 pulleyを全切離した 6指．
次に以下の 2項目につき評価した．
1）後療法前の伸展制限角が術前より悪化した比

率（悪化率）を全症例と群別で求めた．
2）術前との比較で，悪化，変化なし，改善の 3段
階に分け，その分布を群間比較し，群間に偏りがあ
るか検討した．統計学的検討はカイ 2乗独立性検定
を用い，危険率 5％未満を偏りが有意であるとした．

4.経時的 PIP関節伸展制限角
後療法前，後療法後，1週後，2週後と 4週後の

各時期の PIP関節伸展制限角を群間で比較した．統
計学的検討は一元配置分散分析法を，多重比較検定
には Tukey-Kramer法を用い，危険率 5％未満を有
意差ありとした．

【結　果】
1.術翌日のバネ現象の有無
バネ現象の残存例は無かった．
2.後療法前の屈筋腱滑動手技の所見
術翌日に PIP関節伸展制限を認めた症例は全例

で DIP関節を最大屈曲位にすると PIP関節の伸展
が改善し，DIP関節の他動伸展では抵抗と痛みを認
めた．

3.後療法前の PIP関節伸展制限角の術前との比較
1）悪化率
全症例を対象にした悪化率は 85.5％（53指/62指）
と高率であった（表 1）．A2 pulleyを温存した A群，
B群，C群の悪化率は，各々88，100，80％，3群
平均で 91.1％と高値であったが，A2 pulleyを全切

離したD群の悪化率は 33.3％と低値であった（表 2，
表 3，図 1）．

2）各群の悪化，変化なし，改善の分布
群間に有意な偏りを認めた（p＝0.002）（表 2）．

さらに A2 pulleyの全切離を行った D群と行わなか
った他群をカイ 2乗独立性検定で検討すると，D群
と他群の間に優位な偏りを認めた（p＝0.000006）（表
3）．

4.経時的 PIP関節伸展制限角
PIP関節伸展制限角は，後療法前は B群と A群，

C群と A群の間に有意差を認めた（図 2）．後療法
後は C群と A群との間に有意差を認めた（図 2）．
一方，術後 1週，2週，4週では有意差は認められ
なかった．
【症例提示】
症例 1，67歳，女性．
主訴：右中指と環指の痛み
現病歴：2013年 3月より右中指と環指に痛みと

表 1 各群の概要

表 2 術翌日後療法前の PIP関節伸展制限の術前との比
較

表 3 術翌日後療法前の PIP関節伸展制限の術前との比
較（D群と他群の比較）
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バネ現象が，徐々に PIP関節の伸展制限が生じた．
4月に腱鞘切開術を施行した．
既往歴：特記すべきことなし．
術前所見：PIP関節の自動伸展は，中指は -15 ，゚
環指は -13 で゚あった．術前の屈筋腱滑動手技では
DIP関節の最大他動屈曲（手順 1）で PIP関節の伸
展制限は改善し（手順 2），MP関節の他動伸展（手
順 3）で痛みを生じ，DIP関節の他動伸展（手順 4）
にて抵抗と痛みを認めた．したがって PIP関節伸
展制限の主な要因は関節自体の拘縮ではなく，FDP

腱と FDS腱の滑動制限と考えられた．
術中所見：中指，環指とも A1pulleyの切離でバ
ネ現象は消失し，PIP関節の伸展も改善した．環指
は A2 pulley近位と PA pulleyの遠位での屈筋腱の
圧迫が強いため同部を追加切離した．
術後経過： PIP関節の自動伸展は，後療法前は中
指 -46 ，゚環指 -37 （゚図 3a，b）と術前より悪化して
いた．後療法前の屈筋腱滑動手技では，PIP関節他
動伸展時（手順 2）に痛みはなく完全伸展可能で，
MP関節の他動伸展（手順 3）でも痛みは無く，DIP

図 1 各指の PIP関節伸展制限角の推移
 a：術前　b：術翌日後療法前

図 2 各群の経時的 PIP関節伸展制限角
 R前：術翌日後療法前　R後：術翌日後療法後
 ＊：A群との間に有意差あり（P＜0.05）
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関節の他動伸展（手順 4）にて抵抗と痛みがあった．
後療法後の PIP関節の自動伸展は中指 0 ，゚環指 -5゜
と著明に改善した．また術後 1か月の PIP関節の自
動伸展は，中指は 0 ，゚環指は -2 で゚あった（図 3c，d）．
症例 2：57歳，男性
主訴：左中指痛
現病歴：2013年 5月頃より左中指のこわばりと
バネ現象が，7月頃より痛みが生じ，徐々に PIP関
節の屈曲制限と伸展制限も生じてきた．11月に腱
鞘切開術を施行した．
既往歴：特記すべきことなし．
術前所見：PIP関節の自動伸展は -27 ，゚自動屈曲

は 102 で゚あった（図 4a，b）．術前の屈筋腱滑動手
技では DIP関節を最大他動屈曲（手順 1）すると
PIP関節の他動伸展は改善し（手順 2），MP関節の
他動伸展（手順 3）で痛みを生じ，DIP関節の他動
伸展にて抵抗と痛みを認めた．
術中所見：A1pulleyと A2pulley近位の切離によ

りバネ現象は消失したが，PIP関節の伸展制限は残
存した（図 4c）．次に基節部近位掌側に横切開を加
え A2 pulleyを完全に切離したところ，PIP関節の
伸展は改善した（図 4d，e）．
術後経過：後療法前の PIP関節の自動伸展は -15゜

で，術前より改善していた（図 4f）．後療法前の屈

筋腱滑動手技の PIP関節他動伸展時（手順 2）に痛
みはなく完全伸展可能で，MP関節の他動伸展（手
順 3）で痛みはなく，DIP関節の他動伸展（手順 4）
での抵抗と痛みは軽度であった．後療法後は PIP関
節の自動伸展は 0 と゚改善し，術後 29日でも維持さ
れていた．

【考　察】
ばね指に伴う PIP関節伸展制限の要因は関節自体
の拘縮 5)，屈筋腱の癒着 2)，FDS腱，あるいは FDS
腱と FDP腱の滑動制限 6)7)8)9)10) などが挙げられて
いる．著者は PIP関節伸展制限の要因は FDS腱と
FDP腱の滑動制限であり，その滑動制限の部位を
強靱で伸展性の小さい A2 pulley遠位部と考えてい
る 6)．FDS腱の腱裂孔部と FDP腱の生理的狭小部
まで腫脹が波及し，指伸展の際，A2 pulley遠位部
に両腱の腫脹部が同時に進入，通過できないことが
PIP関節の伸展制限の主な要因と考えている 6)．

PIP関節伸展制限の病態は，術前，術後早期と術
後晩期では一部異なると考えられる．本研究では，
PIP関節伸展制限の病態を術後早期の時期に絞り検
討した．後翌日の PIP関節伸展の悪化は，術前の
PIP関節伸展制限の有無に関わらず認められた．こ
れは，術後の腫脹のために屈筋腱の滑動制限が，残

図 3 症例 1．67歳，女性．
 a）術翌日後療法前の自動伸展．中・環指の PIP関節の自動伸展は

-46°，-37°で，術前の -15°，-13°と比較し悪化した．b）後療法前の自
動屈曲．c）術後 5か月の自動伸展．PIP関節の自動伸展は環指のみ
制限があり，術後 1か月で -2°，5か月で -7°であった．d）術後 5か
月の自動屈曲．術後 1か月以降，屈曲制限は認められなかった．
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存している A2 pulley部で生じたことを示唆してい
る．なお後翌日の PIP関節の伸展制限角は，術前
の PIP関節伸展制限角が大きいほど大きい傾向で
あった．ただ，PIP関節伸展制限角を認める症例の
中で最も重症と考えられる A2 pulleyの全切離を要
した症例では，術翌日の PIP関節の伸展制限角は
小さく，悪化率も低かった．この結果は，PIP関節
の伸展制限に対する A2 pulley部の関与を裏付けて
いる．さらに屈筋腱滑動手技の所見も，A2 pulley
部の関与を裏付けている．屈筋腱の滑動制限の部位
に関しては，A2 pulley部の中でも強靱で伸展性の
小さい A2 pulley遠位部と思われる 6)．なお A2 pul-
ley全切離例でも 1/3の症例に術翌日に PIP関節の
伸展制限の悪化が認められたが，これは腱の腫脹に
よる FDS腱腱裂孔部周辺での FDP腱の滑動制限が
原因と考えられる．
次に，術前あるいは術後晩期の PIP関節伸展制限

の病態につき述べる．術前に関しては，A1 pulleyは
PIP関節伸展制限にある程度関与していると思われ
る．術前に PIP関節の伸展制限を有する症例の多く
は屈筋腱滑動手技の手順 3，すなわち DIP関節他動
最大屈曲，PIP関節他動伸展下のMP関節他動伸展
で痛みを生ずる 6)．またMP関節 90 屈゚曲位で PIP
関節の伸展が全例に改善するとの報告がある 10)．

この両手技の所見は，A1 pulley部での滑動制限が
あることを示唆している．したがって A1 pulleyは
PIP関節伸展制限にある程度関与していると考えら
れる．一方，術後晩期の PIP関節伸展制限の病態
に関しては，屈筋腱の滑動制限が残存した状態で屈
筋腱と周囲組織の癒着が加わる場合がある．

A2 pulleyの全切離は術後に顕著な屈筋腱の bow-
stringingを生ずる可能性があることが指摘されて
いる 4)7)．一方，A2 pulleyの全切離を行っても bow-
stringingは生じないとの報告もある 8)9)．我々の A2 
pulley全切離例では明らかな bowstringingを生じた
症例はなかった．これは術式と後療法の工夫が有効
であったためと考えている．術式の工夫は基節部近
位掌側に横切開を加え A2 pulleyの掌側の手掌腱膜，
皮下脂肪織と皮膚を温存し，また A2 pulleyの遠位
に隣接する C1 pulleyを確実に温存したことである．
後療法の工夫は手を強く握るスポーツや仕事をする
症例は切離 pulleyが線維組織で架橋されるまでの
間，強く握る動作を禁止したことである．A2 pulley
の全切離を行う際はきめ細かな配慮を行えば bow-
stringingは避けうると考えている．

【まとめ】
1．術後早期の PIP関節伸展制限の病態を，術後

図 4 症例 2.57歳，男性．
 a）術前自動伸展．PIP関節の自動伸展は -27°である．b）術前自動屈曲．PIP

関節の屈曲は 102°である．c）A1 pulley切離後．PIP関節の軽度の伸展制限が
残存している．d）A2 pulley全切離後．C1 pulleyは温存している．e）PIP関
節の伸展制限は改善している．f）術翌日後療法前の自動伸展．PIP関節の伸
展は -15°で，術前より改善している．g）術翌日後療法前の自動屈曲．PIP関
節の屈曲は 80°である．
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早期の PIP関節伸展制限角と術翌日の屈筋腱滑動
手技の所見より検討した．

2．術後早期の PIP関節伸展制限は，術後の腫脹
による A2 pulley遠位部での屈筋腱の滑動制限が主
な要因と考えられた．

【利益相反の開示】
本研究発表に関連し，開示すべき COI関係にあ
る企業等はありません．
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ばね指の保存療法の一つとして腱鞘内にステロイド注射を行うことは一般的である．腱鞘外へ注射を行い
腱鞘内注射と治療効果比較をした．43人のばね指患者を無作為に腱鞘内注射群（以下 IS群）と腱鞘外注射
群（以下 ES群）の 2群に分け検討した．注射は全例超音波ガイド下に行った．A1腱鞘直上を描出したの
ちに交差法で全例にトリアムシノロンアセトニドと 1％塩酸リドカインを混ぜたものを 27G注射針を用いて
各群，腱鞘内もしくは腱鞘外に薬液が広がることを超音波下に確認し行った．全患者 1年間経過観察可能で
あった．IS群 ES群ともに注射後 3週目のチェック時には痛み，弾発現象ともに軽快していた．再注射が必
要であったものは IS群 3指，ES群 5指，期間中，手術を要したものが IS群 3指，ES群は 2指あった．腱
損傷や皮膚瘢痕などの合併症は両群共に認めなかった．トリアムシノロン使用注射療法において，薬液注入
部位における治療効果の差は認めなかった．腱鞘内注入の合併症があることを考慮すると第一選択として腱
鞘外注射を行うことも考慮に入れるべきである．

【緒　言】
手指屈筋腱腱鞘炎（以下，ばね指とする）は屈筋
腱と腱鞘の滑走不適合により起こる疾患であり，そ
れに対しステロイド注射療法は現在では優れた保存
療法の一つであることは知られている．注射法は滑
走に関わる腱 -腱鞘間，つまり腱鞘内に針先を到達
させそこに薬液を注入する方法が一般的であるが，
A1腱鞘外周囲である腱鞘外に薬液を留置しても同
等の効果が得られるものかどうか検討したので報告
する．

【対象と方法】
著者らの施設を受診したばね指患者男性 12人，

女性 31人の計 43指を対象とした．対象指に対して
1年以内に注射の既往がある患者，対象指に手術歴
のあるもの，透析歴のある患者，外傷歴のある患者
は除外した．平均年齢は 64.4歳（25-85歳）であった．
この患者をくじで無作為に腱鞘内注射（Intrasheath
群：以下 IS群）と腱鞘外注射（Extrasheath群：以
下ES群）の2群に分け注射治療をおこなった（図1）．
注射の方法は超音波ガイド下にホッケースティック
型リニアプローブを使用（GE社 LOGIQe, L8-18i-R）
し，短軸走査で A1腱鞘を描出した後に腱鞘外・腱
鞘内にそれぞれ薬液をエコーガイド下に近位から遠
位に向い交差法で注入し，薬液による膨隆領域がそ
れぞれの至適位置に注入できたことを確認し終了と

受理日　2015/09/29
＊日本大学病院　〒101-8309　東京都千代田区神田駿河台 1-6
＊＊日本大学医学部附属板橋病院　整形外科

図 1 対象とその内訳
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した（図 2）．薬液の内容は両群ともに同一とし，1
％塩酸リドカイン 0.5 mlとトリアムシノロンアセ
トニド 4 mgを混注したものを使用した．注射針は
27G針を使用した．
患者の評価は，注射療法施行前に重症度，過去の
注射歴，糖尿病の有無，PIP関節拘縮の有無を評価
した．腱鞘炎症状の重症度判定には Greenの重症
度分類 1) に類似したものを改変作成し，筆者自身
が診察・評価した．Grade 0：普通に動かせること
ができるが痛みと圧痛を伴うもの，Grade 1：ひっ
かかり感を自覚するもの，Grade 2：弾発現象を自
覚し自動で整復できるもの，Grade 3：弾発現象を
自覚し他動で整復を要するもの，Grade 4：痛みが
強く整復不能のものと 5段階に分類した（表 1）．
注射後の評価として初回注射後 3週間目に弾発現象
と痛みの有無を直接診察で評価した．初回注射 1年
後に観察期間 1年以内に複数回注射の必要性，有害
事象（屈筋腱断裂・腱鞘断裂・皮膚萎縮・皮膚白斑・
神経損傷）の有無，手術へ移行したものの有無につ
いて評価した．なお初回注射後に再発が認められた
場合，再度注射は患者の希望で実施した．注射は 3
回を限度とし，それ以上希望する患者は手術を勧め
た．有意差の検討は重症度分類に対してはMann-
Whitney検定を行い（有意水準 5％），また再注射
の有無，再手術の要否に対してFisher’s exact test（有
意水準 5％）を用いた．

【結　果】
内訳として IS群は 19指，性差は男 4指女 15指，

平均年齢 64.2歳，糖尿病罹患 5指，ES群は 24指，
性差は男 8指女 16指，平均年齢 64.0歳，糖尿病罹
患 8指であった．重症度は IS群Grade 0：0指，Grade 
1：5指，Grade 2：9指，Grade 3：3指，Grade 4：
2 指で ES 群では Grade 0：3 指，Grade 1：5 指，
Grade 2：10指，Grade 3：4指，Grade 4：3指であ
り，両群間で重症度の有意差は認めなかった．初回
注射時の注射歴有無は IS群では無し：17指，1回：
1指，2回：0指，3回：1指，それ以上：0指，ES
群では無し：18指，1回：4指，2回：1指，3回：
0指，それ以上：1指であった．PIP関節拘縮の有
無は有り：無しが IS群で 7指（36.8％）：12指，ES
群では 4指（33.3％）：20指であった．初回注射後
3週目の評価として疼痛，弾発現象は両群ともに認
めなかった．初回注射 1年後の評価として再注射を
要したものが IS群で3指（15.7％），ES群で5指（20.8
％）となり両群で有意差を認めなかった．再注射を
要した患者の中で注射 -注射間隔は IS群で平均 4.0
か月（2-6か月），ES群で平均 4.2か月（2-8か月）
であった．1年経過後に最終的に手術療法を行った
ものは IS群 3指（15.7％）ES群 2指（8％）であり，
有意差は認めなかった．初回注射後 1年以内におい
て屈筋腱断裂・腱鞘断裂・皮膚萎縮・白斑形成・神
経損傷は両群ともに 1例も認めなかった（表 2）．

【考　察】
ばね指に対するステロイド注射療法は諸家の報告
があり，日常の保存療法として一般的である．近年
ではステロイド剤間での比較 2) や糖尿病の有無によ

表 1 ばね指の本研究における重症度分類（Grade 0～4）

表 2 結果一覧

図 2 超音波ガイド下に薬液の注入を腱鞘外に行った．
（注入後・A1腱鞘・短軸走査．白矢印：中手骨，短
破線：腱鞘外留置された薬液，長破線：A1腱鞘．＊：
屈筋腱）
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る比較 3) などが報告されている．なかでもトリアム
シノロン腱鞘内注射は様々な報告があり概ね良好な
結果を示している．しかしそれに伴う屈筋腱断裂や
腱鞘断裂は患者の QOLを大きく低下させ，患者に
おいてはばね指でいるよりも大きな損害となる 4)5)．
腱鞘外に薬液を注入し治療効果が得られるならば腱
鞘外注射の方がこのようなステロイドによる様々な
リスクが回避され安全かつ簡便に手技が行うことが
可能であると思われる．今回われわれは確実に薬液
を留置する目的で超音波を使用して針先を確認し薬
液を交差法で注入した．注射により症状が改善し観
察期間内に手術療法を免れたものを「有効」とする
と自験例の腱鞘外注射も 78％の有効性を示し IS群と
ES群との差は認められなかった．また過去の腱鞘内
注射との成績と大差ないものと考える．過去にトリ
アムシノロンを使用した腱鞘外注射の報告は我々が
渉猟しえた限りでは 2編ある．1998年に Tarasらは
造影剤を薬液に混ぜ，X線透視下に薬液の注入部位
確認を行いながら腱鞘内注射を行って成績を比較し
た．A1腱鞘の内部でも皮下でも薬液の存在部位と
臨床成績は関係ない，つまり腱鞘内に無理に注入す
る必要性は無いと報告した 6)．また 2006年に Ka-
zukiらは blindで皮下にトリアムシノロンを注射し
98％の症例で疼痛改善し 74％の患者で弾発現象が
消失，しかし 48％で再発したと報告している 7)．わ
れわれのシリーズでもこの 2編の報告とほぼ同様の
効果がえられたと考える．
腱鞘外注射で作用する機序は明らかではないが，
病理組織学的研究から，ばね指の炎症局在が腱鞘外
滑膜にあるということ 8)，またその腱鞘外滑膜では
あわせて細胞外基質の collagen増加，且つ軟骨基質
細胞よりヒアルロン酸産生亢進があり組織の浮腫が
起きているとする報告がある 9)．また薬液動態の因
子として超音波短軸像では薬液量に比して描出され
る範囲が少ないことより薬液は指長軸方向に広がっ
ていっていると判断する．実際長軸で観察しながら
同様に腱鞘外注射を行うと腱腱鞘滑膜表面を長軸方
向に拡がっていくことが観察される．腱鞘外注入す
ることで，腱鞘外滑膜に広く接触し有効に作用する
のに加えて指屈伸運動を自由にさせることで腱鞘内
への浸潤効果も期待できるものではないかと推測す
る．今後もばね指の炎症主座がどこであるのか，ま
たトリアムシノロンアセトニドの詳細な作用機序の
検討が必要であると考える．

【まとめ】
1．ばね指に対しトリアムシノロンアセトニドを
使用した超音波ガイド下の腱鞘内注射と腱鞘外注射
を比較した．

2．従来の腱鞘内注射と比較して腱鞘外注射も同
様に有効であった．

3．トリアムシノロンの腱鞘外注入を行ったが腱
鞘断裂，皮膚萎縮，皮膚白斑などの有害事象は生じ
なかった．

【利益相反の開示】
本研究発表に関連し，開示すべき COI関係にあ
る企業等はありません．
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手根管開放術後に発症したばね指の
術前MRIによる検討
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手根管開放術（以下 CTR）後に発症したばね指と術前MRIの関連を調査した．特発性手根管症候群に対
して鏡視下手根管開放術（以下 ECTR）を行った 64例 70手．平均年齢 67.3歳．術後にばね指を発症した
群（発症群）と，ばね指を発症しなかった群（非発症群）について術前MRIによる腱鞘炎の有無を評価した．
13手（18.6％）18指に術後ばね指の発症を認めた．指別頻度は母指 4指，示指 1指，中指 7指，環指 4指，
小指 2指．術前MRIにて腱鞘炎を認めた指の数は 1手あたり，発症群（13手）で平均 3.4指，非発症群（57
手）で平均 1.9指であり，発症群が有意（p＝0.00060）に多数の指に腱鞘炎を認めた．術前MRIで 4指以上
の腱鞘炎がある例は CTR後に中指ばね指を発症する可能性が高いものと思われる．CTRに中指腱鞘切開術
を併用するか否かを決定する一つの指標となり得るため，CTR術前のMRIは有用であると考える．

【緒　言】
手根管開放術（以下 CTR）後にばね指が発症す

ることはしばしば経験され報告もされている．CTR
後に発症したばね指に対してステロイドの腱鞘内注
射や腱鞘切開術を追加して行なうことは，患者の大
きな負担になりうる．しかしながら，ばね指発症に
関与する因子は性別・職業・趣味など多数であると
考えられるため，CTR後のばね指発症をあらかじ
め予測することは容易ではない．
今回著者らは術前MRIによって CTR後のばね指
発症を予測できないかと考え，CTR後に発症した
ばね指と術前MRIの関連を調査したので報告する．

【対象と方法】
2012年 4月から 2013年 12月までに特発性手根
管症候群に対して鏡視下手根管開放術（以下ECTR）
を行ない術後 6ヵ月以上経過観察できた 64例 70手
について後ろ向き調査を行った．平均年齢 67.3歳
（40～90歳）．男性 16例，女性 48例．ECTRのみ行
ったものが 38手，ECTRに腱鞘切開を併用した例
は 32手（母指 13手，示指 11手，中指 27手，環指
7手）であった．
術後ばね指を発症した群（以下，発症群）と発症
しなかった群（以下，非発症群）について比較検討

した．
検討項目として，術後ばね指の発症頻度および発

症時期，術前MRIによる腱鞘炎の評価を行った．術
後ばね指の発症の有無はカルテ記載から，ステロイ
ドの腱鞘内注射もしくは腱鞘切開術のいずれかの記
載があるものを発症有りとした．また，術前MRIは
全例で撮影しており，MRIによる腱鞘炎の評価を行
った．MRI評価は T2脂肪抑制 axial像において A1プ
ーリーレベルで行い，最も輝度変化の範囲が大きく
見える高位で屈筋腱周囲に 1 mm以上の厚さで高輝
度変化を認めたものを腱鞘炎ありと判断した（図1）．

受理日　2015/10/17
医療法人ハンズ高知フレッククリニック　〒781-8122　高知県高知市高須新町 4-3-20

図 1 術前MRIによる評価（高輝度変化 1mm以上を腱
鞘炎ありとする）
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【結　果】
70手のうち 13手（18.6％）18指に術後ばね指の
発症を認めた（表 1）．指別頻度は母指 4指，示指 1
指，中指 7指，環指 4指，小指 2指であり，中指が
最多であった．発症時期は，術後 6ヵ月未満が 8指，
6-12ヵ月が 6指，13ヵ月以上が 4指で，術後 6ヵ月
未満の発症が多かった．
術前MRIにて腱鞘炎を認めた指の数は，発症群

13手 65指のうち 44指（67.7％），非発症群 57手

285指のうち 108指（37.9％）で，1手あたりでは
発症群で平均 3.4指，非発症群で平均 1.9指であり，
発症群が有意に（P＝0.00060 Mann-Whitney U-test）
多数の指に腱鞘炎を認める結果であった（図 2）．

【考　察】
CTR後のばね指の発症頻度は諸家の報告 1)2)3)4) で

は 16～29.8％とされており，自験例でも 18.6％と同
等であった．手根管開放術と続発するばね指の関連

表 1 術後ばね指を発症した症例一覧

図 2 術前MRIにて腱鞘炎を認めた指の数
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について，林ら 1) は手根管症候群 110人 193手の
prospective studyを行い，手根管開放術が弾発指発
症に独立した危険因子であることを示し，発症のメ
カニズムとして Hombalら 5) は手根管開放術により
屈筋腱が掌側へ移動し屈筋腱と A1プーリーの摩擦
が増大することを述べている．しかしながら，ばね
指発症の因子としては年齢・性別・手指の反復動作
が多い職業や趣味など多因子であると思われ，堀内
ら 2) の報告では CTR後の続発症として弾発指が発
症しているとは言い切れないと結論している．今回
の術前MRIでの腱鞘炎はそれらの多因子を包括し
ているものと思われ，多数の指に腱鞘炎を認める症
例では CTR後にばね指を発症しやすい傾向を反映
しているものと考えた．

CTR後のばね指発症が最多であった中指について
みると，7手のうち 6手においては術前MRIで 4指
以上に腱鞘炎を認める例であり，このような症例に
中指腱鞘切開術を併用することでばね指発症をさら
に低下させることができる．しかし術前MRIで 4
指以上の腱鞘炎を認める例は，非発症群も含めると
11例あり，この全てに中指腱鞘切開術を併用する
ことは手術適応としては over indicationとなる可能
性がある．著者らの CTRに追加する中指腱鞘切開
術の適応としては，中指を他動屈伸させて明らかな
crepitusを触れる例もしくは術前MRIで 4指以上の
腱鞘炎を認める例のうちわずかにでも中指 crepitus
を触れる例を手術適応と考えている．この手術適応
の範囲においては over indicationとなる例はなく，
中指ばね指を発症した 7手のうち 3手の発症を予防
できる結果であった．
今回の調査で術前MRIによる CTR後のばね指発
症の予測については，術前MRIによる各指での腱
鞘炎の程度（輝度変化の厚さ）と CTR後ばね指発
症には一定の傾向がなく，術前MRIのみによって
ばね指を発症する指を予測することは困難であった．
しかしながら，術前MRIで多数の指に腱鞘炎を認
める例では術後ばね指を発症する可能性があり，特
に 4指以上に腱鞘炎を認める例では中指ばね指の発
症のリスクが高いことが分かった．CTRに中指腱
鞘切開術を併用するか否かを決定する一つの指標と
なり得るため，CTR術前のMRIは有用であると考
える．今後は症例を重ね，crepitusの評価やその他
のばね指発症の因子も加えた検討が必要である．

【まとめ】
1．手根管開放術後のばね指発症と術前MRIの関

連につき調査した．
2．ECTRを施行した症例 70手のうち 13手（18.6

％）に術後ばね指発症を認めた．
3．術前MRIにて多数の指に腱鞘炎を認める例で

は，CTR後にばね指を発症しやすい傾向にあった．

【利益相反の開示】
本研究発表に関連し，開示すべき COI関係にあ
る企業等はありません．
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狭窄性屈筋腱腱鞘炎の治療として，Carlsonらが提唱した基節部側方よりステロイドを注入する側正中注
入法（midlateral injection）は，手掌面より注入する方法に比べ，有意に疼痛が少ないとされているが，治
療成績の報告は少ない．著者らは本法による腱鞘内注入の精度を高める工夫として，PIP関節を屈曲位に保
ちながら基節骨頸部のレベルよりステロイドを注入するようにしている．今回この方法の治療成績を，糖尿
病例と非糖尿病例の比較を含めて検討した．治療後 6か月での寛解（疼痛，弾発現象，可動域制限のいずれ
もない状態）の率は，糖尿病例で 44％，非糖尿病例で 67％であった．指関節可動域制限例の関節自動可動
域は，MP，PIP，DIPのいずれも有意に改善していた．本法は，PIP関節を屈曲位とすることでステロイド
注入のための working spaceが広がり，より高精度での腱鞘内注入が可能になる優れた方法と考える．

【緒　言】
狭窄性屈筋腱腱鞘炎（以下，腱鞘炎）に対するス
テロイド注射は，針を手掌面へ刺入し薬液を注入す
る方法（以下，従来法）が一般的である．しかし，
激烈な疼痛を伴うことや，腱鞘内注入の成功率は約
50％に過ぎないこと 1) が問題視されている．著者ら
は，Carlson2)，政田 3) らが提唱する，基節骨と屈筋
腱の間隙に対し側方より針を刺入し注入する側正中
注入法（midlateral injection）を行っている．本法
は従来法に比べ疼痛が有意に少ないとされている 4)

が，治療成績についての報告はほとんどされていな
い．今回，本法の具体的な手技を紹介し，治療成績
を糖尿病例と非糖尿病例の比較を含めて検討したの
で報告する．

【対象と方法】
症例は 2012年 5月以降，著者が本法を，腱鞘炎
症状の寛解が得られるまで 2週ごとに最大 3回行っ
た例のうち，母指発生例，関節リウマチ例，糖尿病
境界型例，ホルモン療法施行例，透析例，ステロイ
ド注入歴のある例を除外し，治療結果を直接検診で
確認できた 88例 127指である．これらを A群：糖
尿病例 45例 71指，B群：非糖尿病例 43例 56指に
分けた．A群のHbA1cは，6.5～10.7％（平均 7.5％）

であった．
本法の具体的な注入手技を紹介する．注入薬剤
は，トリアムシノロン 5 mgに 1％リドカイン 0.5 ml
を混ぜたものとし，これを注射筒へ入れて 27G針で
刺入する．検者は非利き手で罹患指を把持し，PIP
関節を 60 ～゚90 屈゚曲位に保ちながら，基節骨頸部を
側方から触診し，そのやや近位掌側へ針を進める．
針先が基節骨に当たる場合は，一旦皮下まで注射器
を引き，再び針先を，基節骨掌側面を滑らせるよう
に進める．腱鞘内への注入の成否は，非利き手の中
指指腹で罹患指の膨らみを感じ取ることによって判
断する．もし，注入の抵抗が強ければ，屈筋腱や掌
側板への刺入が想定されるため，刺入方向をより背
側の基節骨側へ向ける必要がある．手技に習熟すれ
ば，針が腱鞘を貫通した感触を判断できる（図 1）．
検討内容は，最終の注入後 2週，3か月，6か月

で寛解率を評価した．寛解の定義は，疼痛，弾発現
象，指関節可動域制限のいずれもない状態とした．
指関節の自動伸展あるいは屈曲に制限があった 59指
（指関節可動域制限例）についてはA，B群を一括し，
注入前と初回注入後 2週（以下，注入後 2週）で TAM
（total active motion），MP，PIP，DIP，について計
測した．なお，5指に対して，hockey stick typeの
超音波探触子を罹患指に当てながらステロイドを注

受理日　2015/09/26
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入し，腱鞘内注入が確実に行われていたかどうかを
確認した（図 2）．統計学的には Student T test, chi-
square testを用い，危険率 5％で検定した．有害事
象の有無についても調査を行った．

【結　果】
両群間で，年齢，罹患指分布，腱鞘炎重症度（Quin-

nel grading 5)），ステロイド注入回数に有意差はなか
ったが，A群の男性罹患率が B群に比べ有意に高か
った（表 1）．

図 2 超音波エコーガイド下にステロ
イドを注入（5指）．*：Hockey 
stick type probe

図 1 A：ステロイド注入予定の位置（*）．B：検者の母指と示指で基節骨頸部
を側方から触診して刺入位置を探り，中指と環指で末節部をはさんで把
持しながら PIP関節を屈曲位に保つ．C：針先を基節骨頸部と屈筋腱の
間隙へ進めて薬液を注入する．その際，検者の中指指腹で腱鞘内注入の
成否を判断する．

表 1 対象の内訳
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注入後 2週，3か月では両群間で寛解率に有意差
を認めなかったが，6か月ではA群44％，B群67％で，
A群の寛解率が有意に劣っていた（図 3）．指関節可
動域制限例の TAMは，平均で注入前 183.3 か゚ら注
入後 2週で 234.9 ，゚MP関節は 69.4 か゚ら 80.6 ，゚PIP
関節は 67.7 か゚ら 88.8 ，゚DIP関節は 46.9 か゚ら 65.9゜
といずれも有意な改善が得られた（図 4）．超音波
エコーでステロイド注入状態を確認した結果は，5
指全てで腱鞘内に確実に注入されていた．感染，腱
断裂，神経障害などの有害事象を発生した例はなか
った．

【考　察】
ステロイド側正中注入法（midlateral injection）は，
近年その報告が散見されているが，主に基節骨中央
のレベルより行われている 2)3)．植田らはその根拠
として，針の刺入に際し，基節骨中央が指神経損傷
の危険を最も少なく出来るレベルであることと述べ
ている 6)．しかし著者らは，この位置では屈筋腱が
基節骨に接しており，針先が屈筋腱を貫く危険があ
ると考え，超音波エコーで腱鞘内注入に適した部位
を検討した．その結果，PIP関節を屈曲位とすれば
腱鞘内注入のための working spaceが，基節骨頸部

図 4 指関節可動域制限例における各関節可動域の変化（注入前，および注入
後 2週） A：TAM．B：MP関節．C：PIP関節．D：DIP関節

図 3 A群（糖尿病例），B群（非糖尿病例）のステロイ
ド注入後における寛解率の経時的変化
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で明らかに広くなることを確認した（図 5）．今回，
指神経損傷について問題となった例はなかったが，
これは PIP関節を屈曲位としたことにより神経の緊
張が減少し，針刺入時の神経損傷の危険を少なくす
る効果があったのではないかと考えている．今回疼
痛のスコアー化はしていないため自験例では結論付
けられないが，Jianmongkol らは，本法と A1 pulley
部にステロイド注入を行う従来法で，注入時疼痛の
程度を visual analogue scale（VAS）を用いて比較し，
本法では有意にVASが低かったことを示している 4)．
一般に腱鞘炎に対するステロイド注入の有効率は，
トリアムシノロンの場合では 47～87％7) とされてい
る．今回の側正中注入法は，B群（非糖尿病例）に
関しては治療後 6か月での寛解率が 67％で，過去
の報告者にほぼ匹敵する結果であった．しかし，A
群（糖尿病例）は 6か月での寛解率が 44％と有意
に低く，これは糖尿病例の病態がステロイド治療に
奏効しにくいとするこれまでの見解 8) を裏付けてい
ると思われる．
著者は過去に腱鞘炎における屈筋腱の滑走障害

（引っ掛かり）の位置が，母指を除く他指では，大
半が A1 pulleyの遠位側，すなわち A2 pulleyレベル
であることを超音波エコーで確認している 9)．従っ
て，本法のように A2 pulleyの遠位側から腱鞘内注
入を行うことは，屈筋腱病変へ確実に薬剤を到達さ
せる必要性からみて合目的と考えている．腱鞘炎症
状の改善のために敢えて腱鞘外注入を推奨する報告
もある 10) が，これが腱鞘内に位置する屈筋腱病変
に奏効するとは考えにくい．腱鞘炎治療の目標は，
疼痛，弾発現象の改善だけでなく，屈筋腱の良好な

滑走を得て指関節可動域を改善させることが肝要で
ある．本法では指関節可動域制限例において，MP，
PIP，DIPのいずれの関節に対しても可動域の有意
な改善を得ることができた．この可動域改善のメカ
ニズムとしては，FDSが FDPと交差する部分の摩
擦の軽減，腱症の肥厚や硬化の緩和に基づく FDS
および FDPの滑走の改善，伸筋腱機構へ漏れた薬
液の浸潤による伸筋腱癒着剥離効果を想定してい
る．なお，今回の検討は治療後 6か月までと観察期
間が短く，今後より長期の follow-upを行い，本法
の真の効果を検討する必要があると考えている．

【まとめ】
側正中注入法（midlateral injection）によるステロ
イド腱鞘内注入の具体的手技を紹介し，糖尿病例，
非糖尿病例に分けて治療成績を検討し，指関節可動
域制限例に対しては，各関節の自動可動域の推移を
調査した．注入後 6か月の寛解率は，非糖尿病例で
は 67％で，従来法に匹敵する良好な効果が得られて
いたが，糖尿病例では 44％で非糖尿病例より有意に
低かった．指関節自動可動域はいずれも有意に改善
しており，FDSおよび FDPの滑走の改善に極めて
有用であることが示唆された．本法は PIP関節を屈
曲位とすることで working spaceが広がり，より高
精度での腱鞘内注入が可能になる優れた方法と考え
る．

【利益相反の開示】
本論文に関連し，開示すべき COI関係にある企
業等はない．

図 5 基節骨頸部における基節骨と屈筋腱の間隙（矢印）．薬液注入のための working spaceが
指屈曲位では指伸展位に比べて広がる（a＜b）．A：PIP関節伸展位．B：PIP関節屈曲位，
（P:：基節骨，F：屈筋腱）
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鏡視下手根管開放術後 2年以上経過例の
MRIによる検討
百
ももせ

瀬敏
としみつ

充

鏡視下手根管開放術（ECTR）後 2年以上経過した患者の術前後のMRIにて術後の手根管と正中神経の長
期変化を検討した．対象は特発性手根管症候群で ECTR術後の患者 24例である．術前と 2年以上経過時の
神経伝導速度，手根管部のMRIを施行し，MRI T2*にて有鉤骨鉤レベルと手関節レベル横断像で手根管と
正中神経の断面積を測定した．10例の無症状例のMRIで手根管と正中神経の断面積を測定した．術前と術
後の間と無症状例と術後の間で比較した．遠位潜時は術後改善し，切離した術前低信号の屈筋支帯は，2年
以降で低信号の線として見えた．手根管断面積は術後有意に大きくなった．正中神経断面積は有鉤骨鉤レベ
ルで術後拡大し，手関節レベルでは軽度小さくなった．正中神経断面積は無症状例より手根管症候群術後例
で大きかった．ECTR術後長期に手根管の拡大は維持されていた．

【緒　言】
手根管症候群は上肢の絞扼性神経障害の中で最も
頻度が高い疾患であり，手根管開放術は一般的に成
績良好である 1)．著者らは鏡視下手根管開放術後 3
か月のMRIで手根管の拡大を報告した 2)．しかし
長期に手根管が拡大しているか報告はない．今回著
者らは鏡視下手根管開放術後 2年以上経過した患者
の術前後のMRIを用いて，術後の手根管と正中神
経の変化を検討したので報告する．

【対象と方法】
対象は 2007年から 2011年までに当院で鏡視下手
根管開放術を行い，2年以上経過観察した患者 24
例である．男性 6人，女性 18人であり，手術時年
齢は 52歳から 77歳で平均 67歳であった．対象症
例はいずれも保存的治療が無効な特発性手根管症候
群であった．術後経過観察期間は平均 3年 8か月で
あった．手根管症候群の症状のない無症状例 10例
（手背ガングリオン 5例，異常所見のなかった手関
節部痛 5例）をコントロール群として検討した．コ
ントロール群は男性 4例，女性 6例，年齢は 18歳
から 72歳で平均 55歳であった．
術前と術後 2年以上経過後に神経伝導速度とMRI
を施行した．神経伝導速度は術前両側と術後患側で

運動神経遠位潜時，感覚神経伝導速度を調べた．手
根管部の T2，T2脂肪抑制，T2*のMRI横断像（シ
ーメンス，1.5T）は腹臥位で肩挙上，前腕中間位，
手関節中間位，指伸展で撮影した．MRI画像のう
ち T2*の有鉤骨鉤レベルと手関節レベルを用い，画
像解析ソフト（SYNAPSE，Fujifilm）を用いて面積
を測定した．手根管症候群例と無症状例ともに有鉤
骨鉤レベルでは手根管と正中神経の断面積を測定
し，手関節レベルで正中神経の断面積を測定した．
手根管の掌側縁は屈筋支帯の背側とし，手根管と正
中神経の周囲をマウスでなぞり面積を 3回計測し平
均した．
鏡視下手根管開放術は Chow法に準じ，まず屈筋
支帯の近位，遠位に小皮切を開けて，屈筋支帯の近
位，遠位の一部を切離した後，カニューラを入れて
残りの屈筋支帯を鏡視下に切離した 3)．評価項目で
は術前と術後の間の遠位潜時，手根管と正中神経の
断面積はWilcoxon符号付順位和検定を用い，有鉤
骨鉤レベルと手関節レベルの間の正中神経断面積の
比較はWilcoxon符号付順位和検定を用いた．術後
と無症状例の間の手根管と正中神経の断面積の比較
はマン・ホイットニ検定を用いて統計学的に検討し
た．

受理日　2015/12/16
日本赤十字社諏訪赤十字病院　〒392-8510　長野県諏訪市湖岸通り 5-11-50
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【結　果】
遠位潜時は術前平均 8.9±4.5msから術後平均 4.2

±0.4msと有意に改善した（p＜0.05）．切離した術
前低信号の屈筋支帯は，2年以降のMRIで連続した
低信号の線として見える例が多かった（図 1）．有鉤
骨鉤レベルの手根管断面積は術前平均 156±18 mm2

から術後平均 181±24mm2と有意に大きかった（p
＜0.05）．表 1は術前後と無症状例の正中神経断面
積の結果である．正中神経断面積は有鉤骨鉤レベル
で術前に比べ術後有意に大きく，手関節レベルで術
前に比べ術後有意に小さくなった（p＜0.05）．手根
管症候群例は術前，術後ともに有鉤骨鉤レベルより
手関節レベルで正中神経は有意に大きかった（p＜
0.05）．
無症状例と手根管症候群術後の手根管断面積の比
較では無症状例の手根管断面積は平均 149±16 mm2

であり，術後の手根管断面積は有意に大きかった（p
＜0.05）．表 1のごとく無症状例と手根管症候群術
後の正中神経断面積の比較では，無症状例の正中神

経断面積に比べ有鉤骨鉤レベルと手関節レベルでと
もに術後の断面積が大きかった（p＜0.05）．無症状
例は有鉤骨鉤レベルと手関節レベルの正中神経断面
積は同じだった（表 1，図 2）．

【考　察】
特発性手根管症候群では手根管内に滑膜増殖が生
じ，手根管内圧が上昇し正中神経が圧迫され，神経
周囲の血流低下によりしびれが生じる 4)5)．手根管
症候群のMRIでは手根管内圧上昇により有鉤骨鉤
レベルで屈筋支帯が張り出し，正中神経は手根管内
で扁平になる．手根管近位部の手関節レベルで正中
神経の腫大がみられる 6)7)．
術前のMRIで屈筋支帯は連続していた．鏡視下
手根管開放術後の屈筋支帯は連続した線でなくなっ
た 2)．しかし術後 2年以上経過した手根管のMRI
では屈筋支帯は連続した線となっていた．切離した
屈筋支帯は再生してつながったと思われた．Cam-
pagnaら 8) は手根管症候群再発例では手根管の拡大

図 1 手根管症候群例のMRI横断像，66歳，女性，右手，A：有鉤骨鉤レベル術前，B：有鉤
骨鉤レベル術後，C：手関節レベル術前，D：手関節レベル術後，a：正中神経，b：屈伸
支帯，c：連続した術後屈筋支帯
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なく屈筋支帯の再肥厚があったと報告した．池田 1)

は再発例の手術では屈筋支帯の切離跡がわからない
ほど再生していることが多いと述べている．著者ら
の症例では改善例でも手根管は拡大し屈筋支帯様の
組織は再生されたと思われた．手根管開放術では屈
筋支帯再建の報告もある 9)．しかし，屈筋支帯は再
生するので切離するだけでよいと思われた．
術前のMRIで手関節レベルの正中神経が有鉤骨

鉤レベルより肥大している場合，長期に正中神経は
屈筋支帯で圧迫されており，運動神経伝導速度の遠
位潜時遅延とともに手根管症候群の診断に有用と思
われた．屈筋支帯の切離により術後 2年以上経過し
た有鉤骨鉤レベルの正中神経は術前より肥大し，手
関節レベルの正中神経の肥大は軽度改善した．2年
後の正中神経の形態は無症状例の正中神経の形態と
は異なり，正中神経は肥大したままであった．手根
管の拡大は術後 2年以上経過しても維持され，しび
れなどの症状は改善していた．鏡視下手根管開放術
により手根管は長期に拡大されると考えられた．

【まとめ】
鏡視下手根管開放術を施行し 2年以上経過後，MRI
にて切離した屈筋支帯は連続した線となり，手根管
の拡大は維持され，正中神経は有鉤骨鉤レベルで肥
大し，手関節レベルで縮小していた．

【利益相反の開示】
本研究発表に関連し，開示すべき COI関係にあ
る企業等はありません．
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表 1 正中神経断面積

図 2 無症状例のMRI横断像，37歳，女性，右手，A：有鉤骨鉤レベル，B：手関
節レベル，a：正中神経
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横手根靱帯上に存在する
“Hypertrophic muscle”の解剖学的検討 
―正中神経運動枝の走行異常との関連性―
金
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手根管開放術の際横手根靭帯（TCL）上を横切る異常な筋組織ををHypertrophic muscle（HM）と定義し，
その解剖学的特徴，正中神経運動神経の異常走行との関連性を検討した．対象は新鮮凍結屍体 8体 15手．
男性 9手女性 6手，平均年齢 89歳．母指球皮線の 3 mm尺側に皮切を置き展開．Kaplan’s cardinal lineと中
指橈側線の交点を運動枝分岐点の表在メルクマールMとして用い，実際の分岐点 Aとの位置関係を座標化
し調査した．Mは Aより平均 6.1 mm尺側，11.0 mm近位に存在（p＜0.05）．HMの存在率は 47％（15手
中 7手）．起始は全例 TCL．停止は母指基節骨 6手，母指球筋小指球筋間を横走するもの 1手．前者 6手で
は正中神経運動枝の分布がみられたが，後者 1手は正中・尺骨神経からの分枝は確認できなかった．Aは
HMあり群はなし群より平均 1.7 mm尺側，5.0 mm近位に存在していた．HM存在時には，より尺側での慎
重な手根管開放が奨められる．

【緒　言】
手根管開放術の皮切において横手根靱帯（TCL）
上を横切る異常な筋組織を認めることがある 1)2)（図
1）．この筋組織の存在は正中神経運動枝の異常走行
を示唆するとの報告がある 3)4) が，新鮮凍結屍体を用
いた報告はない．この筋組織を hypertrophic muscle
（HM）と定義し解剖学的特徴を明らかにするととも
に，運動枝の異常走行との関連性を検討することが
本研究の目的である．また運動枝分岐点の一般的な

表在メルクマールMと実際の分岐点 Aのずれも調
査した．

【対象と方法】
対象は千葉大学 Clinical Anatomy Laboratoryに提
供された新鮮凍結屍体 8体 15手．男性 9手，女性
6手．平均年齢 89歳（82～90歳）．強い変形や拘縮
を伴う症例は除外した．まず Joshらの 5) 報告に基
づき，Kaplan’s cardinal lineは母指最大外転位で第
一指間部から有鈎骨鈎に向かう線とし，この Ka-
plan’s cardinal lineと中指橈側線の交点を表在メル
クマールMとした．次に母指球皮線の 3 mm尺側
に皮切を置き HMの有無を確認後，展開し，実際
の分岐部 Aを同定した．Mと Aの位置は，中指中
線を Y軸，有鈎骨鈎を通る Y軸への垂線を X軸，
橈側および遠位をプラスとする座標上に鋼線でマー
キングし，単純レントゲンを撮影して記録した（図
2）．検討項目は，（1）Mと Aの位置関係，（2）HM
の存在率，起始・停止，支配神経，（3）HMの有無
と運動枝走行異常との関連性とした．
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図 1 皮切下に TCL上を横切る筋組織（HM）を認める
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【結　果】
（1）Aの平均座標は（3.8±2.2, 10.3±8.1），Mの
平均座標は（9.9±3.2, 21.3±5.0）で，AはMとよ
り平均 6.1 mm尺側，11.0 mm近位に存在しており，
統計学的に有意差を認めた（p＜0.05）（図 3）．また
Y軸である中指中線より尺側に Aは認められなかっ
た．
（2）HMは 15手中 7手に認められ，存在率は 47
％であった．7手中 4手は両手に HMが存在してい
た．起始は全例TCL，停止は母指基節骨 6手（図 4），
母指球筋小指球筋間を横走するもの 1手であった．
前者 6手で HMに正中神経運動枝の分布が認めら
れた（図 5）．この際 HMは短母指屈筋（FPB）浅

頭とは筋腹が分かれていることを確認し区別した．
一方後者 1手については正中神経本幹および尺骨神
経から分岐する神経枝は認められなかった．また短
掌筋は別に存在することも確認し区別した．
（3）運動枝の実際の分岐点 Aの平均座標は，HM
あり群では（2.9±1.6, 7.6±10.6），HMなし群では
（4.6±2.5, 12.6±4.5）であった．HMあり群はなし
群より平均 1.7mm尺側，5.0mm近位に実際の分岐
点 Aが存在していた（p＝0.05, p＝0.12）（図 6）．

【考　察】
＜正中神経運動枝の分岐点＞Eskandariら 6) は手
根管開放術を行った 37手で AはMより平均 12.6 

図 2 各局在を座標化し，表在メルク
マールMと実際の分岐点 Aのず
れを計測．

図 3 運動枝の実際の分岐点 Aは表在メルクマールと比較して平均 6.1 mm
尺側，11.0 mm近位に存在していた．

図 4 HMの起始は全て TCLで，6手で母指基節骨に停
止していた．

図 5 母指基節骨に停止する 6手では正中神経
運動枝の分布を認めた．
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mm尺側，4.4 m近位に存在していたと報告してお
り，本研究も同様の傾向を認めた．平均値の差の一
因としては，体格差，人種差，計測対象の差（臨床
または解剖），皮切の位置の差などが挙げられる．
＜HMの解剖学的特徴＞この筋組織の存在を報告

する文献は散見されるものの，臨床例が多く展開に
制限があるため解剖学的特徴に関する記述はきわめ
て少ない．存在率については，Iobら 7) は 11％（手
術患者），Al-Qattanら 8) は 37％（手術患者），Holle-
voelら 9) は 50％（固定体），Gongら 10) は 51％（手
術患者）と報告し，本研究もこの範囲内であった（表
1）．また Hollevoelら 9) は HMの停止について，母
指球筋に連続していたものが 70％，母指球筋小指
球筋間を横走するものが 22％，小指球筋に連続し
ていたものが 8％と報告し，本研究も同様の傾向が
みられた（表 2）．母指基節骨に停止した 6手では
APBの尺側に併走しており，正中神経運動枝の分
布が観察された．
＜適切な手根管開放位置＞今回 HMあり群はな
し群と比較して運動枝が平均 1.7 mm尺側，5.0 mm

近位より分岐していたことから，HMを認めた際は
なるべく尺側で手根管を開放することが望ましいと
考える．なお運動枝には TCLを貫通する Transliga-
mentous typeや TCL近位から分岐する Preligamen-
tous typeが存在し（Poisel分類（図 7）），Al-Qattan
の 10) 報告と同様，本研究でも Transligamentous type 
2手（いずれもHMなし），Preligamentous type 1手
（HMあり）を認めた（表 3）．従って TCLの切離は
つねに慎重に行うべきである．

【まとめ】
1．手術の際に一般的に用いられる正中神経運動
枝の表在メルクマールより平均 12.6 mm尺側，4.4 
mm近位に実際の分岐部が存在していた．中指中線
より尺側には運動枝の分岐を認めなかった．

2．HMの存在率は 47％（15手中 7手）．起始は
全例 TCL．停止は母指基節骨 6手，母指球筋小指
球筋間を横走するもの 1手であった．

3．手根管開放術の皮切で TCL上を横切る筋組織
HMを認めた際には正中神経運動枝がより尺側近位

表 1 HMの存在率と調査対象． 表 2 HMの起始停止．

図 6 運動枝の実際の分岐点 Aは，HMあり群はなし群より平均 1.7 mm尺側，
5.0 mm近位に存在．
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で分岐している可能性があるため，尺側での慎重な
手根管開放が奨められる．

【利益相反の開示】
本研究発表に関連し，開示すべき COI関係にあ
る企業等はありません．
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図 7 正中神経運動枝の TCL通過位置による分類（Poisel分類）．

表 3 Poisel分類．
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線維脂肪性過誤腫を伴った手根管症候群で
再発をきたした 1例
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症例は 65歳男性．30年前に左手関節掌側の腫瘤，しびれに対し他院にて手根管開放術をうけている．そ
の後症状は改善していたが，5年前よりしびれが再燃し，腫瘤も増大傾向を認めてきたため当科受診となっ
た．MRIで線維脂肪性過誤腫に特徴的なケーブル状構造を認め，本症を疑い手術を施行した．前回の手術
の瘢痕が肥大した正中神経を圧迫しており，瘢痕による癒着を剥離し再除圧を行った．術後 6か月の評価で
は術前と比べ著変はない．線維脂肪性過誤腫への手根管開放術後の再発例に関しての報告は少ない．再手術
では神経内への処置を行っている報告もあるが成績は不良である．本症例は肉眼所見より癒着による神経外
からの圧迫を考え再除圧のみを行ったが，術後 6か月の評価では術前から変化は認められなかった．今後も
長期的に経過をみていき治療方針を再度検討していきたい．

【緒　言】
線維脂肪性過誤腫は 1953年にMason 1) により最
初に報告された線維組織と脂肪組織の増生を伴う腫
瘍類似病変である．現在まで約180例の報告があり，
そのほとんどが正中神経での報告である 2)．肥大し
た正中神経が圧迫をうけ手根管症候群を呈した際は
手術を行うが，手根管開放術のみで症状が軽快する
ことが多いとされている．今回，著者らは手根管開
放術後 30年で手根管症候群の再発をきたした線維
脂肪性過誤腫の 1例を経験したので報告する．

【症例提示】
65歳，男性．
主訴：左手関節掌側の腫瘤と左手指のしびれ．
既往歴：特記事項なし
現病歴：30年前に左手関節掌側の腫瘤と左手指

のしびれが出現し，他院で手根管開放術をうけた．
皮切は手関節掌側遠位から母指球にかけての弓状切
開で，横手根靭帯切開による除圧が行われている．
正中神経と腫瘤は一塊となり剥離できなかったとの
ことである．病理の情報はない．その後症状は改善
していたが，5年前よりしびれが再燃し腫瘤も増大
傾向を認めた．4か月前に左母指の対立障害が出現
してきたため当院を受診した．

初診時現症：左手関節掌側から手掌にかけて 70
×20 mm，弾性軟の腫瘤を認めた．Quick DASHは
28点で，母指球筋は萎縮し対立障害をきたしてお
り，母指掌側外転筋力：0，Kapandji Score：2であ
った．左手指の正中神経領域は Semmes–Weinstein
（以下 S-W）知覚テスターで母指：#4（緑），示指：
#10（黄），中指：#10（黄）と著明な知覚低下を示
していた．
電気生理学的所見：正中神経は運動，知覚ともに
測定不能であった．
画像所見：X線所見に明らかな異常は認められな

かった．MRIでは T1強調像の冠状断像と矢状断像
で，腫瘤部位に一致して肥大した正中神経を認め，
高信号領域の組織の中を低信号を呈する神経束が蛇
行している像を認めた（図 1）．横断像では低信号
の神経束の周囲を高信号領域の組織が取り囲んだケ
ーブル様像を呈していた（図 2）．特徴的な画像所
見より，線維脂肪性過誤腫を疑い手術を行った．
手術所見：前回の皮切に沿って展開した．横手根
靭帯は切離されていたが，神経周囲の組織は瘢痕化
し，肥大した正中神経を圧迫していた（図 3）．全
周性に神経を周囲の癒着から剥離した（図 4）．顕
微鏡下に生検のための必要最小限の神経束間剥離を
行い，脂肪様組織を病理へ提出した．対立再建は今

自由投稿論文

受理日　2016/03/06
埼玉成恵会病院　埼玉手外科研究所　〒355-0072　埼玉県東松山市石橋 1721
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回の手術では一期的には行わなかった．
病理所見：線維組織と散在する脂肪細胞を認めた．
術後 6か月評価：しびれは軽度改善するも，S-W 

test，電気生理学的検査での改善は認めていない．
Quick DASHは 25点で母指掌側外転筋力：0，Ka-

pandji Score:2，左手指の正中神経領域は S-W 知覚
テスターで母指：#4（緑），示指：#10（黄），中指：
#10（黄）と変化はなかった．　
電気生理学的検査：正中神経は運動，知覚ともに
測定不能であった．

図 1 MRI :T1強調冠状断像．高信号領
域の組織の中を低信号を呈する
神経束が蛇行している像がみら
れる（白枠）．横手根靭帯領域で
肥大した神経は狭小化している
（白矢印）．

図 2 MRI:T1強調横断像．低信号の神経束の周囲を高信
号領域の組織が取り囲んだケーブル様像を呈して
いる（白枠）．

図 3 神経周囲の組織は瘢痕化し，
肥大した正中神経（黒枠）を
圧迫している（黒矢印）．

図 4 全周性に神経を周囲の癒着か
ら剥離し，圧迫を解除した（黒
矢印）．
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【考　察】
本症は特徴的なMRI像を示し，横断像で低信号
の神経束の周囲を高信号領域の組織が取り囲んだケ
ーブル様像を呈する．この特徴的な所見により線維
脂肪性過誤腫の診断は可能とされている 3)．悪性転
化の報告はなく，進行は緩徐であることから，神経
症状がなければ経過観察を行い，神経症状が出現し
た場合は手術療法を選択するのが一般的である．初
回手術での術式に一定の見解はないが，神経内剥離
や神経切除等の侵襲的な術式は神経症状の増悪の可
能性も高く推奨されていない 4)．正中神経の線維脂
肪性過誤腫は手根管開放術による除圧のみでの良好
な成績の報告が多く，これらの病態としては増大し
た腫瘤に対する横手根靭帯等の神経外からの圧迫が
考えられる 5)．しかし手根管開放術のみで改善しな
い症例もあり，こうした症例では神経内での増殖し
た脂肪組織等による神経への直接的な圧迫の可能性
が示唆されている 6)．Frykmanらは初回手術で改
善しなかった症例に対し，神経内剥離や神経移植等
を行っているが，その成績は不良である 7)．しかし，
本邦では清水らが手根管開放術後も神経症状が増悪
した症例に対し，初回術後 1か月後に神経切除と腓
腹神経移植，対立再建を行い術後 7年での良好な成
績を報告している 8)．これまで再発例の報告は少な
いが，Louisらは手根管開放術後 10年以上を経て，
増大した腫瘤により手根管症候群の再発をきたした
症例を報告しており，長期の経過観察が重要と思わ
れる 9)．著者らの症例は初回手術では神経外の除圧
のみで症状改善したが，30年の経過を経て腫瘤が
緩徐に増大していき，腫瘤が初回術後の瘢痕に圧迫
され再度神経症状を呈したと推察され，瘢痕切除に
よる再除圧を行った．対立再建に関しては，Fryk-
manらの繰り返し手術を行った症例では，再手術
時に除圧に加えて対立再建も行ったものの再々手術
時には再建に用いた腱が肥大した正中神経に癒着し
圧迫していたと報告している 7) ことから，今回の
手術では一期的に対立再建は行わず再除圧のみとし
た．術後 6か月の評価では術前と大きな変化は認め
ていない．現在の症状で患者は再手術を希望してお
らず経過観察を行う方針となっているが今後も長期
的に経過をみていき，症状が増悪してくる場合は神
経内剥離やMennenらが報告した長母指伸筋腱を
用いた対立再建 10) 等の正中神経への干渉が少ない
対立再建術を検討していきたい．

【まとめ】
手根管開放術後 30年で手根管症候群の再発をき

たした線維脂肪性過誤腫の 1例を経験した．線維脂
肪性過誤腫は手根管開放術で良好な成績が得られる
ことが多いが，本症例のように腫瘤自体の増大に伴
い再度神経症状を呈する可能性があるため，長期の
経過観察が必要である．

【利益相反の開示】
本発表に関連し，開示すべき COI関係にある企
業等はない．また，本発表について患者の同意を得
ている．
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一

当科で腫瘍核出術を行った神経鞘腫 20例 58病変について報告する．対象：男性 6人女性 14人，複数個
発生が男性 1人，女性 2人であった．手術時平均年齢 56.5歳．発生部位は上肢 15病変，下肢 38病変，体
幹 5病変であった．腫瘍径は 3-60 mmであった．術後神経障害を 10病変に認めたが，いずれも 9か月以内
に改善し，遺残はなかった．神経鞘腫は，Schwann細胞由来の良性腫瘍である．術後神経障害の予防には，
健常神経束を保護し損傷させず，腫瘍のみを核出することが重要である．腫瘍は神経に対し偏心性に存在す
る．当科では術前MRIの慎重な読影を行い，腫瘍と神経本幹の位置関係の把握に努めている．手術の際は，
神経本幹のない方向から腫瘍へ到達し，健常神経束の少ない部分で被膜を切開することで，健常神経束の保
護を容易にし，十分な視野の確保が可能であると考える．

【緒　言】
神経鞘腫は Schwann細胞由来の良性腫瘍である．
切除術や核出術が行われるが，術後に一定の割合で
神経障害を認める．我々は核出術の経験を，術後神
経障害低減の当科の工夫を加えて報告する．

【対象と方法】
神経鞘腫の診断で 1995～2013年に核出術を行っ

た 20例 58病変を対象とした．脊柱管内に発生し切
除術を行った症例は除外した．

 性別は男性 6人，女性 14人であった．複数発生
を男性 1人，女性 2人に認めた．手術時平均年齢は
56.5歳（19～71歳）であり，平均術後観察期間は
3.5年（6～80か月）であった．
症状・所見として，腫瘤の自覚 57病変，しびれ

57病変，Tinel様徴候陽性 57病変であった．発生
部位は上肢 26病変，下肢 27病変，体幹 5病変であ
った．発生神経は単発発生例では，尺骨神経 6病変，
正中神経 2病変，頸椎神経根 2病変，指神経 1病変，
腓腹神経 1病変，肋間神経 1病変，趾神経 1病変，
閉鎖神経 1病変であり，複数発生例では橈骨神経 1
病変，下肢の皮神経 2病変の 3病変例と，正中神経
2病変，頸椎神経根 1病変，上肢の皮神経の 4病変
例と，正中神経 2病変，坐骨神経 2病変，尺骨神経
1病変，上肢の皮神経 10病変，下肢の皮神経 21病

変の 36病変例であった．腫瘍径は 3～60 mmであ
った．
再発と術後神経障害について検討した．

【結　果】
尺骨神経単発発生の 1病変で再発を認めた．術後

神経障害を 10病変に認めた．知覚低下が 3病変，し
びれの悪化が 7病変であった．それぞれ 4か月以内，
9か月以内に回復し，神経障害の遺残はなかった．
代表症例を示す．
32才女性．中学生時からの頚部の腫瘤の自覚と，
右手のしびれを主訴に来院した．既往歴に双極性障
害を認めた．身体所見；右頚部に長径 5 cmの腫瘤
を認め（図 1），Tinel様徴候陽性で第 6頸椎神経根
領域に放散痛を認めた．知覚低下/運動麻痺はなか
った．MRIでは T2脂肪抑制画像で長径 50 mmで，
等信号領域の内部に低信号域がモザイク状に存在す
る紡錘形の腫瘍を認めた．神経本幹と思われる索状
構造が腫瘍の外側に存在した（図 2）．神経本管が
腫瘍の外側にある神経鞘腫と診断した．
手術を施行した．腫瘍に神経本幹とは逆側である
内側・下方から到達するために，触知する腫瘍の内
側・下方，すなわち鎖骨やや近位を横切開で展開し
た．広頚筋の深層に腫瘍を認めた（図 3）．被膜を
全周性に剥離することなく，神経の疎な部分で被膜

受理日　2015/10/20
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を縦切開し，内部から腫瘍を核出した（図 4）．
術後，右手のしびれの悪化を認めたが，4か月で

改善した．術後 2年で腫瘍の再発を認めない．

【考　察】
神経鞘腫は，Schwann細胞由来の腫瘍であり，

近位遠位で神経と連続し，神経本幹に対し偏心性に
存在する．腫瘍の由来する罹患神経束はその機能を
喪失している一方，腫瘍被膜には健常神経束が散在
している．手術法には，摘出術，切除術，核出術が
ある．摘出術とは，連続する神経本幹ごと腫瘍を切
除する方法であり，重篤な神経障害の発生する可能
性がある．脊柱管内発生例を除き，禁忌とされる．

 切除術とは，神経本幹は残すが，被膜の一部ご
と腫瘍を切除する方法であり，健常神経束を一部切

離する．核出術は，被膜を切開の後，腫瘍実質のみ
を核出する方法であり，罹患神経束は切離するが，
被膜内の健常神経束を温存する．

 Oberleら 1) は，神経症状の遺残は罹患神経束以
外の神経束を切離している可能性があると報告し，
麻田ら 2) は神経症状は，術中操作による健常神経
束の損傷や，健常神経束の合併切除で起こると報告
している．すなわち，健常神経束を損傷しないこと
が，術後神経障害の予防に重要である．
健常神経束を一部切離した切除術と，罹患神経束
のみを切離した核出術を比較した Parkら 3) や木村
ら 4) の報告では，核出術の方が術後神経障害が少
ない．しかし，核出術困難例の報告も散見され，腕
神経叢発生例や大きい腫瘍の場合，核出が困難なこ
ともある 4)5)6)．

図 2 MRI T2 FS神経本幹の内側に内部モザイクの腫
瘍を認める．

図 1 頚部右側に長径6 cmの腫瘤を認める．

図 4 核出後．被膜を縦切した．図 3 鎖骨やや近位に横皮切で展開した．
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健常神経束の損傷を避け，確実な核出を行うため
に健常神経束を同定剥離することが大切であり，そ
のため顕微鏡や神経刺激装置を用いることが大切で
ある．高瀬ら 7) はそれらを使用した核出術を行い，
6％の低い術後神経障害を報告している．
我々はそれらに加え，術前に神経本幹と腫瘍の位
置関係を把握しておくことが有効であると考える．
術前にそれらの位置関係が把握できない場合，腫瘍
被膜を周囲組織から全周性に剥離し，神経本幹を同
定する作業が必要である．さらに，もし神経本幹側
から展開が行われたならば，被膜を神経線維の少な
い部分で切開，操作するために，術野内で腫瘍の深
層側からアプローチする必要がある．その場合，被
膜の切開が不十分となり術野が悪いことや，逆に神
経に過剰な牽引がかかるなどのリスクが予想され
る．この傾向は特に大きい腫瘍で顕著になると考え
られる．
術前に神経本幹と腫瘍の位置関係を把握できれ

ば，これらの操作は不要になると考える．すなわち
腫瘍被膜の全周性剥離の回避は，術中神経損傷や術
後血腫のリスク低減につながり，神経本幹のない方
向から腫瘍にアプローチできれば，良い術野で被膜
を大きく切開することができ，被膜内の術野の確保
も可能となる．むしろ大きい腫瘍の方が，腫瘍内か
らの腫瘍核出が容易となる可能性がある．我々は術
前MRIを詳細に読影することで，それらの位置関
係の把握に努めている．
核出術は，被膜を温存するため，癒着や再発の可
能性があるといわれている．当科でも 1病変の再発
を認めた．腫瘍の残存が原因の一つと考えられる．
長期成績や再発について更なる観察が今後の課題で
あると考える．

【まとめ】
当科の神経鞘腫核出例を報告した．再発を 1病変
に認めた．術後神経障害を 10病変に認めたが一過
性であり，全例改善した．

【利益相反の開示】
本研究発表に関連し，開示すべき COI関係にあ
る企業はありません．
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RA患者のMP関節は尺側偏位し，掌側脱臼を生じる．従来，MP関節が高度に脱臼した症例にはシリコ
ンインプラントが適応とされてきたが，著者らは表面置換型人工指関節である Self Locking Finger Joint（以
下 SLFJ）を使用している．2013年 1月から 2013年 5月までに当院で手術をしたMP関節高度脱臼症例の
うち，1年以上の経過観察が可能であった 7例，26関節を対象とした．全例女性，平均年齢 68.0歳，平均
経過観察期間 13.6ヶ月であった．術後 1年では DASHスコア，Hand 20，握力に改善傾向はあるものの，統
計学的有意差は認めなかった．全関節可動域（伸展＋屈曲）は小指以外は有意に増加した．小指の尺側偏位
再発が 1例認められた．全関節可動域が有意差をもって改善したのは，高度脱臼により術前の ROMがより
不良であったことが一因だが，術後の可動域の改善が大きいことも寄与している．今回検討した症例では術
後 1年までに，インプラントの破損，変形，疼痛増悪はなく，再置換例はなかったが，今後長期のフォロー
が必要である．

【緒　言】
関節リウマチ患者のMP関節は尺側偏位し，さら
に掌側脱臼を生じる 1)．従来，高度に脱臼したMP
関節にはシリコンインプラントを用いた人工関節置
換術が適応とされてきたが，シリコンインプラント
は比較的早期に高い確率で破綻することがわかって
いる 2)．現在著者らは，高度に脱臼したMP関節に
対して，表面置換型人工指関節である self　locking 
finger joint（以下 SLFJ）を用いた人工関節置換術を
行っており，短期ではあるが良好な成績を得ている．

【対象と方法】
2013年 1月から 2013年 5月までに SLFJを用い，

MP関節に人工指関節置換術を行った症例のうち，
基節骨が中手骨の掌側に完全に脱臼した高度脱臼例
を対象とした．このうち，1年以上の経過観察が可
能であった 7例 26関節について検討を行った．全
例女性で，手術時平均年齢 68.0歳（46-81歳），平均
経過観察期間は 13.6か月（12-15か月）であった．
右手 5例，左手 2例，示指 7関節，中指 6関節，環
指 6関節，小指 7関節であり，1例 1関節に足趾か
らの骨移植を行った．

背側侵入により伸筋腱の橈側を切開してMP関節
を展開した．全例で橈側，尺側側副靱帯の欠損はな
く，温存可能であった．周囲組織を十分に剥離して
インプラントを設置した．橈側側副靱帯は縫縮して
補強した．Wood法に準じて関節包を縫縮し，伸筋
腱は前進させて中央化してソケットに縫着させた．

DIP関節，PIP関節，母指 CM関節や手関節に病
変を認める場合は，SLFJによる人工関節置換術，
関節固定術，関節形成術などを追加した．また，第
4-5CM関節に不安定性を認めるものには関節固定
術を追加した．
術後はMP関節伸展位でシーネ固定とし，手術 2
日後にアウトリガースプリントに変更してリハビリ
を開始した．日中のスプリント装着期間は 6週間，
以降は夜間スプリントを術後 12週まで継続させた．

MP関節の自動 ROM，DASHスコア，Hand 20，
握力，pinch，side pinch，3指のつまみ動作を術前
と術後 1年で比較し，Wilcoxon signed-ranks testで
統計処理を行った．また，合併症の検討を行った．

【結　果】
示指，環指の total　ROMは有意に改善した（図

受理日　2015/10/25
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1）．中指，小指の total　ROMは改善傾向を認めた
が，有意差はなかった．特に伸展側の改善が良好で
あった．
機能評価は DASHスコア，Hand 20，握力はとも

に改善傾向を認めたが，統計学的有意差はなかった
（図 2）．Pinchも統計学的有意差を認めなかったが，

side pinch，3指のつまみ動作には有意に改善した
（図 2）．
インプラントの破損，脱転，インプラント周辺骨
折，感染は認めなかった．小指の尺側脱臼の再発を
1例に認めた．
【症例提示】

図 1 各指MP関節の自動可動域の変化

図 2 DASHスコア，Hand20，握力，pinch，side pinch，3指つまみ動作の変化
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【症例 1】
46歳，女性，RA罹患歴は 27年．
レントゲン，CTで示指から小指のMP関節では
基節骨が中手骨の掌側に完全に脱臼していることが
わかる（図 3a，b）．MP関節で関節面は関節破壊も
みられる．示指 -小指MP関節に SLFJを用いた人工
指関節置換術を施行した．側副靭帯は中手骨骨頭か
ら近位掌側に走行していた（図 3c）．橈側側副靭帯
には一部菲薄化がみられたが，温存可能であった．
術後 15か月を経過したが，MP関節のアライメン
トは良好な状態を保っている（図 3e）．
【症例 2】
72歳，女性，RA罹患歴は 29年．
レントゲンで示指，小指のMP関節は完全に脱臼
しており，示指基節骨背側は骨欠損を伴っているこ
とが確認できる（図 4a）．示指，小指MP関節に SLFJ

を用いた人工関節置換術を施行し，示指の骨欠損部
には骨移植も行った．中指，環指MP関節には関節
形成術を行い，PIP関節は関節固定した（図 4b）．術
後 2か月で小指MP関節の尺側脱臼が出現した．疼
痛なく，本人の再手術希望なかったため，現在経過
観察となっている（図 4c）．

【考　察】
MP関節高度脱臼にはシリコンインプラントが適

応とされており，シリコンインプラント以外を使用
した報告は，著者らが渉猟し得た範囲では見つから
なかった．

Chungらは swansonシリコンインプラントによる
MP関節の人工関節置換術の成績を報告しており 3)，
全指の total ROMは術前 33.0±20.8から術後 6ヶ月
で 40.3±5.9へと改善傾向を認め，術後 1年では 46.0 

図 3 症例 1　a.術前レントゲン，b.術前 3DCT，c.術中写真　▲は側副靭帯，d.術直後レントゲン，
e.術後 15ヶ月のレントゲン

図 4 症例 2　a.術前レントゲン，b.術直後レントゲン，c.術後 1年のレントゲン
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±5.9と改善傾向を認めている．また，握力，pinch
においては有意な改善は認めなかったとしている．
このデータは，今回の検討で対象としたような高度
脱臼症例のみのものではないが，著者らの成績では
19.6±16.6から 49.5±23.9へと有意に改善していた．
これは高度脱臼により術前の ROMがより不良であ
ったことが一因と考えられるが，術後の可動域の改
善が大きいことも寄与していると思われる．握力及
び pinchについては，統計学的有意差を認めなかっ
たことは同様であったが，side pinch，3指でのつ
まみ動作は有意に改善していたこともあり，患者満
足度は高い傾向にあった．

Goldfarbらはシリコンインプラントは 14年で 63
％が破損し，22％に変形がみられたと報告してい
る 4)．Trailらはシリコンインプラントは 10年で 42
％，17年で 66％が破損し，10年で 17％，17年で
37％に再置換を行ったと報告している 5)．シリコン
インプラント再置換の原因は，インプラントの破
損，変形，疼痛増悪が主な原因となっている．今回
検討した症例では術後1年の時点で，これらの所見，
症状はみられなかったが，まだ SLFJの長期成績が
ないため，比較検討することができない．今後のフ
ォローが必要である．1例に術後早期の小指尺側脱
臼を認めた．SLFJは軟部組織バランスが重要であ
り，伸筋腱の advance，小指外転筋の切離は必須と
考え行っている．また，第 4-5CM関節固定を追加
している症例では脱臼傾向や不安定性を認めないこ
とから，小指の尺側再脱臼を防止する要素になりう
ると考えられる．

【まとめ】
MP関節の高度脱臼例に対する SLFJの短期成績
は，ROM改善において極めて良好であった．機能
評価における改善傾向はみられたが，統計学的有意
差は認めなかった．1例に再脱臼を認めた．今後長
期の経過フォローが必要である．

【利益相反の開示】
本研究発表に関連し，開示すべき COI関係にあ
る企業等はありません．

【文　献】
1） 南川義隆．表面型人工指関節の問題点．関節外科 27-1: 
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Swanson Metacarpophalangeal Joint Arthroplasty for 
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2004．

4） Charles Goldfarb, et al. Metacarpophalangeal joint ar-
throplasty in rheumatoid arthritis．JBJS 85A-10: 1869-
1878, 2003．

5） I Trail, et al. Seventeen-year survivoship analysis of si-
lastic metacarpophalangeal join replacement．JBJS 
86B-7: 1002-1006, 2004．
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変形性 PIP関節症に対する表面置換型
人工指関節置換術の治療成績
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変形性 PIP関節症に対して表面置換型人工指関節置換術を施行し，その治療成績を検討した．対象は 7例
8指，全例女性，年齢は平均 58歳，経過観察期間は平均 27か月であった．全例掌側アプローチを用いて人
工指関節置換術を施行し，術翌日より可動域訓練を開始した．検討項目は自覚症状，関節可動域，合併症の
有無とした．術後疼痛は全例で消失した．関節可動域は術前平均 24度から術後平均 65度に改善し，獲得可
動域は平均 41度であった．単純 X線ではインプラントの弛みは認めず，2例に骨棘形成を認め，うち 1例
に尺屈変形を伴った．追加手術は，2例に関節拘縮を認め授動術を行った．1例にスワンネック変形を認め，
掌側板を縫縮し側索を掌側へ縫着した．掌側アプローチは腱の切離が不要で早期後療法が可能である．全例
で可動域・疼痛ともに改善を認め，有用な方法であった．

【緒　言】
変形性 PIP関節症（以下 PIP OA）は保存的に治

療が開始されるが，病期が進むと疼痛と可動域制限
により，著しい日常生活動作の障害を伴うようにな
る．その場合，確立された外科的治療法がないのが
現状であるが．従来関節リウマチ症例で使用されて
きた表面置換型人工関節置換術を施行した報告が近
年散見される 1)2)3)4)5)6)7)8)9)．当科でも日常生活動作
制限の強い変形性 PIP関節症に対して人工関節置換
術を施行しており，その治療成績について検討した
ので報告する．

【対象と方法】
PIP OA症例 7例 9指のうち，つまみ動作優先の

希望があった 1指（示指）に対しては関節固定術を
施行したが，可動域温存の希望があった 7例 8指（示
指 1指，中指 2指，環指 5指）に対しては人工指関
節置換術を施行し，こちらを本研究の対象とした．
全例女性で，手術時年齢は平均 59歳（40歳から 67
歳），経過観察期間は平均 27か月（5か月から 55か
月）であった．全指で表面置換型セメントレス人工
指関節である Self locking finger joint system（帝人
ナカシマメディカル株式会社，岡山）を使用した．
手術には全例掌側アプローチを用いた．PIP関節

掌側に橈側凸のジグザグ切開を加え，尺側から掌側
板と副靭帯の間を切開する．掌側板を骨膜下に剥離
して，掌側板・屈筋腱・腱鞘を一塊として橈側へ引
く．尺側の側副靭帯を剥離し，骨棘の切除を行いな
がら，PIP関節を過伸展させて背側脱臼させる．側
副靭帯は可及的に温存する，術後の尺屈変形を防止
するために，特に橈側側副靭帯の温存に留意する 1)．
基節骨・中節骨にジョイントアンカーを挿入し，ト
ライアルにて可動域と安定性を確認後，インプラン
トを設置し，掌側板と副靭帯間を縫合して閉創した．
背側の骨棘を十分に切除できなかった症例は，背側
にも皮切を加えて骨棘切除を行った（3例）．術後外
固定は行わず，術翌日より可動域訓練（自動運動・
愛護的他動運動）を開始した．術前と最終診察時に
疼痛などの自覚症状，関節可動域を調査し，術後合
併症（X線所見の有無，追加手術など）も含めて検
討した．また，最終診察時と術前の関節可動域（arc）
の差から獲得可動域を計算した．

【結　果】
疼痛は全例で術後に軽快傾向を示し，最終診察日
には認めなかった．関節可動域は，術前平均 24度
（伸展平均 -26度，屈曲平均 50度）から最終診察時
65度（伸展平均 -8度，屈曲平均 73度）に改善し，

受理日　2015/10/07
香川県済生会病院整形外科　〒761-8076　香川県高松市多肥上町 1331-1
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獲得可動域は平均 41度であった（表 1）．最終診察
時の X線所見では，インプラントの弛みを認めた
症例はなかった．骨棘形成を 2指（示指尺側 1指，
環指橈側 1指）に認め，そのうち環指橈側に認めた
症例では尺屈変形を伴っていた（図 1A，B）．追加
手術は術後関節拘縮を認めた 2指に対して関節授動
術を施行，スワンネック変形を認めた 1指（図 1C）
に対して掌側板を縫縮し側索を掌側へ縫着した．
【症例提示】
症例 5：63歳，女性
主訴：両側示指・中指・環指・小指 PIP・DIP関

節の疼痛，可動域制限
現病歴：数年前から特に誘引なく両手指の疼痛を
認め，徐々に可動域制限が増悪し，日常生活動作制
限をきたすようになったため当科受診となった．
現症：右示指，右中指，右環指に特に強い疼痛を
認め，PIP関節可動域（伸展/屈曲）は，それぞれ

-45度/60度，-45度/60度，-40度/60度と著明な制
限を認めた．単純 X線では示指・中指・環指 PIP関
節に著明な関節裂隙狭小化と骨棘形成を認め，He-
berden結節の合併も認めた（図 2）．
経過：保存的加療を行うも疼痛コントロールが困
難であったため，手術的治療を選択した．示指はつ
まみ動作の確保のため関節固定術，中指・環指は握
り動作のための可動域の確保のため人工指関節置換
術を施行した（図 3）．術翌日より可動域訓練を開始
したが，術後 4か月で中指伸展が -45度，環指伸展
が -40度と伸展制限を認めた．掌側板の癒着が原因
と考えられたため，示指の鋼線抜去と同時に中指・
環指の関節授動術（掌側板の切離）を施行した．最
終診察時の術後 25か月では疼痛を認めず，可動域
は中指・環指ともに -25度/70度と術前より改善を
認めた．単純 X線ではインプラントの弛みは認め
ず，術後の変形も認めなかった．

表 1 症例一覧

図 2 症例 5：63歳，女性
 術前．示指，中指，環指の PIP

関節に著明な関節裂隙狭小化と
骨棘形成を認め，Heberden結
節の合併も認める．

図 1 A：右示指尺側骨棘形成（症例 6）　B：右環指橈側
骨棘形成に伴う尺屈変形（症例 2）　C：スワンネッ
ク変形（症例 3）
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【考　察】
PIP OAの主訴は疼痛と可動域制限である．初期

は対症療法で経過観察するが，病期が進むと日常生
活動作の障害が大きくなり，手術療法も考慮される．
従来ピンチ力と側方安定性が要求される示指におい
ては関節固定が主に選択されてきた 2) ．しかし，関
節固定術は優れた除痛効果と引き換えに，可動域を
失うこととなるため，とりわけグリップのための可
動域の確保が必要な中指から小指に対しては，関節
固定術は受け入れがたい選択肢である 3)．そこで除
痛と関節可動域の保持を目的として人工関節が開発
されたが，シリコンインプラントではインプラント
破損，術後変形，骨破壊が問題となった 3)4) ．現在
の主流となっている表面置換型人工関節は 1979年
に Linscheidらによって開発され，骨切除量を最小
限にして側副靭帯を可及的に温存することで，側方
安定性と可動域の確保が可能となる 5)．今回使用し
たセメントレスタイプの表面置換型インプラントは，
ネジ構造によるセルフロッキング機構を有しており，
インプラントを挿入する深さを調整することで側副
靭帯を始めとした軟部組織バランスの調整が可能で
ある 6) ．言い換えれば，PIP関節における表面置換
型人工指関節置換術の適応として，術前から側方の
安定性が保たれている必要があり，明らかな側方不
安性を有する症例では術中の支持組織のバランス調
整が困難なため，関節固定を選択する方が好ましい．
示指に関しては人工関節置換術後につまみ動作の頻

用により尺屈変形を来したという報告もあり 1)，患
者と相談してつまみ動作を優先させたい場合は関節
固定を，可動域を温存させたい場合は人工関節置換
を選択する．またスワンネック変形では過伸展変形
を改善させる必要があり，腱固定や関節固定が適応
となる 7) ．
手術アプローチは掌側か背側進入で議論がある

が 1)，伸筋腱の処置を必要としない PIP OAでは，腱
の切離を行わないため術後早期運動療法が可能な掌
側進入が有用とする報告が多い 1)2)8)9)．当科でも掌
側進入を用いて手術を施行し，術翌日より後療法を
開始しており，手術により改善した獲得可動域は 41
度と良好な結果であった．PIP OAに対して掌側進
入で同じインプラントを用いて人工指関節置換術を
施行した過去の報告では，橋本らは獲得可動域は 41
度 9)，森澤らは 24度 1) と報告しており，過去の報
告と同等以上の結果が得られた．アプローチの際の
注意点として，橈側側副靭帯の温存に留意すべきで
あり，特に OAが高度な症例の示指では，頻回のつ
まみ動作による尺屈変形を防止する必要がある 1)．
当科では，橈側側副靭帯を温存するため，掌側板と
副靭帯間の切開は尺側から行うようにしている．
術後合併症に関しては，骨棘形成は 8指中 2指に
認め，環指橈側に骨棘を生じた 1指では尺屈変形を
伴ったが，不安定性は軽度で追加手術は行わずに経
過観察としている．スワンネック変形は 1例に認め
たが，これは掌側板の機能不全によるものと考えら

図 3 症例 5：63歳，女性
 A：術後．示指は固定術，中指と環指は人工関節置換術を施行．

B：示指側面　C：中指側面　D：環指側面
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れ，掌側板の縫縮と側索を掌側へ縫着する追加手術
を要した．術後スワンネック変形は装具（リングメ
イト）で予防可能との報告 1) もあり，過伸展傾向を
呈する症例で今後使用を検討したい．本インプラン
トの長期成績は明らかになっていないが，諸家の報
告ではセメントレスでも短期的には弛みは認めてい
ない 6)9)．本研究でも最長 4年 7カ月経過した症例
でもインプラントの弛みは認めなかったが，今後も
長期の経過観察が必要と考えられる．

【まとめ】
PIP OA7例 8指に対する掌側アプローチを用いた
表面置換型人工指関節置換術の治療成績を検討し
た．術後疼痛は全例で消失し，早期に可動域訓練を
開始することで獲得可動域も良好であった．本術式
は，適応を選ぶことにより可動域の維持あるいは改
善と除痛が得られる有用な治療法となる．

【利益相反の開示】
本研究発表に関連し，開示すべき COI関係にあ
る企業等はありません．
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一

当院の Dupuytren拘縮に対する部分腱膜切除の術後成績と術中の工夫について報告する．対象は 13例 15
手で，術前の重症度はMeyerding分類で grade 0が 2手，grade 1が 6手，grade 2が 1手，grade 3が 5手，
grade 4が 1手であった．Zig-Zag皮切を基本とし，病的腱膜の切離によって指が伸展するたび皮膚の緊張を
確認し皮切をデザインすることで，皮膚の緊張を防止し早期の可動域訓練が可能であった．皮膚につながる
病的腱膜を剥離し皮膚の緊張を減じるように努めた．PIP関節の拘縮解離のため，橈側・尺側から背側に向
かう病的腱膜を切除した．皮膚形成処置を必要としたのは 1手のみで，拘縮改善率を含めて良好な成績を得
た．

【緒　言】
Dupuytren拘縮に対する治療は腱膜切離，腱膜切
除等，種々の方法が報告されている．著者らは主に
部分腱膜切除を行い，一期的に閉創している．今回，
当科における Dupuytren拘縮に対する手術成績と
術中の工夫について報告する．

【対象と方法】
2010年 1月から 2015年 3月までの間に当科で手
術を受け，術後半年以上の経過観察ができた 13例
15手，男性 12例，女性 1例を対象とした．手術時
年齢は平均 65.9歳（38-77歳），術後平均観察期間
は 18.5か月（6-47か月）であった．Meyerdingの
病期分類では grade 0が 2手，1が 6手，2が 1手，
3が 5手，4が 1手であった．PIP関節罹患例が 11
手であった．
手術方法は全例 Zig-Zag切開で展開して，肥厚し
た病的腱膜を可及的に切除した．神経血管束の損傷
を防止するためMP関節レベルで神経血管束を同
定してこれを保護した．PIP関節の拘縮が高度な例
では掌側板及び側副靭帯の解離を追加した．全例で
創を一期的に閉創した．
後療法は術後 2日目から自動他動運動を開始し，
夜間スプリントを併用した．
術後評価は Tubianaの分類，総伸展不足角，及び

石川ら 1) の方法に準じて術前後の総伸展不足角より

算出した改善率を用いた．

【結　果】
術後成績は Tubiana 分類で very goodが 5 手，

goodが 8手，fairが 2手であった（表 1）．fairの 2
例のうち 1例は再発例，1例は術前の PIP関節屈曲
拘縮 70 以゚上であった．総伸展不足角は術前平均
-109 ，゚術直後 -6 ，゚最終観察時は -22.3 で゚あった（図
1）．改善率は術直後平均 95.5％，最終観察時は 71.2
％であった（図 2）．合併症は創縁の壊死を 1手に，
一過性の神経障害を 8例に認めた．植皮・皮弁を要
した例はなかった．
【症例提示】
症例 :72歳，男性
主訴：右中・環・小指の伸展障害

受理日　2016/01/03
防衛医科大学校病院　〒359-8513　埼玉県所沢市並木 3-2

表 1 術後成績（Tubiana分類）と術前病期
 うち 1例は再発例であった．
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身体所見：中指MP伸展 -15 ，゚環指MP伸展 -50 ，゚
PIP伸展 -85 ，゚小指MP伸展 -65 ，゚PIP伸展 -80 ．゚
Meyerding分類は grade3であった（図 3）．
手術所見：まず手掌部に Zig-Zag皮切をデザイン
した（図 4）．手掌部の環指・小指につながる病的腱

膜を切離してMP関節を伸展可能とした後，再度遠
位に皮切をデザインして展開した（図 5）．PIP遠位
まで病的腱膜の切離を進めた．PIPの側方に回り込
む線維まで十分に切除して完全伸展が得られた．創
は一期的に閉創した（図 6）．

図 4 手掌部のデザイン
 当初，手掌部のみに皮切をデザインした．

図 3 術前
 中環小指に屈曲拘縮を認めた．

図 2 拘縮改善率
 改善率は術直後と最終観察時でほぼ横ばいであっ

たが，再発の 1例で拘縮の高度進行をみた．

図 1 総伸展不足角の推移
 術直後ほぼ全例に完全伸展が得られたが，最終観

察時は軽度の拘縮再燃を見る例もあった．

図 6 術後
 完全伸展が得られ，一期的に閉創可能であった．

図 5 固有指部の皮切
 MP関節が伸展可能になった後に皮切を置いた．
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【考　察】
Dupuytren拘縮に対する治療法には種々の報告が

ある．Fasciotomyに関してWerkerらの報告では 2)

再発率 33～100％と報告している．Needle fasciotomy
に関して Foucheら 3) は 59％に再発を認め，Rijssen
ら 4) は 42％に追加の処置が必要になったと報告して
いる．Collagenase療法に関して Colemanら 5) は 75
％に有害事象が発生し，60例中 1例は屈筋腱断裂を
生じたと報告している．進行した Dupuytren拘縮に
対しては侵襲的治療が主に行われるが上記のとおり
成績が不安定であり，十分に確立されていない手技
もある．
著者らは比較的良好な拘縮改善率が得られる腱膜
切除を行っている．腱膜切除には創を閉鎖する方法
と，McCashの Open palm法 6) に代表される創開放
療法とがある．開放療法の利点としては皮膚の緊張
を減じることにより早期運動療法を可能とする点で
あるが，術後早期の拘縮改善率は開放療法が高いが，
最終的には差が見られないとの報告 7) もある．
著者らは，段階的に皮切をデザインすること，デ
ザインの際には拘縮が解除された後の皮膚の緊張を
予想した線にすることを心がけた．病的腱膜と皮膚
との癒着を十分に剥離して皮膚の緊張を軽減させる
ことで，創を閉鎖した後に早期自動運動を行うこと
ができた．

Dupuytren拘縮の成績不良因子としては PIP関節
罹患，小指罹患，複数指罹患，高度な屈曲拘縮 8)，
Dupuytren体質 9) などが挙げられており，特に PIP
罹患例に術後成績不良が多いとされている．その原
因が PIP関節に及ぶ病的腱膜の構造が複雑で，指神
経が病的腱膜に巻き込まれて区別が難しく，拘縮解
離が不十分になりやすいためと考え，著者らは近位
で指神経を同定して保護したうえで積極的に病的腱
膜を切除し，抵抗なく伸展が得られるまで掌側板及
び側副靭帯の解離を行っている．術後に一過性の知
覚異常が見られた例もあったが，いずれも比較的早
期に回復した．
術後成績に関しても諸家の報告に比し劣るもので
はなかった．

【まとめ】
Dupuytren拘縮に対し腱膜切除を行い良好な成績

を得た．皮切のデザインを工夫することで創部の緊
張を防止し，一期的閉鎖と早期自動運動が可能とな

った．

【利益相反の開示】
本研究発表に関連し，開示すべき COI関係にあ
る企業等はありません．
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Zigzag切開による腱膜切除，創部分開放
＋早期運動療法による Dupuytren拘縮の治療
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Dupuytren拘縮に対し Zigzagで展開し，創閉鎖時に V-Y前進法に準じて山形の頂点に切れ込みを加え，同
部を開放のままとする術式と早期運動療法を行った．30例 33手 58指（全例男性，平均年齢 64.6歳，平均追
跡期間 31.8か月）の臨床成績を調査した．重症度はMeyerding分類で 1度 11手，2度 6手，3度 16手であ
った．術後成績は Tubiana基準で very good10手，good22手，fair1手であった．平均伸展不全改善率は母指：
MP100％　IP100％，中指：MP90.5％　PIP100％，環指：MP96.8％　PIP93.3％，小指：MP93.8％　PIP83.9
％で小指がやや劣る結果であったが良好な改善が得られた．創開放部は追加処置なく平均19.3日で治癒した．
Zigzag切開による広範囲展開，創部分開放，及び早期運動療法は良好な拘縮改善，創治癒，再拘縮防止が可
能な方法と考える．

【緒　言】
Dupuytren拘縮に対し，著者らは Zigzag切開で

広範囲に展開し病的腱膜を出来る限り切除する術式
を行ってきた．そして，創閉創時には V-Y前進法の
創の一部を縫合せずに開放とし，早期運動療法を行
った．今回，その手技を紹介するとともに，臨床成
績を評価，検討した．さらに術中に得た神経血管束
の位置異常の知見も併せて報告する．

【対象と方法】
［手術方法］
手術は，手掌部から指部に連続した Zigzag切開を
用いて幅広く展開する．拘縮が多数指に及んでいる
ときは，各指で独立した切開を用いる．病的腱膜を
中枢から末梢に向かって健常組織から剥離し，出来
る限り一塊として切除する．創閉鎖は一期的に行う
が，V-Y前進法に準じて三角皮弁の頂点対側に複数
の横切開を加え，同部を縫合せず開放とする（図 1）．
［後療法］
術後 2日目から，温浴下に自動屈曲伸展運動を積

極的に行う．訓練は 1日 2，3回，Hand therapistの
指導の下で，10～14日間，ほぼ抜糸まで継続する．こ
の時点で退院となるが，外来でも約 2か月間，Hand 
therapyを継続し，その間頻回の定期検診を行う．

受理日　2015/09/21
＊財団法人田附興風会　医学研究所　北野病院　〒530-8480　大阪府大阪市北区扇町 2-4-20
＊＊日本赤十字社和歌山医療センター

図 1 V-Y　前進法に準じた創部分開放
法（○は開放部）
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Hand therapy終了後も，患者には伸展ストレッチを
毎日継続するよう指導している．
［対象症例］
本治療を行い，長期直接検診が可能であった 30

例 33手 58指を対象とした．全例男性，平均年齢は
64.6歳（49～83），罹患指は母指 2指，中指 5指，環
指 23指，小指 28指であった．Meyerding分類 1) に
よる重症度は，GradeI：11手，GradeII：6手　Grade 
III：16手であった．病的腱膜再発による再手術は 4
手．経過観察期間は平均 31.8か月（13～68）であっ
た．
［調査項目］
術後成績の総合評価には Tubiana評価基準 1) を用

いた．拘縮の改善は，各指，関節別に術前後の伸展
不全角の推移と石川の方法 2) を用いた拘縮改善率を
算出した．術前伸展不足角重症度別の拘縮改善率も
調査した．創治癒までの期間を，ドレッシングが不
要となった時点を end pointとして評価した．さらに
術中に観察された神経血管束の解剖学的位置異常を，
病的腱膜の圧迫や牽引により正常位置から偏位した
Displacement type，腱膜内に巻き込まれた Encased 
typeに分類し調査した．

【結　果】
Tubiana基準による術後評価では，Very goodが

10手，Goodが 22手，Fairが 1手であった．Mey-
erding GradeIIIの症例では Very goodの例は無かっ
た（表 1）．
罹患指別のMP関節における術前から術後にかけ
ての平均伸展不全角度は，母指：10（゚0～20）から 0 ，゚
中指 21（゚0～40）から 0（゚0～10），環指 20.3（゚0～50）
から 0.7（゚0～5），小指 23.8（゚0～60）から 1.5（゚0～10）
と，ほぼ完全伸展に近い結果が得られていた．PIP

関節においては，母指：20（゚10～30）から 0 ，゚中指
8（゚10～20）から 0 ，゚環指 25.2（゚5～90）から 1.7（゚0～
12），小指 59.8（゚0～100）から 9.6（゚0～30）と，良好
な結果であったが，小指は他の指に比して術前の拘
縮角度も大きく，術後の伸展もやや不良であった．
これを拘縮改善率で評価すると，MP関節では，
各指とも 90％以上の良好な改善率が得られていた．
PIP関節では，尺側指になるにつれて改善率の低下
を認めたが，小指においても 80％以上の改善率が達
成できていた（図 2）．
術前伸展不全角度を 30 未゚満，31 ～゚60 ，゚61 以゚上
の 3群に分けて術前拘縮の重症度
別に改善率を算出すると，拘縮が重症化するほど，

特にPIP関節で改善率が低下する傾向を認めた（図 3）．
創完全治癒に要した期間は，10日～36日，平均

19.3日であった．開放部の上皮化も含め一期的に治
癒し，これらの症例のうちで広範な皮膚壊死を起し
た例や植皮を要した例は無かった．12手（36.4％）で
は 2週間以内の一期的な抜糸で治癒したが，一方，
3週間以上を要した例も 11手（33.3％）存在した（図
4）．

表 1 Tubiana基準による術後成績評価（Meyerding分
類別）

図 2 各関節，指別の拘縮改善率（平均値）
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神経血管束の解剖学的位置異常は，病的腱膜の圧
迫や牽引により偏位した Diaplacement typeを 5手
に，腱膜内に巻き込まれた Encased typeを 4手に，
両方の合併を 3手，合計 12手 36.7％に異常を認め
た（図 5）．指列別では母指列 1，中指列 1，環指列 3，
小指列 11と小指列に圧倒的に多く，位置異常の部
位は手掌―固有指移行部から PIP関節部までに存
在していた．

【考　察】
Dupuytren拘縮に対する腱膜切除術における皮膚

切開，創閉鎖法は，直線的皮切や Zigzag切開を用
いて展開し Z形成や V-Y前進法を用いて一期的に閉
鎖する方法と，複数の横切開で展開し創部を開放に
する方法に大別される．
著者らは連続した Zigzag切開を用いた広範囲展開
による徹底的な病的腱膜切除を基本としているが，
創閉鎖には従来報告されてきた方法とは異なる工夫
を行っている．

Bedeschiは，V-Y前進法に準じ，山形の頂点に横
切開を加え，皮弁を前進縫合せずに同部を開放のま
まにする方法を報告した 3)．著者らはこの手技を取
り入れ，創閉鎖の際，指を伸展し緊張が強い場合は，
V-Yの山形の頂点に横切開を多数加え開放としてい
る．縫合時に牽引をかけないので三角皮弁の緊張も
低減し，伸展時の皮膚全体の緊張も減少する．Be-
deschiはかなり大きな横切開は加えているが，著者
らは 2～3 mm程度としている．楠瀬は V-Y前進法
において 3 mm程度の切れ込み一か所で縦方向に 6
～7 mmの延長が可能と述べており 4)，2～3 mm程
度の横切開でも多数加えることにより，かなりの緊
張低減が得られるものと思われる．開放療法の利点
として，疼痛が少なく早期運動が可能であること，
術後血腫のリスクが低い事，皮膚の緊張が少なく皮
膚壊死等のリスクが低いことが挙げられ，これらが
満足すべき結果につながるとされてきた 5)6)．著者
らの部分開放法でも，同様に温浴下の早期運動療法
を行ったが，疼痛や，つっぱり感を訴える事は全く
無く，追加処置を要する皮膚壊死を起した例も無か
った．開放療法の欠点としては十分な視野が得にく
い事が挙げられている．小指や術前拘縮が高度であ

図 3 術前伸展不全角度別の改善率（平均値）

図 4 創治癒に要した日数

図 5 神経血管束の位置異常　A：Displacement type　B：
Encased type　C：神経血管側は偏位し，病的腱膜
に巻き込まれている
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る PIP関節周辺では病的腱膜の構造が複雑であっ
たり，神経が腱膜に巻き込まれたりしていて切除が
困難であり，成績不良の一因となる 7)．しかし本法
では広範囲な展開によりで神経血管側周囲や後面の
徹底的な腱膜切除を行い，良好な成績を得ることが
できた．すなわち，本法は広範囲展開による良好な
視野獲得と，開放療法の持つ利点の両方を達成する
ことが可能であったと考えている．開放部も比較的
早期に上皮化が得られ平均 19.3日で治癒，約 60％
が 3週間以内に完全治癒していた．本邦での報告に
おける開放療法の平均創治癒期間は 25～43日で，
従来の開放療法に比べると早期に創閉鎖が得られて
いた 5)6)8)9)．著者らは早期運動療法に加えて，継続
した Hand therapyと頻回の検診を行い，終了後も
長期に渡り伸展ストレッチを行うよう指導してい
る．術中獲得できた伸展角度が，病的腱膜の再燃が
無くても経時的に悪化する例があることが報告され
ている．伸展制限悪化の原因として，皮膚性の拘縮，
創内の瘢痕形成等が考えられるが，筆者らは，これ
らは術後のリハビリテーションにより予防が可能で
はないかと考え，長期間のリハビリテーションを必
ず行ってきた．2013年に出された欧州における Du-
puytren拘縮の治療ガイドラインでも，術後のリハ
ビリテーションは絶対必要とされており，期間は術
後の瘢痕拘縮が改善されるまで 3～8週間と提唱さ
れている 10)．今回の調査で，約 1/3強の症例に神
経血管束の高度の位置異常が認められた．過去に神
経血管束位置異常の頻度の報告は渉猟し得た範囲で
は無かったが，決して稀ではないと思われる．合併
症としての神経血管側損傷の報告も散見される．広
範囲な展開と神経血管束の確認，保護により安全か
つ徹底した腱膜切除が可能となり，それが今回の良
好な拘縮改善につながったと考えられる．さらに今
後は，経皮的腱膜切開や Collagenase 注射等の低侵
襲治療が推進される方向に向かう事は確実と思われ
るが，合併症対策の点から神経血管束位置異常には
十分な留意が必要と思われる．

【まとめ】
1．Dupuytren拘縮 30例 33手 58指に対し，Zig-

zag切開を用いた展開，閉創時に V-Y前進法に準じ
て横切開を加え，同部を開放とする術式を行い良好
な改善を得た．

2．本法により，徹底的な腱膜切除を可能とする

広範囲展開と，開放療法と同様に皮膚の緊張低減に
より早期運動訓練が可能であった．

3．術後，長期に Hand therapyを行い，その後も
伸展ストレッチを継続する指導を適切に行うこと
は，伸展不全の経時的悪化防止につながる．

4．神経血管束の位置異常に対しては，十分な腱
膜切除と合併症を防止するために留意が必要である．

【利益相反の開示】
本研究発表に関連し，開示すべき COI関係にあ
る企業等はありません．

【文　献】
1） Tubiana R. Prognosis and treatment of Dupuytren’s 

contracture. J Bone and joint Surg 37-A: 1155-1168, 
1955.

2） 石川純一ほか．当科における Dupuytren拘縮の手術成
績―成績に影響を与える因子の検討―．日手会誌 7: 
970-974, 1991．

3） Bedeshi P. Various views and techniques Management 
of the skin.Part1:Honeycomb technique. Dupuytren’s 
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4） 楠瀬浩一．OS NOW．No28．東京．メジカルビュー社．
pp130-136, 1997．
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た開放療法．別冊整形外科 54: 191-194, 2008．
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尺骨神経断裂に対する神経縫合の 3例
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尺骨神経断裂に対する縫合術の成績は，支縫合部から支配筋肉の手内在筋までの距離が他の神経損傷の場
合に比べて長くなる傾向で手内在筋の神経再支配に期間がかかり回復が獲得できないため，一般的には成績
不良と言われている．今回我々は尺骨神経断裂に対し縫合した症例を 3例経験したので報告する．2010年 8
月から 2012年 10月までの 3例を対象とした．断裂レベルは腋窩部 1例（5歳），肘部 1例（15歳），前腕部
1例（39歳）で，全例，ガ ラスなどによる鋭的断裂であった．全例とも，受傷当日に緊急手術にて端々縫
合を行った．全例とも鷲手変形と Froment signが認められた時期もあったが，経過とともに消失した．環
指尺側と小指の知覚は Semmes-Weinstein monofilament testで Purpleまで回復した．手内筋の筋萎縮は継続
したが回復が認められ，腱移行などの追加手術は必要になら ず，学業や原職に復帰した．成績不良に陥り
やすい尺骨神経断裂ではあるが，鋭的断裂で年齢が若年者の場合は，早期に端々縫合できれば神経回復が期
待できる．

【緒　言】
尺骨神経断裂に対する縫合術の成績は，縫合部か
ら支配筋肉の手内在筋までの距離が他の神経損傷の
場合に比べて長くなる傾向であり手内在筋の回復が
獲得できないため，一般的には成績不良と言われて
いる．今回我々は尺骨神経断裂に対し縫合した症例
を 3例経験したので報告する．

【対象と方法】
2010年 4月から 2012年 10月まで他の骨，神経，

筋腱などの合併損傷のない尺骨神経断裂で 2年以上
経過観察可能であった 3症例を対象とした．断裂レ
ベルは腋窩部 1例（5歳），肘部 1例（15歳），前腕

部 1例（39歳）で，全例，ガラスなどによる鋭的
断裂であった（表 1）．全例とも，受傷当日に緊急
手術にて神経上膜縫合を行った．感覚障害の程度，
骨間筋の筋力，鷲手変形の有無，Froment signの
有無を評価した．また，5歳の小児例以外の症例で
は神経伝導速度での確認も行った．

【結　果】
3例とも鷲手変形と Froment signが認められた

時期もあったが，経過とともに消失し，環指尺側と
小指の知覚は Semmes-Weinstein monofilament test
（以下 SW test）で Purpleまで回復した．手内筋の
筋萎縮は継続したが 2例 2と症例 3では神経伝導速

受理日　2015/11/01
＊京都大学医学部付属病院　〒606-8507　京都府京都市左京区聖護院川原町 54
＊＊神戸市立医療センター中央市民病院

表 1 3症例のまとめ．
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度で回復が認められ，腱移行などの追加手術は必要
にならず，学業や原職に復帰した．
【症例提示】
【症例 1】
5歳男児．転倒し左腋窩をガラス戸にて受傷した．

左腋窩に約 5 cmの切創があり，著明な出血が認めら
れ出血性ショックとなり，救急受診した．同日緊急
手術を行い，腋窩動脈の断裂と尺骨神経断裂が認め
られた．動脈吻合を行い，尺骨神経に対しては神経
上膜縫合を行った（図 1）．Froment signは術後 15
ヶ月で消失し，術後 39カ月で，尺骨神経領域知覚
SW test 3.84（Purple），小指深指間筋MMT4，骨間
筋MMT4，鷲手変形は認められない．
【症例 2】
15歳男性．転倒しガラスにて左肘内側の切創を

受傷した．左肘内側に約 4 cmの切創があり，尺骨
神経の麻痺が認められ，同日緊急手術を行った．尺
骨神経は肘部管で断裂しており，肘関節屈曲位では
神経の緊張が強かったため尺骨神経前方移動を行っ
た上で，神経上膜縫合を行った．術後は肘関節 90
度屈曲位前腕回内外中間位でギプスシャーレ固定を
3週間行い，その後自動運動を開始した．術後 4ヶ
月の神経伝導速度で小指外転筋での複合筋活動電位
が認められ，Froment signは術後 20ヶ月で消失し，
術後 29カ月で，尺骨神経領域知覚 SW test 3.84
（Purple），小指深指屈筋MMT4，骨間筋MMT 4，
鷲手変形は認められない．

【症例 3】
39歳男性．マグロ解体中に左前腕遠位尺側を包

丁にて受傷した．手関節から近位 4 cmの部位に約
4 cmの切創があり，著明な出血と尺骨神経麻痺が
認められた．同日緊急手術を行い，尺骨神経断裂と
尺骨動脈断裂が認められ，神経上膜縫合と動脈吻合
を行った．術後 8ヶ月の神経伝導速度で小指外転筋
での複合筋活動電位が認められ（図 2），Froment 
signは術後 13ヶ月で消失し，29ヶ月で尺骨神経領
域 知 覚 SW test 4.17（Purple）， 小 指 深 指 屈 筋

図 2 39歳男性．前腕遠位での尺骨神経縫合後 8ヶ月
での，小指外転筋での神経伝導速度．複合筋活
動電位が認められる．

図 1 5歳男児．a.受傷当日手術時．b.尺骨神経縫合後．c.拡大図．d.術後 39
か月後．鷲手変形は認められず，手内在筋機能の回復が認められる．
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MMT4，骨間筋MMT 4，鷲手変形は認められない．

【考　察】
尺骨神経断裂に対する手術成績を左右する因子と
しては，年齢，尺側手根屈筋への筋枝が分離するレ
ベルより高位損傷か低位損傷か，鋭的損傷か鈍的損
傷かの損傷形態，手術時期が関与すると報告されて
いる 1)．年齢については Gaulらは 18歳で結果を分
けている 2)．低位断裂では年齢に関わらず，約 8割
程度の回復が期待できるが，高位断裂では 18歳未満
は回復が期待できるが年齢が 18歳を越える場合は手
内在筋の回復は期待できず，腱移行術や正中神経の
一部を用いての神経移行術が推奨されている 2)3)．損
傷形態については，鋭的断裂が周囲組織が正常で神
経束を合わせた神経縫合が可能となるため回復が期
待でき，手術時期については，時間が経つと瘢痕が
形成され神経移植が必要になる可能性があるためな
るべく早期が推奨されている 1)4)．手術時の留意点と
しては，一般的な神経縫合の場合と同様で，縫合部
が適合し術後の破綻を防ぐために縫合神経の緊張を
軽減するようにすることが重要で，肘関節周囲の断
裂では尺骨神経は肘関節後方に位置するため肘関節
を軽度屈曲するだけでも縫合不能になるため，肘関
節付近での断裂では前方移動が有効な方法である．
神経断端の Gapの距離については，Choudhryらは
前方移動により 23 mmの短縮が可能と報告してい
る 5)．実際に症例 2では肘関節を軽度屈曲させると
神経縫合ができなかったため肘部管症候群の尺骨神
経前方移動に準じた前方移動を併用した．伴走する
主要血管については，縫合したほうがより良好な回
復が得られたという報告もあり，血管も同時になる
べく縫合することが望ましい 6)．今回の著者らの症
例では上記の条件を満たすものであり，そのため，
神経回復を獲得できたと考えられる．ただし，今回
の 3症例では尺骨神経断裂の高位レベルが異なり年
齢層も全く異なることが本研究の限界であり，今後
症例を重ねて行く必要がある．

【まとめ】
尺骨神経断裂の 3例を経験した．成績不良に陥り
やすい尺骨神経断裂ではあるが，鋭的断裂で年齢が
若年者の場合は，高位切断でも早期に端々縫合でき
れば神経回復が期待できる．

【利益相反の開示】
本研究発表に関連し，開示すべき COI関係にあ
る企業等はありません．

【文　献】
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2） Gaul JS, et al. Intrinsic motor recovery--a long-term 

study of ulnar nerve repair. J Hand Surg Am 7: 502-508, 
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3） Trevett MC, et al. The functional results of ulnar nerve 
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niques to reduce gap associated with high ulnar nerve 
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足趾からの組織移植術の術後評価
（SF-36，SAFE-Q，DASHを用いて）
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指の再建に対して足趾からの組織移植術は非常に有用である．しかし健康な足趾の犠牲や必ずしも必要と
言えない指再建によって，かえって患者の QOLを低下させる可能性がある．この研究の目的は，患者立脚
型評価法：SF-36（自己報告式の健康状態調査票で身体的健康度 PCSと精神的健康度MCSからなる），
SAFE-Q（自己記入式足部足関節疾患評価質問票），DASH（上肢障害評価表）を用いて QOLの観点から，
足趾からの組織移植が患者にあたえる影響を調査することである．手指切断に対して足趾からの組織移植術
で再建した 8症例を対象とした．平均年齢 38.1歳，再建方法および部位は，Wrap around flapによる母指再
建 2例および示指再建 2例，toe transfer による中指再建 2例，hemipulp flap による母指再建 1例と示指再
建 1例であった．効果判定を術前後の SF-36，SAFE-Q，DASHを用いて評価し，統計学的解析はWilcoxan
の符号付き順位検定を用い，有意水準を 5％に設定した．SF-36は下位尺度の 8項目でいずれも術後改善し，
日常役割機能（身体）RP（p＝0.02），日常役割機能（精神）RE（p＝0.02）で有意に改善した．SAFE-Qは
それぞれの項目で軽度悪化が認められ，痛み・痛み関連の項目で有意な悪化が認められた（p＝0.005）．痛み・
痛み関連の得点は患者の年齢に相関した（R＝-0.84, p＝0.03）．DASHは 53.4点から 23.2点に改善した．今
回の研究で SF-36における身体的・心理的日常生活機能の改善および DASHの改善から，足趾からの組織
移植術による指再建は身体的および精神的に健康関連 QOLと上肢機能の向上に対して有用であると考えら
れた．しかし SAFE-Qでは痛み・痛み関連の項目で有意な悪化が認められた．特に中高年の患者で悪化が認
められ術前に足趾の障害がある程度発生する可能性について術前に十分説明する必要があると考えられた．

【緒　言】
手指の切断の再建方法としてwrap around flap（以

下WAF），toe transfer，hemipulp flapは非常に有用
で 1960年代後半にその手技が確立された．足趾か
らの組織移植術は整容的にも機能的にも有用性が認
められている 1) が，手術の侵襲度が比較的大きい
ため術後の状態を考慮して適応に慎重になる必要が
ある．今回我々は，最近実施した 8例の足趾からの
組織移植術に対し術前と術後 6か月の時点で患者立
脚型評価法：SF-36（自己報告式の健康状態調査票
で身体的健康度 PCSと精神的健康度MCSからな
る），SAFE-Q（自己記入式足部足関節疾患評価質問
票），DASH（上肢障害評価表）を用いて治療効果
判定をおこない，とくに Quality Of Lifeの観点から
足趾移植が患者にあたえる影響を考察したので報告
する．

【対象と方法】
2012年 1月から 2014年 10月までに手指切断に
対して足趾からの組織移植術で再建した 8症例を対
象とした（表 1）．男 7例，女性 1例であった．す
べて受傷時に再接着不可能あるいは再接着に失敗し
た症例であり，受傷後 1か月以上を経て足趾からの

自由投稿論文

受理日　2015/10/18
＊医療法人田北会田北病院　〒639-1016　奈良県大和郡山市城南 2-13
＊＊奈良県立医科大学　整形外科学教室

表 1 症例一覧
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組織移植術による再建を選択した．治療・予後につ
いて，患者の同意を得て手術をおこなった．平均年
齢は 38.1歳（17～59歳）であった．再建方法およ
び部位は，WAFによる母指再建 2例および示指再
建 2例，toe transfer による中指再建 2例，hemip-
ulp flap による母指再建 1例と示指再建 1例である．
足趾採取部位の処理は人口真皮を貼布し 2週後に植

皮術を行った．受傷から再建手術までの期間は
1~19か月（平均 3.9か月）であった．手術後の効果
判定を術前後の SF-36，SAFE-Q，DASHを用いて
評価し，統計解析は EZR2) を用いてWilcoxanの符
号付き順位検定を行い，有意水準を 5％以下に設定
した．

【結　果】
皮弁は全例で生着した．WAFと toe transferにお

ける骨癒合期間は 3~4か月間（平均 3.2か月間）で，
全例で一期的に骨癒合した．術後合併症はWAFの
1例で吻合部動脈血栓を生じたが救済しえた．感染・
CRPSなどの問題となるような術後合併症はなかっ
た．SF-36は下位尺度の 8項目でいずれも術後改善
し，身体的健康度 PCSは術前 41.0から術後 50.3に
改善し，精神的健康度MCSは術前 42.6か術後 51.6
に改善した（いずれも国民標準値 50）．特に日常役
割機能（身体）RP（p＝0.02），日常役割機能（精神）
RE（p＝0.02）で有意に改善した（表 2）．SAFE-Qは
それぞれの項目で軽度悪化が認められ，痛み・痛み
関連の項目で有意な悪化が認められた（p＝0.005）．
これは患者の年齢と相関していた（R＝-0.84, p＝0.03）
（図 1・表 3）．DASHは 53.4点から 23.2点に改善し
た．
【症例提示】
（1）症例 1　36歳，男性．バイクのファンベルト
に右示指を巻き込まれて，DIP関節以遠の完全切断
を受傷した．初回手術では Oblique triangular flap
による再建を行った．しかし nail matrixより近位
での切断であったため爪の欠損が認められた．受傷
より 2年で指尖部の再建を希望されたので，WAF
で示指を再建した．血管吻合はMP関節レベルで

表 2 SF-36

表 3 SAFE-Q（痛み・痛み関連）と患者年齢（R＝-0.84, p＝0.03）

図 1 SAFE-Q
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指動脈と行った．術後 6か月の SF-36は PCS/MCS
ともに改善，SAFE-Qは痛み関連で低下，DASHは
改善した．
（2）症例 3　51歳女性，農作業中に左手をコンバ
インに巻き込まれて受傷した．他院で示指・中指の
断端形成をうけ，再建目的で当科を紹介受診した．
左第 2趾から中指に toe transferをおこなった．血
管吻合は snuff boxで橈骨動脈と行った．術後 6か
月の SF-36は PCS/MCSともに改善，SAFE-Qは痛
み関連で低下，DASHは改善した．

【考　察】
QOLは医療評価のための患者立脚型の指標とし

て，近年重要視されるようになってきている．医療
評価することを目的に QOLを指標として用いる際
には，主観的な健康度およびこれに伴う日常社会生
活機能の変化などに測定範囲を限定すべきで，これ
を健康関連 QOLと呼ぶようになった．健康関連
QOLを測定する尺度で，包括的尺度の代表的なも
のとして SF- 36 3)4)5) がある．これを用いることに
より，疾病の異なる患者間での比較や，患者と一般
人との比較が可能となる．この研究では足趾移植前

後の患者の健康感を SF-36を用いて評価した．足趾
からの組織移植術は手の整容的・機能的な再建が可
能である一方で，健康な足趾を犠牲にすることによ
り術後の患者の健康状態の悪化が懸念される．さら
に必ずしも必要でない指を再建することにより，足
趾移植後に再建指を上手に使用することができず術
前に比してかえって身体的あるいは心理的な側面で
健康状態が悪化する可能性が危惧される．そのため
母指再建以外のWAFの適応に関しては諸説ある．
我々の研究では，足趾からの組織移植術後に

SF-36で身体的健康度 PCS・精神的健康度MCSと
もに国民標準値を上回る改善が認められ，下位尺度
の全ての項目で改善が認められた．これは手指欠損
による身体的な障害のみならず，心理的な恥辱性が
日常生活におよぼす影響が比較的大きく，足趾から
の組織移植術によってある程度解消されたことによ
り，身体的にも精神的にも QOLの向上が得られた
と考えられる．特にWAFを示指に用いた症例にお
いて，示指の整容的な回復による美容的満足度が高
かった．この美容的満足度は QOL向上の一因であ
ると考えている．さらに DASHの改善から患者立
脚的には上肢の機能回復が示された．

図 3 症例 3　a：再建前，b：第 2趾を挙上，c：再建後，
d・e：術後 6か月後

図 2 症例 1　a：再建前，b：WAFを挙上，
c： 再建術後，d・e：術後 6か月
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SAFE-Q6) では全ての項目で悪化が認められた．
特に痛み・身体機能の項目では有意な悪化が認めら
れ，これは患者の年齢に強く相関していた．若年者
では術後足部の疼痛はほとんど問題とならない程度
であったが，中高年者ではWAFと toe transferの
症例で safe-Qの悪化が認められた．いずれの症例
も足部に負担のかかる仕事に従事しており術後に靴
を履いた時の痛みや裸足で歩いた時の痛み，1日の
おわりに感じる足部の痛みを軽度訴えていた．年齢
的な足部の筋力低下に起因する易疲労感が原因であ
ると考えている．しかしこれらは社会復帰や日常生
活に支障をきたすほどではなかった．以上のことか
ら，特に中高年における足趾からの組織移植術に対
しては，足趾の障害がある程度発生する可能性を術
前に十分説明しておく必要があると考えられた．
この研究の問題点として，医療者側評価における
再建指の performance機能を十分に評価していな
いこと挙げられる．つまり我々が用いた患者立脚型
評価法は日常生活における手指の performanceを
示すものでは無いため，実際に再建指を日常生活動
作で使えているかどうかは不明である．今後の研究
では医療者側評価である Performance test 7) を用い
た機能評価を行い，再建指が日常生活の perfor-
manceが QOLの向上にどれほど寄与しているか考
察する必要があると考える．

【まとめ】
足趾移植術後に健康関連 QOL,DASH scoreが改

善した．
中高年者の足趾移植術に対して，術後に痛みに関
連する足趾の障害が発生する可能性がある．

【利益相反の開示】
本研究発表に関連し，開示すべき COI関係にあ
る企業等はありません．
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心血管手術後の虚血再還流障害による
上肢コンパートメント症候群の 2例
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心血管手術後の虚血再灌流による上肢急性コンパートメント症候群（Acute compartment syndrome; ACS）
の 2例を経験したので報告する．症例 1：60歳男性　急性大動脈解離の診断で上行弓部置換術が施行された．
血流再開後から右上肢の腫脹，自動運動制限を認めたため，ACSと診断し，掌側区画の減張切開術を施行
した．術後，前腕伸筋群の軽度の筋力低下があったが，術後 10月で筋力は正常まで回復した．症例 2：87
歳男性　右上腕動脈の急性動脈閉塞症の診断で血栓摘除術が施行された．手術後に右前腕の著明な腫脹のた
め，ACSと診断し，掌側区画の減張切開術を施行した．術後，前腕伸筋群の筋力低下を認めたが，術後リ
ハビリテーションで筋力はほぼ正常まで回復した．虚血再灌流による ACSでは，急速に筋区画内圧が上昇
し複数の筋区画に不可逆性の障害が起こる可能性がある．2例とも前腕伸筋群の筋力の一時的な低下を認め
たため，掌側減張切開後に背側筋区画内圧を測定し，切開を検討するべきと考える．

【緒　言】
上肢の急性コンパートメント症候群（Acute com-

partment syndrome; ACS）の多くが前腕に発生し，
その原因の多くは骨折や軟部組織損傷等の外傷であ
り，血管閉塞による虚血再還流障害の報告は限られ
ている．今回稀な上肢の動脈閉塞症による急性コン
パートメント症候群を経験したので，文献的考察を
含めて報告する．
【症例提示】
症例 1：60歳男性．
主訴：右上肢自動運動制限，上肢痛．
現病歴：突然の心窩部痛が出現し，当院心臓血管
外科に救急搬送された．急性大動脈解離（Stanford 
A）の診断で，右鎖骨下動脈を一時的に結紮し，上
行弓部置換術が施行された．阻血時間は 5時間 14
分であった．手術終了後に，右上肢痛，運動麻痺，
腫脹を認めたため，鎖骨下動脈結紮後から 8時間後
に当科紹介受診となった．
身体所見：右上腕～前腕部にかけて腫脹を認めた
が，皮膚の蒼白は認めなかった．右前腕，上腕は緊
満し皮膚の弾性がなく，固い状態であった．橈骨動
脈，尺骨動脈の触知は可能であった．右手指，手関
節の自動伸展，自動屈曲はかろうじて可能であった．

手指の他動伸展と屈曲時，肘関節の他動伸展時に疼
痛が誘発され，他動運動制限を認めた．前腕から手
掌部にかけて知覚鈍麻を認めていた．急性コンパー
トメント症候群（Acute compartment syndrome; ACS）
を疑い，動脈圧トランスデューサーを用いて前腕の
筋区画内圧を測定し，前腕掌側が 60 mmHg，前腕
背側が 80 mmHgであった．右鎖骨下動脈のクラン
プ後の虚血再還流障害による前腕 ACSと診断し，
初診後 2時間で減張切開を施行した．
手術所見：手掌部～肘内側上顆にかけての弓状皮
膚切開を施行し，前腕掌側浅層の筋膜切開を行っ
た．切開後に筋肉の膨隆があり，さらに，浅指屈筋
と尺側手根屈筋の間から，深指屈筋の筋膜切開を追
加した．筋組織の壊死は認めなかった．膨隆した筋
により手根管部での正中神経の圧迫を認め，手根管
開放を行った．上腕二頭筋腱膜を切離することで前
腕近位の腫脹は軽減した．上腕部の腫脹も著明であ
り，上腕前面から上腕二頭筋の筋膜切開を行い，手
指の他動伸展制限は改善したが，屈曲制限は軽度残
存していた．前腕，上腕の緊満が軽減したため，創
部を Shoelace法で閉創とした．
術後経過 : 手術終了後は集中治療室へと入室し，
鎮静のため麻痺の評価は困難であった．第 7病日に
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釧路市立病院　〒085-0822　北海道釧路市春湖台 1番 12号
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右上腕の腫脹が軽減したため，二次縫合を行った
（図 1）．第 10病日に脳梗塞を発症し，それ以降詳
細な徒手筋力テスト（Manual Muscle Test; MMT）
は施行できなかった．第 28病日にMMTの評価を
行い，前腕背側伸筋の腕橈骨筋，橈側手根伸筋，総
指伸筋，短母指伸筋，長母指伸筋でMMT2と低下
を認めた．初診時にあった手掌，前腕の知覚鈍麻は
改善していた．入院中のリハビリを継続し，徐々に
筋力は改善傾向であった．第 45病日に近医へ転院
となった．術後 3か月の再診時，低下していた前腕
背側伸筋のMMT4，術後 10か月でMMT5，握力
右 32/左 34kgと改善し，筋力低下，拘縮などの機
能障害はなく生活している（図 2）．
症例 2：87歳，男性．
主訴：右上肢痛
現病歴：14時頃，突然の右上肢痛のため近医を

受診し，右上腕動脈の急性動脈閉塞症の診断で当院

心臓血管外科へ救急搬送された．緊急で血栓摘除術
が施行された．症状出現後約 7時間経過し，血栓が
摘除された．その直後から右前腕の著明な腫脹が出
現し，動脈閉塞発症後約 8時間で当科紹介受診とな
った．
身体所見：右前腕部に腫脹を認めたが，皮膚の蒼
白は認めなかった（図 3）．前腕は緊満し，固い状態
であった．橈骨動脈，尺骨動脈の触知は可能であっ
た．右手指，手関節の自動伸展，自動屈曲は疼痛の
ため困難であり，手指の他動伸展，屈曲時に疼痛の
ため，運動制限を認めた．前腕 ACSを疑い，動脈
圧トランスデューサーを用いて前腕の筋区画内圧を
測定した．前腕掌側が 50 mmHg，前腕背側が 70 
mmHgであった．右上腕動脈閉塞後の虚血再還流
障害による前腕 ACSと診断し，初診後 1時間で減
張切開を施行した．
手術所見：前腕掌側の弓状切開を行い前腕掌側浅，

図 2 術後 10か月　A屈曲　B伸展　C回内　D回外
 可動域制限なく経過

図 1 腫脹が軽減し第 7病日に閉創



－ 91－

虚血再還流障害による上肢コンパートメント症候群 943

深層の筋膜を切開した．筋組織の壊死は認めず，切
開後には筋肉の膨隆を認めた．手関節レベルで膨隆
した筋により正中神経の圧迫を認めたため，手根管
の開放を行った．上腕二頭筋腱膜の切離を行うこと
で前腕の緊満は改善したため，Shoelace法で閉創
した（図 4）．
術後経過：前腕の腫脹，疼痛は改善したが，他動
屈曲での疼痛は残存していた．第 8病日に創部の閉

創を行った．他動屈曲痛は改善したが，前腕伸筋の
MMT2と筋力低下を認めた．また，前腕近位部の
創縁の壊死を認めたため（図 5），Negative Pres-
sure Wound Therapy（NPWT）を開始した．第 21
病日に NPWTを終了し，創傷被覆材の使用を開始
した．第 31病日に上皮化が得られて（図 6），自宅
退院となった．外来リハビリを継続して，前腕背側
伸筋のMMTは改善し，術後 8か月でMMT4，握

図 4 A手根管の開放 　B尺骨神経，動脈を確認　
C上腕二頭筋腱膜の切離　D Shoelace法

図 3 右前腕の腫脹を認める

図 6 NPWT，創傷被覆材で上皮化図 5 前腕近位の創部の一部壊死
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力右 14/左 15kgであり，愁訴なく生活可能である．

【考　察】
ACSの原因の多くは外傷性であり，非外傷性の

ACSはMcQueenらによれば，3％であったと報告
されている 1)．発生部位としては下腿についで前腕
で多いとされている 1)．心臓血管外科手術後の下肢
ACSに対して筋膜切開を必要とした症例は 0.1％程
度と報告されているが 2)，上肢の場合，鎖骨下動脈
からの側副血行路の発達や下肢と比較すると筋肉量
が少ないため急性動脈閉塞症による ACS発症は下
肢より更に少ないとされている 3)．過去には上肢の
急性動脈閉塞症で ACSの発症は稀という報告 3) や急
性大動脈解離術後の前腕 ACSの 1例報告がある 4)．
我々の症例は 2例とも非外傷性であり，報告の少な
い心臓血管外科手術後の虚血再還流障害によるもの
であった．今回，ごく稀とされている動脈閉塞に伴
う上肢 ACSが発症した原因の一つとして，症例 1
では鎖骨下動脈結紮による阻血時間約 5時間，症例
2では上肢痛出現から血栓摘除まで阻血時間約 7時
間を要しており，2例とも長時間の虚血があったこ
とが考えられる．

ACSの病態としてMastenらによれば，筋区画内
圧の上昇により，血液還流の低下をきたし，筋や神
経の壊死が進行する．細胞外から細胞内への体液移
動により，筋区画内圧は上昇し続け病態は悪化する
と考えられている 5)．虚血再還流障害による ACS
では，動脈閉塞による虚血のため四肢末梢の筋細胞
の損傷が発生する．虚血が解除され血流が再開する
ことで，損傷筋細胞自体が急速な浮腫を形成する．
フリーラジカルや白血球の活性化により血管透過性
が亢進し，浮腫が増大する 6)．この結果，虚血再還
流障害ではその他が原因の ACSより急速な浮腫の
形成により，筋区画内圧が急上昇すると考えられる．
前腕 ACSに対する緊急処置としての筋区画切開
部位の選択については，前腕は骨間膜を通して掌
側，背側の筋区画が交通しており，前腕の掌側のみ
の筋膜切開で背側の筋区画内圧も低下するとされて
いる 7)8)．それに対して，掌側の筋膜切開後に背側
の腫脹を認める症例や筋区画内圧が高値であれば背
側の筋膜切開を追加するべきとしている 9)10)．
本症例のように，動脈閉塞による虚血再還流障害
の ACSの場合，それ以外の ACSより急激に全ての
筋区画内圧が上昇し，症状が重篤になる可能性があ

る．今回，2例とも術後しばらく前腕背側伸筋の徒
手筋力検査の改善が不良，術直後の他動屈曲制限と
疼痛があったことから，背側伸筋区画の除圧不足が
あったと推測される．掌側切開後の他動運動制限の
評価と筋内圧測定を行い，背側の筋膜切開の追加を
考慮するべきであったと考える．

【まとめ】
心血管術後の稀な前腕 ACS2例を経験した．虚血

再還流障害による ACSでは，重篤な経過をたどる
可能性があり，掌側の筋膜切開だけでなく，背側の
筋区画内圧の測定と必要に応じて切開が必要である
と考える．

【利益相反の開示】
本研究発表に関連し，開示すべき COI関係にあ
る企業等はありません．
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骨傷のない前腕屈側の複合組織損傷の治療経験
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骨傷のない前腕屈側の複合組織損傷を 7例経験した．腱，神経，血管の損傷状態，治療成績について検討
した．挫滅された組織は十分に切除，デブリードメントを行い，断裂した軟部組織は可及的に 1次的に全て
縫合する．動脈の挫滅があれば静脈移植を利用する．早期運動療法は再断裂の原因であり，後療法は Dy-
namic splintを必ず装着し，術後 3週から行う．手指の動きは比較的良好であるが，知覚の回復は不良であり，
手指の巧緻性は神経の回復に左右される．

【緒　言】
前腕屈側には神経，動脈，腱等，紐状の組織が計

15本（長掌筋腱（以下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
る事が多く，Spaghetti wrists，Suicide wrists, Full-
house syndromeと呼ばれている 4) ．そして適切な
る治療を行わないと高度の機能障害を残す事にな
る．今回我々はこの部位での複合組織損傷を 7例経
験したので報告する．

【対象と方法】
内訳は，男性 5例，女性 2例，右側 1例，左側 6例，
平均年齢は 43歳 2か月（14～76歳），術後経過観察
期間は平成 18年 10月から平成 25年 9月までの期
間で，最短 3年 11か月，最長 6年 11か月，平均 5
年 3か月であった．切断のタイプは鋭的切断 4例，
挫滅切断 3例であった．精神科的疾患を伴った症例
は，1症例（症例 5）であった．受傷原因は自傷 1例，
電気ノコギリや裁断機 3例，ガラス戸 2例，ケンカ
1例であった（表 1）．術後成績は，手の機能評価表
の再接着肢，手，指の機能評価基準と Quick DASH

自由投稿論文
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医療法人社団藤﨑病院　〒136-0076　東京都江東区南砂 1-25-11

表 1 症例の内訳．
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を用いて評価した（表 2）．ROMに関しては損傷し
た各指の TAMを測定，それを合計した平均値と対
側指と比較した．知覚に関しては正中神経断裂例で
は示指，尺骨神経断裂例では小指で評価した．また
正中神経，尺骨神経同時断裂例では評価の悪い方と
した．MMTに関しては損傷した指全体に力を入れ
させて評価した．損傷部位は，手関節部に 3例，前
腕遠位 1/3に 4例であった．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 9.7本であり，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 Spa-
ghetti wristは 3例であった．動脈損傷の内訳は，橈
骨動脈は 1例，尺骨動脈は 4例，橈骨動脈と尺骨動
脈の同時損傷は 2例であった．神経損傷の内訳は，
正中神経は 2例，尺骨神経は 3例，正中神経と尺骨
神経の同時損傷は 2例であった（表 1）．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．
腱縫合は 4-0ナイロン糸を用い 8 suture法，又はHor-
izontal mattress suture法を，神経縫合は顕微鏡下に
Epineural suture法を用いた．1例では挫滅が高度
で動脈縫合はできず静脈移植を用い血行再建を行っ
た．後療法は手関節掌屈位で 3週間固定を行い，そ
の後はアウトリガーを利用した Dynamic splintを装
着し，積極的な自動運動を開始した．早期自動運動
療法は再断裂を避けるため行わなかった．

【結　果】
術後再断裂した 1症例（症例 4）を除き，腱剥離
術や正中・尺骨神経麻痺に対する腱移行術等の 2次
的再建術を行った症例は無かった．7症例に対して
ROM，知覚，MMTは 20点，疼痛，機能，満足度，
生活・仕事能力は 10点で評価した．結果は ROM
は 5例で 20点，1例で 15点，1例で 5点と良好で
あった．知覚は 3例で 15点（S3），3例で 10点（S2），
1例で 5点と static-2点識別検査（以下 2PD）が
6mm以下の症例は無かった．MMTは 4例で 15点
（4），3例で 10点（3）と良好な成績であった．疼
痛は 4例で 10点（なし），2例で 6点（軽度）で良
好な成績であった．機能は 1例は 2点で，他の 6例
は 6点（巧緻動作困難）と不良な成績であった．満
足度は 1例で 10点（十分満足），他の 6例で 2点（仕
方がない）と満足度は低いものとなった．生活・仕
事能力は 3例で 10点（制限なし），3例で 6点（余
暇に制限），1例で 0点（就労困難）と良好であった．
成績判定は 6例で good，1例で poorであった．

Quick DASHでは加地の評価（日手会誌 27（4）：
319-321，2011）を用い，4例で軽症（20点未満），
1例で中等症（20以上 40未満），2例で重症（40以
上）で良好であった（表 2）．神経と腱の損傷数と
術後の成績に関して明らかな関係はなかった．
成績が不良であった 1例（症例 8）は高齢でうつ
病により患者さんの協力が得られず，十分なリハビ
リが進まなかったため最終的には廃用手となった症

表 2 手の機能評価表の再接着肢，手，指の機能評価基準．
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例であった．握力は健側との比では，症例 8の廃用
手を除くと，平均 74％と良好であった．
【症例提示】
症例 4）26歳男性，電気のこぎりで受傷．前腕遠
位 1/3に 8cmの開放創を認めた．屈筋群，正中神経・
尺骨神経，尺骨動脈損傷を認め，組織損傷の数は
13本で Spaghetti wristであった（図 1）．屈筋群と
正中神経・尺骨神経を縫合，橈骨動脈は挫滅が高度
のため静脈移植で再建，尺骨動脈は吻合した（図 2）．
術後 11日目に誤って自分で指に力を入れた直後よ
り指が動かなくなり，屈筋腱の再断裂を疑い再手術
すると，神経と血管以外の全ての屈筋群が再断裂し
ていた（図 3）．浅指屈筋は切除し，その他の屈筋
腱は全て再縫合した（図 4）．術後 5か月再断裂し

たにもかかわらず運動性・機能性は良好で Quick-
DASHは 18.8点で軽症であった（図 5）．
症例 7）23歳女性，もみ合ってナイフで受傷．前

腕遠位 1/3に約 5cmの開放創を認めた．屈筋群，
正中神経・尺骨神経，尺骨動脈損傷を認め，組織損
傷の数は 9本であった（図 6）．尺骨動脈，正中神経・
尺骨神経，屈筋群を縫合した（図 7）．術後 5か月
運動性・機能性共に非常に良好で，Quick DASHは
0点で軽症であった（図 8）．

【考　察】
Spaghetti wristと言う病名は Puckettが 1985年の
文 献（Results of treatment of extensive volar wrist 
lacerations: The spaghetti wrist.）の表題の中で初め

図 1 26歳男性　電気のこぎりで受傷．組織損傷数は 13
本で Spaghetti wrist．

図 2 屈筋群，正中神経，尺骨神経，尺骨動脈を吻合，橈
骨動脈は静脈移植で再建した．

図 3 術後 11日目に再断裂．神経と血管以外の全ての屈
筋群が再断裂していた．

図 4 浅指屈筋は切除し，その他の屈筋腱は全て縫合し
た．
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て使われたようである 2)．この中で前腕遠位屈側部
の紐状の構造（PLを除く 11本の腱，2本の動脈，
2本の神経）のうち少なくとも 3本以上の腱，神経，
動脈の完全断裂をminimal definitionと述べている．
しかしこれに対して Katzはこの文献の次のページ
の Discussionという項目の中で Spaghetti wristの定
義を 15本の構造物のうち 10本以上の完全断裂の症
例と主張しており，Pucketの症例では 38例中 13例
が Spaghetti wristであるとしている 1)．ただし Katz
は Spaghetti wrist症例の文献は我々の渉猟した限り
では報告していないようである．我々も Spaghetti 
wristは骨傷のない症例で，Spaghettiという食材の
言葉のニュアンスからして 2，3本では少なすぎで，
やはり 10本以上の構造物の完全断裂であろうと考
え，今回の症例では 7例中 3例がこれにあてはまる．

骨傷を伴った前腕部損傷の成績に関する報告は多
い．しかし骨傷のない前腕屈側の複合組織損傷の報
告は少なく 7)8)9)，自傷行為によるものがほとんどで
あり 6)10)，いずれの症例でもその成績は精神科との
密な連携をとりながらそのモチベーションを高める
事が成績を向上させる必須の要因であると述べてい
る 6)．我々の症例でも症例 8は強いうつ病により術
後のリハビリテーションが出来ず廃用手となってい
る．本外傷の術後成績の報告で，運動に関しては
Puckett（1985）は 38例中腱剥離術や再断裂の症例
は無く，excellent,goodが 97％2)，Chin（1998）は
運動性は良好 4)，Widgerow（1990）は excellent, 
goodが 95％5)，Kabak（2002）は 21例中腱剥離術
は無く，excellent,goodが 70％といずれも良好な結
果が得られたと報告している 3)．それに反し知覚に

図 6 23歳女性　ナイフで受傷．組織損傷の数は 9本．

図 7 尺骨動脈，正中神経，尺骨神経，屈筋群を縫合した． 図 8 術後 5か月，運動性・機能性共に非常に良好である．

図 5 術後 5か月再断裂した割には運動性・機能性は比
較的良好である．
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関しては Puckettは 38例中 static-2PD12mm以内が
29例，protective sensationは 8例，不能が 11例 2)，
Chinは 2PDの判るものが半分以下 4)，Widgerow
は moving-2PD が 12mm 以内が 70％5)，Kabak は
21例中 2PDが判るものは数例で正中神経は尺骨神
経より回復が良いと報告している 3) ．いずれの報
告でも運動の回復は満足できるものであるが，知覚
に関しては不満足であると報告している．本外傷の
術後成績において DASHにより評価した報告は少
ないが，Kabakらは，患者への教育，職業，断裂し
た本数により評価が異なり，機能が良い人程 DASH
は低く，機能が悪い人程 DASHが高いと報告して
いる 3)．本外傷の総合的評価を運動，知覚，満足度
という 3点に絞って考察を行った．我々の症例では
（廃用手となった症例 8を除く），ROMは 20点中
平均 19.1点，握力は健側比で 74％まで回復，知覚
は 20点中 12.5点，満足度は 10点中平均 3.3点とな
った．いずれも運動，知覚，満足度の順で点数が低
くなっており，今までの報告と同様，運動性の回復
は良好であったが，知覚の回復は不十分であったと
いう結果となった．我々の 7症例の機能の項目では
全例が 6点と低く，巧緻運動ができない事が満足度
が低くする要因と考えられた．すなわち long flexor
の滑動性は良好で ROMは良好であったが，正中神
経，尺骨神経の断裂による知覚と内在筋麻痺の回復
が不十分な事が巧緻性を悪くし，結果，患者さん言
う“仕方がない”といったような低い満足度となっ
たと考えられた．よって今後の課題として misdi-
rectionを起こさない方法や神経回復を促す方法を
模索する必要がある．巧緻性の十分な回復が得られ
れば患者さんの満足度はさらにあがるものと考えら
れた．

【まとめ】
手指の動きは良好であるが，知覚の回復は不良で
あり，手指の巧緻性は神経の回復に左右された．運
動性は良好であるが，知覚と巧緻性の回復が不十分
のため，患者の満足度は低くなると考えられた．精
神科的疾患を伴った症例では，術後リハビリテーシ
ョンは困難なため，精神科との密な連携をとりなが
ら，モチベーションを高める事が必要であると考え
られた．

【利益相反の開示】
本研究発表に関連し，開示すべき COI関係にあ
る企業等はありません．
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手指再接着後や指尖部再建後のうっ血に用いた
医療用ヒル治療に際しての当院の取り組み
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医療用ヒルを適正に用いるために行った当科の試みを紹介する．ヒル治療に関する偏見をなくすために幾
度もの勉強会を開催して，病院内で医師や co-medical stuffと知識を共有した．さらに 2010年当院当院の倫
理委員会の承認を得て，治療の前に患者と家族にインフォームドコンセント（以下 IC）を行い，倫理委員
会で定められた承諾書を得た．切断指再接着手術後，うっ血に対して 12例，逆行性指動脈皮弁術後のうっ
血に対して 1例のヒル治療を行った．医療用ヒルの使用により，うっ血が速やかに解除され，ヒル治療 13
例中 7例で再手術を回避することができた．倫理委員会の承認後は，承認書を得ることができた全患者にヒ
ル治療を行い，ヒル治療を拒絶した患者は存在しなかった．医療用ヒルの治療は，全身的抗凝固薬の投与と
指尖部を切開する治療法と比べて，輸血を回避することができる可能性が高いという利点がある．当科にお
いては，倫理委員会の審査時に，ヒル治療による合併症を整理して，各々の対応策を準備することで合併症
を防ぐことが可能であった．

【緒　言】
医療用ヒルは，再接着指や皮弁のうっ血に対して
対処が困難な場合の治療法として，微小血管外科医
によって 1980年代に見いだされた 1)．アメリカに
おいては，2004年に医療用ヒルがアメリカ食品医
薬品局（FDA）に認可された 1)．我々は手指再接着
後や指尖部再建後のうっ血に対して，ヒル治療を行
い，適応と問題点を検討したので報告する．

【対象と方法】
2005年～2013年に，手指を切断し，再接着を行

った 67人 90指の手術症例中，手術部位がうっ血を
呈した症例，もしくは小領域の皮弁術を施行された
患者で，手術部位がうっ血を呈した症例をヒル治療
の対象とした．ヒル治療に関する啓蒙や偏見をなく
すために幾度も勉強会を開催して，病院内で医師や
co-medical stuffと知識を共有した．さらに，2010
年当院の倫理委員会の承認を得て，治療の前に患者
と家族に ICを行い，倫理委員会で定められた承諾
書を得た（http://www.fmu-orthop.org/研究 -業績/
臨床研究/医療用ヒルの臨床応用/）．
治療期間中は，合併症対策として以下のことを実

施した．
治療前に患者に生理的なヒル嫌いかどうかを問診
し，ヒル嫌い患者にはヒル治療を行わない方針とし
た．
セフェム系の抗菌薬を経静脈内投与し，ヒル経由
の感染を防止した．
治療中のヒルの逃亡を防止するために，患指をビ
ニール袋で覆って使用した．ヒル治療の費用は全て
当院の負担とした．

【結　果】
67人 90指の切断指再接着手術後，78指で再接着
が成功した．再接着の生着率は 86.6％であった．再
接着術後にうっ血に対して 13例，指尖部再建とし
ての逆行性指動脈皮弁術後のうっ血に対して 1例の
ヒル治療を行った（表1）．医療用ヒルの使用により，
ヒル治療直後にうっ血が速やかに解除された．しか
し，6例では，再度うっ血し救済できなかった．結
果，ヒル治療で再手術を回避できたのは 13例中 7
例であった（図 1）．ヒル治療を行った切断部位を
示す（図 2）．切断部位が末梢であると，ヒル治療
によりうっ血の解除が得られ，再手術が回避される
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傾向があった．倫理委員会の承認後は，承諾書が取
得できた全ての患者（12例）でヒル治療を行った，
治療前の問診で，ヒル治療を拒絶した患者は存在し
なかった．ヒル治療後，感染を呈した症例はなかっ
た．治療中のヒルの逃亡は生じず，同室の患者から
の苦情は認められなかった．

【考　察】
本研究において，症例 4では計 8回ものヒル治療

に行ったが，持続的にうっ血を解除することができ
ずに，再接着が失敗している．この症例は玉井 zone 
4であり，再接着組織が大きいのにもかかわらず，
avulsionという損傷形態だったために再建する静脈
が限られていたために再手術を断念した症例であっ
た．また症例 1,3,5,10では，ヒル治療を行った後に，
再手術で静脈を再建して再接着が成功している．こ
れらの症例では，再建可能な皮下静脈が存在したた
め，再手術に踏み切っている．実際，うっ血に際し

図 1 ヒル治療の結果

表 1 ヒル治療症例



－ 100－

医療用ヒル治療に際しての当院の取り組み952

て再手術を行う条件は，受傷時の損傷程度に左右さ
れていた．手術部位のうっ血は，手術によって静脈
を再建することが望ましい．しかし，技術的な問題
や実際に再建する静脈がない場合は，ヒル治療がよ
い適応となる．よって，実際は指尖部再接着の症例
に用いられることが多い．
ヒル治療は，治療の当初にヒルの噛み口から実際
に吸引される数 ccの瀉血による即時作用と，医療
用ヒルの唾液に含まれる Hirdinというヘパリン類
似物質による 12-24時間にわたる長時間の薬理作用
によって営まれる 1)．医療用ヒルの利点としては，
うっ血が速やかに解除されるので再手術を回避でき
る可能性があること，抜爪や指尖部の切開による瀉
血と異なって，非常にゆっくりとした出血が長く続
くため，標的組織の循環が急に変化しないこと，全
身的抗凝固薬治療と指尖部切開併用の治療と比較し
て輸血を要する可能性が少ないこと，ヒルの噛み口
による傷は他の代替療法と比べて組織障害が少ない
ことなどが挙げられる 1)2)3)．一方，欠点としては，
予期しない長い出血が続く場合が報告されているこ
と，アナフィラキシー，局所のアレルギー反応の報
告が散見されること，ヒル腸内細菌（Aeromonas 
hydophilia）による感染を惹起しうることなどが挙
げられる 1)2)3)．出血に際しては，圧迫やスロンビン
の塗布で対処することが可能である．ヒル腸内細菌
はセフェム系抗菌薬に感受性があるため，再接着術

後にセフェム系抗菌薬を使用することで感染を制御
することができる 2)．ヒル治療の禁忌として，標的
組織が阻血の場合は感染を惹起する可能性があるこ
と，患者の免疫が正常ではない場合に敗血症を惹起
するとの報告があること，患者が生理的にヒル嫌い
な場合が挙げられる 1)2)3)．問診により，ヒル治療の
同意を得ることが必要となるが，本研究において
は，幸運にも生理的ヒル嫌いの患者は存在しなかっ
た．当院においては，倫理委員会の審査時に，ヒル
治療による合併症を整理して，各々の対応策を準備
することで合併症を防ぐことが可能であった．

Hirudinを薬物として抽出しようとの試みが 1980
年代から行われている．今後の展望として，Hiru-
dinに類似した薬物の開発によりヒル治療による感
染リスクを回避できる 3)．しかし，まだ有力な他の
選択肢がない現時点では，うっ血に対するヒル治療
の必要性は高いと考える．

【まとめ】
手術後，うっ血を呈した症例にヒル治療を行っ
た．
ヒル治療により，再手術を 53.8％の症例で回避で
きた．
治療前の十分な ICと情報の共有化，そして合併
症対策により，適正なヒル治療を行うことができ
た．

図 2 ヒル治療を行った切断部位
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本稿の要旨は，第 57回日本手外科学会学術集会
で発表した．

【利益相反の開示】
本研究発表に関連し，開示すべき COI関係にあ
る企業等はありません．
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外傷性母指内転拘縮に対する治療方針
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今回，外傷や炎症に伴う母指内転拘縮に対する治療方針について過去 10年の症例から詳述した．対象は
過去 10年間で母指内転拘縮に対して外科的治療を行った 20例（男性 17例，女性 3例，平均年齢 38歳）で
あり，これらを Tajimaの報告に基づく拘縮の分類で治療方法と成績について検討した．皮膚性拘縮のみで
あれば拘縮の解除に加え，植皮術や局所皮弁術，場合によっては遊離皮弁移植術を，軟部組織性の拘縮では
癒着組織の剥離及びスプリントによる後療法を第一選択とし，改善が得られない場合にはイリザロフミニ創
外固定器を用いた他動運動を追加した．また，骨・関節組織の拘縮では関節授動術に加えイリザロフミニ創
外固定器による他動運動を中心とした後療法を行った．複合組織損傷が原因の場合には，単独の治療のみで
は予後不良例も経験された．拘縮組織が皮膚から骨・関節組織に及ぶ複合的な拘縮ではこれらの治療を組み
合わせることで良好な成績が得られた．

【緒　言】
重度の手部外傷や炎症性疾患後に生じた母指内転
拘縮は，手の機能を著しく阻害し，日常生活にも大
きな影響を及ぼす．早期リハビリによる拘縮予防が
重要であることは衆目の一致するところであるが 1)，
いったん陳旧化した症例ではその治療に難渋するこ
とが多い．外科的治療は保存療法が困難な場合に選
択されるが，基本的には拘縮の要因となっている組
織の切離に加え，局所皮弁や遊離皮弁移植術などの
様々な術式が緒家らにより報告されている 2)3)4)5)6)．
本稿では，外傷や炎症に伴う母指内転拘縮に対す
る著者らの治療方針について詳述する．

【対象と方法】
2004年から 2013年の過去 10年間で母指内転拘
縮に対して外科的治療を行った 20例を対象とした．
男性 17例，女性 3例であった．手術時年齢は 2～
77歳（平均 38歳）であった．拘縮をきたした原疾
患の内訳は，深達性熱傷が 11例で最も多く，デグ
ロービング損傷および挫滅創がそれぞれ 3例，手指
切断が 2例，壊死性筋膜炎が 1例であった．先天性
の拘縮症例は除外した．これらの症例を Tajimaの
報告 2) に基づき，皮膚性拘縮（グループ 1），皮膚

～軟部組織に至る拘縮（グループ 2），さらに骨関
節に至る拘縮（グループ 3）の 3群に拘縮を分類し，
それぞれの術式とアウトカムについて後ろ向きに検
討した．皮膚の拘縮を伴う場合は皮膚移植または皮
弁移植術を選択し，特に拘縮解除により比較的大き
な皮膚軟部組織欠損を生じた場合は遊離皮弁移植術
を選択した．第1指間の皮膚軟部組織欠損が大きく，
関節拘縮を伴う場合には 2か月程度ダイナミックス
プリントを使用し，改善が得られなければイリザロ
フミニ創外固定器を使用した．装着後は 1週間の安
静の後，初回は疼痛に応じ可及的に母指を橈側及び
掌側にそれぞれ外転させ，以後は 90度の橈側及び
掌側外転を目標とし，1日 5～10度ずつ外転をすすめ
た．最大外転までは 1週間に 1回レントゲンで CM
関節の脱臼の有無をチェックした．術後 2週間程度
で最大外転が得られたのちに，1日 30回他動外転，
自動内転運動を 2か月行ったのちに抜去した．抜去
後 3か月程度，夜間スプリントを装着し，外転位に
保持させた．

【結　果】
Tajimaの報告による拘縮の分類で，グループ 1は

11例，グループ 2は 3例，グループ 3は 6例であっ
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た（表 1～3）．グループ 1の治療は全層植皮術およ
び局所皮弁術のみであった．治療成績は，本学会の
母指対立運動機能評価で全例 Excellentであった．
グループ 2では充分な拘縮の解除を行い，全例遊離
皮弁移植術で再建を行ったが，1例で可動域制限が
大きく残存し，同機能評価で Fairであった．比較
的重症であるグループ 3では，遊離皮弁移植術や局
所皮弁術のみでは同評価で Poorであった．イリザ
ロフミニ創外固定器（以下 IM）のみでは Goodで
あったが，皮弁移植術や全層植皮術との併用ではい
ずれも Excellentであった（表 1～3）．
【症例提示】
【症例 1】29歳，女性．
主訴：皮膚～関節組織拘縮
現病歴：仕事中に機械に巻き込まれ，左手デグロ
ービング損傷を受傷した．剥脱された皮膚に含まれ
ている皮下の血管吻合を行い，皮膚欠損に対しては
全層植皮術を併用した．一部皮膚壊死に陥ったため，
有茎皮弁で創閉鎖を行った．その後，リハビリテー

ション加療を行ったが母指内転拘縮をきたした．
身体所見・検査所見：左手掌に移植された皮弁お
よび周囲瘢痕拘縮を認める．母指は自動運動で橈側
外転が 10度，掌側外転は 40度であった（図 1）．
手術所見：母指球筋筋膜およびMP関節周囲の

瘢痕拘縮を解除し，観血的関節授動術を施行した．
さらに移植した皮弁を再度挙上することで皮膚性拘
縮を解除し，同時に IMを装着し早期の後療法を施
行した（図 2）．
術後経過：術後 1週間の安静とし，IMによる橈

側外転，掌側外転を徐々に行った．最大可動域が得
られたあと 2か月の留置期間を置き IMを抜去した．
その後 3か月の夜間外転装具装着および他動運動を
継続した．現在術後 3年が経過するが，拘縮は改善
し，本学会母指対立運動機能評価では excellentで
あった（図 3）．
【症例 2】67歳，男性．
主訴：皮膚～関節組織拘縮
現病歴：仕事中に錆びたドライバーによる左手の

表 症例一覧
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刺創から感染を来たし，壊死性筋膜炎へ発展したた
め，デブリードマン（図 4），腹部皮弁および植皮
術による創閉鎖がなされた．術後リハビリテーショ
ン加療が行われたが母指内転拘縮をきたしたため，
当科へ紹介となった．基礎疾患として，コントロー
ル不良の糖尿病を有していた．
身体所見・検査所見：第 1指間に皮膚軟部組織性

の瘢痕拘縮を認めた．母指は自動運動で橈側外転が
30度，掌側外転は 5度であった（図 5）．
手術所見：受傷後 1年で母指内転拘縮に対する手
術を施行した．皮膚軟部組織の拘縮を解除し，さら
に深部を検索すると母指球筋及びMP関節，CM関
節の拘縮を認めた．母指球筋の切開及び母指MP関
節，CM関節周囲の瘢痕組織の切除を行い，第 1指
間の皮膚軟部組織の拘縮を解除した．拘縮解除によ

り生じた第 1指間の皮膚軟部組織欠損に対しては，
創閉鎖時に移植された皮弁の再挙上および全層植皮
術を行った．この時点で橈側外転は改善したが掌側
外転の制限が残存していたため，IMを装着した（図
6）．
術後経過：術後 1週間の安静とし，橈側外転，掌
側外転を強制的に行い，最大可動域が得られたのち
に 2か月の留置期間を置き，IMを抜去した（図 7）．
術後半年が経過し，橈側および掌側外転は 60度ま
で改善し，握力は健側比で 92％であり，本学会の母
指対立運動機能評価では Excellentであった（図 8）．

【考　察】
外傷後に生じる母指内転拘縮は手の機能を著しく
損ない，いったん拘縮が完成するとその障害は不可
逆性である．Franciscoらは，拘縮をきたす原因を
医原性，線状瘢痕拘縮，皮膚欠損，深部組織瘢痕，
虚血性の 5つに分類し，医原性における予防の重要
性，線状瘢痕拘縮，皮膚欠損，深部組織瘢痕におけ
る外科的治療について，虚血性における初期対応の
重要性についてそれぞれ報告した 7)．組織の拘縮は，
1）皮膚，2）軟部組織（脂肪組織，筋腱組織，筋膜，
靭帯など），3）骨関節の 3つに大きく分類され，特
に外科的治療を行う場合には，それらの拘縮部位に
応じた治療を検討する必要がある 2)．単純な皮膚性
拘縮のみであれば皮弁移植術や植皮術で十分な改善
が得られるが，軟部組織や骨関節に至る深部の拘縮
では，十分な拘縮の解除及び後療法が重要である．
拘縮の解除後に行う術式として，以前から教科書的

図 1 a 受傷時．b，c 受傷後 1年 図 2 a，b第 1指間の皮膚性瘢痕拘縮形成術　c，d イリ
ザロフミニ創外固定器による第 1指間開大術．

図 3 現在の状態．母指橈側外転は 45度可能であり，機
能的にも良好である．
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にも局所皮弁術や植皮術の有用性が述べられていた
が 3)4)5)8)，微小血管外科の発達に伴い，1980年代後
半から遊離皮弁症例が散見されるようになった 6)．
われわれも，充分な皮膚軟部組織の充填を念頭に置
き，局所皮弁で被覆できない大きな欠損が生じた場
合には，遊離皮弁移植術の適用を心がけてきた．遊
離皮弁は自由度が高く，広範囲の欠損を被覆できる
など多くの利点を有する．従来の遊離皮弁移植では
皮弁の厚さが問題となり，二次修正を要することも
しばしば経験されるものの，近年は各種穿通枝皮弁

や thin flapが普及したことでより整容的に満足のい
く遊離皮弁移植がなされつつある．
しかしながら，深部に至る拘縮ではこれらの手術

のみでは予後不良の症例が多く，これに対して 2000
年前後から創外固定器の併用による治療が報告され
るようになり 9)，1999年に Russian Ilizarov Scientif-
ic Centerで開発されたイリザロフミニ創外固定器
が 2002年に国内で販売されてからは，本デバイス
の有用性が報告されてきた 10)．深部の拘縮でも IM
単独での治療による有用性が報告されているが 10)，
これまでわれわれが経験した深部の拘縮症例では，
皮膚軟部組織再建もしくは IM単独では不十分であ
った．これらの術式を併用することでより良好な結
果を得たことから，われわれはより確実な拘縮の改
善には，瘢痕組織の拘縮解除，皮膚軟部組織の充填
に加え，創外固定器を用いた可動域の拡大ならびに
瘢痕組織の再拘縮予防の組み合わせが重要であると
考えている．すなわち，皮膚性拘縮のみであれば拘
縮の解除に加え，植皮術または局所皮弁術による皮
膚の補充を行う．軟部組織性の拘縮では癒着組織の
剥離術を行い，スプリントによる後療法を 3か月程

図 4 a 初診時．b デブリードマン時．母指球筋筋膜を中
心に前腕屈筋腱腱膜，伸筋腱腱膜の壊死を認める．

図 5 受傷後 1年．母指内転拘縮を認める．橈側外転 30
度，掌側外転 5度である．

図 6 a 術中所見．母指球筋筋膜を切開し，皮膚軟部組織
の拘縮を解除．b，c イリザロフミニ創外固定器を
ただちに装着．

図 7 術後 2か月．

図 8 現在の状態．
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度行うが，改善が得られない場合は IMを用いた他
動運動を追加する．また，骨・関節組織性の拘縮で
は関節授動術に加え IMによる他動運動を中心とし
た後療法を行う．皮膚～軟部組織の拘縮においては
皮膚性拘縮を解除した後，軟部組織の癒着を剥離し
たのちに皮膚の補充を行う．皮膚性の拘縮を認め
ず，軟部組織及び骨・関節に致る拘縮をきたしてい
る場合には軟部組織の癒着剥離及び IMによる後療
法を行う．さらに，皮膚から軟部組織，骨・関節性
の拘縮をきたした症例では皮膚の補充，軟部組織の
癒着剥離，IM装着による後療法のすべてを行う（図
9）．

【まとめ】
当科で過去 10年間に経験した母指内転拘縮に対

して外科的治療を行った 20例について，術式とそ
のアウトカムの検討を行った．母指内転拘縮は予防
が大切であるが，いったん生じた場合には，その瘢
痕組織に応じて複数の治療を選択することでより良
い結果が得られると思われた．

【利益相反の開示】
本研究発表に関連し，開示すべき COI関係にあ
る企業等はありません．
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図 9 母指内転拘縮に対する種々の治療の組み合わせ．
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静脈再建できなかった指末節部切断の再接合術後のうっ血対策として，現在まで様々な方法が提唱されて
きた．著者らは，Medical leechの使用による瀉血，fish mouth incision法による瀉血について，それぞれの
効果を比較検討した．静脈再建できず，術後瀉血を行った指末節部完全切断症例 15例中，Medical leechの
使用による瀉血症例は 9例中 9例（100％）生着，fish mouth incision法による瀉血症例は 6例中 3例（50％）
生着し，生着率に有意な差を生じた．近年，様々なうっ血対策を併用して高い生着率を得ている報告もある
が，その分輸血を要するリスクも高まる．当院でのMedical leechの使用による瀉血は，抗凝固療法の併用
なしで高い生着率が得られ，輸血を要するような貧血や感染などの合併症も伴わなかった．Medical leech
の使用は，静脈再建できなかった指末節部切断の再接合術後のうっ血対策として有用である．

【緒　言】
指末節部切断の再接合術においては，静脈吻合が
不成功に終わることがしばしばあり，その場合はう
っ血対策が必要となる．しかし，いかに効果的で安
全な瀉血を行うかについては未だに議論がある．よ
って，各施設で様々な方法のうっ血対策が講じられ
ているのが現状であるが，それぞれのうっ血対策の
効果を比較検討した報告はない．今回著者らは，う
っ血対策としての瀉血法の中でも，Medical leechの
使用による瀉血（以下，ML法）1) と，fish mouth in-
cision法による瀉血（以下，FMI法）2) に関して，そ
れぞれの方法の効果について後向き調査を行い，同
一施設内で比較検討することができたため，ここに
報告する．

【対象と方法】
対象は，当院において平成 25年 9月から平成 26

年 10月末までの 14か月間で，3名の術者によって
行われた切断指再接合術 72例のうち，指末節部完
全切断の 28例である．当院では切断指ホットライ
ンを開設し，損傷状態や切断レベルで適応を限定せ
ず，患者が希望する限り再接合術を施行している．
28例のうち，動脈，静脈ともに吻合可能であった
のは 8例，静脈再建できなかったのは 20例あった．

この静脈再建できなかった 20例のうち，瀉血を行
ったのが 15例，術直後うっ血所見を呈さなかった
ため瀉血を行わなかったのが 5例であった．瀉血を
行なった 15例のうち，ML法は 9例，FMI法は 6
例であった．各症例の瀉血法の選別方法に関してだ
が，術者を問わず，平成 26年 4月までの症例はす
べて FMI法，当院でMedical leechが認可され，使
用が可能となった平成 26年 5月以降の症例はすべ
てML法を実施した．

ML法では，指尖のうっ血部に注射針を刺入して
出血させ，ここにMedical leechを吸着させた．Medi-
cal leechは約 5 mlの血液を吸入した後自然に脱落
し，その後は，ヘパリン含有生理食塩水を湿らせた
ガーゼ（以下，ヘパリンガーゼ）で被覆して吸入口
の乾燥を予防した 1)．なお，当院で使用しているの
は医療用に開発された hirudo medicinalisという種
類の leechであり，河野製作所（千葉）から取り寄
せている．院内での冷蔵保存にて 5～20匹を常備し
ており，残数が少なくなると 10匹単位で補充を行
っている．一方 FMI法では，指尖部に横切開をお
いて fish mouth incisionとし，医療従事者が概ね 1
時間毎に 27G注射針でここを刺激して出血させ，ヘ
パリンガーゼで被覆した．また，出血の持続が乏し
い症例に関しては，担当医の判断で適宜，1日あた

受理日　2015/09/25
誠馨会新東京病院　〒270-2232　千葉県松戸市和名ヶ谷 1271
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り5000～15000単位のヘパリン全身投与を追加した．
どちらの瀉血法においても，患部の乾燥には十分
に注意し，ヘパリンガーゼで常に湿潤な状態を保つ
ようにした．それぞれの方法の手技間隔や期間は，
医師の診察所見で判断した．全例でプロスタグラン
ディン E1製剤の静脈投与を 7日間実施した．また，
適宜採血にて貧血の進行を確認し，必要であれば輸
血を行う方針とした．

【結　果】
指尖部切断 28例の内訳は，年齢 17～70歳（平均

39.7歳），男女比 24：4（6：1）であった．受傷部
位には左右差はなかったが，示指，中指，環指に多
かった（表 1）．切断レベルの分類は石川分類 3) を用
い，損傷形態は，guillotine type，local crush type，
diffuse crush type，avulsion typeの 4つに分類した 4)

（表 2）．28例中 8例は静脈吻合可能であり，20例は
静脈再建できず動脈吻合のみとなった．静脈再建で
きなかった 20例のうち，9例はML法で瀉血を実施，
6例は FMI法で瀉血を実施した．5例は術直後にう
っ血所見を呈さなかったため，瀉血を行わなかった．

ML法の 9例では，全例にて全生着した（表 3）．
ヒル使用期間は術後 4～6日（平均 5.2日）であり，
ヒル使用間隔は，1例のみ術後 1日目に 1日 2回使
用した例があったが，その他の症例は 1日に 1回使
用で持続出血保持可能であった．各症例の術後最低
Hbは 10.2～13.3 g/dl（平均 12.2g/dl）であり，全
例で輸血を要さなかった．また，ヒルの吸着に起因
して，局所の感染を起こした症例はなかった．良好
な持続出血を得られていたため，ヘパリン投与等の
抗凝固療法の併用は全例で行わなかった．

FMI法の6例では，3例が生着，3例が壊死した（表
4）．瀉血実施期間は，生着群で術後 4～5日（平均
4.6日），壊死群で術後 3～5日（平均 4.3日）であっ
た．壊死例 3例はどれも，術後数日は針刺激で出血
があり皮膚色も良好であったが，術後 3～5日でう
っ血が急速に進行して黒色調となった．ヘパリン投
与は，持続出血を保持するために全例で 1時間毎の
針刺激を要した．術後最低Hbは 10.8～16.6 g/dl（平
均 13.3 g/dl）であり，全例で輸血を要さなかった．
瀉血未実施例は 5例中 1例が生着したが，その他
の 4例は徐々に pinprick testにて出血を確認できな

表 1 切断指の部位

図 1 29歳男性症例写真（左から，受傷時，術後，ヒル吸着時，ヒル吸着後から 1時間，術後 1.5か月）

表 2 切断指のレベルと損傷形態
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くなり，最終的に壊死した．静脈吻合を実施できた
8例は全例で生着した．
静脈吻合症例とML法症例はどちらも 100％の生

着率を得ており，静脈吻合症例と比較して，ML法
症例は遜色ない結果であった．一方，FMI法はML
法に比して，統計学的にも有意に生着率が低かった
（表 5）．なお，年齢，性別，損傷状態，レベルのい
ずれにおいても，FMI法実施群とML法実施群の

母集団に差はなかった．

【考　察】
静脈再建できなかった指末節部切断の再接合術後
のうっ血対策として，現在までに様々な方法が提唱
されてきた．しかしこれまでのほとんどの報告は，
各種方法の効果を症例集積的に述べた内容であり，
複数の方法を比較検討した報告はなかった．今回の

表 3 ML法による瀉血症例

表 4 FMI法による瀉血症例

表 5 生着率のまとめ

図 2 53歳男性症例写真（左から，受傷時，術後，瀉血開始時，瀉血から 1時間，術後 7日目）
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調査では，ML法と FMI法の 2群間で生着率に明ら
かな差が生じた．FMI法ではいかに頻回に瀉血を行
っても，瀉血と瀉血の間で持続出血が止まる時間が
存在した．この間のうっ血の影響で組織損傷が蓄積
し，壊死に至る可能性が高まったと予想される．
また，静脈吻合できなかったにも関わらず，術直
後にうっ血所見を呈さなかった 5例については，切
断指側の挫滅による灌流障害や，動脈の攣縮，微小
血栓などが，単独あるいは複合要因となり，うっ血
を呈するほどの動脈血の流入が起こらなかったもの
と考える．
瀉血法として，高濃度ヘパリンの局所皮下注射，

抜爪した爪床へのヘパリン持続投与は単独でも有用
であるとの報告もあるが 5)6)，最近では，これらの瀉
血法にへパリンの静脈内全身投与やアスピリン内服
など抗凝固療法を複数組み合わせた併用療法を行い，
100％もしくはそれに近い高い生着率を得た報告が
なされるようになった．しかし，大量の出血が原因
で輸血を高確率に伴うという欠点があり，半数以上
の症例で輸血が行われている 7)8)．我々の行った FMI
の症例においても，抗凝固療法をより濃密に併施す
ることで生着率を改善出来た余地はあるが，その分
輸血のリスクも高まったであろうと推測される．
一方ML法では，Medical leechが吸着した際に

産生される Hirudinが局所に留まり，prothrombin
から thrombinへの移行を強力に阻害する抗凝固作
用によって持続出血を長時間保持することが可能で
ある 1)．今回の結果においては，ML法では全身の
抗凝固療法の併用を行うことなく適度な量の持続的
出血を保持することができ，かつ，輸血が必要とな
るほどの大量の出血には至らなかった．また，Medi-
cal leech自体の常在菌であるAeromonas hydrophila
よる感染のリスクも指摘されているが，ペニシリン
系やセフェム系に広く感受性を有しており，周術期
の抗生剤投与にて（当院では一日 CEZ3gを投与），
感染例は 1例もなかった．
術後の患者や医療従事者への負担を考慮すると，
静脈吻合をできる限り追求して瀉血自体を回避する
ことが最も望ましく 9)，瀉血によって静脈吻合例と
比較して遜色のない高い生着率を得ることができた
としても，安易に瀉血に頼るべきではない．しかし，
静脈再建ができない症例も少なからず存在する．こ
のような場合には，ML法は全身の抗凝固療法の併
用なく効果的な持続出血が得られる有用なうっ血対

策法であるといえ，現段階ではわれわれはML法を
積極的に活用すべきであると考えている．
しかしながら，ML法においても輸血を要する可
能性は指摘されており 1)，特に小児例への使用は注
意を要する 10)．また，薬事承認外および健康保険適
応外の使用である点は留意しておくべきである 1)．
切断指再接合術後のうっ血対策としてのMedical 
leech使用の瀉血法の有用性に関して，大規模な調
査はこれまでなされておらず，今回の調査も後ろ向
き調査であり症例数も多いとはいえない．今のとこ
ろエビデンスレベルの高いデータはないのが現状で
ある．今後も持続出血を保持しつつ輸血も回避でき
る最適で安全なうっ血対策はいかなるものか，検討
を続けていく必要があると考える．

【まとめ】
1．静脈再建できなかった指末節部切断の再接合
術後に瀉血を行った症例において，Medical leech
の使用による瀉血症例の生着率は，fish mouth inci-
sion法による瀉血症例と比較して有意に高く，静脈
吻合例と同等であった．

2．静脈再建できなかった指末節部切断の再接合
術後の瀉血においては，持続的な出血を保持するこ
とが重要である．

3．Medical leechは全身の抗凝固療法の併用なく，
うっ血改善に適度な持続的出血を得るのに有用な方
法である．

【利益相反の開示】
本研究発表に関連し，開示すべき COI関係にあ
る企業等はありません．

【文　献】
1） 波利井清紀ほか．マイクロサージャリー最近の進歩．
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4） Hamilton RB, et al. Survival factors in replantation and 
revascularization of the amputation thumb 10-years ex-
perience．Scand J Plast Reconstr Sung 18: 163-173, 
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5） Yokoyama T, et al. The place of chemical leeching with 
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指尖部損傷の治療戦略
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指尖部損傷 45症例 47指の経験からその治療戦略について述べた．行った手術は再接着 13指，逆行性指
動脈島状皮弁 9指，Oblique triangular flap 13指，母指球皮弁 6指，母指掌側前進皮弁 4指，有茎鼡径皮弁 2
指であった．皮弁部分壊死が 1指，術中動脈損傷が 1指，CRPSが 1例 2指，PIP関節の 30度以上の伸展制
限が 2指存在した．大部分の症例で指尖部はおおむね良好な形態が得られたが，爪母の損傷の程度に従って
爪の変形を残した．可能であれば再接着を行うという方針を前提としたが，必ずしも良好な経過をたどらな
かった症例も存在した．今回の症例を振り返ると現時点では，指尖部損傷の治療は再接着に Oblique trian-
gular flap（母指の場合は掌側前進皮弁），逆行性指動脈島状皮弁といった同一指内の手術で大部分の症例に
対処が可能である．　

【緒　言】
指尖部損傷の定義は定まったものはないが，爪母
が完全に損傷していなければ変形はあったとしても
爪の再生が期待できる．指尖部損傷のうち爪母を含
んでより以遠の損傷もしくは爪母を含む指尖部背側
の損傷の治療経験から，行われた手術術式は時代と
もに変遷はあるが，現時点での著者らの指尖部損傷
治療戦略についてまとめた．

【対象と方法】
今回対象とする指尖部損傷は爪母の損傷がないか
あっても完全ではなく，変形があったとしても爪の
再生が期待できるものとした．従来の分類でいえば
切断面背側は石川の subzone分類 1) で 2以遠という
ことになるが，ななめ切断も含まれており必ずしも
動脈の切断レベルはそれと一致していない．症例は
2001年以降筆者自身が手術を行ったかもしくは責任
医師として手術を前立ちした 45例 47指である．今
回の指尖部損傷手術例の合併症，機能障害から我々
の治療方針を振り返り治療戦略を検証した．以下に，
行った術式ごとに症例数とその適応について簡単に
述べる．

1．再接着 13指
指尖部損傷であっても動脈の縫合が可能であるも
のは積極的に再接着を行った．以下 2.から 6.の皮

弁手術の適応は再接着が困難であった症例もしくは
再接着後部分生着にとどまった症例の salvage手術
とした．13指のうち動脈を 1本縫合したものが 11
指，2本縫合したものが 2指，静脈は 5指で縫合が
可能であり，残りの 8指は fish mouthを施行した．

2．Oblique triangular flap13指
指尖部の横切断を最もよい適応とした．皮切は

MP関節近位まで拡大し，この部分で神経血管束を
確認して遠位に展開することによって 1 cm余りの
皮弁前進を得ることができた．神経血管束の緊張が
強い場合には PIP関節が軽度屈曲位となることを
許容した．

3．逆行性指動脈島状皮弁 9指
皮弁に確実に血行が含まれるよう基節部側掌側で
神経血管束が確実に皮弁下を通過するように皮弁を
デザインした．神経の剥離には顕微鏡を用いた．今
回症例の中で再接着以外で唯一顕微鏡を通常使用す
る術式であった．皮弁採取部は手関節部皮皺を利用
して遊離全層植皮を行った．遊離植皮の母床に神経
が露出部位にも植皮を行った．1例 2指に爪を含む
背側の皮膚欠損症例に応用している．

4．母指掌側前進皮弁 4指
母指の場合は上記皮弁が困難であり，前進皮弁の
適応とした．皮弁前進の VY部分をMP皮皺の近位
掌側部にデザインすることによって 1 cm以上の前

受理日　2015/09/27
＊土浦協同病院　〒300-0053　茨城県土浦市真鍋新町 11-7
＊＊石岡医師会病院
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進距離を得た．1例にいわゆる graft on flap 2) を併用
した．

5．有茎鼡径皮弁 2指
再接着の部分壊死症例など主に salvage手術とし
て行った．

6．母指球皮弁 6指
初期の症例であり，指腹部を含む欠損例に対して
行った．皮弁先端を翻点して切断部近位に縫合し，
皮弁切り離しの際に指尖部をデザインすることによ
って良好な指腹部を得ることを意図した．

【結　果】
再接着を行った 13例中 1例で再接着指が壊死し

た．皮弁移植例では逆行性指動脈島状皮弁移植の 1
例で皮弁壊死を生じた．2例とも爪母の損傷も大き
く断端形成を余儀なくされた．Oblique triangular 
flapの 1例で術中動脈損傷を生じ，顕微鏡下での縫
合を行った．母指を除いた 37指のうち PIP関節に

20度以上の伸展制限を残した症例が 5指あった．う
ち 1指は Oblique triangular flapを行った 47歳男性
であり，30度の伸展制限に至り，さらに 1指は母
指球皮弁を行った 41歳女性で 60度の伸展制限を残
存した．再接着症例の 1例 2指に CRPSを生じ，再
接着例の他の 2指に遅発性骨髄炎を生じた．
症例を供覧する．
症例 1：25歳男性．爪基部の完全切断に対して再
接着を施行した．静脈は縫合できなかったが，術後
半年の時点で切断指部に軽度皮膚萎縮は認めるもの
の良好な形態で生着した．可動域制限もなく整容的
にも機能的にも良好な成績を得ている（図 1，2）．
症例 2：35歳女性．示指指尖部切断で動脈 1本の
みを縫合した．静脈は縫合できなかったが，fish 
mouth部からの出血は良好であり，順調に生着し
た．術後 1年でさほど萎縮もなく良好な外見と制限
のない可動域が得られたが，この後も指尖部より時
に滲出液が出現することがあり，レントゲン上の骨

図 2 症例 1．術後半年．整容的にも満足
のいく形態で切断指は生着している．

図 1 症例 1．受傷時外見．爪基部でのク
リアーカットな横切断．

図 4 症例 3．術後 1年．切断指は良好な形態で生着して
いるが，レントゲン上骨溶解像が残存している．

図 3 症例 2．受傷時外見．指尖部でのクリアーカッ
トな横切断．
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溶解像を認める（図 3，4）．
症例 3：31歳男性．爪先端から掌側にかけての横
切断に近いななめ切断．指腹部の近位は残存してお
り，同一指側方からの Oblique triangular flapを行
った．術後半年で良好な指腹部の形態と可動域が獲
得されている（図 5，6）．
症例 4：57歳女性．爪中央から指腹部にかけての
切断欠損例である．指腹部の欠損はほぼ全域に及ん

でおり，逆行性指動脈島状皮弁で再建を行った．術
後 11か月で良好な指腹部のボリュームと可動域が
獲得できている（図 7，8）．
症例 5：39歳男性．母指爪基部での完全切断．爪
母の損傷は部分的にとどまっており，変形が残存し
たとしても再生が期待できた．縫合可能な動脈が確
認できず，graft on flapを併用した母指掌側前進皮
弁にて指腹部を再建した．術後 14か月で爪の変形

図 6 症例 3．良好な指腹部の形態が得られており，可動域制限もない．

図 5 症例 3．指尖部ななめ切断に対して，VY flap（Oblique triangular flap）を施行．

図 8 症例 4．術後 11か月の時点で良好な指腹
部が得られており，可動域制限も軽微に
とどまっている．

図 7 症例 4．指腹部全体の欠損を伴う指尖部損傷に対して逆行性
島状動脈皮弁を施行．
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は残存したが，丸みのある指腹部が得られている
（図 9，10）．

【考　察】
指尖部損傷の定義は定まっているわけではないが，
一般的に変形が生じたとしても爪の再生が期待でき
る部位での指尖部損傷であれば断端形成は避けられ
るべきである．断端形成を避ける目的としては整容
的かつ機能的な指尖部を得ることとされるのだろう
が，その方法については幾多の報告がみられ 3)4)，
外傷のパターンや術者の技量によって統一の見解で
治療がなされているわけではない．今回報告におい
ても著者らの方針を述べたのみであることは否めな
いが，基本的な治療方針としては 1.可能なものは
再接着を行う，2.厚みのある指腹部と指長を獲得す
ること，3.確実な方法をとること，4.可動域を維持
すること，とした．
まず再接着であるが，基本的には生着せずに壊死

に至ったとしても失われる組織は切断指のみであ
り，他の皮弁手術と異なり正常部位を犠牲にしない
手術といえる．指尖部切断の場合は腱縫合の必要も
なく，良好に生着した場合は手指機能も保たれる．
従って，指尖部切断の場合においても第一選択とな
ることに異論はないと思われる．ただし，著者らの
症例においても爪中央より遠位の切断などの場合に
は皮弁手術であっても遜色のない結果が得られてい
ることや，再接着後必ずしも良好な経過をたどる症
例ばかりではないことも踏まえると再接着に固執す
る必要はないと考える．定量的に評価することが困
難であり，結果には述べなかったが，生着したとし
ても指腹部の皮膚萎縮は程度の差こそあれ必発とも
思われた．また，平瀬らの提唱した graft on flap法
に準ずれば，再接着困難例では失うことになる指長
を保つための末節骨先端や爪の維持に重要な爪床部
が利用できることも念頭に入れておくべきである．
皮弁の選択に関しては指尖部の横切断で指長を保

図 10 症例 5．術後 14か月の時点で爪変形は残るものの，厚み
と丸みのある指腹部が得られている．

図 9 症例 5．母指爪基部での完全切断．大部分の爪床は切断指に含まれており，
graft on flapを併用して母指掌側前進皮弁を施行．
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つことが第一の目的となる場合には Oblique trian-
gular flapの良い適応である．手技的にも容易でも
っとも汎用されるべき皮弁と考える．ただし，指腹
部のボリュームを得たい場合にはある程度のサイズ
を挙上できることが重要であり，逆行性指動脈島状
皮弁が望ましいと考えている．これを容易といって
いいかどうかは意見が分かれるところであろうが，
児島らが 1986年に報告 5) してすでに 30年近くが経
過しており，手技的にも確立された方法である．う
っ血が問題となることが知られているが 6)，我々は
神経の剥離を顕微鏡下に行い動脈の剥離を最小限に
抑えたのみであり，瀉血などの処置は行っていない．
その一方で剥離温存された神経の扱いが問題となる
が，著者らはさほど気にせず直上に手関節部からの
全層植皮，tie overとしているが痛み，しびれなど
が問題となった症例はなかった．Hemipulp flapな
ど遊離皮弁についてはある程度確立されているが，
やはり有茎皮弁ほど確実とは言えない．学術的な評
価にはなっていないが，現時点での著者の実力では
選択肢に含めて考えることはできなかった．
可動域については DIP関節の可動域は受傷レベ

ルにもよるため一概には言えないが，PIP関節にお
いても軽微な可動域制限は必発とも思われる．ただ
し，伸展で‐ 20度，屈曲で 90度程度が獲得できれ
ば日常生活動作での制限はあったとしても限定的と
考える．今回症例のうち母指と CRPS症例を除いた
37指のうち PIP関節の伸展制限が 20度を超えた症
例は 41歳女性母指球皮弁と 47歳男性 Oblique tri-
angular flapの 2指であった．前者は屈曲も 80度に
制限されており PIP関節の屈曲が 90度に満たない
2指のひとつであった．他に，屈曲が 88度に制限
された逆行性動脈皮弁症例が 1指あった．CRPS症
例は 24歳女性であるが，37指のうち 40歳以下の
23指については術式を問わず伸展制限が 20度以上，
屈曲が 90度以下の問題となる可動域制限を残存し
た症例はなく，年齢が可動域制限の要因の一つであ
ることが示唆された．皮弁手術の場合術中及び術直
後はどうしても動脈茎の緊張のため PIPは屈曲位と
なることが多かったが，この年齢層においては十分
に許容できると考える．母指球皮弁については簡便
な方法ではあるが中高年以上の症例での可動域制限
が生じやすいことは指摘されており 7)，他の皮弁選
択をするべきであった．Oblique triangular flapの 1
指に関しては前述した術中の動脈損傷の1指であり，

手術終了時に通常よりも PIP関節の屈曲位とせざる
を得なかった．大きな反省点といえる．
指尖部損傷に対する有茎鼡径皮弁は，リカバリー
手術としての意義しか見出していなかったが，カラ
ーマッチを後日の植皮で対応すれば，損傷指の組織
を傷つけることなく治療が可能との報告 8)  もあり，
その確実かつ簡便な手術という観点からは見直して
もよいと考える．

【まとめ】
1．著者らが手術を行った 45症例 47指の指尖部

損傷の経過を振り返り，現時点での治療戦略につい
て述べた．

2．術後成績で PIP関節の可動域制限には年齢が
関与していることが示唆された．

3．指尖部損傷の治療法の選択は，現時点では再
接着，Oblique triangular flap，逆行性動脈皮弁など
確立されたオーソドックスな手術で対応が可能と考
える．

【利益相反の開示】
本研究発表に関連し，開示すべき COI関係にあ
る企業等はありません．
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上肢手術に対する PercuFIX double thread screwの
使用経験
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PercuFIX double thread screw（以下 PercuFIX）を用いて上肢手術を行った．対象は上肢手術に対し Pe-
cuFIXを用いた 15例 10手 5肘，年齢は平均 45.3歳，経過観察期間は平均 10.4か月であった．術式は，観
血的整復固定術 10例，関節固定術 3例，血管柄付き骨移植術 2例であった．PecuFIXは 11例で単独で使用
し，4例で他の固定材料と併用した．PecuFIXにより固定した部位は全例骨癒合を認め，平均骨癒合期間は
8.8週であった．3例で抜釘を施行した．合併症として，抜釘を考慮してスクリュー近位を長めに出してお
いた 1例でスクリューの刺激による皮膚潰瘍を認めたが，スクリューを抜去することにより改善した．使用
時の注意点として，cannulated screwでないためにスクリューを挿入する方向に注意が必要であること，近
位の把持部をスナップオフできる方向が決まっているため注意が必要であることが挙げられた．PercuFIX
は，使用方法に若干の注意点は認めたが，上肢手術において有用な固定材料であると考えた．

【緒　言】
上肢手術において骨片を固定する際に，骨片が小
さいことが多く，スクリューやプレートなどを用い
て強固に固定することが困難な場合が多い．Kirschner 
wireや小骨用スクリューはサイズが小さいが，固定
力は強くはない．

PercuFIX double thread screw（オリンパステルモ
バイオマテリアル社，以下 PercuFIX）は Herbert-
typeのスクリューであるが，その径は 1.8 mmと細
いため，小さな骨を強固に固定するのに有用である
（図 1）．

PercuFIXを用いて上肢手術を行ったので，その
治療成績と使用上の注意点について報告する．

【対象と方法】
2013年 9月から 2014年 4月までの期間に，上肢

手術に対し PercuFIXを用いた 15例 10手 5肘を対
象とした．性別は男性 10例，女性 5例，年齢は平
均 45.3歳（15～77歳），経過観察期間は平均 10.4
か月（3.5～15.5か月）であった．術式は，観血的
整復固定術 10例，関節固定術 3例，血管柄付き骨
移植術 2例であった．PercuFIXは 11例で単独で使
用し，4例で他の固定材料と併用した．症例の詳細

を表 1に示す．
当科における PercuFIXの基本的な使用適応は，
骨片が小さいため大きなスクリューを使用すること
が困難であるが，骨折部にある程度の固定力を必要
とする症例を適応とした．他に，舟状骨偽関節に対
する血管柄付き骨移植術など，骨片の海綿骨を温存
するためにスクリューがなるべく細いことが望まし
い症例や，粉砕骨片を伴う症例において，大骨片を
プレートなどで固定する補助として粉砕骨片を Per-
cuFIXで補助的に固定する症例など，個々の症例に
応じて使用を選択した．

受理日　2015/09/26
＊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　整形外科

図 1 PercuFIX double thread screw
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PercuFIXの使用においては，付属の直径 1.75 mm
ガイドワイヤーを挿入し，スクリュー長を計測した
後にガイドワイヤーを抜去し，PercuFIXスクリュー
をパワーツールを使用して挿入した．適正位置まで
挿入した後に，シャフトとスクリューの境界部で用
手的に折り，シャフトを切り離した．
これらの症例に対し，骨癒合の有無および骨癒合
期間，合併症の有無について調査した．また，手術
時のスクリュー使用上の注意点についても検討した．

【結　果】
全例で骨癒合を認めた．平均骨癒合期間は 8.8週

（3.0～19.6週）であった．
基本的には，PercuFIXは骨内に埋入し抜釘はし

ない方針であるが，若年者の3例では抜釘を行った．
合併症として，抜釘を考慮してスクリュー近位を
長めに出しておいた 1例で，スクリューの刺激によ
る皮膚潰瘍を認めたが，スクリュー抜去により改善
した（症例 8）．感染，偽関節，スクリュー折損な
どの合併症は認めなかった．
【症例提示】
症例 8：16歳男性．サッカー中に転倒し上腕骨内
上顆骨折を受傷した．PercuFIXを 2本使用して観
血的整復固定術を施行した．抜釘を考慮してスクリ
ュー近位を少し長めに出しておいたが，術後スクリ
ューの刺激により皮膚潰瘍を認めた．早期に骨癒合
していたので，術後 6週でスクリューを抜去し，皮
膚潰瘍は速やかに改善した（図 2，3）．

表 1 症例一覧

図 2 症例 8 図 3 症例 8
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症例 12：37歳女性．誘因なく右手関節痛を認め
当科を受診した．Preiser病の診断にて血管柄付き
骨移植術（Zaidemberg法）を施行した．移植骨片
は小さく，なるべく海綿骨を温存させるために，径
が細いスクリューである PercuFIXを 1本使用して
固定した（図 4）．

【考　察】
骨片間に圧迫力をかけたり，関節面などでスクリ
ューを骨内に埋没させる必要がある場合に Herbert-
typeのスクリューは有用であるが，Herbert-typeの
スクリューには表 2のごとく様々なタイプのものが
ある．スクリューの直径が大きいものは強度が強
く，骨片間に強い圧迫をかけることができる．これ
に対し，直径が小さいものは強度，圧迫力に劣るも
のの，小さな骨片にも対応することができ，また複
数本使用することも可能である．

PercuFIXは外径が 2.0 mmと細く，小骨片の固定
に有利である．Kirschner wireの代わりとしても使
用することができ，スレッドがあるため Kirschner 
wireと比較して back outを起こす可能性が低い．谷
脇ら 1) は，DIP関節固定術に各種の Headless com-

pressive screwを使用し，ねじ径が太いスクリュー
を用いた場合末節骨を穿破し爪変形を認めたと報告
しているが，上肢の手術においては骨片が小さいた
めに大きなスクリューを使用できないケースは多く
存在する．
他に PercuFIXの特徴としては，cylindrical型で
あるため，万が一長すぎるスクリューを選択してし
まった時でも conical型スクリューと違いサイズダ
ウンをすることが可能であること，サイズバリエー
ションが 10 - 40 mmと長いサイズが存在すること，
専用の抜去器があり抜釘を行うことが可能であるこ
とが挙げられる．

PercuFIX 使用上の注意点として，cannulated 
screwでないために，ガイドピンを一度抜去してか
らスクリューを挿入する必要があり，スクリューを
挿入する際に方向を間違わないように注意が必要で
ある．またシャフトを折る際，折ることができる方
向が決まっているため，方向を間違うとうまく折る
ことができず，場合によっては骨片に負荷がかかっ
てしまう可能性がある．シャフトのなるべくスクリ
ュー寄りの部分を持ち，出来るだけ切れ込みの入っ
ている方向で行い，不可能な場合は逆の方向に（ど
ちらでも可能）折るようにする．
また，川端らは PercuFIXと同じく Herbert-type
のスクリューである Acutrak 2 micro screwを使用
した症例で偽関節を認め，その原因を，高齢者で骨
脆弱性がある場合スクリューの海綿骨への固定力が
不十分であるためと考察している 2)．PercuFIXにお
いても同様に，骨粗鬆症や関節リウマチなど，骨の
強度が低い症例では注意して使用する必要がある．
以上のような特徴を理解した上で，適応を十分検

討して使用すれば，PercuFIXは有用な固定材料で
あると考えた．

表 2 Herbert typeスクリューの比較

図 4 症例 12
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【まとめ】
上肢手術において，PercuFIXを用いて治療を行

った．
スクリューを挿入する方向およびシャフトを折る
方向に注意する必要を認めたが，スクリューの特徴
を十分理解して使用すれば，PercuFIXは有用な固
定材料であると考えた．

【利益相反の開示】
本研究発表に関連し，開示すべき COI関係にあ
る企業等はありません．

【文　献】
1） 谷脇祥通ほか．Headless compressive screwによる指

DIP関節固定術．日手会誌 26: 59-61, 2010．
2） 川端 確ほか．手外科領域におけるAcutrak 2 micro screw
の使用経験．日手会誌 30: 594-597, 2014．
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低出力超音波治療（LIPUS）による
小児陳旧性骨性槌指の治療経験
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筆者らは小児陳旧性骨性槌指に対して低出力超音波骨折治療（以下 LIPUS）を用い良好な結果を得たので
報告する．症例は陳旧性小児骨性槌指 8例．年齢は平均 13.3歳．男児 5例，女児 3例．受傷指は母指 1例，
示指 1例，中指 3例，小指 1例．治療開始までの期間は 5週から 3ヶ月（平均 8.2週）．初診時の愁訴は圧痛，
屈曲時痛であり，初診時の DIP関節可動域は平均 61度であった．初診後 LIPUS治療を開始した．受傷指に
対して固定などは行わず，スポーツも制限しなかった．8例中 7例に骨癒合を得た．全例において疼痛は消
失し，愁訴はなくなった．DIP関節可動域は 80度と改善し，蟹江の評価では優 6例，良 1例，不可 1例で
あった．LIPUSのみの治療により 87.5％に骨癒合が得られた．疼痛も消失し，DIP関節可動域も正常に改善
した．LIPUSは小児骨性槌指に対して試みられてもよい治療法と考える．

【緒　言】
低出力超音波パルス療法（Low intensity pulsed 

ultrasound以下 LIPUS）は 1998年以降難治性骨折
に対する治療として本邦で使用が開始された．2012
年 4月以降は四肢新鮮骨折に対しても使用が認めら
れるようになり，LIPUS治療の症例は増加してい
る．しかし，小児に対しての使用報告は数少ない．
今回筆者らは 15才以下の小児の，受傷後 6週間以
上経過している小児陳旧性骨性槌指に対して LIPUS
を使用し良好な結果を得たので報告する．

【対象と方法】
対象は 11才から 15才の小児，平均 13.1才であ

った．男 5例，女 3例．右 1例，左 7例．受傷指は
母指 1例，示指 2例，中指 2例，環指 1例，小指 1
例であった（表 1）．受傷機転はバスケット，バレ
ーボールなどの球技が 5例，柔道が 1例，不明が 2
例であった．愁訴は全員骨折部の圧痛，屈曲時の運
動時痛であった．受傷時の自動関節可動域は平均で
伸展 -3度，屈曲 55度であり，疼痛によると思われ
る屈曲制限が多くみられた．当院受診後 1週間後か
ら LIPUSを開始した．骨折に対しての固定はせず，
球技以外の体育を許可し，疼痛の範囲内での日常生
活動作を指導した．LIPUS照射開始時期は受傷後
平均 2.2ヶ月，照射期間は平均 5.3ヶ月であった．治
療の評価方法として，最終的な骨癒合の有無，関節

受理日　2015/10/07
＊埼玉県済生会川口総合病院　〒332-8558　埼玉県川口市西川 5-11-5
＊＊東京医科歯科大学整形外科
＊＊＊横浜みなとみらい赤十字病院

表 1 症例一覧
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可動域，疼痛の有無，蟹江 1)，Crawford 2) の臨床評
価を調査した．

【結　果】
8例中 7例，87.5％が骨癒合した．関節可動域は

伸展 -1.4度，屈曲 84.3度と良好であった．全例にお
いて疼痛，運動時痛は消失した．蟹江の評価では全
例優，Crawfordの評価では全例Excellentであった．
【症例提示】
症例 5
14才男児，バスケットボールで受傷．近医で左

環指骨性槌指の診断を受け伸展位固定を行われた
が，疼痛，運動時痛改善せず，8週間後に当院紹介
受診した．受診時のレントゲンで骨性槌指を認め，
骨癒合をみとめない（図 2）．骨折部の圧痛と屈曲
時痛を認め，DIP関節可動域は伸展 0度，屈曲 30
度と制限されていた．骨折部の間隙は 1.13 mmで

ある．固定を除去し，自動運動訓練を疼痛の範囲内
で開始した．球技以外の運動制限は行わなかった．
1週間後から LIPUSを開始した．15週後，骨折部
に仮骨形成を認め，骨折部の圧痛は消失していた．
23週後に骨癒合が完成した（図 3）．圧痛，運動時
痛は消失しており，愁訴はなくなった．DIP関節可
動域は伸展 0度，屈曲 80度となっていた．臨床評
価は蟹江の評価基準で優，Crawfordの評価基準で
は Excellentであった．

【考　察】
1983年 Xavierらが，LIPUSは骨癒合を促進する
ことを報告して以来，その有用性は多くの臨床報告
により裏付けられてきた 3)．様々な部位の様々な骨
折に対して有効性の報告があるが，小児陳旧性骨性
槌指に使用した報告は我々が渉猟し得た限りでは無
かった．従来，陳旧性骨性槌指に対する治療方法と
しては，受傷後 3週間以内であれば通常の石黒法だ
けで対処可能であり，3週以上経過した場合，受傷
後 6週間までは骨折部の経皮的新鮮化と石黒法を行
うことを推奨する報告が多い 4) 福田ら．さらに 6週
以上経過している場合は観血的整復固定術を勧める
報告が多数を占める 5) 南野ら．観血的整復固定術に
は鋼線締結法 5)南野ら，フックプレート法 6)米田ら，
閉鎖的骨螺子固定法 7) 児島らなど様々な材料によ
る方法が報告されている．結果は「おおむね良好」
である，との報告が多い．しかし，従来の治療方法
では蟹江の評価で不可，Crawfordの評価で fairの症
例が存在する．申らは陳旧性骨性槌指でも経皮的新
鮮化を加えず徒手整復と従来の石黒法により骨癒合
が獲得された，と報告している 8)．その場合の骨片

図 2 初診時：受傷後 8週

図 1 LIPUS照射方法

図 3 LIPUS開始 25週：骨癒合
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のギャップは 1 mmまで，ステップオフは 0.5 mm
までが許容範囲としている．今回の我々の経験では
骨癒合不成功の 1例は骨片のギャップが 3.01 mm，
骨癒合した 6症例の Gapは 0.53 mmから 2.39 mm，
平均 1.31 mmと，骨癒合しなかった症例は他の 6例
に比べ大きい傾向にあった．

【まとめ】
1．小児に於いては骨片間ギャップが小さく，骨

片が安定している場合は LIPUSで骨癒合が可能で
あった．

2．治療成績は全例優であった．
3．LIPUSは試みるべき有効な治療法と考える．

【利益相反の開示】
本研究発表に関連し，開示すべき COI関係にあ
る企業等はありません．

【文　献】
1） 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．

2） Crawford GP, et al. The molded polythene splint for mal-
let finger deformities．J Hand Surg 9A: 231-237, 1984．

3） Xavier CAM, et al. Stimuration of bone callus by ultra-
sound; clinical application．Rev Bras Ortop 18: 73-80, 
1983．

4） 福田 誠ほか．陳旧性骨性槌指に対する観血的骨接合術
の治療成績．日手会誌 30: 811-814, 2014．

5） 南野光彦ほか．陳旧性骨性槌指に対する pull out wire 
法による治療経験．骨折 31: 173-177, 2009．

6） 米田英正ほか．陳旧性骨性マレット指に対する手術的
治療の検討．日手会誌 29: 303-307, 2012．

7） 児島 新ほか．マレット骨折の治療経験（閉鎖的骨螺子
固定法）．日手会誌 25: 474-477, 2009．

8） 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．
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骨性槌指に対する最小侵襲スクリュー固定法の
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当科では 2007年から比較的骨片の大きな骨性槌指に対して最小侵襲スクリュー固定法（Minimum Inva-
sive Screw Fixation, 以下MISF）を行っており，術後再転位に性別と近位骨片背側長（DL）が関与している
事を報告した．今回，われわれは治療成績に関与する因子を後ろ向きに調査した．症例は 2007年 1月から
2014年 6月までに骨性槌指に対して当科でMISFを行った 66例（男性 42例，女性 24例）で，年齢，性別，
骨折型，DL，末節骨骨軸に対するスクリュー挿入方向（SA），術後単純 X線像での gap及び step off，可動
域訓練開始時期，を調査した．年齢，性別，骨折型，DL，SA，step offに差は認めなかったが，fair/poor
群で gapが大きい傾向があり，可動域訓練開始時期が有意に遅い傾向があった．MISFにおける治療成績向
上のためには整復位及び早期の可動域訓練開始が重要である．

【緒　言】
当科では 2007年から近位骨片背側長（DL）が 2 

mm以上の骨性槌指に対して小皮切からラグスクリ
ュー固定を行う最小侵襲スクリュー固定法（MISF）
による治療を行っている 1)．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，
骨片に粉砕がなく，近位骨片背側長が 2 mm以上の
ものとしている．第 57回の本学会で，MISFで治
療を行った骨性槌指 59例を後ろ向きに調査し，術
後再転位には女性が多く，DLが短い傾向があった
ことを報告した 2)．今回，われわれは術後治療成績
に着目し，治療成績に影響を与える因子について検
討し，MISFの適応及び手技上の要点，後療法を再
考したので報告する．

【対象と方法】
対象は 2007年 1月から 2014年 6月までに骨性槌

指に対して当科でMISFを行った 71例のうち，術
後 3か月以上経過観察が可能であり，最終調査時に
可動域の記載がある 66例（男性 42例，女性 24例，
平均年齢 35.0歳）とした．
骨折型は小西池分類 4) の rotate-avulsionが 5例，

split-avulsionが 39例，split-compressionが 22例で
あった．

手術方法は，まずイメージ下に石黒法に準じて
1.1 mm extension block pinを挿入し，骨折部を経皮
的操作で整復する．整復が不十分な場合には注射針
やワイヤーを補助的に用いて背側から骨片を経皮的
に操作して整復する．十分な整復位が得られた後に
清潔テープで患指を extension block pinと固定し，
pin側方・骨片の背側正中から尖刃刀で約 2 mmの
小皮切を加え，0.9 mm C-wireを背側骨片から掌側
に刺入する．C-wireを一旦抜去して 1.1 mmのドリ
ルで C-wireを刺入したスクリュー孔のドリリング
を行い，スクリュー長を計測して Leibinger screw 
1.2 mmスクリューで固定する．最後に extension 
block pinを抜去してイメージ下に骨折部が良好に
内固定されていることを確認する．術後は原則とし
て患指保護目的でアルフェンスシーネ固定を 1週程
度行い，その後間欠的に固定を除去して可動域訓練
を行う．
治療成績を厳密に評価するため Crawfordの評価

を用い，extension lagが 10 残゚存または屈曲制限が
あった場合には fairまたは poorとした（表 1）3)．
術後合併症を調査するとともに，治療成績との検
討項目として，年齢，性別，単純 X線側面像で近
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），術後単純 X線像での gap

受理日　2015/09/24
＊岡山済生会総合病院　〒700-0013　岡山県岡山市北区伊福町 1丁目 17-18
＊＊金田病院
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および step off,可動域訓練開始時期を調査した（図
1）．

【結　果】
治療成績は Crawfordの評価で excellentが 23例，

goodが 31例，fairが 9例，poorが 3例であった（表
1）．合併症として術後感染を生じた症例は無かった
が，術後再転位が 8例（12％）に見られ，術後再転
位が生じるまでの日数は 6-13日（平均 10.8日）で
あった．
再転位例は男性 2例，女性 6例，平均年齢は 45.6
歳（22-75歳）であった．転位を生じなかった例は
男性 40例，女性 18例，平均年齢は 34.0歳（15-72歳）
であり，再転位例では有意に女性が多く（P＝0.017），
また有意差は生じなかったが年齢が高い傾向があっ
た．DLは再転位例で平均 2.79 mm（2.3-3.9 mm），
転位を生じなかった例で平均 3.30 mm（2.2-5.4 mm）
であり，再転位例では DLが有意に短い傾向（P＝
0.036）であった．
再転位例 8例中 7例に再手術が施行され，4例は

ワイヤリングによる観血的骨接合術，3例は石黒法
による経皮鋼線刺入固定術が行われていた．再転位
例の最終調査時の Crawfordの評価は excellentが 1
例，fairが 6例，poorが 1例であった．
再転位を生じた例を除く 58例に関して，治療成
績が excellentまたは goodであった症例群（EG群）
53例と fairまたは poorであった症例群（FP群）5
例に分けて検討した．
年齢は EG群平均 33歳，FP群平均 41歳であり

FP群では年齢がやや高い傾向であった．性別は EG
群が男性 36例，FP群が男性 4例であった．骨折型
は rotate-avulsionが EG群 5例に対し FP群 0例，
split-avulsionが EG群 32例に対し FP群 3例，split-
compressionが EG群 16例に対し FG群 2例で，両

群間には差がなかった．
X線学的パラメーターに関しては，DLは EG群

で 3.31 mmであったのに対して FP群で 3.18 mm，
SAは EG群で 65.4 で゚あったのに対して FP群で
64.0 で゚あり，差は無かった．Gapは EG群で 0.180 
mmであったのに対して FP群で 0.660 mmと 3倍
以上大きい値を示しており，統計学的有意差は生じ
なかったが，整復位が不良な傾向があった．Step 
offは EG群で 0.134 mmであったのに対して FP群
で 0.200 mmであった．
可動域訓練開始時期は EG群で術後 15.9日であ

ったのに対して FP群で術後 23.8日と可動域訓練開
始時期が有意に遅かった（表 2）．可動域訓練開始
時期が遅れた例は，術後外来予約日に受診していな
い症例で，患者のアドヒアランス不良を原因として
いた．

【考　察】
骨性槌指の手術治療として，extension block pin-

ning5) や pull-outワイヤー固定 6)，hook plate固定 7)

等，様々な方法が報告されている．種々の方法で良
好な治療成績が報告される一方で，回旋不安定性
や，背側軟部組織への侵襲，ピン刺入部感染といっ
た合併症の問題もある．
これに対してMISF治療は，2 mmの小皮切から

表 1 Crawfordの評価

図 1 単純 X線像における近位骨片背側面の長さ：DL（図
a），末節骨骨軸に対するスクリュー挿入方向：SA（図
b），Gap（図 c）および Step off（図 d）
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ラグスクリュー固定を行う事により，低侵襲で比較
的強固な固定が行える．また術後 3-5日から手洗い
可能となり，患者負担を軽減できる優れた方法であ
る．さらに，pin tract infectionのリスクを低減して
手指の可動域訓練を早期に開始できる．今回の症例
群においても術後創部の感染を生じた症例は無く，
66例中 54例（82％）が Crawfordの評価で Excel-
lentまたは Goodと良好な治療成績を示していた．

MISFの問題点は，術後再転位が 12％に見られた
ことであり，これにはDLと性別が関連していた 2)．
術前に正確な単純 X線側面像で DLの計測を行うと
ともに，CT像で骨片の粉砕が無いことや骨片の形
態及び転位の状態を把握しておくことが必要と考え
ている．
今回治療成績に着目して検討した結果，成績不良
例では，性別や骨折型には差がなかったが，整復位
が不良で可動域訓練開始時期が遅い傾向があった．
整復に関しては，石黒法に準じて，適切な位置から
の C-wireの刺入，指腹部を押し上げて正確に整復す
ることが重要である．整復状態がスクリュー挿入位
置を左右するため，より正確な操作が必要となる．
骨片の屈曲または伸展転位が残存している場合は
22-27G針やワイヤーを補助的に使用して整復する．
可動域訓練開始時期に関しては，再転位が術後 6～
13日に生じていたことから，安全性を考慮すると
術後 2-3週程度は保護目的の外固定を行いながら，
術後 2週頃までに主治医またはハンドセラピストの
監視下での ROM訓練開始が必要であり，患者教育
を徹底させることも重要と考える．

【まとめ】
骨性槌指に対するMISF治療を行った症例の治療
成績を検討した．成績不良例では，整復位が不良で
可動域訓練開始時期が遅い傾向があった．正確な整

復と術後保護目的で外固定を行いながらの早期可動
域訓練開始が優れた治療成績獲得のために必要と考
える．

【利益相反の開示】
本研究発表に関連し，開示すべき COI関係にあ
る企業等はありません．
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表 2 再転位例を除く 58例
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骨片の大きさが関節面の 30％を超える骨性マレット指を保存的に治療した 8例について報告した．内訳
は新鮮例 6例，陳旧例 1例，術後偽関節 1例であった．骨片間に gapを認めても骨片同士が引き合うように
gapが縮小し，全例で骨癒合を得た．最終観察時，DIP関節背側のこぶや伸展不全を認める傾向にあったが，
掌側亜脱臼を呈した例はなく，陳旧例の 1例を除いた 7例で疼痛なく，おおむね満足する結果であった．外
固定には装具やテーピング固定よりもシーネ固定が角度を調節でき，有用であった．

【緒　言】
骨性マレット指で骨片の大きさが関節面の 30％以
上の場合，一般的に手術適応とされ，関節の亜脱臼
が生ずると変形が残るため，当施設でも石黒法もし
くは石黒変法を好んで用いている．しかし，患者側
の希望などにより手術を行えない症例も存在する．
今回，骨片の大きさが 30％以上の骨性マレット指で
患者側の希望などにより保存的に治療した症例につ
いて，その成績を後ろ向きに評価した．

【対象と方法】
対象は，骨片の大きさが関節面の30％以上を占め，
手術治療をすすめたが，患者の希望で保存治療を選
択したもの，もしくは皮膚潰瘍により手術が選択で
きなかったものとした．症例数は 8例（新鮮例 6例，
陳旧例 1例，術後偽関節 1例）で，陳旧例の 1例は
他院で装具による保存治療を行い，DIP関節背側の
皮膚壊死を生じ，受傷後6週で紹介受診となった例，
偽関節例は鋼線による骨接合術後骨片の転位を認
め，抜釘後偽関節となり，追加手術を希望しなかっ
た例である．受傷後 4週以上を陳旧例とした 1)．
新鮮例 6例の受傷から当科初診までの期間は 9～

21日であった．初診時年齢は 11～60歳（平均 31.9
歳），罹患指は中指 3例，環指 2例，小指 3例であ
った．関節面に対する骨片の割合を骨片の大きさと
して X線側面像で評価した 2)．
保存治療の方法は，アルフェンスシーネ固定 4例

で固定角度は伸展 0 ～゚軽度屈曲位で固定した．その
他，ギプスシーネ固定 1例，マレット装具 2例，テ
ーピング固定 1例であった．
臨床成績評価には蟹江の臨床評価基準 3) および

Crawfordの分類 4) を用いた．

【結　果】
X線側面像における骨片の大きさは 33～46％（平
均 40.3％）であった．初診時，骨片の転位を 7例に，
DIP関節掌側亜脱臼を 3例に認めた．当科での外固
定期間はテーピングの 1例を除いて 12～77日，平
均 33.6日であった．当科で治療開始から骨癒合まで
の期間は 1.5～6.5か月，平均 3.3か月であった．
骨癒合するまで経過を観察し，8例全例で骨癒合
を認めた．治療開始時骨片の転位を認めた 7例中 6
例で背側骨片と末節骨の gapが短縮し，お互いに引
き寄った形で骨癒合した．DIP関節掌側亜脱臼の 3
例は全例，保存治療により亜脱臼は整復された．骨
癒合まで 6か月以上かかったのはテーピング固定と
術後偽関節の 2例であった．
最終診察時，疼痛は陳旧例の 1例のみに認めた．
蟹江の評価基準で優 3例，良 3例，可 1例，不可 1例．
Crawfordの分類では excellent2例，good1例，fair4
例，poor1例であった．局所では DIP関節背側のこ
ぶや伸展不全を認める傾向にあったが，治療成績に
不満を訴える患者はいなかった．
代表症例を供覧する．

受理日　2015/11/01
＊順天堂大学附属順天堂浦安病院　〒279-0021　千葉県浦安市富岡 2-1-1
＊＊東京労災病院
＊＊＊順天堂大学
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症例 1（図 1）：60歳男性．右中指骨性マレット指
陳旧例である．受傷時の骨片の大きさは 33％．他
院でマレット装具にて治療されたが，DIP背側に皮
膚潰瘍を認めた．受傷 6週，他院治療後 3.5週で背
側皮膚潰瘍と掌側亜脱臼を呈したため当科紹介受診
となった．背側皮膚潰瘍（図 2）を認めたため，保
存治療とし，マレット装具からアルフェンスシーネ
固定に変更し，4週間固定．亜脱臼は整復され骨癒
合した．疼痛，拘縮が残存し，step offも見られ，
蟹江の評価不可，Crawford分類 poorであった．
症例 2（図 3）：16歳女性．右小指骨マレット指
新鮮例で骨片の大きさは 44％．前医にて施行され
た透視 X線像（図 4）にて背屈で亜脱臼し，掌屈で
整復され，掌側から末節骨を圧迫すると良好な整復

図 2 症例 1　初診時指背側に皮膚潰瘍を認めた．

図 1 症例1　X線画像　（a）前医初診時　（b）前医での装具．掌側亜脱臼あり．（c）
受傷 6週後，当科でアルフェンスシーネ固定に変更　（d）受傷 10週後，亜
脱臼は整復され，骨癒合した．

図 3 症例 2　X線画像　（a）前医初診時　（b）前医での装具．掌側亜脱臼あり．（c）受傷 3週後，
当科受診．掌側亜脱臼を認めた．（d）屈曲位でシーネ固定　（e）受傷 3か月後，骨癒合した．
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位が保てることが確認されていた．前医でマレット
装具にて背屈位固定を受け，亜脱臼となり 3週で当
科初診．アルフェンスシーネによる軽度屈曲位固定
に変更し亜脱臼は整復され骨癒合した．蟹江の評価
は良，Crawfordの分類で fairであった．この症例
が唯一，骨片が転位したまま骨癒合し，骨片間の距
離が縮まらなかった例である．
症例 3（図 5）：38歳男性．左小指骨マレット指
新鮮例で骨片の大きさは 46％．マレット装具を装
着した時点では，まだ，骨片は背側に転位している
が，1週，4週と経過するうちに骨片間距離が短縮し，
装具は 4.5週間装着し 9週後に骨癒合した．わずか

に step offを認めるが，蟹江の評価は優，Crawford
の分類 excellentであった．

【考　察】
骨性マレット指の保存治療について Kalainovら 5)

は骨片の大きさが関節面の 1/3から 2/3の 22例
（DIP関節亜脱臼を認めない群 9例，亜脱臼を認め
た群 13例）をスプリントで固定し，平均 24.5か月
の経過を報告した．その結果，全例骨癒合を得た．
治療開始時亜脱臼を認めない群の 1例で亜脱臼を呈
し，亜脱臼を認めた群は亜脱臼の程度に変化はなか
った．OA変化は亜脱臼のない群は 6例に，亜脱臼

図 4 症例 2　前医での透視 X線画像　（a）伸展位で掌側亜脱臼　（b）屈曲位で亜脱臼
は整復　（c）伸展 0°でも掌側亜脱臼する．（d ）伸展 0°で掌側から圧迫すると亜
脱臼は整復される．

図 5 症例 3　X線画像　（a）初診時．骨片は背側に転位　（b）同日，装具装着．
骨片は背側に転位していた．（c）1週後．骨片間距離が短縮した．（d）2か
月後，骨片間距離が短縮して骨癒合した．
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のある群は 13例全例に認め，変形の程度は亜脱臼
のある群でより重度であった．臨床評価は局所では
DIP関節背側のこぶや伸展不全，Swan-neck変形が
残存したが，疼痛や ADL障害に関して特に問題な
く，患者満足度も高かったと述べている．
また，新鮮凍結死体肢を用いて骨折モデルを作成
し，屈筋腱，伸筋腱を交互に牽引することにより他
動屈曲・伸展を繰り返したところ，骨片占拠率が
43％以下では掌側亜脱臼が生じないが，52％以上で
は常に掌側亜脱臼したと報告がある 2)．
本症例で治療開始時，掌側亜脱臼を認めたのは 3
例で，骨片の大きさは陳旧例の 33％，術後偽関節
例の 38％，新鮮例の 44％であった．術後偽関節例
を除いて，過度の過伸展位固定が掌側亜脱臼の原因
と考えられ，保存治療により 3例とも亜脱臼は整復
された．骨片の大きさに対して本症例では 43～51
％が 3例あり，52％以上はなかった．保存治療の限
界として，骨片の大きさが 52％以上の例や保存治
療で亜脱臼が整復されない場合は手術を考慮すべき
と考える．
保存治療の注意点は，過度に伸展位固定として掌
側亜脱臼を生じさせないことである．ただし，屈曲
位では骨片間の距離が縮まらない可能性があり，亜
脱臼しない程度の伸展位固定が推奨される．保存治
療は手術成績 6)7)8) と比較すると，蟹江の評価で優
の割合が少なく成績は劣る．しかし，骨片が 50％
までなら亜脱臼を残すことなく骨癒合させることが
可能であり，骨片が背側に転位していても，骨片の
gapはある程度短縮する．多少の伸展不全が残り，
DIP関節背側にこぶが残る可能性があるが，ADL上
支障の出ることは少ない．骨性マレット指で患者が
手術に躊躇する場合，骨片が関節面の 30～50％まで
なら，治療開始時に亜脱臼があっても保存治療を選
択肢に含めることができるのではないかと考える．
本研究の問題点として経過観察期間が短いことと
レントゲン側面像のみでは骨片の大きさの評価が不
十分であることが挙げられる．今後の課題として，
CT撮影を追加して骨片の大きさを把握し骨片が背
側関節面全体に及んでいることを確認することと，
完全に骨癒合が得られ骨折部がリモデリングされる
まで長期経過を追う必要がある．

【まとめ】
骨片が関節面の 3分の 1以上を占める場合でも，

保存治療で骨癒合を得るのは十分可能で，亜脱臼を
呈していても整復可能であった．
アルフェンスシーネによる外固定は固定角度を調
節でき有用であった．
固定角度は過伸展とならないようにするが，亜脱
臼にならない程度に伸展位とすべきである．
保存治療は臨床成績よりも患者本人の満足度が高
かった．
骨片の大きさが 52％以上の場合，もしくは亜脱

臼が整復されない場合，患者が優の治療成績を希望
する場合は手術治療を考慮すべきと考える．

【利益相反の開示】
本研究発表に関連し，開示すべき COI関係にあ
る企業等はありません．

【文　献】
1） Alla SR, et al. Current concepts: mallet finger. Hand 9: 

138-144, 2014.
2） Husain SN, et al. A biomechanical study of distal inter-

phalangeal joint subluxation after mallet fracture injury. 
J Hand Surg 33A: 26-30, 2008.

3） 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．

4） Crawford GP, et al. The molded polythene splint for mal-
let finger deformities. J Hand Surg Am 9: 231-237, 1984.

5） Kalainov DM, et al. Nonsurgical treatment of closed 
mallet finger fractures. J Hand Surg 30A: 580-586, 2005.

6） 勝田康裕ほか．骨性マレット指の治療成績の検討．日
手会誌 31: 76-79, 2014．

7） 岡崎 敦ほか．骨性マレット指に対する石黒法における
extension block pin刺入位置の検討．日手会誌 28: 23-
25, 2011．

8） 萩原弘晃ほか．骨性マレット変形に対する石黒法，お
よび石黒変法―伸展位固定の検討―．日手会誌 29: 
768-770, 2013．
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Double extension block first techniqueによる
陳旧性骨性mallet fingerの治療
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陳旧性骨性mallet fingerに対して，最初に extension blockを行なった後に小皮切から瘢痕組織を除去し，
骨折面の整復を行なった double extension block first techniqueを施行した 6例 6指の成績について報告する．
全例に骨癒合が得られ，成績は蟹江の評価基準では優 4例，良 1例，不可 1例で ，Crawfordの評価基準で
は excellent 3例，good 1例，fair 1例，poor 1例と概ね良好であった．本法は骨片の扱いが容易であり，伸
筋腱停止部周囲の血行温存に有利であり，瘢痕組織の除去は十分に可能で，皮膚縫合を要さないなど簡便か
つ有用な方法であった．

【緒　言】
陳旧性骨性mallet fingerに対する手術療法は，石
黒法 1)2)3)，pull out法 4)5)，鋼線締結法 6) 等様々な報
告があるが，定まった方法はなく，しばしば整復固
定に難渋する．陳旧性骨性mallet fingerに対し，最
初に 2本の extension blockを行なった後に，小皮
切から瘢痕組織を除去し，次いで骨折面を合わせて
整復し，最後にDIP関節固定を施行して治療（double 
extension block first technique）した症例の成績を
報告する．

【対象と方法】
対象は 2012年 12月から 2014年 10月の期間で，

受傷後 6週間以上経過した陳旧性骨性 mallet finger
に対して本法を施行した 6例 6指である．術前 X線
で，DIP関節を屈曲させて骨片が掌側に移動する症
例を本法の適応とした．性別は男性 3例，女性 3例，
罹患指は右 2指，左 4指，示指 2指，中指 2指，環

指 1指，小指 1指，平均年齢は 30歳（15～57歳）
であった．受傷から手術までの期間は平均 7.8週間
（6～10週間）であった（表 1）．手術方法は，齊藤
らの報告した double extension block法 7)（以下DEB
法）を基本とした．DIP関節を最大屈曲させ，掌側
に移動した骨片の背側正中部をはさんで橈・尺側に
extension blockとして 0.8（～1.0）mm鋼線を 2本
平行に刺入する．骨折部背側に約 5 mmの横皮切を
おき，骨折部の瘢痕組織を十分に除去する（図 1）．
末節骨を牽引して骨片を extension block鋼線に押
し当て整復した後，1.0 mm鋼線で DIP関節を固定
する（図 2）．横皮切部は以上の操作で閉鎖するため
縫合は不要である．通常の手技のようにまず openに
して骨折部を新鮮化する操作から開始するのではな
く，まず最初に closedのままで経皮的に DEB法を
行う操作から開始する手技であることから，double 
extension block first techniqueと名付けた．6例中
2例では骨片の背屈転位が大きいため，骨片背側か

受理日　2015/09/24
駒沢病院　〒154-0012　東京都世田谷区駒沢 2-2-15

表 1 症例まとめ
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ら 0.7 mm鋼線を刺入して整復固定した（図 3）．術
後 6～8週間で鋼線を抜去し，自動屈曲運動，他動
伸展運動を開始する．夜間伸展位副子固定をさらに
2～3週間行う．以上の症例に対し，骨癒合の有無，
DIP関節可動域，合併症を評価し，最終観察時の成
績評価には蟹江の評価基準 8)，Crawfordの評価基
準 9) を用いた．

【結　果】
骨癒合は全例に得られた．DIP関節可動域は，伸

展平均 -3（゚-10～5 ）゚，屈曲は平均 65（゚30～80 ）゚だっ
た．合併症は 1例で一過性爪変形を認め，1例で鋼
線抜去後の遅発性感染を認めたが，抗生剤の内服に
より速やかに改善した．蟹江の評価基準では優4例，
良 1例，不可 1例で ，Crawfordの評価基準では
excellent 3例，good 1例，fair 1例，poor 1例であ
った（表 1）．
【症例提示】
症例：16歳，男性．
野球中に右環指にボールがぶつかり受傷した．外
用剤の使用で経過を見ていたが，疼痛が改善しない
ため受傷後 6週間で当院初診となった．DIP関節の

腫脹，圧痛を認め，X線にて骨性mallet fingerの診
断となった（図 4a）．DIP関節屈曲位の X線で骨片
が掌側に移動することが確認できたため（図 4b），
翌日に本法を施行した（図 5）．術後 6週間で鋼線
を全て抜去し，自動屈曲，他動伸展運動を開始した．
夜間の伸展位副子固定はさらに 2週間行った．術後
3か月時点で，骨癒合良好（図 6）で疼痛はなく，
DIP関節伸展 0 ，゚屈曲 75 ，゚蟹江の評価基準では優，

図 1 手術手技①
 DIP関節を最大屈曲させ extension 

blockとして 0.8～1.0 mm鋼線を
2本平行に刺入する．骨折部背側
に約 5 mmの横皮切をし，骨折部
の瘢痕組織を十分に除去する．

図 2 手術手技②
 末節骨を牽引して骨片を extension block鋼線に押し

当て整復した後，1.0 mm鋼線でDIP関節を固定する．

図 3 骨片の背屈転位が大きい症例
 骨片背側から 0.7 mm鋼線を刺入して整復する．

図 4 症例 3初診時 X線
 a：側面像，b：屈曲位側面像
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Crawfordの評価基準では excellentで，問題なく野
球に復帰している．

【考　察】
骨性mallet fingerの治療は，新鮮例では石黒法 1)

およびその変法 7) が標準的治療となっているが，陳
旧例では様々な治療報告があり見解が分かれている．
陳旧例では，骨折部の肉芽組織や仮骨の介在，終止
腱の癒着・短縮などにより，新鮮例と同じ手技では
良好な整復が得られにくく 10)，陳旧例ほど骨癒合の
ために確実な整復固定が要求され，治療を困難にし
ている．
陳旧性骨性mallet fingerに対する手術療法として

は，pull out法，鋼線締結法，石黒（変）法等が報
告されている．pull out法としては，南野らは終止
腱にかけた軟鋼線を指腹に誘導しボタンを介して締

結する方法で，8例全例で骨癒合が得られ，良好な
可動域が得られている 4)．森澤らは末節骨掌側で締
結した方法で 9例全例で骨癒合が得られ，強固な整
復固定が良好な結果につながったと述べている 5)．
岩崎らは，Jupiterらの報告した figure of eightによ
る鋼線締結法を陳旧性骨性 mallet fingerに応用し，
10例全例で骨癒合が得られ，軟膏線による tension 
band効果が有用であると報告している 6)．Pull out
法，鋼線締結法ともに満足出来る成績ではあるが，
比較的広範囲な展開が必要であり，一度骨片を飜転
させることによる整復操作の煩雑さは否めない．
陳旧性骨性mallet fingerに対し，石黒（変）法を
応用した報告も散見され，千馬らは 5週間以上経過
した症例に対して観血的に新鮮化し，必要に応じて
骨移植を行った報告をしている 7)．豊山らは経皮的
に新鮮化した後に石黒法を 6例に施行し，全例で骨
癒合を得ている 8)．今回横皮切より新鮮化を施行し
た経験から，陳旧例では掻破される瘢痕組織の量は
少なくないため，経皮的な操作だけでは新鮮化が不
十分となりうると考えている．骨折部を大きく展開
すると，骨片が回転・回旋しやすくなり扱いが困難
となり，1本の鋼線だけでは骨片を押さえるための
最適な部位への鋼線刺入も困難となる 7)10)．また，
剥離操作は腱損傷や血行障害を助長する可能性も高
いと考えられる．さらに，鋼線の存在により皮膚縫
合が煩雑になるなど，今までの陳旧例への石黒（変）
法の応用には様々な問題点が挙げられる．
本法は上記の問題点を解決しうる方法であると思
われる．骨折部のみの小さな横皮切での直接操作に
より瘢痕組織の除去が可能であるため，新鮮化が不
十分となる可能性を減らすことができる．同時に伸
筋腱停止部に対して愛護的であり，周囲の血行温存
に有利である．横皮切が extension block pinと近接
はするものの，他の広範囲な展開を要する手技と比
較すると，皮切や皮下組織の剥離による侵襲が少な
いことは，血行障害，皮膚障害や創治癒の遅延をは
じめ，感染などの合併症の危険性の低下につながる
と考えている．また，骨片は不安定とならず扱いが
容易で，整復操作も新鮮例での double extension 
blockと大きな差はない．さらに，通常操作で皮切
部は閉鎖するため皮膚縫合を必要とせず煩雑さが軽
減され，手術時間の短縮にもつながると思われる．
以上より，本法は小侵襲であるうえ，手術操作も簡
便である有用な方法と考えられた．しかしながら，

図 5 症例 3 手術時所見
 a，b：手術時 X 線 0.8 mm 鋼線 2 本で extension 

blockを行い，1.0 mm鋼線で DIP関節を固定した．
 c：横皮切部から除去した肉芽組織．

図 6 症例 3：術後 3か月時 X線
 骨癒合は完成している．
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今回の調査では，適応を DIP関節屈曲により骨片が
掌側に移動する症例とし，受傷後期間も最大 10週
と長期経過例がなく，DIP関節の亜脱臼も軽度な症
例が対象であった．今後は受傷後期間や亜脱臼の程
度を含め，適応を拡大してさらに検討していく必要
がある．

【まとめ】
1．陳旧性骨性 mallet fingerに対して double ex-

tension first techniqueによる手術法を施行した 6例
について報告した．

2．全例で骨癒合が得られ，最終成績も概ね良好
であった．

3．本法は，小侵襲かつ操作も簡便で骨癒合が得
られる有用な方法と考えられた．

【利益相反の開示】
本研究発表に関連し，開示すべき COI関係にあ
る企業等はありません．
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手指基節骨単顆部骨折の治療成績
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手指基節骨単顆部骨折の治療成績と問題点につき文献的考察を含め報告する．対象は 1985年以降に当院
で治療した手指基節骨単顆部骨折 14例 14指とした．評価は骨癒合，骨壊死，追加手術の有無，骨折型と％
TAM，各骨折型における治療法と％TAM，手術例における K-wireの本数と％TAMの関係について行った．
全例に骨癒合を認めたが，1例に骨壊死を認めた．治療法では観血的より経皮的，K-wireの本数では 1本よ
り多数本刺入した症例の方が最終観察時の％TAMは優れていた．手指基節骨単顆部骨折の治療法には様々
な報告があるが，今回の調査により，転位のない症例には経皮的 multiple pinning，転位を認める症例では
まず徒手整復を試み，正確な整復が可能なら経皮的に multiple pinning,整復不能であれば観血的整復とし，
multiple pinningを行うことが成績向上のために有用な方法と考えた．

【緒　言】
手指基節骨単顆部骨折は比較的稀な骨折である
が，関節内骨折であるためその治療は，関節面の正
確な解剖学的整復と強固な固定による早期運動が重
要である．本骨折に対する治療法については様々な
報告があるが，今回著者らは当施設における治療成
績を踏まえ，各症例における治療方針について検討
した．

【対象と方法】
症例は 1985年から 2014年までに当施設で治療し
た手指基節骨単顆部骨折 14例，14指とした．性別
は男性 11例，女性 3例であった．受傷時年齢は 12
歳から 48歳（平均 17歳）で，罹患指は示指 2，中
指 2，環指 3，小指 7指であった．受傷原因は，ス
ポーツによるものが 10指，転倒によるものが 4指
であった．術後経過観察期間は 2か月から 7.5か月
（平均 4か月）であった．
骨折型はWeissの分類で（図 1），回旋を伴った側

方からのストレスによって発生する classIが 11指，
過伸展位での軸圧ストレスによって発生するとされ
る classIVが 3指であった．初期治療として classI
に対しては，2例にスプリントによる保存的治療，

4例に K-wireを 2本使用した経皮ピンニング，3例
に K-wire1本，2例に K-wire2本を使用した観血的
骨接合術を施行した．classIVに対しては 3例すべ
てにおいて観血的骨接合術とし，それぞれ 1本から
3本の K-wireで固定した（表 1）．手術例における可
動域訓練は，全例術後 1週間以内に開始した．
評価は骨癒合，骨壊死，追加手術の有無，骨折型
と最終観察時％TAMとの関係，各骨折型における
治療法と％TAMとの関係，手術例における K-wire

受理日　2015/10/15
＊JA愛知厚生連海南病院整形外科　〒498-8502　愛知県弥富市前ヶ須町南本田 396
＊＊小牧市民病院
＊＊＊名古屋市立大学大学院　医学研究科整形外科学分野
＊＊＊＊一宮西病院

図 1 Weissの基節骨単顆部骨折分類（Weiss APC et al., 
1993より引用）
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の本数と％TAMとの関係について行った．

【結　果】
骨癒合は全例に認められた．追加手術は，K-wire 

1本のみで固定した classIVの 1例に骨片転位によ
る再手術を要した．基節骨頭壊死は classIVの 1例
に術後 5か月の時点で認めたが，再手術を要した症
例とは別の症例であった．骨折型と最終観察時％
TAMとの関係は，classIが全体で 94.3％であった
のに対し classIVでは 82.7％であった．各骨折型別
の治療法と最終観察時％TAMとの関係は，classI
では，保存的治療と経皮ピンニングが％TAM 95％
以上で非常に良好な成績であったのに対し，観血的

骨接合術を施行した症例の平均は 91.2％とやや劣っ
ていた．classIVでは 2本以上の K-wireで固定した
症例は，短期的ではあるが非常に良好な成績が得ら
れた．手術例における K-wireの本数と最終観察時
％TAMとの関係をみると，classI，classIVともに
1本の K-wireのみで固定した症例の平均が，他の
治療法と比較して最も成績が劣っていた（表 2）．
症例 1：48歳，男性．転倒して地面に手をついて
受傷．Weiss分類 classIの左環指基節骨単顆部骨折
を認めた．CT上，骨片は 90度回旋転位していた（図
2）．受傷後 12日目に手術施行．徒手整復不能であ
ったため，直視下に整復し K-wireを 2本使用して
固定した（図 3）．術後 4か月の時点で骨壊死は認

表 1 初期治療法の内訳 表 2 各分類における治療法と最終観察時 %TAM

図 2 48歳，男性　Weiss分類 classI
の左環指基節骨単顆部骨折（上）
CT:骨片が 90度回旋転位

図 4 最終観察時 %TAM 94%図 3 K-wire2本観血的骨接合術
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めず，最終観察時％TAMは 94％であった（図 4）．
症例 2：18歳，男性．バスケットボール中に受傷．

Weiss分類 classIVの右環指基節骨単顆部骨折を認
めた（図 5）．受傷後 11日目に観血的に整復し K-wire 
1本で骨片を固定した．しかし術後 2週で骨片の転
位をきたしたため，K-wire2本にて骨片を再固定し
た（図 6）．再手術後 3か月の時点で骨壊死は認め
ず関節適合性も良好であるが（図 7），PIP関節の伸
展は -55度であり，強い屈曲拘縮が残存した．最終
観察時の％TAMは 57％と成績不良であった．

【考　察】
基節骨単顆部骨折は若年者がボールハンドリング
スポーツ中に受傷することが多い比較的稀な骨折で
あり 1)，Weissの分類 2) においては回旋を伴う側屈
ストレスによって起こるとされる classIが最も発生
頻度が高い．また関節内骨折であるため他の骨折と
同様，関節面の正確な整復，強固な固定が治療にお
いて重要な要素となるが，骨片が非常に小さいた
め，治療には難渋することが多い．
とりわけ classIVは骨折線が側副靭帯付着部より
遠位にあるため小骨片に対する強固な固定が非常に
困難であること，骨片への血流に乏しく 3) 後に骨壊
死を生じ，関節面の変形を来たしやすいなどの理由

から術後成績も不良とされている．自験例において
は，1本の K-wireのみで固定した 1例が経過中に転
位を生じたため再手術となり成績不良となった．本
症例では術後に 10日間のシーネ固定を追加したが
転位を来したため，更なる外固定の追加が必要であ
ったことが示唆された．一方他の 2例は K-wireを
複数本使用して固定を行った後，術後に外固定を追
加することなく，翌日から自動，他動運動を開始し，
短期的には非常に良好な成績が得られたが，1例に
は骨壊死を生じたため，今後変形性関節症となり可
動域制限が出現することが危惧される．
最も発生頻度の高い単顆部斜骨折の治療に対して

は，文献的に種々の報告が散見される．Barton，
Weissらは，転位のない骨折に対する保存的治療は
治療経過中に高率に転位を生じると述べており 2)4)，
内固定を勧めている．ミニプレートに関しては固定
力は強いが側副靭帯の直上に置くため，骨頭への血
行や関節運動が阻害されることが危惧される．また
ミニスクリューに関しては骨片が少なくとも 1cm
以上ないと，cut-outの可能性があり注意が必要で
ある．K-wireによる治療に関しては，Freelandや
Weissらが 1本のみでの固定では再転位の可能性が
高くなり術後成績も不良であったとする一方 2)5)，2
本以上で固定した場合の術後成績は良好であったと

図 5 18歳，男性　Weiss分類 class 
IVの右環指基節骨単顆部骨折

図 6 K-wire1 本にて観
血的骨接合術（上）
術後 2週目に骨片
の再転位（下）

図 7 K-wire2本にて再固定　最終観察樹 %TAM 57%
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報告しており，さらにMarkらは，骨片の転位を防
ぐため cross pinningとすることが必要と述べてい
る 6)．
自験例でも classIの治療法の中で，K-wire1本に

て観血的骨接合を行ったグループの最終観察時％
TAMが最も低値となった．これらの症例の術後経
過中には明らかな骨片の転位は認めなかったが，実
際は骨片の micro motionが起こり軽微な転位が出
現したり，関節面に瘢痕形成を来すことなどが，最
終的な関節可動域制限の原因となったのではないか
と考える．一方で，複数本の K-wireで固定した症
例では classIVの症例と同様，外固定は行わず術翌
日より可動域訓練を開始し，良好な成績が得られ
た．
一方，非観血的治療と観血的治療に関しては，

Weissらがこれらの PIP関節％TAMに差はなかっ
たと報告しているが 2)，自験例では経皮ピンニング
を施行した症例の方が観血的整復固定を施行した症
例よりもわずかに優れた成績であった．観血的治療
を施行する場合，atraumaticで愛護的な操作を心が
けても非観血的治療と比較すると瘢痕形成は強いと
思われ，これが最終結果のわずかな差の原因となっ
たと考える．
今回の著者らの調査では ,mini screwや headless 

screwといった強固な固定が困難であることが多い
本骨折に対し，固定性が劣る K-wireによる固定で
も複数本の K-wireを使用することで，術後に外固
定を行わず早期に可動域訓練を開始出来，良好な成
績が得られた．しかし 1本の K-wireのみで固定し
た場合は再転位の可能性もあるため，術後に外固定
を追加する必要があり，結果的に獲得可動域に影響
する可能性が示唆された．
また骨壊死の発生については骨折の特性上，術者
自らが術式の選択によりコントロールすることは困
難であるかもしれないが，K-wireにて固定を行う
場合その刺入部や K-wireの径，刺入方法について
考えることは，骨壊死の発生を予防する上で重要な
要素となるかもしれない．関節運動時の干渉を考慮
すると，側副靭帯は貫かないようにすることが重要
であり，最適な刺入部は側副靭帯付着部付近とな
る．しかしこの場合，骨頭の血流を阻害する可能性
もあり，より細い K-wireでの固定が望ましい．著
者らは極力 0.7 mmまたは 1.0 mmの K-wireを使用
し，さらに何度も刺入し直さないように心がけて行

っているが，解剖を熟知すること，透視の際，極力
像を拡大すること，ピン刺入部を数方向から確認す
ることが大切である．
以上より著者らの施設では，骨片が小さく強固な
固定がしづらい本骨折に対して，複数本の K-wire
を用いることで手術翌日から可動域訓練を行うこと
や，指伸展装具を早期から使用することを念頭に置
いた上で治療方針を決定している．転位のない骨折
に対しては，自験例の結果からは保存的治療も優れ
た治療法であると思われるが，治療経過中の転位の
可能性が十分に考えられることや，早期の可動域訓
練が行えないことを考慮すると，2本以上の K-wire
を用いた経皮ピンニングがより良い選択と考える．
転位を認める骨折に対しては，徒手整復で完全に整
復位が得られる場合に限り複数本の K-wireを用い
た経皮ピンニングを行い，徒手整復が不能である場
合は，観血的に骨片を正確に整復し，スクリュー固
定や multiple pinning等の方法で治療を行うことで
良好な成績を得られる可能性が示唆された．

【まとめ】
1．当施設で治療した手指基節骨単顆部骨折14例，

14指に対し，その治療成績と問題点について検討
した．

2．K-wireによる固定を行う場合，骨壊死の発生
を予防する上でその刺入部や K-wireの径，刺入方
法について考えることは，重要な要素となる可能性
がある．

3．単顆部斜骨折において転位のない症例，徒手
整復可能な症例では経皮的 multiple pinningが，徒
手整復不能の症例では観血的整復後の複数本の K-
wireでの固定が有用であることが示唆された．

【利益相反の開示】
本研究発表に関連し，開示すべき COI関係にあ
る企業等はありません．
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PIP関節背側脱臼骨折に対するミニプレート固定手術　 
―成績に影響する因子の検討―
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PIP関節背側脱臼骨折に対して，ミニプレート固定し，術後 3カ月以上経過観察した 16症例 16指の治療
成績を調査し，最終成績に影響を与える因子について検討した．手術時平均年齢 32.4歳，男性 12・女性 4，
罹患指は示指 2・中指 3・環指 6・小指 5，陥没骨片を有するものが 10指で，受傷から手術までの期間は平
均 7.8日，術後経過観察は平均 211日だった．術後 6週時点で PIP関節自動屈曲は平均 77 ±゚18 ，゚DIP関節
自動屈曲は 45 ±゚23 が゚得られ，最終観察時には PIP自動屈曲 89 ±゚16 ，゚伸展 -10 ±゚13 ，゚DIP自動屈曲 64゜
±18 ，゚伸展 -1 ±゚5 で゚，握力は健側の 92％±15％だった．重回帰分析では，小指は PIP伸展が有意に不良
だった．また年齢が高いほど PIP屈曲が悪い傾向にあった．本術式は体外に露出する固定材が無く，術後早
期に ADL復帰が可能であり，可動域回復も良好だった．

【緒　言】
PIP関節脱臼骨折は経皮経髄内的に整復した後に

ピンニングや創外固定などで治療されてきた．近年
ミニプレートによる指節骨の関節近傍骨折の治療報
告が散見され，当院でも 2012年 7月に本治療法を
導入している．今回，当院でミニプレートを用いて
治療した PIP関節背側脱臼骨折の治療成績を後ろ向
きに調査し，最終成績に影響を与える因子について
検討した．

【対象と方法】
2012年 7月以降，当院で治療した PIP関節背側脱
臼骨折に対して，ミニプレート固定し，術後 3カ月
以上経過観察した症例のうち，同指骨性槌指を合併
した 1例と同指 DIP関節背側脱臼骨折を合併した 1
例，および受傷から手術まで約 4週経過していたた
め創外固定を併用した 2例を除外した 16症例 16指
について調査した．年齢は 14～56歳（平均 32.4歳），
性別は男性 12・女性 4，罹患指は示指 2・中指 3・
環指 6・小指 5，陥没骨片を有するものが 10指，有
さないものが 6指だった．ミニプレートは Synthes
社 modular hand system1.3®あるいはMEシステム
社 Aptus hand system 1.5®を用いた．受傷から手術

までの期間は 3～25日（平均 7.8日）で，抜釘は 13
例で施行した．術後経過観察は 119～373日，平均
211日だった．
手術方法・後療法 1)

基本的に局所麻酔，指駆血で手術を行う．掌側ジ
グザグ切開後，A3腱鞘，必要に応じて A4腱鞘近位
を“コ”の字に切開し，FDP腱をよけ，FDS腱 slip
間で縦切して骨折部を展開する．伸展ブロックピン
を挿入し，背側脱臼を整復する．陥没骨片があれば
整復し，骨欠損に人工骨充填する．その際，掌側三
角骨片の転位を増大させるようにして骨髄側から陥
没骨片を露出して基節骨頭に押しつけるようにして
整復する．陥没骨片は強く嵌入していることが多く，
慎重に咬み込みを外す必要があり，場合によっては
Hintringer法を併用することがある．フックプレー
ト状にカット・ベンディングしたミニプレートで
buttress固定する．スクリューは 2本以上挿入する
よう心がける．その後，伸展ブロックピンを抜去し
て，自動 ROMを確認する．問題なければ FDS slip
同士を縫合し，可及的にプレートを覆うようにして
閉創する．切開した腱鞘も修復・縫合する．術後 1
週以内に自動 ROM訓練を開始し，夜間伸展位固定
を 4～6週継続する．伸展制限が出現したら早めに

受理日　2015/09/26
＊荻窪病院整形外科　〒167-0035　東京都杉並区今川 3-1-24
＊＊川崎市立川崎病院整形外科
＊＊＊藤井外科胃腸科・整形外科
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Capener装具などで対応する．

【結　果】
術後6週時点でPIP関節自動屈曲は平均77 ±゚18 ，゚

DIP関節自動屈曲は 45 ±゚23 が゚得られていた．最
終観察時には PIP自動屈曲 89 ±゚16 ，゚伸展 -10 ±゚
13 ，゚DIP自動屈曲 64 ±゚18 ，゚伸展 -1 ±゚5 で゚，握
力は健側の 92％±15％だった（表 1）．
結果に影響を与えた因子について検討した（表2）．
性別，陥没骨片の有無に関しては各項目とも有意差
を認めなかった．小指か否かでみると，小指では
PIP自動伸展が有意に悪かった．受傷から手術まで
の期間に関しては DIPの自動屈曲，握力健側比と
弱い相関を認め，年齢は PIP自動屈曲，DIP自動伸
展と弱い相関を認めた．単変量解析で有意差あるい
は相関があった項目を説明因子として重回帰分析
（表 3）をすると，小指は PIP自動伸展が有意に不
良だった．また有意差には至らなかったものの，年
齢が高いほど PIP屈曲が悪い傾向にあった．

【考　察】
近年，PIP関節背側脱臼骨折に対するミニプレー

ト固定の報告が散見される 2)3)4)．概ね良好な成績が
報告されており，自験例でも遜色ない結果が得られ
た．本法の利点としては早期から自動 ROM訓練が
可能であること，体外に露出する金属がなく ADL復
帰が早いことなどが挙げられる．問題点としては，
手術手技・後療法が決して簡単では無いこと，プレ
ートが屈筋腱直下に存在するため両者の間の irrita-
tion，屈筋腱断裂が危惧される，中節骨が短い症例，
とくに小指，には適応の限界があることなどが考え

表 1 症例および結果

表 2 単変量解析，Wilcoxon検定および相関係数

表 3 重回帰分析
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られる．
自験例をまとめると，術後 ROM回復が早い可能

性がある，陥没骨片があっても成績に影響しない，
小指では PIP伸展が有意に制限される，年齢が高い
と PIP屈曲が制限される傾向にある，という結果だ
った．小指に関しては伸展力が弱いこと，インプラ
ントが相対的に大きいことなどが影響したと考えて
いる．後療法を工夫することで改善するのか，小指
への適応を再考する必要があるのか，今後検討する
必要がある．もっとも結果が悪かった症例は糖尿病
を有する 50歳男性だった．元来皮下組織が厚くゴ
ワゴワした手であり，術後浮腫・疼痛も遷延し，
Grothが提唱するhigh physiological tissue response 5)

を示した症例と思われる．High responderに対する
観血的手術の難しさを改めて痛感すると同時に，よ
り前倒しでリハビリを進める必要性を感じた．

【まとめ】
ミニプレートを用いて治療した PIP関節背側脱臼
骨折 16例の治療成績を調査した．PIP屈曲 89 ，゚伸
展 -10 ，゚DIP屈曲 64 ，゚伸展 -1 が゚得られ，小指受傷
例は PIP伸展が有意に不良だった．

【利益相反の開示】
本研究発表に関連し，開示すべき COI関係にあ
る企業等はありません．

【文　献】
1） 岡﨑真人ほか．中節骨基部骨折を伴う新鮮 PIP関節脱
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実践！手・手指外傷の診断・治療のテクニック 2: 23-29, 
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2） Cheah AE, et al. Volar plating for unstable proximal in-
terphalangeal joint dorsal fracture-dislocations. J Hand 
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4） 岡﨑真人ほか．Mini plate による PIP 関節背側脱臼骨
折の治療経験 ―経皮的手術との比較―．日手会誌 31: 
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5） Groth GN, et al. Pyramid of progressive force exercises 
to the injured flexor tendon. J Hand Ther 17: 31-42, 
2004.



－ 143－

日手会誌（J Jpn Soc Surg Hand），第 32巻　第 6号　995-999，2016

イリザロフ・ミニ創外固定器を用いた
母指中手骨基部骨折の治療成績
友
ともり

利裕
ゆう じ

二，澤
さわいずみ

泉卓
たく や

哉，南
なんの

野光
みつひこ

彦，高
たかい

井信
しんろう

朗

イリザロフ・ミニ創外固定器を用いた母指中手骨基部骨折の治療成績について検討した．2003～2014年
に母指中手骨基部骨折に対してイリザロフ・ミニ創外固定器を用いて治療を行った 8手（男 6，女 2）を対
象とした．初診時年齢は 15～89歳（平均 52歳），受傷側は右 4，左 4であった．手術待機期間は 3～19日（平
均 10日），創外固定の装着期間は 4～7週（平均 5.6週），術後経過観察期間は 4～48週（平均 19.3週）であ
った．合併症はピン感染を 1手に，MP関節拘縮を 2手に認めた．骨癒合までの期間は平均 6週（6～7週）で，
全例骨癒合が得られた．母指中手骨基部骨折に対するイリザロフ・ミニ創外固定器を用いた治療法は術直後
からの可動域訓練が可能で，骨折部周囲の腱や軟部組織への侵襲も少ないため有効な治療法と考えられる．
しかし，屈曲・内転変形が遺残する症例も散見されるため整復時に注意する必要がある．

【緒　言】
母指中手骨基部骨折は関節近傍骨折であることに
加え，不安定性が高く，整復位の維持が困難なため，
しばしば手術治療が必要である 1)．また，近位骨片
が小さく，鋼線固定やプレート固定では強固な固定
性が得られない症例に対しては，創外固定術が良い
適応となる．今回，著者らは母指中手骨基部骨折に
対して，イリザロフ・ミニ創外固定器を使用した 8
手の治療成績を報告する．

【対象と方法】
対象は 2003～2014年の 12年間に母指中手骨基部
骨折に対してイリザロフ・ミニ創外固定器を用いて
治療を行った 8手（男性 6手，女性 2手）である．
受傷側は右 4手，左 4手，骨折型は Haungらの分
類 2) で関節外骨折 6手（TypeA　横骨折：2，TypeB　
斜骨折：4），関節内骨折 2手（TypeD Roland骨折：
2，TypeE 粉砕 Rolando骨折：1）であった．手術時
年齢は 15～89歳（平均 52歳），受傷から手術までの
期間は 3～19日（平均 10日），術後経過観察期間は
4～48週（平均 19.3週）であった（表 1）．

受理日　2015/10/07
日本医科大学付属病院　〒113-8603　東京都文京区千駄木 1-1-5

表 1 対象症例
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創外固定器はイリザロフ・ミニ創外固定器（Ilizarov 
minifi xator，イトー医科器械，東京）を用い，鋼線
は 1.5 mmの専用ワイヤーを使用した 3)．手術は全
身麻酔下に X線透視を用いて行った．鋼線は骨表面
に対し，角度をつけて交叉するように近位および遠
位骨片に刺入し，創外固定器本体を装着した後，骨
折部を整復・固定した 3)．創外固定器装着後，骨折
部の整復が不十分な症例や骨折部の粉砕を認める症
例では，創外固定器を用いて骨延長を追加した．後
療法は術翌日より可能な範囲内で自動関節可動域訓
練を開始した．外来通院はピン刺入部の確認のため，
週 1または 2週間に 1回の頻度とし，自宅で創部の
シャワー洗浄を積極的に行うよう指導した．
以上の症例に対して，術後合併症，骨癒合までの
期間（創外固定器の装着期間），X線学的評価，最
終診察時％TAM，握力（8例中 3例），Duncan可動

域評価 4) を調査した．

【結　果】
術後合併症は鋼線刺入部感染を 1手に認めたが，
抗菌剤内服により鎮静化した．また，関節外骨折 1
手にMP関節伸展拘縮を認め，Roland骨折 1手に
MP関節の屈曲拘縮，および CM関節の関節症性変
化（以下 OA変化）を認めた．骨癒合までの期間は
平均 6週（6～7週）で，全例骨癒合が得られた．

X線学的評価では屈曲変形が術前平均 32.1（゚15～
51 ）゚に対し，最終診察時平均 5.4（゚2～21 ）゚で，最
終診察時に 21 の゚屈曲変形が残存した 1手を除き良
好な整復位が得られていた．内転変形は術前平均
12.5（゚3～25 ）゚に対して，最終診察時平均5（゚0～10 ）゚
で，術前 10 以゚上の内転変形が生じていた 4手のう
ち 3手は整復位が良好であったが，術前 25 の゚内転

表 3 結果 2．関節可動域および臨床評価

表 2 結果 1．合併症，骨癒合期間および X線学的評価
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変形が生じていた 1手で 10 の゚内転変形が残存した
（表 2）．
母指自動関節可動域は，IP関節は健側比 96％（71
～100％），MP関節は健側比 82％（14～100％），最
終診察時％TAMは 57～100％，握力は 78～100％，
Duncan可動域評価は Excellent6手，Fair2手であ
った（表 3）．
【症例提示】
【症例 2】43歳男性．人を殴って受傷した．初診
時単純X線像でRoland骨折（Y字骨折）を認めた（図
1 a，b）．受傷 3日後に手術を施行した（図 2 a，b）．
最終診察時（術後 9週），単純 X線像で変形治癒を
認めず，％TAMは 100％，握力は健側比で 100％，
Duncanの評価で Excellentであった（図 3a，b）．

【症例 3】71歳男性．酔って転倒し手をついて受
傷した．初診時単純X線像でRoland骨折（粉砕骨折）
を認めた（図 4 a，b）．受傷 19日後に手術を施行し
た（図 5 a，b）．最終診察時（術後 48週），X線像
でCM関節の関節症性変化を認め，％TAMは 64％，
握力は健側比で 81％，Duncanの評価で Fairであ
った（図 6 a，b）．

【考　察】
母指中手骨基部に骨折が生じると，長母指外転筋
が近位骨片を伸展方向へ牽引する一方で，遠位骨片
に対しては短母指屈筋腱・短母指外転筋が屈曲方向
へ，母指内転筋が内転方向へ働くため屈曲・内転，
短縮変形が生じる 1)2)．したがって，関節外・内骨

図 1 a，b：症例 1：43歳男性（その 1）初診時単
純 X線像．TypeD：Rolando骨折

図 2 a，b：症例 1（その 2）術後単純 X線像．

図 3 a，b：症例 1（その 3）最終診察時単純 X線像． 図 4 a，b：症例 2：71歳男性（その 1）初診時単純 X線
像．TypeE：粉砕 Rolando骨折
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折いずれも不安定な骨折で，徒手整復後，ギプスに
よる外固定を行っても整復位の維持が困難である．
また，母指中手骨の変形治癒が生じた場合，第一指
間が狭小化し，MP関節の代償性過伸展，把持の制
限，ピンチ力の低下が生じるため，30 ま゚での角状
変形は許容されるが，それ以上の屈曲変形や，中手
骨短縮，内転変形，Step off 1mm以上の関節内骨折
については手術治療の適応である 1)2)．
手術法としては，鋼線固定，プレート固定，創外
固定 5)6)7)8) が報告されているが，母指中手骨基部骨
折は関節近傍骨折であることに加え，多くの症例で
近位骨片が小さく，鋼線固定やプレート固定では近
位骨片の強固な固定性が得られないため，術後再転
位，整復位損失が生じる可能性が高く，術後外固定
が必要である 5)6)7)．したがって，鋼線固定は固定性
が不十分である点，プレート固定は固定性が不十分
であることに加え，骨・軟部組織に対する侵襲の大
きい点から本骨折には適さないと考えられる．
近年，関節近傍の小骨片に対しても角度安定性に

優れたロッキングプレートが使用できるようになり，
母指中手骨基部骨折に対するプレート固定の適応は
拡大傾向にあるものの，母指中手骨基部骨折ではス
クリューが 1本のみしか挿入できない症例や，スク
リュー自体が挿入できない症例も見られるため，従
来のプレート固定と同様な欠点が指摘されている 7)．
また，より強固な固定性を得るために double plate
を推奨する報告も見られるが，double plateは軟部
組織への侵襲が大きく，手技が煩雑である点が大き
な問題である．
一方，創外固定術は鋼線刺入部感染がしばしば問

題となるが，創外固定術は他の固定法と比べ，近位
骨片の大きさに関わらず，あらゆる骨折型に対して
も対応でき，汎用性が高い点が最大の利点である．
本報告で用いたイリザロフ・ミニ創外固定器は従

来のハーフピンを用いた創外固定器と異なり，骨へ
の鋼線刺入方向に制限がなく，自由度が高いため小
さな骨片に対しても複数本のピンが刺入でき，多面
的な固定が可能である．また，CM関節を跨がずに
non-briding型創外固定として使用しても比較的強
固な固定が得られるため，早期可動域訓練が可能で
ある 3)．加えて，骨皮質の粉砕が認められる症例に
対しては，創外固定装着後に牽引を加えることで骨
延長を行い，骨短縮の整復が容易であることも利点
の一つである．一方，欠点としては鋼線刺入部感染
や，関節拘縮が問題である．
本報告では術後合併症として，鋼線刺入部感染を

1手に，関節拘縮を 2手，関節症性変化を 1手に認
めた．鋼線刺入部感染については鋼線刺入部周囲の
痂皮を除去した後シャワー浴を行うことで十分予防
可能と考えられるが，刺入部感染が疑われる症に対
しては抗菌剤の内服や，鋼線の早期抜去が必要とな
るため，鋼線抜去が可能となる 4～6週間は鋼線刺
入部の創管理に十分注意する必要がある．
一方，関節拘縮については，7週間固定器を使用

した 1手に伸展拘縮を認め，粉砕型 Roland骨折の
1手に屈曲拘縮を認めた．関節拘縮が生じた原因に
ついては伸展拘縮が生じた 1手に関しては創外固定
期間が 7週と比較的長期であったことによる伸展機
構の癒着が原因と考えられる．また，屈曲拘縮が生
じた 1手では健側比で 4 mm骨長が短縮している点

図 5 a，b:　症例 2（その 2）　術後単純 X線像． 図 6 a，b：症例 2（その 3）最終診察時単純 X線像．
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や，鋼線刺入が母指MP関節屈曲位で行われた点
から，中手骨長の短縮および伸展機構の癒着が原因
と考えられる 9)．したがって，イリザロフ・ミニ創
外固定を使用する際には母指MP関節伸展位で鋼
線を刺入し，骨折部粉砕例や関節内骨折例では骨長
の短縮に十分注意することに加えて，固定期間は 4
～6週とすることで，中手骨長の短縮および伸展機
構の癒着を予防することが重要である 9)．
母指 CM関節の OA変化に関して，関節内骨折

（Rolando骨折）で関節面の不整が残存する症例で
は生じる可能性が高い．本報告でも粉砕 Rolando骨
折の 1手に疼痛の残存は見られなかったが，OA変
化を認めた．本症例は粉砕型 Rolando骨折に対して
non-bridge型創外固定として使用したが，関節面の
不整が残存したため OA変化が生じたものと考えら
れる．したがって，本症例のような粉砕型 Rolando
骨折では母指 CM関節を跨いで Bridge型創外固定
として使用し 10)，CM関節の整復は髄内整復法や骨
移植を併用するなどの追加処置が必要である．
母指中手骨基部骨折に対するイリザロフ・ミニ創
外固定器を用いた治療法は術直後からの可動域訓練
が可能で，骨折部周囲の腱や軟部組織への侵襲も少
なく，近位骨片が小さい症例に対しても汎用性が高
いため有効な方法と考えられるが，骨折部の粉砕が
強い症例では屈曲・内転変形が遺残する傾向を認め
たため整復時に注意する必要がある．また，骨折部
粉砕例や関節内骨折例では骨長の短縮に注意し，固
定期間は 4-6週とすることで関節拘縮を予防するこ
とが重要である．また，粉砕型 Rolando骨折に対し
ては Bridge型創外固定として使用し，関節面の不
整を生じさせない追加処置が必要と考えられる．

【まとめ】
母指中手骨基部骨折に対するイリザロフ・ミニ創
外固定器を用いた治療法は術後早期可動域訓練が可
能で，軟部組織への侵襲も少ないため有効な治療法
であるが，関節拘縮予防のため固定期間は 4～6週
とし，骨折部粉砕例では骨長の短縮を防ぐことが重
要である．

【利益相反の開示】
本研究発表に関連し，開示すべき COI関係にあ
る企業等はありません．

【文　献】
1） Wolfe SW. Greens’s Operative hand surgery. 6th edi-

tion. Philadelphia. Elsevier Churchill Livingstone. pp 
282-283, 2010.

2） Huang JI, et al. Fractures of the base of the thumb meta-
carpal. Instr Course Lect 59: 343-356, 2010.

3） 萩原祐介ほか．手指関節近傍骨折に対する non-bridg-
ing型創外固定法．JMIOS 61: 2-10, 2011．

4） Duncan RW, et al. Open hand fractures: an analysis of 
the recovery of active motion and of complications. JHS 
18-A: 387-394, 1993.

5） Mann RJ, et al. A quantitative comparison of metacarpal 
fracture stability with five different methods of internal 
fixation. JHS 10-A: 1024-1028, 1985.

6） Greeven AP, et al. Closed reduction intermetacarpal 
Kirschner wire fixation in the treatment of unstable 
fractures of the base of the first metacarpal. Injury 43: 
246-251, 2012.

7） Diaconu M, et al. Locking plates for fixation of extra-ar-
ticular fractures of the first metacarpal base: a series of 
15 cases. Chir Main 30: 26-30, 2011.

8） Nonnenmacher J, et al. Osteosynthesis of fractures of 
the base of the first metacarpal by an external fixator. 
Ann Chir Main 2: 250-257, 1983.

9） Strauch RJ, et al. Metacarpal shaft fractures: the effect 
of shortening on the extensor tendon echanism. JHS 23-
A: 519-523, 1998.
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中手骨頚部及び骨幹部骨折の 26骨折 23例に対して髄内釘固定法を行った．徒手整復を行い，中手骨基部
に太い鋼線で刺入孔を作成し，弯曲をつけておいた鋼線を挿入し固定した．鋼線は平均 2.0本を使用した．
頚部骨折群（a群：18骨折）と骨幹部骨折群（b群：8骨折）に分けて検討した．平均手術時間は a群 36分，
b群 37分であった．全例骨癒合し，a群は平均 5.0か月で，b群は平均 6.3か月で抜釘を行った．中手骨骨
長の術後短縮は，a群平均 3.1 mmであり，b群平均 3.5 mmであった．a群 b群での比較では両群に有意な
差は認めなかった．最終経過観察時に可動域制限として a群の 2例でMP関節の屈曲制限を認めた．また，
a群で cross fingerを 1例認めた．伸筋腱や尺骨神経損傷，感染は認めなかった．諸家の報告同様，髄内釘
固定法は全例で骨癒合が得られ，両群において有用な治療法と考えた．しかし，不安定性を術前に推測可能
な症例や，術後拘縮が見込まれる症例は，別の治療法も検討するべきと考えた．

【緒　言】
われわれは中手骨頚部及び骨幹部骨折に対して髄

内釘固定法を行ったので，その結果について報告し，
問題点について考察した．

【対象と方法】
対象は 2007年 10月から 2014年 3月までに当院

で中手骨骨折に対して髄内釘固定術のみを行った 26
骨折 23例であった．男性 19名，女性 4名で，手術
時年齢は 15～79歳（平均 47歳）であった．第 5中
手骨が 19骨折で第 4中手骨が 5骨折，第 2および
第 3中手骨が 1骨折含まれていた．このうち，頚部
骨折が 18骨折，骨幹部骨折が 8骨折であった．
手術は X線透視装置を使用して，骨折部の徒手整
復を行う．経皮的もしくは，中手骨基部の背側に小
皮切を加え，中手骨基部を露出した後，刺入予定の
鋼線より太い鋼線で刺入孔を作成し，弯曲をつけて
おいた鋼線を挿入した．手指を動かしても安定性が
得られる本数まで鋼線を挿入した．径 0.9~1.6 mmの
平均 2.0本の鋼線を使用した．基本的にピンの断端
は短く切り皮下に埋没させた．術後は約 1週の bulky 
dressingを行い，その後は遠位骨片の小さい骨折や，
粉砕骨折部を含むような症例には，適宜固定もしく
は buddy tapingを行い，自動運動を指示した．

頚部骨折群（a群：18骨折）と骨幹部骨折群（b群：
8骨折）に分けて，手術時間，骨癒合期間（抜釘ま
での期間），術前後と骨癒合時の中手骨長，可動域，
合併症について検討した．有意差検定について t検
定を行い，p＜0.05を有意差ありと判定した．

【結　果】
平均手術時間は a群 36分，b群 37分であった．
全例骨癒合し，a群は平均 5.0か月で，b群は平均
6.3か月で抜釘を行った．術後の中手骨短縮の平均
は a群：3.1 mm，b群：3.5 mmであった．可動域
制限として a群の 2例でMP関節の屈曲制限（45
度と 50度）を認めた．それらの 1例には人格障害・
残遺障害の合併症があり，他の 1例は受傷から 3週
後に手術を行った．合併症としては，a群で変形治
癒による cross fingerを 1例に認めた．この症例は，
第 3骨片を認める頚部斜骨折症例であった．そのほ
かに，伸筋腱損傷や尺骨神経損傷，感染は認めなか
った（表 1）．
【症例提示】

26歳男性．酒に酔って壁に手を突いて受傷し，
当科救急受診した．右第 5中手骨骨幹部骨折と診断
され，受傷 10日目で局所静脈内麻酔下，径 1.1mm
の鋼線 2本で髄内釘固定術を行った．術後 5か月で

受理日　2015/09/24
平成記念病院　〒634-0813　奈良県橿原市四条町 827
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骨癒合と診断し抜釘術を行った．変形・可動域制限
ともに認めなかった（図 1）．

【考　察】
1976年 Foucherらは，第 5中手骨頚部骨折に対す
る鋼線髄内釘固定法（Bouquet法）を発表した．以
降，中手骨頚部骨折に対する鋼線髄内釘固定法は優
れた治療法として普及し，近年髄内釘固定法の適応
が頚部骨折以外の中手骨骨幹部骨折にも拡大してき
た 1)．一方で，Burkhalterや石黒らにより報告され
ているナックルキャスト法は，整復位を保持した状
況でギプス固定を行い早期から可動域訓練を行え，

良好な成績を期待できる有用な保存的治療法として
近年知られている 2)3)．髄内釘固定法は外固定が不
要な状況で，比較的早く早期運動療法が可能であり，
周囲に挫滅創があっても可能な治療法であり，プレ
ート固定法と比較して骨折部周囲の侵襲が少ないと
いう利点があるとされてきた 4)．術中神経損傷の可
能性があることや，鋼線先端の露出（伸筋腱断裂）
や感染などが欠点として挙げられる 4)．鋼線髄内釘
固定法の適応は，強度の屈曲変形がある症例や，徒
手整復位を保持できない症例や，MP関節過伸展機
能障害の危険がある頚部骨折や長期外固定を要する
と思われる骨幹部横骨折であり，転位のない骨折や，

表 1 対象及び結果

図 1 代表症例 26歳男性　右第 5中手骨骨幹部骨折
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粉砕が高度なものや基部骨折の場合には，適応がな
いとされる 4)5)．
これまでの髄内釘固定法治療についての報告・合
併症をしらべると，表 2のごとくであり，全例に骨
癒合が得られた 6)7)8)．伸筋腱断裂や可動域制限や感
染など，合併症が散見されるが，概ね経過良好であ
った．今回我々は，頚部骨折群（a群）と骨幹部骨
折群（b群）に分けて，手術時間，骨癒合期間，中
手骨長の短縮，可動域，合併症について比較検討し
た．a群 b群での比較では両群に有意な差は認めな
かった．諸家の報告同様，全例で骨癒合が得られ，
両群において有用な治療法と考えた．今回合併症と
して，可動域制限や cross fingerが出現した症例は，
精神的合併症のため長期間の外固定を要した症例と，
手術まで長期間要した症例だった．髄内釘固定後不
安定性を術前に推測可能な症例や，術後拘縮が見込
まれる症例は，プレートなどで安定した固定が得ら
れ，早くリハビリを行なえば，良好な結果が得られ
た可能性があり，手術適応に問題があったかもしれ
ない．

【まとめ】
髄内釘固定法は侵襲が少なく，全例で骨癒合が得
られた．また，可動域も良好で，中手骨頚部骨折の
みならず骨幹部骨折に対しても良い適応と考える．
しかし，髄内釘固定後不安定性を術前に推測可能な
症例や，術後拘縮が見込まれる症例は，別の治療法
も検討すべきと考えた．

【利益相反の開示】
本研究発表に関連し，開示すべき COI関係にあ
る企業等はありません．

【文　献】
1） Foucher G. “Bouquet” osteosynthesis in metacarpal 

neck fractures: a series of 66 patients. J Hand Surg 20A: 
S86-S89, 1995.

2） Burkhalter WE, et al. Closed treatment of fractures of 
the hand. Bull Hosp Jt Dis Orthop Inst 44: 145-162, 
1984.

3） 石黒 隆ほか．基節骨および中手骨骨折に対する保存
的療法 -MP関節屈曲位での早期運動療法．日手会誌 
8: 704-708, 1991．

4） 宮地有理ほか．中手骨骨折に対する髄内固定法．整形・
災害外科 55: 213-217, 2012．

5） 金谷文則ほか．OS NOW Instruction No.2 上肢の骨折・
脱臼　手技のコツ＆トラブルシューティング．1．メ
ジカルビュー．東京．pp240-249, 2007．

6） 山中一良ほか．Foucher法による中手骨骨折の治療成
績．日手会誌 18: 69-73, 2001．

7） 中村英次郎ほか．中手骨骨折に対する鋼線髄内固定法
の問題点．骨折 25: 839-842, 2003．
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表 2 髄内釘固定法治療についての報告・合併症について
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有鉤骨と有頭骨の coraonal fracture
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有鉤骨体部と有頭骨の coronal fractureの 1例を経験したので報告する．症例は 32歳，男性．飲酒中に受
傷し受傷機転は不明であった．受傷翌日に手関節痛を主訴に当院を受診した．手関節の可動域制限と手根骨
部全体に腫脹と圧痛がみられた．X線画像，CT画像にて有鉤骨と有頭骨の coronal fractureおよび第 4，5
中手骨の背側亜脱臼がみられた．受傷 3日目に手術を施行した．観血的に骨片を整復し，有鉤骨，有頭骨と
も DTJ screwで内固定し，第 3，4，5中手骨を Kirschner鋼線 2本で固定した．術後 CT画像では整復位は
良好であった．これまでの報告では，転位のある有鉤骨の coronal fractureは観血的整復固定術の方が良い
成績が得られており，本例も観血的整復内固定術を行った．有鉤骨と有頭骨骨折の coronal fractureは渉猟
した限り 9例のみであり非常に稀である．

【緒　言】
稀な有鉤骨と有頭骨の coronal fractureの 1例を

経験したので報告する．

【症例提示】
症例：32歳，男性．初診の前日に飲酒し転倒し

て受傷した．右手関節痛を主訴に当院救急外来を受
診した．酩酊していたため受傷機転の詳細は不明で
あった．
既往歴：特記事項なし．
身体所見・検査所見：右手根骨部背側に腫脹と疼

痛がみられた．右手関節の自動可動域は，背屈15度，
掌屈 15度，回外 45度，回内 60度，尺屈 5度，橈

屈 5度と制限されていた．初診時 X線画像では，は
じめは骨折部を指摘することはできなかった．疼痛
と可動域制限が強いため同日 CT撮影を追加した．
CT画像では，有鉤骨体部と有頭骨に coronal frac-
tureがみられ，第 4，第 5中手骨の背側亜脱臼がみ
られた（図 1）．初診時の X線画像を見直すと，第 4，
第 5中手骨の基部が有鉤骨と重なっており，亜脱臼
を示唆する所見がみられた．また第 5中手骨の配列
にも異常が認められた．斜位像では，有鉤骨体部に
骨折線もみられた（図 2）．透視下に指を牽引すると
整復位を得ることができたが，牽引を緩めるとすぐ
に再転位し，整復位の保持は困難であった．3日後
に観血的整復内固定術を施行した．

自由投稿論文

受理日　2015/09/24
＊西島病院　〒410-0002　静岡県静岡県沼津市大岡 2835-7
＊＊東京都立広尾病院
＊＊＊昭和大学病院

図 1 初診時 CT所見：横断像（a），有鉤骨の矢状断像（b），有頭骨の矢状断像（c）
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手術所見：骨折部をイメージで確認し，背側に 3 
cmの縦切開を置いた．伸筋腱をよけ，関節包を T

字切開して骨折部を展開した（図 3）．Chinese finger 
trapで小指と環指を牽引して亜脱臼を整復位とし，
骨片を背側から圧迫することで関節面が整復される
ことを確認した．DTJミニスクリュー®（メイラ社）
を有鉤骨に 2本，有頭骨に 1本挿入して固定した．
1.5 mmの Kirshner鋼線を第 5，第 4，第 3中手骨に
2本刺入した．術後 X線（図 4）および CT画像（図
5）にて有鉤骨，有頭骨とも関節面の整復位は良好
で，スクリューの位置も問題ないことを確認した．
術後経過：3週後に Kirshner 鋼線を抜去し，5週

後に手関節シーネを外し手関節の可動域訓練を開始
した．8週時の CTで骨癒合を確認した．術後 4か
月の時点で，手関節の可動域は背屈 80度，掌屈 70
度で，握力は 40kgと左側と同程度に回復した．ま
た手関節の可動時痛もなく治癒した（図 6）．

図 2 初診時 X線所見：正面像（a）にて第 4，5中手骨
が有鉤骨と重なっており，第 5中手骨のアライメ
ントに異常がみられている（白線）．斜位像（b）
にて有鉤骨体部に骨折線がみられ（矢印），第 5中
手骨のアライメントに異常がみられている（白線）．

図 3 手術所見：第 5中手骨基部（黒矢印），有
鉤骨（白矢印）

図 4 術後 X線：正面像（a），側面像（b）

図 5 術後 CT画像：有鉤骨矢状断像（a），有頭骨
矢状断像（b）

図 6 術後 4か月 X線：正面像（a），側面像（b）
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【考　察】
有鉤骨骨折は手根骨骨折の 2～4％を占めている

が，殆どが鉤骨折であり，体部の骨折は稀である 1)．
また，有頭骨骨折は手根骨骨折の中では 0.8～2％と
いわれているが 2)，有頭骨は近位を舟状骨と月状骨，
遠位を第 3，第 4中手骨，橈側を小菱形骨，尺側を
有鉤骨に囲まれていて靱帯による結合も強固である
ため単独骨折は起こりにくいとされる．有頭骨骨折
の中でも coronal fractureは稀であり，有鉤骨と有
頭骨の coronal fractureが同時に合併した症例は，渉
猟し得た限りではこれまで本邦 2例，海外 7例の報
告のみであり，非常に稀である．Ebraheimら 3) は
転位のある有鉤骨体部の coronal fracture11例を報
告しているが，11例中5例は初診に見逃されていた．
有時鉤骨の coronal fractureは X線画像では診断が
難しいことが多く，CT画像が有用とされる 4)．本
例においても初診時 X線画像にて骨折を見逃してい
たが，比較的強い疼痛と手関節の可動域制限から早
期に CT撮影を追加することで早期に診断が可能で
あった．X線正面像で第 4，第 5中手骨基部と有鉤
骨とが重なってみえる所見は有用な所見のひとつと
言われている 3)．また第 5中手骨近位部の亜脱臼に
伴い，本例で見られたような中手骨の配列異常がみ
られることも特徴的な所見のひとつと考えられる．
X線画像を詳細に検討することにより X線画像から
診断することも可能と考えられた．
有鉤骨 coronal fractureの治療については，転位の
ある有鉤骨骨折は第 5中手骨が尺側手根伸筋に牽引
され不安定であるため，手術加療が必要とされる 5)．
Whartonら 6) は，転位のある有鉤骨 coronal fracture
の 9例に対して，3例に ORIF，6例に Kirshner wire
による経皮的固定を行った報告をしている．経皮的
固定をした症例の方が DASHスコアが悪い傾向が
みられ，また 6例中 2例に亜脱臼の残存がみられた
ため，転位のある有鉤骨 coronal fractureに対して
は ORIFを勧めている．本例においても観血的に整
復内固定術を施行し，良好な成績が得られた．

【まとめ】
稀な有鉤骨と有頭骨の coronal fractureを経験し

た．受傷早期に診断し，観血的整復内固定術を行い，
良好な成績が得られた．

【利益相反の開示】
本研究発表に関連し，開示すべき COI関係にあ
る企業等はありません．

【文　献】
1） Botte MJ, et al. Fractures of the carpus, excluding the 

scaphoid. Hand Clin 3: 149-168, 1987.
2） Adler JB, et al. Fracture of the capitate．J Bone Joint 

Surg 44-A: 1537-1547, 1962．
3） Ebraheim NA, et al. Coronal fracture of the body of the 

hamate. J Trauma 38: 169-174, 1995.
4） Goliver JA, et al. Hamate body and capitate fracture in 

punch injury. Am J Emerg Med 32: 1303.e1-1303.e2, 
2014.

5） Bora FW JR, et al. The treatment of injuries to the car-
pometacarpal joint of the little finger. J Bone Joint Surg 
Am 56: 1459-1463, 1874.

6） Wharton DM, et al. Outcome following coronal frac-
tures of the hamate. J Hand Surg Eur Vol 35: 146-149, 
2010.
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舟状骨の cast内動態　
～舟状骨骨折の最適な cast固定法は ?～
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舟状骨腰部骨折の cast固定の方法は様々であるが，実際の前腕や手関節の動作時の cast内舟状骨動態に
ついては明らかではなかった．そこで，前腕や母指動作時の cast内舟状骨動態を調査した．正常三次元 CT
骨モデル 10体を用い，前腕最大回外位，中間位，最大回内位と母指橈側外転位，掌側外転位，最大対立位で，
舟状骨と第三中手骨の橈骨に対する相対的な位置を解析，比較した．前腕回外位から回内位にかけて，手関
節は有意に尺屈していたが，舟状骨に有意な変化を認めなかった．母指動作時には，手関節と舟状骨ともに
有意な変化を認めなかった．これまで，舟状骨骨折の cast療法において，母指固定は有用性が低いことが
示されていたが，前腕回旋を制限すべきか一定の見解が得られていなかった．本研究より，前腕回旋の制限
と母指固定ともに必要性が低いことが示された．

【緒　言】
舟状骨腰部骨折の CAST固定の方法は様々なもの
があり，母指を固定する short arm thumb spica cast
や肘関節を固定する long arm thumb spica castで良
好な成績が報告されてきた 1)2)．近年，いくつかの
randomized control trialにより，母指固定を要しな
い Colles castでも，良好な治療成績が得られる事が
示されている 3)4)．舟状骨骨折に対する cast固定の
効果を考える際，舟状骨がどの程度制動されている
かを知ることが重要となる．これまでの新鮮屍体を
用いた研究では，前腕回旋動作が骨折部へ与える影
響について一定の見解は得られていない．母指に関
しては，母指を動かすことにより骨折部を安定させ
る効果があるとの報告もあり，母指MP関節の固定
の必要性に関しても結論が出ていない．また，実際
の生体内におけるそれら関節動作時の cast内舟状骨
動態についても明らかではなかった．そこで，舟状
骨腰部骨折に対する最適な cast固定法を明らかにす
るため，正常手関節を用いて，各種 cast固定法にお
ける前腕と母指の動作時の舟状骨動態を調査した．

【対象と方法】
右手関節に外傷や疾病の既往のない男性ボランテ
ィア 10名（平均年齢 34.4歳（32-42））を対象とした．

舟状骨の 3次元的動態を評価するために以下の手順
で CT撮影（管電圧 120 kV，管電流 30 mA，スライ
ス厚 0.625 mm）を行った．手関節中間位，母指を
最大掌側外転位で short arm thumb spica castで上
肢を固定した後，前腕回旋最大回外位，中間位，最
大回内位の 3肢位で撮影を行った．なお，母指は IP
関節までを固定範囲とした．次に，Colles castで固
定し，前腕回旋中間位で母指最大対立位と橈側外転
位での撮影を加えた．これら計 5回の撮影により，
前腕回旋 3ポジションと母指 3ポジションにおける
手関節の CTデータが得られた．これら CTデータ
から，Orthree社 Bone Viewer®を用い，右手関節
の三次元骨モデルを作成，Orthree社 Bone Simula-
tor®により，各肢位における舟状骨と第三中手骨の
橈骨に対する相対的な三次元的位置を Euler angle 
法により定量的に評価した．第三中手骨の動きを手
関節全体の動きと定義し，舟状骨の動きと比較した．
前腕回旋動作中と母指動作中の各々3肢位間の計測
値を post-hoc Tuky testで統計学的に比較し，p値
0.05未満を有意差ありとした．

【結　果】
前腕回旋時，第三中手骨の位置は，回外位で 7.4゜
橈屈位に，回内位で 7.1 尺゚屈位にあった．そして，

受理日　2015/09/26
＊市立伊丹病院　整形外科　〒664-8540　兵庫県伊丹市昆陽池 1丁目 100番地
＊＊大阪大学医学部附属病院　整形外科
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回外位から回内位にかけて，手関節肢位は有意に
14.5 尺゚屈していた（p＝0.001）（表 1）．舟状骨の位
置は，回外位で 26.1 ，゚回内位で 34.4 伸゚展位にあり，
回外位から回内するにつれ 8.3 伸゚展していたが，有
意な変化ではなかった（p＝0.09）（表 2，図 1）．母
指動作時には，手関節肢位と舟状骨の位置ともに全
てのパラメーターにおいて各肢位間での有意な変化
を認めなかった（表 3，4，図 2）．

【考　察】
舟状骨骨折の cast療法における前腕回旋の固定

に関して，Gellmanらは，前腕回旋を制限する long 
arm thumb spica cast は，short arm thumb spica 
castと比べ，骨癒合期間と偽関節発生率において優
れていることを報告している 1)．一方，Cooneyら
の同様の比較研究では，急性期より治療を開始でき

た舟状骨単独骨折においては，前腕回旋を制限しな
い short arm thumb spica castでも全例に骨癒合が
得られており，前腕回旋の制動が必ずしも必要では
なかったことが示唆されている 2)．バイオメカニク
スの観点からは，short arm thumb spica cast固定で
は，前腕回旋に伴い骨折部に橈尺方向への不安定性
が生じることを示す研究もあるが 5)，前腕回旋によ
る骨折部不安定性は生じないとする実験結果を示す
研究もある 6)．以上のように，臨床的にもバイオメ
カニクスの観点からも，前腕回旋の制限の必要性に
ついては，一定の見解が得られていなかった．本研
究では，前腕が回外位から回内するにつれ手関節は
尺屈，舟状骨は伸展することが示された．しかし，
舟状骨の伸展は有意なものではなく，前腕回旋の制
動は必要でない可能性が示唆された．
母指固定に関しては，randomized control trialに

表 1 前腕回旋時の第三中手骨の位置

表 2 前腕回旋時の舟状骨の位置

図 1 前腕回旋時の舟状骨と第三中手骨の動態
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より，Colles cast固定でも，short arm thumb spica 
cast 3)4) や手術療法と同等の治療成績 7) が得られる
という高いエビデンスが示されている．バイオメカ
ニクスの観点からは，母指動作は骨折部安定性に影
響せず，母指掌側外転動作は骨折部を安定させる効
果があるとも報告されている 8)．このように，臨床
的にもバイオメカニクスの観点からも母指固定の有
用性は低いことが明らかとなっている．本研究で
は，母指動作時に舟状骨の位置は有意に変化しない
ことが示され，これまでの研究結果と同様に母指固
定の必要性が低いことが示された．したがって，本
研究は実際の舟状骨骨折患者を用いた研究ではない
が，手関節の固定が舟状骨の骨折部を安定させるの
に重要であり 4)，母指固定は ADL低下を招く 9) こ
とを踏まえると，手関節固定を達成することにより
舟状骨を制動できる Colles castが舟状骨骨折の保

存療法に最適な castである可能性が本研究から示
唆された．しかし，この研究は正常手関節を用いて
行っており，実際の舟状骨骨折患者を用いた同様の
解析を行うことが今後の課題と考える．

【まとめ】
1．Colles cast固定での母指動作時と short arm 

thumb spica cast固定での前腕回旋動作時の生体内
舟状骨動態について三次元的に調べた．

2．母指動作時，前腕回旋時ともに舟状骨に有意
な動きは認めなかった．

3．舟状骨骨折に cast療法を選択する際には，
Colles castが最適である可能性が示唆された．

【利益相反の開示】
本研究発表に関連し，開示すべき COI関係にあ

図 2 母指動作時の舟状骨と第三中手骨の動態

表 3 母指動作時の第三中手骨の位置

表 4 母指動作時の舟状骨の位置
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る企業等はありません．
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月状骨形態が舟状骨偽関節における
DISI発生率に与える影響
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舟状骨偽関節症例において月状骨遠位関節面の形態が DISI発生率に影響を与えるかを検討すること．当
施設にて治療歴のある舟状骨偽関節 34例を対象とした．初診時の単純 X線写真正面像（PA）にて capitate-
triquetrum distance（CTD）を測定し月状骨遠位関節面の形態を type 1, 2, intermediate（以下 In）の 3群に
分類した．また単純 X線写真側面像にて radio-lunate angle（RLA）15 以゚上のものを DISIとした．Type 1, 
2, In群間における DISI発生率を Fisher直接確率検定により評価するとともに CTDと RLAの間に相関性が
あるか Spearman順位相関係数を用いて評価した．type 1に比し 2, In群で DISI発生率は有意に低く，相関
性評価では CTD値の増大に伴い DISI発生率の減少を認めた．月状骨遠位関節面の形態は DISI発生率と有
意に関連しておりmedial hamate facetの存在は DISIを生じ難くする一つの要因であることが示唆された．

【緒　言】
1990年 Viegas1) らは月状骨遠位関節面の形態に

ついて有鉤骨との関節面（medial hamate facet）を
持たず有頭骨のみと関節するものを Type 1, medial 
hamate facetを有するものを Type 2と分類，定義
した．近年舟状骨偽関節 2) や舟状月状骨解離 3) に
おいて type1と比し type 2群で有意に DISI（Dorsal 
Intercalated Segment Instability）発生率が低いとい
う報告がなされている．本邦で月状骨形態と DISI
発生率に関し言及した論文は未だなく，今回当施設
にて治療歴のある舟状骨偽関節 38例において月状
骨形態と DISI発生率に着目し後ろ向きに統計学的
評価を行ったので報告する．

【対象と方法】
当施設にて 2010年から 2014年の 5年間で治療を
行った舟状骨偽関節全 38例を抽出した．全例にお
いて初診時の単純 X線写真を確認し変形性手関節症
（SNAC wrist）症例もしくは舟状骨手術既往歴のあ
った 4例を除く 34例を調査対象とした．
内訳は男性 29例，女性 5例，平均年齢は 29.4歳，

罹患肢は右側 20手，左側 14手であった．
骨折部位は腰部 : 28例，近位 1/3：5例，遠位

1/3：1 例で Filan-Herbert 分類で D1：7 例，D2：

23例，D3：3例，D4：1例であった．
1）月状骨遠位関節面の形態と DISIの評価
月状骨遠位関節面の形態と DISI発生率の関連性
を評価するため，まず単純 X線写真においてmedial 
hamate facet及び DISIの有無を評価した．月状骨
遠位関節面の形態（type）は単純 X線写真（手関節
正面 PA像）にて capitate-triquetrum distance（CTD）
を測定し分類した．

CTDは Nakamura4) らにより報告された方法（図
1）で単純 X線写真手関節正面 PA像における有頭

受理日　2015/09/25
＊東北海道病院　〒085-0036　北海道釧路市若竹町 7-19
＊＊埼玉成恵会病院　埼玉手外科研究所

図 1 CTD（capitato-triquetr um 
distance）：単純 X線写真正
面像（PA）にて有頭骨ー三
角骨間の最短距離を測定
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骨―三角骨間の最短距離を測定することにより関節
面の形態を評価するものである．得られた CTD値
を Galley 5) らの報告に従い 2 mm以下を type 1（図
2），4 mm以上を type 2（図 3），2.1 mm以上 3.9 mm
以下を type In（図 4）としそれぞれ分類した．
また単純 X線写真側面像における RLA（radio-lu-

nate angle）を測定し，RLAが橈骨の軸より掌側に
傾くものを＋（プラス），背側に傾くものを -（マイ
ナス）と定義し -15 以゚下のものを DISI, -14 以゚上の
ものを非 DISIと判定した．

2）統計学的解析
Type 1, 2, In群における DISI発生率を評価する

ため各群間において Fisher直接確率検定を用い有
意差検定を行った．帰無仮説を『月状骨遠位関節面
の typeの違いは舟状骨偽関節において生じる DISI
変形の有病率に影響しない』とし p＜0.05で帰無仮
説が棄却されるものとした．
また過去の報告 2)3) からは有鉤骨関節面の存在が

DISI発生の阻害因子として働いている可能性が示
唆されている．そのため medial hamate facetの存
在を間接的に評価する CTDと RLAの間にはなんら
かの相関がある可能性が高いと推察し統計学的解析
を用い相関性の評価を行った．相関性の評価は
Spearman順位相関係数を用い評価を行った．

【結　果】
1）月状骨遠位関節面の形態と DISIの評価
CTD値により月状骨遠位関節面形態は type 1：

11 例（32.4％），type 2：10 例（29.4％），type In：

13例（38.2％）に分類された．また RLA値により
DISI群：13例（38.2％），非DISI群：21例（61.8％）
となった．Type別における DISIは type 1：8例，
type2：2例，type intermediate：3例であった．ま
た非 DISI群はそれぞれ type 1：3例，type 2： 8例，
type intermediate：10例であった（表 1）．

CTDは最小値 : 0.9（mm），最大値：7.2（mm），
中央値：2.6（mm）であった．一方 RLAは最小値：
-41.2（ ）゚，最大値：10.7（ ）゚，中央値：-10.9（ ）゚で
あった．

2）統計学的解析
type1, 2, Inの 3群間で Fisher直接確率検定を行
った．p＝0.022であり 3群間での有意差を認めた．
続いて type 1と 2, type 1と In, type 2と Inとそれ
ぞれ 2群間での解析を行った．それぞれ p＝0.03, 
0.038, 1.0であり type1と 2, type1と Inの間に有意
差を認めたが type 2と Inの間に有意差は認めなか
った．

表 1 月状骨遠位関節面 type別の
DISI/非 DISI群の割合

図 2 type 1 lunate: medial hamate 
facetを有しない．CTD≦2 
mm

図 3 type 2 lunate: medial hamate 
facetを有する．CTD≧4 mm

図 4 type intermediate: 2.1 mm≦
CTD≦3.9
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また Spearman相関性解析では CTDと RLAにお
ける相関係数（r）＝0.58（図 5）であり中等度の相
関関係を認めた．

【考　察】
本研究における type1, 2の割合はそれぞれ32.4％，

29.4％であった．過去の論文を参照するとその割合
には大きなばらつきがある．Viegas 6) らは解剖学的
検討を行い type 1は 27％，type 2は 73％に認めた
とし，同じく解剖学的検討を行った Sagerman 7) ら
はその割合を type1：43％，type2：57％であったと
している．
一方解剖学的検討を行わず X線学的検討を行った
報告 2) においてはその割合は type 1：47％，type 2：
53％であったとしている．しかしながら X線学的検
討の問題点としてその診断精度が挙げられる．Sager-
manらはX線学的評価の陽性的中率は type 1：61％，
type 2：77％であったと報告し，また 3 mm以下の
medial hamate facetは X線学的に見逃され type 1に
分類される可能性があることを報告 8) するものもあ
る．
正確に関節面を評価するのであれば関節鏡もしく
は観血的に展開し関節部を確認する必要があるが本
研究は後ろ向き研究でありその評価は行えないため
X線学的評価を行った．そのため単純 X線正面像
（PA像）にて medial hamate facetの有無を判断す
る方法ではなく PA像で CTDを測定する方法を採
用した．更に typeの判断に関しては type 1, type 2
に加えGalleyらが報告した type Inも用い判断した．
これにより type 1, 2における DISIの陽性的中率上

昇が期待できると判断したためである．
Type1, 2, intermediateを用い検討した過去の報

告 3)5) を参照するとその割合は type 1：12.1-18％，
type 2：56.9-63％，type In：19-31％であり，本研究
と比較すると type 1の割合が少ない一方で type 2
の割合が多い傾向にある．これはサンプルサイズの
影響が推測されるが人種差の問題もあるかもしれな
い．
また過去の報告 2)3) では舟状月状骨解離例におけ

る false type 2について言及されている．これは舟
状月状骨解離に伴い遠位手根列が沈下し相対的に
CTD値が増大したと考えられるものである．今回
の症例において舟状月状骨間解離を呈するものはな
かったが舟状骨偽関節に伴う humpback deformity
に伴い同様の事象が生じる可能性がある．全症例に
おいて Carpal height index（CHI）を測定したとこ
ろその平均値は 0.56（0.45-0.68）であった．本研究
は後ろ向き研究であり健側との比較はできなかった
が CHIの基準値を下回るものはなく明らかな手根
列短縮を認める症例はないと考えられた．
一方 CTDを用いた時の問題点として type Inに

おける真の type 1, 2の解析が問題になる．しかし
これを正確に判定するのは X線学的には不可能で
あるため今回 CTD値を DISIのリスク要因として
設定し CTDと RLAの間に相関が見られるかを検定
した．即ち月状骨の typeを分類しなくとも medial 
hamate facetを間接的に評価する CTD値と DISI発
生，つまり RLA値には相関が見られるはずだとい
う仮説が成り立ったからである．検定の結果 CTD
と RLAには中等度の相関がみられた．これにより
DISI発生には過去の報告同様 medial hamate facet
が大きく影響していると考えられた．

【まとめ】
月状骨遠位関節面の形態は DISI発生率と有意に
関連しており medial hamate facetの存在は DISIを
生じ難くする 一つの要因であることが示唆された．
本研究における limitationsはサンプルサイズが少な
い点，単純 X線判読の際の選択バイアス発生の可
能性が挙げられる．今後の課題はこれらを克服する
ため症例数を増やし単純 X線写真判読時には盲検
化を行い本邦におけるより正確なデータを構築する
ことである．

図 5 Spearman順位相関係数（相関係数＝0.58）：CTD
と RLAの間に中等度の相関を認める
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【利益相反の開示】
本研究発表に関連し，開示すべき COI関係にあ
る企業等はありません．
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橈骨遠位端骨折に対する
掌側ロッキングプレート固定後の手指拘縮
後
ごとう

藤真
しんいち

一

橈骨遠位端骨折に対して掌側ロッキングプレート固定術後施行後に手指拘縮を生じた症例の詳細を調査し
た．157例（男性 21例，女性 136例，平均年齢 69.7歳）を対象とした．術後 4週または 12週の時点で palp-
palm distanceが 5 mm以上あった症例を手指拘縮ありとした．手指拘縮がなかったのは 130例，手指拘縮
があったのは 27例であった．手指拘縮には，高齢，多骨片骨折，尺骨遠位端骨折の合併，認知症の合併，
高度の浮腫の有無が関係していた．手指拘縮があった 27例のうち最終経過観察時に拘縮が改善した症例は
21例，最終経過観察時に拘縮が残存した症例は 6例であった．最終時に拘縮が残存した症例には，より高齢，
認知症の合併の有無が関係していた．今後は手指拘縮を生じるリスクがある症例に対し，より手厚いリハビ
リテーションの施行などの対策が必要と考えられる．

【緒　言】
橈骨遠位端骨折後の手指拘縮の原因として，不適

切なギプス固定がよく知られている 1)．掌側ロッキ
ングプレート固定により，外固定なしまたは期間の
短縮が可能となり術後早期の ADLが拡大すること
となった．しかし，それにも関わらず術後に手指拘
縮例が発生することがある．当科では手指拘縮例の
発生を防止するため橈骨遠位端骨折術後全例に術翌
日からリハビリテーションを施行しているが，それ
でも手指拘縮例をなくすことができない．そこで，
当科の橈骨遠位端骨折術後に手指拘縮を生じた症例
について調査した．

【対象と方法】
2010年 1月から 2013年 12月までに橈骨遠位端
骨折に対し掌側ロッキングプレートで骨接合術を施
行した 171例のうち，術後 5か月以上経過観察でき
た 157例を対象とした．両側例，多発外傷例，健側
に手指拘縮がある例は除外した．その内訳は男性
21例，女性 136例．年齢は 21歳から 79歳，平均
69.7歳であった，経過観察期間は5か月から35か月，
平均 10か月であった．骨折型は A-O分類で受傷時
単純 X線像より A2：107例，A3：9例，C1：29例，
C2：4例，C3：8例であり，A2，C1を単純型，A3，

C2，C3を多骨片型とした．骨接合術後 4週または
12週の時点で，中指から小指のいずれかの palp-
palm distance（以下 PPD）が 5 mm以上あった症
例を手指拘縮ありとした．手指拘縮あり群の中で最
終経過観察時に拘縮が改善した症例を最終時拘縮な
し群，最終経過観察時に拘縮が残存した症例を最終
時拘縮あり群とした．後療法は術後 1泊入院として
外固定は行わず，術翌日に全例作業療法士による拘
縮予防のリハビリテーション施行後退院，術後 1週，
2週，4週，8週，12週の外来通院時に作業療法士
によるリハビリテーションを施行した．可動域不良
例は通院リハビリテーションの頻度を週 1～2回へ
増加した．認知機能障害のため訓練への理解が不良
でコンプライアンスの悪い症例については認知症あ
りと判定した．経過中，術翌日などの早期と比較し
て明らかに強い浮腫を高度の浮腫と判定し，プレド
ニゾロン（以下 PSL）を 1日 5～10 mg投与し交代
浴も行った．年齢，性別，経過観察期間，骨折型，
尺骨遠位端骨折の合併の有無，認知症の有無，高度
の浮腫の有無，受傷から手術までの期間，糖尿病の
合併の有無について手指拘縮との関連を調査した．
尺骨遠位端骨折については尺骨茎状突起単独骨折例
を除外した．統計処理はMann-Whitney検定，χ2検
定を用い，p＜0.05を有意差ありとした．また，最終
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時拘縮なし群で手指拘縮が消失した時期も調査した．

【結　果】
骨接合術 157例のうち手指拘縮なし群は 130例，

手指拘縮あり群は 27例であった．手指拘縮あり群
27例のうち，最終時拘縮なし群は 21例，最終時拘
縮あり群は 6例であった．表 1は手指拘縮なし群と
手指拘縮あり群の比較である．年齢は手指拘縮なし
群が平均 68.2歳，手指拘縮あり群が平均 77.4歳で
手指拘縮あり群の年齢が有意に高かった．骨折型で
は手指拘縮あり群に多骨片型の骨折が有意に多かっ
た．尺骨遠位端骨折の合併，認知症の合併，高度の
浮腫も手指拘縮あり群に有意に多かった．性別，経
過観察期間，受傷から手術までの期間，糖尿病の合
併の有無に有意差を認めなかった．表 2は手指拘縮
あり群 27例のうち最終時拘縮なし群，最終時拘縮
あり群の比較である．年齢は最終時拘縮なし群が平
均 74.7歳，最終時拘縮あり群が 84.5歳で最終時拘
縮あり群の年齢が有意に高かった．認知症も最終時

拘縮あり群に有意に多かった．性別，経過観察期間，
骨折型，尺骨遠位端骨折の有無，高度の浮腫の有無，
受傷から手術までの期間，糖尿病の合併の有無に有
意差を認めなかった．最終時拘縮なし群の症例で手
指拘縮が消失した時期は，術後平均 5.9か月（3か
月～30か月）であり大半が術後 5か月以内に消失
していた．
【症例提示】
症例：78歳女性．
既往歴：認知症．
現病歴：歩行中つまずいて転倒し左手をついて受
傷した．単純 X線像にて左橈尺骨遠位端骨折を認
めた（図 1）．
治療経過：骨の脆弱性，骨折部の不安定性，認知
症により保存加療は困難と判断し，骨接合術を施行
した（図 2）．橈骨の整復内固定後も尺骨は整復さ
れず尺骨も整復内固定した．外固定は行わず，術翌
日にリハビリテーション施行後退院した．術後 1週
の再診時，高度の浮腫と手指の拘縮を生じていた

表 1 手指拘縮あり群，手指拘縮なし群の比較

表 2 最終時拘縮あり群，最終時拘縮なし群の比較
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（図 3）．PSL5mg/日の投与を行い通院リハビリテー
ションの頻度を週 2回程度へ増やした．術後 2週，
拘縮は残存しているが浮腫は改善し，PSLの投与を
終了した（図 4）．術後 8か月，手指拘縮は改善し
た（図 5）．

【考　察】
橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート
固定により，外固定なしまたは期間の短縮が実現し
早期からの可動域訓練が可能となった．それにも関
わらず術後手指拘縮を合併する症例が存在する．当
科での橈骨遠位端骨折術後早期リハの経験 2) から
術後全例に対して作業療法士による術翌日からの手
指拘縮予防を行ってきたが，157例中 27例（17％）
に手指拘縮を合併していた．手指拘縮には，高齢，
多骨片型の骨折，尺骨遠位端骨折の合併，認知症の
合併，高度の浮腫が関与していた．さらに，最終的
に手指拘縮が残存した症例にはより高齢で認知症の
合併が関与していた．しかしながら，本研究におい
ては高齢と認知症など相互に関連がある因子が含ま
れており留意が必要である．また，手指拘縮を発生
した 27例中で最終的に手指拘縮が消失していた 21
例について，手指拘縮が消失した時期は平均 5.9か

図 1 初診時単純 X線像 図 2 術後単純 X線像

図 3 術後 1週　高度の浮腫と手指の拘縮を認める． 図 4 術後 2週　拘縮は残存しているが，浮腫は改善し
PSLの投与を終了した．

図 5 術後 8ヵ月　手指拘縮は改善した．
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月であった．大半の症例は術後 5か月以内に改善し
ていたが，中には術後 30ヵ月経過して改善した症
例もあり根気強い経過観察，リハビリテーションの
継続が重要である．橈骨遠位端骨折に対する掌側ロ
ッキングプレート固定後の手指拘縮について，織田
ら 3) は年齢，初期外固定の種類，受傷から手術ま
での日数が関連していたと報告している．小田ら 4)

は性別，年齢，損傷側，骨折型，認知症に有意差を
認めず糖尿病の有無に有意差を認めたとしている．
いずれも本研究とは異なる結果ではあるものの，条
件も異なるためどれが正しいということはいえない．
糖尿病について中村ら 5) は糖尿病患者群とコントロ
ール群で手指拘縮について比較したところ，糖尿病
患者群について有意に手指拘縮がみられ，その出現
率は糖尿病の罹病期間と有意に相関したと報告して
いる．本研究では糖尿病の合併は手指拘縮への有意
な関与は認めなかったものの，手指拘縮がなかった
130例では糖尿病は 10例（8％）に合併していたの
に対し手指拘縮があった 27例では糖尿病は 5例（19
％）に合併していた．さらに最終経過観察時にも拘
縮が残存した 6例では 2例（33％）に糖尿病を合併
していた．すなわち手指拘縮例に増加する傾向があ
り，注意が必要と思われる．手指拘縮を起こす要因
の一つである高度の浮腫に対しては早期のステロイ
ド療法が有効である．本研究でも高度の浮腫を伴う
手指拘縮 10症例に PSLを早期に投与し，最終的に
8例で手指の拘縮を消失させることができている．
古瀬ら 6) は pre-CRPSの時期に PSL20～30 mg/日の
投与を推奨している．一方，成澤ら 7) は CRPS切迫
状態の症例へ，少量（5～10 mg/日）の投与で良好
な結果を得たとしている．本研究でも成澤らと同様
に少量投与で有効であった．今後の対策として，浮
腫の予防のためさらなる患肢挙上の励行，除痛のた
めの短期間の外固定，手指拘縮を発生するリスクが
ある高齢者，認知症例などに対しより手厚いリハビ
リテーションなど何らかの方策が必要である．

【まとめ】
橈骨遠位端骨折に対して掌側ロッキングプレート
固定を行った後に手指拘縮を生じた症例を調査し
た．手指拘縮の発生に，高齢，多骨片型の骨折，尺
骨遠位端骨折の合併，認知症の合併，高度の浮腫が
関与していた．さらに最終的に手指拘縮が残存する
症例には，より高齢であること，認知症の合併が関

わっていた．手指拘縮発生のリスクがある症例に対
しての対策が必要である．

【利益相反の開示】
本研究発表に関連し，開示すべき COI関係にあ
る企業等はありません．
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中高年女性における橈骨遠位端骨折の治療成績
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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た手術的治療は今日ごく一般的に行われ，その治
療成績・合併症に関する報告も豊富であるが，多くの報告では高エネルギー外傷によって若年者に生じた症
例と，既往症として骨粗鬆症を有し転倒等の軽微な外力によって中高年の女性に生じた症例が混在してい
る．よって本研究では対象を後者に限定して治療成績や合併症を検討した．中高年女性に軽微な外力によっ
て生じた本骨折を有する 150手を対象とした．最終経過観察時の健側比握力・健側比可動域・Cooney 
score・DASH scoreの平均値はそれぞれ 91％，86％，83，10であった．長母指屈筋腱皮下断裂を 1手に，
抜釘時に同腱の擦り切れを 1手に認めた．12手に Grade Iもしくは IIの関節症施変化を認めた．中高年女
性に軽微な外力で生じた橈骨遠位端骨折の治療成績は良好で，合併症の発生頻度はごく低い．

【緒　言】
橈骨遠位端骨折に対して掌側ロッキングプレート
を用いた手術的治療は今日ごく一般的に行われ，そ
の治療成績・合併症に関する報告も豊富である．し
かし，多くの報告では高エネルギー外傷によって若
年者に生じた症例と，既往症として骨粗鬆症を有し
転倒等の軽微な外力によって中高年の女性に生じた
症例が混在し，検討がなされている．前者は高エネ
ルギー損傷であるため合併する軟部組織損傷などが
著しいと考えられ，軽微な外力で発生する後者と同
様に一群として評価することは困難であると考えら
れる．また臨床的により頻繁に遭遇する症例は前者
ではなく後者である．よって本研究では対象を後者
に限定して治療成績や合併症を検討した．

【対象と方法】
日本人女性の閉経平均年齢が 50才であること 1)

に従って，50才以上の女性を中高年女性と定義し
た．2006年 3月から 2012年 9月まで当科で手術を
行った橈骨遠位端骨折は 278手であった．その中か
ら男性の 57手，50才未満の 14手，尺骨遠位端骨
折など他の骨折を有する 16手，両側例の 12手，術
後に脳梗塞などを生じために評価できなかった 4
手，交通事故・墜落によって生じた 9手，反対側に
同骨折の既往を有する 1手，経過観察が 1年未満で

あった 15手を除く 150手を調査対象とした．尚，
本研究は尺骨茎状突起骨折を有する症例を含めた．
骨折型は AO分類 A3が 33手，B3が 6手，C1が
21手，C2が 59手，C3が 31手であった．平均経
過観察期間は 15か月（12-40）であった．
術式を以下に説明する．橈側手根屈筋腱上に皮切
を設け，橈側手根屈筋腱と橈骨動脈の間を分けて，
さらに長母指屈筋腱を尺側によけて，方形回内筋に
到達した．方形回内筋をその正中よりやや橈側で縦
切開し橈骨掌側面に到達した．大まかに徒手整復し
たのちに，橈骨茎状突起の橈側面に設けた小皮切よ
り，径 1.8mm鋼線を用いて intrafocal pinning tech-
niqueで，image intensifierを用いて観察しながら主
に radial inclinationを正常化し，仮固定した．側面
像で観察し volar tiltが正常化されていればそのまま
Acu-Loc®（Acumed）プレートを設置した．Volar tilt
が不足していれば lift maneuver technique 2)（プレー
ト近位端を橈骨骨幹部から離した状態でプレート遠
位部にロッキングスクリューを設置し，その後プレ
ート遠位部を橈骨骨幹部に接触せしめることによっ
て「てこ」の要領で整復操作を行う）にて volar tilt
を正常化した．ロッキングプレートで固定できない
骨片があれば鋼線刺入を追加した．Die-punch frag-
ment 3) を有する場合，背側から intrafocal pinning 
technqiueで整復・固定された症例もあったが，多

受理日　2015/09/29
九州労災病院　整形外科　〒800-0296　福岡県北九州市小倉南区曽根北町 1-1
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くの症例では上述の lift maneuverによって整復・
固定が可能であった．尺骨茎状突起子骨折には，原
則として，骨接合術を施さなかった．関節鏡下観察
及び整復操作は行わなかった．
術後は手関節にシーネを施し，手術の翌日から指
の自動運動を開始した．術後2週で外固定を中止し，
手関節・前腕の自動運動を開始した．2010年まで
は抜釘を積極的に勧めなかったが，2011年以後の
症例ではプレートが橈骨から離れている場合は抜釘
を勧めた．
最終経過観察時に健側比握力，健側比可動域（掌
屈角度＋背屈角度），Cooney score 4)，DASH score
を記録した．また Knirk and Jupiter 5) にしたがって
関節症性変化を分類し，step offを計測した．残存
症状について十分に診察し合併症の存在に留意し
た．特に腱皮下断裂，拘縮，手根管症候群，尺骨遠
位端周囲の疼痛，いわゆる尺側部痛について注意深
く診察した．

【結　果】
健側比握力・健側比可動域・Cooney score・DASH 

scoreの平均値はそれぞれ 91％，86％，83, 10であ
った（表 1）．ただし，DASH scoreの算定では，全
30項目中 4項目以上が無回答であった 13手を除外
した．
合併症として以下のものを認めた（表 2）．術後 3
年 1か月に長母指屈筋腱皮下断裂を 1手に，術後 4
年後の抜釘時に長母指屈筋腱の擦り切れを 1手に認
めた．尚，抜釘術は合計 10手に対して行われた．
Knirk and Jupiter 5) の分類による Grade Iの関節症
性変化を 11手に，Grade IIのそれを 1手，合計 12
手に認めた．その中で，関節症性変化の原因となる
とされている 2 mm以上の step off 5) を認めたもの
は 3手であった．なお，2 mm以上の gapを有する
3手，2 mm以上の gap, step offいずとも無い 6手に
もGrade Iの関節症性変化を認めた．Grade IIの 1手
では，術後に尺側掌側縁の関節内骨片いわゆる key 
stone fragmentに約 3 mmの転位を生じた．関節症
を有する 12手と関節症のない残りの 138手の，最
終経過観察時の健側比握力・健側比可動域・Cooney 
score・DASH scoreをそれぞれ比較したが，いずれ
の項目にも統計学的有意差を検出できなかった．
（表 3）尺骨茎状突起骨折を 96手に認めた．そのう
ち 5手に尺骨遠位端周囲の疼痛，いわゆる尺側部痛
の訴えを認めた．一方で尺骨茎状突起骨折のない 1
手に尺側部痛を認めた．過去の報告 6)7)8) にある手
根管症候群や複合性局所性疼痛症候群を認めなかっ

表 1 諸家および本研究の諸評価
 *：カッコ内は最大値および最小値．†：健側比．§：掌屈背屈の平均値．

表 2 諸家および本研究における合併症
 *：複合性局所疼痛症候群．†：長母指屈筋腱．§：引用文献 5参照．

表 3 関節症性変化の有無と各評価後の関連
 §：健側比．*：Mann-Whitney test．†：unpaired t-test．
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た．中手手根関節および指間関節の著明な拘縮を 1
手に認めた．
【症例提示】

61才，女性
現病歴：転倒し受傷，同日近医から当科を紹介さ
れ初診となった．2方向 X線評価で AO type C2の
橈骨遠位端骨折と尺骨茎状突起骨折を認めた（図1）．
回内斜位像や CTで Die-punch fragmentを認めた．
（図 2）受傷から 4日後に骨接合術を行った．前述の
手法で整復・固定された（図 3，4）．尺骨茎状突起
骨折は偽関節となったが尺側部痛の訴えはなかった
（図 5，6）．術後 1年後の最終経過観察時の健側比
握力・健側比可動域・Cooney score・DASH score
はそれぞれ 100％，100％，95，5であった．

【考　察】
本研究の結果は，臨床的に頻繁に遭遇する，既往
症として骨粗鬆症を有し転倒等の軽微な外力によっ
て中高年の女性に生じた橈骨遠位端骨折の手術成績
は，過去の報告 6)7)8) と同様に良好であり，かつ合
併症の発生頻度は低いことを示している．
文献的には中高年者に限定した三編の報告が散見

される 6)7)8)．本研究とは異なって三編とも年齢を 55
才もしくはそれ以上に限定し，二編には男性症例が
含まれる．健側比握力・健側比可動域・DASH score
とも本研究と同等の結果であった（表 1）．過去の
報告 6)7)8) では手根管症候群や複合性局所疼痛症候
群の報告があるが，本研究では認められなかった．
長母指屈筋腱の皮下断裂は最大で 3％の報告 7) があ

図 2 初診時画像所見
 初診時 X線回内斜位像（左図）と CT画像（右図）．

いずれも Die-punch fragmentを認めた．

図 1 初診時画像所見
 初診時 X線正面像（左図）と tilted lateral view（右

図）．正面像で尺骨茎状突起骨折を認めた．

図 4 手術直後画像所見
 手術直後回内斜位像で

Die-punch fragment は
整復・固定されたこと
を確認した．

図 3 手術直後画像所見
 手術直後 X線正面像（左図）と tilted lateral view（右

図）．
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ったが，本研究では 1％であった．長母指屈筋腱皮
下断裂を生じたのが術後 3年 1か月後であったこと
と，他の 1手の抜釘時に同腱の擦り切れを認めたこ
とを考慮すると，過去の報告 9) と同様に長母指屈
筋腱皮下断裂は遅発性に生じる可能性に留意すべき
である．
関節症性変化の原因となるといわれている 2 mm
以上の step off 5) は，本研究で関節症性変化を認め
た 12手の中で 3手に認められいずれも Grade Iも
しくは IIの関節症性変化を認めた．残りの 9手に
は 2 mm以上の step offは認められなかったが何ら
かの関節症性変化を生じたことから，X線評価だけ
では検出できない細かな step offが存在した可能性
はある．いずれにせよ関節症性変化を生じた 12手
の臨床評価は関節症性変化のない症例のそれに比較
して，劣ってはいないことから，中高年の女性症例
の場合関節内骨折の整復の評価は X線評価で十分
である可能性が示唆された．
尺骨茎状突起骨折を有する 96手のうちで尺側部
痛を認めたのは 5手であった．このことは橈骨遠位
端骨折に伴う尺骨茎状突起骨折はたとえ偽関節を生
じても臨床成績に与える影響は少ないとする過去の
報告 10) と同様であった．なお，尺骨茎状突起骨折
のない 1手に尺側部痛を認めた．しかし本症例の健
側比握力・健側比可動域・Cooney score・DASH 
scoreはそれぞれ 100％，97％，90，1であったこ
とから総合的には良好な臨床成績を得たといえる．

MP，PIP，DIP関節の著明な拘縮を認めた 1手の
術後 1年後の最終経過観察時の健側比握力・健側比

可動域・Cooney score・DASH scoreはそれぞれ10％，
46％，60，80と本調査では最も劣った臨床成績を
呈した．カルテには術後に手・手指の著明な腫脹を
認めた，と記載があり，拘縮発生の原因である可能
性がある．
本研究の限界は以下の二つである．ひとつには，

術前に骨密度測定が行われなかったために，実際に
骨脆弱性を呈していたか否かが不明なことである．
ふたつめには，平均経過観察期間が 15か月に過ぎ
ず長期成績ではないことである．屈筋腱皮下断裂も
しくは関節症の悪化が生じる可能性があるので，今
後の経過観察が望ましい．

【まとめ】
本研究の結果は，臨床的に頻繁に遭遇する，既往
症として骨粗鬆症を有し転倒等の軽微な外力によっ
て中高年の女性に生じた橈骨遠位端骨折の手術成績
が，過去の報告と同様に良好であり，かつ合併症の
発生頻度はごく低いことを示している．長母指屈筋
腱皮下断裂・関節症性変化の発生頻度も 150手の中
でそれぞれ 1手・12手であった．関節症性変化が
臨床成績に及ぼした影響は認められなかった．術直
後に手・手指の主張が著明であった 1手で極端に臨
床成績が劣っていた．

【利益相反の開示】
本研究発表に関連し，開示すべき COI関係にあ

る企業等はありません．

図 6 最終経過観察時画像所見
 最終経過観察時回内斜位

像で Die-punch fragment
の癒合を確認した．

図 5 最終経過観察時画像所見
 最終経過観察時 X線正面像（左図）と tilted lateral 

view（右図）．橈骨遠位端骨折の癒合は得られた．
尺骨茎状突起骨折は偽関節となった．
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橈骨遠位端骨折に対する掌側プレート固定術後の
掌側亜脱臼―volar lunate facet fragment固定の重要性
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橈骨遠位端骨折に対する掌側プレート術後に生じた，掌側亜脱臼の 20手について報告した．当科限定で
の発生率は 0.7％であった．Harnessの報告と異なり，掌側転位型（17手）や AO-B3 type（8手）だけはで
はなく，背側転位型（3手）や AO-C3 type（12手）の症例も存在していた．術後の亜脱臼の予防には，vo-
lar lunate facet fragmentの整復と保持が重要で，同骨片が側面像の縦径 14 mm以下，正面像の縦径 10 mm，
横径 12 mm以下の症例には注意を払い，プレート設置位置の目標として，プレートでの骨片のサポート率
が縦径で約 1/3，横径で約 1/2以上になるように心掛ける．骨片が小さく，サポートが困難な症例では，同
骨片を支持する特殊な rim plateの使用，鋼線による一時的橈骨月状骨間関節固定，関節包縫合やフックプ
レートなどの追加手技も必要と思われた．

【緒　言】
橈骨遠位端骨折の掌側プレート固定術後の亜脱臼

については，Harness 1) が，AO分類 B3型の 7例に
おいて，橈骨遠位部の掌尺側骨片である volar lunate 
facet fragment（以下 VLF骨片と略す）の支持不足
による術後亜脱臼例を報告した．橈骨遠位掌尺側部
は，手関節の最大荷重部であることと同時に，short 
radio-lunate ligamentや関節包の付着部であること
から，安定性にも寄与している．掌側プレート術後
に橈骨手根関節が掌側に亜脱臼した，当科の 20例
について，その原因と対策の調査を目的に，retro-
spectiveに画像評価を検討した．

【対象と方法】
対象は，2001年以降，当科昭和大学関連施設，

Lorenz Boehler外傷病院，St.Gallen州立病院，St. 
Elisabeth病院で加療，もしくは術後紹介受診とな
った，掌側プレート術後に，VLF骨片を支えられず，
同骨片及び手根骨がプレートを乗り超えて掌側に亜
脱臼した橈骨遠位端骨折，19例 20手である．当科
のみの発生率は 0.7％（887手中 6手）であった．
平均年齢は 54.2歳（19～75歳），男 :女性は 11：8例，
受傷側は右 :左 :両手で，10：8：1手，平均経過観
察期間は 16.8か月（3～70か月）であった．受傷時

の骨折型は，背側転位型が 3例，掌側転位型が 17例
で，AO分類の B3-1型が 3例，B3-3型が 5手，C3
型が 12手であった．尺骨遠位端骨折は，13手に合
併し，茎状突起の tipが 2手，baseが 10手，骨幹
端骨折が 1手で，その 1例に内固定（プレート固定）
が行われていたが，亜脱臼時に尺骨も再転位してい
た．初回手術は全例掌側プレート固定術が行われて
おり，その内訳は non-locking plate（NLP）が 2手，
monoaxial locking plate（MLP） が 7 手，polyaxial 
locking plate（PLP）が 11手であった．当科限定 6
例の内訳は，NLP 2手 3.2％，MLP 2手 0.8％，PLP 
2手 0.4％であった．そのプレートの形状は，Radial 
inclinationに沿って橈側が長い橈側優位型が 14手，
Watershed Lineに沿って尺側が長い尺側優位型が 4
手，ほぼ水平に近い中間型が 2手であった．これら
の症例の，術前のVLF骨片の大きさ（図 1A）（縦径，
横径，厚さ），プレートの設置位置（図 1B）（橈骨
遠位辺縁と尺側辺縁とプレートとの距離），VLF骨
片に対する plateのサポート率（図 1C）（プレート
上の骨片の縦径・横径 / 骨片の縦径・横径の全長），
亜脱臼後の治療経過と最終診察時の画像評価を調査
した．

受理日　2015/10/18
昭和大学医学部整形外科　〒142-8666　東京都品川区旗の台 1-5-8
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【結　果】
初回術後亜脱臼した 20手のうち，再整復術が行
われなかったのが12手（抜釘のみ行われたのが6手，
尺骨骨幹端骨折のみの再固定が 1手），2回目の手
術で一期的に関節固定術が選択されたのが 3手，亜
脱臼の観血的再整復プレート固定術が行われたのが
5手であった．この 5手のうち 1手が 3回も手術を
行ったものの亜脱臼を繰り返し，3回目の再整復術
後には創外固定も追加されたものの効果はなく，最
終的には関節破壊から関節固定術が行われた．最終
の画像評価は，関節形態及び裂隙が正常に保たれた
のは 2手のみで，重度な関節破壊を来したものが 4
手であった．重度の関節破壊例の 4手は関節固定術
が行われ，全例骨癒合した．

VLF骨片の大きさの平均は，正面像では横径（a）
12.2mm，最尺側から 0mm/ 5mm/ 10mm部での縦
径（b）はそれぞれ 7.9/9.0/10.4mm，側面像では縦
径（c）が 14.1mm，高さ（奥行）が（d）10.8mm

であった．プレートの設置部位は，正面像ではプレ
ートの遠位尺側縁と橈骨の尺側縁との距離（e）が
4.8mm，橈骨の遠位縁との距離（f）が 5.3mm，側
面像では最遠位部と橈骨遠位縁との距離（g）が
6.9mmであった．正面像において，VLF骨片に対
する plateのサポート率の縦径（LP/LF）が 33.8％，
横径（TP/TF）が 50.2％で，側面像の縦径（SP/
SF）が 41.5％であった．
【症例提示】
【症例 1】59歳男性右手，転倒受傷，AO-B3型掌
側Barton骨折（図2）．APTUS Correction plate（MES
社）を使用して固定した．術後 2週の画像で亜脱臼
を認めた．再手術施行，プレートをより遠位尺側に
再設置し，さらに橈骨背側から舟状骨と月状骨に向
けて Kirschner wire（k-wire）を一時的に（5週間）
刺入した．術後 6か月で骨癒合は良好，疼痛は無く，
可動域は背屈 60 ，゚掌屈 45 ，゚Mayo wrist scoreは
80 pointであった．
【症例 2】73歳女性右手，転倒受傷，AO-C3型粉
砕 Colles骨折（図 3）．VATCP（シンセス社）を用
いて固定した．術後 3週で亜脱臼を認めたものの，
再整復固定術は希望されず，そのまま経過観察し
た．術後 14か月で，疼痛は軽度，Mayo wrist score
は 75 pointであった．

【考　察】
橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート

（VLP）固定術は，Orbayら 2) の報告以後，現在は
第一選択として使用されるようになったが，最近は
プレート遠位端と長母指屈筋腱との干渉で引き起こ
される，屈筋腱断裂についての合併症の報告も多く
なった 3)．その原因の一つとして VLPの遠位設置
が指摘され，Watershed Lineを越えないプレート設
置が薦められた．ところが Harnessは，掌側プレ
ートの術後に遠位尺側縁にある VLF骨片を支えら
れずに掌側に亜脱臼した，7例の橈骨遠位端骨折に
ついて述べ，全例が AO-B3型の掌側Barton骨折で，
VLF骨片の固定力不足が原因と報告した 1)．An-
dermahrら 4) は掌尺側の突出部である，lunate fac-
et-volar extension（いわゆる VLF骨片）の計測を行
い，サイズの平均が 19×3×5 mmと，とても小さ
いことを報告した．術後掌側亜脱臼に関してはその
後，上野ら 5) が AO-B3型の 24手中 4手に，Beck
ら 6) が B3型の 52手中の 7手に，またMicheleら 7)

図 1 各種計測法：A.VLF骨片の大きさ，正面像；a.横径，
b.尺側から 0,5,10mmの地点での縦径，側面像；
c.縦径，d.高さ（奥行き），B.プレート設置位置，
正面像；e.横径，f.縦径，側面像；g.縦径，C. VLF
骨片に対する plateのサポート率，正面像；LP/
LF.縦径，TP/TF.横径，側面像；SP/SF.縦径
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図 2 A.B.術前単純 X線，C.術前 CT，D.E.術直後単純 X線，F.G.術後 2
週（亜脱臼位）単純 X線，H.術後 2週 CT，I.J.再手術直後単純 X線

図 3 A.B.術前単純 X線，C.術前 CT，D.E.術直後単純 X線，F.G.術後 3
か月単純 X線，H.術後 3か月 CT
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は 90手中 1手に，生じていたと報告している．こ
れらは全て AO分類 B3型であったが，山本 8) の 2
例と著者らの症例の 3例は，背側転位型でも掌側亜
脱臼を生じ，さらに C3型でも 12手存在していた．
以上より術後掌側亜脱臼については，B3型の Bar-
ton骨折に生じやすいが，その他 C3型でも背側転
位型でも起こり得るので，関節辺縁骨折には注意が
必要と思われた．関節辺縁骨折に関してはこれま
で，marginal fracture，rim fracture，Watershed 
Line fractureなどと呼称されてきた．marginal frac-
tureには，anterior type（掌側転位型：A型）と
posterior type（背側転位型：P型）と分類している
報告もあり 9)，今回の著者らの症例も P型と A型
に分類して考えた方が望ましい．なぜならば，この
両者の発症のメカニズムが異なり，その治療方法も
大いに異なると考えるからである．つまり A型で
は，掌側近位に落ち込んでくる VLF骨片を支える
（buttress）ことが重要であり，一方 P型では背側
方向に転位しようとする VLF骨片に screw等で固
定する（fragment fixation）ことが必要と思われる．
この両者に Biomet社と Synthes社から発売されて
いる rim plateが望ましいと思われるが，適応や使
い分けに関しては未だ結論は出ていない．P型に対
して背側 plateや創外固定の使用は，VLF骨片の固
定や支持も難しく，創外固定で亜脱臼を予防出来な
かった著者らの症例もあることから，単独では厳し
いと思われる．
今回プレートの種類や形状に関して，橈側に長い
形状が多かったが，このプレートを使用する場合，
尺側の VLF骨片へのサポートが不十分になる可能性
が高いので，骨片が小さい症例への使用は注意が必
要である．当科限定の亜脱臼例では，MLPが PLP
の 2倍の発生率であった．この原因として，PLPの
方がMLPに比べてプレートの設置位置やスクリュ
ーの刺入方向に自由度があり，小骨片のサポートや
捕えることが可能である，などが考えられる．しか
し，PLPだからと言って過信してはならないことは
言うまでもない．
当科における本症例の術後亜脱臼の原因を考えて
みると，1．骨片が小さくて，支持が困難であった（8
手），2．術前高度転位例は靱帯損損傷の合併も考え
られ，転位傾向が強い（3手），3．プレートの設置
位置が不良で，Buttressとならず，VLF骨片を支え
切れなかった（15手），4．スクリューが VLF骨片

を捕えていなかった（15手），5．VLF骨片が再骨
折を引き起こして転位した（5手），などであった．
Beckら 6) は，VLF骨片の側面での縦径の長さが 15 
mm以下で，術前の 5 mm以上の月状骨窩の陥没を
伴う B3,3型の骨折に亜脱臼を生じやすかった，と
報告している．著者らの症例では，側面像での骨片
の縦径の平均は 14 mmであり，Beckらの平均値と
近似していた．また正面像の縦径は，各地点で平均
8～10 mm程度であった．つまり VLF骨片の大きさ
がおおよそ，側面像で縦径 14 mm以下，正面像で
縦径 10 mm，横径 12 mm以下であれば，最初から
術後亜脱臼に注意を払う必要がある．プレート設置
位置は，遠位尺側縁から 5×5 mm程度に設置され
ており，おおよそ良好な位置に設置されているよう
に見える．しかし，VLF骨片に対する plateのサポ
ート率を計測した結果，縦径の平均が約 1/3，横径
が約 1/2であり，実際はこの程度しか支えられてい
ないことが判明した．骨片が小さい場合には，プレ
ートの設置位置を通常より遠位尺側に移動させるこ
とが必要である．それでもサポート率の縦径が 1/3
を超えない場合には，より遠位部のサポートが可能
な rim plateを選択したり，プレート以外のフック
プレートや関節包縫合などの追加手技を行ったり，
k-wireによる一時的橈骨月状骨間関節固定も考慮す
べきと思われた．
今回の論文の限界として，多施設研究で，全施設
の非亜脱臼群のデータが無く，亜脱臼した群との有
意差が出せない点が挙げられる．

【まとめ】
1．橈骨遠位端骨折に対する掌側プレート術後に
掌側亜脱臼した 20手を検討した．

2．本症例は，これまで AO分類 B3型の掌側
Barton骨折の報告が散見されてきたが，背側転位
型や C3型にも存在していた．

3．術後の亜脱臼の予防には，volar lunate facet 
fragmentの整復と保持が重要で，同骨片が側面像
の縦径 14 mm以下，正面像の縦径 10 mm，横径 12 
mm以下の症例には注意を払い，プレート設置位置
の目標として，プレートでの骨片のサポート率が縦
径で約 1/3，横径で約 1/2以上になるように心掛け
る．
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橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート法
におけるマルチスライス CTを用いた
インプラント突出の検討
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橈骨遠位端骨折に対して掌側ロッキングプレートで治療した症例について，CTを用いてプレート遠位の
掌側突出距離及びスクリュー背側突出の有無を後ろ向きに評価した．術後経過で母指屈曲時の臨床症状（疼
痛，轢音，違和感）の有無にて症状有り群と無し群の 2郡に分け平均プレート掌側突出距離を比較検討した．
症状有り群ではプレート突出距離中央値が有意に大きかった．またプレート突出距離と最終観察時の volar 
tilt（VT）において緩やかな負の相関傾向を認めた．遠位スクリュー背側突出は 30例中 6例，スクリュー
189本中，7本，3.7％に認め，AO分類別では A2に 1本，C1に 1本，C2に 5本と Cタイプに多くの突出
を認めた．橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート法においては腱損傷予防の為，VTをはじめ確
実な整復固定をする事が重要であり，AO分類 Cタイプにおいては特にスクリュー背側突出に対して注意を
要する．

【緒　言】
橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート
法の問題点としてプレートやスクリューが原因とな
る屈筋腱及び伸筋腱損傷が挙げられる．著者らは掌
側ロッキングプレート法で治療した症例についてマ
ルチスライス CTを用いて，プレート遠位の掌側突
出距離，及びスクリュー背側突出の有無を後ろ向き
に調査した．

【対象と方法】
2013年 5月より 2014年 4月までに掌側ロッキン
グプレート（全例MODE DRP 日本MDM社）を使用
した 82例中，術後 CT検査を行った 30例を対象と
した．男性 8例，女性 22例，手術時平均年齢は 66.2
歳（17～86歳）であった．骨折型は AO分類で A2：
5例，A3：3例，B3：3例，C1：13例，C2：6例で
あった．平均術後経過観察期間は 7.2か月（3～13か
月）であった．X線評価として volar tilt（以下 VT），
radial inclination（以下 RI），ulnar variance（以下
UV）を用いて評価し，臨床成績は modified Mayo 
wrist score（以下MMWS）にて評価した．さらに以
下の点につき詳細に検討した．

【検討項目 1】術後 CT橈骨遠位端軸位断像で，今
谷，近藤ら 1)2) が述べている最も掌側突出した骨性
隆起，AC proccesより 10 mm橈側の位置，すなわ
ち FPL中央が走行するとされている位置（図 1）で
プレート掌側突出距離を矢状断（図 2）で計測．こ
れを母指屈曲時の臨床症状（礫音，違和感，疼痛な
ど）の有無にて，症状有り群，無し群の 2郡に分け，
平均突出距離を比較した．さらに掌側突出距離と最
終観察時 X線計測（VT，RI，UV）で相関の有無を

受理日　2015/10/04
西宮協立脳神経外科病院　〒663-8211　兵庫県西宮市今津山中町 11-1

図 1 FPLが走行する位置
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評価した．
【検討項目 2】術後 CT橈骨遠位端軸位断像にお
ける AO分類別での遠位スクリュー背側突出本数，
及びスクリュー突出例の術後臨床症状の有無を評価
した．統計学的には対応のない t検定，Mann-Whit-
ney U test，Spearmanの相関分析を適宜使用し，有

意水準は P＜0.05とした．

【結　果】
X線評価では UVにおいてのみ術直後と最終観察
時において統計学的に有意な矯正損失を認めた（図
3）．最終観察時におけるMMWSでは excellent13
例，good12例，fair5例，poor0例であった．【検討
項目 1】母指屈曲時の症状無し群は 24例，有り群
は 6例であった．症状無し群のプレート掌側突出距
離は 0.75 mm，有り群では 2.85 mm（いずれも中央
値）と統計学的な有意差を認めた（表 1）．プレート
掌側突出距離と最終観察時 X線所見では，有意水
準を満たさないものの VTにおいて相関係数 -0.307
と，緩やかな負の相関傾向を認めた（図 4）．【検討
項目 2】遠位スクリュー背側突出は 30例中 6例，
189本中 7本，3.7％に認めた．スクリュー突出した
6例全てにおいて臨床症状は認めなかった．AO分
類別では A2に 1本，C1に 1本，C2に 5本と Cタ
イプに多くの突出を認めた（図 5）．

図 2 掌側突出距離計測部位

図 3 術後 X線評価

表 1 プレート掌側突出距離の比較
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【考　察】
橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート
法の問題点として腱損傷が挙げられる．今谷ら 1) は
解剖実習体 10体を用いた研究で解剖学的，組織学
的特徴に着目し，橈骨掌側面において最も掌側に隆
起したラインに橈側と尺側，2つの頂点が存在し，
長母指屈筋腱（以下 FPL）はこの 2つの頂点の間を
走行すると述べている．さらに尺側の頂点を有する
骨性突起を AC process，橈骨の前手根突起と命名
する事を提唱している．近藤ら 2) は 50例を対象に
multidetector CTを用いた研究で橈骨遠位端部掌側

において AC processから FPL中央までの距離は平
均 9.8 mmであるとし，掌側ロッキングプレートを
的確に設置する際の明確な指標となりうると述べ
た．今回，著者らは AC processから橈側 10 mmの
位置でプレート掌側突出距離を計測し，臨床症状と
の関係を評価した．症状有り群と無し群にて平均プ
レート突出距離に有意差を認め，計測位置での FPL
とプレートの干渉による症状誘発が示唆される結果
となった．また，プレート突出距離と最終観察時に
おける VTにおいて緩やかな負の相関傾向を認めた
事より，確実な整復固定をする事，特に VTを矯正

図 5 遠位スクリュー背側突出本数

図 4 VTにおいてのみ緩やかな負の相関傾向を認める
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し，AC processより橈側 10 mm付近のプレート突
出を抑える事により屈筋腱損傷の予防を効果的に行
えるものと考える．
また，掌側ロッキングプレート法術後の伸筋腱障
害は 4.4～8.6％と報告されており 3)，原因の 1つと
して遠位スクリューの背側突出が挙げられる．突出
頻度は 4.5～12％と報告されており 4)5)，本研究でも
3.7％に認められた．スクリュー突出報告の多くは，
著者らの研究も含めて，突出に対して術中よりあら
かじめ留意し，計測値より短いスクリューを選択す
るなど工夫した上でのものである．つまり術中透視
側面像のみではスクリュー突出の確認には限界があ
ると考えられる．近年，橈骨遠位端背側皮質骨に対
して接線方向に X線照射をする手関節軸位撮影法が
スクリュー突出の検出に有用であると報告されてい
る．Kaganら 6) は屍体手関節を用いた研究にて側面
像，45度回内外像，dorsal tangential view（手関節
70度屈曲位にて手関節接線方向へ X線照射）でス
クリュー突出の検出感度を比較し，dorsal tangen-
tial viewが特に第 3区画においてスクリュー突出の
検出感度が高く診断精度を改善させるとし，また，
第 2区画では 45度回外位，第 4区画では 45度回内
位での検出感度が最も高く dorsal tangential viewの
みではなく，回内外位，側面像も併せて行うべきで
あるとも述べている．また Haugら 7) は 6体の屍体
手関節を用いた研究にて，橈骨遠位端背側アプロー
チによって直視下で確認したスクリュー長と，X線
軸位撮影におけるスクリュー長測定値を前腕傾斜角
0～45度で比較検討し，理想的な傾斜角は 15度で
あると述べている．これら手関節軸位撮影の報告は
術中 X線透視にて施行可能でありスクリュー突出予
防に非常に有用であると考える．また著者らの研究
ではスクリュー突出 6例のうち AO分類別で Aタイ
プが 1例，Cタイプが 5例であった．Lindleyら 8) は
骨粗鬆症の橈骨モデルを骨切りした Aタイプの関節
外骨折において力学試験を行い，遠位スクリューを
75％以上挿入した場合，背側皮質をとらえたスクリ
ューと同定度の強度である事を報告している．つま
り，Aタイプのような関節外骨折においてはスクリ
ュー長を短くする事で矯正損失予防，スクリュー突
出予防，両方の観点において充分対応可能と考える．
一方関節内骨折，特に C3のような粉砕骨折におい
ては固定性の観点から長いスクリューを挿入せざる
を得ないため突出リスクは高く注意を要する．石井

ら 9) は skyline view（肘関節屈曲 70度，手関節最
大掌屈位）と polyaxial locking plateを併用した関
節内骨片固定法を報告している．本法は術中に関節
面における螺子の位置を確認でき骨片の確実な支
持，同時に背側への螺子穿破を予防でき，C3タイ
プのような骨折治療における 1つのオプションであ
ると述べている．また，山本ら 10) は，Cタイプの
骨折に対してプレート固定後，第 3コンパートメン
トを開放してスクリュー突出の有無を確認し，突出
を認めた場合は長母指伸筋腱を外して伸筋支帯を縫
合閉鎖する方法を報告している．本研究では観察期
間中，全例において伸筋腱障害を認めなかった為，
スクリュー突出長及び突出位置の検討を行っていな
い．これらの臨床的意義については今後症例を重ね
検討していく必要があると考えている．

【まとめ】
掌側ロッキングプレート法における CTを用いた
インプラント突出の検討を行った．腱損傷予防に関
しては，腱の走行位置を理解してプレートを設置す
る事と，確実に整復固定する事が重要である．AO
分類 Cタイプでは，スクリュー背側突出に対して
特に注意を要する．

【利益相反の開示】
本研究発表に関連し，開示すべき COI関係にあ
る企業等はありません．
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AO分類 A3の橈骨遠位端関節外骨折に対する
DVR®アナトミックプレートを用いた治療 
―遠位部近位 1列固定での治療成績―
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AO分類 A3の背側転位型橈骨遠位端骨折に対して DVR®アナトミックプレート（以下 DVR®，Biomet社）
を用いて骨接合術を行い，遠位部近位列にのみ 3本もしくは 4本のペグを挿入した 38例を調査した．女性
28例，男性 10例であり，平均年齢は 64.9歳であった．平均手関節可動域は，術後 1週から 12週にかけ，
掌屈は 33.8 か゚ら 57.0 ，゚背屈は 41.7 か゚ら 57.4 ，゚回内は 64.8 か゚ら 77.5 ，゚回外は 63.8 か゚ら 86.0 と゚改善を認
めた．握力健側比も平均 37.9％から 75.8％へと改善した．術後 1週から 12週にかけて，radial inclinationは
24.4 か゚ら 23.9 ，゚volar tilt は 14.0 か゚ら 14.5 ，゚ulnar variance は 0 mmから 0.69 mmと矯正損失を認めなかっ
た．背側転位型の関節外骨折の場合，掌側骨皮質の解剖学的整復が良好で，正確な subchondral supportが
得られていれば，遠位部近位列のペグのみで整復位保持が可能と考えられた．

【緒　言】
DVR®は遠位部に 2列合計 6～7本のロッキング

ホールを有し，関節内骨折や粉砕骨折，骨粗鬆症例
にも使用されている．著者らは，橈骨遠位端骨折に
対して，2001年からDRP®（DePuy Synthes社）を，
2009年からは Extra articular LC-DRP®（DePuy Syn-
thes社）を使用し，遠位骨片に 1列のみのペグまた
はスクリューの挿入で対応してきた．2011年からは
DVR®を使用しているが，関節外骨折に対し，遠位
部に全てのペグ挿入が必要か，もしくは，これまで
のように遠位部 1列のみで対応可能かは不明である．
DVR®の遠位部近位列のみにペグを挿入した AO分
類 A3の橈骨遠位端関節外骨折の成績について報告
する．

【対象と方法】
対象は，AO分類 A3の背側転位型橈骨遠位端関

節外骨折に対し，DVR®遠位部近位列にのみ 3本も
しくは 4本のペグを挿入して治療された 38例であ
る．女性 28例，男性 10例で，平均年齢は 64.9歳（23
～89歳）であった．調査項目は，単純 X線評価と
して橈骨端尺側傾斜（radial inclination：以下 RI），
掌側傾斜（volar tilt：以下 VT），尺骨変異（ulnar 

variance：以下 UV），インプラント折損の有無を，
各々術前，術後 1，3，6，12週で計測した．また，
臨床評価として手関節可動域と握力健側比を調査し
た．術後 1週と術後 12週の手関節可動域と握力健
側比は paired t testで検定した．
手術方法は，橈側手根屈筋腱の橈側かつ橈骨動脈
の尺側から進入し，condylar stabilizing法 1) に従っ
て遠位骨片から固定し，DVR®遠位部近位列にのみ
3～4本のスムースペグを subchondral supportとな
るように挿入した．術後は外固定なしで，術翌日か
ら作業療法士介入下に機能訓練を開始した．

【結　果】
単純 X線評価に関し，術後 1週から 12週にかけ，

RIは 24.4 か゚ら 23.9 ，゚VTは 14.0 か゚ら 14.5 ，゚UVは
0 mmから 0.69 mmと，ほぼ変化なく，術後の矯正
位は最終評価時まで維持された．平均矯正損失量は
RIで -0.48 （゚-9～+3 ）゚，VTで +0.49 （゚-7～+4 ）゚とと
もに 1度未満であり，UVは +0.7 mm（-1～+2 mm）と
1 mm未満であった（図 1）．全例骨癒合し，インプ
ラントの折損は認めなかった．平均手関節可動域は，
術後 1週から 12週にかけ，掌屈は 33.8 か゚ら 57.0 ，゚
背屈は 41.7 か゚ら 57.4 ，゚回内は 64.8 か゚ら 77.5 ，゚回

受理日　2015/10/20
＊山形大学付属病院　整形外科　〒990-9585　山形県山形市飯田西 2-2-2臨床棟 4階
＊＊社会福祉法人　恩賜財団　済生会山形済生病院
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外は 63.8 か゚ら 86.0 と゚全項目で有意に改善を認めた
（p ＜ 0.001）（図 2）．握力健側比も平均 37.9％から

75.8％へと有意に改善を認めた（p ＜ 0.001）（図 3）．
【症例提示】

61歳，女性．凍結した路面で転倒し，右橈骨遠
位端関節外骨折（AO分類 A3-2）を受傷した．同日，
腋窩ブロック麻酔下に DVR®で固定し，遠位部近位
列に 4本のペグを挿入した．術直後から術後 12週
にかけて，VTは 16 か゚ら 16 ，゚RIは 27 か゚ら 30 ，゚

図 2 術後平均手関節可動域

図 1 単純 X線パラメーター

図 3 術後平均握力健側比
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UVは -1 mmから 0 mmと，ほぼ整復位は保たれて
いた．術後 12週時点での手関節可動域は掌屈 70 ，゚
背屈 60 ，゚回内 90 ，゚回外 90 ，゚握力健側比は 85％
であり，疼痛なく原職に復帰した（図 4）．

【考　察】
現在における橈骨遠位端骨折の治療は，subchon-

dral supportの概念の導入により掌側ロッキングプ
レート法が第一選択となっている．2002年の清重
による報告 1) 以来，当科では一貫して condylar sta-
bilizing法による掌側ロッキングプレート固定を行
ってきた．これまで主流であった遠位 1列固定のプ
レートで矯正位損失が少なく，成績が良好であるこ
とは多く報告されている 2)．
その後，Orbayにより遠位 1列目で関節面中央を，

2列目で遠位背側の軟骨下骨を支える double-tiered 
subchondral support法（以下 DSS法）が提唱され
た 3)．これにより安定した固定力が得られ，関節内
骨折を含む多様な骨折型に使用されるようになっ
た．

2011年から当科では関節外骨折，関節内骨折と
もに DVR®で固定を行ってきたが，当初は関節外骨
折であっても遠位部のすべてのスクリューホールに
ペグを挿入していた．しかし，従来関節外骨折は遠
位部 1列固定で対応可能であったことから，DVR®

でも関節外骨折に対しては必ずしも遠位 2列固定は
必要なく，遠位部は 1列のみの固定で対応可能では
ないかと考えた．これについて，Neuhausらは AO
分類 Aと Cでの DVR遠位部 1列のみの固定と 2列
の固定で，術後矯正損失量に有意差を認めなかった

と報告している 4)．また，石井らは，遠位部 2列を
有する APTUS®2.5（MES社）で固定した AO分類
Aから Cまでの橈骨遠位端骨折を比較し，AO分類
C3以外の骨折では遠位部 1列のみの固定で良好な
固定が得られたと報告している 5)．これらの知見は，
臨床的には AO分類 Aは遠位部 1列固定でも対応可
能であることを示唆している．
一方，力学的観点からは，Mossらは DVR®遠位

部固定で 4本と 7本のペグ挿入を比較し，破断強度
は 4本で 108N，7本で 139Nと報告している 6)．こ
れに対し，Rikliらは橈骨手根関節内に圧力センサー
を挿入して前腕中間位の橈骨関節面にかかる圧力を
計測し，手関節屈曲時は 54N，伸展時は 35Nである
と報告 7) しており，Mossらの報告にある 4本の破
断強度 108Nよりも低い値である．これらは DVR®

遠位部は 1列の固定のみで力学的に耐え得ることを
示しており，早期の可動域訓練も可能と考えられる．
では，遠位部 2列のプレートの場合，近位列と遠
位列のどちらを用いるべきであろうか．Sarrafinら
の報告 8) では，手関節掌屈時の月状骨掌屈角度は平
均 26.2 で゚ある．DVR®の遠位部近位列はこの 26.2゜
以上の仰角を有することから，骨片の背側への転位
を防止することが可能である．このことから筆者ら
は，DVR®を用いる場合，近位列の固定で関節面の
背側部分を支持することが重要と考えている．本研
究では AO分類 A3に対する DVR®遠位部近位列固
定のみで矯正損失を認めず，2列固定の他の報告 9)

と遜色のない結果であった．固定スクリューを減ら
すことができれば，手術時間短縮や手術コスト削減
にも有利と考えられる．遠位に 1列のみのロッキン

図 4 症例：61歳，女性．
 （a：受傷時，b：術直後，c：術後 12週）
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グホールを有する従来のプレートを選択するという
方法もあるが，屈筋腱に干渉しない設置位置やプレ
ートデザインを持つ新しい世代のプレートを用いる
利点は大きいと思われる．
本法を適応する上での注意点として，Kohらは関

節外骨折における掌側プレート固定の生体力学研究
を行い，掌側骨皮質の接触がある骨切りモデルは掌
側骨皮質の接触がないモデルよりも優位に破断強度
が強いことから，掌側骨皮質の解剖学的整復が安定
性に重要であることを報告している 10)．掌側骨皮質
の粉砕を伴う例や関節内骨折，高度骨粗鬆症の場合
は，規定通り十分な数のペグやスクリューで遠位部
を安定化させるべきであろう．病態を吟味して使い
分けることが必要である．
以上より，AO分類 Aは，掌側骨皮質の解剖学的
整復が良好で，正確な Subchondral support が得ら
れていれば，DVR®の遠位部近位列の固定のみで整
復位維持が可能と考えられる．

【まとめ】
1．AO分類 A3の橈骨遠位端関節外骨折に対し，

DVR®の遠位部近位列のみに 3～4本のロッキングペ
グ挿入で良好な成績を得た．

2．背側転位型の関節外骨折の場合，掌側骨皮質
の解剖学的整復が良好で，正確な subchondral sup-
portが得られていれば，遠位部近位列のペグのみ
で整復位保持が可能と考えられた．

【利益相反の開示】
本研究発表に関連し，開示すべき COI関係にあ
る企業等はありません．
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橈骨遠位端骨折背側転位の整復における
ステラ 2プレートティルトアップデバイスの効果
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橈骨遠位端骨折の転位の強い症例に対し，Reduction and Distal Fixation First technique（以下 R&D）法を
行ってきた．しかし，プレート設置直前に十分な volar tiltが得られない症例があることから，そのような症
例に対してステラ 2プレートのティルトアップデバイスを用い，subchondralにスムースピンを挿入し，プ
レート近位を戻すことにより，angular stabilityの作用で volar tiltを獲得する方法を行ってきた．この手法
で行った A群 34症例とこの手法を利用せずに行った B群 27症例において，術後の X線評価と関節可動域
を検討した．この手法はより確実に volar tilt と radial inclinationが獲得できる手法と考えられた．

【緒　言】
橈骨遠位端骨折の転位のある骨折に対して，加

藤らの提唱する Reduction and Distal Fixation First 
technique（以下 R&D）法を行ってきた 1)．中には
プレート設置直前の徒手整復と鋼線固定で十分な
volar tiltが得られない症例があることから，そのよ
うな症例に対してステラ 2プレートのティルトアッ
プデバイスを用い，subchondralにスムースピンを
挿入し，プレート近位を戻すことにより，angular 
stabilityの作用で volar tiltを獲得する方法を行って
きた 2)．この手法を用いた A群 34症例とこの手法
を利用せずに行った B群 27症例を比較検討するこ
とで，この手法が術後の volar tiltと，掌屈の可動域
に与える効果を検討することを目的とした．

【対象と方法】
対象は，2012年 4月から 2014年 6月までの 26か

月で手術を行った橈骨遠位端骨折 61例を対象とし
た．背側転位の型の骨折で徒手整復後，鋼線による
固定を行った後，透視下に dorsal tiltが残っている
と目視で判断した症例には，坂野らの提唱するロッ
キングスクリューもしくはロッキングピンにて軟骨
下骨支持を獲得し，次いで angularを利用して dor-
sal tiltの整復を行った．インプラントは，日本ユニ
テック社：ステラ 2プレートと同社のティルトアッ
プデバイス 3) を用いた．ステラ 2プレートのティル

トアップデバイスは，5 mm幅で目盛りがついてお
り，1目盛りで約 10度，2目盛り目で約 18度の傾
斜が得られるようになっている（図 1）．整復前の
dorsal tiltの程度から，どの程度整復すべきかを判
断し，目盛りを調整して整復操作を行った．このテ
ィルトアップデバイスを用いて dorsal tiltの整復を
行った群を A群：34例：男性 11例，女性 23例：
平均年齢 62.8歳（19～89歳）とした．徒手整復及
び鋼線による仮固定を行った段階で volar tiltが得ら
れていると判断しデバイスによる整復を行わなかっ
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図 1 ステラ 2プレートのティルトアップデバイスは，5 mm
幅で目盛りがついており，1目盛りで約 10度，2目盛
り目で約 18度の傾斜が得られるようになっている．
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た群を B群：26例：男性 4例，女性 22例：平均年
齢 59.7歳（28～84歳）とした．

B群は，徒手整復及び鋼線による仮固定を行い，
volar tiltが得られていると判断した段階で，そのま
まティルトアップデバイスを用いずにプレート固定
を行った．
整復前と整復後の手関節側面像を X線撮影し，鋼
線による仮固定を行った直後の volar tiltの計測，テ
ィルトアップデバイスを用いて整復した直後の volar 
tiltの計測し，掌側傾斜をプラス数値として算出し
た．また，A群と B群で術後 X線における volar tilt
と関節可動域を比較検討し，この手法における整復
効果を評価した．

【結　果】
骨折型の内訳は，A群 34例が，A3：4例，C1：

21例，C2：7例，C3：2例であった．B群 27例は，
A2：11例，A3：2例，C1：10例，C2：4例であった．
徒手整復と鋼線による固定を行った直後の volar 

tilt の平均値は，掌側傾斜をプラス数値とすると A
群は，-3.73度（-15～4度）で，34例中 9例が volar 
tiltプラスの数値の 0～4度で，ティルトアップデバ
イスによる整復操作を行っていた．34例中 25例は，
volar tiltマイナス数値で整復操作を行っていた．

B群は，volar tiltの平均値は，5.95度（-4～12度）
であった．
最終診察時，骨癒合時の volar tiltの平均値は A群

が，9.11度（1～17度）であった．34例全てで volar 
tiltが得られた．B群は 5.91度（-4～11度）であった．
骨癒合時の平均 radial inclination は，A群が 21.2

度（15～29度），B群が 20.4度（15～26度）であっ
た．A群B群ともほぼ良好な整復位が得られていた．
術後 6か月での手関節平均可動域は，A群が，掌
屈：68.3度，背屈：66.2度であった．

B群が，掌屈 62.7度，背屈 66.1度であった．
A群と B群を骨折型と年齢で評価してみると，A
群 B群ともに AOtypeAより AOtypeCにおいて vo-
lar tilt, radial inclinationの数値は低くなっていた．ま
た，60歳未満と 60歳以上に分けて比較してみると，
A群 B群ともに AOtypeCにおいて，60歳以上の高
齢者のほうが volar tiltが低い数値となっていた（表
1）．
【症例提示】
症例 1：53歳男性．初診時単純 X線，CTより AO
分類 C1型．背側面の粉砕が強かった（図 2）．術中
透視下にて徒手整復．鋼線固定を行うも volar tiltが
十分に得られず，約 5～10度の dorsal tiltが残存す
ると判断した．15～20度の整復が必要と判断し，ス
テラ2プレートのティルトアップデバイスを用いて，
Angular stabilityを利用し，約 15度の volar tiltを獲
得した（図 3）．
症例 2：23歳男性．初診時単純 X線，CTより AO

分類 C3型．関節面は scaphoid facet と lunate facet
に分かれて転位が著明であった（図 4）．透視下に

表 1 骨折型・年齢による A群と B群の比較．A群 B群ともに AOtypeA
より AOtypeCにおいて volar tilt, radial inclinationの数値が低くな
っている．
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徒手整復を行った後，scaphoid facet と lunate facet
の関節面の骨片に 0.7 mm鋼線を刺入して，関節面
を形成したのち，橈骨茎状突起から 1.5 mm鋼線を
刺入して plate設置前に固定を行った（図 5）．透視
での側面像で dorsal tiltが約 5度程度残存している
と判断し，約 20度程度の整復が必要と判断し，テ
ィルトアップデバイスを用いて整復し，約 15度の
volar tiltを得た（図 6）．術後 X線：関節面を形成
した 2本の 0.7 mm鋼線は術後 2週間挿入していた

（図 7）．術後 CTにて，scaphoid facet と lunate facet
の関節面の骨片の間に約 2 mmの step offと gapが
残存してしまったが，それぞれの骨片が遠位のロッ
キングピンとワイヤーにて固定されていることが確
認された．術後 1年の CT：骨癒合が得られたため，
抜釘を行った．約 1.5 mmの radial shorteningが確
認された（図 8）．術後 1年での手関節の可動域：
掌屈背屈は 90度，回内外は約 70度の可動域制限が
残存した（図 9）．

図 2 症例 1：53歳男性．初診時単純Ⅹ線，CTより AO
分類 C1型．背側面の粉砕が強い．

図 3 術中に透視下にて徒手整復．鋼線固定を行うも
volar tiltが十分に得られず，約 5～10度の dorsal 
tiltが残存すると判断．細い白点線は関節面の傾斜，
太い白点線は橈骨側面象における骨軸．15～20度
の整復が必要と判断し，ステラ 2プレートのティ
ルトアップデバイスを用いて，angular stabilityを
利用し，約 15度の volar tiltを獲得した．

図 4 症例 2：23歳男性．初診時単純Ⅹ線，CTより AO
分類 C3型．関節面は scaphoid facet と lunate facet
に分かれて転位が著明．

図 5 透視下に徒手整復を行った後，scaphoid facet と
lunate facetの関節面の骨片に 0.7 mm鋼線を刺入
し，関節面を整復固定したのち，橈骨茎状突起か
ら 1.5 mm鋼線を刺入して R＆ D法を行った．
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【考　察】
加藤らの提唱する Reduction and Distal Fixation 

First Technique（R&D法）は，遠位骨片の回旋転位
の残存によるプレート遠位尺側縁の浮き上がりを無
くすため，先に問題となるプレート遠位と遠位骨片
を密着させて固定し，プレート遠位部における正し
い設置位置を確実に獲得しようとした手術手技で 1)，
安定した成績を残せており，当科ではそれに準じて
整復操作を行ってきた．しかしながら，中には徒手
整復のみでは，十分な volar tiltが得られない症例が
存在することが認識された．結果でも示したように，
A群における徒手整復と鋼線による固定を行った直

後の volar tilt の平均値が -3.73（-15～4）と不十分と
なったのは，34例中 30例が AOtypeCで骨粗鬆症を
有する高齢者であったことが一因であるかもしれな
い．徒手整復と pinningで一応の許容範囲の整復位
が通常得られると考えられているが，AOtypeC2,3
では，関節面を整復して volar tiltを得るのに難渋す
る症例も多い．通常の 2本の鋼線でクロス固定して
関節面の十分な整復位が得られない症例が多いので
はないかと思われる．
関節内骨折であれば，その骨片の一つ一つを 0.7 

mmや 1.0 mmの鋼線を刺入して整復し，プレート
を設置する前に関節面を整復する必要性がある．そ

図 6 透視での側面像で dorsal tiltが約 5度程度残存して
いると判断し，約 20度程度の整復が必要と判断し，
ティルトアップデバイスを用いて整復し，約 15度
の volar tiltを得た．

図 7 術後 X線：関節面を形成した 2本の 0.7 mm鋼線は
術後 CTで確認するまで 2週間挿入していた．

図 8 術後 1年の CT：骨癒合が得られたため，抜釘を行
った．術直後の単純Ⅹ線と比較し，約 2 mmの
radial shorteningが確認された．

図 9 術後 1年での手関節の可動域：掌屈背屈は 90度獲
得．回内外は約 70度で，可動域制限が残存した．
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して，プレート遠位と遠位骨片を密着させて固定す
ることを意識しているうちに，volar tiltが不十分な
症例の中には，subchondralに smooth pinを挿入し
ようとすると，橈骨遠位骨片の掌側面からプレート
の面を浮かさなければならない症例を経験されてい
る方も多いかと思われる．そのような症例は，特に
骨粗鬆症が強い高齢者，もしくは高エネルギー外傷
の橈骨遠位端骨折で背側面が潰れている症例に多い
と考えられる．この方法は，プレートの面を遠位骨
片の掌側面に完全に合わせているわけでなく，関節
面の subchondralに smooth pin挿入角度を合わせ
ているため，本来の橈骨遠位端の骨片の掌側面にプ
レートを圧着させて整復を行う清重らの condylar 
stabilizing法 4) とは異なっている．

Anilらも，プレートの Angular stabilityの作用に
よる整復方法を Lift techniqueとして報告しており，
volar tiltを獲得するために非常に有効であると述べ
ている 5)．

A群は，徒手整復と鋼線による固定で dorsal tilt
が残存していると評価された群であり，B群と比較
し，AOtypeCの割合が多い（34例中 30例が typeC）．
術後 X線における volar tilt及び掌屈可動域は B群
より数値が良好であったため，この手法は，より確
実に volar tiltを獲得できる手法ではないかと考えて
いる．
我々は，全ての症例にこのティルトアップデバイ
スを用いているわけではない．恐らく，徒手整復で
volar tiltがどんなに整復困難であっても，橈骨背側
面から subchondralに 1.0mmキルシュナーワイヤ
ーを挿入すれば整復は可能であろう．
しかしながら，整復すべきは，volar tiltだけでは
なく，radial inclinationも整復しなければならない
ため，掌背側の方向だけ整復すればよいということ
ではないと考えている．このようなプレートの形状
による Angular stabilityを利用しての整復方法の利
点は，軟骨下骨に正しくロッキングピンが至適位置
に挿入されていれば，volar tilt と radial inclination
が同時により確実に整復できるところにあり，有効
な整復固定方法と考えている．

【まとめ】
1．ステラ 2プレートのティルトアップデバイス
を用いての橈骨遠位端骨折の dorsal tiltの整復を行
った A群 34例と，このデバイスによる手法を用い

ずに徒手整復及び鋼線固定からそのままプレート固
定を行った B群 26例の間で術後 X線における vo-
lar tiltと関節可動域の比較検討を行った．

2．術後 X線における volar tilt及び術後の掌屈可
動域は A群が優れていた．

3．この整復方法は，軟骨下骨に正しくロッキン
グピンが挿入されていれば，より確実に volar tiltと
radial inclinationの整復が獲得できる有効な整復固
定法と考えられた．

【利益相反の開示】
本研究発表に関連し，開示すべき COI関係にあ
る企業等はありません．
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Monoaxial locking plate（DVR）を用いた
橈骨遠位端骨折の治療成績及び問題点
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橈骨遠位端骨折に対して，DVR（Biomet社）を用いた内固定術の治療成績を検討した．症例は 98例で，
平均年齢 69.0歳，AO分類は A型 33例，B型 7例，C型 58例であった．手術は主に若手一般整形外科医（卒
後平均 8.0年）が担当した．X線学的評価として術後，最終観察時の RI，VT，UVの矯正損失を評価し，臨
床評価として Cooney scoreの他，手術時間，合併症も検討した．骨癒合は全症例で得られ，手術時間は平
均 51.1分，矯正損失は VTが 1.6 ，゚RIが 0.5 ，゚UVが 0.4 mm，Cooney scoreは 84.4と治療成績は良好であ
った．合併症は正中神経刺激症状 1例，術後感染症 1例，術後掌側亜脱臼 1例，スクリュー関節内穿破 7例
であった．DVRは短い手術時間で，若手整形外科医でも比較的良好な成績が得られるが，本プレートの特
徴を熟知し，遠位列のスクリューの長さとプレートのサイズ，設置位置に留意することが合併症を減らすた
めに重要であると思われる．

【緒　言】
橈骨遠位端骨折の手術治療において，今や掌側ロ
ッキングプレートによる内固定術は主流な方法とな
っており，その内固定材料の種類は様々である．本
研究の目的はMonoaxial locking plate（以下MLP）
で Double-tiered subchondral support（DSS）法に
よる内固定が可能な DVR（Biomet社）を用いた掌
側ロッキングプレートの治療成績を検討することで
ある．

【対象と方法】
対象は当院にて 2012年以降橈骨遠位端骨折に対
し，DVRを使用した症例 98例である．平均年齢は
69.0歳（18～93歳），男性 22例，女性 76例，右手
が 44手，左手が 54手で，平均観察期間は 6.3か月（3
～23か月）であった．骨折型は AO分類にて A2 type 
5例，A3 type 28例，B2 type 4例，B3 type 3例，C1 
type 4例，C2 type 36例，C3 type 18例であり C type
の関節内粉砕骨折が多い傾向にあった．手術は一般
整形外科医（卒後平均 8年）が担当していた．
これら対象の X線学的評価として術前及び術後
と最終観察時の Radial inclination（以下 RI），Volar 

tilt（以下 VT），Ulna variant（以下 UV）及び step-
off，gapの各種パラメータ及び矯正損失を評価した．
また，臨床評価として Cooney scoreを用い，さら
に合併症，手術時間を評価した．統計学的検討は
Mann-Whitney U検定，Kruskal-Wallis検定，カイ 2
乗検定を用いた．

【結　果】
全ての症例で骨癒合が得られていた．X線学的評

価は術前では VTが -2.9±15.7 ，゚RIが 19.7±6.2 ，゚
UVが -0.9±2.2 mm，step-offが 0.54±0.9 mm，gap
が 1.1±1.4 mmであり，術後と最終観察時での矯正
損失は VTが 1.6±4.1 ，゚RIが 0.5±2.9 ，゚UVが 0.4
±1.4 mm（図 1a，b，c）であり，step-offが 0.2±
0.5 mm，gapが 0.1±0.7 mmと良好であった．しか
し，VT，RIが 5 以゚上または UVが 2 mm以上の大
きな矯正損失を認めた再転位群が 21例存在し，AO
分類では A typeが 3例，C typeが 18例であり，非
転位群では A typeが 30例，B typeが 7例，C type
が 40例であった．両群で比較すると再転位群にお
いて優位に C typeが多かった（p＝0.01）．
認知症などによる詳細な握力測定が不可能であっ
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た 31例を除いた Cooney Scoreは平均 84.4±9.0で
あり，Excellent 32例，Good 19例，fair 15例，Poor 
1例と良好であった．
平均手術時間は 51.1分であり，ほとんどが 1時

間以内に終了していた．AO分類にて比較すると，
A群が 50.2分，B群が 49.7分，C群が 50.1分であり，
有意差はなかった（p＞0.05）．また，術者にて比較
すると，10年目以上が 41.7分，10年目以下が 55.5
分であり有意差を認めた（p＜0.01）．
合併症は正中神経刺激症状が 1例，術後感染症が

1例，術後掌側亜脱臼が 1例，スクリュー関節内穿
破が 7例であった．成績不良例を代表症例として示
す．

【症例提示】
症例 1．57歳，男性．転倒して受傷．単純 X線像，

CT画像にて関節内粉砕骨折を認め，AO分類 C3 
typeであった（図 2）．DVRによる内固定を施行す
るも，遠位尺側骨片の骨折線がWatershed lineにも
及んでおり，茎状突起にも十分な長さのスクリュー
が挿入できなかった（図 3a）．術後 2か月で茎状突
起骨片と遠位尺側骨片の転位を生じ，手根骨及び遠
位骨片の掌側亜脱臼を認めた（図 3b）．
症例 2．88歳，女性．転倒して受傷．単純 X線像，

CT画像にて AO分類 C2 typeであった（図 4）．遠
位 1列目を先に軟骨下骨に挿入したが，プレートは
橈骨掌側に密着していない上に，watershed lineを
超えた設置となり，さらに遠位 2列のスクリュー長
が不十分なことから矯正損失を生じて，プレートは
掌側へ突出していた．術後 6か月にて正中神経刺激
症状を生じたが（図 5ab），抜釘後にしびれ症状は
改善した．
症例 3．68歳，男性．転倒して受傷．CT画像に
て遠位骨片が小さい関節内粉砕骨折であり，AO分
類 C3 typeであった（図 6）．遠位 2列目スクリュー
がやや短い挿入となり（図 7a），術後 3か月にて矯
正損失及びスクリューの関節内穿破を生じた（図
7b）．

図 1 b．RIの矯正損失．

図 1 a．VTの矯正損失．

図 2 症例 1術前単純 X線像，CT像；関節内粉砕骨折，
AO分類 C3であった．

図 1 c．UVの矯正損失．
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図 4 症例 2術前単純 X線像，CT像；関節外粉砕
骨折，AO分類 C2 Watershed line付近に骨折
線が及んでいた．

図 3 a．症例 1 術後単純 X 線像；遠位尺側骨片は
Watershed lineでも骨折線を認めた．（黒線部），茎
状突起骨片にはスクリュー挿入不可能であった．b．
症例 1術後 2か月単純 X線像；茎状突起骨片と遠
位尺側骨片は転位しており，手根骨掌側脱臼も生
じた．

図 6 症例 3術前単純 X線像，CT像；背側骨片が
小さい関節内粉砕骨折であった．

図 5 a．症例 2術後単純 X線像，b．症例 2術後 6か月
単純 X線像，CT画像；①Watershed lineを超えた
設置となった．②遠位 2列のスクリューが十分な
長さを挿入できなかった．（術後矯正損失）③プレ
ートの掌側への浮き上がりを認めた．
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【考　察】
DVRはMLPで DSS法による内固定が可能なアナ
トミカルプレートである．Anatomical MLPと予め
プレートに設置された FAST guideを採用すること
で，手術時間やイメージによる X線照射時間の短縮
が可能であり，遠位 1列目で関節面中央を，2列目
で背側軟骨下骨を支持するDSS法による内固定が可
能である．過去には術者に寄らず，DVRを使用した
良好な成績が報告されているが 1)，一方で，良好な
スクリュー刺入位置が整復の程度やプレート位置に
大きく依存してしまう特徴があり，本症例中にも矯
正損失の大きい症例や，合併症を伴った症例も存在
した．過去にも DVRによる合併症の報告があり，
遠位スクリューの背側逸脱による伸筋腱及び腱鞘刺
激，プレートの遠位設置や volar tiltの整復不十分に
よる関節内へのスクリュー挿入などがあった 2)3)．自
験例での矯正損失について検討してみると，VT，RI
が 5 以゚上または UVが 2mm以上の大きな矯正損失
を認めた再転位群では粉砕の強い AO分類 C type
が多い傾向があり，やはり粉砕の程度が強くなる
と，矯正損失を生じやすい傾向にあった．MLPで
ある DVRでは，遠位 2列目スクリューを挿入する

際，背側逸脱や関節内スクリュー穿破に注意するあ
まり，デプスゲージの実寸よりやや短いスクリュー
を選択していた場合があった．川崎らの DSS法に
おける CT計測の結果 4) から，遠位 2列目は背側の
軟骨下骨を支えることが証明されており，この遠位
2列目への短いスクリュー挿入によって，C typeの
背側骨片の軟骨下骨の支持は不十分となり，矯正損
失を生じたと考えられた．石井ら 5) は，polyaxial 
locking plate（PLP）を用いて背側骨片や関節内骨
片を選択的に捕える DSS法を行い，良好な成績を
報告しており，MLPでは整復位保持が困難な症例
もあると思われた．また，DVRは遠位 1列目と 2列
目が 16 mm～18 mmで交差するため，1列目のスク
リューの長さをこの間で最初から決めて挿入してい
た症例もあり，実際にはスクリューが関節面中央ま
で届いておらず，軟骨下骨の中央も支持できなかっ
たことも原因として挙げられる．このことから，遠
位列スクリューを挿入するときはイメージにて十分
に背側軟骨下骨や関節面中央の軟骨下骨を支持でき
ているかを確認し，スクリュー長を決定することが
重要であると考えられた．
続いて，AO分類 C typeでWatershed line付近に
骨折線が及ぶ場合について考察した．このような骨
折の場合，良好な整復位が得られたとしても，掌側
の小さな骨片に対し，確実なバットレス効果を得る
ためにはプレート自体を遠位設置せざるをえないと
思われる．しかし，DVRはMLPであるため，おの
ずと設置位置は決定してしまい，プレートの設置位
置を遠位に変更することは困難である．Harnessら 6)

が，掌側プレート術後に遠位骨片がプレートを乗り
越えて掌側に亜脱臼した 7例を報告している．それ
以降同様の報告が散見され 7)8)9)，これらの症例は本
例と同じく，DVRを使用されていることが多かった．
予防としては術前 CTでの遠位骨片の大きさや骨折
線の評価を行い，このような骨折型に対してはDVR
のみでの内固定は限界と考えられるため，辺縁のフ
ックプレートや鋼線の追加，関節包のプレートへの
縫着，または PLPや rim plateの使用を考慮する必
要があると思われる．しかし，このようなプレート
をより遠位に設置した場合には，長母指屈筋腱損傷
を免れるために抜釘は必須と考える．
また，本検討では術後のスクリュー関節内穿破が
最も多い合併症であった．この原因について考察し
てみると，特に AO分類 C Typeのような関節面粉

図 7 a．症例 3術後単純 X線像；遠位 2列目スクリュー
がやや短い挿入となった．b．症例 3術後 3か月単
純 X線像 ;矯正損失及びスクリューの関節内穿破を
認めた．
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砕例や骨粗鬆症患者の症例において，上記のように，
十分な整復位が得られていない場合や十分な長さの
スクリューが挿入できていないことによって矯正損
失が生じたことに加え，MLPによる強い angular 
stabilityは逆に，粗鬆骨や粉砕骨片の軟骨下骨が耐
えられず，軸圧によってスクリューが関節面を穿破
してしまった可能性もあると考えられる．この点に
ついては，今後MLPと PLPのカットアウトの調査
や実験の必要性があると思われた．
本検討の結果より DVRによる術後成績は良好で

あると思われるが，さらに合併症のない成績を得る
ためには，DVRの特徴を熟知し，全ての遠位スク
リューの長さは決め打ちとせずに，確実に軟骨下骨
を支持できているかを確認しながら挿入する．さら
にWatershed line付近の骨折の場合は，特殊な rim 
plateの準備や，プレート以外の鋼線やフックプレ
ートの追加処置が必要と思われた．

【まとめ】
1．橈骨遠位端骨折に対して，DVR（Biomet社）

を用いた内固定術の治療成績を検討した．
2．AO分類 C Typeなどは固定性に問題がある症

例も多く，DVRの特徴を熟知し，遠位列のスクリ
ューの挿入，プレートのサイズと設置位置に留意
し，場合によっては他の固定法の追加を検討するこ
とが合併症を減らすために重要である．

【利益相反の開示】
本研究発表に関連し，開示すべき COI関係にあ
る企業等はありません．
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掌側転位型橈骨遠位端骨折における
プレート設置位置の検討（model boneでの検討）
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掌側転位型橈骨遠位端骨折は掌側プレートを利用して整復する buttress plateを用いて整復することが多
い．その際にプレート遠位位置は整復前後で変化する．今回，著者らは骨折モデルを作成し骨折の整復を再
現した．骨折モデルは掌側転位角度を調節できるように作成されており，転位角度を 25度，30度，35度，
40度に設定した．整復前後での橈骨遠位尺側骨性隆起部からプレート遠位までの距離を測定した．使用し
たプレートは Biomet社 DVR®，Stryker社 Variax®，Synthes社 VA-TCP®である．結果は各プレート間にお
いて整復前後の位置変化は異なり，全てのプレート間に共通していたのは掌側転位角度が大きくなるとプレ
ートの位置変化量も大きくなった，プレートの位置変化を考慮して骨折整復を行わないと関節内骨折の場合
は骨片をスクリューでとらえることができない．また関節外骨折においても骨片の長軸長が短い場合はスク
リューが骨片をとらえることができず十分な固定性が得られない可能性がある．

【緒　言】
掌側転位型橈骨遠位端骨折を内固定する場合，掌
側プレートを buttress plateとして使用することが
多い．著者はこれまで実際の臨床例においてプレー
ト遠位の位置が整復前後において変化することを経
験してきた．このプレートの位置変化は骨折部の固
定力に影響を及ぼす可能性がある．今回我々はこの
位置変化と転位角度及びプレートの種類との関係を
調査するために橈骨遠位端掌側転位骨折モデルを作
成し，実際に骨折整復を再現しプレート遠位の位置
変化を調査した．

【対象と方法】
同一の橈骨骨モデルを使用した．掌側転位型橈骨

遠位端骨折は Peltierら 1) によると橈骨関節面より近
位 12.7 mm～25.4 mmの間において発生しやすいと
されている．著者はその中間値である 19 mmで骨切
りを行った．掌側転位角度を調節できるように骨片
間に 0.9 mmのワイヤー2本を挿入した．骨折部の
弾性を一定に保つためにワイヤーは掌側骨皮質に沿
って挿入し，またワイヤー間の距離は10 mmとした．
遠位骨片と近位骨片の間に 2 mmの間隙を作成した
（図 1，図 2）．掌側転位角度を 25度，30度，35度，

40度に調節し骨折モデルを作成した．使用したプレ
ートは Biomet社 DVR®，narrow-short，Stryker社
Variax®，Mediam-short，Synthes 社 VA-TCP®，Ex-
trasmall-2穴である．プレート尺側の bending開始
部位からプレート最遠位までの距離を bend長，
bending角度を bend角とした．使用したプレート
の規格は DVRが bend長：18 mm，bend角：20度，
Variaxがそれぞれ 18 mm，24度，VA-TCPが 22.7 
mm，20度であった．
骨折の整復はプレートを橈骨遠位尺側骨性隆起部
にあて，楕円ホールの最遠位をドリリングし皮質骨
スクリューを挿入した．この時にプレートが近位に
スライディングしないようにプレートは指で押さえ
た．骨折の整復を確認後，骨性隆起部からプレート
遠位までの距離を計測した（図 3，図 4）．この操作
を各角度，各プレートにおいて 4回づつ行いその平
均値を記録した．

【結　果】
各掌屈転位角度におけるプレートの移動距離は表

1のとおりである．各プレートともに掌屈転位角度
が大きくなるにつれてプレートの位置変化も大きく
なっていた．

受理日　2015/09/24
健和会大手町病院　〒803-8543　福岡県北九州市小倉北区大手町 15-1
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【考　察】
掌側転位型橈骨遠位端骨折に対し，掌側 buttress 

plateを使用した際にプレート遠位位置が整復前後で
変化していることを著者らは日常診療において経験
していた．この原因としては二通り考えられる．一
つはプレートが骨の上をスライディングする場合，
もう一つは遠位骨片とプレートの位置関係が変化す
る場合である．プレートのスライディングは楕円ホ
ールの遠位に皮質骨スクリューを挿入または仮固定
のガイドピンを挿入することで予防できるが，プレ
ートの位置関係の変化は防ぐことはできない．この
プレートの位置変化は関節内骨折においてはプレー
トを適切な位置に設置できず関節内骨片をスクリュ
ーでとらえることができない可能性がある．また関
節外骨折においても骨片の長軸長が短い場合はスク
リューで骨片をとらえることができない．このこと
は骨折部の安定性に大きな影響を及ぼす．今回使用
した各プレートの至適設置位置は DVR®が骨性隆起
部より 1.25 mm～1.45 mmである 2)．また Variax®

と VA-TCP®は骨性隆起部より 3 mm未満である 3)．
今回の検討と比較すると掌側転位角度 25度におけ
る Variax®使用時以外はプレートを適切な位置に設
置できない．したがって関節内骨折において but-
tress plate法ではプレートを至適位置に設置できな
い角度及びプレートがある．その場合プレートを当
てる前に掌側転位の整復が必要である．あるいは本
研究で得られたデータを元にして楕円ホールのスク
リューを一旦ゆるめプレートを遠位に移動して至適
位置に固定し直す必要がある．
プレート遠位の位置変化に影響を与える要因とし
て骨側因子は掌側転位角度，遠位骨片の大きさが考

図 2 骨折モデル側面像図 1 骨折モデル正面像

表 1 各種プレートにおけるプレート位置の変化

図 4 骨性隆起部からプレート遠位までの距離を測定

図 3 骨性隆起に合わせてプレート設置
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えられる．プレート側の因子としては bend長，bend
角，プレートの厚さが考えられる．今回の検討にお
いて，掌側転位角度が大きくなるとプレートの位置
変化は大きくなることが分かったが，その他の因子
との関係は不明であった．今後はこれらの因子との
関連性も調べる必要がある．
その他の問題点として骨折部の短縮 ,radial inclina-

tionの変化，骨折部の粉砕の程度，軟部組織損傷の
程度が検討されていない．また骨性隆起の形状は各
個人において異なっているため臨床症例と必ずしも
今回の骨折モデルが一致するわけではない．今後は
これらを踏まえ実際の臨床症例においても検討して
いきたいと考えている．しかし，今回の研究が掌側
転位型橈骨遠位端骨折に対し buttress plate法を行
う際の手術計画の一助になるのではないかと考えて
いる．

【まとめ】
掌側転位型橈骨遠位端骨折の骨折整復を骨折モデ
ル及び掌側プレートを用いて再現した．各社のプレ
ートはいずれも骨折の掌側転位が大きくなるとプレ
ート遠位の位置変化が大きくなった．この位置変化
を考慮しプレートを当てる前の掌側転位の整復，あ
るいはプレート設置位置の再設定を行う必要がある．

【利益相反の開示】
本研究発表に関連し，開示すべき COI関係にあ
る企業等はありません．

【文　献】
1） Peltier LF. Eponymic fractures: Robert William Smith 

and Smith’s fracture. Surgery 45: 1035-1042, 1959.
2） Soong M, et al. Volar locking plate implant prominence 

and flexor tendon rapture. J Bone Joint Surg 93-A: 328-
335, 2011.

3） 河野亮平ほか．背側転位型橈骨遠位端骨折に対する
polyaxial locking typeの掌側プレートによる治療成績
―CTによるプレート，スクリュー設置位置の検討―．
日手会誌 30: 320-323, 2013．
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掌側転位型橈骨遠位端骨折に対する
掌側ロッキングプレートの治療成績
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掌側ロッキングプレートで治療した掌側転位型橈骨遠位端骨折 18例 19手の治療成績を調査した．手術時
の平均年齢は 58歳（23～80歳）で，骨折型は AO分類で A2.3が 9手，B3.1が 1手，B3.2が 8手，C1.2が
1手であった．X線評価は術直後と最終観察時で橈骨端尺側傾斜，掌側傾斜，尺骨変異に有意差を認めなか
った．可動域は術後 12週で手関節の背屈が平均 60 ，゚掌屈が平均 57.4 ，゚前腕の回内が平均 82.6 ，゚回外が
平均 84.5 で゚，握力は健側比が 71.6％と良好に回復した．プレート遠位部に挿入したピン・スクリューの本
数は 2～3本が 5手，4本が 10手，5本以上が 4手であり，術直後から最終観察時までの矯正位損失量はこ
の 3群間で有意差を認めなかった．バットレス効果が得られる場合は，必ずしも遠位のピンを全て挿入しな
くとも良いと考える．

【緒　言】
掌側転位型橈骨遠位端骨折に対する治療として従
来から掌側バットレスプレートが用いられている．
しかし粉砕骨折や骨粗鬆症が強い症例には外固定を
併用せざるを得ないことが多かった 5)．近年橈骨遠
位端骨折に対する治療は掌側ロッキングプレート（以
下 VLP）による固定が主流となっており，掌側転位
型の骨折に対しても用いられている．初期の VLPは
プレート遠位部が 1列であったが，近年は遠位部を
2列で支えることができる新しい世代の VLPが多く
なってきている．背側転位型骨折に対する VLPの使
用方法は詳細に検討されているが，掌側転位型骨折
についてどのように VLPを使用すべきか検討した報
告は少ない 7)9)．今回，当科で掌側転位型の橈骨遠位
端骨折に対し VLPを用いて治療した症例の治療成績
を調査し，VLPを使用する際の留意点を検討して報
告する．

【対象と方法】
2010年以降 VLPを用いて当院で手術を行い，術
後 6週間以上経過観察可能であった掌側転位型橈骨
遠位端骨折 18例 19手，男性 5例 5手，女性 13例
14手を対象とした．術者は 5人で，1人が手外科専
門医で他 4人は日整会専門医であった．手術時平均

年齢は 58歳（23～80歳）で，骨折型は AO分類で
A2.3が 9手，B3.1が 1手，B3.2が 8手，C1.2が 1
手であった．手術までの日数は平均 3日（1～14日）
で，術後平均経過観察期間は 18週（6～34週）で
あった．手術は経橈側手根屈筋腱アプローチで進入
し，始めに骨折近位部に皮質骨スクリューを挿入し
てバットレス効果を獲得してから，骨折遠位部をロ
ッキングスクリューまたはピンで固定した．使用プ
レートは Synthes社製DRPが 1手，LC-DRPが 7手，
LCP-Tが 1手，BIOMET社製DVRが 10手であった．
術後の後療法は，外固定なしで手術翌日から Hand 
therapistの介入下に手関節の可動域訓練を開始した．
調査項目は，骨癒合期間，臨床評価として手関節
と前腕の可動域と握力の健側比，X線評価として橈
骨端尺側傾斜（radial inclination，以下 RI），掌側傾
斜（palmar tilt，以下 PT），尺骨変異（ulnar variance，
以下 UV）を調査した．AO分類 B3の掌側 Barton
骨折の症例に対しては，掌側骨片の転位の指標とし
て，橈骨手根関節面の前後径である sagittal diame-
ter（以下 SD）1) を計測した（図 1）．
これまで当科では，遠位骨片のスクリューに関し
ては透視下側面像にてプレートが骨幹部に圧着し整
復位が得られた状況なら，バットレス効果が得られ
たと考え，骨折遠位部へのスクリュー固定は必ずし

受理日　2015/11/01
＊済生会山形済生病院　〒990-8545　山形県山形市沖町 79-1
＊＊山形大学整形外科
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も必要ないものとし 2)，本数に関しても術者の主観
で判断されていた．今回遠位のスクリューの本数に
関して，複数の術者による統一したプロトコールに
よって決められたものではないが，プレート遠位へ
のピン・スクリューの本数による成績の比較も行っ
た．
統計学的解析は，術直後と最終観察時の X線評価

の比較には対応のある t検定を，プレート遠位への
ピン・スクリューの本数による矯正位損失の比較に

は Kruskal-Wallis検定を用い，p＜0.05を有意差あ
りとした．

【結　果】
全例で骨癒合を認め，骨癒合期間は平均 10週（6
～17週）であった．術後 12週での臨床評価は，手
関節の平均可動域は背屈 60.0±15.9 ，゚掌屈 57.4±
17.3 ，゚前腕の回内 82.6±9.7 ，゚回外 84.5±10.0 で゚，
握力は健側比が平均 71.6±18.9％と良好に回復した
（図 2）．

X線評価は，RIの平均は術直後 23.8±3.7 か゚ら最
終観察時 23.7±3.8 ，゚PTは 15.9±3.3 か゚ら 16.7±
3.6 ，゚UVは 1.7±1.8 mmから 2.1±1.5 mmと有意
差を認めず，整復位が経過中保たれていた．B3の
9例に対する平均 SDは術直後 20.2±2.2 mm，最終
観察時 20.2±2.2 mmと維持されていた（図 3）．
プレート遠位部に挿入したピン・スクリューの本
数は 2～3本が 5手，4本が 10手，5本以上が 4手
であった．術直後から最終観察時までの矯正位損失
量をこの 3群間で比較したところ，RIは各々平均
0.6±0.8 ，゚0.5±0.5 ，゚0.8±0.8 ，゚PT は 0±0 ，゚1.7
±2.4 ，゚1±0 ，゚UV は 0.1±0.1 mm，0.5±1.3 mm，
0.3±0.5 mmで有意差を認めなかった（表 1）．

図 2 臨床評価
 手関節・前腕の可動域および握力は良好に回復した．

図 1 Sagittal diameter（SD）
 B3型骨折における掌側骨片の転位の指

標として，橈骨手根関節面の前後径を計
測．（文献 1より引用）
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経過中に矯正位損失を生じた症例は2例存在した．
1例は 69歳，女性．AO分類 A3.2で橈骨を DRPで
内固定し，遠位部には 4本のピンを挿入した．最終
観察時，手関節の背屈 55 ，゚掌屈 45 ，゚前腕の回内
85 ，゚回外 85 で゚，握力は健側比 61％であった．単
純 X線像上，術直後から最終観察時にかけて 8 P゚T

が増加，4.4 mm橈骨が短縮していた（図 4）．原因
は手術時の過度の橈骨伸延が考えられた．もう 1例
は 80歳，女性．AO分類 B3.2で橈骨を DVRで内固
定し，遠位部には 4本のスムースペグを挿入した．
最終観察時，手関節の背屈 45 ，゚掌屈 40 ，゚前腕の
回内90 ，゚回外90 で゚，握力は健側比87.6％であった．

表 1 プレート遠位部のピン・スクリュー本数の比較
 2～3本（5手），4本（10手），5本以上（4手）

の 3群で矯正位損失の有意差は認めなかった．

図 3 X線評価
 RI，PT，UV，SDともに術後の整復位が維持された．
 （SDは AO分類 B3の 9手に対する評価）
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単純 X線像上，術直後から最終観察時にかけて 4゜
PTが増加していた（図 5）．原因は掌側骨皮質の整
復不良でバットレス効果が不十分であったことが考
えられた．

【考　察】
掌側 Barton骨折や Smith骨折といった掌側転位

型骨折は不安定性が強く，保存的治療は困難な例が
多く，多くは手術適応となる．掌側転位型橈骨遠位

図 4 症例 1　69歳，女性．
 a：受傷時．AO分類　A3.2
 b：術直後．過度の橈骨伸延により掌側骨皮質の間隙を認めた（→）．
 c：最終経過観察時．術直後と比較し橈骨の短縮を認めた．

図 5 症例 2　80歳，女性．
 a：受傷時．AO分類　B3.2
 b：術直後．掌側骨皮質の整復不良を認めた（→）．
 c：最終経過観察時．術直後と比較し PTの増加を認めた．
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端骨折に対する治療として，これまで掌側バットレ
スプレートで良好な成績が報告されている 2)3) が，
粉砕の強い症例や骨粗鬆症の強い症例には外固定が
必要なことも多かった．近年は掌側転位型骨折に対
する VLPを用いた治療が報告されている 4)5)6)7)8)．
著者らも掌側転位型の骨折に対して VLPを用いて
治療を行ってきたが，手術の際は始めにプレート近
位に皮質骨スクリューを挿入してバットレス効果を
獲得した上で，プレート遠位にロッキングスクリュ
ーを挿入し遠位骨片の安定化を図るようにしてい
る．その結果，早期運動療法を行っても全例骨癒合
が得られ，臨床成績及び X線像上の経過は良好で
あった．掌側転位型骨折に対しても VLPによる固
定は有用であると考えられた．
固定力獲得の主眼をバットレス効果と考えると，
骨折遠位部へのロッキングスクリューがどの程度必
要かという疑問が生じる．そこで，今回プレート遠
位部に挿入したピン・スクリュー本数を 2～3本，4
本および 5本以上の 3群に分けて比較した．その結
果，術直後から最終観察時までの X線像上の矯正位
損失量は各群間で有意差がなかった．上野らは B3
の症例ではで遠位骨片へのスクリューの挿入の有無
における矯正位損失に有意差を認めなかったが，早
期可動域訓練のためにはスクリューの挿入を推奨し
ている 7)．一方で浅原らはバットレス効果が十分な
時には必ずしも遠位骨片へのスクリュー挿入を必要
としないと述べている 9)．著者らはバットレス効果
で掌側方向への安定性は得られるが，Smith骨折の
場合側方への安定性を得る意味で遠位骨片へのピン 
・スクリューを使用するのが良いと考えている．そ
れにより早期運動を行っても安定した成績を得るこ
とができると思われる．しかし，背側転位型骨折と
は異なりバットレス効果である程度安定性が確保さ
せることから，必ずしもプレート遠位部の全てにピ
ン・スクリューを挿入する必要はなく 2)，2～3本で
もよいと考えられた．
今回の調査では経過中に矯正位損失が 2例で存在
した．掌側転位型骨折における矯正位損失の原因に
ついて，友利らは掌側皮質骨の連続性が再建されて
いないと十分な整復位保持が困難であること，また
Smith骨折では骨折部でプレートと皮質骨間に間隙
が残存していると橈骨手根関節への軸圧により遠位
骨片が掌側転位すると報告している 5)．一方上野ら
は B3で術後に掌屈傾向が進行した症例を報告して

いる 7)．その原因として，ロッキングプレートはそ
の厚さのために以前の薄いプレートのしなりによる
バットレス効果は期待できず，やや掌屈角度の強い
プレートの形状に合うように掌屈傾向が進行すると
述べている．著者らは術後の手関節尺側部痛は橈骨
短縮により発生すると考えて，橈骨を健側と比べ 1
～1.5 mm ulnar minus variantとなるように伸延を行
っているが 10)，それが過度になると掌側皮質骨の
連続性が失われて不安定になるものと推測された．
Fracture voidや骨折部の粉砕を伴う例では骨移植も
考慮する必要がある．ロッキングプレートであって
も手術の際は掌側皮質骨の連続性を再建し，プレー
トとの皮質骨間の間隙が生じないように密着させる
ように注意することが大事であると考えられた．

【まとめ】
掌側転位型橈骨遠位端骨折に対する VLPの治療
成績を報告した．術後 X線や臨床成績は良好であ
った．バットレス効果が得られる場合は必ずしもプ
レート遠位部に全てのピン・スクリューを挿入する
必要はないと考えられた．掌側骨皮質の整復不良や
過度の橈骨伸延では矯正位損失が大きい症例があり
注意が必要と考えられた．

【利益相反の開示】
本研究発表に関連し，開示すべき COI関係にあ
る企業等はありません．

【文　献】
1） 佐々木孝ほか．Smith骨折・Barton骨折の buttress plate
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DVR掌側ロッキングプレートを用いた
橈骨遠位端骨折の治療成績　AO-A型 vs C型骨折
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DVR Anatomic Volar Plate System（DVRプレート）を用いた橈骨遠位端骨折の治療成績について報告する．
2011-2014年の 4年間に DVRプレートで内固定を行い術後 6か月以上経過観察が可能であった橈骨遠位端骨
折 26手，男 11手，女 15手を対象とした．骨折型は AO分類 A型が 8手（A群），C型が 18手（C群）で，
受傷時年齢は A群平均 49.4（23-66）歳，C群平均 51.9（32-68）歳，経過観察期間は A群平均 12（6-25）か月，
C群平均 15（6-29）か月であった．Mayoスコアは A群が平均 83（65-90）で excellent 2，good 4，fair 2で
あり，C群は平均 80（50-95）で excellent 2，good 12，fair 3，poor 1であった．関節内，外骨折に対し
DVRプレートを使用し多くの症例で良好な治療成績が得られていたが，遠位橈尺関節（DRUJ）に起因した
術後疼痛を訴える症例が散見され成績不良の原因となっていた．すべての症例で良好な成績を得るためには
TFCC損傷の評価および治療が重要と考えられた．

【緒　言】
‘Watershed line’1) を超えないようにデザインされ
たAnatomic Volar Plate System（以下DVR）（Biomet
社製）2) は角度固定型のロッキングプレートで，関
節面の軟骨下骨を下支えすることで，関節外骨折，
関節内骨折のいずれに対しても良好な治療成績が期
待できる 3)4)．今回，著者らは DVRを用いた橈骨遠
位端骨折関節内および関節外骨折の治療成績につい
て比較，検討したので報告する．

【対象と方法】
対象は 2011-2014年の 4年間に当院および関連病

院で，DVRで内固定を行い術後 6か月以上経過観察
が可能であった橈骨遠位端骨折 26手である．上記
26手を AO分類 A型骨折（以下 A群）8手と，C型
骨折（以下 C群）18手の 2群に分け検討を行った．
骨折型は A群では AO分類 A2が 8手，C群では AO
分類 C1が 1手，C2が 3手，C3が 14手であった．

2群の患者背景を表 1に示す．いずれの項目も両
群間に有意差を認めなかった（表 1）．また，整復位
の指標として健側手関節単純 X線像のパラメータと
して掌側傾斜角（PT），橈側傾斜角（RI），尺骨長（UV）
を計測したが，両群間に有意差を認めなかった（表

1）．
以上の症例に対し，X線学的評価では初診時およ

び最終診察時単純 X線像で X線パラメータを計測
し，治療成績に関しては術後疼痛（尺骨小窩，遠位
橈尺関節（以下 DRUJ）背側の圧痛），関節可動域，
握力，Mayoスコア 5) について調査した．
有意差検定には統計ソフト SPSSを使用し，2群
間比較はWelchの t検定，母比率比較にはカイ 2乗
検定（Peasonの方法）を使用した．

【結　果】
X線学的評価は，初診時および最終診察時の X線
パラメータは両群間で有意差を認めず，最終診察時
受傷側の X線パラメータは健側比で良好な整復位が
得られていた（表 2）．
術後疼痛に関して，尺骨小窩および DRUJ背側の

圧痛は術後多くの症例で生じていたが，徐々に改善
傾向を認め，最終診察時にはA群で 8例中 5例（62.5
％），C群で 16例中 7例（44.4％）に圧痛が残存した．
関節可動域は両群ともに健側比 90％以上の可動域
が得られており，また握力も健側比 70％以上で両群
間に有意差を認めなかった（表 3）．

A群のMayoスコアの平均は 82.5点，excellent 2

受理日　2015/12/01
日本医科大学付属病院　〒113-8603　東京都文京区千駄木 1-1-5
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手，good 4手，fair 2手で，excellentと goodの比
率は 75％，C群のMayoスコアの平均は 79.7点で，
excellent 2 手，good 12 手，fair 3 手，poor1 手で，
excellentと goodの比率は 77.8％で両群間に有意差
を認めなかった（表 4）．
【症例提示】
症例 1（A群）：61歳女性，歯科医師．AO分類

A2-2骨折．転倒した際に左手を床に強くついて受傷
した（図 1A，B）．受傷後 21日目に手術を施行した．
術後単純 X線像で整復位は良好であるが DRUJの
開大が残存していた（図 2A，B）．術後 16か月，
DRUJの開大が残存し，関節可動域は背屈/掌屈 75゜
/70（健側背側/掌側 75 /゚70 ）゚，回内/回外 80 /゚85゜
（健側回内/回外 80 /゚85 ）゚，橈屈/尺屈 20 /゚40 （゚健
側橈屈/尺屈 20 /゚40 ）゚で良好であった．握力は健
側比 84％（16kg）で，DRUJ背側の圧痛，および
DRUJ不安定性を認め，歯科医師として手関節を捻
る動作を行う必要があり，前腕回内外の動作時痛，
力が入りにくいなどの愁訴が残存し，Mayoスコア
は 65で fairであった（図 3A，B）．
症例 2（C群）：51歳男性，料理人．AO分類 C3-3
骨折．自転車と接触して転倒し右手を強くついで受

傷した（図 4A，B）．術中手関節鏡視で 1B+1D損傷
を認めたが，橈骨のみ内固定した（図 5A，B）．術
後 19か月，関節可動域は背屈/掌屈 60 /゚55（健側
背側/掌側 60 /゚55 ）゚，回内/回外 80 /゚85 （゚健側回内
/回外 80 /゚80 ）゚，橈屈/尺屈 20 /゚40 （゚健側橈屈/尺
屈 20 /゚40 ）゚で良好であった．握力は健側比 67％（24 
kg）で DRUJ背側の圧痛および DRUJ不安定性を認
め，仕事で肉を切る際に，疼痛が強く仕事復帰がで
きないとの愁訴が残存し，Mayoスコアは 50点で
poorであった（図 6A，B）．

【考　察】
角度固定型の掌側ロッキングプレートであるDVR
は遠位 1列目および 2列目からそれぞれ橈骨手根関
節の掌側 -中央部，中央部 -背側部の軟骨下骨をペグ
またはスクリューによって下支えすることで，関節
内粉砕骨折に対しても良好な固定性を得ることが可
能で，近年その良好な治療成績が報告されている1)3)4)．
本研究では橈骨遠位端関節外骨折（AO分類 A型
骨折）および関節内骨折（AO分類 C型骨折）に対
し DVRで内固定を行い，X線学的評価および治療
成績について，両群間で比較検討を行った．単純 X

表 2 結果 1：A群，C群の初診時および最終診察時 X線
パラメータ

表 3 結果 2：A群，C群の関節可動域，握力（健側比 %） 表 4 結果 3：A群，C群のMayoスコア

表 1 対象症例 : A群，C群の患者背景
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図 1 A，B：症例 1：61歳女性．初診時単純 X線像．
AO分類 A2-2骨折

図 2 A，B：症例 1：61歳女性．術後単純 X線像．
DRUJの開大が残存している．

図 3 A，B：症例 1：61歳女性．最終診察時単純 X線像
（術後 16か月）．DRUJの開大が遺残した．

図 4 A，B：症例 2：51歳男性．初診時単純 X線像．
AO分類 C3-3骨折

図 5 A，B：症例 2：51歳男性．術後単純 X線像．
尺骨茎状突起基部骨折は治療を行わず，橈骨
のみ内固定をおこなった．

図 6 A，B：症例 2：51歳男性．最終診察時単純 X
線像（術後 19か月）．
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線パラメータ，関節可動域に関しては A型骨折，C
型骨折いずれも健側比で良好な成績が得られており，
DVRによる内固定は優れた治療法であると結論付
けることができる．しかし，一部の症例でMayoス
コアが低いものが散見され，Mayoスコアの 4項目
の評価（疼痛，機能，関節可動域，握力）のうち，
疼痛，機能，握力の項目における減点がMayoスコ
アを下げる要因となっていた．

Mayoスコアが 80点未満であった症例（fairおよ
び poor）のうち，スコアが 65点以下であった症例
は 3手（A群 1手，C群 2手）で，いずれの症例も
DRUJに起因した疼痛，不安定性が残存し，動作時
痛や握力回復不良の原因となっていた．また，Mayo
スコア 50点（poor）で，特に成績が不良であった
1手は力を入れる際に痛みが強く仕事復帰が不能で
あった症例であった．

DRUJに起因した疼痛として，尺骨小窩およびDRUJ
背側部の圧痛が知られているが，尺骨小窩およびDRUJ
背側部の圧痛は A群で 62.5％，C群で 44.4％に遺
残し，一部の症例では前腕回内・外運動時の疼痛が
残存し，Mayoスコアを下げる要因になっていた．
本研究ではすべての症例に対して手関節鏡視による
TFCC損傷の診断を行ったわけではないため，術後
尺側部痛および DRUJ背側部痛が TFCC損傷に起
因するものであるか否かについて結論付けることは
できないが，諸家の報告から術後尺側部痛および
DRUJ背側部痛は TFCC1B損傷による DRUJ不安
定性が大きく関与しているものと推察される 6)7)8)9)．
橈骨遠位端骨折治療ガイドライン 10) では，橈骨遠
位端骨折の初回治療で TFCC1B損傷を治療するか
否かについては未だ結論が出ていないが，本研究の
結果から，関節外・関節内骨折に関わらず，すべて
の症例でより優れた治療成績を得るためには，術中
の TFCC損傷の評価および治療が不可欠と考えられ
る．

【まとめ】
DVRを用いて治療を行った橈骨遠位端 A型骨折，

C型骨折の最終診察時単純 X線パラメータ，およ
び関節可動域に関しては良好な成績が得られていた
が，DRUJに起因した術後疼痛，および握力回復不
良を訴える症例が散見され，成績不良の原因となっ
ていた．すべての症例で良好な成績を得るためには
TFCC損傷の評価および治療が不可欠である．

（本稿の要旨は第 58回日本手外科学会で発表し
た．）

【利益相反の開示】
本研究発表に関連し，開示すべき COI関係にあ
る企業等はありません．
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関節鏡を併用した橈骨遠位端骨折の治療
―整容的アプローチと従来法の比較―
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今回，橈骨遠位端骨折に対する関節鏡手術を簡便化し整容面にも配慮した術式（ARC法）と従来法（C法）
との臨床比較を行った．対象は ARC法および C法を用いた橈骨遠位端骨折各 60例を対象とした．症例の
内訳に差はなく，骨癒合期間，関節鏡視下追加整復の必要率，臨床評価（関節可動域・握力），術前後のレ
ントゲン評価，術後瘢痕について検討した．結果として術後全例に骨癒合を獲得し ARC法平均 8.9週，C
法 10.2週であった．術中鏡視下追加整復，最終可動域，握力，レントゲン評価でも両群間に有意差はなか
った．術後瘢痕は ARC法の横皮切が最も幅が狭く，ARC法では肥厚性瘢痕はなかったが C法では 3例に術
後醜状瘢痕を認め，統計学的に優位に ARC法が目立たないことが判明した ．ARC法は整容面に配慮した関
節鏡併用法で，治療成績は従来法と同様であり掌側ロッキングプレートで対応可能な症例は適応となりうる
優れた術式である．

【緒　言】
関節鏡を併用した橈骨遠位端関節内骨折の治療が
報告され，より正確な関節内骨片の整復が可能とな
っている．また，骨折の整復固定と同時に軟部組織
損傷を診断することも可能であり，術後に続発しう
る合併症を予防しうるなどの利点もある有用な方法
である．ところが一方，橈骨遠位端骨折に対する皮
切の工夫は少ない．2008年以降我々は橈骨遠位端
骨折に対する関節鏡手術をより簡便化しつつ整容面
にも配慮した術式である Arthroscopic reduction 
and cosmetic approaching technique（以下 ARC法）
を施行している 1)．今回は ARC法と従来法である
Conventional approaching technique（以下 C法）の
臨床成績を比較し検討したのでその適応などを含め
て報告する．

【対象と方法】
対象は ARC法および C法を用いた橈骨遠位端骨

折各 60例であった．ARC群は男性 17例女性 43例
で，C群は男性 14例女性 46例であった．受傷時平
均年齢は ARC群が平均 68.3歳（16~84歳），C群が
平均 67.8歳（20~83歳）で，受傷からの手術待機期
間は ARC群が平均 7.1日（2-22日）で C群が平均

9.6日（3-21日）であった．骨折型は AO分類（ARC
法/C法）type Aが 10例/7例 type Bが 3例/5例，
type Cが 47例/48例であり，両群間の内訳に差は
なかった（表 1）．固定に使用したプレートは Acu-
Loc（acumed®，USA）が 55例と最も多く，次いで
Acu-Loc 2（acumed®，USA）が46例，Stellar（HOYA®，
日本）が 12例，Stellar 2（HOYA®，日本）が 7例
であった．
＜手術方法＞
ARC法は皮切を遠位横皮切と近位縦皮切の 2つ

受理日　2015/10/07
＊東大阪市立総合病院　〒578-8588　大阪府東大阪市西岩田 3丁目 4-5
＊＊奈良県立医科大学　整形外科

表 1 整容的アプローチ（ARC法）と従来法（C法）の
内訳
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に分けて行い，まず遠位横皮切から行う．皮切を行
った後，皮下の展開は従来法の展開と同様に橈側手
根屈筋腱に沿って近位遠位方向に剥離を行い，長母
指屈筋腱を尺側によけ，方形回内筋に達する．方形
回内筋はMIPO法 2) に準じて筋線維方向に剥離し方
形回内筋の裏を沿わすようにプレートを挿入する．
透視下にプレートの位置を決定し，近位縦皮切を加
える．皮下を鈍的に剥離し方形回内筋の中枢側に達
し最近位のロッキングスクリュー孔に外筒をたて，
直径 1.6 mmの C-ワイヤー（以下ワイヤー）を用い
てプレートを仮固定する．Oval holeに皮質骨スク
リューを挿入固定した段階で末梢骨片をバットレス
法で整復し遠位ロッキングスクリューホールに外筒
をたて，同様にワイヤーを 3-4本で末梢骨片を仮固
定する．骨折整復に関しては皮切を行う前や骨折部
が展開された時点で徒手的に整復し，橈側および尺
背側からワイヤーを用いて仮固定を行っている場合
もあり，この方法の方がより簡便な手術が可能とな
る．この段階で関節鏡視を行い，骨片の整復不良が
認められた際には遠位仮止めのワイヤーを必要に応
じて一本ずつ除去し，プローベやワイヤーテクニッ

クなどを用いて骨片を整復し，再度仮固定を行う．
骨片が不安定な際には関節鏡で鏡視しながらワイヤ
ーを一本ずつロッキングスクリューに置換する．遠
位方形回内筋を整復縫合し，皮下を 4-0吸収糸にて
埋没縫合し，皮膚は steri-strip tapeにて固定した（図
1）．従来法は皮切こそ Henry法に準じて行うもの
の骨片の整復方法は ARC法と同様であり（本研究
では方形回内筋の処置をMIPO法を行ったものと
縦切したものとが混在する），プレートを近位遠位
ともに仮固定したのちに同様に関節鏡視を行い，必
要に応じで整復固定をおこなった．プレート固定後
の処置は ARC法と同様である．
＜評価項目＞
検討項目は以下の 6つに分けて行った．1．骨癒

合期間（週），2．関節鏡視下での骨片追加整復の必
要性（％），3．臨床評価項目として関節可動域およ
び握力，5．術前後のレントゲン評価として橈骨遠
位端掌側傾斜（以下 VT（ ）゚），橈骨遠位端尺側傾斜
（以下 RI（ ）゚），尺骨プラス変異（以下 UV（mm）），
6．術後瘢痕について検討した．術後の瘢痕の評価
はデジタルノギスを使用して手術瘢痕の長さおよび

図 1 手術手技の実際　a. 遠位皮切は横皮切で行うが，皮下の展開は Henry法
に準じて縦方向に行う．b. プレートをMIPO法に準じて方形回内筋の裏
を滑らせて挿入する．c. 近位を仮固定した後整復操作を行い，遠位を外
筒越しに仮固定を行う．d. 関節鏡視はこの仮固定の状態で行い，随時整
復操作を加えながら関節内の骨片を整復する．
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幅について検討した（mm）．

【結　果】
全例骨癒合を獲得しそれぞれ術後平均 8.9週，

10.2週で骨癒合を獲得した．術中鏡視下に確認する
と追加整復はそれぞれARC群では50例中15例（30.0
％）に，C群は 53例中 17例（32.0％）に追加整復
を必要とした．最終可動域（ARC群/C群）は屈曲
伸展が平均 152度/159度，回内外が平均 172度
/170度で，握力は対健側比78％/75％（ARC群/C群）
であった．単純レントゲンでは，術前後の各測定項
目に差はなかった（表 2）．また術後瘢痕は ARC法
の横皮切が平均 0.47±0.16 mmと最も幅が狭く，次
いで ARC法の縦皮切が平均 0.95±0.77 mmであり
C法の遠位部に最も肥厚性瘢痕を認め平均 1.72±
1.29 mmであった（表 3）．ARC法では全例で肥厚
性瘢痕は認めず，統計学的に優位に ARC法が目立
たないことが判明した．C法では術後 3例に醜状肥
厚性瘢痕を認めた．

【考　察】
本研究では従来行われてきた関節鏡を併用した橈
骨遠位端骨折治療と我々が行ってきた ARC法との
臨床成績を含めた比較を行ったが，臨床結果からは
術後可動域，握力ともに統計学的に有意差なく安定
した成績が得られることが判明した．また骨癒合ま
での期間は ARC法が術後平均 8.9週で骨癒合を獲
得したのに比べ，従来法では 10.2週で骨癒合を獲
得しており，統計学的な有意差はないものの骨癒合
が短縮する傾向がみられた．これは皮切に由来する
影響と考えるよりもむしろ術式によるところが大き
いと考えている．ARC法ではプレートの固定に際
してMIPO法を用いて方形回内筋の裏を剥離し滑
らせるように挿入するため骨折部周辺の血行が温存
され骨癒合に優位に働いたことに比べ，従来法では
プレートの設置にMIPO法を用いた症例と方形回
内筋を切離してプレートと固定した症例が混在して
いるため，ARC法で骨癒合期間が短縮された可能
性が示唆された．また，整容面に関しては両術式と
もに皮下埋没縫合を行い皮膚縫合は行わない同一の
術式を行っているにも関わらず，統計学的に明らか
に ARC群の瘢痕が目立たなかった．従来法でのみ
醜状瘢痕を認めており（5％），以上の結果からも
ARC法は整容面に優れかつ関節鏡手術の利点を有
する優れた術式であることが確認された．
橈骨遠位端関節内骨折に対する関節鏡の併用は，
関節内の骨片をより正確に整復するためのツールと
して非常に有用であることは疑う余地はない．過去
の報告でも関節内骨片を確認した際に Abe3) は 22.7
％に，Ono4) は 57.1％に追加整復を必要としたと報
告している．我々の症例でも ARC群 30.0％，C群
32.0％に追加整復の必要性を認めた．骨折の整復が
2 mm以上では変形性変化の進行が危惧されること
が知られており，あらためて関節鏡の有用性が確認
された．また，従来の報告にもあるように橈骨遠位
端骨折に合併する軟部組織損傷は 54~89％と高率で
あり，これらのことからも可能であれば関節鏡を併
用すべきと考えている．ARC法の治療成績は従来
法と同様でありかつ整容面では統計学的にも優れて
いたことから，掌側ロッキングプレートで対応可能
な症例のうち整容面に配慮の必要な若年者や女性，
ケロイド体質の患者などに対しては第一選択となり
うる術式であると考えらえた．

表 2 術前後のレントゲン変化

表 3 各皮切ごとの術後瘢痕
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【まとめ】
今回関節鏡を併用した橈骨遠位端骨折の治療に対
して整容面に配慮した ARC法と従来法との比較を
行った．臨床成績に有意差はなく，整容面でのケロ
イド瘢痕の有無，創瘢痕の幅に有意差があり，ARC
法が統計学的に優位に整容的に優れていた．

【利益相反の開示】
本研究発表に関連し，開示すべき COI関係にあ
る企業等はありません．

【文　献】
1） 重松浩司ほか．橈骨遠位端骨折に対する鏡視下整復術
の検討 ARC（Arthroscopic Reduction and Cosmetic ap-
proaching）technique．日本手外科学会誌 27: 378-382, 
2011．

2） Imatani J, et al. Minimally invasive plate osteosynthesis 
for communited fractures of the metaphysis of the radi-
us．J Hand Surg Br 30: 220-225, 2010．

3） Abe Y．Plate presetting and arthroscopic reduction 
technique（PART）for treatment of distal radius frac-
tures．Handchir Mikrochir Plast Chir 45: 278-285, 
2014．

4） Ono H, et al. Distal radius fracture arthroscopic intraar-
ticular gap and step-off measurement after open reduc-
tion and internal fixation with a volar locking plate．J 
Orthop Sci 17: 443-449, 2012．
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橈骨遠位端骨折に背側骨移植は必要か
―整復後背側骨欠損部における CT像の検討―
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手術加療を行った橈骨遠位端骨折のうち，整復後背側骨欠損例の骨欠損修復を観察した．対象は 2013年
10月～2014年 11月に当科で治療した 10例 10手，55～92歳（平均 75歳），骨折型 AO分類，A3：3例，
C2：7例．評価は術前，直後，術後 3ヵ月に CTを行った．手術は掌側の展開のみで，背側の展開は行わず，
背側の侵襲は整復際に使用した K-wireのみとし，骨膜温存に配慮した．骨形成有無は術後 3ヵ月後の手関節
矢状断において術直後の CT像と比較した．結果，全例で骨形成を認めた．整復後背側骨欠損を認めた症例
でも 3カ月の経過で良好な骨形成を認める可能性が高い．

【緒　言】
背側・短縮転位をきたした橈骨遠位端骨折では整
復の際，背側に骨欠損を生じる場合が少なくない．
従来背側を展開し自家骨移植や人工骨移植が行われ
てきた歴史 1)2) があるが掌側ロッキングプレートの
普及により骨移植は少なくなった．しかし，骨欠損
部の修復に関した報告は較的少ない．今回 CT像に
より，骨形成の評価を行った．

【対象と方法】
2013年 10月～2014年 11月に当科で手術加療を行
った橈骨遠位端骨折のなかで，背側に粉砕を認めた
10例 10手（年齢：55～92歳，平均 75歳）を対象
とした．骨折型は AO/OTA分類で A3：3例，C2：
7例であった．手術は全例受傷後 10日以内に実施，
経 FCRアプローチにて展開した．整復操作におい
て，背側より K-wireの刺入（intra-focal pinning）は
行ったが，背側の展開は行わなかった．全例骨移植
は行っていない．内固定にはMedartis社製，ADAP-
TIVE plate®を使用．術後外固定は行わず，直後より
屈曲伸展運動開始，2週後より回外運動を行った．
背側骨欠損部の骨形成評価はCT像をもとに行った．
撮像は術前，術直後（翌日～1ヵ月），術後 3ヵ月の
3回施行，a：骨形成の有無を評価，b：背側傾斜角・
橈骨短縮を計測した．骨形成の有無は術直後，術後
3カ月の CT像において，整復後に認めた骨欠損部

の矢状断像にて比較した（表 1）．

【結　果】
全例（10例 10手）に，背側骨欠損部には 3カ月
後の CT像にて良好な仮骨形成を認めた．
受傷前の橈骨短縮の平均は 0.4 mm，背側傾斜角
の平均は -8.1 で゚あった．
受傷後 3カ月後と術後の CT像を比較では，橈骨

短縮の平均は 0.4 mm，背側傾斜角の矯正損失は平
均 0.7 と゚極わずかであり，全例術後 3カ月時で CT
像上骨癒合を確認できた．
【症例提示】

84歳女性．AO分類 A3．
手術は掌側アプローチにて展開．背側からのK-wire
の刺入（intra-focal pinning）のみで，展開はせず整
復した．骨移植行っていない．プレート固定後，背
側骨欠損は認めたものの，術後 3カ月のCT像では，
旺盛な骨外性仮骨の形成を認めた（図 1）．
術後の VTは -2.2度であった．受傷 3カ月後の CT
像では VTは -2.4度と -0.2度の矯正損失を認めた．
UVは術後は 0度，受傷後 3カ月においても 0度で
あり，矯正損失は認めなかった．

【考　察】
橈骨遠位端骨折において単純 X線像による骨移植
の必要性を論じた文献は散見するが，CT像での継

受理日　2015/10/18
独立行政法人労働者健康福祉機構東京労災病院　〒143-0013　東京都大田区大森南 4-13-21
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時的な評価を行ったものは少ない．掌側ロッキング
プレートの登場以前では，従来型プレートによる固
定に加え，背側展開による骨移植を行っていた経緯
がある．村田ら 3) は従来型プレート固定に加え，背
側より人工骨移植を行い，単純 X線像上良好な経過
を得たことを報告している．さらに木村ら 1) は背側
からの人工骨移植により骨癒合が促進される可能性
を論じている．掌側ロッキングプレートの登場によ
り，徐々に背側からの骨移植を行った報告は減少傾
向にあり，骨移植不要との報告が散見されるように

なった．渥美ら 4) は，掌側ロッキングプレートの使
用により橈骨遠位端骨折治療において骨移植の必要
性が無くなった可能性を論じている．しかしいずれ
も単純 X線像のみによる評価である．
演者らの CT像調査では整復後に生じる橈骨背側
骨欠損は術後 3カ月の経過で，十分に「仮骨で埋ま
る」ことが確認できた．その際，矯正損失をほとん
ど認めなかたため，骨欠損が埋まってゆくのは圧壊
による欠損の狭小ではなく，骨形成によるものと考
えられた．CT像上骨外性仮骨が旺盛に形成されて

図 1 CT画像上，3カ月の経過で骨欠損部を覆うように仮骨形成を認めた．

表 1
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おり，背側の展開という手術操作による骨膜血流の
破綻がないため，海綿骨による仮骨形成が欠損部を
充分に補ったものと推測している．背側骨欠損例に
おいて，背側の展開という手術侵襲による外骨膜性
骨化を障害しないよう，橈骨背側骨膜を温存するべ
きと考える．
この調査の問題点は，大きな骨欠損を生じた例や 
開放性骨折，C3typeの骨折が症例に入っておらず，
今後このタイプの骨折型の検討も必要と考える．

【まとめ】
1．橈骨遠位端骨折の術後，骨形成に関して CT像
による評価を行った．

2．術後 3カ月の経過で掌側傾斜角・短縮など矯
正損失もわずかであり，整復の際生じた骨欠損部に
も良好な仮骨形成像を認めた．

【利益相反の開示】
本研究発表に関連し，開示すべき COI関係にあ
る企業等はありません．

【文　献】
1） 木村岳弘ほか．橈骨遠位端骨折に対する人工骨補填材
料の使用経験．整形外科と災害外科 56: 649-655, 2007．

2） 中村英次郎ほか．橈骨遠位端骨折骨欠損に対する自家
骨移植の再考．骨折 26: 265-268, 2004．

3） 村田景一ほか．橈骨遠位端骨折に対するリン酸カルシ
ウム骨セメント（Biopex®）の使用経験．骨折 24: 689-
693, 2002．

4） 渥美 覚ほか．掌側ロッキングプレート（VLP）は橈骨
遠位端骨折治療における骨移植の必要性を排除した
か？　日手会誌 25: 690-692, 2009．
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橈骨遠位端関節内骨折の観血的整復固定術後の
変形治癒とMRI所見について
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橈骨遠位端関節内骨折の術後の関節面の不整がもたらされる過程を詳細に検討した．対象は観血的整復固
定術を施行した 30症例（男性 10例，女性 20例）で，受傷時年齢は 45～82歳（平均 66.5歳），骨折型は
AO分類で C1：13例，C2：5例，C3：12例，受傷から手術までの日数は平均 3.9日（0-9日）であった．
volar locking plateを用いて観血的整復固定術を行い，術後経時的な単純レントゲン像とMRIから関節面を
評価した．30症例の経過は 4つの型に分類された．1型：整復と術後経過がともに良好で全経過を通じて
step off, gapを認めなかった 16例．2型：整復は良好であったが，術後矯正損失が起こり，軟骨下骨に不整
が生じた 4例．3型：整復は不良で術直後不整を認めたものの，術後再転位が生じ，改善した 7例．4型：
整復は不良で術直後から step offや gapが残存し，術後増悪していった 3例．1型 16例中 9例にMRIにて
軟骨の損傷を認めた．2型 4例中 step offが 1例に gapが 2例に残存した．3型 7例中整復不良で 4例に
step off，5例に gapが術直後に認められたが経過中に再転位または骨片の縮小に伴って congruencyは改善
した．4型 3例中，2例の die punch fragmentが術後経過中に縮小消失し関節面の欠損を生じた．この関節
の欠損が今回の 30症例の中で最も大きな関節変化の原因であった．30症例中，骨片の再転位を 4例に，骨
片の縮小・消失は 9例に認めた．但し，骨片の縮小・消失は術後 1-3か月でありMRIの撮影時期とは異な
った．関節面を有する骨片の縮小・消失の原因の追究と対策が術後関節症性変化を防ぐ上で今後の課題であ
ると考えられた．

【緒　言】
橈骨遠位端関節内骨折は日常しばしば遭遇し，治

療にあたっては解剖学的に正確に整復することが手
関節の機能のために重要とされている 1)2)3)4)．現在
最も多く用いられる volar locking plate（以下 VLP）
は，創外固定に比べて強固な固定力を有し矯正損失
が少ないとされる 3)5)6) が，わずかながらも術後の
転位があるとの報告がある 7)8)．しかし最終的な関
節面の不整への影響については詳細な報告はない．
今回筆者らは橈骨遠位端骨折に対し，VLPを用い
た治療を行い，術後の関節面の不整をもたらす原因
を探るために，単純レントゲン画像とMRI画像か
ら術後関節面の変形と関節軟骨と骨の損傷について
観察し検討した．

【対象と方法】
2009年 9月から 2013年 4月まで当科で VLPを用

いて骨接合術で治療した橈骨遠位端関節内骨折 30例
（男性 10例，女性 20例）の画像について，retro-

spectiveに検討した．受傷時年齢は 45～82歳（平
均 66.5歳）であった．骨折型はAO分類でC1：13例，
C2：5例，C3：12例であった．尺骨茎状突起の骨
折を伴っていたのは 20例，尺骨遠位端骨折を合併
していたのは 3例であった．受傷から手術までは平
均 3.9日（0-9日）であった．
固定には Stryker社橈骨遠位端プレート（Smart-

Lock:26例 VariAx:4例）を使用した．整復および初
期固定に創外固定を併用したのは 22例であった．
創外固定装着期間は手術直後に除去したのは 2例，
残り 20例で平均 3.2週（3-4週）であった．術後平
均経過観察期間は平均 2年（1年から 3年 4か月）
である．評価は手関節の単純レントゲン正面像，側
面像，両斜位像を術前，手術直後と術後 2か月まで
毎週撮影，その後半年後までは毎月，その後 1か月

受理日　2015/11/03
＊医療法人孟仁会　東大阪山路病院　〒578-0925　大阪府東大阪市稲葉 1丁目 7番 5号
＊＊行岡病院　手の外科センター
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から半年毎に撮影し，単純レントゲンで ulnar vari-
ance（UV），volar tilt（VT），radial inclination（RI）
を計測した．また関節面の congruencyについて
gap, step offの計測を行った．術後平均 8か月（6
か月から 1年 9か月）で抜釘し，その後MRIを撮
影した．なお Die punch fractureについては，橈骨
側面の骨皮質との連続性を失い，不安定性を呈し孤
立して近位方向に陥没した関節面中央部の骨片を，
今回は die punch fragmentとした．

【結　果】
単純レントゲンの計測では RIは手術直後で 21.9

±2.9 手゚術 1か月後で 21.7±3.0 ，゚術後 3か月で
21.6±3.5 ，゚術後 6か月で 21.5±3.7 ，゚術後 1年で
21.5±3.8 で゚あった．VTは手術直後で 3.8±5.1 手゚
術 1か月後で 3.7±5.3 ，゚術後 3か月で 3.3±5.3 ，゚
術後 6か月で 3.3±5.3 ，゚術後 1年で 3.8±5.7 で゚あ
った．UVは 3例が尺骨遠位端骨折のため 27例で
の計測になるが，経過を通して変化なしが 17例，1 
mm未満の損失は3例，1 mmの損失は7例であった．
1 mmより大きな損失はなかった．手術直後で 0.024
±1.15 m手術 1か月後で 0.044±1.17 mm，術後 3
か月で 0.296±1.12 mm，術後 6か月で 0.296±1.12 
mm，術後 1年で 0.295±1.12 mmであった．微小
であっても矯正損失が起きる症例があった．
今回の 30症例では関節内骨折の整復と術後の矯
正損失について以下の傾向をもつ 4つの型に分類さ
れた．

1型（16例，平均年齢 69歳（58-86歳），内訳は
男性 5名，女性 11名，AO分類C1：10例，C2：1例，
C3：5例）：整復，術後の経過がともに良好で全経
過を通じて単純レントゲン上，step off, gapを認め
なかった症例．

2型（4例，平均年齢 70歳（59-80歳），内訳は男
性 1名，女性 3名，AO分類 C2：2例，C3：2例）： 
整復は良好で術直後単純レントゲンで step off, gap
を認めなかったが，術後矯正損失が起こり，gapま
たは step offが生じた症例．

3型（7例，平均年齢 62歳（51-70歳），内訳は男
性 5名，女性 11名，AO分類 C1：3例，C2：1例，
C3：3例）：整復は不良で術直後 step off, gapを認め
たものの，術後自然修復がえられ，gapまたは step 
offが改善した症例．

4型（3例，平均年齢 59歳（48-67歳），内訳は男

性 1名，女性 2名，AO分類 C2：1例，C3：2例）：
整復は不良で術直後から step off, gap残存し，術後
増悪していった症例．
【転位と骨片の縮小について】
30例中，術後骨片の再転位が認められたのは 2型

1例，3型 2例，4型 1例の計 4例であった．術後
2-3週は転位が認められず，術後それぞれ 1か月か
ら 2か月後に転位が認められた．また 4例中 2例は
骨片の縮小も伴っていた．次に明らかな転位を伴わ
ない，骨片の縮小が認められたのは 1型 2例，2型
3例，3型 2例，4型 2例の計 9例であった．1型 2
例の骨片の縮小では関節面に影響はなかった．2型
3例のうち 2例で骨片の縮小とともに関節面の gap
を生じた（図 2）が，3型の 1例では骨片が縮小す
るにつれて step offが改善していった（図 3）．4型
2例では遠位骨片の縮小から消失に至り，関節面に
欠損を生じた（図 4，5）．この骨片の消失を認めた
個所は単純レントゲンで骨硬化像と透亮像が混在し
MRI T1および T2強調画像で低輝度であった（図 4，
5）．この骨片が消失した 2例以外の 7例でも骨片の
縮小とともに骨硬化像が認められた．
【Die punch fragmentについて】
今回の 30症例のうち 6症例（1型 1例，2型 1例，

3型 2例，4型 2例）に認められた．関節下骨のMRI
低輝度変化に陥ったのは 30症例中 4型に含まれる
2症例の関節面中央の die punch fractureの骨片のみ
であった．
【症例提示】
症例 1（1型）
74歳女性．転倒して受傷．レントゲンと CTにて

AO分類 C2型骨折を認めた（図 1a）．7日後全身麻
酔と伝達麻酔下に掌側ロッキングプレートを用いて
観血的整復固定術を施行．gap，step offを残すこと
なく良好な整復が得られた（図 1b）．術直後から術
後 1年 10か月の経過を通して単純レントゲン上明
らかな gap，step offは認めなかった（図 1b-d）．術
後 10か月でのMRIでは関節軟骨，軟骨下骨の明ら
かな損傷は認められない（図 1e，f）．
症例 2（2型）
80歳女性歩行中転倒し右手をついて受傷．単純

レントゲンと CTにて AO分類 C3型骨折を認めた
（図 2a）．5日後創外固定による牽引下に VLPを用
いて観血的整復固定術を施行．手術直後，関節面の
整復は良好であった（図 2b）．術後 1か月の単純レ
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ントゲンで骨癒合が得られ始めるが尺側骨片の辺縁
に骨透亮像と硬化像を認めた（図 2c）．術後 3-6か
月で骨癒合が進むが，骨片の縮小も認められた．骨

透亮像と硬化像も残存（図 2d，e）．術後 6か月で
抜釘し，MRIを撮影したところ，関節軟骨と軟骨
下骨の損傷が認められた．また橈骨遠位骨折線に沿

図 1 症例 1（1型）74歳女性．a：受傷時 CT像．AO分類 C2型骨折を認めた．
b：手術直後．gap，step offは認められない．c：術後 9か月．d：術後 1
年 10か月．明らかな gap，step offは認めなかった．e, f：術後 10か月で
のMRI T2強調画像冠状面と横断面．関節軟骨，軟骨下骨の明らかな損
傷は認めない．

図 2 症例 2（2型）80歳女性．a：受傷時 CT像．AO分類 C3型骨折を認めた．
b：手術直後．gap，step offは認められず．c：術後 1か月．骨癒合が一
部認められる．d：術後 3か月．尺側骨片の縮小を認める．e：術後 6か月．
骨癒合が得られている．関節面に約 3 mmの gapも認められた．f：術後
6か月でのMRI T1強調画像冠状面．関節軟骨と軟骨下骨の損傷が認めら
れ gapも認められた．橈骨遠位骨折線に沿って低輝度領域を認める．h：
術後 1年．関節面の gapが残存．骨硬化像を認める．i：術後 2年 3か月．
関節面の約 3 mmの gap，骨硬化像が残存．関節裂隙は保たれている．
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って低輝度領域を認める（図 2f）．術後 1年から術
後 3年 5か月の最終調査時の単純レントゲンでも
3mmの gapが残存する．しかし関節裂隙の狭小は
認めていない（図 2g，h）．
症例 3（3型）
65歳女性．転倒して受傷．CTにて AO分類 C1

型骨折を認めた（図 3a）．翌日観血的整復固定術を
施行．整復は不十分で手術直後の単純レントゲンで
遠位骨片の転位と 1.5 mmの step offが認められた
（図 3b）．術後 1か月で一部骨の連続性が得られ始
め（図 3c），術後 3か月で骨癒合が得られた（図 3d）．
その頃より改善し術後 6か月後から 1年後にかけて

図 3 症例 3（3型）65歳女性．転倒して受傷．a：受傷時 CT像．AO分類 C1
型骨折を認める．b：観血的整復固定術直後．1.5 mmの step offが認め
られた．c：術後 1か月．骨癒合が始まるが，骨片の縮小も認められる．d：
術後 3か月．骨癒合と骨片の縮小も進行．step offは緩やかになっている．
e：術後 6か月．step offは更に緩やかになっている．f, g：術後 6か月で
のMRI T2強調画像冠状面と横断面．関節軟骨，軟骨下骨の明らかな損
傷は認めない．h: 術後 1年 9か月．関節裂隙の狭小は認めていない．

図 4 症例 4（4型）48歳男性．a：受傷時 CT像．AO分類 C3型骨折を認める．
b：観血的整復固定術直後．1 mmの gapを認めた．c：術後 6か月．軟
骨下骨の硬化像が認められる．d: 術後 9か月の CT像．軟骨下骨の硬化
像と透亮像，3 mmの gapを認めた．e, f：術後 9か月でのMRI T2強調
画像冠状面と横断面．関節面中央部の低輝度域を認める．g：術後 1年 2
か月．h：術後 1年 5か月．軟骨下骨の硬化像が認められる．関節裂隙
が狭小している
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step offは改善していった（図 3b-e）．術後 6ヶ月後
のMRIにて関節軟骨の連続性が認められた（図 3f, 
g）．術後 1年 9か月後の最終調査時には step offは
1 mm残存した．関節狭小化は認めていない（図 3h）．
症例 4（4型）
48歳男性．転倒して左手を突き受傷．単純レント

ゲンと CTにて AO分類 C3型骨折を認めた（図 4a）．
5日後牽引と術後の保持のために創外固定を併用し
ながら，掌側ロッキングプレートを用いて観血的整
復固定術を施行した．手術直後の単純レントゲンで
それぞれ 1 mmの gapを認めた（図 4b）．術後 2か
月で骨癒合は進むが，遠位骨片の硬化像が認められ
た（図 4c）．以後骨癒合は進むが軟骨下骨の硬化像
と関節面の欠損部分は拡大した（図 4d）．本人の仕
事の都合にて術後 10か月で抜釘を施行した．MRI
にて橈骨側の関節面と関節下骨が消失欠損していた
（図 4e，f）．術後 1年 2か月，1年 5か月で関節裂
隙が狭小していた（図 4g，h）．
症例 5（4型）
67歳女性．転倒して左手を突き受傷．単純レント

ゲンと CTにて AO分類 C3型骨折を認めた（図 5a）．
6日後，創外固定を併用しながら，掌側ロッキング
プレートを用いて観血的整復固定術を施行した．整
復は不良で，術直後の単純レントゲンでは関節面に

1 mmの step offが認められた（図 5b）．術後 2か月
で骨癒合は進むが，以後遠位骨片の硬化像が認めら
れた（図 5c）．術後 10か月で抜釘を施行した（図 5d）．
MRIにて橈骨側の関節面と関節下骨が消失欠損し
ていた（図 5e，f）．術後 1年で関節裂隙の狭小が認
められた（図 5g）．3年 2か月で骨硬化像は軽減し
ている．関節裂隙の狭小化の増悪は明らかではない
（図 5h）．

【考　察】
橈骨遠位端の関節面に遺残した step offはその後

の関節症性変化の原因になることが知られている 2)3)．
関節面の不整の残存は，関節症変化（arthrosis）と
は強く相関するが手関節の機能障害とは必ずしも相
関しないとの報告もある 9)．しかし Trumbleら 4) は
関節面の step off, gapや橈骨の短縮の整復の程度が
術後の手関節機能に大きく影響したと報告した．
Biomechanicalな実験では 1 mmの step offであって
も圧力は増加することが示された 10)．この度の 1型
から 4型の分類は手術時からの経過の分類である．
術中から術後の経過全体をみると，（術直後の整復
が良好か不良かの 2通り）×（その後の経過が順調
か増悪かの 2通り）なので，この 4通りの型しかあ
りえない．術中正確に整復できれば 1または 2型に

図 5 症例 5（4型）67歳女性．a：受傷時 CT像．AO分類 C3型骨折を認める．
b：手術直後．それぞれ 1 mmの gap，step offを認める．c：術後 2か月．
一部骨の連続性が得られ始めている．d：術後 10か月の単純レントゲン
像．軟骨下骨の硬化像を認める．e, f：術後 11か月でのMRI T2強調画
像冠状面と横断面．関節面中央部の関節軟骨，軟骨下骨の低輝度領域を
認める．g：術後 1年 1か月．軟骨下骨の硬化像が認められ，関節裂隙が
狭小している．h：術後 1年 5か月．関節裂隙の狭小は進行していない．
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属し，関節の障害は比較的軽度に抑えられるが，術
中の整復に不完全であると，術後さらに骨片の転位
や消失が加わった場合，関節の障害は早期に重篤と
なる可能性がある．以下に術後の関節面の変化につ
いて述べる．
【骨片の再転位について】
Jeudyら 5) の報告でも術後半年で RIは 24.3から

24.1と変化がないのに対して UVは -0.6 mmから
+0.4 mmへと短縮，VTも +2.6 か゚ら -0.3 と゚わずか
ながらも矯正損失が起きていた．VLPで治療によ
る治療が始まる以前の報告では，Knirkと Jupiter 2)

はその論文の中で 17/43例で固定後再転位が起き，
その 17例の中で 9例は関節面の不整が増悪する方向
に再転位したが，8例は関節面の不整が改善する方
向に再転位したと記載している．Knirkと Jupiter 2)

は固定後の転位の変化について congruencyが増悪
した 9例については詳細に述べられているが，関節
面の congruencyが改善した 8症例の経緯について
は述べられていない．Osadaら 7) は橈骨遠位端骨折
を VLPで治療した 49例のうち，術後 12例で UVの
損失を生じ，1例で step offが術後経過を通して拡大
したが，全体として統計学的に有意な変化ではなか
ったと報告した．また Rheeら 8) は骨粗鬆の強い高
齢女性の 122例では有意に UVが術後の損失が認め
られたが，損失後の UVは最終的に健側と同じであ
ったと報告した．いずれにせよ関節面の不整の原因
は整復不良と整復位の骨片の転位とされてきた 2)．
今回の調査で再転位が認められたのは4例であった．
術後 2-3週は転位が認められず，術後 1か月後に転
位が認められた．これは術後 1か月ごろ手関節の活
動が増すためかも知れないが，3例中 2例は遠位骨
片の縮小も伴っていたことから，術後 1か月ごろか
ら完全に骨癒合が得られるまでの期間は骨片間や骨
片とプレート・スクリューとの間の固定力が脆弱に
なる可能性があると考える．骨片間をそれぞれの面
を正確に合わせていても骨片が縮小すれば隣接する
骨片との接合面が不安定になる可能性もあると考え
る．
【小骨片の縮小・消失について】
術後矯正損失について，骨片の転位のみならず骨
片の縮小に言及したのは，筆者らが渉猟しえた範囲
では報告はない．しかしながら橈骨遠位端骨折に限
らず剥離骨折などでの小骨片が，受傷直後は鋭であ
った辺縁が経過にともなって鈍になり骨片も縮小し

ていく過程は日常診療で頻繁にみられることであ
る．今回明らかな骨片の転位を伴わずに骨片の縮小
が認められたのは 1型 2例，2型 3例，3型 2例，4
型 2例の計 9例であった．4型 2例では遠位骨片の
縮小から消失に至り，関節面に欠損を生じた（図 4，
5）．この骨片の消失を認めた個所は単純レントゲン
で骨硬化像と透亮像が混在しMRI T1および T2強
調画像で低輝度であった（図 4，5）．4型の骨片が
消失した 2例以外の 7例でも骨片の縮小とともに単
純レントゲンで硬化像が認められた．骨片の縮小は
血行障害を伴う可能性があると考えるが，術後 6-21
か月に撮影されたMRIでは明らかな輝度変化は認
められなかった．これは術後 1-3か月であった骨片
の縮小と時期が異なり，このため今回証明ができな
かった可能性があり今後の課題としたい．
【Die punch fractureについて】
今回，関節面中央部の皮質骨との連続を失い，近
位方向に孤立して陥没した骨片を die punch frag-
mentとした．この die punch fragmentの整復後の経
過中に消失して生じた関節面の欠損について gapと
してとらえるか step offとしてとらえるのがよいの
か今までに指標がない．今回の 2例では関節面が落
ち込んだのではなく小骨片ごと消失しており，gap
として検討した．関節中央部の die punch fragment
は今回 30例中 6例にみられ，このうち 1型と 2型
はそれぞれ 1例であり，3型と 4型は 2例ずつであ
った．すなわち 6例中 4例は congruencyが良好な
状態で骨癒合が得られたが，4型の 2例の die punch 
fragmentは術後 2か月から 3か月より遅発性に吸収
され関節面が軟骨下骨とともに消失し関節面の con-
gruencyが損なわれた．これは今回の関節面の不整
の最も大きな障害の因子となった．MRIでは関節面
の欠損部は関節軟骨から軟骨下骨まで単純レントゲ
ンよりも広範囲に輝度低下をみたことなどから一部
骨壊死に陥っていた可能性が示唆されたと考える．
【関節症性変化について】
橈骨遠位端骨折後の関節症性変化に大きな影響が
あるのは step offの遺残との報告がある 2)3)．Knirk
と Jupitor 2) は 1mmでも step offが残存した症例の
91％がその後，関節症性変化に陥ったと報告したが，
Krederら 3) は step offが 2mm以上であれば 2 mm
未満の step offの症例よりも関節症に陥る riskが 10
倍になると報告した．この不一致があっても，どち
らも 2 mm以上の step offで高率に関節症に陥ると
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いうことは共通で，1 mm以下の step offが遺残した
症例でのその後の関節症性変化が症例によってばら
つきがあることが原因ではなかったかと推測する．
今回の症例では整復不備にて残存した 4例と術後経
過中に矯正損失で生じた 2例の計 6例で認められた
step offは，再転位で 0 mmまで消失したもの 3例，
遠位骨片の縮小につれて 0 mmになったもの 2例，
1 mm残存したもの 1例と，単純レントゲン計測で
も症例ごとにばらつきがあった．さらに骨片の縮小
の項で述べたように骨片の辺縁も鈍になり step off
も緩やかになる．経過について症例間のこれらの差
異により 2 mm未満の step offの関節症性変化に対
する報告間の差異として反映されたのではないかと
推論する．
本研究の限界は症例数が少ないことと経過観察期
間が短いことである．さらに骨片の縮小が進む時期
にMRI等で血流の評価ができておらず，原因が未
だ不明であることである．骨折治療については正確
な整復と安定した固定が必要であるが，骨片の縮小
や消失の予想と対策ができることが，より完璧な治
療を目指す上で有用と考える．

【まとめ】
VLPによる観血的整復固定術を施行した橈骨遠
位端関節内骨折 30症例に対し，単純レントゲンに
て術後の関節面の継時的変化を，抜釘後MRIにて
関節の状態を観察し，術後の関節面の不整がもたら
される過程を検討した．手術時の整復の状態と術後
の再転位に加えて，遠位骨片の遅発性の縮小によっ
ても関節面は変化した．関節面を有する骨片の消失
が 2症例に観察され，これが早期の関節症性変化の
誘因となった．MRIにて低輝度変化をみとめ骨壊
死の可能性があるが，骨片の消失とMRIの撮影時
期が異なり，原因は現時点では不確実である．

【利益相反の開示】
本研究発表に関連し，開示すべき COI関係にあ
る企業等はありません．
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橈骨遠位端骨折術後プレート抜釘の効果
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橈骨遠位端骨折に対して施行された掌側ロッキングプレートの抜釘前後での自他覚所見を比較検討した．
プレート固定術後に 5か月以上経過し骨癒合が得られた後，抜釘を行った 39例（男性 5例，女性 34例，平
均年齢 65歳）を調査対象とした．抜釘時期は固定術後平均 7か月，評価時期は抜釘術後平均 4.6か月であ
った．手関節背屈，掌屈可動域および握力において，統計学的有意差をもって抜釘後に改善を認めたが，自
覚的所見では有意差を認めなかった．抜釘時に全例で橈側手根屈筋腱，長母指屈筋腱および深指屈筋腱を周
囲組織から剥離しており，それにより各屈筋腱の滑走が改善したことが背屈・掌屈可動域および握力の改善
につながったと推測した．抜釘時に橈骨動脈および正中神経を損傷する危険性に十分留意し，その上で単に
プレートの抜釘を行うだけではなく各屈筋腱の剥離術を併施すれば，手関節の掌背屈可動域および握力が改
善する可能性がある．

【緒　言】
橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート
固定術は，近年同骨折に対する標準的な術式とな
り，人口の高齢化に伴って手術症例数も増加の一途
をたどっている．それに伴い術後合併症として屈筋
腱皮下断裂の報告も増えており，その予防のために
積極的な抜釘を支持する意見も散見される 1)2)．こ
れまで患者から抜釘後に「すっきりした」「動きが
軽くなった気がする」等の報告を受けても，それは
患者の「思い込み」であると解釈していた．また屈
筋腱皮下断裂に関する報告は多いが，抜釘そのもの
の効果を論じた報告は少ない．そこで今回，プレー
トの抜釘そのものが自他覚所見に及ぼす影響を調べ
たので報告する．

【対象と方法】
2012年から 2014年の 2年間に掌側ロッキングプ
レート固定術後に 5か月以上経過し，抜釘を行った
症例を調査対象とした．抜釘時全例で屈筋腱の滑走
床にあたる方形回内筋から長母指屈筋腱および深指
屈筋腱を剥離，かつ橈側手根屈筋腱もその腱鞘内で
剥離した．男性 5例，女性 34例の計 39例，29～77
歳（平均年齢 65歳）が対象となり，抜釘時期は固
定術後 5～13か月（平均 7.0か月）であった．自他

覚所見の評価は，抜釘直前と抜釘後 4～12か月（平
均 4.6か月）経過後の 2回行った．手術は全例同一
術者が行い，手関節機能評価は 4名の OTが，患者
立脚型評価は2名の医療秘書が聴取した．抜釘術前・
術後評価として手関節可動域，握力，QuickDASH，
Hand-20，modified Cooney scoreおよび斎藤の de-
merit point systemを調査した．統計学的検討には
関連のある 2群の差の検定に paired t-testおよび
Wilcoxon signed-ranks test，独立した 2群の差の検
定にWelch’s t-testを用いた．

【結　果】
背屈は抜釘前平均 59度（SD8.7）が，抜釘後平
均 63度（SD9.0）で P＝0.009，掌屈は抜釘前平均
52度（SD10.5）が，抜釘後平均 54度（SD10.1）で
P＝0.038となり，共に統計学的有意差をもって抜
釘後に改善が見られた（表 1）．橈尺屈および回内
外可動域には，抜釘前後で有意差を認めなかった．
握力は抜釘前健側比平均 85％，抜釘後平均 92％で
P＝0.006となり，抜釘後に有意に改善していた．
しかし，これは単純に時間の経過に伴う握力の自然
回復である可能性も否定できないため，抜釘後握力
増加群と不変もしくは低下群の 2群に分けて，さら
に検討を行った．結果，握力増加群は骨接合術から

受理日　2015/09/23
公立玉名中央病院　〒865-0064　熊本県玉名市中 1950
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抜釘後評価時点までの経過期間が平均 10.8か月で
あったのに対し，不変もしくは低下群は 12.9か月
であり，単純に経過期間が長くなればなるほど，握
力もより改善しているというわけではなかった．さ
らに骨接合術後 5か月以上経過した後の経過期間と
握力との相関も調べた．Spearman’s correlation co-
efficient by rank test で相関係数は r＝0.29（P＝
0.01）であり，やや正の相関を認めた（図 1）．患者
立脚型評価である Quick DASHおよび Hand 20，手
関節機能総合評価であるModified Cooney scoreお
よび斎藤の demerit point systemでは抜釘前後で有
意差を認めなかった．

【考　察】
近年，橈骨遠位端骨折の治療で設置された掌側ロ
ッキングプレートに起因して発生する屈筋腱皮下断
裂の報告が散見されるようになり，それを予防する
ための積極的なプレートの抜釘を支持する意見も見
られ 1)2)，術後合併症としての屈筋腱皮下断裂の観
点から論じた報告となるとさらに多い 3)4)5)．しか
し，プレートを抜釘すること，それ自体がもたらす
効果を論じた報告は渉猟できなかった．これまで実
際に抜釘を行った後に，患者から「抜釘したのです
っきりした」「指の動きが軽くなった気がする」等
の報告を受けることがあったが，それは単なる患者

表 1 背屈，掌屈可動域および握力において抜釘後に有意な改善を認める．

図 1 骨接合術後 5か月以上経過後の経過期間と握力との相関，相関係
数は r ＝ 0.29とやや正の相関を認める．
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の「思い込み」であると解釈していた．以上の理由
から今回，抜釘を行う直前と抜釘後 4か月以上経過
後に，自他覚所見を計測し，抜釘前後での 2群間比
較を行った．手関節可動域では背屈および掌屈のみ
が術後有意に改善した．これは抜釘時全例で屈筋腱
の滑走床にあたる方形回内筋から長母指屈筋腱およ
び深指屈筋腱を剥離，かつ橈側手根屈筋腱もその腱
鞘内で剥離しており，これにより屈筋腱の滑走が改
善したため掌背屈可動域も改善したものと推測し
た．そして屈筋腱の滑走が改善したことが，患者に
「すっきりした」という感覚をもたらしたものと推
測した．因みに術中確認した屈筋腱の癒着の程度に
は当然ながら症例により差があり，そのため今回手
術を施行した全症例において抜釘術後に可動域の改
善を認めたわけではない．しかし Berglundらも掌
側プレート術後の合併症の一つとして屈筋腱の癒着
を挙げており 3)，骨折を受傷し手術を受けた以上は
程度の差こそあれ腱の癒着は発生するものであり，
抜釘をするのであればこれらの屈筋腱の剥離を合わ
せて行っても良いのではないかと考える．ただし，
抜釘時は当然のことながら橈骨動脈および正中神経
を損傷するリスクが存在する．また橈骨神経浅枝の
終末枝と思われる細い神経枝が，橈側手根屈筋腱腱
鞘の深側を橈側近位から正中遠位方向に向かって走
行する症例も存在し，それを損傷すると母指球基部
に感覚異常を生じるため，十分な術前説明と術中の
注意が必要である．握力も術後に有意に改善した．
しかし初回手術から時間が経過し，単純に経時的な
変化として握力が回復したとも考えられるため，抜
釘後握力増加群と不変・低下群の 2群間で経過期間
について比較した．結果，握力増加群のほうが評価
時の経過期間がより長いという傾向はなかった．ま
た術後経過期間と握力との相関も調べたが，プレー
ト固定術後 5か月以上の期間においては，やや正の
相関を認める程度であり，抜釘時腱剥離操作による
屈筋腱滑走の改善は握力増強の一要因である可能性
が示唆された．因みに手関節可動域および握力の経
時的な回復が，今回の結果に対してどの程度影響を
及ぼしているかであるが，諸家の報告では早期から
リハビリ介入を行えば可動域に関しては術後 2~4か
月でプラトーに達している 6)7)8)．当院でもプレート
固定術後は，ほぼ全例で術後 2~3日以内にハンドセ
ラピィを開始しており，可動域がプラトーに達した
時点でリハビリを終了とした症例を調べた結果，平

均リハビリ介入期間は 58日間であった．また握力
に関しても Brehmerらは術後 3か月の時点で最大
の回復に達したと報告しており 6)，術後早期から積
極的にリハビリ介入を行えば，可動域・握力ともに
術後 4か月の時点ではほぼプラトーに達していると
推測され，著者らの今回の結果に関する経時的な自
然回復の影響は少ないものと考えられる．

【まとめ】
橈骨遠位端骨折に対する掌側プレート固定術後症

例の，プレート抜釘術前後の自他覚所見を比較した．
抜釘時に長母指屈筋腱，深指屈筋腱および橈側手根
屈筋腱の剥離術を併施することで，手関節掌背屈可
動域および握力が改善する可能性が示唆された．

【利益相反の開示】
本研究発表に関連し，開示すべき COI関係にあ
る企業等はありません．
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背側転位型の橈骨遠位端骨折変形癒合 10例に対する橈骨矯正骨切り術の臨床的・X線学的治療効果を検
討した．平均年令 59.2才で，手術は open wedge osteotomyが 8例，closed wedge osteotomyが 2例で，全
例掌側ロッキングプレートで固定した．術後平均 1年 7か月時点で，疼痛，握力，可動域は改善し，modi-
fied Mayo wrist scoreは平均 87点，quick DASHは平均 4.3点と臨床的には良好な治療成績が得られていた．
手根配列異常に関しても，radio-lunate angle（術前→術後）が -21.0 →゚ -1.5 ，゚effective radio-lunate flexion（術
前→術後）が 14.5 →゚ 1.1 と゚概ね良好な矯正位であったが，手術まで 15年経過した 1例と背屈変形が高度な
radio-carpal malalignmentの 2例では，矯正後も月状骨の背屈変形が残存する傾向があり注意が必要である．

【緒　言】
橈骨遠位端骨折変形癒合例に対する橈骨矯正骨切
り術は，疼痛・握力低下・可動域制限といった臨床
症状に対しては概ね良好な改善が期待できる治療法
であるが，合併する手根配列異常に対する治療効果
に関しては，いまだ明確ではない．
そこで今回，変形癒合例に認める手根配列異常を

X線学的に調査し，配列異常と臨床症状に対する橈
骨矯正骨切り術の矯正効果について検討したので報
告する．

【対象と方法】
橈骨遠位端骨折変形癒合に対し橈骨矯正骨切り術
を施行した 10例を対象とした．男性 4例，女性 6例，
骨折は全例背側転位型で，すべて保存的に治療が行
われていた．手術時平均年令は59.2才（35才 -82才），
骨折から矯正骨切り術まで平均 2年 4か月（2か月
-15年），術後経過観察期間は平均 1年 7か月（3か
月 -3年）であった．
術式は変形癒合の程度および遠位橈尺関節の状態
をもとに，open wedge osteotomy が 8 例，closed 
wedge osteotomyに尺骨の処置を追加したものが 2
例（尺骨短縮術 1例，Darrach法 1例）で，固定に
は全例掌側 Locking plateを使用した．なお，open 
wedge osteotomyの 8例では，矯正後の骨欠損部に

人工骨補填が 4例，海綿骨移植が 3例，両者の併用
が 1例であった．
これらに対し，臨床的には可動域・握力・modi-

fied Mayo Wrist scoreおよび quick DASHを，また
X線像から，volar tilt（以下 VT），ulnar variance（以
下 UV），radial inclination（ 以 下 RI），radio-lunate 
angle（以下RL角），scapho-lunate angle（以下SL角），
capito-lunate angle（以下 CL角）および Guptaらの
方法 3) を参考に，VT及び RL角をともに健側値で
補正した true effective radio-lunate flexion（以下
ERLF）を計測し，矯正骨切り術の臨床的・X線学
的効果に関して検討を加えた（図 1）．

【結　果】
骨癒合は術後平均 3か月で全例に認められた．X

線学的各パラメーターの変化（術前→術後→最終）
は，VT（ ）゚ が -29.3±13.6 → 3.3±5.1 → 3.6±5.3，
UV（mm）が 4.3±3.5→ -0.2±2.2→ 0.2±2.2，RI（ ）゚
が 14.5±8.0→ 18.5±5.3→ 18.3±5.1と，術前認め
られた変形は，術式に関わらず概ね許容範囲内に矯
正されており，骨癒合まで矯正位は保持されてい
た．
術前後の可動域（術前→最終調査時）は，手関節
背屈（ ）゚：45.4±23.4 → 60.5±9.6（p＝0.075），掌
屈（ ）゚：35±16.0→ 58.5±13.1（p＝0.001），回内（ ）゚：

受理日　2015/09/24
＊医療法人慧明会　貞松病院　〒856-0831　長崎県大村市東本町 537番地
＊＊長崎労災病院整形外科
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61.0±18.4→ 75.0±5.8（p＝0.025），回外（ ）゚：75.0
±11.8→ 85.5±5.0（p＝0.005）と，背屈以外は有意
に改善し，握力は健側比で術前 46.5±24.9％が術後
87.3±19.8％と有意な増大を認めた（p＝0.0009）．ま
た，modified Mayo Wrist scoreは 87.0±7.1点，quick 
DASHは 4.3±4.2点であり，臨床的には概ね良好な
改善効果が認められた．
手根骨間の角度変化（術前→術後→最終）に関し
てみると，RL角（ ）゚は -21.0±12.4→ -1.5±7.1→ 
-1.5±8.5とその平均値は術後良好に矯正されていた
（図 2）．但し，正常範囲内に矯正されていたのは 8
例で，受傷後 15年経過の 1例と背屈変形が高度な
1例は，術後も RL角は -10 以゚下を呈していた．一

方 SL角（ ）゚は 65.0±9.4→ 58.5±3.4→ 60.5±5.5，
CL 角（ ）゚は 11.0±9.9 → 4.8±3.4 → 5.7±2.9 と，
全例が概ね正常範囲内の手根配列を呈しており，術
式によらず術前後での配列の変動は少なかった．
橈骨関節面に対する月状骨関節面の傾斜を評価し
た ERLF（ ）゚は，術前 14.5±8.1→術後 1.4±5.7→
最終1.1±6.7と，月状骨の掌屈角度は有意に減少し，
橈骨関節面の傾斜に近似していた（p＝0.006）（図3）．
これを術前の ERLFが 25 未゚満と 25 以゚上で分けて
みると，術前 25 未゚満の 8例中，15年経過の 1例を
除く 7例では，術前後での変化はわずかで概ね月状
骨は軽度掌屈位のままであったが，15年経過の 1
例と術前 25 以゚上の 2例では，矯正後の月状骨は橈

図 2 Volar tiltと radio-lunate angeの変化　VT（°）は術前 -29.3±
13.6，術後 3.3±5.1，最終調査時 3.6±5.3と概ね良好に矯正
されていた．一方，RL角（°）は術前 -21.0±12.4，術後 -1.5
±7.1，最終調査時 -1.5±8.5で，平均値は良好だが，個々の
改善度にはばらつきがみられた．

図 1 Effective radio-lunate flexion（ERLF）．ERLF＝（患側 dorsal tilt+健側 volar tilt）
-（患側 RLAと健側 RLAの差）　ERLF＜25°をmidcarpal malalignment，ERLF≧
25°を radiocarpal malalignmentと分類．

図 3 Effective radio-lunate flexionの変化　ERLF
（°）は術前 14.5±8.1，術後 1.4±5.7，最終
調査時 1.1±6.7で，7例は月状骨の掌屈角
度の変化はわずかであったが，3例は術後
に月状骨は背屈位を呈していた．
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骨関節面に対して背屈位となっていた．
次に VTの矯正角度と RLAの変化度の関係を，術

前 ERLFが 25 未゚満の 8例でみると，VTの矯正によ
る橈骨関節面の角度と月状骨の角度には強い正の相
関が認められた（r＝0.83,p＝0.01）（図 4）．また臨床
的には，術前 ERLFとmodified Mayo Wrist scoreに
は弱い負の相関を認め（r＝-0.6,p＝0.06），術前 ERLF
が大きいと術後の総合評価が劣る傾向にあり，さら
に術後の ERLFと quick DASHには負の相関が認め
られ，月状骨の背屈位が増すほど quick DASH は有
意に低下していた（r＝-0.75,p＝0.013）（図 5）．
【症例提示】
症例 1：35才男性．橈骨遠位端骨折後 15年の長
期経過例．回内/回外：70 /゚90 ，゚背屈/掌屈：80゜
/50 ，゚手関節背側に痛みを有し，握力は健側比で
80.6％であった．術前 VT：-30 ，゚UV：0mm，RI：
16 ，゚RL角：-30 ，゚ERLF：13 で゚mid-carpal malalign-
mentが認められた．橈骨変形癒合部で incomplete 
open wedge osteotomyを行い，欠損部に海綿骨を
移植．術後 2年経過時点で VTは 10 に゚矯正されて
いるが，RL角は -10 ，゚ERLFは -7 と゚月状骨は背屈
位を呈していた（図 6）．臨床的には，疼痛なく，回
内/回外：70 /゚90 ，゚背屈/掌屈：60 /゚70 ，゚握力（健
側比）は 113％で，modified Mayo Wrist score95点，
quick DASH0点と良好である．
症例 2：82才男性．橈骨遠位端骨折後 1年 3ヵ月

経過例．回内/回外は 80 /゚80 と゚良好であったが，ADL
での痛み強く，背屈/掌屈は 50 /゚15 で゚握力は健側比
33％であった．術前 VT：-55 ，゚UV：+10 mm，RI：5 ，゚
RL角：-35 ，゚ERLF：30 の゚ radio-carpal malalignment
例であった．10 mmの plus varianceと sigmoid notch
の変形を認め，患者背景や活動性も考慮して，橈骨
遠位での closed wedge osteotomyに Darrach法を
併用した．術後 1年経過時，VT：0 ，゚RL角：-20 ，゚
ERLF：-10 と゚月状骨は背屈位であり，回内/回外：
80 /゚90 ，゚背屈/掌屈：60 /゚65 で゚，疼痛も軽減はし
ているが，握力の改善は健側比 54％にとどまり，

図 4 Volar tiltの矯正角と radio-lunate 
angleの変化度の関係　術前ERLF 
＜25°の症例では，VTの矯正角と
RL角の変化度には正の相関が認
められた．

図 5 ERLFと臨床評価の関係　術前 ERLFと modified Mayo Wrist 
score，および術後 ERLFと quick DASHには負の相関が認め
られた．

図 6 症例 1の X線像　a）橈骨遠位端骨折後 15年経過時　
b）橈骨 open wedge osteotomy施行後　c）術後 2年
経過時
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modified Mayo Wrist score75 点，quick DASH が
11.4点で，患者満足度は低い（図 7）．

【考　察】
橈骨遠位端骨折が許容範囲を越えて変形癒合する
と，関節面にかかる圧の上昇や圧がかかる部位の変
化により，関節炎や手根靭帯の緩みが惹起され，疼
痛・可動域制限・握力低下を引き起こすとともに，
手根不安定症や関節症に至る危険性を有している．
橈骨矯正骨切り術は，橈骨関節面の傾斜および尺骨
との不適合性を是正することにより，病態の改善と
症状の軽減を目指す治療法であるが，合併する手根
配列異常に対して，どの程度の治療効果があるのか
はよくわかっていない．
手根配列異常は，midcarpalで adaptationした type 

1と，月状骨が背側に変位し，midcarpalは概ね正常
配列の type 2に分けられる 1)2)．Guptaらは，手根配
列変化をより正確に評価・比較する手段として ERLF
という概念を提唱し，25 未゚満を type 1，25 以゚上を
type 2と分類している 3)．そして type 1は adaptive，
type 2は radiocarpal ligamentの損傷を示唆し，どち
らの typeになるかは受傷時に決定され，骨折の重傷
度が増すほど徒手整復困難な type 2の頻度が増える
と述べている．Batraらは，機能的予後は type 1よ
りも type 2が劣る傾向にあり，術前 ERLFが 25度
以上の月状骨掌屈位は何らかの靭帯損傷を示唆する
と報告し 4)，Verhaegenらは，橈骨矯正骨切り術は
その術式に関係なく，type 1では良好な配列矯正効
果をもたらすが，type 2で VTの矯正が不足すると
その改善効果は不十分であると報告している 5)．

自験例でも，type 1の 8例中，受傷後 15年経過し
ていた 1例を除く 7例では，骨折後の変形要素を許
容範囲に矯正することで，臨床的にも手根配列異常
に対しても概ね良好な改善効果が得られていた．一
方，術前 ERLFが 25 以゚上の type 2の 2例と 15年経
過した 1例では，矯正骨切り後も月状骨は橈骨関節
面に対し背屈位となっていた．酒井らは，Colles骨
折後の変形癒合では，橈骨遠位部が背屈するにつれ
て靭帯で連結している月状骨も同時に背屈するが，
背屈度が大きくなると手関節屈筋の緊張と伸筋の弛
緩，および背側部での関節症性変化の進行により月
状骨の回転が制限され，背側変位と背側の関節裂隙
の開大を来すと述べている 6)．すなわち，術前 ERLF
が 25 未゚満の症例では，橈骨手根靭帯の破綻がなく，
筋群の変化も少ないため，VTの矯正角度に連動し
て月状骨は掌屈していくが，ERLFが 25 以゚上の症
例および長期経過例では，すでに靭帯成分や筋群・
関節面の変化を来しているため，その連動幅が小さ
く，背屈した橈骨関節面を掌屈させても月状骨は十
分に掌屈し得ないのではないかと推察された．
今回，症例数が少なく，統計学的に両者を比較検
討することはできなかったが，術前 ERLFが 25 未゚
満の症例では，術後平均 3.9 の゚ VTの矯正位でも，
臨床的・X線学的に概ね良好な治療効果が得られて
いた．一方，術前 ERLFが 25 以゚上の症例の場合，
術後平均 2.5 の゚ VTの矯正位では，良好な手根配列
の獲得は困難であり，臨床的にも治療成績が劣る傾
向にあった．自験例では VTの矯正がやや不足して
いたことを考慮すると，術前 ERLFが 25 以゚上の症
例では，少なくとも健側 VTと同程度までの矯正を
しておくことが，月状骨の背屈位の残存を回避する
ためには最低限必要ではないかと考えられた（表
1）．

【まとめ】
背側転位型橈骨遠位端変形癒合 10例に対する橈
骨矯正骨切り術の治療効果を検討した．本法は，良
好な臨床成績が期待できる優れた方法であり，手根
配列異常に対しても術直後から概ね良好な矯正効果
を有していた．しかしながら，midcarpal malalign-
mentでも受傷後 15年経過した例や，背屈変形が高
度な radio-carpal malalignment例では，矯正後も月
状骨の背屈位が残存する傾向があり，注意が必要で
ある．

図 7 症例 2の X線像　a）橈骨遠位端骨折後 1年経過時　
b）橈骨 closed wedge osteotomyおよび Darrach法
施行後　c）術後 1年経過時
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橈骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位端骨折に対する
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橈骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位端骨折の治療は，保存治療か観血的治療を行うべきかコンセンサスが
得られていない．今回，橈骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位端骨折 39例 39手を尺骨の骨折型・治療方法別
に治療成績を検討した．尺骨の骨折型は Biyani分類で 1型：14例，2型：2例，3型：12例，4型：11例で
あった．治療法は橈骨を掌側ロッキングプレートで固定した後，尺骨に対してプレート固定，スクリュー・
鋼線固定（ピンニング・髄内ピン），Darrach法，保存加療を行った．1型，3型は橈骨固定後に尺骨が安定
すれば保存加療を行い，尺骨が不安定な場合でもスクリュー・鋼線固定で十分な治療効果が得られた．2型，
4型はプレート固定が望ましいが，骨折部の接触不良があれば骨移植の併用や尺骨を短縮して固定する必要
があり，粉砕し接合困難な場合には，Darrach法も選択肢の 1つと考えられた．

【緒　言】
不安定型橈骨遠位端骨折の治療に関しては，骨折
部を解剖学的に整復し，掌側ロッキングプレートで
強固に固定するという点でおおむね一定の見解が得
られているが，合併した尺骨遠位端骨折の治療法に
対しては，いまだ一定の見解が得られていない．本
研究の目的は橈骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位端
骨折の治療成績を，骨折型・治療法別に比較検討し，
骨折型別の治療方針を明らかにすることである．

【対象と方法】
対象は 2007年 9月から 2014年 8月の間に，当院
で加療した橈骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位端骨
折 39例 39手とした．男性 4例，女性 35例，平均
年齢 73.8歳（20～89歳），平均経過観察期間は 18.7
か月（3～46か月）であった．橈骨遠位端の骨折型
は AO分類で A3：16例，B3：1例，C1：5例，C2：
9例，C3：8例であった．尺骨の骨折型は Biyani分
類 1) で，1型：14例，2型：2例，3型：12例，4型：
11例（表 1）であった．開放骨折は 10例あり，全
例で開放創を尺側に認める Gustilo 1型であった．
手術方法は最初に橈骨を解剖学的に整復し，掌側ロ
ッキングプレートで固定を行った．次に尺骨に対し
て，プレート固定（P法），スクリュー・鋼線固定（ピ

ンニング・髄内ピン）（S法），Darrach法（D法），
保存治療（C法）を行った．P法で用いたプレート
は LCP Distal Ulna Plate，APTUS ストレートプレー
ト，APTUS Lプレート，APTUS Distal ulnar plate，
Acu-Loc Ulnar，メイラ尺骨遠位端ロッキングプレ
ートで全例ロッキングプレートであった．後療法は
保存加療を行った群は sugar tongシーネ固定を 2～
4週，観血的治療を行った群は sugar tongシーネ固
定を 2～3週行い，シーネ除去後から愛護的に前腕
の回内外を含めた可動域訓練を開始した．
評価項目は，手関節単純 X線を用いて尺骨の術後
矯正損失量，骨癒合の有無を調査した．尺骨の矯正
損失量は橈骨の術後矯正損失がほとんどないものと

受理日　2015/10/07
＊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

表 1 Biyani分類
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仮定し，術直後と最終診察時の ulnar variance（UV）
の変化量（ΔUV）とした．また，臨床評価は日本手
外科学会手関節機能評価（以下 JSSH score）および
握力（健側比％）を用い，最終診察時における ΔUV
と JSSH scoreの関係について骨折型，治療法別に
比較検討を行った．また Darrach法に関しては非
Darrach群と JSSH scoreおよび握力（健側比％）
の比較を行った．統計学的検定は Statcel 3を使用
し，Mann-Whitney’s U-test および Spearman’s cor-
rection coefficient by rank test を用い，有意水準を
両側 5％とした．

【結　果】
尺骨遠位端骨折の骨折型別の治療方法は，1型：

P法 5例・S法 4例・D法 1例・C法 4例，2型：S
法 1 例・D 法 1 例，3 型：P 法 4 例・S 法 5 例・D
法 2 例・C 法 1 例，4 型：P 法 5 例・S 法 2 例・D
法 4例であった．
骨折型，治療法別の ΔUVおよび JSSH scoreは，

1型では P法：ΔUV（0.5±0.5mm）・JSSH score（87
±4.9点），S法：ΔUV（1.1±1.3mm）・JSSH score（90
±7.1点），D法：JSSH score（90点）・C法：ΔUV（1.0
±0.8mm）・JSSH score（86±9.5点）であった．1
型においては，ΔUVおよび JSSH scoreはいずれも
良好で有意差は認めなかった（表 2）．

2型は S法：ΔUV（2.0mm）・JSSH score（80点），
D法：JSSH score（90点）であった．2型は症例数
が少なく比較検討は困難であるが，S法の 1例は，
握力が健側比で 47％であったことから，S法の限
界も示唆された（表 3）．

3型は P法：ΔUV（0.4±0.5mm）・JSSH score（85
±10点），S法：ΔUV（0.7±0.5mm）・JSSH score（85
±14点），D 法：JSSH score（80±7.1点），C 法：
ΔUV（1.5mm）・JSSH score（85点）であった．3
型においては，P法と S法の間で ΔUVは有意差を
認めなかった．C法の 1例は 1.5mmの短縮を認め
たが，JSSH scoreおよび握力ともに比較的良好で
あった（表 4）．

4型は P法：ΔUV（0.5±0.5mm）・JSSH score（88
±2.7点），S法：ΔUV（1.5±0.7mm）・JSSH score（83
±3.5点），D法：JSSH score（83±7.6点）であった．
4型においては，ΔUVは P法が S法に比べて優れた
傾向があった．JSSH scoreはいずれも良好であった
が，P法がやや良好である傾向があった．また S法

の 1例では尺骨頭の萎縮を認め，JSSH scoreは 80
点であったものの，握力は健側比 66％であり，S法
の限界も示唆された（表 5）．
一方で非 Darrach群（P法・S法・C法）におけ
る ΔUVは平均 0.6±0.7mm（0～3 mm）であり，尺
骨短縮量と JSSH scoreの関係を調査したところ，
ΔUVと JSSH scoreの相関係数は R2＝0.11（N＝31，
P＝0.02）であり，3mm以内での尺骨短縮は JSSH 
scoreへ影響を与えなかった（図 1）．また，非 Dar-
rch群とDarrch法の比較では，非Drrach群が 31例，
平均年齢 72歳（20-86歳），に対して Darrch法が 8
例，平均年齢 82歳（73～89歳）であった．JSSH 
scoreは非 Darrch群が 86.3±7.8点，Darrch法が
83.6±6.5点で有意差はなかった．一方，握力は非

表 2 Biyani 1型

表 3 Biyani 2型

表 4 Biyani 3型

表 5 Biyani 4型
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Darrch群が 73±20％，Darrch法が 63±18％であ
り Darrch法がやや劣る傾向を認めた（図 2）．骨癒
合に関しては 1型の 1例で偽関節，4型の 1例で尺
骨遠位の萎縮を認め，いずれも開放骨折例であっ
た．偽関節の 1例で再手術を行ったが最終的には全
例で骨癒合を得た．
【症例提示】
〈症例 1〉75歳女性．Biyani 3型．

橈骨を接合した時点で尺骨は安定していたため，
尺骨は保存療法を行った．術後 2週の sugar tong
シーネ固定を行った後，可動域訓練を開始した．尺
骨は術直後から 2mm短縮及び尺屈して癒合し，
JSSH scoreは 88点であった（図 3）．
〈症例 2〉
79歳女性．Biyani 3型．
橈骨を接合後も尺骨は不安定であったため，尺骨
をピン固定した．術後 2週の sugar tongシーネ固
定を行い，尺骨のピンは術後 5か月で抜線した．尺
骨はほぼ矯正損失なく癒合し，最終診察時の JSSH 
scoreは 90点であった（図 4）．
〈症例 3〉
49歳男性．Biyani 1型の開放骨折例．
尺骨遠位に開放創があり，遠位骨片は大きく転位
していた．橈骨を解剖学的に整復固定後，尺骨をロ
ッキングプレートで固定したが，術後に転位増大し
偽関節となった．術後 6ヵ月で骨移植を併用した再

図 3 保存治療例．術直後から尺骨は 2mm短縮，
尺屈して癒合した．JSSH scoreは 88点で
あった．

図 4 鋼線固定例．尺骨はほとんど矯正損失なく癒合し，JSSH 
scoreは 90点であった．

図 1 Δ UVと JSSH score：3mmまでの尺骨短縮は JSSH 
scoreに影響しなかった

図 2 Darrach群と非 Darrach群の比較
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手術を行い，最終的には骨癒合を得た．骨折部の接
触不良のため偽関節に陥ったことが考えられた（図
5）．

【考　察】
近年，掌側ロッキングプレートの普及によって橈
骨遠位端骨折の解剖学的整復とその保持が可能にな
った．橈骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位端骨折の
治療方針を考える上でも，橈骨遠位を解剖学的に整
復・固定することによって橈骨と尺骨の相対関係を
単純に考えることができるため，まず橈骨遠位を掌
側ロッキングプレートで固定することは重要であ
る．近年の報告でも，橈骨遠位を掌側ロッキングプ
レートで固定することにほぼ異論はない．しかし，
合併した尺骨遠位端骨折に対しては，保存治療から
観血的治療まで様々な報告があり意見の一致をみな
い．Soo-Min Chaらは 61例の検討で尺骨遠位の内
固定群と保存治療群で成績に差がなかったことを報
告している 2)．一方で，福田らは尺骨遠位を強固に
固定することを推奨している 3)．しかし，これらの
報告は良好な成績が報告されているものの，骨折型
別の治療方針は示されておらず，尺骨遠位に対して
一律に同じ治療法で対処することには疑問が残る．
本研究では 1型，3型では P法～C法ともに良好

な成績が得られ，有意差を認めなかった．また 3 
mm以内の尺骨短縮は臨床成績に影響しなかった結
果を考慮すると，尺骨遠位の長軸方向へのある程度
の短縮は許容され，基本的に保存療法を第一選択と
し，橈骨固定後に尺骨遠位に不安定性があった場合
でも必ずしもプレート固定は必須ではなく，スクリ
ュー・鋼線固定（ピンニング・髄内ピン）で十分な

治療成績が得られると考える．
一方で 4型においては P法が S法に比べやや優

れた結果が得られた．S法は 2例中 1例で尺骨頭の
萎縮，握力の低下を認め，さらに橈側の関節内骨片
が遠位橈尺関節に嵌頓した場合には可動域制限や疼
痛の原因となる危険性も考えられることから，プレ
ート固定が推奨される．

2型に関しては症例数が少なく比較検討はできな
かったが，関節内骨片が嵌頓する危険性を考慮する
と 4型と同じくプレート固定を行うべきである．
骨癒合不全は，1型の偽関節と 4型の尺骨頭萎縮
で，いずれも開放骨折例であった．症例提示したよ
うに，偽関節例は骨折部の接触不良・固定力不足が
原因として挙げられ，3 mm以内の尺骨短縮は成績
不良に直結しなかったことから，特に開放骨折例で
は，骨移植の併用や，尺骨をわずかに短縮してプレ
ート固定することが望ましい．
一方，後藤らは尺骨遠位端骨折 13例に対して

Darrch法の良好な成績を報告しているが 4)，本研
究でも Darrch法の成績は比較的良好であり，尺骨
遠位が粉砕し接合困難な場合には，Darrah法も選
択肢の 1つになりうると考えられた．ただし，Dar-
rach法は尺骨近位断端の刺激症状や握力改善の限
界といった問題点があり，あくまで患者背景を考慮
したサルベージ手術であり，筆者らは外傷の初期治
療においては尺骨遠位を温存することを第一に考え
ている．
本研究の限界は各骨折型の症例数が少ないこと，
合併した橈骨遠位端骨折の影響を否定できない点，
後ろ向き研究であることである．今後さらに症例数
を増やし検討を加える必要があると考えられる．

図 5 プレート固定例．骨折部で接触不良があり偽関節となった．骨移植を併用した再手術を行い，最
終的な JSSH scoreは 90点であった．
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【まとめ】
橈骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位端骨折の治療
は骨折型を考慮して選択すべきで，1型，3型では
橈骨固定した時点で尺骨が安定している場合，基本
的に保存治療を行い，尺骨遠位が不安定な場合でも
スクリュー・鋼線固定（ピンニング・髄内ピン）で
十分な治療効果があると考えられた．2型，4型で
はプレート固定が推奨されるが，特に開放骨折や骨
折部の接触不良がある場合には，骨移植の併用や尺
骨をわずかに短縮して固定する必要があると考えら
れた．また，尺骨遠位が粉砕し接合困難な場合には，
活動性の低い高齢者においては Darrach法も選択
肢の 1つと考えられた．

【利益相反の開示】
本研究発表に関連し，開示すべき COI関係にあ
る企業等はありません．

【文　献】
1） Biyani A, et al. Fractures of the distal radius and ulna. J 

Hand Surg Br Jun;20（3）: 357-364, 1995.
2） Cha SM, et al. Treatment of unstable distal ulna frac-

tures associated with distal radius fractures in patients 
65 years and older. J Hand Surg Am Dec;37（12）: 2481-
2487, 2012.

3） 福田祥二ほか．橈尺骨遠位端骨折の治療経験―尺骨遠
位端骨折に内固定を行う立場から―．骨折 32: 468-
471, 2010．

4） 後藤真一ほか．遠位橈尺関節障害と橈尺骨遠位端骨折
に対する Darrach法の治療成績．日手会誌 29巻 5号 : 
518-522, 2013．
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前腕開放骨折（Gustilo分類 typeIII）の治療 
―DASH scoreによる評価―
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Gustilo分類 type IIIの前腕開放骨折に対する手術の成績を DASH（disabilities of the arm, shoulder and 
hand）scoreで検討し，評価した．対象は，前腕開放骨折の 10例で，Gustilo分類 type III Aが 4例，III B
が 5例，III Cが 1例である．検討項目は，骨癒合率，骨癒合までの期間，手術方法，合併症と追加手術，
および DASH score による術後評価である．骨癒合は，全例で得られ，骨癒合までの期間は，平均 6.8か月
であった．骨接合法は，8例にプレートを使用した．遊離鼠径皮弁 2例，前外側大腿筋皮弁 2例，有茎筋弁
1例，および前腕骨短縮 2例に行った．合併症は，深部感染が 2例，遷延癒合が 2例，プレート折損が 1例
に認められた．DASH scoreは，0.0～85.0とばらつきがみられた．皮弁で治療した Gustilo 分類 type III Bの
5例では，DASHが低値であった．広範な組織欠損を伴う Gustilo分類 type III Bでは，皮弁を用いた積極的
な軟部組織の修復が，上肢機能の再獲得に重要である．

【緒　言】
Gordfarb1)，Droll2) らは，前腕閉鎖骨折に対する
プレート固定術の治療成績を DASH（disabilities of 
the arm, shoulder and hand）scoreで評価し，彼ら
による手術後の DASH scoreは，アメリカ合衆国の
平均 DASH scoreより高いことを報告した．皮膚，
軟部組織，骨欠損や汚染を伴う前腕開放骨折に対す
る治療は，困難を伴い，患者の満足度は，さらに低
いことが予想される．
著者らは，前腕開放骨折 10例（Gustilo分類 type 

III）に対する手術治療の成績を，DASH scoreを用
いて検討したので報告する．

【対象と方法】
対象は，当院で手術治療を行った前腕開放骨折の

10例である．手術時年齢は 25歳から 64歳（最多
年代層 30歳代），経過観察期間は最短 12か月，最
長 30か月，平均 18か月であった．Gustilo分類で
type III Aが 4例，type III Bが 5例，type III Cが 1
例であった．
検討項目は，骨癒合までの期間，手術方法，合併
症，追加手術，他部位損傷の有無，injury severity 
score（以下 ISS），骨癒合後 6か月から 1年後（平

均 8.4か月後）の DASH scoreによる術後評価，お
よび入院回数と入院期間である．なお，骨癒合の時
期は，整形外科専門医 3人による単純 X線写真正
側 2方向による読影で，骨折部に架橋仮骨が認めら
れると一致した時点とした．
症例の内訳を示す（表 1）．全例男性であった．前
腕開放骨折のみの単独損傷が 6例，多発外傷例が 4
例であった．

【結　果】
全例で，最終的に骨癒合が得られ，最終手術から
骨癒合までの期間は，平均 6.8か月であった（表 2）．
しかし，合併症として遷延癒合，深部感染を発症し
た症例では，追加手術を要し，骨癒合が遷延した．
局所皮弁や有茎筋弁による軟部組織の再建は即時に
施行したが，遊離組織移植は待機的に行った．遊離
組織移植までの待機期間は受傷後 4日から 40日で
あった．初回手術後，深部感染を生じた 2例に遊離
組織移植を追加した．DASH scoreは，症例 1と 10
で特に高値であった（表 3）．各々の症例で，治療経
過中に複合性局所性疼痛症候群（以下 CRPS）とう
つ病を併発していた．多発外傷症例で入院期間が長
い傾向があった．

自由投稿論文

受理日　2015/12/25
福島県立医科大学整形外科　〒960-1295　福島県福島市光が丘 1
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【症例提示】
（症例 8）
68歳の男性である．肥料を撹拌する機械に巻き込

まれて受傷した．受傷当日に洗浄，debridementを
行い，プレート固定を行った（図 1）．プレートと前
腕の屈筋腱を被覆するために，骨接合後，同時に逆
行性橈側前腕脂肪筋膜弁を挙上し，分層植皮を行い，
軟部組織を再建した．受傷後 1年の経過を示す（図
2）．手関節，および手指関節の可動域は，左右差な
く，愁訴なく現職の農業に復帰した．骨癒合後 6か
月での DASH scoreは 0であった．
（症例 9）
29歳の男性である．ダンボールを加工する機械

に右前腕を巻き込まれて受傷した．伸筋腱群の全て
が，引き抜かれて断裂しており，背側軟部組織の損
傷が顕著であった（図 3a）．前腕遠位で，橈骨の二
重骨折と尺骨遠位部周囲の損傷が顕著であった（図
3b）．受傷当日，洗浄，debridementと骨折部のピン
ニングを行った．受傷 4日後に，骨折部の内固定と
軟部組織の同時再建を行った（図 4）．前腕骨間膜の
損傷が広範囲であり，骨接合を行うと尺骨が背側へ
転位してしまうため，Sauve-Kapandji関節形成を行
った．橈側手根屈筋を背側へ移行して，伸筋腱群の
再建を行った．同時に，遊離前外側大腿皮弁による
骨折部と露出した移行腱の被覆を行った．受傷後 18
か月の経過を示す（図 5）．手関節の掌屈が -20度，
回内が 40度と制限があり，握力は健側比 50％であ
った．工場勤務から，事務職へ職種を変更した．受
傷後 18か月，骨癒合後 6か月での DASH scoreは
10.0であった．
（症例 10）
64歳の男性である．チェーンソーでの剪定作業中
に高所から転落して受傷した．右手の阻血を呈した
右前腕遠位での開放骨折であった．受傷当日，正中
神経の端々縫合，長母指屈筋腱の端々縫合，橈骨動
脈の端々縫合，および橈骨月状骨の関節固定を行っ
た．受傷後 1か月で，自宅に引きこもりがちとなり，
精神科でうつ病と診断され薬物療法が開始された．
受傷後 6か月で，関節固定部位は骨癒合が認められ
た．受傷後 10か月の時点で，手掌部は Semmes-
Weinstein monofi lament testで紫 4.08，2点識別覚
10mmと知覚の回復が認められた．患者家族からの
聞き取りでは，右手指は日常生活上，使用されてい
た．しかし，抜釘や長母指屈筋腱の剥離の追加手術
の同意は得られなかった．受傷後 1年，骨癒合後 6
か月での DASH scoreは 85であった（図 6）．

表 1 症例の内訳

表 2 結果

表 3 治療成績
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【考　察】
重度四肢開放骨折の治療戦略は，受傷後早期の徹
底した治療が鍵となる 3)4)5)．2症例において，開放
骨折部の debridement範囲の不足と軟部組織再建が
遅延したために，深部感染を生じた可能性が考えら
れた．

Gordfarb1)，Droll2) らの報告した前腕閉鎖骨折の
手術症例の DASH scoreの平均は，各々10と 12で
あった．深部感染により大きな骨欠損を呈した症
例，Gustilo分類 type III Bのような軟部組織が広範
囲である症例においては，患肢の病態は重篤であ

る．このような場合，多数回手術治療を要し，治療
期間が長くなる傾向があり，治療成績も悪いことが
予想される．しかし，今回遊離組織移植を行った症
例の DASH scoreは，比較的低い傾向にあった．こ
の結果から，積極的に再建を行うことによって，患
者の満足度が高くなる可能性が示唆される．一方，
即時再建を行い，深部感染や追加手術なく経過した
症例であっても，神経損傷，CRPSやうつ病を合併
した症例では，DASH scoreが著しく高い傾向があ
った．CRPSとうつ病を呈した症例では，追加手術
の同意を得られず，治療上の限界が示唆された．

図 1 症例 8

図 2 症例 8 最終成績
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図 3 症例 9 初診時

図 4 症例 9 再建手術

図 5 症例 9 最終成績
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本来，DASH scoreは，手術前後での日常生活の
改善の程度を評価する場合に有用な scoreである．
しかし，本症例のような外傷症例においては，手術
前の scoreが存在しないため，改善の程度を示すこ
とが不可能である．この点が，本研究の限界となる
が，重度の上肢外傷症例で，DASHを用いた報告例
がないため，ここに報告した．

【まとめ】
軟部組織再建時期の遅れと debridement範囲の不
足により，深部感染を呈した症例が存在した．
遊離組織移植による再建は，DASH scoreが低く，
治療上の有用性が示唆された．
しかし，CRPSやうつ病合併例では DASH score
は高値であり，患者の満足度は低かった．
本論文の要旨は，第 57回日本手外科学会学術集
会において発表した．

【利益相反の開示】
本研究発表に関連し，開示すべき COI関係にあ
る企業等はありません．

【文　献】
1） Goldfarb CA, et al. Functional outcome after fracture of 

both bones of the forearm. J Bone Joint Surg Br 87（3）: 
374-379, 2005.

2） Droll KP, et al. Outcomes following plate fi xation of frac-
tures of both bones of the forearm in adults. J Bone 

Joint Surg Am 89（12）: 2619-2624, 2007.
3） Godina M, et al. Early microsurgical reconstruction of 

complex trauma of the extremities. plastic and recon-
structive surgery 8（3）: 285-292, 1986.

4） Hull PD, et al. Delayed debridement of severe open 
fractures is associated with a higher rate of deep infec-
tion. Bone Joint J 96-B（3）: 379-384, 2014.

5） Duncan R, et al. Immediate internal fixation of open 
fractures of the diaphysis of the forearm. J Orthop 
Trauma 6: 25-31, 1992.

図 6 症例 10
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当院における小児橈骨骨折に伴った
尺骨急性可塑性変形の検討
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橈骨頭脱臼に伴った尺骨可塑性変形の報告を多数認めるが，橈骨骨折に伴う尺骨急性可塑性変形の報告は
少ない．今回著者らは，当院で治療を行った橈骨頭脱臼を伴わない橈骨骨幹部以遠の骨折に伴う小児尺骨急
性可塑性変形の 3例について検討した．橈骨骨幹部骨折に伴う尺骨可塑性変形の 2例では，橈骨内固定後に
回内外可動域制限を認めず，尺骨可塑性変形に対する徒手整復は施行していない．橈骨遠位端骨折に伴う尺
骨遠位の可塑性変形の 1例では，橈骨内固定後に回外制限を認めたため尺骨に対して観血的整復術を行った．
3例とも術後可動域制限なく経過良好である．尺骨遠位の局所的な可塑性変形の 1例は，受傷機転から直達
外力による受傷が疑われ，小児では短時間の直達外力によっても可塑性変形が引き起こされる可能性がある
と考えられる．当院では橈骨骨幹部以遠の骨折の約 83％に何らかの尺骨損傷を認めており，橈骨骨幹部以
遠の骨折を認め尺骨に明らかな骨折がない場合には可塑性変形の合併も考慮する必要がある．

【緒　言】
急性可塑性変形は 1974年に Bordenら 1) が小児前
腕の急性可塑性変形を報告して以来，その他腓骨，
上腕骨，大腿骨など多数の部位において報告がなさ
れている．特に橈骨頭脱臼に伴った尺骨可塑性変形
の報告を多数認めるが，橈骨骨折に伴う尺骨急性可
塑性変形の報告は少ない．今回著者らは，当院で治
療を行った橈骨頭脱臼を伴わない橈骨骨幹部以遠の
骨折に伴う小児尺骨急性可塑性変形の 3例について
検討したので報告する．

【対象と方法】
平成 21年 8月から平成 26年 7月までの 5年間に，

当院において手術加療を行った 0-18歳の橈骨遠位端
骨折・橈骨骨幹部骨折 36例 37肢のうち，単純 X線
で尺骨可塑性変形を認めた 3例 3肢である．これら
3例について，橈骨骨折の骨折型，尺骨可塑性変形
の特徴と整復の有無，術後経過について検討した．

【結　果】
橈骨骨幹部骨折の 2例は共に背側方向への角状骨

折であり，尺骨は背側凸の bowingを呈した．2例
とも回内外の可動域制限はなかったため尺骨可塑性

変形に対する整復操作は行っておらず，うち 1例で
は最終診察時の Xpで可塑性変形の自然矯正が見ら
れた．橈骨遠位端骨折の 1例では橈骨遠位骨片は背
側に転位しており，尺骨は骨幹部での bowingは認
めないものの，遠位骨幹端部で背側方向への bow-
ingを認めた．橈骨の整復・固定後に回外制限を認
めていたため，尺骨可塑性変形に対する整復を要
し，整復後は回外制限の消失を得た．3例とも最終
診察時に可動域制限などの合併症は認めていない．
【症例提示】
症例 1（図 1）：10歳，男児．
主訴 :左前腕部痛
現病歴：1 mの塀の上より転落，その際左手をつ
いて受傷した．
身体所見・検査所見：受診時左前腕の変形と腫脹
を認めた．単純 X線で橈骨骨幹部での背側角状の
骨折を認め，尺骨は背側凸の可塑性変形を来してい
た．橈骨骨折部の転位は無麻酔下で徒手整復を試み
るも良好な整復位を得られず，受傷翌日全身麻酔下
に手術加療となった．
手術所見：麻酔下に橈骨の転位は徒手整復を行う
も整復位を得られず，骨折部に小切開を加え，阻害
因子となっていた軟部組織を除去することにより整

受理日　2015/10/01
山口労災病院　〒755-0955　山口県山陽小野田市大字小野田 1315-4
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復位を得た．この状態で橈骨髄腔内へ 1.5 mmの
Kirschner鋼線を挿入し固定した．橈骨固定後，回
内外制限は認めなかったため，尺骨に対する徒手整
復は行わなかった．
術後経過：4週間の外固定を行い，術後 9か月で
抜釘した．受傷後 10か月での X線では尺骨可塑性
変形も矯正されており，可動域制限も認めていない．
症例 2（図 2）：17歳，男性．
主訴 :左前腕部痛．
現病歴：坂道を走った際に転倒し左手をついて受
傷した．
身体所見・検査所見 : 受診時左前腕の変形と腫脹
を認めた．単純 X線で橈骨骨幹部の斜骨折を認め，
遠位骨片は背側に転位していた．尺骨の骨傷ははっ
きりとしなかった．受傷後 4日目に手術加療を行っ
た．
手術所見 :橈骨骨幹部骨折に対しプレート固定を
施行した．術後 X線で尺骨の可塑性変形を認めたも
のの，回内外制限は認めなかった．このため，尺骨
に対する徒手整復は行わなかった．
術後経過 :術後外固定は施行せず，術後 10か月
で抜釘を行った．抜釘時の X線では軽度尺骨可塑
性変形は残存しているものの，可動域制限は認めず
経過良好である．
症例 3（図 3，4）：13歳，男性．
主訴：右手関節痛．

現病歴 :スノーボード中に後方へ転倒し，右手が
後方に振られ雪のこぶで右手を強打した．近医で橈
骨遠位端骨折と診断され徒手整復を受けた後，手術
目的に受傷後 5日目に当院に紹介受診となった．
身体所見・検査所見 : 受診時右手関節部の腫脹を
認めた．受傷時 X線で，橈骨遠位骨幹端に著明な背
側転位の横骨折を認めていた．骨端線損傷はなく，
尺骨にも明らかな骨傷は認めなかった．当院受診時
の X線で橈骨は背側・橈側転位が残存しており，尺
骨は健側と比べ尺骨遠位の軽度背側方向への弯曲を
認めていた．受傷後 8日目に手術加療を行った．
手術所見 :まず橈骨を Kapandji法で整復し，小切
開でピンニングを施行した．ここで回内外可動域を
確認したところ回外 40 と゚制限を認めた．尺骨骨幹
端部に可塑性変形を認めたため観血的整復を行った．
整復は骨鉗子で尺骨をつかみ，局所的に力を加える
ことにより整復した．整復後，回外 80 と゚制限は消
失した．
術後経過 :術後 4週間の外固定を併用し，受傷後

6週間目で抜釘した．術後 2か月目の X線では良好
な骨癒合を認め，尺骨のアライメントも良好であっ
た．現在可動域制限もなく経過良好である．

【考　察】
急性可塑性変形は 1974年に Bordenら 1) が小児前

腕の急性可塑性変形を報告して以来，橈骨頭脱臼に

図 2 症例 2
 受傷時 X線では，尺骨側面像は斜位像となってお

り可塑性変形についての判断は困難である．術後 X
線で尺骨は背側凸の可塑性変形を来している．術
後 10か月の X線で尺骨可塑性変形は軽度残存して
いる．

図 1 症例 1
 受傷時・術後 X線で尺骨は背側凸の可塑性変形を

来している．受傷後 10か月の X線では尺骨可塑性
変形は矯正されている．
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伴った尺骨可塑性変形の報告を多数認める．Bor-
denら 2) は可塑性変形発症の必要要素として，軸圧
損傷であること，体重の 100-150％以上の負荷がか
かること，短時間の負荷であることなどを上げてい
る．また Kimら 3) は橈骨頭脱臼の遺残や前腕回旋
制限の残存した橈骨骨折変形治癒の症例における尺
骨の形状を 3D-CTを利用して検討している．ここ
で背側凸の変形を呈した尺骨可塑性変形の症例では
尺骨の内旋変形を伴い，掌側凸の変形では尺骨の外
旋変形を伴うことを報告している．これは可塑性変
形が軸圧に加え回旋力が加わることにより引き起こ
されていることを示唆している．

Lincolnら 4) は可塑性変形の診断には前腕全長の
X線撮影が必要としており，maximum ulnar bow
（MUB）：5mm以上が可塑性変形ありとしている．
症例 1，2では健側との比較により明らかな背側凸
の変形を認めていたが，MUBでは評価できないタ
イプであった．Kimら 3) は，回旋制限が残存した橈
骨骨幹部変形治癒 6症例について，受傷時に尺骨の
損傷は指摘されていないものの，3D-CTでは全例で
背側凸の尺骨可塑性変形を認めたと報告している．
これより橈骨骨幹部骨折に伴う可塑性変形では背側
方向への変形を念頭に置く必要があると考えられる．
尺骨可塑性変形の治療については整復加療の必要
性が述べられているが，当院での 2症例では徒手整
復が行われていないものの最終診察時に可動域制限
は認めず，必ずしも整復を要さない症例もあると思
われた．Sandersら 5) は橈骨の骨折・脱臼の整復を

妨げている場合や，重大な回内外制限ある場合に可
塑性変形の整復が必要であるとしている．つまり症
例 3のように橈骨内固定後に回外制限を認めた症例
については整復の適応と考える．尺骨可塑性変形に
対する徒手整復は非観血的整復術が一般的である
が，症例 3では骨幹部の bowingは認めておらず遠
位骨幹端部に限局した可塑性変形であることから，
徒手整復による骨端線損傷のリスクと，橈骨骨折部
の再転位のリスクを考慮し観血的整復を行った．
今回の検討を行うに当たり，当院における橈骨骨
幹部以遠の骨折における尺骨損傷の割合を検討した
ところ，37例中 30例に何らかの尺骨損傷を認めて
おり，うち 3例が提示した尺骨可塑性変形の症例で

図 4 症例 3
 上段：橈骨の整復・ピンニング後．

尺骨可塑性変形を認めており，回外
制限を認めた．

 下段：尺骨の観血的整復後．回外制
限は消失した．

図 3 症例 3
 受傷時 X線：橈骨遠位骨幹端に横骨折を

認め，著明な背側転位を認める．
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あった．特に橈骨骨幹部骨折では，11例中 10例に
尺骨可塑性変形の 2例を含む尺骨損傷を認めていた
ことから，橈骨骨幹部骨折では可塑性変形を含む尺
骨損傷を念頭におくことが必要である．小児の前腕
骨骨折では，痛みのため正確な X線撮影が困難なこ
とも多く，肘関節側面を軸とした正確な尺骨側面全
長の単純 X線を加えることが有用である．

【まとめ】
小児橈骨骨幹部以遠の骨折に伴う尺骨可塑性変形
の 3症例を経験した．橈骨骨幹部骨折に伴った尺骨
可塑性変形は 2例で，いずれも背側凸の変形を示し，
橈骨の整復固定後に回内外制限を認めなかったため
特に矯正は行わなかったが，経過は良好であった．
橈骨遠位端骨折に伴ったのは 1例で尺骨遠位部が局
所的に背側へ反るような弯曲変形を認め，橈骨の整
復固定後回外制限を認めたため観血的に矯正を行
い，経過は良好であった．

【利益相反の開示】
本研究発表に関連し，開示すべき COI関係にあ

る企業等はありません
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Monteggia骨折に後骨間神経麻痺が合併することはよく知られている．2006年以降当院で治療したMon-
teggia骨折 14例のうち，後骨間神経麻痺を合併した症例は 4例であった．男性 3例，女性 1例，受傷時平
均年齢は 20.5歳（6～35歳）で成人 2例，小児 2例であった．Monteggia骨折に対しては 4例とも観血的治
療を行い，尺骨骨折を固定することにより橈骨頭の脱臼が整復され安定性が得られた．後骨間神経麻痺は全
例保存的に治療した．4例中 3例は 3か月以内に改善したが 1例では麻痺の改善に 9か月を要し，高エネル
ギーでの受傷や脱臼位で待機したことが要因と考えられた．受傷時の神経損傷は回避できないが，神経損傷
の早期改善を得るために橈骨頭脱臼をできる限り早期に愛護的に整復することが重要である．

【緒　言】
Monteggia骨折は 1814年にMonteggiaにより初

めて報告されて以来，本邦でも多数の報告がなされ
ている．Monteggia骨折に後骨間神経麻痺を合併す
ることはよく知られており，保存的治療で麻痺の改
善が得られる症例が多い 1)2)．しかしながら，症例
によっては改善に長期間かかり観血的治療に踏み切
るか悩むことがある．今回当院で治療した後骨間神
経麻痺を合併したMonteggia骨折について検討し
たので報告する．

【対象と方法】
2006年以降当院で治療したMonteggia骨折 14例

のうち，後骨間神経麻痺を合併した 4例を対象とし
た．症例は男性 3例，女性 1例であり，受傷時平均
年齢は 20.5歳（6～35歳）で成人 2例，小児 2例，
罹患側は右 2例，左 2例であった．受傷機転は小児
例は遊具からの転落，成人例はバイク事故と労災事
故であった．骨折型は Bado分類 3)1型が 2例，3型
が 2例で 1例は開放骨折であった．尺骨骨折の固定
方法は小児例は Kirschner鋼線髄内釘，成人例は
LC-LCPによるプレート固定を行った．小児は 2例
とも当日に手術を行い，成人のうち 1例は 1日待機
してから手術を行い，もう 1例は当日に橈骨頭脱臼
の整復を行い内固定は 6日目に行った（表 1）．

骨癒合，橈骨頭再脱臼の有無，肘関節と前腕の可
動域，後骨間神経麻痺の経過を検討項目として調査
した．

【結　果】
全例で骨癒合が得られ，橈骨頭再脱臼は認めなか

った．平均肘関節可動域は屈曲 141（゚135～145 ）゚，伸
展 -3（゚0～-10 ）゚，平均前腕可動域は回内85（゚70～90 ）゚，
回外 88（゚80～90 ）゚と良好であった．後骨間神経麻
痺は症例 1，2，4は受傷後早期より EPL，EDCの
筋力改善が認められ，3か月以内に正常に回復した．
症例 3は EPLについての詳細不明であったが，EDC
の筋力は受傷後 4か月から改善が認められ，受傷後
9か月で正常となった（図 1，2）．
【症例提示】
症例 4，35歳男性．就労中にローラーに挟まれ受

受理日　2015/12/25
＊JA愛知厚生連海南病院　整形外科　〒498-8502　愛知県弥富市前ケ須町南本田 396番地
＊＊小牧市民病院　整形外科
＊＊＊名古屋市立大学病院医学研究科　整形外科

表 1 症例一覧
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傷した．左肘関節に腫脹を認め，EPL，EDCはMMT 
0-1であったが，手関節の自動掌背屈は可能で，感
覚障害はなかった．受傷時の単純 X線像では尺骨近
位 1/3での骨折と橈骨頭が外側に脱臼しているBado
分類 3型のMonteggia骨折を認めた（図 3）．同日
透視下に脱臼整復を行った．腫脹の改善を待ち，受
傷後 6日目に手術を施行した．尺骨骨折を整復して
LC-LCPにて固定すると，橈骨頭も安定したため腕
橈関節の確認はしなかった（図 4）．術後も EPL，
EDCの麻痺が続いたため，受傷後 5週で橈骨神経
の神経伝導速度検査を実施すると，運動神経伝導速
度は上腕から肘関節にかけて遅延を認め，振幅も健
側の 1/5に低下していたが，末梢の速度は保たれて
いた．感覚神経伝導速度は低下していなかった（表

2）．保存的に経過観察し筋力は EPL，EDCともに
3か月で正常に改善した．

図 1 MMT（EPL）の推移（症例 3は詳
細不明）

表 2 症例 4の橈骨神経伝導速度

図 2 MMT（EDC）の推移

図 3 初診時単純 X線像 図 4 術後単純 X線像
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【考　察】
Monteggia骨折に伴う後骨間神経麻痺の合併頻度

は著者らの調査では 29％に認めたが，諸家によると
7 4)～44％1) と様々な報告がありかなり相違がみられ
る．Monteggia骨折自体が小児肘関節部外傷の中で
も頻度が数％以下と比較的稀な骨折であること，小
児例が多く麻痺が軽度であれば見逃してしまう可能
性があることなどが要因として考えられる．また橈
骨神経浅枝麻痺の合併も報告されているが，今回著
者らの調査では感覚障害のある症例は認めなかった．

Monteggia骨折の骨折型は Badoらにより 4型に
分類されており，後骨間神経麻痺を合併するのは 1
型と 3型とされている．後骨間神経麻痺の発生機序
として星川ら 5) は橈骨頭の前方または前外側脱臼に
よる橈骨神経の伸展圧迫，前腕の hyperpronation 
injuryによる arcade of Frohseの内圧亢進，受傷時
の神経への直達外力を挙げている．しかしながら，
西口ら 6) は橈骨頭脱臼により後骨間神経が一度背側
に転位し，整復時に橈尺骨間に神経が絞扼され整復
障害因子になる例があると報告している．また武井
ら 7) は橈骨神経が腕橈関節内に嵌入した例を報告し
ている．神経が橈尺骨間に絞扼されていたり腕橈関
節に嵌入した場合，神経障害は不可逆的になる可能
性が高く注意が必要である．野村ら 8) は術前の肘関
節造影検査を行うことにより神経の介在がないこと
を確認でき有用であったと報告している．
新鮮例のMonteggia骨折では尺骨骨折を整復する
と橈骨頭脱臼も自然に整復される場合が多い．しか
しながら，尺骨骨折を整復しても橈骨頭脱臼が整復
されない例や不安定な例では尺骨骨折の整復位を確
認するとともに，輪状靭帯や橈骨神経の介在の可能
性があるので腕橈関節を観血的に確認する必要があ
る．橈骨頭脱臼が整復されない場合粗暴な整復操作
を加えたり Kirschner鋼線による腕橈関節の固定を
行うと腕橈関節に嵌入している神経を損傷する危険
性があるため避けるべきである．特に術前より神経
麻痺がある例は注意が必要で，尺骨骨折に対して愛
護的に整復を行い，橈骨頭脱臼の整復が得られなか
った場合には腕橈関節と橈骨神経を観血的に確認す
るべきである．

Monteggia骨折に伴う後骨間神経麻痺は一般的に
は保存的治療で経時的に改善することが多いとされ，
Smith 1) や安達ら 2) は 1か月から 4か月以内に回復
した症例を報告している．後骨間神経麻痺の程度に

ついては受傷時の外力や脱臼の程度，軟部組織損傷，
開放骨折の有無，脱臼から整復までの期間，整復操
作，手術侵襲，術後再脱臼の有無，年齢などの症例
個々の因子によって決定されると思われ，保存的治
療で麻痺の改善が見られない症例では神経剥離と
arcade of Frohseの解離が有用 9) とされているが，
手術時期についての統一した見解はなく 8～12週で
改善徴候のない症例に行われる 4)9)10)．著者らが渉
猟し得た限りでは麻痺が改善した症例では改善徴候
が2か月以内に認められていた 5)6)8)．しかしながら，
今回の症例 3では 4か月頃から改善徴候があり，完
全回復には 9か月と長期間を要した．今回の症例も
早期に神経剥離を行なっていれば治療期間を短縮で
きた可能性はあるが，保存的治療でも完全回復して
おり，手術の適応と時期には議論の余地がある．改
善まで長期間要した原因としては脱臼位で 1日待機
したことにより橈骨神経の伸展圧迫が持続したこ
と，高エネルギー外傷であり受傷時に神経への直達
外力があったこと，成人であったことなどが考えら
れる．Monteggia骨折の受傷時の神経損傷は回避で
きないが，神経損傷の早期改善を得るためには出来
る限り早期に愛護的に橈骨頭の脱臼を整復すること
が重要である．

【まとめ】
1．後骨間神経麻痺を伴うMonteggia骨折を 4例

経験した．
2．麻痺は全例で改善したが，完全回復に 9か月
を要する例もあった．

【利益相反の開示】
本研究発表に関連し，開示すべき COI関係にあ
る企業等はない．

【文　献】
1） Smith FM. Monteggia Fractures. Surg Gynecol Obset 

85: 630-640, 1947.
2） 安達長夫ほか．肘関節部の脱臼及び脱臼骨折の治療成
績．整形外科 25: 56-68, 1974．

3） Bado JL．The Monteggia lesion．Cin Orthop Relat Res 
50: 71-86, 1967．

4） Boyd HB, et al. The Monteggia lesion. A review of 159 
cases．Orthop 66: 94-100, 1969．

5） 星川吉光ほか．Monteggia脱臼骨折に合併する橈骨神
経麻痺．整形外科 28: 999-1004, 1977．
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尺骨塑性変形を伴った Hume骨折の 3例
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Hume骨折の 3症例を経験したので報告する．受傷時年齢は 4～6歳，受傷機転はすべて転落であった．
受傷当日～3週間で来院し，初診時 X線像にて 3例とも橈骨頭前方脱臼，転位のない肘頭骨折，尺骨塑性変
形を認めた．初診時のMaximum ulnar bowingはそれぞれ 2.2 mm，3.9 mm，6.0 mmであった．受傷後 2日
～7か月で尺骨骨切り術を施行し良好な成績を得た．Hume骨折は，尺骨塑性変形が橈骨頭脱臼の原因との
説がある．我々が渉猟しえたHume骨折 19症例の報告のうち，前腕全長 X線が確認できる症例が 10症例で，
そのうち 9症例が尺骨塑性変形を合併していた．Hume骨折の診断においては前腕全長 X線を撮影し尺骨塑
性変形の有無を確認する必要がある．また，治療においては橈骨頭の整復に加え，尺骨の整復や骨切りが必
要であると考える．

【緒　言】
Hume骨折は橈骨頭の前方脱臼を合併した転位の
ない肘頭骨折のことをいい 1)，稀な骨折とされてい
る．当院および関連施設にて経験した Hume骨折の
3症例について報告する．

【症例提示】
症例 1：6歳，女児．
主訴：右肘関節痛．
現病歴：壁を登ろうとして転落し右肘を受傷，同
日当院を救急受診した．
身体所見，検査所見：右肘関節に腫脹あり，疼痛
にて自動運動不能であった．来院時単純 X線にて
橈骨頭の前方脱臼を認めた．前腕全長の X線像で
Maximum Ulnar Bowing（以下MUB）2) は 2.18 mm
（健側 0 mm）であり，尺骨塑性変形を認めた．CT
像にて転位のない肘頭骨折を認め，Hume骨折と診
断した（図 1）．
治療経過：受傷 2日目に，尺骨矯正骨切り術を施
行した．術後は 4週間，上腕からのギプス固定を行
った．骨癒合は良好であり術後 6か月で抜釘術を施
行した．術後 7か月の現在，橈骨頭の再脱臼なく経
過し，肘関節の可動域に左右差を認めない（図 2）．
症例 2：5歳，女児．
主訴：左肘関節痛．

現病歴：椅子から後方に転倒し受傷した．受傷翌
日，Monteggia骨折の疑いで近医より当院に紹介受
診した．
身体所見，検査所見：左肘関節に腫脹，運動時痛
があり．尺骨は骨幹部に軽度の圧痛があり．橈骨に
は圧痛なし．来院時の前腕全長単純 X線像にて，

受理日　2015/09/29
＊浜松赤十字病院　〒434-8533　静岡県浜松市北区小林 1088-1
＊＊藤枝市立総合病院

図 1 症例 1　受傷時単純 X線，CT像

図 2 症例 1　術直後，術後 7か月　単純 X線像
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MUB 3.95 mm（健側 0.4 mm）の尺骨塑性変形を認
めた．CT像で転位のない肘頭骨折を認め，Hume
骨折と診断した（図 3）．来院時の単純 X線像では，
回内位にて橈骨頭の前方脱臼を認めたが，回外位で
は整復されていた（図 4）．
治療経過：橈骨頭が整復位となる回外位で 4週間
のギプス固定を行い，橈骨頭の不安定性が残るよう
であれば尺骨矯正骨切り術を予定する方針とした．
受傷後 5か月時で，中間位では橈骨頭の再脱臼はな
かったものの，回内で疼痛の誘発と橈骨頭の亜脱臼
を認めた．受傷後 7か月で尺骨矯正骨切り術を施行
した．術後 12か月で，左肘関節の可動域制限はな
く，橈骨頭の脱臼は見られない（図 5）．
症例 3：4歳，男児．
主訴：右肘関節痛．
現病歴：1 mほどの高さから転落して受傷した．

近医受診し，肘頭骨折の診断で 3週間上腕ギプス固
定が行われた．ギプス除去後，右肘の可動域制限が
あり，単純 X線上，橈骨頭脱臼を認めたため紹介受
診となった．
身体所見，検査所見：右肘の腫脹が軽度あり，橈
骨頭の隆起と圧痛を認めた．右肘関節可動域は伸展
0度，屈曲 70度，回内 70度，回外 40度と制限を認
めた．来院時単純 X線像にて橈骨頭の前方脱臼と転

位のない肘頭骨折を認めた．前腕全長の X線像MUB
は 6.0 mm（健側 3.5 mm）であり，尺骨塑性変形を
認めた（図 6）．Hume骨折と診断し，透視下に徒手
整復を試みるも不能であった．
治療経過：受診翌日，尺骨矯正骨切り術および創
外固定を施行した．術後 4か月，X線上骨癒合は良
好であり，橈骨頭の再脱臼なく経過し，肘関節の可
動域に左右差を認めない（図 7）．

【結　果】
橈骨頭前方脱臼を合併した転位のない肘頭骨折の

3症例は，全例で尺骨塑性変形を伴っており，尺骨
矯正骨切り術により経過は良好である．

【考　察】
1957年に Humeらは，橈骨頭の前方脱臼を合併
した転位のない肘頭骨折の 3例を報告し 1)，本邦で
はこの骨折を Hume骨折と呼んでいる．骨折の特
徴として，前腕回内および肘関節過伸展での受傷で
あること，肘頭部の症状は乏しいが橈骨頭部の腫脹
や圧痛があり，前腕回外位での整復および固定が有
用などが挙げられている．Humeらの報告では，尺
骨塑性変形については言及されていないが，外傷に
伴う前腕塑性変形の概念は 1974年に Bordenらが

図 3 症例 2　受傷時単純 X線，CT像

図 4 症例 2　受傷時単純 X線像 図 5 症例 2　受傷 5か月，術直後，術後 12か月　単純
X線像
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初めて発表しており 3)，Humeの時代には着目され
ていなかったと考えられる．

Hume骨折における橈骨頭脱臼の機序として，草
野らは，「転位のない肘頭骨折が橈骨頭脱臼の原因
になるとは考えにくく，尺骨塑性変形が原因ではな
いか．」との仮説を立てた 4)．我々の 3症例において
も，全ての症例で尺骨塑性変形を合併していた．過
去の報告において 5)6)7)，我々が渉猟しえた Hume骨
折 19症例のうち，前腕全長 X線が確認できる症例
が 10症例あり，そのうち 9例で尺骨塑性変形を合
併していた（表 1）．戸祭の症例のように尺骨塑性変
形を伴わない報告も見られたが 8)，この症例では橈
骨頚部骨折を合併しており，橈骨頭脱臼に異なる機
序が働いた可能性がある．「Hume骨折における橈
骨頭脱臼の原因は尺骨塑性変形による」と考えると，
Hume骨折は尺骨塑性変形を伴うMonteggia骨折
（BadoI型）の中に分類されるのではないかと考え
られる．また，これまでMonteggia骨折として治
療されてきた症例の中にも，非転位型の肘頭骨折が
存在し，Hume骨折と診断しうるものが含まれてい
る可能性がある．
以上より，Hume骨折の診断においては，肘頭骨

表 1 Hume骨折報告例の比較

図 6 症例 3　受傷時単純 X線像

図 7 症例 3　術直後，術後 4か月　単純 X線像
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折と橈骨頭前方脱臼という肘関節の所見に加えて，
前腕全長側面 X線を撮影し尺骨塑性変形の有無を
確認する必要があると考える．また，治療において
は，橈骨頭の整復のみでは不十分であり，変形した
尺骨の整復や尺骨の矯正骨切りが必要であると考え
られ，今回の 3症例でも尺骨矯正骨切り術により良
好な成績を得た．

【まとめ】
Hume骨折の 3例を経験した．Hume骨折におけ
る橈骨頭脱臼の原因は尺骨塑性変形による可能性が
高く，診断には前腕全長側面 X線撮影が必要であ
り，治療には尺骨の整復や尺骨矯正骨切りが必要で
あると考える．

【利益相反の開示】
本研究発表に関連し，開示すべき COI関係にあ
る企業等はありません．

【文　献】
1） Hume AC, et al. Anterior dislocation of the head of the 
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6） 田中雅尋ほか．最近経験した小児Monteggia骨折に対
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前腕骨間膜遠位腱様組織の解剖学的検討
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前腕骨間膜の構造は，腱様組織と膜様部からなる．前腕中央に存在する腱様組織を主とした報告は散見さ
れるが，前腕骨間膜遠位腱様組織に関する報告は少なく，今回前腕骨間膜遠位腱様組織の解剖学的検討を行
った．上肢新鮮凍結屍体 15体 30肢，死亡時年齢 68～97歳を対象とした．前腕骨間膜を露出し，橈骨茎状
突起，尺骨切痕底部を基準として遠位腱様組織の橈尺骨での付着位置を骨全長に対する百分率で求めた．腱
様組織の幅や厚さも測定を行った．前腕骨間膜遠位腱様組織は，14肢（46.7％）で認めた．腱様組織は尺骨
の 16.0％，橈骨 7.2％の位置を付着位置とし尺側から橈側に斜走していた．また，遠位では DRUJ関節包に
付着していた．腱様組織の幅，厚さは個体差を認めた．前腕骨間遠位部腱様組織の解剖学的把握は遠位橈尺
関節の安定性を把握する上で一助となると考えられた．

【緒　言】
前腕骨間膜は腱様組織と膜様部からなり，機能は
前腕筋群の起始として力の伝達，長軸方向の力の伝
達，橈骨尺骨間の安定化である 1)2)．腱様組織は機能
において重要な役割を担うとされ 3)4)，Nodaらの報
告 5) を基にすると（1）Distal oblique band（DOB），
（2）Central band，（3）Accessory band，（4）Dorsal 

oblique cord，（5）Proximal oblique cord の 5 要素
からなるとされている．過去の報告では，Central 
band，Accessory band，Dorsal oblique cordといっ
た前腕中央に存在する腱様組織を主とした報告 6)7)

は散見されるが，前腕骨間膜遠位腱様組織である
DOBに関する報告は少ない．近年の DOBに関す
る biomechanical studyが進み，DOBが遠位橈尺関
節の安定性の一端を担うと報告されているが 8)9)，
現在でも解剖学的研究の報告数は少なく今回解剖学
的検討を行った．

【対象と方法】
新鮮凍結屍体 15体 30肢を対象とした．その内訳
は男性 7体，女性 8体，右 15肢，左 15肢で，死亡
時平均年齢は 84.5歳（68～97歳）であった．
肩関節で離断された上肢を 24時間常温で解凍し，
さらに肘関節で離断後に前腕から骨，骨間膜以外の
組織を切除し骨間膜の露出を行った．橈骨茎状突

起，尺骨切痕底部を基準として露出した DOBの橈
骨，尺骨での付着位置（lR,lU）をそれぞれ測定．橈
骨全長（LR），尺骨全長（LU）を測定し，DOBの
付着位置の橈骨尺骨全長に対する百分率（lR/LR×
100・lU/LU×100）を求める（図 1）．DOBは膜様
部の中に橈尺間を斜走する繊維性組織として存在す
るが，その中央で幅と厚さをノギスで測定を行った．

受理日　2016/01/04
千葉大学医学部付属病院　〒260-8670　千葉県千葉市中央区亥鼻 1-8-1

図 1 DOB付着位置
 DOBを矢頭で示す
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【結　果】
1．存在率
DOBは，15体中 9体，30肢中 14肢に存在を認

めた（図 2）．DOBが存在した 14 肢では左右とも 7
肢ずつ認め，存在した 9体の内 5体で両側性，4体
で片側性に DOBを認めた．性差に関しては，男性
は 7体中 5体で存在し女性では 8体中 4体で存在を
認めた．

2．付着位置
DOBの橈骨尺骨での付着位置は，それぞれ 7.2％，

16.0％の位置の位置であった．尺骨付着部から橈側
に斜走し，DRUJの関節包の掌側背側にかけて付着
をしていた（図 3）．

3．幅，厚さ
DOBの幅は平均 2.1 mm（1.4-3.4 mm），厚さは平
均 1.3 mm（0.4-2.3 mm）であった（図 4，図 5）．

【考　察】
DOBの存在率については，Nodaら，Kitamura

らは 40％と報告している 5)8)．本研究では，46.7％
（30肢中 14肢）で存在を認め，個体としては 15体
中 9体，60.0％で存在を認めた．過去の報告では偏
在性についての言及はないが，DOBの存在した 9
体では 5体が両側性，4体が片側性に存在し，両側
例，偏在例の両方が存在することが明らかになっ
た．存在率の性差に関しては，男性は 7体中 5体で
存在し女性では 8体中 4体で存在を認め男性にやや
多い傾向にあった，しかし検体が少なく性別におけ
る存在率の差は言及できない．今後検体数を増やし
検討をする必要がある．

DOBの橈骨尺骨での付着位置は，橈骨尺骨全長
に対しそれぞれ 9％，15％の位置に付着と報告 5) が
あるが，本研究でもそれぞれ 7.2％，16.0％であり
概ね一致していた．Moritomoらは，DOBは遠位

図 3 DOB 
 （a）掌側（b）背側（c）尺骨頭を脱臼させ撮影
 DRUJ関節包の掌側から背側にわたり DOBが付着

図 4 DOB幅・厚さ 図 5 DOB幅・厚さ散布図

図 2 DOB
 （a）DOB（+）　膜様部の中に DOB

を認める
 （b）DOB（-）　 膜様部のみ認める
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で関節包と融合し sigmoid notchに入ると報告をし
ている 10)．本研究でも DOBの遠位では，DRUJの
関節包と付着をしていた．

DOBの幅と厚さについては，Nodaらが幅は平均
4.4 mm（2-6 mm），厚さが平均 1.5mm（0.5-2.6 mm）
と報告している．本研究では平均 2.1 mm（1.4-3.4 
mm），厚さが平均 1.3 mm（0.4-2.3 mm）であり，
過去の報告と比較すると幅，厚さともに小さい値で
あった．幅と厚さの相関係数は 0.03でありほとん
ど相関を認めなかった．DOBが遠位橈尺関節の安
定性の一端を担うと報告 8)9) されているが，DOB
の幅，厚さは個体差が大きく DOBが担う遠位橈尺
関節の安定性には個体差があることが推察される．

【まとめ】
新鮮凍結屍体 15体 30肢を用いて前腕骨間膜遠位
腱様組織の解剖学的検討を行った．遠位部腱様組織
の解剖学的把握は遠位橈尺関節の安定性を把握する
上で一助となると考えられた．

【利益相反の開示】
本研究発表に関連し，開示すべき COI関係にあ
る企業等はありません．

【文　献】
1） Kapandji A.I, et al.  カパンジー機能解剖学　Ⅰ上肢．第

6版．東京．医歯薬出版．pp112-115, 2006．
2） 森 謙一．前腕回旋機構に関する研究 骨間膜の機能解
剖．日本整形外科学会雑誌 59巻 6号 : 611-622, 1985．

3） Hotchkiss RN, et al. An anatomic and mechanical study 
of the interosseous membrane of the forearm: pathome-
chanics of proximal migration of the radius. J Hand 
Surg Am 14-A: 256-261, 1989.

4） Mcdougall A, et al. Subluxation of the inferior radio-ul-
nar joint complicating fracture of the radial head. J Bone 
Joint Surg Br 39-B: 278-287, 1957.

5） Noda K, et al. Interosseous membrane of the forearm: 
an anatomical study of ligament attachment locations. J 
Hand Surg Am 34（3）: 415-422, 2009.

6） 藤田正樹．前腕骨間膜の解剖学的検討．日本整形外科
学会雑誌 69巻 10号 : 938-950, 1995．

7） Skahen JR 3RD, et al. The interosseous membrane of 
the forearm: anatomy and function. J Hand Surg Am 22
（6）: 981-985, 1997.

8） Kitamura T, et al. The biomechanical effect of the distal 
interosseous membrane on distal radioulnar joint stabil-
ity: a preliminary anatomic study. J Hand Surg Am 36

（10）: 1626-1630, 2011.
9） Arimitsu S, et al. The stabilizing effect of the distal inter-

osseous membrane on the distal radioulnar joint in an 
ulnar shortening procedure: a biomechanical study. J 
Bone Joint Surg Am 93（21）: 2022-2030, 2011.

10） Moritomo H. The distal oblique bundle of the distal in-
terosseous membrane of the forearm. J Wrist Surg 2（1）
: 93-94, 2013.



－ 255－

日手会誌（J Jpn Soc Surg Hand），第 32巻　第 6号　1107-1110，2016

超音波ガイド下鎖骨上窩腕神経叢ブロックを用いた
手術経験 ―超音波ガイドの有用性の検討―
中
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超音波ガイド下鎖骨上窩腕神経叢ブロック（以下 SCB）のもとで行った手肘の手術 107例（手指疾患 33，
手関節疾患 60，肘疾患 14例）を対象に，麻酔開始から加刀までの時間，穿刺時電撃痛の有無，手術時間，
局所麻酔追加の有無，止血帯部痛の有無，合併症について検討した．麻酔開始から加刀までは平均 25.2分で，
穿刺時電撃痛を生じたのは 5例，手術時間は平均 52.1分であった．術中も局所麻酔の追加を要したのは 16
例で，うち 10例は尺骨神経領域の操作を伴うものであった．また止血帯部痛を訴えたのが 7例であり，手
術時間が長いほど多い傾向にあった．局所麻酔中毒や気胸などの重篤な合併症は全例においてなかった．超
音波ガイド下 SCBの有効性ならびに安全性について自験例は過去の報告と同様であった．従来法と比較し
超音波ガイドのメリットは，手技の習得が比較的容易であり安全性が高いこと，また患者にとって不快な電
撃痛を避けながら十分な麻酔効果が得られることであると考えられた．

【緒　言】
上肢手術における超音波ガイド下鎖骨上窩腕神経

叢ブロック（以下 SCB）の有用性についてはこれま
で諸家によりさまざまな報告がなされている．今回
著者らは，超音波ガイド下 SCBのもとで行った手
肘の手術の自験例についてまとめ，その適応と限界
について検討した．また超音波ガイドの有用性につ
いて文献的考察を加え検討した．

【対象と方法】
2013年 4月から 2014年 9月までに同一麻酔医か
つ同一術者のもと，超音波ガイド下 SCBを用いて
上肢手術を施行した 107例を対象とした．平均年齢
は 59（19-86）歳，男性 44例，女性 63例であった．
指骨の骨折や腱損傷など手指疾患が 33例，橈骨遠
位端骨折や変形性手関節症など手関節疾患が 60例，
肘部管症候群など肘疾患が 14例であった．肘部管
症候群や小指骨折の手術など尺骨神経領域の操作を
伴う手術は全 107例中 24例であった．使用した局
所麻酔薬は全例で 1％リドカイン 10ml＋0.75％ロピ
バカイン 15mlである．また全例術中駆血を行った．

SCBはエコーガイド下にいわゆる平行法で行っ

ている．用いた機器は GE HealthCare社の LOGIQe
である．12MHzのリニアプローブを使用した．麻
酔時体位は仰臥位として，枕を健側によせ患側の頸
部・肩部に当たらないようにする．さらに顔面は健
側に向けさせ，かつ患側上肢は腋をしめ体幹に密着
させ，かつ肩の緊張をとりリラックスさせるよう努
めさせる．鎖骨を確認し，鎖骨のほぼ中央部で，頭
側に拍動を触れるが，これが鎖骨下動脈であり，こ
こを目安としてプローブを鎖骨と平行に当てる．針
はプローブの外側からプローブに平行に刺入する．
実際のエコー画像を示す（図 1）．鎖骨下動脈を

描写し，その周囲にある腕神経叢周囲に針先を進
め，薬液を注入している．いわゆる corner pocket
に向けてと，鎖骨下動脈の上方に向けての 2か所に
薬液を注入している．
評価項目は麻酔開始から加刀までの時間，穿刺時
電撃痛の有無，手術時間，局所麻酔追加の有無，止
血帯部痛の有無，合併症である．術中局所麻酔の追
加の有無については尺骨神経領域の操作を伴う場合
とそうでない場合について統計学的に比較検討し，
さらに手術時間の長短と止血帯部痛の関係について
も統計学的に解析した．統計処理は Studentの t検

受理日　2015/11/02
＊ 独立行政法人地域医療機能推進機構　埼玉メディカルセンター　整形外科 〒330-0074　埼玉県さいたま市浦和区北浦和

4-9-3
＊＊慶應義塾大学　整形外科



－ 256－

超音波ガイド下鎖骨上ブロックを用いた手術経験1108

定を用いて行った．

【結　果】
結果を表 1に示す．穿刺時電撃痛を生じたのは 5

例（4.7％）であったが，いずれも手技に不慣れな初
期の症例であった．手術時間は平均 52.1分であり，
後述する術中ペンタゾシン静注を要した 3例を除く
全例において手術時間全体で十分な鎮痛効果の持続
が得られた．局所麻酔については，術中も追加を要
した例が 16例（15％）であり，そのうち 10例は尺
骨神経領域の操作を伴うものであった．すなわち，
尺骨神経領域の操作を伴う手術においては術中局所
麻酔の追加を 42％（10/24）に要し，それ以外の手
術では 7％（6/83）であったのに比べ有意に高かっ
た（p＜0.005）．止血帯部痛が見られたのは 7例（6.5
％）であった．このうち手術時間 60分未満の例に
限ると出現率は 3.9％（3/77）であったのに対し，

60分以上の例では出現率は 13.3％（4/30）であり，
統計学的な有意差はなかったが，手術時間が長いほ
ど出現率は高い傾向にあった．止血帯部痛を含む術
中の疼痛に対する処置として，ペンタゾシン 50 mg
＋生理食塩水 50 mlの点滴静注を要した例が 3例あ
ったがいずれも初期の症例であり，手技に習熟した
後期の症例ではペンタゾシンを含め鎮痛剤の追加投
与を要した例はなかった．
合併症は表 2に示す通り，Horner徴候と考えら

れる顔面の動かしにくさや縮瞳による片側の視力障
害の症状を訴えたのが 5例（4.8％），横隔神経ブロ
ックによるものと思われる軽度の呼吸苦を訴えたの
が 1例（0.9％）見られた．気胸，局所麻酔中毒，
神経症状の残存などの重篤な合併症はなく，全例全
身麻酔への移行など麻酔方法を変更することなく手
術を完遂できた．

図 1 鎖骨下動脈（A），腕神経叢（P）が描出されている．

表 1 評価項目

図 2 穿刺針が描出され（三角部），針先では薬液が広
がっている（矢印部）．
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【考　察】
超音波ガイド下 SCBの有効性についてはすでに
多数の報告があり，手外科手術において有用である
ことは知られている 1)2)3)4)．概ね SCB単独で比較的
長時間の手術が可能であるが，SCBに加え何らか
の麻酔を追加する頻度は諸家の報告をまとめると
6.7-31.8％であり，また加刀時の局所麻酔追加に限
れば 13.6-22.9％と報告されているが，自験例でも
28％の症例で加刀時に局所麻酔を追加しておりほぼ
同等であった．また鎖骨上法では下神経幹や尺骨神
経領域に局所麻酔薬が浸潤しにくいことから，複数
の報告で尺骨神経領域ではやや効きにくいと述べら
れている 2)5)．自験例で術中にも局所麻酔の追加を
要した 16例のうち 10例は尺骨神経そのものやその
支配領域の操作を伴っていた．合併症について，諸
家によると Horner徴候の頻度は 0-13.6％であり，
横隔神経ブロックは 0-29.7％であった 1)2)3)4)．自験
例はそれぞれ 4.8％，0.9％であり，いずれも諸家の
報告の範囲内であった．症例数が少ないため詳細な
検討はできていないが，合併症である顔面の症状や
呼吸苦の消失は，上肢の麻酔効果の消失よりも早か
った．このことをあらかじめ患者に説明しておくこ
とで，もしそのような合併症が生じた場合でも不安
を和らげる効果が期待できる．
従来法と超音波ガイド下法（以下 US法）では過

去の報告によれば 6)7)，麻酔の有効性については同等
であると考えられ，また気胸や局所麻酔中毒など重
篤な合併症はどちらも生じておらず，安全性も同等
であると考えられる．ただし，従来法においては鎖
骨下動脈を体表から触知し目印とした上で実際の穿
刺は盲目的に行うため，その安全性については手技
の習熟に左右される部分が大きい．一方 US法では穿
刺部をリアルタイムに可視化することができるため，

その結果手技に不慣れな研修医であっても安全にブ
ロックを施行できるという報告が散見される 8)9)．す
なわち従来法と比べ US法のメリットは，経験の浅
い医師にとって扱いやすく習得しやすく結果として，
患者にとって安全性の面で有益であることと言える．
実際に著者自身も従来法については習熟に時間がか
かると考え，安全性に不安を感じ積極的に導入はし
てこなかったが，US法によりその不安が払拭され，
ブロック下での手術を選択肢に入れることができる
ようになった．

US法のメリットはもう 1つあり，それは穿刺時
の電撃痛を避けられることである．従来法において
一定の確率で電撃痛が生じるのはその手技上やむを
得ないが，患者にとって不快であるため，できれば
避けるのが望ましい．今回自験例において電撃痛が
生じたのは 107例中 5例（4.7％）であったが，いず
れも手技に不慣れな初期の症例に見られている．手
技が成熟し，超音波ガイド下に神経叢を確実に描出・
同定できるようになった後期の症例では 1例もみら
れていない．5例中 2例は前腕尺側への電撃痛を訴
えたが，これはエコー描出に不慣れな中，いわゆる
corner pocketを狙いに行くあまり，針先端が神経束
に触れてしまい電撃痛が起きたと考えられる．麻酔
効果を得るためには神経そのものを穿刺する必要は
なく，その周囲に針を進め麻酔薬を浸潤させればよ
いとされるが，この点で，US法では超音波で動的
画像を見ながら穿刺することによって，より神経に
近いギリギリの部まで針を進めることができるため，
電撃痛を避けた上で十分な麻酔効果を望める．電撃
痛が生じた症例数が少ないため統計的な比較はでき
ないが，電撃痛の有無と術中局所麻酔の追加の有無
は自験例では明らかな相関はなく，麻酔効果と電撃
痛の有無は必ずしも関連しないと考えられた．

【まとめ】
超音波ガイド下 SCBは手肘の手術において有効
な麻酔法であることが自験例においても確認でき
た．過去の報告と同様に術中に局所麻酔の追加を要
する症例があり，また重篤な合併症はみられなかっ
た．従来法と比較し，超音波ガイドを用いるメリッ
トは，手技の習得が比較的容易であり不慣れな医師
にとっても導入しやすいこと，また患者にとって不
快な電撃痛を避けながら十分な麻酔効果が得られる
ことである．

表 2 合併症
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【利益相反の開示】
本研究発表に関し，開示すべき COI関係にある
企業等はありません．
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1） 千馬誠悦ほか．上肢の手術に対する超音波ガイド下鎖
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叢ブロック（鎖骨上法）の経験．日手会誌 28: 628-631, 
2012．

3） 佐久間悠ほか．上肢整形外科手術における鎖骨上窩ア
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討．日手会誌 31: 150-154, 2014．

6） 梶原了治．当科における鎖骨上窩腕神経叢ブロックの
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社会構成主義に立脚した手外科の医学部卒前
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医学部学生の手外科認知度は低く，従来型の講義では興味に基づく内発的学習動機付けは難しい．学習活
動の工夫により学習の内発的動機づけを促すことを目的として web学習管理システムによる自習と，学生
グループワークや手術ライブ中継等の学習活動も取り入れた集合型授業を組み合わせたブレンド型カリキュ
ラムを導入した．その達成度を学生のカリキュラム評価を基にカリキュラム構築の基盤となる社会構成主義
に照らし考察した．学生グループワークでの共同作業は単なる「知識獲得」のみならず，今後臨床現場で必
要な「協力して問題解決にあたる能力」「生涯学習のための省察能力」等の涵養に役立つ．手術ライブでは，
より実践に近似した文脈でリアルタイムに手術現場におけるコミュニケーションやチームワーク，リーダー
シップ，状況認識，意思決定等の熟達者のメタスキルに触れることが可能である．カリキュラム構築の狙い
に学生も気づいたことがうかがわれた．

【緒　言】
整形外科講義開始時における医学部生の手外科認

知度は，詳細に知っている：0％，名前だけ知ってい
る：53％，聞いた事もない：47％，と低い（平成 25
年慶應義塾大学医学部4年108名中104名が回答）1)．
手外科についてのイメージを明確にもたない学習者
に対し，内発的動機付けによる学習（試験等による
外発的動機ではなく，興味があるから学ぶ）を促す
目的で構築した授業カリキュラムを 2年間実践し学
生のフィードバックを得た．これを学習理論に基づ
き検討した．

【対象と方法】
平成 25年より，整形外科を初めて学ぶ 4年生（平
成 25年 108名，平成 26年 111名）に対する授業（90
分×30コマ）を，60分×40コマに再編し，web学
習管理システム（Learning Management System，
以下 LMS）による自習と，教室における集合型授
業とのブレンド型カリキュラムとした．LMS上で
は事前課題として運動器解剖など前提知識の確認を
行い，講義後には復習課題や講義評価記載を課し
た．教室における集合型授業では，旧来の講義に加
えて学生のグループ学習（以下，GW）とその発表会，

および手術ライブ中継（以下，手術ライブ）等の学
習活動を導入した（図 1）．GWでは選んだ疾患につ
いて「医学の素人でも 80％理解できるように説明で
きる」ことを目標に，グループで作成した成果物（形
式は問わない）を用いて一人一回プレゼンテーショ
ンを行い，聴き手の学生が評価した．手術ライブで
は関連分野の講義と平行してサブスクリーンでライ
ブ手術を供覧し解説を加えた．平成 26年には音声
を含めた双方向中継を行いさらに解説を加えて術者
や助手の行動の“making thinking visible”化 2) を試
みた．授業終了時に自由記載の評価を依頼し，翌年
以降の手術ライブ継続について三者択一（継続すべ
き，臨床実習でみられるなら不要，どちらでもない）
で回答させた．また，平成 26年度には最終日の筆
記試験で，以下の設問のようにカリキュラム設計の
背景を明らかにしたうえでカリキュラム評価を要求
した．
今年度の整形外科学カリキュラムは，LMS，講義，

手術ライブ，診察法実習，学生グループワーク（GW），
自習，の 6種の学習活動で構成されています．下記
1），2）のいずれかを選択して答えてください．

1）整形外科学の授業カリキュラムは「興味があ
るから自発的に調べる（内発的動機付け）」「他者と

受理日　2015/12/20
＊慶應義塾大学医学部　運動器機能再建・再生学講座　〒160-8582　東京都新宿区信濃町 35
＊＊慶應義塾大学医学部　整形外科
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図 1 整形外科学講義日程表
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の関係性の中で学ぶ（人に説明や質問をする，話し
合う，等）」ことが効果的であるという学習理論に
基づき設計されています．このカリキュラムの「目
的達成度」を評価し，その根拠を述べてください．

2）整形外科学授業カリキュラムの忌憚ない評価
を述べてください．一部の学習活動についてでも総
合評価でも可ですが，理由も記載してください．

【結　果】
LMS
本学のカリキュラムでは臨床科目の基礎となる解
剖学，生理学などを低学年で履修するが，その当時
は得た知識が臨床応用と結びつかない‘無意味な記
憶’3) に過ぎないためか，臨床科目履修時には想起で
きない学生が少なくない．そのため講義中に教員が
基礎知識の確認をする必要が時に生じた．前提知識
を事前課題として LMSで確認することで講義の時
間が短縮でき，学生の理解も深くなり，集合型授業
での GW等の時間を捻出できるようになった．LMS
では授業時間外にいつでも自分のペースで振り返り
ながら学習できるため，個々の学生の前提知識の確
認には効果的・効率的である．
GW
GW発表会では学生同士で評価することで緊張感

がなくなることを懸念していたが，期待以上に活発
に学生同士の質疑応答や意見交換を伴う完成度の高
い発表が行われた．平成 26年度の調査で GWにつ
いて述べた 89名のうち，1名が「同級生に教わって
も得るものがなく無駄」と答え，10名が学生間の熱
意の個人差を問題点と指摘した．今後の改善点を提
案した者が 24名おり，全回答者の 8割が「同級生
から教わること，教えることが想定以上に楽しかっ
た」「人が理解できるように話すためには知識の内
面化が重要であることに気づいた」「知識を自分で
言語化し伝えることは伝える相手のみならず自分の
知識習得にあたっても有用であった」等，GWにつ
いて肯定的な評価をした．
手術ライブ
平成 26年度の実施後調査で手術ライブについて
評価したのは 67名で，65名が「手術ライブを次年
度以降も継続すべき」，2名が「どちらでもよい」と
回答した．代表的な自由記載評価を以下に提示する
（原文通り）．
―整形外科の手術を見たのは初めてだったので，

その手技や術法はとても新鮮であった．想像してい
たよりもピリピリせずに終始和やかな雰囲気だった
のが，とても印象的だった．また，切開のダイナミ
ックさに驚いた事に加え，その中にも患者への負担
を軽減，症状改善に尽力されている姿がありありと
スクリーン上に映し出されており，とても格好良く
感じた．
―自分が勉強してることが，こういうように役立
つか，理解できた．
―今後臨床実習でみられるとは思うが，このよう
なことが今体験できたので，非常に面白かった．
―通常，授業中に流す動画は，ポイントのみを抜
粋したものであるが，実際の手術においては施行す
るのに時間がかかったり，やり直しをしたりしてい
る．そういう流れを見学することができ良かった．
―今回は再建靭帯がシングルで行われておりまし

たが，その理由も簡潔に説明され，何よりも術中の
皆さんの雰囲気や，先生方の整形外科に対する想い
が良く伝わってきたように思います．座学だけで
は，特に解剖学的なアプローチについては平面画像
での説明に終始することが多く理解することが非常
に難しいと思いますので，こういった実際の手術現
場を中継することで知識としての整形外科は勿論，
これからの勉学に対する鼓舞も同時にされるのでは
ないかということで有意義な時間だったのではない
かと思います．

【考　察】
臨床科目についてのイメージがつかめないままで
は興味をもったり，学ぶ動機づけとしたりすること
が難しいため，結局試験，進級等の外的動機づけで
やむを得ず知識の丸暗記をくり返すことになってい
るとの声は学生からよく聞かれる．臨床実習前に臨
床現場に触れる機会が少ない本学の現行カリキュラ
ムでは，整形外科講義開始時の手外科，脊椎外科，
関節外科の各サブスペシャリティーについての学生
の認知度は低い（図 2）1)．これらのサブスペシャリ
ティーは非常に専門性が高く，医学部学生には必修
の分野ではないが，各サブスペシャリティーについ
て知ってもらい，機能外科の醍醐味である熟達者の
診断・手術適応に至る思考過程や精緻な技術，臨床
現場の暗黙知などに触れ，臨床の面白さを知ること
で，学生もより興味をもち積極的に学習できるので
はないだろうか．
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学習活動の工夫により学習の内発的動機づけを促
すことが本カリキュラムの目的であり，そのカリキ
ュラム構築にあたり基盤としたのは社会構成主義で
ある．教育学の専門家は広義のカリキュラム（時間
割りや授業内容提示ではなく，教育課程の中で起こ
るはずのこと，教員の意図とそれを達成する過程）
をデザインする際，目標に見合った学習理論を選び，
理論に見合った教育・学習活動，評価方法を定める．
その妥当性は常に学習理論に照らして検討され見直
される必要があり，世界的に見れば職業的専門家で
も教育に関わる者は学習理論の概念を理解し学習環
境を考える基盤としていることが多い 4)．今回カリ
キュラム構築の基盤とした社会構成主義は「学ぶこ
と」を「周囲の環境や他人との相互関係を通じて学
習者に内在していた知識や経験を再構築すること」
と捉える認識論である．Vygotskyは小児の知的能
力発達について，周囲の支援がなくても学習者が独
力で解決できるレベルと，問題解決の過程で周囲の
援助があった場合に達成できるレベルとの間に存在
する発達の領域を「最近接発達領域」と呼び，他者
との関わり合いや共同作業の重要性を主張している
が，これは社会構成主義の根幹となる考え方で，成
人である医学部学生にも適用し得る 5)．GWで「少
し自分より理解している同級生」と「教員の講義」「教
科書や文献」などの援助を得て成果物を作成する共
同作業過程は「最近接発達領域」であり，それが「同
級生に教わっても意味がない」との学生評価に対す
る回答である．GWは単なる「知識獲得」ではなく，
協力して成果物を作成する過程や，他人が理解でき
るよう説明すること自体が重要な学習活動であり，
今後臨床現場で他人に知恵を借り，互いに補いあい，
学び続けることで仕事を達成していくことの重要性
を経験する点でも意義があると考えている．医学部

学生の学習の在り方は大学受験までの「他者の助け
なし」で「多くの知識を効率よく詰め込み」「人よ
り優れている」ことを示すことから，「複雑で不確
実性に富んだ臨床現場に対応できる問題解決能力」
「協力して問題解決にあたる能力」「生涯学習を続け
るための省察能力」といったメタスキル涵養に重点
をおくよう変化するのである 6)．前項に示した学生
評価から，学生が経験を通じてカリキュラムの狙い
に気づいたことがうかがわれる．
手術ライブもまた，メタスキルの涵養に有用であ
る．学生評価にもあったように，予め編集された手
術動画と異なり，双方向の映像・音声を含むより実
践に近似した文脈で熟達した術者の技能，態度，問
題解決の過程や手術室メンバーとの相互関係など臨
床現場の雰囲気にリアルタイムで触れることができ
る．この経験を通じてコミュニケーション力やチー
ムワーク，リーダーシップ，状況認識，意思決定等
といった熟達者のメタスキルに触れることが可能な
のである．
本カリキュラムでは従来型の講義を残し，LMSに
よる完全な反転授業とはしなかった．平成 25年後
期の講義担当者 13名を対象とした 30分の半構造型
インタビュー7) で約半数が，専門家としては必要な
知識を選別して学生に授与すべきであると述べてお
り，集合型授業を学生に任せっ放しともとれる GW
や手術ライブのみとすることで，専門家兼教員とし
ての自律性が侵害されたと感じる可能性にも配慮し
たものである．知識授与型の講義を残し，それを臨
床で応用可能な活きた知識になるよう補完する学習
活動としても，GWや手術ライブは有用であると考
えている．

図 2 整形外科各サブスペシャリティーの授業開始前の学生による認知度
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【まとめ】
学習の内発的動機づけを目的とした卒前教育のカ
リキュラムを実践し，学生のフィードバックと学習
理論に基づき考察した．

【利益相反の開示】
著者はバイオメット・ジャパン株式会社，メドト
ロニック・ソファモアダネック株式会社，京セラメ
ディカル株式会社，ジンマー株式会社の 4社協同出
資による寄附講座所属である．
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5） Davydov VV, et al. The Influence of L. S. Vygotsky on 
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第 32回中部日本手外科研究会発表演題抄録

日　時：平成 27年 1月 31日
会　場：今池ガスビル　今池ガスホール

1. 当センターでの切断指再接合術の現況
聖隷浜松病院　　　　　　　　　　　　
手外科・マイクロサージャリーセンター

大 井 宏 之
神 田 俊 浩
向 田 雅 司
鈴 木 歩 実

【目的】当センターの再接合例について検討した．
【対象・結果】2007～2014年 9月までの切断例は

174例で，2011年をピークに減少している傾向が見
られた．この内，動静脈の血行再建なしでは生着が
不可能な場合を再接合とした場合，再接合例は 94
例で断端形成例は 80例であった．さらに 2011年か
ら 2014年 9月までは指以外の切断例はなく，この
期間の再接合は 118指（生着率 73.7％）であった．
血行再建に静脈移植を要した例は 76指（64.4％）
であった．切断部位は，最近は特に DIP以遠の指
尖部切断が増えていた．
【考察】生着率を争うような時代ではないと考え
ているが，指尖部切断の件数が増加し実際には生着
させるのが難しい事実もある（2013，14年の sub-
zone 1～4: 28指，生着率 82.1％，zone 3～5: 14指，
生着率 100％）．また術者の経験度で生着率に明ら
かに差があるが，24時間体制で経験者を配置する
ことは不可能な現実もあり，生着率を低下させる一
因と思われた．後療法では PIPを含む近位切断で
は運動機能獲得も問題となり，一度発生した伸展不
全もしくは屈曲拘縮の改善はなかなか困難であるの
で，それらを発生させないように考慮して訓練を行
ってきている．PIPより末梢では知覚機能獲得が問
題で，とくに引き抜きや挫滅切断の場合，神経再建
法や paresthesiaの問題対策が必要である．しかし
ながら頑張って再接合し，後療法をしっかりやった
としても，特に paresthesiaのため実際の日常生活
では使用していないという現実もある．

2. 上肢再建に有用な皮弁の検討
滋賀医科大学整形外科　　　　児 玉 成 人

竹 村 宣 記
今 井 晋 二

近江草津徳洲会病院整形外科　上 羽 宏 明
【はじめに】当科での上肢再建に用いられた有茎
皮弁，遊離皮弁について検討した．
【対象・方法】当科にて有茎皮弁あるいは遊離皮
弁を用いて上肢の再建を行い，1年以上の経過観察
が可能であった 19例を対象とした．男性 12例，女
性 7例で年齢は平均 41歳（5～67歳）であった．
症例の内訳は腫瘍切除後の再建 6例，橈尺骨癒合症
4例，感染後再建 4例，前腕・上腕の偽関節手術 3例，
その他 2例であった．治療の内訳は有茎皮弁 13例
（広背筋移行 5例，外側上腕皮弁（脂肪弁を含む）5
例，橈側前腕皮弁 3例）であった．遊離皮弁は 7例
で，血管柄付き腓骨移植 3例，薄筋移植 1例，大腿
骨内顆からの骨・骨膜移植 3例であった．これら症
例について，骨癒合，皮弁の生着，機能的予後につ
いて評価した．
【結果】血管柄付き骨移植では全例で骨癒合が得
られ，皮弁は全例で生着した．腫瘍再建例では術後
1例で腫瘍の再発を認めた．癒合症の脂肪弁移植で
は再癒合の症例は認めなかった．術前機能障害があ
った症例は術後，上肢機能は著明に改善した．
【考察】上肢の再建，特に，腫瘍や感染，偽関節
などの難治症例に血管柄付き組織移植は必要不可欠
である．上肢の再建は，有茎の広背筋皮弁，外側上
腕皮弁，橈側前腕皮弁，骨の再建として血管柄付き
腓骨移植が挙上できればほぼ可能である．侵襲が大
きい欠点はあるが，挙上は比較的容易で，非常に有
用な皮弁である．
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3. 腓骨動脈穿通枝皮弁を用いた手の軟部組織再建
市立奈良病院四肢外傷センター

河 村 健 二
矢 島 弘 嗣
村 田 景 一

【はじめに】1984年に吉村によって報告された
peroneal flapは穿通枝皮弁の概念の確立により紛れ
もなく穿通枝皮弁と言える．
【対象】手の軟部組織再建に用いた腓骨動脈穿通
枝皮弁 27例を検討した．17例は腓骨動静脈本幹を
血管茎として用いたが，10例は穿通枝のみを血管
茎とする true perforator flapとして用いた．本幹を
血管茎とした皮弁の大きさは最大 21×10cm，血管
茎は最長 12cmであった．知覚皮弁として 2例，2
本の穿通枝を用いた double flapを 3例，腱付皮弁
を 1例に用いた．true perforator flapの 10例はすべ
て手指の再建に用いており，皮弁の大きさは最大 8
×3cm，血管茎は最長 6cmであった．
【結果】2例が生着に失敗して有茎橈側前腕皮弁
による救済術を施行した．採取部は皮弁幅 4cm未
満の 12例で一期的縫縮が可能であったが，15例で
植皮が必要であった．皮弁の二期的な defattingが
14例に必要であった．
【考察】腓骨動脈の穿通枝は下腿遠位では筋間中
隔を通るため同定が容易である．true perforator 
flapとして用いた場合，穿通枝は指動脈との適合が
良く手指の再建に有用である．本幹を血管茎として
用いれば 10cm以上の長い血管茎が得られるため安
全な部位での血管吻合が可能であり，また複数の穿
通枝を用いた皮弁を挙上することも可能である．

4. 末梢神経修復術成績不良例の検討
岐阜市民病院形成外科　大 野 義 幸
岐阜大学整形外科　　　平 川 明 弘

蔵 満 紀 成
【はじめに】神経修復術の成績は年齢，神経の種
類，損傷高位，損傷形態，手術手技など多くの因子
の影響を受ける．成績不良例も散見される．今回，
顕微鏡視下に神経縫合，神経移植を行った症例のう
ち成績不良例を中心に検討した．
【対象と方法】2004年から 2014年 6月まで演者
が実際に行った前腕中央以遠の神経修復例のうち，
最低 3ヵ月以上の経過が観察できた 52症例を検討

した．成績評価は日手会機能評価法に従った．
【結果】S0は人工神経（Nerbridge）移植を行っ
た 31歳男性の示指の橈，尺側指神経断裂の 1例．
尺側の人工神経は移植後 5.5週でリハビリ訓練中に
皮膚を破って露出し，やむなく摘出．橈側も術 6ヵ
月後も回復がなく，自家神経移植再建を行い最終的
に橈，尺側とも S2を得た．S1は手関節部での医原
性正中神経切断の 76歳女性と母指再接着（両側指
神経縫合）の 76歳男性の 2例であった．手関節部
正中神経切断例では母指対立筋力はMMT4と良好
に回復（M4）し，運動と知覚の回復に解離を認めた．
また，Causalgiaを訴えた 50歳男性の示指橈側指神
経切断例（S2C）は当初から前医への猜疑心が強か
った．
【考察】概ねS2以上で一定の知覚回復が得られた．
顕微鏡を用いた丁寧な神経縫合，gapが大きければ
神経移植と治療法に特に目新しいことはない．人工
神経に関しては可動域訓練が必要な部位への使用に
は注意が必要と考えられた．

5. リンパ浮腫の外科治療
岡山大学　形成再建外科　山 田 　 潔

木 股 敬 裕
リンパ浮腫の外科的治療はこれまで慎重な適応が
勧められてきたが，近年ではその有用性を示す論文
が増えてきつつある．外科的治療には大きく分けて
2つのカテゴリーがある．

1）リンパの流れを改善する手術
現在ではリンパ管細静脈吻合術が中心となってお
り，0.3～1.0mmの非常に細いリンパ管を静脈に吻
合するため通常のマイクロサージャリーよりもさら
に繊細な技術を要する．早期症例ほど治療成績がよ
く，またリンパ節郭清と同時に施行（LYMPHA）
すると非施行群と比べて有意にリンパ浮腫の発症が
予防できたと報告もある．また近年では血管付き自
家リンパ節移植術がトピックとなっており，その手
術手技や有用性を示す報告が多数あるが浮腫改善の
機序についてはまだ不明な点が多い．

2）ボリュームを減少する手術
過剰な組織を除去することを目的としたものであ
り，進行したリンパ浮腫症例が適応となる．近年で
は美容外科で用いられる脂肪吸引術などが行われて
おり，小さな傷跡でボリュームを減少させることが
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でき，術後に圧迫療法をきちんとした場合は再発も
無いと報告されている．
歴史的にさまざまな外科治療法が報告されてきた
が，リンパ浮腫の評価方法がいまだ確立していない
ためいためいずれもエビデンスレベルの低いものと
なっている．標準的評価方法の確立が急務である．

6. Untied Stay Suture法による ZoneⅠ指尖部
切断再接着術

川崎医科大学整形外科　長谷川　健二郎
森 定 　 淳
高 田 逸 朗
長谷川　　　徹

岡山大学形成外科　　　難　波　祐三郎
木 股 敬 裕

【目的】リンパ浮腫の治療において，特に外径 0.3
～0.5mm以下のリンパ管静脈吻合の際には Untied 
Stay Suture 法が有効であり，今回この方法を Zone1
指尖部切断の再接着術に応用し良好な結果を得たの
で報告する．
【対象】対象は 2008年 1月より，両端針を用いた

Untied Stay Suture 法による再接着術を施行した
Zone1指尖部切断 13症例である．男性 11例，女性
2例で，年齢は 2歳から 55歳であった．
【方法】1st・2nd stay sutureには両端針付きナイ
ロン糸を用い，その他は基本的に片針になったもの
を使用した．縫合手順は Untied Stay Suture 法に準
じた．
【結果】全例生着した．全例で関節可動域制限は
認めなかったが，挫滅の強い 4症例に爪の変形を残
した．10 症例が動脈と静脈の吻合が可能であった．
3症は動脈吻合のみ可能であった．
【考察】USSMは第 1・第 2針目の stay sutureを

untiedにして牽引をかけることにより，第 3針以降
の縫合操作が易しくなるテクニックである．今回，
直径 50～65μmの両端針を用いる事により，No.5
の鑷子先が内腔に入らない，特に 0.3～0.5mm以下
の微細血管吻合の場合でも，針先を血管内腔に滑り
込ませ，内側から外に出す事により，容易にナイロ
ン糸を通すことが可能となった．

7. 骨脆弱性を有する高齢者の上腕骨遠位端骨折に
対する治療方針
岡山済生会総合病院整形外科　森 谷 史 朗

今 谷 潤 也
前 田 和 茂
桐　田　由季子

金田病院整形外科　　　　　　近 藤 秀 則
【目的】骨脆弱性を有する高齢者上腕骨遠位端骨
折の治療上の問題点を調査し，最適な治療方針を検
討した．
【方法】多施設後ろ向き研究とし，アナトミカル
ロッキングプレート（ALP）固定法を行った 65歳
以上の 52例（男性 7例，女性 45例，平均年齢 82歳）
を対象とした．AO type A（35例）と type C（17例）
の臨床成績を調査した．また術後経過中における他
部位の新規骨折の発生率を調査した．
【結果】52例全例に骨癒合が得られた．Type A
のうち外側 ALP＋内側スクリュー固定を行った 27
例中 1例に遷延癒合，3例で内側が一部圧潰したが，
主に不適切な手術手技が影響していた．Type Cで
は全例に double plate固定法（DP法）を行ってい
たが，前額面多骨片を伴ったC3の 2例に関節面（前
額面）骨片の矯正損失を認めた．また術後経過中 9
例（17％）に他部位の新規骨折が発生していた．
【考察】ALP固定法により全例骨癒合が得られて
いた．しかし骨脆弱性を有する高齢者では，不適切
な手術手技が初期固定性不良に直結する．また前額
面多骨片を伴う C3では，ALPによる DP法でも整
復位を維持できない症例が存在するため，primary 
TEAの選択も考慮すべきである．今回，17％にさ
らなる骨折を生じており，骨折の連鎖を予防するた
めには本骨折の治療のみならず，初療時からの骨粗
鬆症治療への積極的な介入も重要となる．

8. 高齢者の肘頭骨折の手術治療成績
東海病院整形外科　浅 野 研 一

近 藤 高 弘
牧 野 仁 美

【目的】高齢者の肘頭骨折の手術治療では骨脆弱
性による固定不足が生じやすい．今回その治療成績
と問題点について検討した．
【対象と方法】2003年から 2014年までに肘頭骨
折に対して tension band wiringで治療を行った症例
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の内，65歳以上の高齢者 19例 19肘を対象とした．
男性 8例，女性 11例，平均年齢は，77歳（65～88歳）
であった．Mayo 分類で，type1a：2 例，type2a：
11例，type2b：2例，type3a：4例であった．観察
期間は平均 8.9ヵ月であった．これらの症例に対し
て，可動域訓練開始時期，外固定期間，骨癒合の有
無と時期，肘関節可動域，JOA score，合併症につ
いて調べた．
【結果】可動域訓練は平均 14日で開始し，外固定
は平均 20日行っていた．骨癒合は 3.6ヵ月で全例に
認めた．肘関節可動域は屈曲平均 130°，伸展平均
-13°であった．合併症に遷延治癒 1例，変形治癒 1
例，再転位 1例，Kwireの back out2例，近位橈尺
骨癒合 1例を認めた．JOA scoreは平均 92点であ
った．
【考察】高齢者の肘頭骨折の手術治療成績は概ね
良好であった．整復不足の症例に遷延癒合と変形治
癒を認めた．type2bの粉砕型の症例で再転位を生
じており，プレートへの入れ換えが必要であった．
また K-wireの back outを減らすために慎重な後療
法が大切である．

9. 閉経後女性の橈骨遠位端骨折後の骨代謝マーカ
ーの検討

三重大学整形外科　辻 井 雅 也
須 藤 啓 広

永井病院整形外科　飯 田 　 竜
【目的】脆弱性骨折の既往は更なる骨折のリスク
である．特に橈骨遠位端骨折は 50歳代より増加す
るため，早期に骨粗鬆症を診断・治療しうると考え
られる．閉経後女性の橈骨遠位端骨折例において骨
代謝マーカーを検討した．
【方法】対象は転倒で受傷した閉経後女性の橈骨
遠位端骨折 56例，内訳は平均年齢 70歳で，治療は
保存 6例，手術 50例，脆弱性骨折既往は 7例に認
めた．受傷後 3ヵ月時に健側橈骨 DXAを，また骨
粗鬆症治療薬，ワーファリン投薬例を除く 34例で
血清 ucOC，尿中 NTX（cut off値 ;各 4.5，54.3）を
評価した．
【結果】YAMは平均 70％（52-111％）で 48例が
骨粗鬆症と診断されたが，受傷前に診断・治療され
たのは 7例のみで 41例（85％）は未治療であった．
ucOC，NTXは各平均 6.7，46.1で高値は 27例，9

例に認めた．また ucOCは比較的若年（11例，65
歳以下）でも 9例で高値であった．
【考察】今回の検討では 86％に骨粗鬆症を認めた．
また本骨折は他の脆弱性骨折より若年から認め，自
験例も 20％が 65歳以下の受傷であった．早期の骨
粗鬆症の治療介入が ADL低下を招く二次骨折を予
防しうると考えた．また ucOC高値が大腿骨近位部
骨折の高リスクとの報告もあり，橈骨遠位端骨折後
の骨粗鬆症治療の重要性を認識し，同時に ucOC高
値が早期診断と薬剤選択の一助となる可能性が考え
られた．

10. 橈骨遠位端骨折後の骨粗鬆症治療の現状
静岡赤十字病院　野々宮　廣　章

日本骨折治療学会 DJB委員会では，橈骨遠位端
骨折後の骨粗鬆症治療に関する全国多施設共同研究
を実施した（第 40回骨折治療学会にて馬場智則先
生が報告）．
【対象】2012年 1月から 12月までに受傷した橈
骨遠位端骨折症例を対象とした．
【方法】日本骨折治療学会評議員 155名に調査票
を郵送し回答を回収した．
【結果】患者背景は，男：256例　女：1186例　
不明 3例，年齢は 70.9歳（50-101），骨折の治療方
法は，ギプス 31％，掌側プレート 60％であった．
骨折前に骨粗鬆症と診断されていたのは，僅かに 8
％で薬物治療を受けていたのは 15％であった．
骨折後に骨密度測定を行っていたのは 9％で，そ
のうち YAM80％未満の割合は 86.6％であった．骨
粗鬆症治療薬は，BPSが最も多く，以下，ビタミ
ン D製剤，SERMの順であった．
【考察】萩野らによって実施された大腿骨近位部
骨折後の骨粗鬆症治療率でも 18.7％と低く，今回実
施された橈骨遠位端骨折後の骨粗鬆症治療率は半分
以下の約 8％であった．骨粗鬆症治療の入口である
骨密度測定の実施率が今回調査で 9％，同期に当院
での調査結果でも約 12％と低いのが現状であった．
近年言われている，「骨折の連鎖を断つ」意味でも，
橈骨遠位端骨折をスタートとした連鎖を起こさせな
いことは，脆弱性骨折の一つである橈骨遠位端骨折
の治療に携わる手外科医にかかっていると考える．



－ 268－

1120

11. 骨脆弱性骨折としての橈骨遠位端骨折 
―治療上の問題点とその対策―

大阪市立総合医療センター整形外科
日 高 典 昭
福 田 　 誠

淀川キリスト教病院整形外科　　　
金 城 養 典

骨脆弱性骨折［FF］としての橈骨遠位端骨折
［DRF］では，整復した後に“血腫以外の何も存在
しない（Charnley, 1960）”と表現される空間，いわ
ゆる fracture void［FV］が生じる．
演者らは，かつて FVにペースト状の人工骨を充

填することにより骨折部の安定性を獲得することを
試みた（日高，1998）が，その固定性は不十分であ
り，外固定は不可欠であった．ただし，骨セメント
（PMMA）による充填は外固定が不要となる（清重，
1996）ため，現在も超高齢者に対する一つの治療手
段である．掌側プレート固定［VLP］（釜野，2000，
Orbay, 2002）の登場は，DRF治療のパラダイムシ
フトであり，軟骨下骨支持と角度安定性により FV
を残したままでも早期運動が可能となった．しか
し，VLPにも未解決の問題がある．即ち，1）VLP
のみで内固定できない関節内骨折，2）軟部組織損
傷の合併，3）骨幹端もしくは関節内の著しい粉砕
骨折，4）尺骨遠位端粉砕骨折の合併，5）医療経済
的視点からみた VLPの適応，などである．
演者らは，1）に対して fragment specific fixation
を応用している（金城・日高，2013）が，高齢者に
対する適応については議論が分かれる．FFとして
の DRFに対しては，受傷前の活動性を的確に評価
し，患者のニーズに合わせた治療を行うことが肝要
である．

12. 橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレー
ト固定術

金田病院　整形外科　近 藤 秀 則
岡山済生会総合病院　整形外科　　　

今 谷 潤 也
森 谷 史 朗
前 田 和 茂
桐　田　由季子

【はじめに】超高齢社会の到来により脆弱性骨折
の一つである橈骨遠位端骨折は今後も増加していく

ものと思われる．当科では高齢であっても不安定型
骨折や早期社会復帰を希望する患者に対し積極的に
手術を行っている．今回 65歳以上の高齢者におけ
る掌側ロッキングプレート（VLP）固定術の治療成
績を検討した．
【対象と方法】当科において VLP固定術で手術治
療した橈骨遠位端骨折 203例を対象とした．その内
65歳以上は 126例であり，RI・VT・UVの術後矯
正損失，日手会機能評価（JSSH），qDASHを調査し，
65歳未満の 77例と比較した．
【結果】65歳未満/65歳以上の順に，術後矯正損
失は RI 1.68°/1.98°，VT 1.22°/1.58°，UV0.36mm/ 
0.56mmであり，有意差はないものの 65歳以上で
多い傾向であった．また機能評価においても JSSH 
89.3点/89.3点，qDASH 6.1点/11.9点と良好であ
った．
【考察】橈骨遠位端骨折における手術治療は，高
齢者においても初期固定性の良好な VLP固定術が
Gold standardとなってきている．しかし本法でさ
えも高齢者では術後矯正損失が起こりやすい傾向が
あり，これを回避するには青壮年者に対する以上に
遠位スクリューを厳密に軟骨下骨に挿入することが
重要である．一方，追加の内固定や骨移植の適応な
ど未だ不明な点も多く，今後は厳密な多施設前向き
研究が必要であると考える．

13. 手の造形手術の現状と未来
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先端医工学講座

五 谷 寛 之
佐々木　康　介

大阪外傷マイクロサージャリーセンター　　　
矢 野 公 一
田 中 祥 貴
山 野 慶 樹

【目的】手外傷後の様々な変形や欠損に対して創
外固定器による軟部組織，骨延長による“手の造形
手術（黒島）”は有用な治療法の概念である．演者は，
Ilizarov Mini創外固定器（IM）や本邦で開発した
Global hinge fixator（以下 GH）を用いて，手の造
形手術を行ない有用であったので報告する．
【報告及び結果】対象群は以下の 3群である．
1：主として拘縮解離や関節欠損軟骨移植，関節
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内骨折例に ROMを目的に GH fixatorを用いた群．
GHで指関節牽引下に自他動運動が可能であった．
骨軟骨移植症例では最終成績はMP関節で自動
ROMが平均 58度，PIP関節で平均 62.3度であった．

2：手部不全切断症例等における第一指間を中心
とした拘縮症例において IMによる指間開大術を行
った群．初めて橈側掌側 2方向に指間開大可能な方
法で，装着した．
第 1指間開大例では術後において橈側外転におけ
る他動母指示指間距離は 91％，掌側外転において
は他動母指示指間距離が 92％であった．

3：手指の骨欠損に対して骨延長を行ったが，末
梢が欠損したもので基節骨，中手骨延長例，切断指
における骨移送例，骨移植後の骨延長例，組織移植
後の骨延長例などを報告する．
【考察】手外傷後の様々な変形や欠損に対して創
外固定器による軟部組織，骨延長を中心とした“手
の造形手術”は有効な解決手段と考える．

14. 自家神経移植に匹敵する人工神経の開発 
iPS細胞と FGFを融合したハイブリッド型 
人工神経
大阪市立大学大学院医学研究科　整形外科学

上 村 卓 也
岡 田 充 弘
横 井 卓 哉
新 谷 康 介
中 村 博 亮

大阪労災病院　整形外科　　池 田 幹 則
淀川キリスト教病院　整形外科　　　　　　

高 松 聖 仁
京都大学再生医科学研究所　　　　　　　　
生体組織工学研究部門生体材料科学分野　　

田 畑 泰 彦
【目的】近年，神経再生誘導管（人工神経）が臨
床において使用可能となった．人工神経を標準的治
療とするためには，自家神経移植と遜色ない神経再
生と治療成績を得ることが人工神経の課題である．
そこで今回，cellと growth factorを融合したハイ
ブリッド型人工神経を開発した．
【方法】人工神経は cellが生着可能なポリマーチ
ューブとした．Cellは，自家神経を犠牲にすること
なく培養可能な iPS細胞由来の神経前駆細胞を用い

た．また growth factorは，すでに市販されている
線維芽細胞増殖因子（FGF）を用い，徐放効果のあ
るドラッグデリバリーシステム（DDS）と併用した．
マウスの坐骨神経欠損に対して，iPS細胞由来神経
前駆細胞および FGFDDSを共に付加したハイブリ
ッド型人工神経で移植再建を行った．人工神経単独
もしくは自家神経での移植再建も行った．移植再建
後，マウスの下肢機能回復と再生軸索について評価
した．
【結果】人工神経に iPS細胞由来神経前駆細胞と

FGFを付加すると，自家神経移植による神経再生
と治療成績にさらに近づいた．
【考察】これまで人工神経にシュワン細胞などの

cellや様々な growth factorが付加されてきたが，cell
とgrowth factorの両者をうまく組み合わせることで，
自家神経移植に並ぶもしくはそれ以上の神経再生が
得られる可能性がある．

15. 手外科領域における 3次元超音波診断技術の
応用
京都大学医学部形成外科　齊 藤 　 晋

【目的】近年の技術革新により体表面の疾患に対
しての超音波診断が一般的になりつつある．超音波
は低侵襲で機動性に優れているが，MRIや CTと比
較すると，Off-line読影や全体の把握ができない弱
点があり，それらが診断機器としての価値を下げて
いた．一方でMRIは乳 -幼少児で鎮静を要すこと，
CTは被曝が欠点となる．以上の背景から手外科領
域に超音波の 3次元画像処理技術を導入した．準備
的発表であるが，この試みについて報告する．
【方法】倫理委員会の承認を経て試験を行ってい
る．健常者を対象として正常解剖の研究を，また手
外科の炎症性疾患，先天異常，腫瘍性病変などの患
者を対象に，診断能についての調査を行った．機器
は日立アロカ Preirus及びリニア型高周波探触子を
使用した．探触子によるスキャンから得られた
0.2mm間隔の 2次元画像シークエンスを PCに入力
し容積データに変換，再構成処理により多断面画像
描出を行った．MRIを施行した症例については超
音波画像との比較を行った．
【結果】神経，血管，筋，骨の 3次元描出は良好
であった．特に冠状断は病変の解剖学的位置関係の
把握に有用であった．
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【考察】超音波検査に要する撮影時間は対象が小
さければ 20秒である．この短い撮影時間のため，
小児でも鎮静を必要とせずに検査が完了できる．一
度データが得られればOff-lineで読影が可能であり，
正確な診断が可能である．

16. 上肢骨折における生体内吸収プレートの臨床成
績 ―その有用性と限界―

産業医科大学整形外科　善 家 雄 吉
酒 井 昭 典
目 貫 邦 隆
山 中 芳 亮

戸畑共立病院　　　　　大 茂 壽 久
【はじめに】我々は過去に生体内吸収プレートを
用いた骨接合につきその有用性につき報告してき
た．
【目的】現時点で考え得る本インプラントの問題
点につき検討を行うこと．
【対象】上肢骨折に対して Super FIXORB MX40
を使用して治療を行った症例は，中手骨骨折 32例
（39骨折），尺骨遠位端骨折 19例（20骨折），橈骨
近位端骨折 6例，橈骨遠位端骨折 5例の 62例 70骨
折，平均年齢は 49.6歳（15～89歳）であった．
【結果】骨癒合は 70骨折中 68骨折（97.1％）に
認めた．4例に術後合併症を認めたが，いずれも吸
収材料に特異的なものではなかった．またプレート
折損，骨折部の再転位，感染，術後の無腐性腫脹は
認めなかった．
【考察・結論】 本インプラントは，カスタムメイ
ドに採型可能で汎用性の高い内固定材料であり，
1/2円や 1/3円に成形することによりチタン製プレ
ートに匹敵する強度を示す．しかし，ロッキング機
能はないため，通常のチタン製プレート同様に，皮
質骨が薄く海綿骨が多い部位や動きのある関節近傍
では，スクリューのバックアウトや緩みに注意した
ほうが良い．本研究の結果，上肢領域における本イ
ンプラントの臨床成績は良好であったが，橈骨近位
端骨折や関節近傍への使用の際には，その特性を踏
まえて適応を慎重に吟味する必要がある．また，そ
の特徴や使用上の注意事項，費用対効果についても
言及する．

17. Plate-to-bone fit解析に基づく個体差を考慮し
た骨幹端骨折治療の試み

名古屋大学手の外科　米 田 英 正
岩 月 克 之
栗 本 　 秀
山　本　美知郎
原 　 龍 哉
平 田 　 仁

【はじめに】骨幹端部の解剖学的形態には個体差
があることは明らかであるが，骨折治療に使用され
るプレートは個別の骨形態について考慮されていな
い．今回解剖学的個体差がプレートの設置状態にど
の程度影響を及ぼすのかを，橈骨遠位端骨折の治療
を想定した 3Dモデルを用いて解析した．
【方法】橈骨遠位部の月状骨窩掌側に突出する

teardropの形状に着目し，その形状の異なる 3本の
骨を 3Dモデル化した．それぞれの骨にモデル化し
た 3 種のロッキングプレート（DVR®，VCP，Acu-
loc）を subchondral supportが可能な位置に設置を
したと想定し，3D-CAD上で重ねてプレート骨距離
（plate-to-bone distance:PBD）を測定した．
【結果】各骨でのプレートの接触部位は 10％未満
であった．すべてのプレートにおいて PBDの平均
値は骨間に統計学的に差を認めた．teardropの傾斜
が緩徐な骨は DVR®の形態に近似し，急峻な骨は
VCPに形態が近似した．
【考察】今回の調査で骨形状と各プレートとの間
には相性があることが判明した．多くの場合現状の
プレートは理想的な位置に設置したと仮定すると骨
から浮いた形で設置されるが，プレートに適合する
形で骨折が整復されているため問題にならないと推
測された．今回の解析からプレートに骨形状の選択
肢を付加することでより正確な整復が可能となると
思われた．またこの解析は，肘関節や鎖骨などの軟
部組織の薄い部位に対しての骨接合にも応用可能な
技術である．
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18. コンピューターシミュレーションを用いた手外
科手術

大阪大学整形外科　岡　　　久仁洋
村 瀬 　 剛
田 中 啓 之
川 西 洋 平
大　浦　圭一郎
信 貴 厚 生

【目的】複雑な運動機能を有する上肢の手術は習
熟した技量が要求される．我々は標準的な治療を目
標とし，3次元骨モデルを用いた手術シミュレーシ
ョンを開発し，3次元プリンターで作成した手術ガ
イド，実物大骨モデルを用いた手術を行ってきた．
本発表では，変形治癒骨折，舟状骨偽関節，変形性
肘関節症に対する本システムの手法と有用性を報告
する．
【方法】CTデータから 3次元骨モデルを作成する．
健側鏡像モデルと患側をコンピューター上で比較す
ることにより変形を評価する．変形治癒では屈曲，
伸展，回旋を考慮した 3次元的矯正と最適な骨切部
をシミュレーションし，患者適合型手術ガイドを作
成する．舟状骨偽関節では，移植骨の形状，最適な
スクリュー挿入方向をシミュレーションし，実物大
骨モデルを作成する．変形性肘関節症では動態撮影
にて算出した肘の回転軸をもとにコンピューター上
で肘関節を屈伸させ，インピンジする骨棘を可視化
した 2色の実物大骨モデルを作成する．
【結果】手術ガイドを用いた矯正骨切は，全例手
術計画通りの矯正が可能であった．舟状骨偽関節
は，骨モデル通りの移植骨の形成とスクリュー固定
を行うことができた．変形性肘関節症は計画通り骨
棘切除することができ疼痛，可動域が改善した．
【考察】3次元手術シミュレーションシステムは，
術者の技量に左右されない有用な方法であり，普及
が期待される技術である．

19. スポーツで受傷した有鈎骨鈎骨折の治療経験
鈴鹿回生病院整形外科，名古屋大学手の外科

武 田 真 輔
鈴鹿回生病院整形外科　森 田 哲 正

藤 澤 幸 三
三重大学整形外科　　　辻 井 雅 也
名古屋大学手の外科　　平 田 　 仁

【目的】スポーツで受傷した有鈎骨鈎骨折は，明
確な病歴があっても，X線撮影で骨折が確認できず，
捻挫などと誤診され，確定診断まで時間を要するこ
とが多い．また，有鈎骨鈎切除術が一般的治療で行
われているが，スポーツ受傷後の切除術症例に関す
る論文は少ない．当院で 7年間に経験したスポーツ
関連の有鈎骨鈎骨折 14例の経過と成績を報告する．
【方法】対象は 2008年から 2014年までの 7年間
に治療した 14例（全て男性）のスポーツで受傷し
た有鈎骨鈎骨折患者であり，平均年齢は 27.6歳（15-
52歳），野球 9例，ゴルフ 5例であった．罹患側は
右 2手，左 12手であり，全例手術を行った．これ
らの症例に関して受傷機転，他院からの紹介診断
名，確定診断時の画像手段，合併症，スポーツ復帰
時期など評価を行った．
【結果】受傷機転は，野球では 8例が打撃時，1
例が死球時，ゴルフでは 5例ともスイング時であっ
た．8例が誤診断を受けていた．確定診断画像は
CTが 12例と最も多かった．手術は全例，掌側尺
側進入で行った．術前合併症は 1例に小指屈筋腱断
裂があり，術後合併症はなかった．平均スポーツ再
開時期は術後 1か月であった．
【考察】野球，ゴルフといったグリップを要する
競技中受傷し，手関節尺側部に圧痛があった場合は
本骨折を疑い，CT撮影を薦める．確定診断後は有
鈎骨鈎切除術を行い，早期スポーツ復帰を目指すこ
とが望ましい．

20. 化膿性腱鞘炎に対する治療成績の検討
岐阜大学整形外科　　　平 川 明 弘

蔵 満 紀 成
秋 山 治 彦

岐阜市民病院形成外科　大 野 義 幸
【目的】化膿性腱鞘炎は早期に適切な治療が行わ
れなければ，著しい機能障害を残す疾患である．当
科および関連施設において化膿性腱鞘炎と診断し，
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手術加療を行った症例の治療成績を検討し報告す
る．
【対象と方法】2012年 1月から 2014年 7月まで
に化膿性腱鞘炎と診断し手術加療を行った 9例 21
指（男性 4例，女性 5例　平均 68.2歳）を対象と
した．手術はすべて初診日当日に緊急手術として施
行した．掌側切開で進入し病巣郭清・腱滑膜切除後，
ドレーンを留置し閉創した．以上の症例に対して，
起炎菌の種類，発症から手術までの時間，Loudon 
病期分類，Flynnの術後機能評価を調査した．
【結果】起炎菌を同定できた症例は 9例中 8例で
あり，MSSAが 3例で最多であった．発症から手術
までの時間は平均 5.4日（慢性経過を示した非定型
抗酸菌症例を除く）であった．London病期分類は 
stage1：2例，stage2：6例，stage3：1例であった． 
Flynnの術後機能評価は Good：10指，Fair：10指，
Poor：1指であった．
【考察】術後機能評価が good であった症例は

stage1と stage2の一部のみであり，これらはすべ
て発症から 4日以内に手術が行われていた．早期の
段階で手術加療を考慮することが良好な機能予後を
得るために重要と考えられた．

21. 爪の parrot beak deformityに対する治療経験
香川大学整形外科　中 村 　 修

加 地 良 雄
山　口　幸之助
山 本 哲 司

【はじめに】Parrot beak deformityは，爪床およ
び爪甲が指腹部に向かって強く湾曲するため，整容
上の問題やピンチ動作時の障害を来す．われわれ
は，爪母後退法に皮弁術を併用し，良好な経過を得
た 2症例を経験したので報告する．
【症例 1】36歳，男性．平成 18年 11月，印刷機
に左中指指尖部を巻き込まれ受傷．前医にて創閉鎖
が行われ，爪の変形が残存した．初診時，典型的な
parrot beak deformityを認め，手術治療を施行した．
爪床および爪甲を末節骨より剥離し中枢に移行した
後，指尖部は母指球皮弁で再建した．術後 1年目の
最終時，爪および指腹部の形態は良好に再建できて
いた．
【症例 2】67歳，女性．平成 25年 10月頃，包丁
で左示指を誤って切って受傷．断端神経腫による疼

痛と爪の変形が残存したため，手術加療を行った．
症例 1と同様，爪を中枢に移行したのち，指神経末
端部の処理を行い，指尖部は逆行性島状皮弁で再建
した．術後 3ヵ月目の最終時，断端神経腫様の強い
疼痛は改善し，形態的な改善も獲得できていた．
【考察】Parrot beak deformityに対する治療につ
いて，爪母の後退のみでは，形態的な改善はそれほ
ど得られないため，指尖部に何らかの組織再建を併
用する必要がある．爪母後退法に皮弁を併用するこ
とで，爪床にかかる緊張を予防でき，爪の湾曲の再
発が生じなくなるため，爪変形の再発を予防できる
と思われた．

22. Jersey Fingerの治療経験
三重中央医療センター整形外科

小 寺 秀 樹
鈴鹿回生病院整形外科　森 田 哲 正

藤 澤 幸 三
名古屋大学手の外科　　平 田 　 仁

【はじめに】Jersey Fingerは深指屈筋腱付着部の
引き抜き損傷であり，様々な手術法が報告されてい
るが確立されたものはない．
【目的】Pull-Out Wire法を行った Jersey Fingerの
治療成績を報告する．
【方法】34Gのソフトワイヤーを使用し Button 

tie-overによる固定を行い，術後 1日より Kleinert
法と早期自動屈伸運動を開始した．術後 6週で抜釘
を行った．
【対象】2005年から 2011年の間に治療を行った 5
例 6指．
【結果】最終診察時の平均可動域は DIP関節が伸
展 -18°，屈曲 71°，PIP関節が伸展 -14°，屈曲 98°
であった．再断裂や感染などの重篤な合併症は認め
なかった．
【考察】本報告での Pull-Out Wire法の成績は他の
文献に比べて格段に優れてはいないが，重篤な合併
症の発生はなく，簡便で安全な方法と言える．DIP
関節の伸展制限が残存した例が多かったため経過を
調査すると，ワイヤー抜釘後徐々に伸展制限が出現
していた．リハビリテーションの通院頻度が抜釘後
は 1/3程に減少しており，屈曲の改善により日常生
活の障害が軽減し，伸展訓練の頻度が低下したと推
測される．
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【結論】Pull-out wire法は簡便かつ安全な方法で
あるが，伸展制限が残存しないよう十分なリハビリ
テーション，外来での follow upが必要である．

23. 手指MP関節側副靱帯の裂離骨折に対する
bone anchorを用いた骨接合術
三重大学整形外科　　　　　辻 井 雅 也

國 分 直 樹
須 藤 啓 広

永井病院　　　　　　　　　飯 田 　 竜
市立伊勢総合病院整形外科　里 中 東 彦

【はじめに】手指の側副靱帯付着部裂離骨折は側
方ストレスにより発生し，転位例では観血的治療を
要する．我々は boneanchorを用いて手術を行って
おり，手技を中心に報告する．
【方法】対象はMP関節側副靱帯の裂離骨折で観
血的治療を行った7例で，内訳は女性1例，男性6例，
平均年齢 32歳であった．罹患指は示指 3例，中指
1例，小指 3例であった．手術は掌側アプローチに
て屈筋腱を非損傷側へレトラクトして骨折部を展
開，整復を確認後に bone anchorを基節骨掌側に刺
入，骨片の靱帯付着部に縫合糸をかけた．その後逆
行性ピンニングで整復固定し，最後に結紮操作にて
骨片を圧着した．
【結果】平均観察期間 6.6ヵ月（6-8）で，単純 X
線にてピン抜去後も骨片の転位はなかったが，最終
時に骨癒合を得られていないものが 2例あった．屈
曲は健側比平均 98.1％，伸展 lagはなく，握力は健
側比平均 96.7％で深屈曲時の違和感を 3例に認めた
が，生活上の支障は認めなかった．
【考察】本疾患における掌側アプローチの視野は
良好であるが，術操作のための術野確保は困難であ
る．スクリュー固定の報告はあるが，骨片が小さい
ため不適切な固定が危惧される．そこで bone an-
chorを用いて tension band法に準じた固定は狭い
術野でも手技的に容易であり，有用な方法と思われ
た．しかし骨癒合が不十分な例もあり，さらなる工
夫を要する．

24. 骨性槌指に対する最小侵襲スクリュー固定術に
おけるスクリュー刺入角度の検討

岡山済生会総合病院　整形外科
桐　田　由季子
今 谷 潤 也
森 谷 史 朗
前 田 和 茂

金田病院　　　近 藤 秀 則
【目的】当科では比較的骨片の大きな骨性槌指に
対し 2007年から最小侵襲スクリュー固定法を行っ
ている（今谷ら，JSSH 2011）．一方で症例を重ねる
に伴い術後再転位を生じる症例を経験した．スクリ
ュー挿入と術後再転位例の関連を調査し，より適切
なスクリュー挿入手技を検討したので報告する．
【方法】対象は 2007年 1月から 2014年 6月まで
に骨性槌指に対しMISFで治療を行い術後 3ヵ月以
上経過観察可能であった 66例（男性 42例，女性
24例，平均年齢 35歳）で，このうち術後再転位を
生じた症例は 8例であった．術後再転位と骨軸に対
するスクリュー挿入角度（SA），及び骨折面の垂線
に対するスクリュー挿入角度（FA）との関連を調
査した．
【結果】SAは 44°から 89°（平均 65°）であり，
再転位との関連は無かった．FAは 0°から 42°であ
り，再転位例 8例は全例 FAが 9°以上の症例であっ
た．
【考察】MISFは約 2mmの極小皮切からのラグス
クリュー固定により，低侵襲で比較的強固な固定力
が得られる利点がある．スクリューを骨折線に対し
て垂直に近い角度で挿入することにより骨折部に圧
迫力を加え術後再転位を生じる可能性が低減でき，
治療成績の向上につながると考える．

25. 掌側板が弾発指に与える影響についての検討 
―超音波画像での評価―

清恵会病院大阪外傷マイクロサージャリーセンター
田 中 祥 貴
五 谷 寛 之
矢 野 公 一
佐々木　康　介
宮 下 昌 大
山 野 慶 樹

【目的】超音波画像にて掌側板の弾発現象への関
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与について検討すること
【方法】2012年 1月から 2014年 1月までに当科
で超音波検査を施行した弾発指症例 28例 32指を対
象とした．男性 14例，女性 14例，平均年齢は 59.6
歳（26-71歳）であった．診察時に弾発現象を認め
た群：16指（Group 1）と弾発現象を認めず，MP
掌側の疼痛・圧痛のみを認めた群：16指（Group 2）
に分け，さらにそれぞれの groupにおいて症状の
ない対側指をコントロール群（Control 1, 2）として，
超音波画像所見の比較・検討をした．超音波機器は
My Lab Five（日立アロカメディカル）を使用した．
超音波検査では A1pulleyの厚さ，同部での屈筋腱
断面積，MP関節掌側板の厚さを計測し比較した．
【結果】Group 1では Control 1と比較して A1pul-

leyの厚さ，屈筋腱断面積，掌側板の厚さはすべて
有意に増加していた．一方 Group 2では Control 2
と比較して A1pulleyの厚さ，屈筋腱断面積は有意
に増加していたが，掌側板の厚さは有意な差を認め
なかった．
【考察】持続的な弾発現象の原因として一般的に
言われている A1 pulleyの肥厚および屈筋腱自体の
腫大に加え，掌側板の肥厚が関与している可能性が
示された．

26. 母指 CM関節症に伴う重度のMP関節過伸展
変形に対する創外固定による新しいアプローチ
徳島県立中央病院整形外科　浜 田 佳 孝

徳島県鳴門病院　手外科センター
日比野　直　仁

【目的】母指 CM関節症に伴う重度のMP関節過
伸展変形は矯正困難な Z変形を生じ CM関節形成
術の成績不良の 1因となる．著者らは重度のMP関
節過伸展変形の矯正を CM関節形成術と伴に行っ
てきた．これまでに加療した 8症例はMP関節の
他動的屈曲角度の程度で重傷度に応じて以下の 3群
（1 群，10～20 °，2a 群，20～40 °，2b 群，＞40 °）
に分けて治療してきたので，経過を報告する．
【方法・結果】大菱形骨全切除＋長母指外転筋腱
と橈側手根屈筋腱による CM関節形成術の直後に，
1群 5例はMP関節を徒手的に矯正して，背側から
Kirshner wire（K-wire）でMP関節を 2M伸展ブロ
ックしたが，2例に再発認めた．再発症例は再手術
で，中手骨遠位部を小切開で経皮的に屈曲骨切りし

て手指用イリザロフミニ創外固定（以下 IMF）で
保持し矯正できた．2a群 2例と，2b群 1例では，
CM関節形成術の直後に IMFを用いて母指の内転
拘縮とMP関節過伸展変形の矯正を術後約 3～4週
で緩徐に行い，6週保持した．2a群では 2年以上の
再発はないが，2b群 1例では再発傾向がみられた．
【考察】K-wireでの伸展ブロックは，たとえ CM
関節形成術によりMP関節が他動的矯正できても，
2Mと長く K-wireを刺入したが高い再発を認めた
為，再発に注意を要する．2b群の高度変形は非常
に希で多くは IMFで矯正可能と思われた．

27. 電流知覚閾値検査を用いた重度手根管症候群に
対する手根管開放術後の定量的，経時的評価

京都府立医大整形外科　大久保　直　輝
藤 原 浩 芳
小 田 　 良
土 田 真 嗣
浅 田 麻 樹
勝 見 泰 和
久 保 俊 一

【目的】術前に神経知覚活動電位（SNAP）導出
不能であった重度手根管症候群（CTS）の術後知覚
回復について，電気知覚閾値（CPT）検査で定量的，
経時的に評価すること．
【方法】SNAP導出不能の特発性 CTSに対して鏡
視下手根管開放術を施行後，12ヵ月以上経過観察で
きた 17例 19手を対象とした．CPT検査は Neu-
rometer® CPT/C を用いて，示指および小指に
2000Hz, 250Hz, 5Hz刺激時の CPT値を測定し CPT 
gradeを得た．術前と術後 1，3，6，12ヵ月のしび
れ感，感覚神経伝導速度（SCV），CPT値について
検討した．
【結果】術前，全例しびれ感があったが，術後 12
ヵ月で7手が消失，4手がほぼ消失，8手が軽減した．
SNAPは術後 12ヵ月で全例導出可能となったが，
SCVは 35.9±4.7 m/sで，正常化した例はなかった．
CPT値は，術後 12ヵ月で有意に改善した．術後 2
ヵ月で CPT gradeが正常化した 7手で，術後 12ヵ
月でしびれ感は消失したが，しびれ感が消失しなか
った 12手では CPT gradeは正常化しなかった．
【考察】SNAP導出不能の重度 CTSの全例で術前
に CPT値を測定できた．術後しびれ感が消失する
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以前に CPT gradeが正常化していたことから，CPT
検査を経時的に施行することでしびれ感の消失を予
測できる可能性がある．

28. Pain visionを使用した手根管症候群における
しびれの評価

神戸大学整形外科　　乾 　 淳 幸
国 分 　 毅
美 舩 　 泰
坂 田 亮 介
原 田 義 文
高 瀬 史 明
植 田 安 洋
黒 坂 昌 弘

神戸大学リハビリテーション部　　　
西 本 華 子

兵庫医療大学リハビリテーション学部
藤 岡 宏 幸

【目的】手根管症候群のしびれの程度については
正確な評価が困難であることが多い．Pain visionは
経皮的電気刺激を患者に与え，痛み感覚と刺激電流
を比較することで痛みを定量評価できる装置であ
る．本研究では手根管症候群のしびれの程度を
Pain visionを使用して評価した．
【方法】手根管症候群と診断した 30症例，平均年
齢は 64.5歳（42～83歳）を対象とした．患者が感
じる最少の電流刺激を最小閾値電流とし，しびれの
強さに対応する電流刺激を痛み対応電流として，（痛
み対応電流 -最小閾値電流）／最小閾値電流×100と
計算することで「痛み度」を算出した．また 11段
階の痛みスケール（NRS），face scale，quick-DASH
スコア，電気生理検査の結果と「痛み度」の相関を
検討した．
【結果】「痛み度」とNRS，face scale，quick-DASH
スコアとの相関係数はそれぞれ 0.3，0.49，0.12であ
り，face scaleについては統計学的に有意であった．
また「痛み度」と運動神経遠位潜時，感覚神経伝導
速度との相関はそれぞれ -0.16，-0.08であり，統計
学的有意な関連は認めなかった．
【考察】Pain visionで測定した「痛み度」は電気
生理検査の結果とは相関していない一方で，痛みス
ケールと相関しており，有用な治療効果判定ツール
になり得ると考えた．

29. 手根管症候群の感覚評価における 
Pain VisionRの有用性
安曇総合病院　整形外科　中 村 恒 一
信州大学　整形外科　　　内 山 茂 晴

林 　 正 徳
加 藤 博 之

相澤病院　スポーツ障害予防治療センター
伊 坪 敏 郎

【目的】小型，簡便な感覚定量分析装置（Pain Vi-
sionR）を用いてCTS患者の術前後の感覚を評価し，
その有用性を検討した．
【方法】CTS患者115例115手の知覚電流閾値（CPT
値）を，術前，術後 1，3，6か月に測定した．同時
に同指の SW値，および 2PD値を測定した．術前
測定は 3回行い再現性を検証した．また，1）運動
神経遠位終末潜時（MDL），2）感覚神経伝導速度
（SCV），3）CTS重症度（Padua）分類，との相関
関係を検討した．術後反応性の検定には Standard-
ized response mean（SRM）と Effect side（ES）を
用いた．
【結果】CPT値の級内相関係数 0.89～0.94で，高
い再現性を示した．術前 CPT値は全例で測定可能
であったが，2PD値は 20例，SW値は 6例が測定
不可であった．CPT値とMDL，SCV，CTS重症度
との間で有意な相関が認められ，SW値および 2PD
値よりも高値であった．CPT値の術後 1，3，6か
月時点での反応性は，SW値と 2PD値の反応性と
同等であった．
【考察】CTS患者の感覚定量評価における Pain 

VisionRは，簡便，欠損値が少ない，再現性が高い，
重症度と相関する，2PD値や SW値と同定度の反
応性を有する，などの利点がある．Pain VisionRは，
CTSにおける感覚障害と術後の感覚回復の評価に
有用である．



－ 276－

1128

30. 手根管内に発生した傍骨性骨軟骨異形増生（Bi-
zarre Parosteal Osteochondromatous Pro-
liferation）により手根管症候群を繰り返し発症
した 1例
東大阪市立総合病院整形外科　井　川　真依子

重 松 浩 司
石 崎 嘉 孝

奈良県立医科大学整形外科　　面 川 庄 平
田 中 康 仁

【目的】手根管内骨化病変の再発により手根管症
候群を繰り返し発症した 1例を経験したので報告す
る．
【症例】63歳，男性．左手の痺れを主訴に当科受診，
他覚検査及び神経伝達速度（NCS）で手根管症候群
と診断された．術前の単純 X線・CTで手根管内に
分節する骨病変を認めたため，左手根管開放術及び
骨病変の摘出を施行した．術後 2年 3カ月で左手指
のしびれ・疼痛が再増悪し，NCSで伝導速度の再
度低下及び CTで手根管内骨病変の再発を認め術後
2年 9カ月時，左正中神経剥離と骨病変摘出を施行
した．一旦症状の軽快を認めたが再手術後半年で症
状の再々増悪を来し，NCSで改善を認めずまた CT
では手根管内骨病変の再増大を認め，初回手術後よ
り 3年 9カ月で，2回目の左正中神経剥離と骨病変
摘出を施行した．骨病変は病歴や病理組織より傍骨
性骨軟骨異形増生（Bizarre Parosteal Osteochon-
dromatous Proliferation；BPOP）と診断された．
【考察】これまでに BPOPによる手根管症候群の
発症や，再発を繰り返した症例は報告されていな
い．BPOPは 1983年に Noraらにより初めて報告
された骨軟骨性の傍骨性増殖性病変である．治療は
一般的に単純切除術が行われるが，過半数に局所再
発を認め，20％以上は 2回以上再発を認めたとする
報告もあり，今後も再発に対して慎重な経過観察が
必要である．

31. 末梢神経損傷後の中枢神経活動部位の変化：
functional MRIを用いた検討

京都府立医大　整形外科　山 﨑 哲 朗
藤 原 浩 芳
小 田 　 良
浅 田 麻 樹
土 田 真 嗣
生 駒 和 也
久 保 俊 一

【はじめに】末梢神経損傷後に残存する疼痛は臨
床現場において大きな問題となっている．しかし，
慢性疼痛が発生するメカニズムは明らかにされてい
ない．
【目的】ラットの末梢神経損傷モデルにおいて

functional MRI（fMRI）を用いて末梢神経損傷後に
生じる中枢神経における活動の変化を評価すること
である．
【対象と方法】9週齢の雄性ラットを用いて坐骨
神経圧挫損傷モデルを作製した．右坐骨神経損傷前
および損傷後 1，3，6，9週に高磁場MR装置を用
いて頭蓋内の fMRIを in vivoで経時的に撮像した．
得られた画像から statistical t-value mapを作製し解
析を行った．
【結果】坐骨神経損傷 1週後では，さまざまな部
位での信号強度が変化していた．損傷 3週後では前
帯状回，島皮質，扁桃体における信号強度変化を認
めた．損傷 6，9週後では，信号強度変化を示す部
位は減少していたが，扁桃体での信号強度変化は残
存していた．
【考察】本研究では，fMRIを用いて末梢神経損傷
後の中枢神経の反応変化を解析した．末梢神経損傷
後には扁桃体など痛覚の伝導路とは直接関連しない
部位での活動を認めた．これらの部位における活動
は末梢神経修復後にも残存した．末梢神経損傷後に
中枢神経における痛みの伝達及び認知において変化
が起きたと考えた．この変化は慢性疼痛に関与する
可能性がある．



－ 277－

1129

32. ラット坐骨神経欠損モデルに対するナーブリッ
ジ ®の運動機能回復効果

大阪大学　整形外科　西 本 俊 介
田 中 啓 之
岡　　　久仁洋
村 瀬 　 剛

【目的】神経再生誘導チューブであるナーブリッ
ジ ®は本邦で初めて市販された人工神経で，ポリグ
リコール酸製の筒状物にコラーゲンが充填された構
造を有している．臨床試験では感覚機能回復に対し
て良好な成績が報告されているが，運動機能回復に
対する評価は行われていない．今回，ナーブリッジ ®

の運動機能回復に対する効果を検討した．
【方法】ラットの坐骨神経を 10mm切除し坐骨神
経欠損モデルを作成，Sham群，切除した神経を翻
転し縫合した群（auto群），コラーゲンを除去し中
空構造にしたナーブリッジ ®を縫合した群（中空
群），ナーブリッジ ®を縫合した群（ナーブリッジ群）
にわけた．術後 12週で前脛骨筋の湿重量，CMAP，
terminal latency（TL），isometric tetanic forceにつ
いて評価した．
【結果】湿重量は，中空群，ナーブリッジ群で

auto群より有意に減少したが，ナーブリッジ群は
中空群より有意に改善した．CMAPは auto 群，中
空群，ナーブリッジ群間に有意差はなかった．TL，
isometric tetanic forceは，中空群よりナーブリッジ
群が有意に改善し，auto群と同レベルまでの回復
が見られた．
【考察】海外で市販されている人工神経は中空構
造を有するもののみで，内部にコラーゲンが充填さ
れた構造を有するナーブリッジ ®は運動神経再生に
も有用であることが示唆された．

33. Wide awake surgeryによる腱移行・腱移植の
選択
富山大学整形外科，黒部市民病院整形外科

頭 川 峰 志
富山大学整形外科　　　　長 田 龍 介

【はじめに】腱移植術や腱移行術においては縫合
時の緊張度に明確な指標が求められている．特に重
度外傷や関節リウマチでは，瘢痕や関節強直の影響
などで至適な緊張度の決定が難しい．我々は，術中
の自動運動を温存しながら腱再建を行った症例の術

中評価および術後成績について調査した．
【対象と方法】対象は 14例 16腱（男性 11例，女
性 3例）であり，腱皮下断裂 6例，挫滅欠損 5例，
神経麻痺 3例であった．再建を要した腱はFPL:2腱，
EDM:2腱，EPL:3腱，FDP:5腱，EDC:4腱であり，
罹病期間は 1～48ヶ月（平均 7.9ヶ月）であった．
麻酔法は局所麻酔 8例，エコー下選択的末梢神経ブ
ロック 6例であり，自動運動を温存した．術中に動
力源の評価として対象筋腱の安静時からの自動伸縮
幅，他動での最大伸縮幅を測定したうえで，術式を
選択し，術後成績について検討した．
【結果】筋腱の安静時からの自動伸縮幅，他動で
の最大伸縮幅は罹病期間とともに低下した．術式選
択は腱移植 6腱，腱移行 10腱であった．全例とも
再断裂なく，％TAM，DASHは改善した．全例と
も追加麻酔は要さず，次回があれば同じ麻酔での手
術を希望された．
【考察】Wide awake surgeryによる腱再建術は，
腱移行か腱移植かを選ぶ際の動力源を調べる一指標
となる．また，術中の自動運動により縫合の緊張度
を調整できる点が有用であった．

34. 重度上肢損傷例に対する治療戦略 
―感染予防の観点から―

広島大学整形外科　四 宮 陸 雄
砂 川 　 融
中 島 祐 子
川 西 啓 生
増 田 哲 夫
吉 塚 将 昭
槙　坪　真奈美
越 智 光 夫

【目的】重度上肢損傷例に対し感染予防目的に当
科で行っている治療法の有用性について検討する
【方法】当科では Gastilo分類 3B以上に相当する
上肢損傷例に対し，72～96時間毎にデブリドマン
を行い（創管理に持続陰圧吸引療法併用），2回目
のデブリドマン以降，監視培養が陰性となることを
指標に組織再建を行っている．今回，本法を施行し
た 6例（男性；5例，女性；1例，受傷時平均年齢；
47.2歳，再建組織；遊離皮弁 5例・全層植皮 1例，
再建後平均経過観察期間；19.8か月）のデブリドマ
ン回数，再建後感染について調査し本法の有用性を
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検討した．
【結果】組織再建後に感染を発症した症例はなか
った．6例中 2例の監視培養は陰性であり，2回の
デブリドマン後，組織再建が行われた．また，この
2例は受傷当日より本法が行われていた．一方，残
り 4例は監視培養が陽性であった．1例は 2回，2
例は 3回のデブリドマンにより，監視培養は陰転化
した．しかし，もう 1例は 6回デブリドマンを行っ
たが陰転化しなかった．3回および 6回デブリドマ
ンを行った 3例は，受傷日から初回デブリドマンま
でに平均 23日（20～26日）を要していた．
【考察】症例数は少ないが，本法は重度の上肢損
傷に対する組織再建後の感染予防に有用であった．
しかし，受傷から初回デブリドマンまでの期間が遷
延した場合，本法では感染の発症を予防できない可
能性もある．

35. 母指引き抜き切断再接着の二期的再建の経験
健和会大手町病院整形外科　宮 地 有 理

酒 井 和 裕
古 川 雄 樹
杉 田 　 健
田 中 　 希

【目的】母指引き抜き切断は損傷範囲が広く程度
も強い為，二期的な再建を要すことが多い．しかし，
再建時期や方法について確立した見解は得られてい
ない．今回，当科で 2例を経験したので報告する．
【症例】症例 1：68歳男性．左 IP関節での切断で
同日再接着術を施行した．関節は固定し腱縫合は行
わなかった．術後経過は良好であったが 13日目に
血流障害を生じ部分壊死となった．5週間目に腹側
皮膚欠損を内側足底穿通枝知覚皮弁で，背側は 3.5
ヶ月目に植皮術を施行した．爪の変形があるがつま
みが可能となった．
症例 2：41歳男性．右MP関節での切断に対し
再接着術を行い生着した．関節は仮固定し，母指球
筋と母指内転筋腱は筋肉内に埋没させた．屈筋腱は
2.5週目に腱移行し，伸筋腱と指神経は 4.5週目に
腱移行と神経交差縫合を行い，MP関節仮固定は 6
週目で除去した．整容的・機能的に有用性が得られ
た．
【考察】母指引き抜き切断の再接着後生着例に対
する再建の報告は少ない．以前は生着率が低く，再

建までは十分に検討されなかったこともあるかもし
れない．しかし近年は生着率も向上しており，母指
の握り・つまみ・知覚といった機能の二次再建を考
慮する必要があり，その時期と方法については機能
の再建と接着指への侵襲という点から検討する必要
がある．

36. 組み立て式血管柄付き骨膜移植による手指関節
再建

国立病院機構　呉医療センター・
中国がんセンター　整形外科　　

蜂須賀　裕　己
濱 田 宜 和
原 田 崇 弘
大 川 新 吾
森　　　　　亮
泉 田 泰 典
濱 崎 貴 彦
松 尾 俊 宏
杉 田 　 孝

【目的】大腿骨内顆部の遊離血管柄付き骨膜移植
は，小骨欠損・偽関節に対する有用な再建法とされ
てきた．しかし当科では骨膜を必要な関節面の形状
に合わせて組み立て，関節軟骨の代用として用いる
ことにより指節間（IP）関節の再建を行っている．
こ の 術 式，Vascularized Prefabricated Periosteum 
Graft（VaPP Graft）の有用性について報告する．
【方法】症例 1；62歳女性．右母指末節骨骨腫瘍．
経過観察期間 3年．症例 2；40歳男性．右環指開放
性近位 IP（PIP）関節粉砕脱臼骨折．経過観察期間
6か月．両症例とも右膝内顆から骨膜と骨・軟部組
織を採取し，加工して血管吻合を行い移植した．評
価項目は画像所見，関節可動域（ROM），DASH 
scoreとした．
【結果】両症例とも移植組織の圧潰や感染，腫瘍
再発は認めなかった．画像所見では骨膜内に骨形成
が生じ，正常に近い形態へのリモデリングが生じて
いた．ROMは症例 1；40°，症例 2；80°．DASH 
scoreは症例 1；0，症例 2；18であった．
【考察】高度に損傷した IP関節の再建方法として
足趾関節移植がある．しかし，その合併症と複雑な
手技から，適応は‘それ以外の関節再建方法がない’
症例に限られるべきとする報告もある．採取が容易
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で合併症が少ない VaPP Graftは，新しい関節再建
法となり得る．

37. 穿通枝皮弁を用いた上肢軟部組織欠損の再建
大阪市立大学　整形外科　岡 田 充 弘

上 村 卓 也
横 井 卓 哉
新 谷 康 介
中 村 博 亮

【目的】穿通枝皮弁は，遊離または有茎皮弁とし
て挙上可能である．今回，我々の穿通枝皮弁を用い
た上肢軟部組織欠損再建症例を供覧し，それぞれの
適応について検討する．
【対象および方法】上肢軟部組織欠損に対して遊
離穿通枝皮弁を用いたのは，8症例（男性 6例，女
性 1例）で手術時年齢は 23～58歳であった．有茎
穿通枝皮弁を用いたのは，14症例（男性 9例，女
性 5例）で手術時年齢は 23～78歳であった．それ
ぞれに用いた穿通枝皮弁の種類と，移植方法，生着
率および合併症について調査をした．
【結果】遊離穿通皮弁として，前外側大腿皮弁を

7例，前内側大腿皮弁を 1例で用いた．1例に術後
静脈鬱血を認め，再吻合を要したが，全例とも壊死
することなく生着した．有茎穿通枝皮弁は，隣接の
軟部組織が正常か，皮弁採取部に植皮を用いても機
能障害を生じない軟部組織欠損例に用いた．使用し
た血管茎は，内胸動脈，胸肩峰動脈，胸背動脈，橈
側側副動脈，尺側側副動脈，後骨間動脈，橈骨動脈，
背側中手骨動脈，および指動脈であった．1例のみ
部分的に表皮壊死を起こしたが，他の症例は完全生
着した．
【考察】有茎穿通枝皮弁を様々な血管茎で利用す
ることで，中程度の上肢軟部組織欠損を再建するこ
とができた．有茎穿通枝皮弁を用いれば，大部分の
上肢軟部組織欠損症例に対応が可能であると考え
る．

38. 骨形成蛋白（BMP）による新たな骨格再建法開
発への取り組み―手術ナビゲーションシステム，
CADを併用した BMP使用による骨再生―

清恵会病院　整形外科　矢 野 公 一
佐々木　康　介
田 中 祥 貴
五 谷 寛 之

【目的】コンピュータナビゲーションシステム（NS）
の発達と，橈骨遠位端骨折変形治癒や骨腫瘍切除後
のように失われた骨格に対する解剖学的骨修復に骨
形成蛋白（BMP）の有用性が証明されている．こ
れらの技術を組み合わせ正確な骨格再建を行うこと
を考案したので報告する．
【方法】ビーグル犬骨盤 CT撮影を行い，取得し
たデータから CADソフトを使用し，仮想骨盤腫瘍
の骨切除手術計画および欠損部を補填する形状の人
工骨格の設計を行った．補填材料は，ハイドロキシ
アパタイトを三次元切削加工機で設計通りに加工し
た．ついで術前計画データを CTベース NSに転送
し，術前計画通りにビーグル犬の骨盤部分骨切除術
を施行した．欠損部に術前切削加工した人工骨を補
填し，表面に粘土状の骨形成性材料（rhBMP-2/
Polymer/β-TCP複合体）を塗布した．骨形成は，
術後 3週毎に撮影した経時的 CT撮影および術後
12週目に摘出した骨盤部の組織学的評価を行った．
【結果】NS使用により作成した骨欠損部には，術
前切削加工した人工骨が良好に適合した．術後 CT
像では人工骨表面に経時的な新生骨形成が認めら
れ，摘出後の組織標本では人工骨表面・内部に骨形
成が認められ，解剖学的な形態に近い骨再建が可能
であった．
【考察】コンピュータ支援と BMPを用いた骨再
建は将来有用な再生医療として大きな発展が期待で
きる．
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39. 手指内軟骨腫治療の最前線―鏡視下掻爬術―
名古屋市立大学　整形外科　岡 本 秀 貴

小 林 正 明
川 口 洋 平
立 松 尚 衛
大 塚 隆 信

愛知県厚生連海南病院　整形外科　　　　　
関 谷 勇 人
勝 田 康 裕

【目的】手指内軟骨腫の治療は骨皮質を大きく開
窓しての病巣掻爬と人工骨や自家骨移植が行われて
きた．我々は骨皮質への侵襲を極力減じることで骨
移植や外固定なしで良好な治癒が得られると考え侵
襲の少ない鏡視下掻爬術を行ってきた．その手技と
治療成績について報告する．
【方法】1992年～2013年に本法を施行した 128例
のうち 6か月以上経過観察できた 100例を対象とし
た．男性 35例，女性 65例，年齢は 12～79歳，経
過観察期間は 6～93（平均 34）か月であった．新生
骨形成時期，リモデリング開始時期，術後骨折，再
発について検討した．
【結果】新生骨形成時期は平均 2.0か月，リモデ
リング開始は平均 3.0か月で中高年でも早期からリ
モデリングが生じ良好な骨修復が得られた．術後骨
折は 9例に認めたが打撲の 1例以外は無症候性であ
った．再発は 3例に術後 4年 8か月，4年 4か月，
2年 7か月で認めたが再度本法を行いその後の再発
は認めない．
【考察】自家骨移植は骨採取部の疼痛などの合併
症が避けられず，人工骨は骨への置換が遅いとリモ
デリングの障害になる．手指内軟骨腫の場合，骨欠
損は小さく周囲組織の状態は良いため骨移植なしで
良好な骨修復が得られ骨移植は原則必要ない．本法
は関節鏡による視野の拡大，死角の減少のため最小
限の骨皮質開窓で確実な病巣掻爬ができ，術後外固
定が不要で早期機能回復が得られ非常に有用な方法
である．

40. 液体窒素処理骨を用いて前腕の悪性骨腫瘍切除
術後の再建を行った 2例

金沢大学　整形外科　山 本 大 樹
多 田 　 薫
岡 本 駿 郎
八野田　　　愛
武 内 章 彦
林 　 克 洋
山 本 憲 男
土 屋 弘 行

悪性骨腫瘍に対し腫瘍切除を行う際には，切除し
た骨の再建方法が問題となる．我々は液体窒素処理
骨を用いて前腕の悪性骨腫瘍切除術後の再建を行っ
た 2例を経験したので報告する．
【症例 1】14歳女性，長母指屈筋に発生した横紋
筋肉腫の骨浸潤例である．5クールの化学療法後に
腫瘍切除術および液体窒素処理骨による再建術を計
画した．手術では腫瘍から 1cmのマージンをつけて
橈骨を摘出し，液体窒素処理を行った後に元の位置
へプレート固定した．術後 1年で骨癒合が得られ，
術後 9年の最終経過観察時において前腕および手関
節の可動域制限や腫瘍の再発，転移は認めなかった．
【症例 2】50歳男性，橈骨遠位端部の骨肉腫例で
ある．6クールの化学療法後に腫瘍切除術および液
体窒素処理骨による再建術を計画した．症例 1同様
に摘出した橈骨を液体窒素処理し，元の位置へプレ
ート固定した．術後 4ヶ月の現在，骨癒合はまだ完
成していないが，前腕および手関節の可動域制限や
腫瘍の再発は認めていない．
【考察】骨の再建方法としては，自家骨移植術や
骨延長術，血管柄付き骨移植術や各種の処理自家骨
移植術などが挙げられる．当科では 1999年から液
体窒素処理骨を用いた再建を行っているが，特に
intercalary graftとして用いた例において長期に移
植骨が温存されたことを確認しており，自験例は液
体窒素処理骨を用いた再建術の良い適応であったと
考えている．
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41. 80歳以上の高齢者の橈骨遠位端骨折に対する
掌側ロッキングプレートによる治療成績

名古屋掖済会病院整形外科・リウマチ科
村 山 敦 彦
渡　邉　健太郎
太 田 英 之
佐々木　梨　恵

【目的】当院における 80歳以上の高齢者の橈骨遠
位端骨折に対して，掌側ロッキングプレートを用い
た治療成績を報告する．
【対象および方法】2009年 7月以降の 5年間で掌
側ロッキングプレートを用いて治療した 80歳以上
の高齢者のうち，術後 3か月以上経過観察が可能で
あった 25例 25手関節を対象とした．術直後と最終
診 察 時 の radial inclination（RI），volar tilt（VT），
ulnar variance（UV）を計測し，矯正損失を調査した．
日本手外科学会手関節機能評価および術後合併症の
有無について調査した．
【結果】男性 3例，女性 22例，平均 83.3歳．経
過観察期間は平均 7か月で，骨折型は AO分類で
A2：1例，A3:：6例，B2：1例，B3：2例，C2：7例，
C3：8例．全例で骨癒合を得た．RI，VT，UVは，
術直後と最終診察時で各々21.0°±4.0°と20.9°±4.6°，
7.3°±4.7°と 6.8°±4.9°，0.7mm±1.5mmと 1.3mm
±1.3mmであり，VTと UVで矯正損失に有意差を
認めたが臨床成績は概ね良好であった．
【考察】掌側ロッキングプレートによる固定術は，
骨脆弱性の強い高齢者の橈骨遠位端骨折にも安定し
た結果が得られ有用な治療法であるが，骨欠損が大
きな症例では短縮が避けられない場合があり，bone 
substituteの併用が望ましい．

42. 高齢者の橈骨遠位端関節内骨折における鏡視下
整復固定術
小郡第一総合病院　整形外科　坂 本 相 哲

土 井 一 輝
服 部 泰 典
下 江 隆 司

【目的】内閣府によると 65歳以上の割合は H24
現在 24.1％と増加傾向にあり，高齢者においても高
い QOLと自立した ADLの維持が求められる．当
科では解剖学的整復と強固な固定を目標に鏡視下整
復固定術を行っている．本発表ではその術後成績に

ついて報告する．
【方法】1996～2013に 65歳以上の橈骨遠位端関
節内骨折で鏡視下手術を行い，術後 1年以上の経過
観察が可能であった 44例を対象とした．性別は男
3，女 41，手術時年齢 74.7歳（65～89），AO分類
B3：1例，C1：7，C2：8，C3：28，Frykman分類
3型：4例，4型：4，7型：13，8型：23であった．
臨床成績はMayo wrist scoreで評価し，OAの評価
に Knirkらの分類を用いた．
【結果】手術時，関節内骨片の転位は全例で 2mm
以下に整復しえた．固定法は掌側プレート 30例，
創外固定 14例であった．Mayo wrist scoreは平均
84.1点（60～100）であった．橈骨手根関節の OA
は grade0（OAなし）24例，grade1（軽度の関節
裂隙の狭小）18例，grade2（著しい関節裂隙の狭小）
2例，grade3（関節裂隙の消失）は 0例であった．
【考察】鏡視下整復固定術の術後成績は概ね良好
であった．

43. 関節鏡下橈骨遠位端骨折に対する整容的アプロ
ーチと従来法の比較

東大阪市立総合病院　整形外科
重 松 浩 司
井　川　真依子

【はじめに】我々は橈骨遠位端骨折に対する関節
鏡手術をより簡便化し整容面にも配慮した術式
（ARC法）を開発した．今回は ARC法と従来法（C
法）と比較し ARC法の有用性を報告する．
【対象および方法】対象は ARC法および C法を
用いた橈骨遠位端骨折各 60例を対象とした．骨折
型は AO分類（ARC法/従来法）type Aが 10例/7
例 type Bが 3例/5例，type Cが 47例/48例であり，
C3が両群とも最も多かった．1．骨癒合期間，2．
関節鏡視下での骨片の追加整復の必要率，3．臨床
評価（関節可動域・握力），5．術前後のレントゲン
評価，6．術後瘢痕について検討した．
【結果】2群間の症例の内訳に差はなかった．術
後全例骨癒合を獲得しそれぞれ平均 8.9週，10.2週
であった．術中鏡視下追加整復は 60中それぞれ 15
例/17例に必要とした．最終可動域は屈曲伸展が平
均 152度/159度，回内外が平均 172度/170度で，
握力は対健側比 78％/75％であった．単純レントゲ
ンでは，術後の矯正損失は両群間に差がなかった．
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また術後瘢痕の測定結果では本法の横皮切が最も幅
が狭く全例で肥厚性瘢痕は認めず，統計学的に優位
に ARC法が目立たないことが判明した．
【考察】ARC法は整容面に配慮した関節鏡併用法
で，治療成績は従来法と同様であった．掌側ロッキ
ングプレートで対応可能な症例は適応となりうる優
れた術式である．

44. 橈骨遠位端骨折部位と尺骨茎状突起骨折の相関
清恵会　　　　　　　　　　　　　　　
大阪外傷マイクロサージャリーセンター

佐々木　康　介
五 谷 寛 之
田 中 祥 貴
矢 野 公 一
山 野 慶 樹

【目的】橈骨遠位端骨折の骨折部位が，尺骨茎状
突起骨折の発生頻度に影響を与えるか否かを検討す
べく，橈骨遠位端骨折の形状と尺骨茎状突起骨折の
有無について CTにて評価したので報告する．
【方法】対象は 2009～2013年までに橈骨遠位端骨
折と診断し CT精査を行った 20歳以上の 193例中，
関節外骨折であった 62例（男性 14例，女性 48例）
を対象とした．平均年齢は 67.1歳．ただし，陳旧
性尺骨茎状突起骨折，尺骨遠位骨幹部骨折を認める
症例は除外した．尺骨茎状突起骨折を認めたのは
38例であった．橈骨遠位端の骨折部位の評価方法
は，CTの前額断にて橈骨遠位尺側端から sigmoid 
notchの部分の骨折線までの距離を計測した．
【結果】尺骨茎状突起骨折を合併した群では，橈
骨遠位端の尺側骨折部位は平均 8.6mmであり，尺
骨茎状突起骨折を合併しなかった群では平均
10.3mmであった．両群間には統計学的有意差が認
められた．
【考察】尺骨茎状突起骨折を有する群で，橈骨遠
位端骨折の尺側骨折線がより遠位であった．骨間膜
の一部である distal oblique bundleが橈骨遠位尺側
に付着していることを考慮すると，付着部より遠位
で橈骨が骨折した場合，関節外骨折では遠位骨片か
ら三角線維軟骨複合体にかかる牽引力が大きくなる
ので，尺骨茎状突起の裂離骨折の頻度を増大させる
可能性が示唆された．

45. 橈骨遠位端骨折変形治癒の矯正骨切り術におけ
る人工骨充填の工夫

香川大学整形外科　山　口　幸之助
加 地 良 雄
中 村 　 修
山 本 哲 司

【はじめに】近年，橈骨遠位端骨折変形治癒に対
して人工骨と掌側ロッキングプレートを併用した矯
正骨切り術が行われるようになってきている．我々
は人工骨（β-TCP）ブロック充填時に生じる間隙に，
骨形成能に優れるハイドロキシアパタイトと 1型コ
ラーゲンで組成されるスポンジ状人工骨（リフィッ
ト®）を充填し骨癒合の促進を計っている．
【方法】対象は橈骨遠位端骨折変形治癒に対し矯
正骨切りを施行する際に，β-TCPブロックとリフィ
ット®の移植を行い掌側ロッキングプレートにて固
定した 3例，手術時年齢は平均 63.0才であった．こ
れらの症例に対し術後の骨形成，骨癒合，人工骨の
骨置換の経時変化を評価した．また，術直後と最終
観察時の RI，PT，UVを計測し，術後の矯正損失を
評価した．
【結果】術後平均 3.3週よりリフィット®充填部の
骨形成傾向がみられ，6.6週で骨片間の骨癒合が得
られた．人工骨ブロックの骨置換も 4.6週より認め
られた．最終観察時，全例で骨癒合は得られ，RI，
PT，UVは術直後 8.7°，22°，2.7mm，最終観察時
8.7°，22.3°，2.7mm，矯正損失は 0°，0.3°，0mmで
あった．
【考察】人工骨ブロックは矯正位の保持に有用で
あるが，骨癒合，置換まで長期間を要することがあ
る．リフィット®を間隙に充填することでより早期
に骨片間の骨癒合が得られ，矯正損失を防ぐ一助に
なることが期待される．
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46. 高齢者の橈骨遠位端骨折後の変形治癒に対する
矯正骨切り術の 1例
兵庫医科大学　整形外科　常　深　健二郎

高 木 陽 平
大 井 雄 紀
村 山 一 宏
中 山 博 堯
田 中 寿 一
吉 矢 晋 一

兵庫医療大学　リハビリテーション学部　
藤 岡 宏 幸

【目的】高齢者の橈骨遠位端骨折後の変形治癒に
対して矯正骨切り術，自家骨移植を行ったので報告
する．
【症例】73歳，女性．旅行先で転倒し受傷した．
左橈骨遠位端骨折と診断され約 4週間のギプスシー
ネ後，手関節の可動域訓練が開始された．変形と疼
痛が残存していたため受傷後 2ヵ月で当科紹介受診
した．初診時単純 線像では橈骨の短縮および背
屈変形を認め，遠位橈尺関節の不適合が生じた．左
橈骨遠位端骨折後変形治癒と診断し，掌側ロッキン
グプレートを用いた矯正骨切り術と背側から腸骨自
家骨移植術を施行した．術後 3ヵ月で矯正損失なく
骨癒合が得られ運動時痛も改善した．
【考察】従来，本症例のような高齢者の橈骨遠位
端骨折後の短縮背屈変形で遠位橈尺関節の障害を合
併した場合の手術治療の選択肢として，矯正骨切り
術や Sauve-Kapandji法に代表されるような手関節
形成術がある．高齢者における矯正骨切り術は骨癒
合などの問題もあり，関節形成術が選択される場合
も多い．本症例では，皮質骨付の腸骨を背側から移
植する事と掌側からロッキングプレートで内固定す
る事により良好な経過をとることができた．
【まとめ】陳旧性橈骨遠位端骨折に対して自家骨
を用いた矯正骨切り術を行い，良好な成績が得られ
た．

47. 橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレー
ト固定術後の合併症

金田病院　整形外科　近 藤 秀 則
岡山済生会総合病院　整形外科　　　

今 谷 潤 也
森 谷 史 朗
前 田 和 茂
桐　田　由季子

【はじめに】優れた初期固定性を有する掌側ロッ
キングプレート（VLP）固定術は，橈骨遠位端骨折
に対する手術治療のゴールドスタンダードとなりつ
つある．しかし近年追加手術を要するような重大な
合併症の発生率は，他の治療法よりもむしろ多いと
の報告がなされた．そこで当科における VLP固定
術後の合併症を調査し，その原因と対策について考
察する．
【方法】当科において VLPを用いて治療した橈骨
遠位端骨折 194例を対象とした．手術時年齢は平均
67.2歳，性別は男性 33例，女性 161例，骨折型は
AO分類で A2 21，A3 55，B3 6，C1 14，C2 69，C3 
29例であった．これらの症例に対し合併症の種類
とその発生率，必要となった追加治療を調査した．
【結果】VLP固定術後の合併症は 24例であった．
内訳は長母指伸筋腱断裂 1，長母指屈筋腱断裂 1，
関節内スクリュー穿孔 8，偽関節 2，正中神経領域
のしびれ 11，pre CRPS 1，深部感染 1例（重複あり）
であり，追加手術を要したものは 11例であった．
【考察】VLP固定術後の合併症の発生率は 12.4％
とやや高く，その 45.8％に追加手術を要していた．
その原因の多くは technical errorによるものであ
り，局所解剖の熟知，各 VLPの仕様と特徴の理解，
正しい手術手技による正確な実施，さらに手術手技
の標準化が重要であると考える．

48. 橈骨遠位端骨折における掌側プレート抜釘の必
要性は轢音（れきおん）で判る

相澤病院　整形外科　橋 本 　 瞬
山 崎 　 宏

信州大学　整形外科　内 山 茂 晴
小 松 雅 俊
加 藤 博 之

【目的】屈筋腱の滑走音を用いて橈骨遠位端骨折
の掌側プレート術後の屈筋腱摩耗を予測する．



－ 284－

1136

【対象】抜釘患者 :141人
【評価方法】屈筋腱の滑走音の音響解析を行った．
解析項目は振幅，基本波，基本波の周波数変動，基
本波の振幅変動，高調波とノイズの比とした．轢音
の有無は検者主観で判定した．単純 X線でプレー
ト設置位置，Volar tiltを評価した．超音波で腱滑膜
炎，腱とプレートとの接触を評価した．抜釘時に屈
筋腱摩耗を評価した．
【検討方法】轢音の音響特性を求めた．屈筋腱摩
耗の予測は多重ロジスティック回帰分析を用いた．
目的変数 :屈筋腱摩耗，説明変数 :轢音の有無，屈
筋腱滑走音の音響解析項目，単純 X線画像の評価
項目，超音波画像の評価項目とした．
【結果】轢音は 13％に認め，振幅が大きく，基本
波の振幅変動が大きいという特徴があった．屈筋腱
摩耗は 9％に認め，予測因子は轢音（P＜.001,オッ
ズ比 OR：12,95％信頼区間 CI：3.1‾54），X線画像
でのプレート遠位設置（P=.07,OR：3.4,95％CI：0.9
‾12），超音波での腱滑膜炎（P=.08,OR：3.9,95％
CI：0.8‾18）であった．
【考察】轢音の特徴は，急激に音の大きさが変化
する腱滑走音であった．轢音，X線・超音波検査を
組み合わせることで屈筋腱摩耗を高率に予測でき，
プレート抜釘を判断する際に有用である．

49. 橈骨遠位端骨折手術時の遠位橈尺関節不安定性
評価の試み
健和会大手町病院　整形外科　杉 田 　 健

酒 井 和 裕
古 川 雄 樹
宮 地 有 里
吉　野　興一郎
濱 崎 将 弘
馬 渡 玲 子
永 吉 信 介
田 中 　 希

【目的】橈骨遠位端骨折は受傷時に尺骨遠位端骨
折や三角繊維軟骨複合体（TFCC）損傷を合併し遠
位橈尺関節（DRUJ）不安定性をきたすことがある．
この評価は治療方針決定に重要であるが，橈骨骨接
合の術前・術中に正しく定量的に評価する方法は十
分には確立していない．そこで今回，新たな評価法
を試みたので紹介する．

【方法】2014年 6-9月に手術加療を要した橈骨遠
位端骨折 15例．橈骨内固定後，肩外転屈曲 90°，
肘屈曲 90°，手関節屈伸中間位で最大回外位での X
線側面像と，橈骨を保持し尺骨頭を掌側に圧迫する
ストレス下での側面像を撮影．尺骨頭掌側縁―橈骨
掌側縁の距離（UR）を比較，DRUJballottement（従
来法）も評価．
【結果】UR3mm以上は 5例，2-3mmは 3，2mm
未満は 7．2mm以上の 8例中 6例で従来法での不
安定性を認めた．UR3mm以上は 5例でいずれも従
来法で不安定性があり，尺骨骨折を合併し，尺骨骨
接合を追加．3mm未満 3例中 1例に従来法での不
安定性と TFCC損傷で縫合術を追加．
【考察】橈骨骨接合後の DRUJ定量的評価は，小
熊らが橈骨内固定後正面像での DRUJ開大指数を評
価，櫛田が側面像で掌背側ストレスを加え評価した
が，いずれも中間位である．前腕回外位で DRUJは
TFCC，掌側橈尺靭帯，遠位骨間膜が緊張し安定す
る．この状態での評価は臨床での手術適応決定に有
用性が高いと考える．

50. 陳旧性外傷性舟状月状骨間解離に対する骨―靭
帯―骨移植による治療

市立奈良病院　四肢外傷センター　
村 田 景 一
矢 島 弘 嗣
河 村 健 二

奈良西部病院　奈良手の外科研究所
中　村　敏夫巳
玉 井 　 進

【緒言】我々は陳旧性外傷性舟状月状骨解離に対
して骨―靭帯―骨移植を用いて治療を行ったので，そ
の手術法，機能評価に基づいた臨床成績および X
線写真上の形態変化について報告する．
【対象及び方法】対象症例は 3例で全例男性，年
齢は 17歳から 24歳（平均 20歳）であった．2例
が静的解離，1例が動的解離であった．手術方法は，
第 3CM関節背側部からの骨―靭帯―骨を移植する再
建（Cuenod法）を用いた．術後平均 23か月の中
期的追跡調査にて患者立脚型評価として疼痛 VAS
および DASH,他覚所見として手関節可動域（自動
掌屈/自動背屈）と握力（健側比）を調査した．客
観的機能評価として modified Mayo wrist score
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（mMWS），術前後の手根骨のアライメント変化を
手関節 X線正面像およびグリップ位掌背方向正面
像での SL間距離，側面像による SL角を術前と最
終調査時に計測した．
【結果】全例で疼痛 VAS,DASHおよび握力は有意
に改善を認めた．手関節可動域は術前後で差を認め
なかった．客観的評価として mMWSも有意に改善
した．最終評価時の X線計測では 2例は SL間距離
は維持されていたが，術前静的解離であった 1例で
動的解離を認めた．
【考察および結語】舟状月状骨解離に対する骨―靭
帯―骨移植術の成績は中期成績では良好であったが，
今後長期観察期間での成績評価が必要である．

51. 無症候性舟状骨偽関節についての検討
豊田厚生病院　整形外科　佐 伯 将 臣

稲 垣 弘 進
【目的】無症候性舟状骨偽関節について症候性舟
状骨偽関節と比較検討すること．
【方法】疼痛なし～労作時軽度，可動域が健側比

90％以上，握力が健側比 90％以上の全項目を満た
す症例を無症候性と定義した．受傷後 3ヵ月以上経
過しデータの揃った舟状骨偽関節は 112例で，無症
候性群（A群）23例，症候性群（S群）89例であ
った．年齢，利き手側かどうか，受傷機転，罹病期
間，X 線像における RL 角，DISI 変形や SNAC 
wristの有無，3DCTにおける中村らの骨折型分類
を調査し比較検討した．
【結果】初診時平均年齢は両群とも 24歳，利き手
側の比率が A群 48％，S群 58％，受傷機転は high 
energy injuryの比率が A群 22％，S群 42％，平均
罹病期間は A群 21ヵ月，S群 33ヵ月であった．RL
角の健側との差は A群平均 -4°，S群 -12°，DISI変
形例の比率は A群 23％，S群 56％，SNAC wristの
比率は A群（stage 1）14％，S群（stage 1,2）37％
であった．骨折型分類では Dorsal type，Volar type，
No displacement typeの比率（％）が，A群 22:39:39，
S群 37:49:14であった．
【考察】無症候性群では，非利き手側，軽い受傷
機転，罹患期間の少ない，骨片の転位がない症例が
多く，DISI変形例や SNAC wrist例が少なかった．

52. 遠位橈尺関節（DRUJ）不安定性に関する生体力
学的研究―徒手検査の信頼性と精度について―
奈良県立医科大学整形外科　大 西 正 展

面 川 庄 平
田 中 康 仁

阪奈中央総合部病院　　　　飯 田 昭 夫
大阪行岡医療大学　　　　　森 友 寿 夫

【目的】遠位橈尺関節（以下 DRUJ）不安定性の
徒手検査として ballottement test（以下 BT）が有用
である．今回，新鮮凍結肢体を用いてその信頼性と
精度を検証した．
【方法】6体の新鮮凍結肢体上肢を肘関節 90度で
固定し，橈尺骨に 3次元センサーを設置した．橈骨
と手根骨を把持する方法（把持群）と手根骨を把持
しない方法（非把持群）でそれぞれ BTを施行した．
橈尺骨間の背掌側方向への移動距離を計測し，検者
間，検者内信頼性を検定した．さらに TFCC 切離
後に BTを施行し，手技の違いによる切離前後の移
動距離の差を比較した．
【結果】検者内級内相関係数（ICC）は 0.92（把
持群），0.94（非把持群）であり，検者間（ICC）は
0.84（把持群），0.75（非把持群）であった．TFCC 
切離後の骨間移動距離の差は，把持群（平均 2.3±
3.2mm）が非把持群（平均 1.6±2.5mm）より増大
していた．
【考察】徒手検査の手技の違いによりその信頼性
や精度が異なることが判明した．手根骨把持法によ
り尺側手根靭帯や ECU腱床を介して尺骨手根関節
が安定し，TFCC損傷由来の橈尺間不安定性をより
良好に感知するため，BTの検査精度や信頼性が上
昇すると考察した．
【結語】BTは手根骨把持法により検査精度と信
頼性が向上した．手根骨把持法により DRUJ不安定
症の診断能が向上しうる．

53. 先天性橈尺骨癒合症の治療経験
岡山済生会総合病院　整形外科　　　

前 田 和 茂
今 谷 潤 也
森 谷 史 朗
桐　田　由季子

金田病院　整形外科　近 藤 秀 則
【はじめに】先天性橈尺骨癒合症は橈尺骨間が軟
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骨性または骨性に癒合し，前腕の回内位強直を主症
状とする先天性疾患である．今回本症例に対して，
癒合部の分離後に同部への有茎筋膜脂肪弁移植に加
え，橈骨骨切りを行う金谷法（金谷 2005）を施行
した症例の治療成績を検討したので報告する．
【対象・方法】対象は金谷法を施行した 5例 7肘で，
平均年齢 5歳であった．Cleary分類では 2型 1肘，
3型 5肘，4型 1肘であった．これらの症例に対し
て橈尺骨間の骨癒合距離，術前後の前腕可動域，術
後再癒合の有無，術中術後の合併症を検討した．
【結果】術前平均骨癒合距離は 21.5mmであり術
前橈後方脱臼の症例で骨癒合距離が長く術前回内位
強直や術後回外制限が強い傾向がみられた．前腕可
動域は術前平均回内 50°が術後平均 55°に，術前平
均回外 -19°から術後平均 33°に改善していた．7肘
とも橈尺骨再癒合は認めず明らかな合併症も無かっ
た．
【考察】本疾患に対する従来の分離授動術では高
頻度に橈尺骨の再癒合をきたすとされる，今回調査
した症例群においては再癒合をきたすことなく良好
な経過であった．しかし橈骨頭後方脱臼の症例では
前腕可動域が悪い傾向があり，内 1例で術後橈骨頭
のアライメント不良例を認めた．後方脱臼の症例に
おいてはさらなる手術の改良の必要性が示唆され
た．

54. 上腕骨遠位端両柱骨折に対するダブルプレート
固定術において，内側プレートの選択は術後尺
骨神経障害の発生に関与する

岡山済生会総合病院　整形外科　　　
森 谷 史 朗
今 谷 潤 也
前 田 和 茂
桐　田　由季子

金田病院　整形外科　近 藤 秀 則
【目的】上腕骨遠位端両柱骨折に対するダブルプ
レート固定法（DP法）はエビデンスが得られた治
療法である（Nauth 2011）．その一方で，近年 DP
法の様々な術後合併症が報告されている．中でも尺
骨神経障害（UN）はその頻度も高く，解決されて
いない課題の一つである．今回，2機種の内側プレ
ート使用による術後 UNの発生率を調査し，臨床成
績への影響を比較・検討した．

【方法】多施設後ろ向き研究とした．対象は 40例
（平均年齢 64歳［18-95歳］，男性 11例，女性 29例）
で，全例術前に UNはなかった．外側は全例後方設
置アナトミカルロッキングプレートを使用し，内側
は後方設置プレート（厚さ 1.5mm）（P群）および
側方設置プレート（厚さ 2.5mm）（M群）を各 20
例に使用していた．各群の背景（年齢，性別，骨折
型，待機期間，進入法，観察期間）に統計学的有意
差はなかった．各群の UN発生率と臨床成績を調査
した．
【結果】術後 UN発生率は P群：7例（35％），M
群：1例（5％）で有意差を認めた．また，術後 UN
が進行性で神経剥離術を要した症例は臨床成績が劣
っていた．
【考察】DP法後の UNは尺骨神経や走行床への
侵襲が大きい側方設置プレートで有意に高く，臨床
成績にも影響を及ぼしていた．術後 UNを回避する
観点からは，内側プレートは low profileで解剖学
的骨形態に沿った形状を有する後方設置プレートが
有利である．

55. 閉経後女性の上腕骨遠位部骨折の骨粗鬆症の評
価および下肢筋力の検討

永井病院　整形外科　飯 田 　 竜
三重大学　整形外科　辻 井 雅 也

國 分 直 樹
須 藤 啓 広

植村整形外科　　　　植 村 和 司
【目的】転倒による上腕骨遠位部骨折は脆弱性骨
折と考えられるが，その骨密度，骨代謝は知られて
いない．また高齢者に多く，患側上肢の ADLに与
える影響は大きい．今回上腕骨遠位部骨折の骨密
度，骨代謝マーカー，下肢筋力を評価した．
【方法】対象は閉経後女性の上腕骨遠位部骨折 10
例（平均 84歳）で，AO分類 A型 8例，C型 2例，
全例 plate固定を行った．受傷後 3カ月に血清
ucOC,尿中 NTX（cutoff値各 4.5,54.3），健側橈骨
DXA,等尺性四頭筋力（μTas）を評価した．
【結果】初発骨折は 4例で，7例が骨粗鬆症治療
薬を受けていたが，平均 YAM59.6％で，＜70％8例
（＜60％6例）であった．術後 ALN継続例を除く 9
例の ucOC,NTXは各平均 5.7,74.7で，高値例を各 5
例（56％）認めた．また最終観察時の歩行能力は，
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5例中 2例が独歩自立から杖，5例中 2例が不安定
歩行から車いすに低下した．四頭筋力（8例）は平
均 0.23kgf/kgで，平均在院日数は＞0.25，＜ 0.25（各
4例）で各 25日，64日であった．
【考察】自験例は YAM平均 59.6％で，本骨折は
骨粗鬆症性骨折と考えられた．また自験例は下肢筋
力が平均 0.23と，山崎らの連続歩行の下限閾値
0.25を下回り，＜0.25では在院日数も長い傾向にあ
った．早期の上肢支持性の獲得とともに下肢筋力の
強化が ADL向上に重要である．

56. CRPS- a complex post-traumatic endophe-
notype

Associate Professor of Neurology, 
Massachusetts General Hospital

Oaklander, Anne Louise, M.D.,Ph.D.
ABSTRACT: Complex regional pain syndrome 

(CRPS) is a limb pain syndrome usually triggered by 
trauma.  It includes prolonged distal pain and circula-
tory insufficiency or altered sweating.  CRPS-II (cau-
salgia) describes patients with identified nerve inju-
ries.  CRPS-I (reflex sympathetic dystrophy) 
describes most patients, who lack evidence of nerve 
injury.  The pathophysiology involves small-fiber axo-
nopathy, microvasculopathy, and inflammation.  Dys-
immunity may contribute.  Patients can develop com-
plications related to disuse, brain plasticity/
sensitization, or psychopathology.  Most patients, 
particularly children, recover gradually.  Evidence-
supported treatments include rehabilitation (e.g., 
graded-motor imagery), neuropathic-pain medica-
tions, and electrical stimulation of the spinal cord, in-
jured ner ve, or brain.  Non-recovering patients 
should be evaluated for surgically treatable nerve le-
sions like entrapment, or impingement, and for treat-
able medical contributors to neuropathy and vascu-
lopathy.  Investigational treatments include ketamine, 
botulinum toxin, immunoglobulins, and transcranial 
neuromodulation.  Impressions that CRPS is psycho-
somatic were ended by evidence that it is a rare 
multi-system complication of injuryin individuals with 
specific biological susceptibilities.  

Acknowledgments:  Supported in part by the Pub-

lic Health Service (NINDS K24-NS059892) and sev-
eral nonprofit foundations.  No commercial or corpo-
rate affiliations or conflicts of interest.

57. Non-invasive stimulation of the brain for 
treating neuropathic pain

Instructor in Neurology, 
Massachusetts General Hospital

Max M. Klein, Ph.D.
Since neurons use electrical signaling, electrical 

neuromodulation offers an alternative to medications 
for treating neurological disorders including pain.  
The major advantage is safety, since electrical cur-
rents only af fect nearby cells, unlike drugs that 
spread, often causing distant adverse effects.  Newer 
non-invasive techniques can influence the brain from 
outside the body without need for surgery.  These 
usually involve repeated applications of direct or al-
ternating currents.  The best developed technique is 
transcranial magnetic stimulation (TMS), which uses 
electromagnetic coils held against the scalp to trigger 
action potentials in underlying cortex.  MRI guidance 
enables reproducible precision application.  For pain, 
the motor cortex is most often targeted.  Transcranial 
direct current stimulation (tDCS) uses ultralow cur-
rents that modulate the likelihood of neuronal firing.  
Its safety permits home use.  Multiple small trials 
demonstrate efficacy of non-invasive brain stimula-
tion for neuropathic pain.  The technical bases for 
these techniques and evidence of efficacy for pain 
will be reviewed.

58. 手外科診療と骨粗鬆症
産業医科大学整形外科学　教授

酒 井 昭 典
骨粗鬆症患者の骨折は増加の一途である．橈骨遠

位端骨折は，骨粗鬆症患者の初発骨折として最も頻
度が高く，治療を開始する絶好の機会である．骨密
度が低いほど骨折部の転位は大きくなる．力学強度
は海綿骨量が減少すると皮質骨に強く依存する．2
型糖尿病では皮質骨が劣化している．骨粗鬆症治療
薬の選択肢は増えた．セミナーでは，手外科医の日
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常診療において役立つと思われる骨粗鬆症の最新情
報を概説する．

59. 神経障害性疼痛に対する外科治療アプローチの
実際

東京都立神経病院　脳神経外科部長
谷 口 　 真

神経障害性疼痛はその痛みの発生起源が末梢神経
か，脊髄を含む中枢かで大別されるが，外科的アプ
ローチを考える場合，さらに脊髄病変によるもの
と，それより上位に原因を持つものを個別に扱う方
がわかりやすい．脊髄は，痛み情報を一方向性に脳
に伝える中継局ではない．脊髄に原因を持つ神経障
害性疼痛とは，その調節機構の破綻の結果起こる疼
痛を意味する．この代表格の一つが，腕神経引き抜
き損傷に後遺する強い上肢痛である．これに対して
脊髄神経後角破壊術はきわめて有効で，この意味で
脊髄に原因を持つ神経障害性疼痛そのものは確実に
存在するし，一部は外科治療で改善すると言える．

60. 末梢性神経障害による体性感覚皮質の機能構築
変化

名古屋大学　脳とこころの研究センター
寳珠山　　　稔

末梢からの感覚入力の変化により中枢神経内では
感覚情報処理に様々な修飾が加わり，その慢性的変
化は感覚障害や疼痛との関連で問題となる．ヒトの
体性感覚皮質において手の領域が占める割合は大き
く，正中神経刺激による体性感覚誘発脳反応を脳磁
計で計測することでその機能構築変化の詳細が観察
できる．本発表では，手の外科領域で扱う頻度の高
い手根管症候群における体性感覚皮質の変化と感覚
情報処理について報告する．

61. 手外科医が知っておくべき骨粗鬆的橈骨遠位端
骨折

信州大学整形外科　内 山 茂 晴
手外科医が知っておくべき骨粗鬆的橈骨遠位端骨
折 DRFxのポイント

1）大腿骨近位部骨折予防は喫緊の課題
2）脆弱性 DRFx患者は他の骨折より発生年齢が

低く大腿骨近位部骨折相対リスクは約 2倍．
3）新規 DRFx患者に対して骨密度と骨代謝マー
カーを検査

4）骨代謝マーカーは受傷後 24時間以内，それを
逃せば受傷後 6か月後に検査

5）低骨密度であれば治療開始．ビスホスホネー
トは骨癒合前に投与可

6）低骨密度以外の危険因子を知る
7）長期ビスホスホネート投与の安全性を知る
8）手外科医は重要な役割を担う
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第 33回中部日本手外科研究会発表演題抄録

日　時：平成 28年 1月 23日
会　場：ホテル アバローム紀の国

1. 遠隔皮弁による手指部皮膚欠損の治療戦略
聖隷浜松病院　　　　　　　　　　　　 
手外科・マイクロサージャリーセンター

大 井 宏 之
神 田 俊 浩
向 田 雅 司
鈴 木 歩 実

手部や指の皮膚欠損に対し，局所皮弁を除く遠隔
皮弁で再建した例から当センターでの治療について
報告する．
【対象・方法】2010年から現在までに手部や指部
の皮膚欠損 50例に遠隔皮弁が行われた．男性 45例，
女性 5例である．年齢は平均 39歳（12～82）であ
った．行われていた皮弁と皮膚欠損の状態と治療法
を検討した．
【結果】行なわれた皮弁は，pediculed groin 7例，

ALT15例，wrap around flap 1例，hemipalp flap 2例，
medials pedis flap 8 例，SPBRA flap 9 例，Venous 
flap 8例であった．groinと ALTは手部の比較的広
範囲欠損例に行われ，groinはその後に遊離皮弁な
どの手指再建を計画している例が主であった．
WAFと hemipalp flapは母指欠損例に，静脈皮弁は
指部の部分的な皮膚欠損例に，medials pedisと
SPBRAは主に母指以外の指腹部の比較的大きな欠
損か複数指の欠損を同時に被覆するために行われて
いた．
【考察】手指皮膚欠損は，柔らかい皮膚再建をし
ないと手指の動きの障害や断端の疼痛を来すことが
多い．従って皮膚欠損の多くの場合，局所か遠隔皮
弁での再建が必要である．しかし局所皮弁は移動で
きる範囲や大きさが限られる．選択する皮弁は，母
指再建は特に感覚再建が大切で良好な感覚を獲得で
きる皮弁を第一選択とし，他指はドナーの偽性が比
較的少ないと考えられ皮膚性状が一致する様な皮弁
選択としている．比較的大きな欠損は，欠損の大き
さや次の再建の有無を考慮し皮弁を選択している．

2. 穿通枝皮弁を用いた手部皮膚欠損の再建
大阪市立大学医学研究科　整形外科

岡 田 充 弘
上 村 卓 也
横 井 卓 哉
新 谷 康 介
斧 出 絵 麻
中 村 博 亮

【目的】穿通枝皮弁は，遊離または有茎皮弁とし
て挙上可能である．今回，手部皮膚欠損に対する遊
離および有茎穿通枝皮弁の適応について検討する．
【対象および方法】手部皮膚欠損に対して，有茎
穿通枝皮弁を用いたのは 9症例（男性 4例，女性 4
例で，1例に両側に有茎穿通枝皮弁を施行）で，手
術時年齢は 23～78歳であった．遊離穿通枝皮弁を
用いたのは 8症例（男性 6例で，1例に手部掌側と
背側に対して遊離穿通枝皮弁を施行，女性 1例）で，
手術時年齢は 18～41歳であった．それぞれに用い
た穿通枝皮弁の種類と適応について調査をした．
【結果】有茎穿通枝皮弁は，皮弁採取部の隣接の
皮膚組織が正常か，皮弁採取部が縫縮できず植皮を
用いても機能障害を生じない症例に用いた．使用し
た血管茎は，橈骨動脈，ulnar palmar digital artery，
背側中手骨動脈，および指動脈であった．遊離穿通
枝皮弁は，皮膚欠損が大きい症例や隣接する複数指
の皮膚欠損に用いた．前外側大腿皮弁を 5例，内側
足底動脈穿通枝皮弁を 3例に用いた．
【考察】有茎穿通枝皮弁を様々な血管茎で利用す
ることで，手部の中程度の皮膚欠損を再建すること
ができた．しかし，手指掌側の皮膚欠損には，その
適応が限定される．手指の機能的な再建を要する部
位や大きな皮膚欠損症例には，遊離穿通枝皮弁等を
用いる必要があると考える．
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3. 当科における手部皮膚欠損の治療戦略
近畿大学医学部　形成外科　　　楠 原 廣 久

西 脇 　 仁
一ノ橋　紘　平
磯 貝 典 孝

和歌山県立医科大学　形成外科　和 田 仁 孝
四谷メディカルキューブ　　　　末　吉　　　遊
手部は掌側と背側，指間に大きく分けられ，背側
は爪および爪周囲，指体部背側，手背，掌側は指腹，
指体部掌側，手掌，指間は第 1と第 2～4に分けら
れる．手部皮膚欠損では各部位でそれぞれ考慮すべ
き点や再建方法が異なる．今回，われわれは当科に
おける手部皮膚欠損の治療戦略を部位別に述べる．
爪は整容的に重要であり，欠損部分によっては鉤爪
や巻き爪，爪棘など生じ，機能的にも支障をきたす．
爪母が欠損する場合は足趾からの爪を含む遊離皮弁
が必要となるが，爪床においては人工真皮や爪床移
植で治療することが多い．手部の皮膚の性状は掌側
と背側で異なる．特に掌側は皮膚が厚く，可動性や
伸縮性に乏しくいため，縫縮が困難である．欠損の
母床の血行が良ければ植皮術が選択されるが，採皮
部は性状が近似した皮膚が望ましい．採皮部として
足底（土踏まず）部や脛骨内顆下部があるが，採取
可能な面積が限られる．腱や骨，神経が露出する場
合は，皮弁が必要となる．知覚は指腹では重要であ
るが，他の部位では必ずしも必要ではない．指体部
では，腱や神経が癒着せず，指の屈伸の妨げない厚
みの皮膚皮下組織再建が必要となる．基本的には
Reconstructive ladderに準じ，早期にリハビリが可
能な局所皮弁を選択すべきであるが，今後，Recon-
structive elevatorの概念で遊離皮弁であっても，適
度の厚みや，性状の近似した皮膚を有すれば，選択
してもよいと考える．

4. 小遊離皮弁をもちいた手の皮膚欠損に対する治
療戦略
岐阜市民病院　形成外科　大 野 義 幸
岐阜大学　整形外科　　　平 川 明 弘

【はじめに】熟練した術者では一定の治療アルゴ
リズムが出来ているのであろう．最近は β -TGF，
人工真皮，NPWTなどの新しい治療の導入で皮弁
手術そのものが省略できる場合もある．忙しさなど
で対応が変わるが，遊離皮弁による再建を積極的に

試みてきた．
【対象】手部，手指に移植した遊離皮弁 56皮弁．
循環動態が非生理な静脈皮弁 11例，通常の遊離皮
弁が 45皮弁（鼠径皮弁 11，後骨間動脈皮弁 4，外
側上腕皮弁 3，その他 3，整容面を考慮した皮弁（手
内からの遊離皮弁 14，足から皮弁 7），その他（爪
皮弁 1，腱付き尺骨動脈穿痛枝皮弁 1）2などであ
った．
【結果】挙上時のテクニカルエラーで挙上に失敗
したもの 1，挙上したが移植組織の血流が乏しく，
筋膜弁移植に変更 1，植皮として使用 1，部分壊死 4，
全壊死 2であった．
【考察】遊離皮弁も選択肢が豊富で，再建部位，
目的，麻酔法によっても影響を受け，細かな治療戦
略はないといったほうが正しい．しかし，欠損部周
囲，あるいは損傷指そのものに皮弁挙上に伴う更な
る大きな皮切や負担をかける逆行性指動脈皮弁など
の区域皮弁を選択せず，犠牲の少ない遠隔部からあ
る程度の質を有する皮弁を選択できる遊離皮弁は魅
力的である．術前にカラードップラーエコーで移植
皮弁の栄養血管を検索していると，ときに思わぬ穿
通枝を発見し，新しい皮弁が挙上できることもあ
り，今後ますます遊離皮弁による再建も発展すると
考える．

5. 手部皮膚欠損に対する系統だった治療戦略 
―感染制御の観点から―
広島大学大学院　整形外科　四 宮 陸 雄

中 島 祐 子
川 西 啓 生
増 田 哲 夫
吉 塚 将 昭
越 智 光 夫

広島大大学院　上肢機能解析制御科学　　　
砂 川 　 融

【目的】手部皮膚欠損例に対する治療戦略につい
て感染制御の観点から検討したので報告する．
【方法】2010年 4月以降，手部皮膚欠損例に対し，
皮弁を用いて再建した症例を後ろ向きに調査した．
対象は男性 12例，女性 2例，手術時平均年齢は
44.7歳であった．再建組織は遊離皮弁 10例，皮弁
付き遊離血管柄付き腸骨移植 1例，有茎皮弁 3例で
あり，再建後平均経過観察期間は 36.9か月であっ
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た．感染制御のため，再建前に監視培養に基づく短
期間複数回のデブリドマンと創管理に持続陰圧吸引
療法（NPWT）を系統的に行った症例は 8例（A群），
NPWTは使用せず，肉眼的に感染の有無を判断し
再建を行った症例は 6例（B群）であった．再建前
に施行されたデブリドマン回数，初回デブリドマン
から再建までの日数，再建後の皮弁の生着と感染率
について比較検討した．
【成績】デブリドマンの平均回数は A群 3.6回，

B群 1.5回，初回デブリドマンから再建までの平均
日数は A群 10.1日，B群 2.5日であった．A群では
8例中 7例（87.5％）で皮弁は完全生着し，部分壊
死を生じた 1例（12.5％）に感染を生じた．B群で
は 6例中 4例（66.7％）で皮弁は完全生着した．し
かし，3例（50％）は術後感染を発症し，そのうち
2例は皮弁が部分壊死した．
【結論】系統だった感染症対策を行うことは組織
再建後の感染予防に有用である可能性が示唆され
た．しかし，再建までの日数やデブリドマン回数が
多くなる傾向にあり，新しいデブリドマン手技の開
発が望まれる．

6. 遊離皮弁による手の皮膚欠損の再建
小郡第一総合病院　整形外科　服 部 泰 典

土 井 一 輝
坂 本 相 哲

【目的】遊離皮弁による手（手関節以遠）の皮膚
欠損の再建について検討したので報告する．
【方法】過去 15年間に外傷による手の皮膚欠損に
対し，遊離皮弁による再建（爪や関節再建は除く）
を行なったのは 32例 32手で，男性 26例，女性 6例，
平均年齢 39歳（6～63）であった．手背やさらに指
部までを含む広範な欠損が 18例で，13例で肩甲皮
弁，5例で下腿外側皮弁を行なった．指部のみの欠
損が 9例で，4例で上腕外側皮弁，5例で下腿外側
穿通枝皮弁を行なった．上腕外側皮弁の 2例では，
上腕骨も移植し骨の再建も同時に行なった．指尖部
の欠損 5例には，足趾からの知覚皮弁による再建を
行なった．再建時期は受傷後平均 17日（0～42）で，
4例では受傷当日に行なった．
【成績】術後血行障害は 2例に起こり再手術を行
なった．このうち 1例で皮弁末梢の部分壊死が起こ
ったが，それ以外の 31例では完全生着した．知覚

皮弁による再建を行なった 5例は，いずれも良好な
知覚回復が得られた．
【結論】手の重度外傷では，皮膚を含めて腱や骨
関節など複合組織欠損となることが多い．早期の皮
膚再建が治療戦略において最も重要で，初期治療の
段階で再建計画を立てておく必要がある．遊離皮弁
が適応されるのは，局所皮弁が困難な広範囲や多数
指にわたる欠損，知覚を必要とする指尖部などで，
肩甲皮弁，下腿外側皮弁，上腕外側皮弁，足趾から
の知覚皮弁などが症例により選択される．

7. 手部皮膚欠損の皮弁移植失敗時に対する治療戦
略

市立奈良病院　四肢外傷センター
河 村 健 二
矢 島 弘 嗣
村 田 景 一
水 谷 泰 士
桟　敷　真理奈

【目的】手部皮膚欠損に対して移植した皮弁が何
らかの原因で生着しなかった場合の salvage法を治
療戦略として常に考えておくことは重要である．
【対象】過去 5年間に手部（指は除く）の軟部組
織欠損に対して皮弁移植術を施行した患者は 10例
であった．初回手術に使用した皮弁は遊離腓骨動脈
皮弁が 7例，有茎橈側前腕皮弁が 2例，有茎後骨間
動脈皮弁が 1例であった．遊離腓骨動脈皮弁は全例
で snuff boxで橈骨動脈背側枝と血管吻合を行って
いた．
【結果】遊離腓骨動脈皮弁の 1例と後骨間動脈皮
弁の 1例が生着に失敗した．失敗の原因は，遊離腓
骨動脈皮弁は動脈血栓を除去するタイミングを逸し
たためであった．後骨間動脈皮弁は前骨間動脈との
交通枝の変異により血行が安定しないためであっ
た．2例とも逆行性橈側前腕皮弁による salvageを
行い問題なく生着した．
【考察】手部の皮膚欠損は掌側でも背側でも橈側
前腕皮弁を用いれば再建可能であるが，前腕に大き
な瘢痕を残す整容的な問題があるため第一選択とす
ることは稀である．しかし初回皮弁が生着しなかっ
た場合の salvage皮弁としては失敗の危険性が少な
いため有用である．初回皮弁時には失敗時に逆行性
橈側前腕皮弁が利用できるように，血管吻合部は橈
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骨動脈の掌側枝と背側枝の分岐部より末梢で行い
flow-through吻合としておいた方がよいと考える．

8. ばね指に対する経皮腱鞘切開術
笠岡第一病院　笠岡手外科・上肢外科センター

橋 詰 博 行
門 田 康 孝

【目的】ばね指に対する外科的治療として 18G注
射針を用いた経皮腱鞘切開術を行っている．今回術
後調査を行い，治療成績を検討したので報告する．
【対象と方法】2005年 4月から 2015年 3月まで
の 10年間に成人特発性弾発指に対して行った経皮
腱鞘切開術は3,334例4,377指で，男940，女2,394例，
年齢は 20～95（平均 62）歳であった．母指 1,395，
示指 413，中指 1,543，環指 859，小指 167指で，名
越らの分類（Ⅰ：屈筋腱腱鞘炎，Ⅱ：軽度弾発現象，
Ⅲ：中等度で自動伸展可能，Ⅳ：重度で自動伸展不
能・他動伸展可能，Va：他動伸展不能，Vb：屈曲
不能）で GradeⅡ 1,533，Ⅲ 819，Ⅳ 593，Va548，
Vb 884指であった．手術は局麻下に 18G針の先端
で A1 pulleyを切開する．独自の判定基準（優：1
週間以内に症状消失，良：3週間で消失，可：6週
間で消失，不可：6週間以上症状が残存）による成
績評価を手術直後，術後 1週，3週，6週で行った．
【結果】成績は優 2,496，良 1,060，可 445，不可 

376指で，80％以上が術後 3週間で満足のいく結果
であった．糖尿病併存例は 567例（17％）760指で
あり，それらの成績は不良であった．Grade別の成
績に差はなく，指別では母指が良好であった．神経
損傷，腱断裂などの重篤な合併症はないが，指伸展
障害のため 72指（0.016％）に再手術を要した．
【考察】皮膚切開しないため術直後から指の使用
が可能なことが本術式の利点であり，手術手技上の
注意点は腱の表面損傷を避けることである．

9. 内視鏡を利用したバネ指手術；手術のコツとピ
ットフォール

医療法人社団　元赤坂クリニック
仲 尾 保 志

A1 pulleyの前後 2ヵ所に加える皮切は，屈筋腱の
走行を指で触れて，その直上に加えることが重要
で，皮切の位置を正しく設定することは，良好な鏡

視と神経血管束の損傷回避につながる．また母指で
は，entry portalと exit portalの距離を短くとるこ
ともポイントである．手術は，駆血帯下で，局所麻
酔下に行う．Dissectorを用いて，中枢から末梢に
向けて屈筋腱上の皮下組織を剥離する操作，さらに
それに続く cannula挿入の操作では，常に指の正中
（腱の直上）で操作することが重要である．また母
指の場合は，神経血管束が A1中枢で腱の上を斜走
するため，助手が母指を最大外転位に保持する必要
がある．
次に，entry portalから斜視鏡スコープを挿入し，
鏡視下に A1 pulleyの切離を行う．A1 pulleyと can-
nulaの windowに距離があって，ナイフが pulleyに
届かない場合は，助手が指を圧迫するとよい．また，
滑膜増生が著しく A1 pulleyの同定が困難な場合は，
指を他動的に屈伸すると滑膜の下で屈筋腱が動くた
め，同定が可能になる．また切離操作は，必要に応
じて，A2 pulleyの入り口や，A1 pulleyより中枢の
線維性のトンネルに及ぶこともある．
重要なことは，引っかかり感がなくなるまで，す
べての絞扼組織を切開すること，そして，盲目的に
切離操作を行わないことである．

10. 鏡視下手根管開放術のコツとピットフォール
信州大学　整形外科　内 山 茂 晴

林 　 正 徳
植 村 一 貴
小 松 雅 俊
岩 川 紘 子
加 藤 博 之

CTSに対する ECTRには解決困難な問題点があ
るため，本法（2-portal法）を行うにあたり術者が
認識すべき 2点を述べる．

1）手根管内へのカニューレ挿入時抵抗に注意．
Chow法では経験豊富な手外科医が行っても，
OCTRより神経損傷の確率が高い．その理由は手根
管内へのカニューレ挿入時と Exit portalへ押し出
すときの正中神経損傷である．この操作により正中
神経には 2000mmHg以上の圧がかかることがある．
慢性圧迫を受けている正中神経に更なる圧迫と牽引
力がかかること，それによる不可逆的正中神経損傷
が生じうることを認識すべきである．われわれは
TCLの近位と遠位を直視下に切離した後に独自に
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開発した直径 5mmのカニューレを挿入する改良法
を考案し，挿入時抵抗は減り神経損傷の確率は
OCTRと同様なレベルまで下げた．しかし男性，若
い女性患者は挿入困難なことが多い．“Tight ac-
cess” であれば躊躇なく OCTRへ変更する．

2）母指球筋枝の走行は術前には確認できず，術
中にも確認困難．ECTRでは母指球へ向かう運動枝
の変異は術前の電気生理学的検査，超音波やMRI
において確認はできない．本幹尺側から出て橈側へ
横走するような変異ではないだろうという仮定の下
でわれわれは手術をしている．TCL切離時には常
に母指球筋枝が視野にないことを，TCL切離後は
手根管内を鏡視でそれらしき枝が見えないのを確認
する．

11. 肘部管症候群に対する低侵襲手術のための工夫
滋賀医科大学　整形外科　児 玉 成 人

竹 村 宜 記
今 井 晋 二

近江草津徳洲会病院　整形外科　　　　　
上 羽 宏 明

【目的】肘部管症候群に対する低侵襲手術のため
の工夫について検討した．
【対象・方法】対象は 2008年以降，肘部管症候群
に対し当科で手術を行い，1年以上経過観察が可能
であった 48例 50肘である．男性 31例，女性 17例，
年齢は平均 58.6歳．病期分類は赤堀分類Ⅱ期 8肘・
Ⅲ期 20肘・Ⅳ期 16肘・Ⅴ期 6肘であった．術式は
従来の皮下前方移動または King変法であるが，局
所麻酔のみのため，ターニケットは使用せず，1％ 
エピネフリン入りキシロカイン 10 ccを皮下に浸潤
させ，4～7cmの皮膚切開を加え，上腕深筋膜に達
したら尺骨神経が触知あるいは透けて見えるので，
尺骨神経を露出する前に，できるだけ近位で尺骨神
経と上腕深筋膜の間に 25G針にて 1％ キシロカイ
ン約 5ccを注入する．数分待機して，あとは従来の
方法と同様に手術を行った．
【結果】赤堀の評価では優 13肘，良 22肘，可 14肘，
不可1肘であった．麻酔に関しては神経剥離の際に，
1例を除いて痛みを訴えた症例はなかった．内上顆
切除の際にも痛みを訴えた症例はなかった．
【考察】近年，局所麻酔下での simple decompres-

sionや，鏡視下皮下前方移動術の報告が散見される

が，前者はすべての症例に適応できず，後者は手技
的に熟練が必要である．本法の利点は従来の皮下前
方移行や King変法を局所麻酔，小切開で行える点
である．

12. 肘部管症候群に対する鏡視下皮下前方移動術；
手術のコツとピットフォール

市立奈良病院　四肢外傷センター　
村 田 景 一
河 村 健 二
矢 島 弘 嗣

奈良西部病院　奈良手の外科研究所
中　村　敏夫巳
玉 井 　 進

奈良県立医科大学　整形外科　　　
面 川 庄 平
田 中 康 仁

【目的】我々は 2012年以降，神経脱臼あるいは外
反肘を合併した肘部管症候群症例に対して低侵襲手
術を目的に神経前方移動術を内視鏡援助下に施行し
ている．今回，本法の手術手技のコツとピットフォ
ール，術後成績，および合併症について報告する．
【対象および方法】症例は 12患者 13肘（男性 6例，
女 6例），年齢は 13～79，平均年齢 44.5歳であった．
外反肘変形を伴った症例は 4例，術前に尺骨神経脱
臼を伴った症例は 5例であった．また術前に神経脱
臼を伴わない症例で鏡視下単純神経剥離術を施行し
た後に術中肘関節最大屈曲にて神経の前方完全脱臼
を認めた 4例に対して術式を変更して本法を施行し
た．術前の重症度はMcGowan分類の Grade Iが 4
肘，Grade IIが 5肘，Grade IIIが 4肘であった．
【結果】平均観察期間は平均 12ヵ月で術後成績は
赤堀の予後評価基準で優：5例，良：6例，可：2
例であった．術後最終調査時の DASHスコアは術
前に比べ有意な改善が認められた．術前罹患期間の
短い症例では手内在筋筋力回復が良好であった．合
併症として皮下神経の刺激症状を 2例に認めた．
【結語】本法は外反肘や神経脱臼を伴った肘部管
症候群に対する低侵襲かつ有用な方法であるが，皮
下を走行する皮神経の処置には注意が必要であり，
鏡視下での剥離操作に困難がある場合は標準的手術
に変更するなどの対処が必要と考えられた．
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13. 母指 CM関節症に対する鏡視下関節形成術の
コツとピットフォール

山陰労災病院　整形外科・手外科　　
山 下 優 嗣

鳥取大学　整形外科　林 原 雅 子
【緒言】母指 CM関節症治療として鏡視下関節形
成術が散見され，我々も 2010年より鏡視下に大菱
形骨 CM関節面切除し腱移植する interposition ar-
throplasty（IA）を行っている．
【対象】症例は男性 4例，女性 11例の計 15例で，
術後日常生活や労務に復帰する期間を疼痛解消期間
とし，術前と疼痛解消時の X線像正面，側面亜脱
臼度を計測し，臨床成績も各々の DASHと疼痛
VAS，握力，自動可動域を計測した．
【結果】CM関節亜脱臼 1/3で群分けする旧 Ea-

ton stage分類で，術前 stage3群が stage2群より疼
痛解消期間が長く，術後亜脱臼も大きかった．また
術前橈側亜脱臼 50％未満群と 50％以上群で群分け
すると 50％以上群で術後 DASHと術後 VASが劣っ
ていた．
【考察】術前橈側亜脱臼が術後の亜脱臼遺残と臨
床成績不良に関連すると推測され，鏡視下 IAは
stage3より重症例には慎重に行う必要があると考
え，亜脱臼内転 CM関節を透視下に第 1中手骨間
靭帯を補強し可及的に矯正する比較的単純な手技を
追加し，stageの改善を心掛けている．手術は通常
の鏡視下 CM関節形成術の背橈側の切開を遠位へ
延長し，大菱形骨部分切除を行って，透視下にアラ
イメント矯正しつつ第 1中手骨橈側基部から第 2中
手骨基部背尺側へ向けてガイドを刺入し，ドリルで
骨孔作成し，採取した移植腱を第 2中手骨側から第
1中手骨へ導出し吸収ピンで固定し，部分骨切除し
た CM関節に充填し仮関節固定する．症例は多く
ないが短期成績と実際を供覧する．

14. 母指 CM関節症に対する鏡視下 interpostion 
arthroplasyの合併症
三重大学大学院　整形外科　辻 井 雅 也

須 藤 啓 広
永井病院　整形外科　　　　飯　田　　　竜

【目的】母指 CM関節症の鏡視下手術は interposi-
tion arthroplasty（IA）の報告以来，主に軽症例で
報告されている．しかし術操作は背側の二つのポー

タル（CM-R，-U）では煩雑なことがある．当科で
は thenar portal（TP）を用いており，IAの各ポー
タルの合併症と術後 2年以上の経過例での画像評価
を報告する．
【方法】対象は 14例で平均年齢 62歳，女性 10例，
男性 4例であった．鏡視下に大菱形骨の部分切除後
に長掌筋腱を充填し，3週間のピン固定とした．術
後の合併症を評価し，また各ポータルの操作回数を
ビデオからカウントし，背側ポータルのみの 5例と
TPを用いた 9例で比較検討した．さらに術後 2年
以上の経過観察（平均 3.7年）した 9例で単純 X線
にて第 1中手骨亜脱臼，関節裂隙，大菱形骨高を評
価した．
【成績】CM-Rと TPは術操作に多く用いており，

TPを作成した群では有意に CM-Rの使用頻度が少
なかった．合併症は CM-Rで橈骨神経背側枝損傷を
2例，TPで創部痛を 3例に認めた．また背側亜脱
臼は術前 4.3mmから直後 2.7も最終 3.8であった．
関節裂隙は術前 0.7mmが最終 2.2と有意に保たれ
るも，大菱形骨高は術直後に比して 11.1％ 減少し
ていた．
【考察】CM-Rは橈骨神経背側枝に近接しており，
薄い皮下を走行するため鏡視手術の操作にて損傷の
危険性がある．実際に 2例の損傷を経験した．一方，
TPでは正中神経損傷は認めず，CM-Rの使用を有
意に減じた．また単純 X線では大菱形骨の圧潰が
進行し，組織温存のため第 1中手骨基部の安定化が
望ましいと考えられた．

15. キーンベック病に対する関節鏡視下手術
奈良県立医科大学　手の外科　面 川 庄 平
西奈良中央病院　整形外科　　小 野 浩 史
市立奈良病院　整形外科　　　村 田 景 一
奈良県立医科大学　整形外科　吉　良　　　務

清 水 隆 昌
田 中 康 仁

【目的】キーンベック病の手術的治療は，主に月
状骨の除圧あるいは再血行化術，各種の固定術や再
建術が行われてきた．今回，関節鏡を併用した小侵
襲手術を試みたので，その治療戦略と短期成績につ
いて言及する．
【方法】患者背景と術前の画像所見および術中の
関節鏡所見から，月状骨温存の可否を判断した．患
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者の活動性が高く，月状骨の圧潰および関節軟骨の
変性が軽度の症例を月状骨温存の適応と判断した．
月状骨の圧潰や分節化が著明で，軟骨変性が高度の
ものを月状骨切除の適応と判断した．Lichtman分
類で Stage3以降の 13例に対して，鏡視下月状骨除
圧術を 4例（平均 47歳），同切除術を 9例（平均
66歳）に施行した．
【成績】経過観察期間は平均 3年 5か月であった．
手関節掌背屈可動域は術前平均 78度から術後平均
110度，握力健側比は術前 52％から術後 74％に改
善した．DASH scoreは術前平均 32から術後 12に
改善した．
【結論】月状骨の圧潰をともなう進行期のキーン
ベック病の治療法に関して，手術選択のコンセンサ
スは確立されていない．今回，関節鏡視下にアプロ
ーチすることにより低侵襲で手術を行った．短期で
はあるが良好な治療成績を得た．

16. 鏡視下掻爬術：手指内軟骨腫の最小侵襲手術
JA愛知厚生連海南病院　整形外科 　　　　

関 谷 勇 人
勝 田 康 裕
藤 浪 慎 吾

名古屋市立大学　整形外科　岡 本 秀 貴
小 林 正 明
大 塚 隆 信

【目的】我々は手指の内軟骨腫の手術に関節鏡を
応用した最小侵襲手術を試みてきた．その手術方法
を紹介し，治療成績や問題点などについて報告する．
【対象】2014年 12月までに鏡視下掻爬術を実施
した手指の単発性内軟骨腫 142例のうち，術後 6か
月以上経過を観察しえた 117例（男性 41例，女性
76例）について検討した．手術時年齢は 11歳から
80歳（平均 38.1歳）で，術後経過期間は平均 42.0
か月であった．
【手術方法】2か所の骨孔から骨髄腔内を関節鏡
の外套管と小鋭匙で盲目的に掻爬した．骨髄腔内を
生食水で洗浄して腫瘍の砕片を排出させた後に，直
径 1.5mmの関節鏡で鏡視しながら残存する腫瘍を
小鋭匙と電動シェーバーで掻爬した．腫瘍が広範囲
に存在する場合はポータルを追加した．骨移植は行
わなかった．
【結果】腫瘍の掻爬部には術後平均 1.9か月で新

生骨形成を認め，罹患部のリモデリングは術後平均
2.9か月で観察された．術後骨折を 9例に認めたが，
臨床症状は軽微であった．腫瘍の再発は 2例に認め
再手術を行った．
【考察】本法には，病巣の拡大像が得られる，死
角のない視野が得られる，骨皮質の開窓を最小にで
きる，手術瘢痕が目立たない，機能回復が早いなど
多くの利点がある．術後早期から良好な骨修復が得
られており，本法は手指の内軟骨腫に対する最小侵
襲手術として推奨できる．

17. 橈骨遠位端骨折に対する掌側 Locking plate固
定術の抜釘所見

南和歌山医療センター　北 野 陽 二
岩 田 勝 栄
中 村 正 亨
平 　 一 裕

橈骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート
はその固定力の高さ故，安定した成績が得られるこ
とから現在では手術方法では第 1選択になっている
ことには異論ない．その反面，長母指屈筋腱断裂の
ような重篤な合併症の報告も増加しており，より繊
細な手術手技が要求されており安易に行うことので
きる手術ではないことも事実である．
我々は 2009年に FPL断裂の 1例を経験して以来，

FPLにかかるストレスの軽減方法を論じてきた．手
術時の対策として次の 3点に注意して手術を行って
いる．1）プレート最遠位部を橈骨に密着させる，2）
VTが 5度未満にならないよう注意する，3）関節包
周囲組織と方形回内筋とを縫合し，プレート最遠位
部を被覆する．上記に留意し手術を施行し，抜釘時
に屈筋腱の状態，プレートの露出等を確認した．
プレートは主として Acu loc，Acu loc 2 plateを使

用している．このため骨癒合が完成後には可能な限
り速やかに抜釘を行っているのが現状である．今回
2009年 7月から 2015年 7月までに抜釘を行った症
例に対しフォローアップ可能であった症例を対象と
した．以来 FPL断裂は経験していないが，抜釘時
の所見を検討した．
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18. 橈骨遠位端骨折における掌側プレート固定術後
の腱断裂

小郡第一総合病院　坂 本 相 哲
土 井 一 輝
服 部 泰 典

【目的】橈骨遠位端骨折における手術的加療とし
て掌側ロッキングプレート固定法が現在の主流であ
るが，それに呼応するように腱断裂の報告が増加し
てきた．今回，当院で掌側プレート固定術後の腱断
裂で加療した症例を調査した．
【方法】2006-2014年に掌側プレート固定（非ロッ
キングも含める）後に腱断裂で手術加療を行った症
例は 8例である．8例の平均年齢 76歳（58-85），男
性 2例，女性 6例，断裂腱は FPL4例，示指 FDP3
例（FPL2例重複あり），EDC2例，EPL1例であった．
骨折手術から腱断裂発生までの期間は，遠位設置型
プレートの不適切設置例（前医）の術後 1ヶ月の 1
例と，スクリューの背側への著しい突出による断裂
（前医）の術後 5週の 1例を除いた 6例では術後 1
年以上経過例であり，平均 2年 5ヶ月（12ヶ月～7
年 9ヶ月）であった．全例に再建術を行い，術中所
見から断裂部位と要因を検証した．
【成績】腱断裂の要因は，FPL，FDP断裂例では，
最遠位列のスクリューヘッド部（非ロッキング ）3
例，プレート末梢縁（過遠位設置による）1例，プ
レート末梢部（遠位設置型プレートの浮き上がり設
置）1例であった．EDC断裂の 2例と EPL断裂の
1例では長すぎるスクリューの背側突出が要因であ
った．
【結論】掌側プレート固定術後の腱断裂の報告の
多くは術後 6ヶ月以上経過して発生している．腱断
裂を回避するため，適正な位置でのプレート，スク
リューの設置，原則的に抜釘を行うことが推奨され
る．

19. 橈骨遠位端骨折に対する掌側プレート固定術後
に生じた長母指屈筋腱断裂例の検討
金沢大学　整形外科　　　　　山 本 大 樹

多　田　　　薫
土 屋 弘 行

金沢医療センター　整形外科　池 田 和 夫
【目的】橈骨遠位端骨折に対する掌側 locking 

plate（VLP）固定術後の長母指屈筋（FPL）腱断裂

については，整復位不良や VLPの不適切な設置位
置との関連が示唆されている．今回，FPL腱断裂例
（症例群）と術後未抜釘例（対照群）から FPL腱断
裂のリスク因子について検討を行った．
【対象と方法】2006年から 2012年における症例
群 8例，対照群 45例（いずれも全例女性）につい
て後ろ向き調査を行った．調査項目は骨折時年齢，
身長，BMI，最終経過観察時の手関節可動域，既往
歴（糖尿病，関節リウマチ），ステロイド内服歴，
飲酒喫煙習慣，整復位（volar tilt，ulnar variance，
radial inclination），VLP設置位置（Soong’s grade，
plate to volar rim distance，plate to critical line dis-
tance）とした．各項目に対する単変量解析の後に，
多変量解析を行った．
【結果】単変量解析では身長（p=0.014），Soong’s 

grade（p=0.041）にのみ有意差を認めた．多変量解
析では身長にのみ有意な odds比が算出され 1.32/-
1cm（p=0.027）であった．
【考察】現在使用されている VLPの多くは欧米人
の骨格を基に作成されている．そのため日本人女性
に見られる小柄な骨格と VLPの形状との不適合が
生じている可能性があり，小柄な患者においてはよ
り詳細な評価，経過観察が必要と考える．本発表で
は橈骨遠位部の形状や大きさと FPL腱断裂との相
関についても報告する．

20. 橈骨遠位端骨折ロッキングプレート固定の合併
症：腱損傷の危険因子と対策について

JA広島総合病院　整形外科　鈴 木 修 身
橈骨遠位端骨折の治療に，掌側ロッキングプレー
トは欠かせない存在となり，手術数が飛躍的に増え
た．それに伴い合併症の報告も多くなされている．
そのうち最も頻度が高いとされる腱損傷について，
自験例と報告例からその危険因子と対策について述
べる．屈筋腱損傷：長母指屈筋腱の損傷が多いが，
深指屈筋腱損傷の報告も散見される．危険因子とし
ては，watershedlineを超えるプレートの設置や，
不十分な整復，プレートの浮き上がりなどがある．
また腱断裂の予知方法として，違和感などの膜刺激
症状，聴診器での軋轢音の聴取が報告されている．
アライメントの評価には CT検査が有用であり，腱
とプレートの接触の評価には超音波画像診断の報告
が増えている．
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伸筋腱損傷：保存療法においても，ときに生じる
ことが以前より報告されてきた．しかし掌側ロッキ
ングプレート導入後に大きく増加したとも言われ
る．導入直後に多かったのは背側へのスクリューの
突出である．しかし近年ではスクリューの突出がな
い例でも腱断裂の報告がある．スクリューの突出や
背側骨片の評価には CT検査が有用である．しかし
背側に骨折があったときどのように対処するかにつ
いては課題も多い．

21. 次世代ハイブリッドロッキングプレート 
「HYBRIX」を用いた橈骨遠位端骨折の治療

京都武田病院　河 野 　 茂
藤 岡 幹 浩
濱 口 裕 之
中 村 　 悟

橈骨遠位端骨折に対しては掌側ロッキングプレー
トを用いた治療がゴールドスタンダードとされ種々
のプレートの良好な治療成績が多数報告されている
が他方スクリューの関節内穿孔や腱損傷等の合併症
の報告も増加している．
プレートをロッキング様式で分類すると単軸性・

多軸性プレートに分けられる．単軸性プレートはス
クリューの刺入角度が固定されているため設置位置
により関節内穿孔の危険性が生じ，また関節内粉砕
骨折の場合的確な位置にスクリューを刺入できない
可能性がある．他方多軸性プレートは手技が煩雑と
なり，また単純な骨折型でもスクリュー固定強度の
点から遠位 2列全てにスクリューを刺入固定するこ
とが必要となる．
今回われわれが開発した HYBRIXⓇは初のハイブ

リッド掌側ロッキングプレートである．最遠位列は
単軸性機構であり単純な骨折型であれば遠位 1列の
みのスクリュー固定で簡便に強固に固定が可能であ
る．遠位 2列目は多軸性機構であり整復位との関係
で 2列目の刺入角度が問題となる場合や粉砕骨片を
的確に捉えたい場合，任意の角度で至適な位置にス
クリューを刺入することが可能である．
またプレート形状は解剖学的に橈骨遠位・近位の
逆位相の捻れを再現しており橈骨掌側面と良好な適
合性が得られ屈筋腱損傷対策としても有用である．
これらより HYBRIXⓇは大多数の症例に，より安
全に使用できるものと考える．実際の臨床使用例に

おいてその有用性を報告する．

22. 橈骨遠位端骨折の合併症の減少を目指した新し
いインプラントの提案
名古屋大学医学部大学院　手の外科学　　　

米 田 英 正
栗 本 　 秀
岩 月 克 之
山　本　美知郎
建 部 将 広
平 田 　 仁

鈴鹿回生病院　整形外科　　米 田 英 正
中日病院　手外科センター　中 尾 悦 宏

ロッキングプレートの導入後橈骨遠位端骨折は粉
砕例や高齢者例においても強固な可能となり良好な
成績が報告されるようになったが，その一方で従来
想像もつかなかった屈筋腱の irritationや断裂，正
中神経障害が報告されてきた．
過去に我々は hand frontierに属する施設で，橈

骨遠位端骨折のロッキングプレート固定症例に対し
ての多施設前向き研究を行ってきた．全手術症例
中，屈筋腱断裂は 2％，正中神経障害は約 6％にみ
られた．屈筋腱障害は technical error，すなわち
volar tiltの矯正不足による相対的なプレートの掌側
突出が原因とされているが，解剖学的な整復を行っ
ても掌側へのインプラントの突出を時に経験する．
また正中神経障害は欧米よりもアジア人に多く報告
されており，アジア人に適合しないインプラントの
設置による手根管近位容積の相対的な減少が原因の
可能性がある．
我々は日本人の橈骨遠位部の形態解析を行い，月
状骨窩周囲の骨形態には比較的個体差が大きく，多
くのインプラントは日本人平均に近い形状の骨に良
好に形状合致せず掌側に突出しやすいことを発見し
た．また掌側突出しないようプレートにあわせて骨
接合すると，関節面の gapや step offが生じたりす
る可能性がある．骨・プレート形態差を最小限とす
るような形状合致が可能なプレートの利用にて，単
に internal fixatorとして骨片を橋渡しするだけなく，
合併症を最低限とした強固な内固定が期待できる．
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23. “標準的”掌側ロッキングプレート固定法導入
前後における術後合併症の検討

金田病院　整形外科　近 藤 秀 則
岡山済生会総合病院　整形外科　　　

今 谷 潤 也
森 谷 史 朗
前 田 和 茂
松 橋 美 波
岡 﨑 勇 樹

【はじめに】屈筋腱断裂やスクリューの関節内穿
孔といった掌側ロッキングプレート (以下 VLP)固
定における重篤な合併症を経験し，2012年より合
併症対策として“標準的”VLP固定法による手術
を実施している．今回本法導入前後における術後合
併症の発生を調査し，その効果について検討した．
【方法】“標準的”VLP固定法導入前の 194例，
導入後の 139例，合計 333例を対象とした．手術時
年齢は平均 67.2/66.0歳，性別は男性 33/37例，女
性 161/102例，骨折型は AO分類で A2 21/9，A3 
55/36，B3 6/3，C1 14/33，C2 69/32，C3 29/26例
であった．これらの症例に対する術後合併症の発生
について後ろ向きに調査した．
【結果】術後合併症は前/後で 24/7例であった．
その内訳は長母指屈筋腱断裂 1/0，長母指伸筋腱断
裂 1/0，関節内スクリュー穿孔 8/0，偽関節 2/0，
感染 1/0，皮膚障害 0/1例，正中神経領域のしびれ 
11/5，pre CRPS 1/1であった．
【考察】“標準的”VLP固定法の導入後における
術後合併症の発生率は 5.0％であり，導入前の 12.4
％と比べ大きく低下していた．さらに腱断裂やスク
リューの関節内穿孔の発生も認めなかった．橈骨遠
位端骨折は経験の浅いレジデントが術者となる場合
も多く，“標準的”VLP固定法は正しい手術手技の
啓発に有用であり，また指導ツールとして合併症の
低減にも寄与するものと考える．

24. 血管柄付き組み立て式骨膜移植による手指関節
再建

国立病院機構　呉医療センター・ 
中国がんセンター　整形外科　　

蜂須賀　裕　己
濱 崎 貴 彦
泉 田 泰 典
森 　 　 亮
大 川 新 吾
下 瀬 省 二
濱 田 宜 和

【目的】高度に破壊された手指関節の再建は，手
外科領域における大きな課題である．当科では，大
腿骨内上顆から血管柄付き複合組織を採取して組み
立て，指節間関節の再建を行っているのでこれを報
告する．
【対象と方法】症例は 3例で，骨腫瘍，外傷，骨
髄炎各 1例である．女性 1例，男性 2例，手術時平
均年齢 50歳，平均経過観察期間 2年 6月．片側関
節欠損 2例，全関節欠損 1例で，いずれも軟部組織
欠損を合併していた．手術では右膝内上顆から骨膜
と骨・軟部組織を採取し，骨膜を関節や靭帯．腱付
着部の形態に加工し血管吻合を行って移植した．臨
床経過，画像所見，関節可動域（ROM）および
DASH score，採取部の合併症について検討した．
【結果】2例で術後 3ヵ月で腱剥離を必要とした．
移植組織の圧潰や感染，腫瘍再発は認めなかった．
単純レントゲン・CTでは関節裂隙が保持されてい
た．平均 ROMは 59°．DASH scoreは平均 9.3であ
った．採取部創周囲のしびれ・知覚鈍麻の訴えがあ
った．膝関節の関節症性変化は無かった．
【考察】一般的に，高度に破壊された手指関節を
全再建する方法は足趾関節移植である．しかし，採
取手技は容易でなく，採取部合併症も少なくない．
本術式の機能成績は足趾関節移植とほぼ同等であ
り，採取はより容易で機能的・整容的損失も少ない
ため，有用であると考える．
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25. 手指骨折変形治癒に対する術中仮固定に創外固
定を用いた矯正骨切り術の小経験
市立伊勢総合病院　整形外科　　里 中 東 彦

萩 　 智 仁
吉　田　格之進
原 　 隆 久

三重大学大学院　運動器外科学　辻 井 雅 也
湏 藤 啓 広

【目的】手指骨折変形治癒は，交叉指や角状変形
を生じることにより手指機能に障害を及ぼすことが
ある．われわれは手指骨折変形治癒に対する矯正骨
切り後の内固定に low profile plateを使用している
が，術中矯正位の仮固定に創外固定器を使用するこ
とでプレート固定を簡便に行うことができたので報
告する．
【症例 1】9歳男．右中指基節骨骨折にて他医にて
保存的治療されたが指交叉・尺屈変形が残存したた
め，受傷後 8ヵ月で矯正骨切術を施行した．基節骨
骨幹部で骨切りし，創外固定を装着にて回旋および
尺屈変形を矯正してプレート固定した．変形は矯正
され，術後 1年時 TAMは 260°と良好であった．
【症例 2】60歳男．左第 5中手骨骨折にて他医に
て保存的治療されたが指交叉が残存したため，受傷
後 4ヵ月で矯正骨切術を施行した．中手骨骨幹部で
骨切りし，創外固定を装着にて回旋変形を矯正して
プレート固定した．交叉指は消失し，術後 6ヵ月時
TAMは 240°と良好であった．
【考察】矯正骨切り術の固定方法には鋼線や創外
固定などの報告があるが，われわれは固定性を重視
してプレートを使用している．プレート固定時に矯
正位保持のため仮固定が必要であり，従来は鋼線を
使用していたが，微妙な矯正位を保持しにくいこと
やスクリュー挿入の障害となることもあったため，
創外固定器を使用したところ，良好な固定性が得ら
れスクリュー挿入も容易となり，有効な方法のひと
つであると考えられた．

26. 骨性槌指に対する石黒変法への追加鋼線固定
市立豊中病院　渡 邊 牧 代

岡 本 道 雄
難 波 二 郎
山 本 浩 司

【目的】骨性槌指に対して必要に応じて石黒変法

に intrafocal pinningもしくは骨片間鋼線固定を追加
した方法を行っているので報告する．
【手術方法】指ブロック麻酔後，透視下に鋼線を
用い石黒変法を施行する．その際，buttress pinを
刺入後，剥離骨片の回旋変形を残した症例に
0.7mm C-wireを骨折部に挿入し intrafocalにて骨片
整復および固定をした．剥離骨片が大きい場合に
は，0.7mm C-wireを骨片間鋼線固定となる場合も
あるが，石黒変法にて固定を行った．術後 6週間，
DIP関節を splintにて固定した．
【考察】当院で本方法を使用した 21指において，
最終時 DIP関節可動域は平均 52.0±19.9度，伸展
不足角は平均 4.5±6.4度であった．また最終時関節
面ステップオフは 0.18±0.23mmであり，石黒変法
に追加した剥離骨片への intrafocal pinning，骨片間
鋼線固定法は術後の骨片転位を抑制することに有用
な方法と考える．

27. 退縮した腱を引き寄せて強固に縫合する方法
JAかみつが厚生連　上都賀総合病院

高 畑 智 嗣
現在広く使われている腱縫合法の多くは，腱の断
端が接触した状態を強固に保つには良いが，退縮し
た断端を引き寄せて強固に縫合するには適さない．
腱を強固に保持する locking loopは，糸の滑りが悪
いからである．退縮した腱を引き寄せて強固に縫合
するのに適した縫合法を考案したので紹介する．
両端針付き縫合糸を用い，断端から離れた部位で
腱組織の一部に糸を通して結紮する．これにより津
下法のように腱組織の一部を把持することになる．
次に糸の両端の針を別々に腱内に刺して腱断端から
出し，もう一方の腱断端にも別々に刺して断端から
離れた腱表面から針を出す．そして 2本の糸をひと
結びして引き締めると退縮した断端は引き寄せられ
る．断端が接触したらもうひと結びして結紮を完成
させる．最後に針を腱に刺して腱組織の一部に糸を
通してから 2本の糸を結紮する．これにより両方の
腱とも腱組織の一部が津下法のように把持されるこ
とになる．演者は Bear社の吉津式腱縫合糸（両端
針付き 4-0ナイロンダブル）を用いており，これを
2組かけると 8-strandとなり強度は十分である．
この方法の利点は，糸の取り回しが簡単で，腱の
引き寄せが容易で，腱のくびれが少ないことであ



－ 300－

1152

る．欠点は，腱表面に結び目が 3つ存在することで
ある．前腕部の屈筋腱や，肘部や足関節部の腱断裂
の縫合に有用である．

28. 手背コンパートメント症候群における新しい皮切
藤田保健衛生大学　整形外科　鈴 木 　 拓

志 津 香 苗
辻 村 俊 造
鈴 木 克 侍
山 田 治 基

愛光整形外科　　　　　　　　早 川 克 彦
【はじめに】コンパートメント症候群における手
背の筋膜切開に対する新しい皮切を考案したので報
告する．
【症例】35歳，男性．職場のローラーに右前腕を
巻き込まれて受傷した．前腕の著明な腫脹と手背を
中心とした激痛を認め，手指の自動運動は不能であ
った．単純 X線では明らかな骨折は認めなかった
が，コンパートメント内圧は前腕掌側が 60mmHg，
前腕背側が 45mmHg，手背が 40mmHgと上昇を認
めたため，コンパートメント症候群の診断の下，受
傷から 4時間後に緊急手術を行った．前腕掌側の区
画を開放後，手背の内圧は 35mmHgと依然高値で
あったため，手背のコンパートメントを展開した．
第 3中手骨上に 1つの縦切開を用いて展開すると
EPL，EIP，示指 EDCの腱断裂を認めた．切開を
近位に延長すると筋腱移行部での断裂であったた
め，断裂腱に対して腱移行を行い，掌側のみシュー
レース法を行った．術後 24ヵ月の最終観察時にお
いて手関節および手指の可動域制限や手指の痺れと
いった合併症は認めなかった．
【考察】手背のコンパートメントを開放する際の
皮膚切開は第 2，4中手骨上に 2つの縦切開を用い
るのが一般的である．第 3中手骨上に大きめの縦切
開を用いることで，切開を延長して前腕背側を開放
する際にも単一の皮切で行えること，皮切間の血流
の心配がないという利点が挙げられ，有用な方法と
考えられた．

29. Volkman拘縮により中指および環指の伸展制
限をきたした 1例

香川大学　整形外科　山　口　幸之助
加 地 良 雄
中 村 　 修
山 本 哲 司

【緒言】前腕 Volkmann阻血性拘縮により中指お
よび環指の伸展制限をきたした症例に対し，腱移行
術を行ったので，考察を交え報告する．
【症例】35歳 女性．
主訴：左中指環指の伸展制限
現病歴：H27年 4月に仕事中に左前腕部をローラ
ーに巻き込まれ，その後中指，環指の伸展制限が出
現した．前医でコンパートメント症候群（Volkmann
拘縮）と診断され，治療を受けるも改善なく，8月
に当科紹介受診となった．
現症：左中指に強い伸展制限，環指に軽度の伸展
制限を認めた．手関節屈曲位では中指環指ともに完
全伸展可能であり，関節拘縮は認めなかった．示指
小指の伸展制限は認めなかった．
治療経過：9月に伸展制限の強い中指の深指屈筋
腱を筋腱移行部で切除し，隣接指である示指に緊張
を合わせ，示指深指屈筋腱に編み込み縫合を行っ
た．術後は減張位早期自動運動を開始し，良好な可
動域を得た．
【考察】本来であれば，Volkmann拘縮の治療は
屈筋群起始部の剥離であるが，示指，小指の機能が
保たれていた本症例では剥離によるこれらの機能低
下が危惧された．また，示指の機能が保たれていた
ため，この機能を利用し，腱移行を行うこととした．
本法は小侵襲かつ早期のリハビリテーションの開始
が可能な治療法であり，良好な可動域も得ることが
できた．隣接指の機能が保たれている，少数指の屈
曲拘縮に対して腱移行は一つの治療法として有用と
考えられた．

30. 稀な症例；手指末節骨発生軟骨肉腫
国立病院機構関門医療センター　伊　原　公一郎
【はじめに】手の短管骨に原発する悪性腫瘍は稀
であり，日常遭遇する機会は少ない．腫瘍の種類と
しては軟骨肉腫が最も多いが，末節骨に発生するこ
とはさらに稀である．今回小指末節骨に発生した軟
骨肉腫を経験したので文献的考察を加えて報告する．
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【症例】症例は初診時年齢 65歳の女性で，30年
くらい前から右小指指先部の腫脹を自覚するように
なったが，疼痛なく放置していた．徐々に増大する
ため前医を受診し単純 X線で末節骨の破壊像を認
めた．さらに画像検査および生検を受け内軟骨腫の
診断であったが，治療目的で紹介となった．画像所
見では末節骨はほぼ全体が腫瘍で置換され，一部骨
外に進展しており軟骨肉腫と診断した．遠隔転移は
なく，小指 DIP関節での離断術を行った．術後 2
年の経過で再発なく，術後しばらく握力が低下して
いたが徐々に回復し機能的にも満足できる結果であ
った．
【考察および結語】手足の短管骨発生の軟骨肉腫
に関する報告は 10～20例程度の症例シリーズのも
のが散見されるが，末節骨に限れば 1例報告が数件
みられるのみである．診断に関しては内軟骨腫との
鑑別が必要であるが，病理所見以上に画像所見を含
めた臨床診断が重要である．手指に発生した軟骨肉
腫の治療は指列切断が標準的であり，末節骨例では
DIP関節離断の報告が多い．最近では徹底掻把によ
る手指温存手術などの報告もあるが，末節骨に限れ
ば関節離断術が最適な治療法と思われる．

31. 尺骨神経の走行異常を認めた肘部管症候群の 2
例
和歌山県立医科大学　整形外科　　　　　

神 藤 一 紀
下 江 隆 司
浅 井 宣 樹
𠮷 田 宗 人

有田市立病院　和歌山手の外科研究所　　
谷 口 泰 德

有田市立病院　整形外科　辻 本 修 平
【目的】肘部管症候群で尺骨神経が内側上顆の前
方を常に走行する走行異常は非常に稀である．我々
は，尺骨神経が上腕骨内側上顆の前方を走行してい
た肘部管症候の 2例を経験したので報告する．
【症例】症例 1.18歳男性．高校生，柔道歴 6年．

8ヶ月前に柔道の練習中に左肘関節脱臼の既往があ
った．赤堀分類の術前病期 Iであり，肘関節の伸展
屈曲にて肘関節内側に痛みあり．健側の右肘に習慣
性尺骨神経脱臼が見られた．術中所見は尺骨神経は
内側上顆の前方を常に走行しており，fibrous band

のレベルで絞扼されていた．King法を行った．術
後 1年の治療成績は優である．症例 2.64歳男性．5
歳時に左肘関節骨折の既往あり．11歳時に左上腕
外顆骨折偽関節の手術歴あり．1年前より左手尺骨
神経領域にシビレと感覚障害が出現した．赤堀分類
の術前病期 Iであった．術中所見は，尺骨神経は常
に内側上顆の前方を走行しており，fibrous bandの
レベルで強く絞扼されていた．尺骨神経の単純神経
除圧術のみを行い，術後 10ヶ月の治療成績は優で
ある．
【考察】肘部管症候群で，尺骨神経が内側上顆の
前方を常に走行する症例報告は過去に散見されるの
みである．その原因として変形性肘関節症，滑車形
成不全，上腕三頭内側頭の脱臼などが指摘されてい
る．肘部管症候群の手術を行う時，尺骨神経の走行
異常に十分に注意をする必要がある．

32. アーチェリーによると思われる月状骨疲労骨折
の治療経験
医真会八尾総合病院　整形外科　藤　谷　良太郎

土 肥 義 浩
西奈良中央病院　整形外科　　　小 野 浩 史
国保中央病院　整形外科　　　　古 田 和 彦

片 山 　 健
奈良県立医大付属病院　手の外科　　　　　　　

面 川 庄 平
【目的】アーチェリーによる月状骨（L）疲労骨
折と思われる症例を経験したので報告する．
【症例】17歳時 女性 アーチェリーの練習中，急
に右手関節痛が出現し当院受診する．当時，高校総
体に向け練習量が増加していたが，疼痛出現までに
手関節への高エネルギー外傷はなかった．手関節掌
側の腫脹，圧痛を認め，XP側面像で L掌側 1/5に
環状断骨折線を認めた．手術は掌側手根管上に皮切
を加え，手根管を開放，直視下とイメージ下に骨折
線を確認，小スクリューとワッシャーで固定した．
舟状（S）―有頭骨（C）間仮固定 pinningも追加し
た．関節鏡では S―L間に Geisller（G）grade4，L
―三角骨（T）間に grade 2の離開を認めた．3週
間の外固定，4週で仮固定ピンを抜釘した．その後，
ROM訓練を開始したが，徐々に骨折線は開大，偽
関節となり，骨壊死はないものの手関節側面 XPで
は VISI変形が進んだ．術後 3年で DASH score 2.5，
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％掌背屈 91％，％GS 82％，VAS 20mmであった．
【考察】Bainらは Johnsonの L周囲脱臼の Great-

erと Lesser arcを補充し Translunate arcを定義し
た．今回，SLに G grade 4の靭帯損傷をみとめて
おり，その一型と考えられる．通常，L周囲脱臼は
高エネルギー外傷での発症が多いが，今回のような
繰り返し動作による報告はない．S－L離開を予測
できず，S―C間仮固定 pinningのみで対処したこ
とが本例の反省点である．
【結語】L骨折は Lの整復に加え，周囲靭帯損傷，
骨折の修復が重要であると考えられた．

33. 両側舟状骨骨折後偽関節の 1例
市立岸和田市民病院　田 中 寛 樹

大 谷 和 裕
【目的】舟状骨骨折は手根骨の骨折の中で最も多
く，診断の遅れや不適切な治療により舟状骨骨折後
偽関節は発症することがある．今回，我々はサッカ
ー選手に発症した両側性舟状骨骨折後偽関節を経験
したので報告する．
【症例】17歳，男性．中学時よりサッカー（ポジ
ションはキーパー）をしている．以前より手関節痛
を自覚していたが，サッカーの試合中にシュートを
受けてから右手関節痛が増強し近位を受診した．安
静加療にて疼痛が改善しないため精査目的にて当院
を紹介受診した．初診時，右手関節に運動時痛と
snuff boxに軽度の圧痛を認めた．左側にも軽度の
圧痛を認めた．初診時に撮影した両手関節 X線像
にて右舟状骨骨折後偽関節のみならず左側の舟状骨
骨折後偽関節も認めた．
【治療】症状の強い右側より手術を行った．肘頭
より骨移植を行い，スクリューによる内固定術をお
こなった．骨癒合を確認したのち，反対側も同様に
内固定術を行った．術後 3か月の時点で骨癒合が確
認され，スポーツを再開した．
【結論】両側舟状骨骨折は舟状骨骨折の約 1％に
生じるといわれており，両手をついての転倒やスポ
ーツによる過度の手関節背屈ストレスが原因と報告
されている．本症例はゴールキーパーによる手関節
背屈ストレスが原因でストレス骨折をきたし偽関節
に進展したものと考えられた．受傷機転が明らかに
片側だけでない場合は両側舟状骨骨折を念頭に置い
て治療に当たる必要がある．

34. 尺骨 2か所の骨折が変形治癒・偽関節となり
3次元動態解析をもとに治療を行った 1例
行岡病院　手の外科センター　有　光　小百合

正 富 　 隆
久 保 伸 之
森 友 寿 夫
行 岡 正 雄

症例は 65歳男性，主訴は右前腕部痛と可動域制
限であった．基礎疾患にパーキンソン病があり，コ
ントロール不良のため自宅内で複数回転倒し，受傷
後約半年後紹介受診となった．前腕可動域は回内
70°，回外 0°，X線上尺骨骨幹部と骨幹部遠位の 2
か所に骨折を認め，骨幹部は偽関節，骨幹端は約
15度伸展位で変形治癒となっていた．UVは健側
-2mmに対し 0mm，腕橈関節に関節症性変化を認
めた．偽関節部を固定しても可動性が保たれるか検
討するため，術前に最大回内回外位で 3DCT撮影
を行い，偽関節部・DRUJ・PRUJ各々の部位での
可動域を 3次元的に定量した．偽関節部で 11°，
DRUJで 50°・PRUJで 60°動いていた．また，回外
位では偽関節部近傍に形成された仮骨に橈骨がイン
ピンジし，回外制限の一因と考えられた．よって，
仮骨を切除した上で，ほぼ in situに固定すれば可
動性は比較的保たれると考えた．また，腕橈関節へ
の過度の軸圧を防ぐため骨長を保つよう偽関節部を
固定するよう計画した．手術時，麻酔のみで回外制
限は解除され，偽関節部が除痛されたことによるも
のと考えられたが，術前には評価しえなかった．ま
た偽関節部のアライメントについては，TFCC・骨
間膜といった軟部組織の柔軟性に依存するため術中
判断に頼らざるを得なかった．術後 3か月時点で，
疼痛なく回内 80°・回外 55°，骨癒合傾向にあり，
日常生活に支障を認めない．

35. 掌側ロッキングプレート固定後に再脱臼をきた
した橈骨遠位端骨折の 1例

多根総合病院　山 中 清 孝
【はじめに】橈骨遠位端骨折後の掌側ロッキング
プレート固定後に，掌尺側骨片 volar lunate facet 
fragment（以下 VLF骨片）に対する buttressの不
足により再脱臼する例が報告されている．VLF骨
片に対する buttressは得られていたにも関わらず，
掌橈側骨片の固定不足により再脱臼をきたした 1症
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例を報告する．
【症例】66歳 女性．自転車走行中乗用車と接触し
転倒受傷し前医を受診した．掌側転位型の橈骨遠位
端脱臼骨折を認め，AO分類 23-C-3，斎藤分類の掌
側 Barton・chauffer合併骨折であった．掌側ロッ
キングプレート固定を受けたが再脱臼をきたし当科
紹介となった．初回手術より 3週間後再手術を施行
した．掌側より展開し，橈側コラム用プレートを追
加したが亜脱臼傾向が残存するため bridging type
創外固定を追加した．7週間で創外固定を抜去した．
再脱臼なく骨癒合は得られた．術後 1年掌屈/ 背屈
45/60°，回内/ 回外 80/85°，MWSは 65点である．
【考察】矢上面での掌側転位が強い場合，背側靭
帯の断裂の可能性が示唆される．さらに掌側骨片が
多骨片化している場合，VLF骨片だけでなく舟状
骨窩骨片の支持も考慮する必要がある．

36. 前腕開放骨折を伴う肘頭部皮膚欠損に対し逆行
性上腕外側皮弁を行った 1例

和歌山県立医科大学　整形外科
出 口 剛 士
下 江 隆 司
浅 井 宣 樹
橋 本 忠 晃
神 埜 聖 冶
𠮷 田 宗 人

【諸言】肘頭部は皮膚皮下組織が薄く，肘周辺の
開放骨折に伴って皮膚軟部組織欠損創となる症例を
経験する．今回，前腕開放骨折を伴う肘頭部皮膚欠
損創に対して逆行性上腕外側皮弁による被覆を行っ
た 1例を報告する．
【症例】52歳，男性．既往歴：特記事項なし．現
病歴：作業中に左上肢をベルトコンベアに巻き込ま
れた．救急要請され，当院救急外来へ搬送された．
現症：左前腕に変形がみられ，肘関節部から前腕へ
かけての皮膚剥奪創を認めた．橈骨頭が露出してい
た．画像検査：単純 X線検査で橈尺骨骨幹部に複
数の開放骨折を認め，また橈骨頭の脱臼がみられ
た．治療経過：受傷日に橈尺骨開放骨折に対しプレ
ートによる骨接合術を施行した．血管造影で尺骨動
脈に仮性動脈瘤がみられたが，骨間反回動脈の損傷
がないことを確認した．受傷 22日目に逆行性上腕
外側皮弁術を行った．上腕外側に 5× 10cmの皮弁

をデザインして拳上，末梢へと反転し肘頭皮膚欠損
部へ縫着した．皮弁は問題なく生着し，術後 4ヶ月
経過時，肘関節は屈曲 -15度，伸展 115度，肘頭部
に皮膚障害はなく，現職に復帰している．
【考察】肘頭部は関節部で，また常に外圧に晒さ
れるため，皮膚欠損創の治療には皮弁術が適応され
る．本症例では橈骨頭脱臼・前腕開放骨折を伴って
いたが，血管造影を行うことで安全に逆行性外側上
腕皮弁を用いることができ，同一肢からの有茎皮弁
による肘頭皮膚欠損の被覆が可能であった．

37. 多発外傷に伴う橈骨骨幹部難治性偽関節の治療
経験
名古屋市立大学大学院医学研究科　整形外科

岡 本 秀 貴
川 口 洋 平
大 塚 隆 信

愛知県厚生連海南病院　整形外科　　　　　
関 谷 勇 人
勝 田 康 裕
藤 浪 慎 吾

小牧市民病院　整形外科　　舟 橋 伸 司
【はじめに】高エネルギー外傷，特に多発外傷で
は重症部位の治療が優先されるため上肢の治療が後
手になることもある．今回，多発外傷に伴う橈骨難
治性偽関節症例を経験したので報告する．
【症例】38歳男性，バイク事故で受傷．右股関節
脱臼骨折，両橈尺骨開放性骨折，両前腕コンパート
メント症候群，左上腕骨骨幹部骨折，びまん性軸索
損傷（左半身不全麻痺）を認め右股関節脱臼整復，
両前腕減張切開および両橈尺骨キルシュナー鋼線髄
内釘固定，左上腕骨エンダー釘固定を行った．その
後，右寛骨臼プレート固定，左上腕髄内釘固定，右
前腕部 VAC療法を行いリハビリ病院へ転院となっ
た．右橈骨の鋼線が折損し 2度の腸骨移植とプレー
ト固定を行ったが難治性のため受傷 2年で当科紹介
となった．右橈骨骨幹部偽関節（骨欠損長は
63mm）に対して血管柄付き腓骨移植術を行った．
腓骨移植術後 1年 3か月で創外固定を抜去した．術
後 1年 6か月で骨癒合は得られているが前腕装具に
よる保護は継続している．
【考察および結語】本症例は右前腕の減張切開部
の皮膚欠損があり右前腕骨折のプレート固定がなさ
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れずに固定力の弱いキルシュナー鋼線髄内釘固定の
ままリハビリ病院への転院となり，左半身不全麻痺
のために右上肢での支えを日常的に必要としてい
た．このような条件が重なって右橈骨偽関節となっ
た．幸い血管柄付き腓骨移植術にて骨癒合は得られ
たが注意深い生活指導と経過観察が必要である．

38. 広背筋皮弁が退縮してしまい治療に難渋した 1
例

金沢大学　整形外科　中 嶋 宰 大
多 田 　 薫
山 本 大 樹
土 屋 弘 行

皮弁はその栄養血管に加え，移植先の母床や周辺
組織との間に形成される新生血管からの血流を受け
ることで生着すると考えられている．今回，広背筋
皮弁が移植先に生着せず退縮してしまった 1例を経
験したので報告する．
症例は 66歳男性で，右背部の脱分化型脂肪肉腫
に対し近医で 5回の切除術および 50Gyの放射線療
法が施行された症例である．最終手術後 5年で局所
再発を認めたため当科紹介受診となった．当科でも
腫瘍切除術を施行したが，術後に生じた創離開部が
徐々に拡大して 5× 10cm大の軟部組織欠損となっ
た．肋骨が露出しており保存的に治療するのは困難
と判断し，左側から 6× 11cm大の皮島を持つ有茎
広背筋皮弁を拳上し再建を行った．ところが，皮弁
と周囲組織の間に治癒機転が働かず，皮弁は挙上し
た左側へと退縮を始めた．縫縮術を数回追加し皮弁
の固定に努めたが退縮は止められず，最終的には皮
弁を脱上皮させ健常部の皮下へ退縮させた．軟部組
織欠損はその後保存的に治療を行い，再建術後 10
か月でようやく創治癒が得られた．
本例は多数回の術後状態であることに加え放射線
照射の既往があり，皮弁と母床や周辺組織との間に
治癒機転が働かなかったために皮弁が生着せず退縮
したと考えられる．放射線照射部を切除し大きな遊
離皮弁による再建を行うのも一つの解決策だと考え
るが，本例に関しては当初より保存的に治療すると
いう選択肢もあったのではないかと反省している．

39. 治療に難渋した陳旧性の重度手関節熱傷瘢痕拘
縮の経験

健和会大手町病院　酒 井 和 裕
杉　田　　　健
宮 地 有 里

【目的】陳旧性の重度手関節熱傷瘢痕拘縮の治療
を経験したので報告する．
【症例】77歳女性．6歳時の熱傷で 2年後に前腕
遠位に腹部有茎皮弁移植をうけた，右上腕の屈側中
心の熱傷瘢痕で，手関節は屈曲 80°の肢位で拘縮し
母指屈曲内転拘縮等を伴っていた．受傷 70年後に
手根管症候群を合併した．第 1回目手術で手関節屈
側の拘縮皮膚切除とwet dressing，近位手根列切除，
イリザロフ創外固定器装着を行った．手関節は他動
伸展が術直後の -45°から -30°と改善したものの背側
亜脱臼となり 2週間で創外固定を除去した．術後 3
週での第 2回目手術は遊離傍肩甲皮弁術と母指内転
屈曲拘縮に対し大菱形骨切除を行った．第 3回目手
術は 1月後に小指屈曲拘縮に PIP関節固定術と移
植皮弁修正を行った．第 4回目手術は 4月後に手関
節脱臼の整復・仮固定を行い 3週間で仮固定を除去
した．
【結果】手根管症候群は手術せず改善した．手関
節他動可動域は伸展 0°屈曲 60°と改善し，母指は軽
度内転位で不安定性があるが自動可動域がMP関
節伸展 0°屈曲 20°となり示指とピンチ可能となっ
た．DASHは 25点が 8点に改善したが，指に力が
入りにくいことが問題である．
【考察】関節変形を伴う深達性の熱傷瘢痕拘縮の
手術は近位手根列切除か橈骨短縮での変形矯正とプ
レート固定が報告されている．今回は皮弁手術とイ
リザロフ創外固定器を併用し良好な結果が得られた
が，まだ議論すべき問題点が多い．

40. 肘関節外側側副靭帯損傷に合併した longitudi-
nal radioulnar dissociationの一例

金沢医療センター　納 村 直 希
池 田 和 夫

【はじめに】橈骨頭骨折を伴わず，肘関節外側側
副靭帯損傷後に発生した longitudinal radioulnar dis-
sociation（以下 LRUD）の稀な一例を経験したので
報告する．
【症例】78歳，男性．交通事故で受傷した．右前
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腕および肘の挫創を認めたが，明らかな骨折は認め
なかった．同日，開放創の処置を行った．麻酔下で
は肘関節内反ストレスで外側側副靭帯の著明な不安
定性を認めたが，高齢であり保存療法を選択した．
1か月後に右手関節尺側部痛が出現したため，レン
トゲン撮影を行ったところ LRUDを認めた．手関
節尺側部痛が強いため，受傷 2か月目に Sauve-Ka-
pandji法（以下 S-K法）を施行した．しかし，術後
1週間で肘関節外側部痛が増悪し，LRUDの進行に
よる腕橈関節変性を認めた．肘関節外側支持機構の
破綻と前腕骨間膜損傷の再建が LRUDの進行防止
に必要と考え，長掌筋腱による肘外側側副靭帯再建
および骨付き膝蓋腱を用いた前腕骨間膜再建を行っ
た．術後 3年の最終調査時，腕橈関節の変性による
軽度疼痛はあるが，LRUDの進行はなく農作業も可
能となっている．
【結論】本症例は橈骨頭の骨性支持があり，S-K
法を施行しても問題ないと予測したが，結果的には
LRUDの進行を認めた．本症例に関しては，肘関節
外側側副靭帯の修復を第一に行っていれば，LRUD
の進行を防止できたのではないかと考えた．

41. 超音波を用いた橈骨遠位掌側ロッキングプレート
抜釘時の正中神経損傷危険区域の解剖学的検討

永井病院　整形外科　飯 田 　 竜
三重大学大学院　　　　　　　　　　
医学系研究科運動器外科学・ 　　　
腫瘍集学治療学　整形外科学　　　　

辻 井 雅 也
湏 藤 啓 広

植村整形外科　　　　植 村 和 司
【目的】橈骨遠位端骨折の掌側ロッキングプレー
ト固定術後の重篤な合併症として長母指屈筋腱断裂
が散見される．その唯一の予防策として抜釘術があ
るが，経 FCRアプローチによる術後正中神経障害
の頻度は，Lattmannら，河村らにより骨接合時で
4.4％，7.8％，吉田らにより抜釘時で 16％と報告さ
れ，少なくない．今回掌側プレート抜釘時の FCR，
正中神経の位置関係を超音波で評価した．
【方法】症例は橈骨遠位掌側ロッキングプレート
の抜釘を行った33例で，内訳は平均年齢64歳（20-86
歳），男 10例，女 23例で，抜釘は骨接合後平均 9
カ月時（5-14カ月）に経 FCRアプローチで行った．

伝達麻酔施行後に超音波（Hitachi，Avius）を用いて，
FCR橈側縁から正中神経（FCRR-MN），FCRと正
中神経（FCR-MN）の最短距離を手首皮線から中枢
へ 0cm，2.5cm，5cm，7.5cmの点で測定した．
【結果】0，2.5，5，7，5cmの点で FCRR-MNは
各平均 9.2，4.3，6.0，7.8mm，FCR-MNは各平均
2.8，0.4，2.5，3.7mmであった．また FCRR-MN，
FCR-MNが≦ 4mm以下かつ≦ 1mm，≦ 2mmかつ
≦ 1mmを満たす症例は，2.5cm点で各 18例（55％），
6例（18％）に対し，5cm点で各 3例（9％），2例（6
％），0cm点，7.5cm点で各 0％ であった．
【考察】抜釘時は FCR後鞘が瘢痕・癒着し，瘢痕
組織内に正中神経が同定される症例も経験する．自
験例では FCRの直下に正中神経が近接している症
例を手首皮線より 2.5cmの点で 55％，5cmの点で
9％に認めた．医原性正中神経損傷を回避するため
に，同部位での FCR深層への展開は十分に注意す
る必要がある．

42. 中手骨骨折に対する J字型髄内ピン固定法；手
術のコツとピットホール
成田赤十字病院　整形外科　板 寺 英 一

我々は，中手骨骨折に対して髄内釘 1本で固定す
る方法を J字型髄内ピン固定法（J釘）として継続
して行ってきた．その適応や治療成績に関しては，
2000年以降，報告してきたとおりであるが，我々
の考え方や手術手技自体も当初ものから多少変化し
てきた．現在では適応症例，手術手技がほぼ確立さ
れ，安定した治療成績得られている．今回は，最近
の治療成績を含め，本法のコツとピットホールに関
して考察する．
対象は 2013年 4月以降，当科で J字型髄内ピン
固定法を行った未発表の中手骨骨折 17例 19骨折と
した．内訳は男性 12例，女性 5例，骨幹部 6骨折，
頸部 13骨折であった，陳旧例を除く単独骨折の手
術時間は平均 28分であった．全例，X線学的および
機能的に良好な治療成績であったが，1例に伸筋腱
の癒着が発生し，抜釘時に腱剥離が必要であった．
現在使用しているプリベンド J字型髄内ピン（ナ
カシマメディカル社製）は中手骨の形状にあわせて
作成されているので，長さの調整を行って刺入する
だけでよいが，Kirschner鋼線を曲げて作成する場
合には多少の習熟が必要である．その至適形状につ
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いては報告済みであるが，特に刺入時にペンチで把
持する部分をできるだけ小さくすることで，プリベ
ンド髄内ピンとほぼ同様に扱うことができる．刺入
に際してはハンマーなどでたたいてピンを進めるこ
ともできるが，揺すりながら押し込んでいく方が微
調整がしやすい．

43. 背側不安定性を伴う PIP関節掌側板付着部裂
離骨折の手術治療成績
名古屋大学大学院　手の外科　浅 野 研 一

山　本　美知郎
岩 月 克 之
栗 本 　 秀
建 部 将 広
平 田 　 仁

東海病院　整形外科　　　　　牧 野 仁 美
【目的】PIP関節背側脱臼骨折には過伸展損傷と
軸圧損傷があり，過伸展損傷では掌側板付着部の裂
離骨折を伴うことが多い．今回掌側板付着部裂離骨
折の中で背側不安定性を示した症例に手術を行い，
その治療成績について調べた．
【対象】PIP関節脱臼によって生じた掌側板付着
部裂離骨折を対象とした．軸圧損傷と考えられる関
節面の陥没を伴う例や掌側骨片の大きさが 3分の 1
を超える例は除外した．男性 5例，女性 7例であり，
平均年齢は 19歳（13～30歳）であった．全例球技
競技によるスポーツ外傷であった．罹患指は小指 8
例，示指 3例，中指 1例であった．手術は観血的整
復固定術を 9例，経皮的術を 3例に行った．観察期
間は平均 4か月であった．これらの症例に対して可
動域訓練開始時期，疼痛，不安定性，PIP可動域（屈
曲・伸転），合併症について調べた．
【結果】可動域訓練は平均 20日で開始していた．
最終観察時に疼痛は 1例を除いて認めず，不安定性
は全例なかった．PIP可動域は屈曲平均 89°，伸転
平均－ 5°であった．合併症は 1例で亜脱臼を残し，
疼痛のため拘縮を生じていた．
【考察】PIP関節脱臼を伴う掌側板付着部裂離骨
折はスポーツ選手の受傷が多く，比較的容易に整復
できる．しかし十分な治療を行わず競技を継続する
と不安定性を残し，慢性的な痛みの原因となる．背
側不安定性を伴う症例に対する手術治療は，不安定
性を残さずに競技復帰可能であった．

44. 母 指 Bennett 骨 折 に 対 し Arthrex 社 Mini 
TightRope®による固定法を適応した一例
関西電力病院　脊椎外科・手外科・整形外科

橋 村 卓 実
藤 尾 圭 司

【目的】我々の施設では，母指 CM関節症に対し，
Arthrex社 Mini TightRope®（以下 TR）を用いた
suspensionplastyを行っている．今回，母指 ben-
nett骨折に対して同手法を用いて治療し，良好な結
果を得たので報告する．
【症例】17歳，男性である．地面に手をついた後
に右母指 CM関節痛が生じた．右母指中手骨基部
骨折を認めたため，受傷 18日目に手術施行となっ
ている．術後はギプス固定 4週を行った後に，作業
療法を開始した．
【結果】術後 2ヶ月目の評価で，レントゲン画像
上で骨折部の骨癒合を確認でき，BOC angleは 3度
と良好な CM関節の適合性を得ていた．関節可動
域はMPJ 65（65）度 / 20度，IPJ 95（95）度 / 30度，
母指掌側外転 55（55）度，母指橈側外転 50（50）
度と良好であり，握力 44kg/ 40kg，Pinch（T-I） 
4.7kg/ 5.4kgで健側と同等であった．Kapanji Test10
点と ADLのも支障は見られなかった．
【考察】母指 Bennett骨折では，骨片は AOLに固
定され，中手骨は橈背側に亜脱臼することが特徴で
ある．そのため，治療の根幹は中手骨の整復にあり，
pinning固定や骨片の直接的な screw固定が適応さ
れてきた．TRは母指 CM関節治療において十分な
固定性が示されつつあり，自験例に置いても整復位
保持に十分な固定性を発揮した．加えて，TRを用
いることで，固定期間の短縮が可能であったととも
に，pinningによる感染のリスクや wireの刺激によ
る問題を解消できるメリットがある．
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45. 2型糖尿病患者に合併する手指狭窄性腱鞘炎に
ついての検討

宇治武田病院　　岸 田 愛 子
勝 見 泰 和
河 合 生 馬

京都府立医大大学院　　　　　　
運動器機能再生外科学　整形外科

岸 田 愛 子
藤 原 浩 芳
小 田 　 良
久 保 俊 一

【はじめに】糖尿病患者では，狭窄性腱鞘炎・手
根管症候群・デュプイトラン拘縮などの手病変がよ
く診られる．しかしながら内科領域では，手病変に
ついてあまり関心が示されていない．今回，2型糖
尿病患者を対象として，手指屈筋腱狭窄性腱鞘炎
（以下，狭窄性腱鞘炎）に注目し，罹病期間・有病率・
合併症などについて調査した．
【方法】対象は糖尿病専門内科通院中の 2型糖尿
病患者 225例（男性 95例，女性 130例）で平均年
齢は 67.1歳，平均罹病期間は 14.3年であった．可
動域制限や圧痛などにより狭窄性腱鞘炎の有無を調
べ，年齢・罹病期間・HbA1c・空腹時血糖・インス
リン投与などの関与，さらに手病変以外の合併症に
ついても検討した．
【結果】46例（21％）に狭窄性腱鞘炎の合併を認
めた．腱鞘炎合併例では有意に年齢が高く，罹病期
間も長かった．HbA1cや空腹時血糖には有意差は
なかった．腱鞘炎合併例では，インスリン使用患者
が多くみられ，尿中微量アルブミンが高値で，網膜
症の合併頻度が高かった．血糖コントロール状況が
同じであっても，狭窄性腱鞘炎を有する糖尿病症例
では，手病変以外の合併症を併存している症例が多
かった．
【考察・結論】糖尿病患者では狭窄性腱鞘炎の有
病率が高く，網膜症などの合併も多かった．しかし
内科領域では，糖尿病患者の手病変について注目さ
れる事が少なく，内科医への啓蒙が必要と考えた．

46. 当科における先天性母指形成不全の治療成績
大阪市立総合医療センター　整形外科　　

福 田 　 誠
日 高 典 昭

大阪市立総合医療センター　小児整形外科
中 川 敬 介

清恵会病院　整形外科　　　　　　　　　
手外科マイクロサージャリーセンター　　

金 城 養 典
【目的】母指形成不全に対する母指機能再建は，

ADL向上のために重要であるが，その治療成績は
安定していない．本研究の目的は，当科で治療した
母指形成不全の臨床成績を検討することである．
【症例および方法】対象は当科で母指形成不全に
対して母指機能再建手術を行った 18症例 22手で，
内訳は男児 15例，女児 3例，改変 Blauth分類で 2
型 6手，3A型 3手，3B型 4手，4型 6手，5型 3手
であった．手術時年齢は平均 4歳（1-10歳），術式
は腱移行による母指対立再建 10手，母指化術 9手，
第 1指間形成 8手，非血管柄付き足趾基節骨もしく
は中足骨移植による CM関節再建 4手であった．
機能評価は，再建した母指をよく使用しているもの
を良，つまみ動作はできるがあまり使用していない
ものを可，殆ど使用していないものを不可とした．
【結果】腱移行を施行した 2，3A型の 9手では良
が 8手，不可が 1手，CM関節再建に加えて腱移行
を行った 3B型 4手では良 1手，可 2手，不可 1手
であった．母指化術を施行した 4，5型の 8手では
良が 3手，可が 2手，不可が 3手であった．
【考察】2，3A型に対する第 1指間形成および腱
移行は概ね良好な機能が得られ，有効であった．
3B型に対する CM関節再建と腱移行を併用した再
建術も比較的良好な結果が得られていたが，適応の
選択が重要と考えられた．また，4，5型に対する
母指化術においては術前の罹患肢全体の機能が術後
の使用状況に大きく影響を与えていた．

47. 超音波 3次元イメージングによる母指多指症
の筋骨格異常の同定
京都大学医学部　形成外科　　齊 藤 　 晋
角谷整形外科病院　形成外科　川 勝 基 久

【目的】多指症の治療の基本は低形成成分の切除，
筋腱の再建，そして関節の安定化とアライメントの
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正常化である．しかしながら潜在的な筋骨格の低形
成は機能的再建を困難とし得る．われわれは X線
で探知し得ない筋骨格異常に対して超音波による三
次元イメージングを行い，その所見に基づいて治療
戦略を決定している．われわれの試みを供覧する．
【方法】既製の超音波機器およびリニア型高周波
探触子を使用し，探触子の連続走査により 0.2mm
間隔の連続画像を取得，それらをソフトウェアで再
構成し，軸断，矢状断，冠状断が同時に描出される
多断層像を得る．健常者または健常側のスキャンか
ら得た情報をコントロールとし，解剖学的異常を同
定する．適応は主に 3節骨母指を合併する Type Ⅶ
や中手骨分岐の Type Ⅴ -Ⅵとし，覚醒下（外来），
または麻酔下（導入直後）に検査を施行した．
【結果】母指多指症 14例に本法を施行した．

Type Ⅶの 1症例に短母指外転筋の形成不全を，
Type5の 1症例で短母指外転筋や短母指屈筋の配置
的異常を認めた．それらは術中所見と合致してい
た．また浮遊型 1例にも短母指外転筋の形成不全を
認めた．
【考察】超音波診断は安全であるため小児に適応
しやすい．本法は多断層像によるオフライン画像解
析が可能であり，筋骨格異常の詳細な同定が可能で
あった．本法は多指症における機能的再建方法の戦
略決定に有用と考えられた．

48. 浮遊母指，母指欠損症に対する手術療法
藤田保健衛生大学　整形外科　鈴 木 克 侍

志 津 香 苗
辻 村 俊 造
鈴 木 　 拓
下 山 哲 生
吉 岡 靖 子
山 田 治 基

【目的】Blauth分類 4型の浮遊母指，5型の母指
欠損症に対しては示指の母指化術が行われてきた．
しかし母指化術のみでは新母指の屈伸運動は可能で
あるが，対立や内転運動は不良で，さらに新母指 CM
関節の不安定性が遺残する傾向があった．今回我々
は示指の母指化術を行った数週後に，より機能的な
新母指作成のために腱移行による母指の対立再建術
と内転再建術を行ったので，その成績を検討する．
【対象と方法】浮遊母指 1例（男児，手術時年齢

1歳 3か月），母指欠損症 1例（男児，手術時年齢 1
歳 8か月，VACTERL症候群）．手術はBuck-Gramcko
法による示指の母指化術を行った．新たな CM関
節を作成した後，45度外転対立，他の三指と対向
する回旋位で一時的鋼線固定を行った．母指化術よ
り 6～7週後に鋼線の抜去と，Huber-Littler法によ
る小指外転筋を力源とした母指対立機能再建術と，
Omer変法による環指 FDS腱を力源とした内転機
能再建術を行った．
【結果】母指化術後 5年 8か月後と 2年 6か月後
の新母指の形状と CM関節の安定性は良好であっ
た．自動 ROMは症例 1が IP関節屈曲 30度，伸展
0度，MP関節屈曲 90度，伸展 0度，対立 35度，
内転 0度，外転 35度，症例 2が IP関節屈曲 30度，
伸展 -5度，MP関節屈曲 40度，伸展 -5度，対立 50
度，内転 0度，外転 50度と良好であった．X線像
で CM関節のアライメントも良好であった．
【結語】母指化術後に母指対立機能再建術，内転
機能再建術を行いより機能的な新母指を作成できた．

49. 骨端付き腸骨移植および骨延長術により再建し
た合短指症
大津赤十字病院　形成外科　石 河 利 広

【はじめに】合短指症では，様々な程度の指節骨
の低形成，欠損を認める．足趾趾節骨移植術や骨延
長術が適応され，足趾趾節骨移植後さらに骨延長す
る報告もある．しかし，足趾趾節骨移植術では，足
趾の犠牲を伴い趾節骨採取部に骨端付き腸骨を移植
し足趾変形を低減する報告もなされている．我々
は，合短指症に伴う指節骨欠損に対して骨端付き腸
骨移植を行い，骨延長し再建を行った症例を経験し
たので報告する．
【症例】3歳女性，合短指症で右示指，中指，環指，
小指各々について，基節骨基部のみが存在し，末梢
は皮膚軟部組織，骨ともに欠損していた．各々の指
に基節骨基部が存在していたため，MP関節を構成
する側副靱帯，掌側板は存在すると考え足趾趾節骨
ではなく腸骨よりの遊離骨移植による指再建を計画
した．各々の指に移植骨が収まるポケットを作成
し，両側より 10× 5× 5 mmの骨端付き腸骨を 2個
ずつ採取し各々の指に移植し基節骨基部にキルシュ
ナー鋼線を用いて固定した．術後 2年で示指，小指
の再建基節骨の仮骨延長，術後 4年で中指，環指の
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再建基節骨の仮骨延長を行った．初回術後から6年，
最終骨延長後から 2年の時点で移植骨には骨吸収像
を認めず，患者は右手を日常生活において特に制限
なく使用している．
【考察】移植骨の母床となる指節骨基部があるこ
とが必要であり適応症例は限られるが，本法は，足
趾の犠牲がなく合短指症において考慮してよいひと
つの治療方法と考える．

50. 両側の複数指に屈指症を認めた 1症例
国家公務員共済組合連合会　東海病院

牧 野 仁 美
藤 田 明 子

あいせい紀年病院　　鈴 木 正 孝
【緒言】屈指症は PIP関節の屈曲拘縮を特徴とす
る手指の変形であるが，acquired typeはほとんど
小指の単独罹患で複数指が罹患する症例は少ない．
青年期に発生した複数指の屈指症に手術治療を行う
経験を得たので報告する．
【症例】26歳男性で知的障害や他に合併する先天
異常を認めない．16歳頃右母指に軽度の伸展制限
があることに気付き，その後他の指や左手指にも疼
痛を伴わない変形が現れ徐々に進行した．21歳頃
に全身の関節痛が出現し，JIAと診断されて生物学
的製剤による治療を受け，現在症状は落ち着いてい
る．右母指 IP関節，示指・中指・環指・小指 PIP
関節の伸展制限，左示指 DIP関節変形，環指・小
指 PIP関節の伸展制限を認めるが把握動作は可能
で運動時痛もない．他動的に PIPを伸展すると疼
痛がある．レントゲンでは JIAによる手指の変形と
は異なる両小指基節骨骨頭の先細りを認め，屈指症
と診断した．手術は左環小指の FDSを中節骨付着
部で切離し皮弁形成を行い，PIP関節を 4週間伸展
位で固定した．靭帯性腱鞘は低形成であった．術後
PIP関節の伸展は改善したが，DIP関節の屈曲が不
良となった．
【考察】屈指症は症候群に合併して複数指の罹患
が出現することはあるが，そのほとんどが先天性で
あり，成長期以降に出現するものは極めて珍しいと
思われる．本症例のように成人に達したものはスプ
リントなどによる保存治療が無効なため，治療を希
望する場合は手術が適応になると考える．

51. 手根管症候群再手術例の検討
名古屋掖済会病院　整形外科・リウマチ科

坪 田 貴 子
渡　邉　健太郎
矢 島 弘 毅
佐々木　　　宏
太 田 英 之
佐々木　梨　恵
村 山 敦 彦

手根管症候群は代表的な末梢神経絞扼性障害であ
る．一般的に小皮切での手根管開放術による手術成
績は良好であるがまれに症状が増悪する症例に遭遇
する．当院で過去 7年間に行った特発性手根管症候
群に対する手根管開放術後の再手術例 8例について
検討した．男性 2例，女性 6例で平均年齢は 65.3歳，
初回手術を当院で行った症例が 2例（263例中）で
他院が 6例であった．再手術前 8例中 6例にしびれ
の増悪が，6例に新たな痛みが出現し，全例で患側
上肢の機能障害を訴えていた．半数に高血圧の既往
を認めたが透析症例はなく，一例は橈骨遠位端骨折
術後であった．再手術までの期間は 6週間から 11
か月であった．他院の 6例中 1例は手掌中央部の小
切開で，他の 5例は手関節遠位皮線をまたぐ「くの
字」切開で行われていた．術中所見は 3例で横手根
靭帯が全部残存しており，3例が遠位 1／2の残存
を認め，全例で正中神経の癒着と腱滑膜の増生を認
めた．当院の 2例では横手根靭帯は開放されていた
が癒着が高度であった．再手術は古典的な手掌中央
部から前腕遠位部までの拡大ジグザグ切開で横手根
靭帯の開放と正中神経の剥離を行った．追跡期間は
1か月から 7年で，しびれは全例消失または半減し，
新たに痛みが生じた症例では痛みはすべて消失し全
例患側上肢の機能は改善した．小皮切での手根管開
放術では横手根靱帯の解剖学的位置の十分な理解と
愛護的操作が必要だといえる．

52. 再発手根管症候群に対する手掌内穿通枝皮弁を
用いた手術

仙塩利府病院　宮 坂 芳 典
再発手根管症候群（CTS）に対する手術療法とし
ては，正中神経剥離のみならず再癒着防止目的で橈
骨動脈穿通枝脂肪弁の利用などが報告されている．
我々は手掌内穿通枝を利用し皮下脂肪を含めた皮弁
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を用いた方法を，2例 3手に行ったので報告する．
症例 1は 57歳男性で両手 CTSに対して，それぞれ
OCTRを受けたが，再発して 2度目の OCTRうけ
るも，改善得られず，当科で両手の再々術を行った．
瘢痕化した横手根靭帯により絞扼された正中神経を
除圧した後，予め超音波ドプラー計にてモニターし
た手掌内穿通枝を pivotとした横方向に長い皮弁を
おこし，90-110°回転して正中神経の上に被覆した．
症例 2は 71歳女性で他医で OCTRを受けて一時は
しびれが改善したが，再発して 1年後に上記手術を
行った．症例 1，2それぞれ，術後 1年半，半年を
経過して今のところ順調である．以前に演者は尺骨
動脈穿通枝（手関節近位レベル）を利用する皮弁を
用いていたが，皮弁が bulkyとなり，外観上の理由
から患者の満足度は高くはなかった．本法は皮切は
手掌内に限局されており，術後の外見上の問題もみ
られない．再発手根管症候群例は瘢痕形成・癒着な
どが強いと考えられ，血流豊富な脂肪組織を神経周
囲におくだけでなく，皮膚性瘢痕による狭窄防止や
手根管拡大効果も得られる本法は再発 CTSに対す
る一選択になると考えている．

53. 重度手根管症候群に対する母指対立再建術
市立岸和田市民病院　大 谷 和 裕

田 中 寛 樹
【目的】絞扼性神経障害のなかで最も頻度の高い
手根管症候群は保存的治療が無効な場合に手根管開
放術が行われることが一般的である．しかし，母指
対立障害を認める症例にはしばしば再建術が必要と
なる．今回，当科で施行した Camitz法と Bunnell
法の術後成績につき検討した．
【方法】対象は当科で手根管症候群に対し母指対
立再建術を施行した 29例である．このうち Camitz
法を施行した 14例と Bunnell法 15例について比較
検討を行った．両群の手術時間，握力，ピンチ力に
つき検討し，日手会 DASHスコアの比較検討を行
った．
【成績】手術時間は Camitz法は平均 98分，Bun-

nell法は平均 136分と有意に Camitz法で短かった．
握力は Camitz法 12kg，Bunnell法 18kgで有意差
はなく，ピンチ力は Camitz法 2.9kg，Bunnell法
4.5kgと後者で有意に強かった．DASHスコアは
Camitz法 15.9点，Bunnell法 7.8点と後者で良好な

傾向にあった．
【結論】母指対立再建術にはさまざまな方法があ
る．Camitz法は手根管開放術の創を利用して行え
る簡便な方法であるが厳密な母指対立再建術ではな
いためピンチ力が弱いのが欠点である．一方環指
FDSを用いる Bunnel法は力強いピンチ力が再建で
きるが，手術操作が煩雑で手術時間が長いのが欠点
である．両手術法での比較ではピンチ力の改善には
有意差を認めたが握力や DASHスコアに有意差は
認めなかった．個々の症例に応じて適応を決定する
のが良いと考える．

54. 重度手根管症候群に対する第 2虫様筋と第 1
掌側骨間筋における潜時差を用いた母指対立機
能回復の検討

京都府立医大大学院　　　　　　
運動器機能再生外科学　整形外科

土 田 真 嗣
藤 原 浩 芳
小 田 　 良
大久保　直　輝
細 川 俊 浩
勝 見 泰 和
久 保 俊 一

【目的】重度 CTSの電気生理学的評価と母指掌側
外転筋力を後ろ向きに調査し，術前の第 2虫様筋
（2L）と第 1掌側骨間筋（INT）における潜時差
（2L-INT DIFF）が術後の母指対立機能回復を予測
する指標となるか検討することである．
【対象と方法】対象は，短母指外転筋の複合筋活
動電位（APB-CMAP）が導出不能の特発性重度
CTSに対し手根管開放術を施行した 41例 48手と
した．術後 12ヵ月における臨床成績を Kellyの分類
で評価した．術前および術後 12ヵ月の母指掌側外
転筋力を徒手筋力テスト（MMT）で検討した．電
気生理学的評価は，正中神経支配の 2Lと尺骨神経
支配の第 1INTにおける運動遠位潜時差と，術前，
術後 3，12ヵ月の導出率を算出した．また，MMT
と潜時差（2L-INT DIFF）の相関について解析した．
【成績】臨床成績は，excellent 20手，good 22手，

fair 6手，poor 0手であった．MMTは，術前全例 2
以下から術後 12ヵ月で 3以上が 44手， 2が 4手で
あった．2L-INTCMAPは，術前には 7例（88％）
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導出不能だったが，術後 12ヵ月で全例導出可能と
なった．術前の 2L-INTDIFFと術後 12ヵ月の母指
掌側外転筋力との間に負の相関を認めた．2L-INT 
DIFF≧ 6 msの症例では，術後 12ヵ月における
MMTは 3以下であった．
【結論】2L-INT DIFF≧ 6 msあるいは導出不能の
重度 CTS例では，母指対立機能の回復は，十分で
はなかった．2L-INT DIFFは，APB-CMAP導出不
能の重度 CTSに対する術後の母指対立機能回復を
予測する定量的な指標となりうる．

55. 鏡視下手根管開放術後の手掌部痛（pillar pain）
の関連因子を調査した前向き研究

相澤病院　整形外科　篠 根 理 孝
山 崎 　 宏
伊 坪 敏 郎

信州大学　整形外科　小 松 雅 俊
内 山 茂 晴
加 藤 博 之

【目的】手根管開放術後の手掌部痛いわゆる Pillar 
pain（PP）の発生状況を前向き・定量的に調査し，
PPの重症度の関連因子と，術後満足度と PPとの
関連を明らかにする．
【対象】鏡視下手根管開放術を行った 24例 28手，
平均年齢 66（51～79）歳，男 10例，女 14例．
【評価】自発痛は Palmar pain scaleを用いた．圧
痛は小指球・母指球・手掌中央を圧痛計で押した際
の痛みを Visual Analog Scale（VAS）で評価した．
【方法】①術後 3，6，12週における PPの発生状
況を調査した．② PPの重症度の関連因子として，
患者因子（年齢，性別），術前の電気生理学的重症度，
手根管症候群質問票（CTSI）を用いた臨床的重症度，
VAS（指のしびれ，痛み），ピンチ力，握力，母指
球の萎縮を用いて多変量解析した．③満足度を 7段
階評価し，多変量解析を用いて PPが関連している
か調べた．
【結果】① PPは 12週においても 8割程の患者に
存在した．② 12週の自発痛の悪化因子は術前しび
れ（VAS）が少ないことであった．小指球の圧痛の
悪化因子は女性と術前しびれ（VAS）が少ないこと
であった．母指球の圧痛の悪化因子は術前の握力低
下と母指球の萎縮であった．
【考察】自発痛は手根管症候群の電気生理学的重

症度とは関連せず，術前しびれが関連していた．小
指球の痛みが女性に多く PPの発生には性差が関連
していると考えられる．母指球の痛みが母指球萎縮
例に多く発生していることから，手掌の圧痛は軟部
組織の厚みや強靱さとの関連が示唆される．

56. 当院における鏡視下肘部管開放・前方移所術の
成績

相澤病院　整形外科　篠 根 理 孝
山 崎 　 宏
伊 坪 敏 郎

【背景】肘部管症候群に対する鏡視下肘部管開放
術は，皮下前方・筋層下移所術と遜色がないとの報
告がある．
【目的】肘部管症候群に対する鏡視下手術の成績
を報告する．
【方法】対象は 2012年 8月～2015年 3月までに
鏡視下肘部管開放術を行った 20人 20肘で，男性 16
人，女性 4人，平均年齢 68.3歳，McGowan分類で
Grade1 0例，Grade2 1例，Grade3 19例であった．
鏡視下に肘部管開放術を行い，術中に神経が亜脱臼
する症例には鏡視下皮下前方移所術を行った．
【評価】Disabilities of the Arm，Shoulder and Hand
（DASH），Visual Analog Scale（VAS），簡易上肢機能検
査（Simple Test for Evaluating Hand Function:STEF）
を用いた．観察期間は平均 16ヶ月（6～24ヶ月）であ
った．
【結果】DASHは術前 22.7から 19.4に，VASは 5.2
から 3.6，STEFは 94から 96に改善し，McGowan分
類で Grade1 4例，Grade2 4例，Grade3 11例で合併
症及び再発は見られなかった．
【考察】本術式は低侵襲かつ安全に行える有用で
ある．手術手技について動画を交え報告する．
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