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新鮮遠{立椀尺関節脱臼の治療 619 

固定中に再脱臼したものと思われる.亜脱臼は保存的

治療群の 5例に認められた.回旋時痛は保存的治療群

で 4例，観血的治療群で l例認められた.囲内外運動

は健側の 85%以下を不良例とした.保存的治療群で 5

例，観血的治療群で2例が不良であった.これらの 3

項目の 1つ以上を有している症例を成絞不良例とする

と，保存的治療群で 7例，観血的治療群で 2例がそれ

であった.両者の成績の聞には統計学的有意差は認め

られなかった.道残性亜脱臼だけで両者を比較すると

危険率 5%で観血的治療群が優れていた (x'=2.101). 

考察

TFCCは榛骨月状骨協の尺側縁より起始し，尺骨茎

状突起基部に付着する.遠位擁尺関節の安定性に関与

する組織として，方形囲内筋，筏骨 sigmoidnotch， 

骨間膜，尺側手根伸i!15J駐などがあげられるが，TFCC 

が最も大きな役割をはたしている 3) もし遠位機尺関

節脱臼が起これば TFCCの断裂は必須で，そのほとん

どは尺骨茎状突起付着部での断裂か，尺骨茎状突起基

部骨折となる.診断は尺骨頭の背側あるいは掌側への

突出，pi.ano・keysign，前腕回旋時の疹痛，クリック

などで推測可能であるが，確定診断は画像診断による.

単純 X線像は前腕囲内外中間位で正確な側面像が必

要である.Mino')は正確な側面像では舟状骨中枢端，

月状骨および三角骨が重複し，また燐骨茎状突起も月

状骨の中央になければならないと述べている.しかし

ながら急性期の症例では疹痛のため正確な肢位が取り

にくく ，また，整復後のギプス固定中にはほとんど正

確な側面像が撮影できないことより ，彼は，CTscanが

最も信頼できる方法であると述べている.関節造影は

TFCCの断裂部の確認に非常に有用である.わたした

ちが行った 7例のうち 6例で末檎付着昔日からの漏出が

確認できた.漏出がみられなかった 1例は受傷後 1ヵ

月てる関節造影を行った症例で，術中に TFCC断裂部が

癒痕組織で埋まっているのが確認できた.

本症の治療は背側脱臼であれば回外位で，掌側脱臼

であれば囲内位でギプス固定を 6週間行うことを

Heipl巴1)は勤めている.一方，Shaw')はCadavorを

使った実験と臨床経験より積極的に尺骨茎状突起骨折

や TFCC末梢部断裂を一次修復して遠位機尺関節の

不安定性を予防することが大切であると述べている.

私たちの症例では明らかに保存的治療群がlW1.血的治療

群より亜脱臼の残存が多かったことより ，Shawの芯

見と同様に遠位撲尺関節脱臼に対して積極的に観血的

11 

治療を行うべきであると考える.
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質 問 聖マリアンす 医科大学整形外科別府諸兄

保存療法で治療後，尺骨の亜脱臼が残存し，スポー

ツなどで痛みを訴える症例があります.先生の症例で，

保存療法後の巡残亜脱臼に対してどのように治療なさ

いましたか.

回 答 名古屋大学分院整形外科井上五郎

遠位榛尺関節亜脱臼造残例でも，軽度目外制限と軽

度の痛みを残す程度であり ，こうした症例について，

追加手術はおこなわなかった.

しかし，脱臼遺残例については，カパンジーをおこ

なった.

質問 聖静浜松病院整形外科須川 勲

私の経験では Galeazziのときに尺骨頭周辺の修復

が必要としたことはないが，単独脱臼では修復が必要

であった症例が多い.

G 10例，単独脱臼 8例と共に症例が多いですが，両

者間で結果に違いはでませんでしたか.すなわち，Gal-

l巴aZZlでも同程度に修復が必要でしょうか.

回 答 名古屋大学分院整形外科井上五郎

Galeazzi骨折例でも尺骨頭脱臼に関しては，観血的

に治療した方がよいと考えている.

質問 大分医科大学3整 形 外 科 内 田 和 宏

尺骨茎状突起骨折合併例で観血的治療をした場合，

茎状突起旬片と TFCとの関係はどうでしたか.



























632 平津精一 ・他

聞での期間は即日より 26日，平均 7日であった.治療

法別では新鮮例 3例に整復後保存的に castingを，他

は経皮 pinningを含めて観血的に加療した (Table1). 

症 例

症例 9 56才 女性，ローラーに巻き込まれ受傷，

右前腕両骨開放性骨折，zone 5での長母指屈筋艇を含

めた多数腿断裂を伴った第 2CMC joint脱臼骨折例

(Fig 1)で，即日臆縫合と wlreによる固定を行った.

その後植皮を追加したが，第 2CMCjointの位置は良

好であるが術後 3年の現在，尚手指の ROMは不良で

ある.

症例 2 26才男性壁を強打し受傷，有鈎骨骨折

を伴う Cain1 B型の第 4，5CMC jointの背側脱臼例

で受傷後 10日目に観血的にK-wireで整復しゃf>f後 6

年の現在 ROMは正常である (Fig2). 

症例 7 49才女性階段より転落受傷，放置し受

傷後 5ヵ月半で某医より紹介受診した.右第 5中手

骨は中枢に転位し小骨片を伴っていた (Fig.3).MP 

]Ollltの屈曲は 40。に制限され，初診後 l週で観血的に

整復固定を伴い，術後 9ヵ月の現在 MPjointの屈曲

も正常に回復した.

考 察

第 2~5 CMC jointの脱臼骨折は Waugh'01によ る

Case 12 cases 

Sex M: F 10 
Laterality L: R 8 

Age 14~56 yrs. (ave. 27 yrs.) 

Mechanism of injury 

punching of wall 

traffic accident by 1l10torcyc1e 

fall 3 cases 

others 1 case 

Region of injury 

5 cases 

3 cases 

fourth and fifth C. M. C. ./. 10 cases 

second C. M. C. J. 2 cases 

Period from injuried to the first visit 

sameday~5' /，M 

Period from the first visit to treatment 

sameday~26 days (ave. 7 days) 

Treatment 

conservatlve 

open reduction 

(involved percutaneous pinning) 

Table 1 

3 cases 

9 cases 

24 

Case 9 56yrs. F. caught in a rol1er First visit 

(The second CMC joint injury and 

Rupture of many tendons) 

Fig.l 

Case 2 26yrs. M. punching of wall 

First visit 

(Cain 1 B type) 

Fig.2 

Case 7 49yes. F. fall from th巴 stalrs 

First visit 

(5 l1 M. after injuried) 

Fig.3 















































陳旧性舟状'白骨折の治療成績 655 

安定型舟状骨骨折の観血的療法の際には，遠位骨片の

掌屈変形を積極的に矯正することを提唱してい

る2)3川町.われわれも 1988年以降は anterior wedge 

graftを積極的に行い，手根骨聞の alignmentをでき

るだけ整復するようにしてきた.しかしながら，ante 

rior wedge graftは手技が煩雑になるだけで，臨床成

績は余り変化しないとの反論も存在する.

今回の自験例の検討の結果では，術前に転位のない

安定型骨折は通常の手術で良好な成績を得ることがで

きた.そして，術後のSL角が健側より 10'以上増大し

ている群での，手関節の可動域の低下を認めた.また，

たとえ術前に舟状'自の遠位骨片が掌屈転位している不

安定型骨折であっても，手術の際に十分矯正すれば安

定型の骨折と同程度の成績を得られることがわかっ

た.これらのことから，術後の舟状骨の alignmentは

手関節の可動域に大きな影響を与えていると考えられ

た.

他方，疹痛，握力などの要素は舟状骨の alignm巴nt

と明かな関連性を示さず， alignmentだけでなく関節

軟骨や軟部組織の損傷の程度や心理的，社会的要因の

関与が大きいと考えられる.

今後は，術前に舟状骨遠位骨片の掌屈転位が健側よ

りも 10'以上の症例は積極的に anteriorwedge graft 

を用いた整復固定手術を行うべきと思われた.

まとめ

1. 陳旧性舟状骨骨折 19例 20手関節の術後成績に

ついて carpalalignmentの観点から検討を行った.

2. 術後，舟状骨の掌屈変形を残す群で手関節の可

動域の低下を認めたが，疹痛や渥力は明らかな低下を

認めなかった.

3. 術前，遠位骨片の掌屈変形を示す不安定型の骨

折でも，SL角を健側の 10'以内の差に矯正することで

安定型と同等の術後成綴を得るこ とができる.
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2) Cooney， W. P.， et a1.' Scaphoid nonunion-role of 

anterior interpositional bone grafts. J. Hand Surg.， 

13A: 635-650， 1988 
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6) 中村琴吾他陳旧性舟状骨骨折の治療.整形外科，

39 : 1023-1031， 1988. 

質問 大阪披済会病院獲形外科香月憲一

① DISI変形が残存した症例の臨床成績が思ったほ

ど有為に悪くないのは，DISI変形を矯正することに

よって可動域制限は改善されるが，疹痛などの他の因

子が改善されないためと考えてよいか.

②舟状骨偽関節例では，舟状骨の軟骨面の欠損が存

在する症例があるが，本来軟骨面の部分に対して骨移

植を行うことで，広痛が残存する可能性があると思う

が，術中に何らかの工夫をされているか.

回答 大阪労災病院整形外科露口雄一

①我々の症例では，手関節の可動域は有意の差を

持って低下するが，手関節の疹痛や握力については，

調査する前に期待した有意の差はでなかった.

②手術手技の細かいテクニックの話をするスペース

はないが，関節面に移植骨が露出することが疹痛の原

因となるようには思わない.

質問 済生会神奈川県病院獲形外科佐々木孝

Fernandezの元法で骨移植をして舟状骨長が長く

なりすぎて問題となった例はありませんでしょうか.

私は機屈制限が出た例があります.

回答 大阪労災整形外科露口雄一

Fernandez法を行って舟状骨自体が長くなりすぎ

た症例の経験はない.

質問

聖マリアンナ医科大学整形外科松下和彦

実験的に舟状骨骨折後の DISI変形を作製し今年の

東日本手の外科研究会に報告した.月状骨の背屈と同

程度に舟状骨近位骨片も背屈していた.舟状骨遠位骨

片の掌屈変形より ，舟状骨近位骨片の背屈変形を矯正

の方が重要ではないか.

- 47-
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