


























































































































































560 木 戸 健司 ・(也

ulnar plus varianceが存在することによって診断可

能である.しかしその病態は霞度の ulnarplus vari 

anceで単純X線検査ではほとんど異常を認めない例

から，月状骨，尺骨に強い変形性変化を伴うものまで

多様であり，その治療法の決定においては病態の正確

な抱握が必要である.今回の検討では臨床所見から

ulnocarpal abutment syndrom巴と診断された疲例は

19例であった.これら 19例の関節鋭所見の内訳は

TFCCの小断裂のみを認め他に;異常所見のないもの

3例(⑤)， TFCCの断裂が大断裂で月状三角骨靭帯の

断裂や月状骨，尺骨頭に変形'性変化の生じていたもの

が 16例であった.

小断裂の 3例では尺側部痛は TFCC損傷によるも

のと考え TFCC部分切除術を行し 3良好な結果を得た.

このように ulnocarpalabutment syndromeにおいて

もその病態に関節鏡は有用で、あった.

ゑ士 E田
市ロ フR

l 手関節尺側部痛症例に検討を加え TFCC損傷

の診断における手関節造影と手関節鋭の比較を行っ

た.

2 一般的な中央部完全断裂例は関節造影でも診断

は可能であるが不全断裂の診断や断裂の原因，病的意

義の把握においては関節鏡が優れていた.

参考文献

1) 木戸健司 他ー手関節鏡による TFCC断裂の診断と

治療.関節鋭，15・161-164，1990.

2) 木戸健司 他 :手関節 TFCC損傷の診断と治療にお

ける|期節鏡の意義.関節外科，10: 499-508， 1991. 

3) 西川真:史 ー手関節鏡のl臨床応用について.関節外科，

10 : 489-498.1991. 

4) 野本栄 :手関節鋭視と関節造影所見の比較検討

TFCCを中心に.日手会誌，5 : 473-476， 1988. 
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5) Roth， 1. 1-1.' Radiocarpal arthroscopy and arthro 

graphy in diagnosis of ulnar wrist pain..J. of Arth 

roscopic Related Surg， 2: 234-243， 1986 

質 問 札幌医科大学整形外科青木光広

① ECUの肱t鞘炎を術前に鑑別する方法はあります

でしょうか.

その場合(合併する場合)どちらを先に治療されま

すか.

② TFC損傷が mechamicalにprimaryとお考え

ですか.それとも synovltlSがあり TFCが変性したも

のなのですか.

③ ulna h巴adのOAが pnmaryのTFCruptureは

ありませんですか.

回 答 山口大学整形外科木戸健司

① Grip signや圧痛の局在によってある程度可能と

思います.合併例では両者に対し保存的治療を試み，

効果がなければより責任の大きな方から先に処置しま

す.

②両者がありうると思います.

③経験ありません.

質 問 名古屋大学分院整形外科渡辺健太郎

先生が音1I分断裂(あるいは不全断裂)として示され

た症例の中には，Dr. Gilulaが “reccess"と称したも

のも含まれていると思いますがいかがでしょうか.

回答 山口大学整形外科木戸健司

鋭視のみではそういった混同が生じる可能性はあり

ますが，プローベを用い十分に触診を行えば両者の鑑

別は容易です.

























































































604 泊井不IJ 裕 ・他

着する月状骨の回転は不良となり ，とくに検骨手根関

節の運動が影響をうりる.その結果，可動域の増加し

た屈曲で梼骨手根関節伸側が bookopen様の開大を

生じ，伸側の靭帯の伸長と滑膜炎を引き起こす.そこ

で症例 lで示したような変形性変化も加わってくるの

であろう.一方，症例 2のように関節の弛緩性に富む

人や活動性の高い人は屈側靭帯に拘縮が生じることは

ほとんどなく月状骨の回転は滑らかで，屈曲可動域増

加の影響は機管手根関節には少なし主として手根間

関節にかかるのであろう .こういった状態が進行して

明らかな不安定性を伴い二次的手根不安定症に至ると

考えている.この頻度はまれであろうが， Tal巴isnik

ら6)が報告した手根中央不安定症よりも痕例 1のよう

な榛骨手根関節不安定症のほうが少なくとも本邦では

多いのではないかとの印象をもっている.ただし，こ

の榛骨手根関節不安定症は RJi知[1て、評価すると伸側へ

の手根骨の転位は無 く，LiJiIlIのみで評価してdorsal

carpal translocationと診断するのは問題があり， 手

根不安定症分類上の位置づけは今後の課題である.

まとめ

1. Colles骨折変形治癒に二次的な手根不安定症

発症の原因として，屈側靭帯;の拘綜iの他に活動性や関

節の弛緩性の程度が関与すると考えられた.

2. 手根骨 alignlllentのX線診断には L取uの他に

RJ羽I1も基準として判定すべきである.

3. Colles骨折変形治癒に二次的な手根不安定症

には手根中央不安定症と椀'宵手根不安定症があるが，

後者は必ずしも dorsalcarpal translocationではな

1，> 

文 献

1) Allieu， Y， et al.' Les instabilites ciu carpe bi1an et 

selllio1ogie raciio1ogique. Ann. Radio.， 25: 275， 1982 

2) Linscheici， R. L.， et al.' Traulllatic instabi1ity of 

the wrist. ]. sone J oint Surg， 54A: 1612-1632， 1972 

3) 三浪明男 他 :Col1es'両折変形治癒後に二次的に発

生した Illicicarpalinstabi1ityの一例.強形外科，36 

187H881， 1985. 

4) 酒井手口俗 他 Carpal instabilityの観点からみた検

官末端骨折.中部設災誌，28: 1860-1862. 1985. 

5) 酒井和裕 他.徒骨遠位端'白折に合併する手根不安

定症.関節外科，ll: 49-56， 1992. 

6) Taleisnik.].. et al.' IVlidcarpal川 stabilitycaused 

by Illaluniteci fractures of th巴 distalradius. ]. Hand 

Surg.， 9: 350-357， 1984 

質問 済生会神奈川県病院整 形 外 科 佐 々 木 孝

手根不安定の理由を掌側の拘縮が主体であると考察

されましたが，以前に椀骨遠位端骨折と手線部損傷の

合併と調査しまして，初帯損傷の合併率はかなり高い

ことが判っております.当初は籾帯の不全損傷があっ

て，この状態のまま LiMI上で、使用している聞に，徐々

に手根不安定症となってくるのではないでしょうか.

回答 山口大学整形外科酒井和裕

もちろん，当初より靭帯損傷があれば手線不安定症

となるわけですが，今回検討した二次的手線不安定症

(lllalaliglll巴ntが原因で， delayをおいて発症するも

の)もあるのではないかと信じています.

質問 奈良県立医科大学整形外科矢島弘嗣

先生の御発表の中で，高齢者の方が vora1 1 igalll巴nt

の拘縮を生じやすく carpallllalaliglll巴ntを生じやす

いと述べられておられましたが，実際の臨床では若年

者の方が carpalinstabilityの症状を呈しやすいと考

えております.その点につきましでもう少し詳しく先

生の意見を御間かせ下さい.

回答 山口大学整形外科酒井和裕

Carpal instabilityの発症は若年者に多いことは確

かです.Malaliglllentがあっても，手を使わなりれば

instabilityにはなりにくいので，発症とは頻固に手に

負荷がかかることが必要で， このため若年者に発症が

多いと思います.
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626 西野

(a) preoperative radiograph 

Arrowhead indicates old fractllre of scaphoid 

and volarly sllbl11Xed Illnate is olltlined 

(RLA-40・ SLA102') 

(b) 8 months postoperative radiograph 

Grafted bone on scarコhoidis llnited and Illnate 

IS、、'el1redllced 

(RLA -10' SLA 56') 

Fig.2 56 years old， female 

た (Fig.3)

考 察

陳!日性舟状骨骨折や榛'胃遠位端骨折後変形治癒に手

根骨不安定症，とくに DISI変形が合併することはよ

く知られている.その場合には骨折部の解剖学的修復

とともに手根骨聞の alignmentを出来るだけ整復す

ることに異論はない 1)3)4)7)しかしながら，手放が煩雑

なため十分に DISI変形を矯正できないことがある.

これに対して，今回の自験例の検討の結果では，陳

|日性舟状骨骨折の場合には創外固定器を併用すること

総 ・他

(a) preoperative radiograph 

Malllnion after fracture of l'adills 

(PT-24" Rl13' UV4.0mm 

RLA-1T) 

(b) 8 mOl1ths postoperative radiograph 

Deformity still exists after the surgery 

(PT-15' Rl18・ UVl.5mm

RLA -9) 

Fig.3 52 years old， male 

で，Iigam巴ntotaxis剖効果に よる carpalalignment矯

正下での骨移植が可能となり ，手技の簡素化かつ確実

性を得た.また，臨床的にも X線{象上も満足する結果

が得られた.とくに症例 2のように DISI変形の程度

が強く ，月状骨が亜脱臼位にあるような例でも整復は

容易となり ，このような症例では非常に有効であると

思われた.一方，様骨遠位端骨折後変形治癒例の場合

には，骨切 り後の侠骨遠位端の alignment矯正が創外

固定探の手Ij用だけでは不十分で carpalmalalignm巴nt

も残す結果となった.本例の問題点としては多大な牽

引下で，遠位骨片の三次元的な矯正2)を期待したこと
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Kienbock病に対する綴骨骨切り術の!VIRIによる評価 651 

Iくienbock'sdisease. ]. I-!and SlIrg.， 11-B: 98-102， 

1986 

19) Kristensen， S. S.， et al.: Kienbock's disease -Late 

r巴sllltsby non-surgicaJ treatment， a foJJow up study 

]. I-!and Surg.， 11-B: 422-425， 1986 

質問 紀南綜合病院整形外科谷口泰徳

榛骨骨切り術症例と保存的治療例の治療成績に関し

て年令の影響は.

回答 名古屋大学分院整形外科中村夢吾

御指摘のごとく保存的治療群は平均年齢がやや高

く，病期が進んでいます.しかし'骨切り術例の病期進

行例や 40才代，50才代の例でも MRI所見は改善して

います.

質問

広島県立リハビリ テーショ ンセンター 水関 隆也

① T1T，像のどちらが鋭敏に血流回復を反映する

か

② MRIを術後免荷許容量の目安とできるか.

回答 名古屋大学分院整形外科中村琴吾

T，は れより早期に改善する傾向が認められまし

た.しかし骨壊死の病変そのものは T1がよく反映する

と推察しています.術後免苛許容量の目安としての検

討はできていません.

質問 北海道大学整形外科高畑智嗣

榛骨々切術後の MRIで，月状骨近位尺側部のみ限

局的に回復の惑い例の，原因と出現頻度を教えて下さ

し

回答 名古屋大学分院整形外科中村琴吾

3例あります.尺骨突き上げ症候群 Culnocarpal

abutment syndrome)が関与すると考えています.



























664 白浜正博 ・他

関東整災誌，13: 655， 1982. 

8) Tsuge， K.， et al.' Locking Metacarpoph alangeal 

Joint of the Thumb. The Hand， 6 255-260， 1974 

9)上野博立他:母指 MP関節 lockingの5症例.!童形

タトfi↓，29: 1362-1365， 1978. 

10) 山中健輔他母指 MP関節 lockingの検討.整形

タトFヰ， 32. 12: 1485-1487， 1981. 

11) Yamanaka， K.， et al.' Locking of the Metacarpo-

phalangeal Joint of the Thumb. ]. Bone Joint Surg.， 

67-A: 782-787. 1985 

質問

済生会神奈川県病院整形外科佐々木孝

① MP関節に関しては脱臼例も牽引なしに基節骨

基部を圧迫して中手骨頭を滑らせるようにした方が整

復可能な場合が多く，~引なしでの整復法はもっと強

調されるべきものと思います.

② スポーツ例に観血的整復の必要であったものが

多いと云われましたが，何か非スポーツ群と の病態の

差があるのでしょう か.

回 答 久留米大学整形外科白浜正博

①脱臼に関しては牽引を加えることが徒手整復とし

て一般的と思われますが，本外傷にかぎってはまった

く逆と思われます.

②受傷外力が強いためか，他の原因と比べると，

bandのしめつけが強いように息われました.

質問 慶慮義塾大学整形外科堀内行雄

母指 MP関節ロッキングの徒手整復法に関しては，

先生の方法と同様の方法て、行っている.10年前より ，

徒手整復で全例整復可能であったが，症例のうち約 3

分の lは，車の運転席のドアをロックした状態でしめ

た際生じたものでした.スポーツによる症例は少な

かったのですが，先生の症例中 もう少し徒手整復で加

療できたのではないかと思いますが，いかがでしょう

か.

回答 久留米大学整形外科白浜正博

本科の症例はほとんどが他医で徒手強復を数回試み

られ不可能ということで紹介された例が多いためでは

ないかと思われます.

発言 名古屋大学分院整形外科 ヂ1上 五郎

Condyleの形態の違いによって徒手整復ができる

ものとできないものがあるのではないか.

Condyleに溝があるよ うな症例では徒手整復は不

可能である.

質問 福岡大学筑紫病院整形外科松崎明夫

私は種子骨近位緑の断裂でここに condyleのvolar

がくい込んでひっかかっているのが原因である手をみ

ております.この時中手骨骨頭の形特に篠側 condyle

の曲率とその volarの形が大きな紫因になっていると

考えます.Constractionというより 上記メカニズムを

考えると先生の整復法の説明もよくつくと思います

カミ

回答 久留米大学整形外科 白浜正博

Volarがくい込んだ症例の経験はありませんが，中

手骨々頭の形態が一つの素因となっているとは思いま

ー』
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