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縄跳び中両側同時に発症した脛骨近位骨端骨折の１例
三田市民病院
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に T 1・T 2 強調像ともに線状の低信号を認め，また T 2

目

的

強調像では周囲に高信号域を認めた（図２）．靭帯その他
の軟部組織の損傷は認めなかった．血液生化学検査では白

今回，我々は縄跳び中に Salter − Harris 分類（以下 SH）

血球 15, 810/μl と上昇を認めたが，アルカリフォスファ

２型の脛骨近位端骨折を両側同時に発症した非常に稀な症

ターゼ，血中カルシウム濃度，血中リン濃度，副甲状腺機能，

例を経験したので，その発症機序について若干の考察を加

テストステロンは全て正常であった．また CXD 法による

えて報告する．

骨塩定量検査でも 2. 25（正常 1. 98 〜 2. 49）g/cm ３，同年
代平均値 100％で異常を認めなかった．

症

例

症

例：14 歳，男性．

主

訴：両下腿近位の腫脹，疼痛．

現病歴：2007 年９月６日，体育の授業中の大縄跳びで 10
回程度跳んだ時点で，両下腿近位部に激痛を生じ，後方に
倒れながら着地し立位不能となり，近医に救急搬送された
のち当院に紹介され，同日初診となった．
既往歴・家族歴：特記すべきものはない．
スポーツ歴：中学校の硬式テニス部に２年半所属したが，
受傷１ヶ月前に地区大会に出場し引退していた．

図２．MRI．両側ともに SH 2 型の骨折で T 1・T 2 強調像ともに
線状の低信号を認めた（矢印）．

初診時所見：両下腿近位の脛骨粗面周囲に著明な腫脹を認

初診日当日入院の上，１週間長下肢シーネ固定を，その

めた．身長は 169cm で年に３〜４cm 伸長しており，体重

後４週間長下肢ギプス固定を施行した．受傷後５週の単純

は 51kg，BMI は 17. 5 と標準的な体格であった．

X 線像にて仮骨形成を認めたため可動域訓練と筋力訓練を

画像所見：単純 X 線像では，両脛骨近位に骨端線を含む

開始し，受傷後６週より部分荷重を許可し，８週より全荷

骨折を認めた（図１）．CT 像では両側ともに脛骨粗面部

重歩行を開始した．その後両側ともに骨癒合を良好に認め

の骨折を認め，右は骨幹部内側に向かう骨折線，左は骨幹

ており，受傷後４ヶ月の現在，両側ともに症状なく経過し

部外側から後方に向かう骨折線を伴っており，両側ともに

ている．

SH 2 型の骨折であった．MRI では CT 像で認めた骨折部

考

察

脛骨近位の骨端骨折は，発症頻度は全長管骨中 0. 8 〜

3. 1％で，交通事故や高所からの転落などの直達外力によ
るものが多く，４歳から 17 歳まで幅広い年齢で発症する１）．
跳躍やその着地動作などによる介達外力によるものは，骨
折部が屈曲変形を生じる ﬂexion type が多く，15 歳から 16
歳の比較的限られた年齢に発症し，その発症頻度は非常に
稀である２）．また，同年齢で同様の介達外力により発症す
図１．単純 X 線像．両脛骨近位に骨端線を含む骨折を認めた（矢
印）．

ることが多い脛骨粗面剥離骨折を含めると，脛骨近位の骨
端骨折は SH 3 型に該当する Ogden 分類１または２型の剥
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ま と め

離骨折が多く３），本症例のような SH 2 型は海外にて 14 例
が報告されているのみである４）．
また SH 3 型の両側発症例は海外 11 例，国内 10 例の報

・両側同時に発症した SH 2 型の脛骨近位端骨折の稀な１

告があるのに対して３），本症例と同じ SH 2 型の両側発症
例はバスケットボール競技中に発症した 13 歳と 15 歳の男

例を経験した．
・年齢に特徴的な骨端線の力学的脆弱性が発症に関与して

性２例の報告があるのみで，非常に稀である４）, ５）．

いると考えられた．

脛骨近位は，発育過程として 10 歳から 11 歳で骨端核が

・縄跳びの跳躍始動時に大腿四頭筋の急激な収縮が生じ，

前下方へ発育して骨化核が出現し，13 歳から 15 歳で骨端

まず粗面部を含めた前方骨端が離開し，着地時に骨幹部

核と骨化核が癒合して舌状突起を形成する６）．本症例もこ

後方に軸圧が加わり，骨幹部に骨折が生じたと考えられ

の時期に相当しており，骨端核前方後方ともに力学的脆弱

た．

性を有し，本骨折の発症に関与したと考えられた．
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四頭筋の急激な収縮が生じ，まず脛骨粗面部を含めた前方
骨端が離開し，着地時に後方へ急激な荷重負荷があったこ
とから脛骨骨幹部後方に軸圧が加わり，骨幹部に骨折が及
んだと考えられた（図４）．

図４．受傷機転と発症機序
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