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はじめに
早期に発見された転位のない足舟状骨疲労骨折は保存療
法が基本であるが，再発やスポーツ復帰までの期間が長く
なる問題がある１）．
本報告では足舟状骨疲労骨折に対する小侵襲による手術
治療の経験を報告する．

対

象

2002 年から 2009 年に足舟状骨疲労骨折と診断し，手術
治療を行った５例（５足）で平均年齢は 16. 2 歳，すべて
男性であった（表１）．スポーツ種目はラグビーが１例，
他４例はサッカーであった．

図１．手術方法：ガイドピンを利用して足背外側よりDTJ screwを
挿入した．

単純 X 線像で診断ができたものは１例のみでその他は X
線では診断ができず，CT および MRI で骨折を確認した．
表１

結

果

手術後はギプスシーネ，松葉杖で免荷歩行とし，術後１
週間でシーネ除去，抜糸をして部分荷重歩行を開始した．
荷重量を増やしていき，術後平均２ヶ月でスポーツ活動を
許可した．全例に骨癒合が得られスポーツ復帰ができ，完
．
全復帰までは術後平均約 3. 5 カ月であった（表１）

症
手 術 法

例５

13 歳 男性
現 病 歴 ：誘 因なくサッカープレー中に左足部痛が出現
し，プレー継続困難になり当科を受診した．

手術は足背外側に小皮切を行い，舟状骨軸方向に直径

1. 2mm のガイドピンを挿入．骨折部を展開することなく

現

接合を行った（図１）．

症：左足関節の可動域制限はなく，足背部に圧痛・
腫脹・熱感を認めなかった．

ガイドピンを利用して DTJ screw を経皮的に挿入して骨

画像所見：単 純 X 線像（図２a）で舟状骨骨折を疑わせる
線状影を認め，3D − CT（図２b）で舟状骨中
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央に骨折線が確認できた．また，MRI T 1 強調

り，CT，MRI，骨シンチが有用となる６）～８）．自験例でも

像（図２c）では，舟状骨に低信号を認めており，

診断が確定するまでに２ヶ月以上を要した症例が多く，ま

これらの所見から足舟状骨骨折と診断をした．

た単純 X 線像では判然としないので CT・MRI を利用して

治療経過：先 に述べた方法で DTJ screw による内固定術

診断を行った．

を行い，術後２ヶ月でサッカー復帰した（図３）．

治療は骨折部の転位が増悪した例や治癒が遷延する偽関
節例では骨移植を併用したスクリューによる内固定が推奨
される．また，不完全骨折や転位のない早期の骨折であれ
ば６週間以上のギプス固定及び免荷が原則で，このような
保存療法で約 80％が治癒すると報告されているが，保存
療法の方が手術例に比べスポーツ復帰までの期間が長いと
いう報告もある１），６）．本報告では，いずれも転位の少ない
疲労骨折であったが，早期復帰が必要であったため，小侵
襲かつ短時間で行える経皮的骨接合術を行い，全例に骨癒
合が得られ早期復帰することができた．

ま と め
足舟状骨疲労骨折に対する治療の原則は安静による保存
療法であるが，活動性の高いスポーツ選手では保存的治療

図２．a：単純 X 線像 b：3D-CT c：MRI T1 強調像
いずれも矢印の舟状骨骨折を認める．

を行っても再発する事が多い．また，選手としての活躍の
機会を損なわないように早期復帰を目指すことが重要と
なる．本報告における足舟状骨疲労骨折に対する Double
thread 型 cannulated screw（DTJ screw）を利用した経皮
的骨接合術は，従来より行われている骨移植を併用した観
血的骨接合術と比較して，小侵襲で早期スポーツ復帰が可
能になる有用な治療方法であると考えられた．
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