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再手術を要した上腕骨小頭離断性骨軟骨炎の一例
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関節鏡視では小頭病巣部の軟骨に変性と膨隆を認めた．

目

的

肘関節最大屈曲位とし後方アプローチで病巣部を展開した
が，著明な不安定性はなく，大腿骨顆間部から鏡視下に採

上腕骨小頭離断性骨軟骨炎（OCD）に対して自家骨軟

取した直径 5mm の自家骨軟骨柱を病巣部中央に移植し病

骨柱による病巣部固定術を行い野球に復帰したが，術後 2

巣部固定術を行った．病巣部から採取した骨軟骨柱は関節

年半で右肘痛が再発し再手術を要した症例を経験したので

軟骨と軟骨下骨で分離していた．関節軟骨は変性像を示し，

報告する．

軟骨下骨では表層に線維性軟骨組織が見られ，肉芽組織・
線維組織の増生，破骨細胞の増加を認め，OCD の組織像 1）

症

例

であった．
術翌日から肘関節の可動域訓練を開始した．しかしな

症例は 11 歳男児，野球部キャッチャー．小学 5 年生の

がら，術後 3 カ月で投球を許可してからは定期受診せず，

夏頃から投球時の右肘痛が出現し，他医にて上腕骨小頭

キャッチャーとして野球に復帰し痛みなくプレーしてい

OCD の診断で 4 カ月間保存治療が行われたが，痛みの改

た．
術後 2 年半で誘因なく投球時の右肘痛が再発し当院を再

善なく当院を受診した．
右肘関節は伸展制限を認めなかったが，屈曲は健側より

診した．X 線写真，MRI にて OCD の遊離期の診断となり，

10 度制限され，上腕骨小頭部に圧痛を認めた．X 線写真

再度手術を行った（図２）．後方アプローチにて展開する

では上腕骨小頭に広範な骨透亮像を認め，MRI では T 2 強

と，病巣部は母床から完全に遊離し，軟骨変性が強く下面

調像で軟骨下骨に高輝度変化を認めたため手術治療を行っ

は肉芽組織で覆われていたため摘出し，大腿骨滑車外側部

た（図１）．

から採取した直径 10mm の自家骨軟骨柱を移植した．術

図１．初診時
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図２．初回手術後２年６カ月

図３．再手術後６カ月

後 3 カ月で骨軟骨柱の生着を認め，投球を開始した．術後

術 5），6）や肋軟骨移植術 7），8）などの方法が選択されている．

6 カ月で投球時痛はなく，今後キャッチャーとして復帰予

本症例は初回手術で Berlet ら 4）の方法に準じて自家骨軟

定である．

骨柱による病巣部固定術を行い，野球に完全復帰したが，

考

術後 2 年半の再診時には病巣部が遊離期となっていた．再

察

手術時に摘出した骨軟骨片の組織像を検討すると，初回手
術で骨軟骨柱を移植したと思われる部位には軟骨の周囲に

肘 OCD に対する手術治療は主に病巣部を固定する手術

骨梁を伴う骨組織を認め，さらにその下に線維・瘢痕組織

と関節面を再建する手術に分けられる．病巣部固定術の固

があり，右下方には骨片を中心とした肉芽腫の形成が認め

な

られた（図 4）．この組織像から症状が再発した機序を考

どの報告があり，関節面の再建術には，自家骨軟骨移植

察すると，移植した骨軟骨柱は一旦骨癒合したが，その周

2）

3）

定材料としては骨釘 ，吸収ピン ，自家骨軟骨柱

4），5）
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図４．摘出した骨軟骨片の病理組織像

囲は癒合せず，投球によるストレスのため骨軟骨柱の骨梁
部分で骨折，瘢痕化し，分離した可能性がある．
手術手技の問題としては，病巣部が大きかったため骨軟
骨柱一本だけでは固定性に問題があった可能性がある．最
近当科では病巣部が広範囲な症例に対して骨軟骨柱固定を
行う際は周囲を吸収ピン数本で追加固定している．また，
術後リハビリに関しては，投球開始が早期であったため病
巣部が完全に生着せず再発に至った可能性がある．した
がって，病巣部固定術を選択した場合は投球許可をより遅
くするなどより慎重に経過観察を行う必要がある．

ま と め
１．上腕骨小頭 OCD に対して自家骨軟骨柱による病巣部
固定術を行い，術後 2 年半で症状が再発し，再手術を
要した症例を経験した．
２．病巣部固定術で完全に生着しなかったため，再度分離
し症状が再発した可能性がある．
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