ウエイトリフティングにより
生じた手舟状骨骨折偽関節の 1 例
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〔要旨〕 まれとされるウエイトリフティングにより生じた手舟状骨骨折偽関節の 1 例を経験した．症例
は 19 歳男性．練習中に手関節を背屈強制され受傷．舟状骨近位部骨折を認め，ギプス固定を行うも偽関
節となり，自家腸骨移植を行った．骨折部は癒合不良となり，背屈時痛と可動域制限が残存し，受傷前と
比しパフォーマンスは低下した．舟状骨近位部骨折においては偽関節となる可能性が高く，特にスポーツ
選手では手術が推奨される．

を認め
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初診時手関節 2 方向の単純 X 線像．明らかな骨折を認めない．
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MRI． T1，STIR ともに舟状骨全体および有頭骨内に輝度変化を認める．
a）T1 強調画像冠状断像
b）T1 強調画像矢状断像
c）STIR 画像冠状断像
d）STIR 画像矢状断像
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考 察

手関節背屈動作の繰り返しにより，すでに疲労骨
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舟状骨骨折の診断では，現在においても単純 X
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3D-CT. 舟状骨近位部に骨折（矢印）を
認める．Herbert 分類 B3．

図4

CT 矢状断像（手関節背屈位）．橈骨遠
位端背側縁の骨棘と舟状骨背側骨移植
部とのインピンジメント（矢印）を認
める．骨折部はやや不明瞭化している
が，骨癒合は不十分である．

線像は基本であり，舟状骨骨折を疑う場合には最
低でも舟状骨正面（最大背屈・最大尺屈）と手関
節回内 45˚ の舟状骨撮影が必要である．本症例で

であり，骨移植を行う場合，背側凸変形の矯正が

は手関節 2 方向のみの撮影であったため，舟状骨

確実に得られ，背側インピンジメントを生じない

骨折が描出できなかった．MRI や CT により比較

ように移植骨を充填する必要がある．

的早期に骨折の診断ができたが，手関節の外傷で
はルーチンとしてもよい．本症例では，保存的治
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長期化して手関節の拘縮が生じ，さらに骨移植後
の最終的な骨癒合も不十分となったため，一部関
節症変化を生じ，手関節痛，手関節可動域制限を
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〔Abstract〕 There are only a few reports of scaphoid fracture during weight lifting. We report a rare case of nonunion of the scaphoid in a weight lifter. A 19-year-old college student without a past history of wrist pain visited
our hospital with the complaint of left wrist pain after forced wrist extension while performing a clean maneuver
of weight lifting. Imaging studies revealed a fracture in the proximal part of the scaphoid (Herbert classification
type B3). Cast immobilization was continued for 10 weeks, but bony fusion was not obtained. Therefore, iliac bone
transplantation was performed 13 weeks after the injury. Sufficient bony fusion was not obtained at 7 months after surgery. The left wrist pain remained at 12 months after surgery and performance was reduced compared to
the pre-injury level. CT demonstrated impingement of the transplanted bone onto the distal dorsal osteophyte of
the radius. Surgical treatment is recommended, especially for athletes, because the proximal part a fracture of the
scaphoid carries a high possibility of non-union.
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