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◆症　例

9 年間肘痛のみの症状が持続した尺骨神経炎の1例

渡部達範＊1,2　花房友海＊3　内藤夏子＊2　清水大喜＊2　馬場　洋＊2

要旨　尺骨神経が関与する痛みやしびれは環指や小指に現れることが多い．今回，肘痛のみを訴える
尺骨神経炎の症例を経験したので報告する．症例は 79歳男性．9年前に左肘痛が出現した．近医で
プレガバリンやトラマドール・アセトアミノフェン配合錠による治療が行われていたが症状の改善を
認めず，痛みによる中途覚醒の頻度が増加したため当科を受診した．左肘周囲にビリビリとした数値
評価スケール 8/10の安静時痛を訴え，肘内側に圧痛点を認めた．左手指の症状，肘関節や手指の運
動制限，肘の単純レントゲン写真の異常所見は認められなかった．また，聴取した範囲の中では心理
社会的問題は認めなかった．症状からは否定的であったが，圧痛点が尺骨神経の通る肘部管に一致し
ていることから，左尺骨神経が関与している痛みの可能性を考えた．圧痛点より近位で超音波ガイド
下に左尺骨神経ブロックを施行したところ肘痛は数分で消失し，左尺骨神経が関与した痛みであると
診断した．精査目的に尺骨神経の伝導速度検査と感覚検査，磁気共鳴画像法（MRI）の撮像を行っ
た．伝導速度検査・感覚検査では異常は認めなかったが，MRIでは尺骨神経の浮腫状変化を認め，
尺骨神経炎と診断された．デュロキセチンの投与と神経ブロックを併用し症状は改善した．
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I　はじめに

　尺骨神経が関与する痛みやしびれは環指や小指に現れ
ることが多い．今回，肘痛のみを訴える非典型的な症状
を呈した尺骨神経障害の症例を経験したので報告する．
本報告にあたり患者から同意を得ている．

II　症　　例

　症例は 79歳男性．X－9年前にとくに誘因なく左肘痛

が出現した．左肘痛は動きによって生じるものではな
く，安静時にも痛みがあった．近医でプレガバリンやト
ラマドール・アセトアミノフェン配合錠による治療が行
われたがほとんど効果は認められず，左肘痛は持続し
た．X年 7月，とくに誘引なく左肘痛が増悪し，痛みに
よる中途覚醒の頻度が多くなったため当科を紹介受診し
た．前立腺がんのホルモン治療中であること以外は特記
すべき既往歴はなかった．
　当科初診時はトラマドール・アセトアミノフェン配合
錠（2錠/日）とメコバラミン（1,500 µg/日）を内服し
ていた．左肘周囲にビリビリとした性質の数値評価ス
ケール（NRS）8/10程度の痛みが常時あった．これま
でいくつかの病院を受診したが，トリガーポイント注射
（TPI）などの局所注射やMRIの撮像はされていなかっ
た．肘周辺に痛覚過敏やアロディニアは認めなかった
が，肘関節の前腕内側に圧痛点を認めた．左手の指には
症状はなく肘関節や手指の運動制限も認められなかっ
た．肘の単純レントゲン写真では異常所見は認められな
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かった．日常生活動作には制限はなく，聴取した範囲の
中では心理社会的問題は認めなかった．

III　治療経過（図 1）

　器質的疾患の有無を確認するため，圧痛点にステロイ
ド添加 1％メピバカインを用いて TPIを行ったところ，
痛みは NRS 2/10へと著明に低下した．TPI施行後，安
静時痛は NRS 5/10程度で経過し，中途覚醒の頻度は減
少した．侵害受容性疼痛の関与を考えセレコキシブ 200 

mgの投与を行ったが効果はなかった．
　肘部のみの痛みであったが，圧痛点の位置が尺骨神経
の通る肘部管に一致していることから，本症例の原因に
左尺骨神経が関与している可能性を考えた．診断のた
め，圧痛点より約 12 cm近位の上腕部で超音波ガイド
下に左尺骨神経ブロック（2％カルボカイン 2 ml）を施
行した．同ブロック後 5～10分程度で肘の痛みが完全に
消失し（NRS 0/10），同時に小指・環指の感覚低下が起
きたため，左尺骨神経が関与した痛みであると診断し
た．精査目的に整形外科にコンサルトしたところ，診察
および伝導速度と感覚検査，磁気共鳴画像法（MRI）が
行われた．診察上は左肘の内側に Tinel徴候を認め，左
尺骨神経の亜脱臼は認めなかった．伝導速度検査では尺
骨神経の運動神経伝導速度（MCV）と知覚神経伝導速
度（SCV）を測定した．肘部管でのMCVは50.5 m/s（前
腕：59.4 m/s），SCVは 54.5 m/s（前腕：58.8 m/s）であ
り，いずれも前腕に比して速度は低下していたが有意な
ものではなかった．感覚検査として Semmes-Weinstein 

testが行われたが，小指・環指等の尺骨神経領域の知覚

低下は認められなかった．MRIでは靱帯等肘関節を構
成する成分には異常は認められなかった．しかし，圧痛
点と一致する部位に尺骨神経の浮腫状変化を認め（図
2），原因は特定できないものの何らかの理由による尺
骨神経炎であると診断された．
　痛みの種類としては神経の慢性炎症に伴う痛みである
と考えられたが，初診時に処方したセレコキシブが無効
であったこと，経過が 9年間と長く，神経の器質的な障
害が起きている可能性があることも考えられた．そのた
め，これまで処方されていなかったデュロキセチンの投
与を 20 mgより開始し 60 mgまで増量した．また，超

図 1 治療経過
TPI：トリガーポイント注射，N：尺骨神経ブロック，NRS：numerical 
rating scale，TA錠：トラマドール・アセトアミノフェン配合錠

図 2 MRI（左上肢環状断），T2強調画像
肘部管内で尺骨神経が高信号を呈しており，何らかの損傷
や炎症を疑う浮腫状変化を認める．
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音波ガイド下に圧痛点付近でステロイド添加 1％メピバ
カイン 3～5 mlを用いて尺骨神経ブロックを数回施行し
た．デュロキセチンを 60 mgまで増量してまもなく安
静時痛も 1まで低下した．整形外科による手術も検討さ
れたが，保存的治療により症状が改善したため経過観察
することとなった．

IV　考　　察

　尺骨神経は解剖学的には肘周囲で尺側手根屈筋等への
筋枝を出したのち，小指・環指の感覚と尺側の虫様筋，
小指球筋などの運動支配を行っている．そのため，尺骨
神経関与した典型的な症状としては，小指・環指のしび
れと母指球以外の手内勤の筋委縮との運動障害であり，
肘痛を訴える症例は非典型であると考えられる．しか
し，尺骨神経には解剖学的に肘関節枝の存在が指摘され
ており，肘関節の知覚も担っていると考えられている．
また肘痛のみを訴える尺骨神経障害の症例は過去に報告
されている 1)．本症例では圧痛点が尺骨神経の通る肘部
管に一致していたことから，解剖学的に尺骨神経の関与
を疑った．圧痛点より近位で超音波ガイド下尺骨神経ブ
ロックを行い症状の改善を認めたことで尺骨神経が関与
した痛みであると診断できた．
　肘痛のみを訴える尺骨神経障害の症例は野球の投手に
多く，投球動作による牽引やずれ，圧迫で尺骨神経障害
を生じると考えられている 2)．本症例ではスポーツをし
ていたわけではないため，まったく同様の機序とは考え
にくい．しかし，原因の一つである圧迫ではMRIで尺
骨神経の浮腫状変化がみられることが報告されてお
り 3)，本症例でのMRI所見でも同様の変化が認められて
いる．このことから圧迫が原因であると最も考えられ
た．
　一方で本症例では有意な伝導速度検査の異常は認めず
尺骨神経障害の陽性所見は得られなかった．しかし，尺
骨神経障害のうち手指の症状がない患者では 18％しか
伝導速度の所見が得られないという報告がある 4)．手指
の症状がない本症で伝導速度に異常がみられなかったこ

とは，尺骨神経障害を否定する所見とはならないと考え
られる．
　本症例の病因としては尺骨神経に対する何らかの圧迫
による神経の慢性炎症が主と考えられるが，9年間とい
う長い経過の中で中枢性感作が起こり，痛みを増強して
いた可能性がある．デュロキセチンは下行性疼痛抑制系
を賦活し増強された痛みを軽減したと考えられるが，慢
性的に続いた神経炎症によって生じた神経障害による痛
みを抑制した可能性もある．したがって，本症例の痛み
には神経障害性疼痛の要素も含まれていた可能性があ
る．治療としてステロイド添加の局所麻酔薬による尺骨
神経ブロックと内服加療を行った．慢性痛に対する末梢
神経ブロック治療の有効性は定かではないが，本症例に
おいては有効であり痛みの軽減に効果的であった．ただ
し，原因と考えられる圧迫は解除されていないため，症
状が再燃した際には手術を再度検討する必要があると考
えられる．

V　結　　語

　9年来の肘痛を訴える患者の治療を経験した．尺骨神
経障害としては非典型的な症状・所見を呈したが，神経
ブロック，伝導速度検査，感覚検査およびMRIを施行
し，尺骨神経の慢性炎症と診断することができた．治療
は神経ブロックとデュロキセチン投与を併用し症状は改
善した．
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A case of ulnar neuritis with persistent elbow pain for nine years
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　Ulnar nerve dysfunction causes pain and numbness in the ring and little �ngers. We report a case of 
ulnar neuritis with only elbow pain. A 79-year-old man with left elbow pain for nine years was treated with 
a combination of pregabalin and tramadol/acetaminophen. He visited our department because his symp-
toms worsened with increased nocturnal awakenings due to pain. He complained of resting pain (numer-
ical rating scale score: 8/10) at a point inside his left pulled elbow. No psychosocial problems, symptoms 
in his hand, or abnormal radiographic �ndings of the elbow were observed. A left ulnar nerve block was 
performed under ultrasound guidance as the tender point coincided with the left elbow canal; an im-
provement in the elbow pain indicated a dysfunction of the left ulnar nerve. Nerve conduction and senso-
ry examinations of the ulnar nerve revealed no abnormalities; however, edema-like changes on magnetic 
resonance imaging indicated an ulnar neuritis. The symptoms improved with a nerve block and adminis-
tration of duloxetine.
Keywords:   elbow pain, ulnar neuritis, ulnar nerve block
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