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腫骨近位骨巨細胞腫に対 し腫瘍用人工膝関節置換術に

ルト骨前内方移行術を併用し良好な患肢機能を得た 1例
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はじめに

KOtsら は1983年 に歴骨近位悪性骨腫瘍切除後

の膝仲展機消の再建に班骨前内方移行術を初めて

適用したと報告している
'。

今回,卜骨骨巨細胞腫

に対 し腫瘍用人工膝関節置換l●・ り1骨前内方移行

による膝伸展機構の再建をおこない,良好な術後

患肢機能を得た一llを経験したので若十の文献的

考察を加え報告する。

症  例

症 例 :36歳 ,女性。

主 訴 :右膝痛,歩行困難.

既往歴 :小児喘息。

家族歴 :特記すべきことなし。

現病歴 :1カ 月前に右膝痛を自覚, その後痛み

は右下腿近位部へ広がり,疼痛が増強し歩行困難

となり前医を受診した。画像検査で右肛骨近位の

原発性骨腫蕩が疑われ当院を紹介受診し,精査加

療目的で入院した。

入院時現症 :右下ll近位に自発痛,軽度腫脹 ,

‐l感を認め,荷重時痛のため歩行は不可能であっ

た。右膝の関節可動域 (ROM)は 仲展 20度,屈

曲90度であり,ROM制 限を認めた。

画像所見 :単純X線像では右距骨近位全体に骨

透亮像を認め,外方および後方の骨皮質非薄化を

示した(図 1)。 MRIでは歴着の骨端から,酬 に

かけScmに 渡ろTl強調像で低信号,T2強調像で

高信号を呈する病変を認め(図 2-a, b),Tl強
調水V断像で腫瘍は後方に張り出していたが膝省

筋やり1骨への浸l13を 認めなかった (図 2-C)。 単

純 CT像では腫骨後方の丼薄化した骨皮質の一部

は不明瞭となっていた (図 2-d)。

血液 生イし学検査所見 :特記すべき異常を7.7め

なかった。

入院後経過 :胸部単純X線検査で異常なく,歴

骨近位の原発l■骨腫瘍が疑われた。切開■l・ の結

果,■巨細胞障と診断された。このため,入院第
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く,右班骨の骨折司
`に

骨癒合を認めた (図 3-
C)。 右膝間節自動 ROM I121 90度 ,他動 ROMは
595度が得られ,右大腿四頭筋0)筋 力は従手筋カ

検査で1であつた (に 1-a)。 急猥1での起ilf持

および装具,ユなしでのr_外歩行が口∫能となつ(図

4 b),Ennck hgの ■肢機能評側 は21,30(ヽ0

%)であり,黒者満足度も良好であった (表 1)。

考

4 ト

図 4 1市■の[■F¬
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,
a l llJI■ Fe、 ,●●■o● ngを■■

=.b:■■ r● 立世 7■ ,■■ 1■ ,, ■い●■■が

`11,オ

l

ている.

211ヽ 日に手綱i帽腫瘍広艶切除iけ.腫瘍用人T膝

閂前世換術および111=前 内方移行術)を施行 した。

手術所見 :画像上、卜骨近世瑞におよそ8cmの

病変を記め,F骨 は近 l‐ 端より12cmの 嗜位で,
●ル した.恒瘍 11■1卜 もしくは .l回 の筋をつけて

一塊として切除し, この過程で蓄_‐腱は辻 lr宙tで

tll証 した。術中に■近位に十のキ連続性がFll認 さ

れ.11的骨打iが疑われたが内眠「 骨腹外への腫瘍

実質の需出を認

“

なかった。KD[zL蕩用人工膝間

|1置工 71の ら,ルト骨を近l‐ .・ 12カ ■iで有折し,■
●

=|:け
たままIi内方へ移行し,夕「伸1側高呵 市の

コJF端 と膝蓋腱町i端を絶合するこしにより

"伸
展

■●|「■をI・ こなった 0渕 3-■ , bl。

術後経過 :`け後 4週のギ′ス同t●
'の

ち,右膝

円|IROM到 棟およびll当 .具 , ロアストランド,
を‖|■■●市 習を開始した。綱Ⅲ 12週 に まtl歩

行日■ し,=院 しなった。術後 1年 |力 月″)時点

で転移 l・ 白■|:な く,右膝X,上 ,膝蓋
=高

位な

骨
「

組胞腫は一般に長幹骨のI喘部に■■し,

良性恒場であるが局所長襲性が強い。
=生

検によ

る悪性腫瘍との鑑男Jを 要し,治療の基本は手 llで

ある.I皮質が保たれている場合は拡大Ⅲ爬,骨

移植術が行われるが,関節周回発生で腫瘍が大き

い症例で ,ま 腫瘍切1余後に人工間節による再建を考

慮する●
“。本例では11変 は荷重部にあり, IT ttFl

見 1、 腫骨の骨端部から

'幹
端部はほぼL瘍に占

拠されていた。また骨皮質のT両イヒが苦lllで,lt

痛が強 く病的骨折も疑われた。このため,I腫瘍

●罰切除後に腫瘍用人工膝間節置lll術 を適用した。

広範切除を必要とするにI近位発4:のI胆蕩で

はlE十結節部を切除せざるを得ないことが多く,

この場合,膝伸展機泄 ll再建が問題 となる"ヽ再7●―

法として,Ctl離された膝蓋腱の断コ‖を直接人工

関節にlt昔する方法,②前方移行したリト腹筋に膝

蓋腱「I端を縫言する方・J,011●力移行したり「骨

に付着つる外側側畠」靱‖と膝蓋健
"i TItl■

着する

方法などが十「告されている・■
'¨L①の人工関節に

直接縫合 ,る 方法は術後当1期 に extmЫ on lagを

生じ,術後忠肢機FLに |・l題を残すことが多い'■ .

②に示す肝ILL筋 に逢着 するブ,法 は,理論上膝蓋腱

の b o os calな 再建がある程度可能 とされ●,lPI

腹筋移●により筋組織で人工関節を被覆でき,度

膚壊死をきたしにくt'と いうヽ い●をもつ。 しかし,

1,れわれが過去に経瞼した 57い術後患肢機|こ調

査では,機能,支持性およびサ容|,項 日で評価が

低い傾向にあった(表 ])●.一方,Kotzら はL骨
近位悪性骨腫瘍のt●除後,人 T凹節置換時に膝豊

提再建をおこなった症例の術後機能評価を,い ,

研
=移

行術は,FI・ 筋移行術に比べ特に開節可動に

優れているとしている.L吉口らは班‖前内方,
|す のll応 はル骨を安全に温存できるilllに 日ヽら

れるが,適用 tた 2例 で良好な術後機能が得られ
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表 l Emtkingの 忠肢故能評価 (Enneki、 dJ,1990

疼肩 機|ビ 満足度 支持l■ ''能 力 歩容  結合スコア

本例 は 骨前内方移行)       5  3   5   5
Vahe et a1 1997("鰤 移行(5例), 42 21  :   24

3

8

3

24
24′ 31(80%)
,71130(=S%'

各Ⅲ口 5点満点

たとしているm、

本例では琲骨移行術を適用し,術後一年の時点

で若千の exten■ on lagを 生じているものの,支

持性に優れ,杖なしでの屋外歩行が可能となり,

思者満足度も高 く,lL較的良好な術後患肢機能が

得られた。これは切市同上の縫着により, より強

同かつ biOl● gicalな 膝蓋腱の再建がおこなわオt

たためと考えている。また腫●
=巨

細胞腫では常

内腫など病巣が骨外に進民する傾 向の強い嗜悪性

の骨腫瘍と異なり,病巣のり1骨への浸潤は通常認

められない。このため,腫蕩用人工関節置換を要

する厖骨近位の■巨細胞腫では諄|十前内方移行に

よる膝伸展機構の|「建は有用な治療手段 となると

考えられた。なお本例は十年期の人工間節置換例

であり,イ ンプラントの耐久性の問題が残る。ま

た骨巨細胞恒は良性腫蕩に分類されるが 1～ 9%
にllm転移を生じるときオ

"め
,今後 も注意深いl■過

観察が必要である。

結  語

広範切除を要するL骨近位骨巨細胞腫に対しIII

骨前内方移行lllに よる膝仲展機構の再建をおこな

い,良好な綱手後■肢機|ヒが得られた。
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