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【はじめに】 

• 上腕骨近位端骨折のほとんどが、大腿骨頸部骨
折及びCｏｌｌｅ′ｓ骨折と同じ年齡層、すなわち老人

が、手をついて転倒した際に介達外力によって
発生する。 

• 当骨折の８０％には、骨粗鬆症による骨の脆弱
化が認められている。 

• なぜなら、骨強度が関節包や靭帯の強度に勝っ
ている若年者では、肩関節脱臼をおこし、小・中
学生では、上腕骨近位骨端線部が最も弱く、骨
端線離開を起こす事が多いからである。 

 



• 上腕骨近位端骨折の分類法には、多くの方法が
あるが、現在ではＮｅｅｒの分類法（図１）が治療上
の観点から有用とされ、一般的に用いられてい
る。上腕骨近位端を基本的に４つのPartに分け、
各々が相互に1㎝以上の転位、あるいは４５°以

上の屈曲または回旋転位のある場合に転位あり
として、１つのPartを形成すると定義し、それ以下
の転位の骨折を無視して分類する。 

• 正しく分類するには、肩甲骨面に直交する入射
角での正面像、肩甲骨側方向撮影（肩甲骨Ｙ撮
影）、腋窩撮影の３方向のＸ線撮影が必要とされ
ている。 

 





• 高齢化社会を迎え、老人骨折（上腕骨近位端骨
折、大腿骨頸部骨折、橈骨遠位端骨折、椎体圧
迫骨折）の件数が増加している。 

• そこで、柔道整復師の本来の業務である外傷の
治療を、我々が数多く取り扱えるようにするには
どの様にするべきであろうか。 

• それには、患者さんが納得する説明をし、納得す
る治療をし、納得する結果を出す事が重要であ
ろう。私は、１症例、１症例の積み重ねにより外
傷患者の来院件数が増加すると確信している。 

• 今回、上腕骨近位端骨折に対して簡単な方法で
治療し、良好な結果を得た３症例を報告する。 

【目的】 



 《症例１》 

 ８３歳女性 

 ＜負傷原因＞ 

 台所で、スリッパに引っ掛かり転倒した際、
左手をついて負傷した。 

 ＜初検までの経過＞ 

 負傷当日、土曜日の午後という事で、患者
は自宅で安静にするも、左上腕部の自発
痛、運動痛共に高度となり、当院に連絡が
あり、往診した。 

 

【方法１】 



 ＜局所所見＞ 

 左上腕骨近位部腫脹高度。左上腕骨大結
節部及び外科頸部マルゲ－ンの局所圧痛
高度。左上腕骨軸圧痛及び左肘頭より左
上腕骨への叩打痛も認められた。 

 左上腕骨大結節及び外科頸骨折と判断し、
救急病院に連絡しレントゲン検査を依頼し
た。 

 





 ＜Ｘ－Ｐ所見＞ 

  正面像より、大結節の剥離骨折が認められた。 

  上方に５㎜程度の転位があった。上腕骨外科頸 

  にも骨折線は認められたが、転位は認めらな 

  かった。 

  斜位像より、大結節の剥離骨折が認められた。 

  小骨片は、外旋転位していた。上腕骨外科頸に 

  も骨折線が認められたが、転位は認められな 

  かった。 

  ここでの大結節の外旋転位は、上腕内旋位固 

  定による２次性転位が主なものだと考えられた。 

  正しい方向のＸ線撮影でないので、Ｎｅｅｒの分類 

  は判断し難いと思われた。 

 



 ＜整復法＞ 

 特に、整復の必要は無いと判断した。 

 ＜固定法＞ 

 （固定材料） 

 三角巾、マジックベルト。 

 （固定肢位） 

 三角巾で提肘し、左上腕部を体幹にマジッ
クベルトで固定した。 

 



• ３週間後 

提肘をしたままでの振り子運動を開始した。 

大結節部及び、外科頸部マルゲ－ンの局所圧痛中等度。 

• ５週間後 

大結節部及び、外科頸部マルゲ－ンの局所圧痛消失にて、 

提肘除去。 

自動運動、他動運動を開始した。 

自動運動は１kgの鉄アレーを持たせ、屈曲、伸展、外転、 

内転、水平屈曲、水平伸展、外旋、内旋の各運動とした。 

他動運動も同様の運動とし、徐々に術者の力を増強した。 

目安としては、運動制限のでる角度から１０～２０°程度動 

かす事とした。 

右肩関節屈曲１７０°、伸展４０°、外旋８５°、内旋９０°。 

左肩関節屈曲９０°、伸展１５°、外旋４０°、内旋８５°。 

 

  

【結果１】 



• ８週間後 

左肩関節屈曲１５０°、伸展３０°、外旋７０°、内旋９０°。 

• １２週間後 

左肩関節屈曲１７０°、伸展３５°、外旋８５°、内旋９０°。 

左肩関節機能障害無く、治癒とした。 

 



《症例２》 

 ７６歳女性 

＜負傷原因＞ 

 当院に腰の治療で来院する道中、当院玄関前 

 でつまずき転倒した際、左手をついて負傷した。 

＜初検までの経過＞ 

 受傷直後に来院した。 

【方法２】 



＜受傷直後の外見＞ 

 左上腕骨頭が、下、前、内方に移動していた為、 

 肩関節前方脱臼の様にも見えたが、これは、大 

 結節剥離骨折により、棘上筋、棘下筋、小円筋が 

 働かず、肩甲下筋等の筋力による上腕骨頭の 

 変位だと考えた。 

 当院では、受傷から数時間経過後に外傷患者が 

 来院するケースも多い為、局所の腫脹により、 

 外見上の判断が困難な場合も多い。その中で、 

 当症例の外見は臨床上重要であると考えられた。 

 

 





＜局所所見＞ 

 左上腕骨外科頸部及び大結節部マルゲ－
ンの局所圧痛高度。 

 受傷直後であり、腫脹は軽微であった。 

 上腕骨軸には、外転と後方への屈曲変形
が認められた。 

 





＜超音波による骨観察所見＞ 

 左上腕骨外科頚外側面からの観察にて、
外方閉（外方凹）であった。 

 左上腕骨外科頸外転骨折に、大結節剥離
骨折の合併があると判断し、整復後、レン
トゲン検査を依頼する事とした。 



＜整復法＞ 

 患者を背臥位とし、左肩関節ゼロポジションにし 

 て、術者は両手で患者の左手関節部を把握し、 

 術者の右足を患者の左鎖骨上に乗せ、術者の 

 左足を患者の左肩甲骨外側縁にかけて、後方に 

 倒れるように体重をかけて、15分間牽引した。 

 整復後、触診により、あまり転位は整復されて 

 いないと判断した。 



＜Ｘ－Ｐ所見＞ 

 整復後、同意医師に連絡し、レントゲン検査を 

 受けさせた。 

 Ｘ－Ｐより、左上腕骨外科頸骨折及び大結節剥離 

 骨折が認められた。 

 末梢骨片は、外転及びやや後方へ屈曲転位して
いた。 

 症例1と同様に、Ｎｅｅｒの分類は判断し難いと思わ
れた。 

 

 





＜再整復＞ 

 患者を背臥位とし、肩関節100°外転させ、術者 

 は、左手2～４指を患者の左腋窩に入れ、左拇指 

 で骨頭を押さえ、右手で患者の左上腕下端を 

 把握し、牽引しつつ患者の左前胸部へと内転した。 

 術者の左手２～４指を槓杆の支点とし、左拇指で 

 患者の左上腕骨頭を、上、後、内方へ押さえ込み 

 整復した。 

 整復後、触診にて、転位はほぼ整復された事を 

 確認した。 





＜固定法＞ 

（固定材料） 

 プライトン１００、ストッキネット、巻軸包帯、三角巾。 

（固定肢位） 

 肩関節内転位、４５°内旋位、軽度屈曲位とした。 

 これは、整復完了時の肢位に近い肢位であると 

 共に、患者が高齢の為、日常生活に於いて比較 

 的楽な肢位という事から決定した。 

 さらに、術者にとっても、簡単な方法であると思わ 

 れた。 

 また、肘関節は９０°屈曲位とし、提肘した。 



（固定範囲） 

 肘頭より、上腕部内側面、外側面を通り、肩部 

 までとし、鎖骨外端及び肩峰を包み込む様に、 

 プライトン１００を使用したU字シャーレを当てた。 

 Ｕ字シャーレで２方向から圧迫することにより、 

 骨折部を、さらに安定させることができた。 

 

 





• 受傷翌日 

 左上腕骨外科頸部及び大結節部マルゲ－ン 

 の局所圧痛高度。左胸部及び左上腕上部から 

 下部にかけての皮下溢血斑高度。同部の腫脹 

 高度であった。 

• ４週間後 

 皮下溢血斑消失。外科頸部及び大結節部マルゲ 

 －ンの局所圧痛中等度。肩部から上腕下部に 

 かけての腫脹中等度であった。 

 固定、提肘をしたまま、自動運動で徐々に振り子 

 運動を開始させた。 

【結果２】 





• ５週間後 

 Ｘ－Ｐより、仮骨形成は認められるも、 

 骨癒合不充分と判断し固定を継続した。 

 外科頸部及び大結節部マルゲ－ンの局所 

 圧痛中等度。腫脹中等度であった。 

 





• ８週間後 

Ｘ－Ｐより、骨癒合完了。 

外科頸部及び大結節部マルゲ－ンの局所圧痛 

消失。腫脹消失。外見的にも、変形は 

認められなかった。 

固定を除去し、他動運動を開始した。 

右肩関節屈曲１６５°、伸展４０°、外旋８０°、 

内旋８０°。 

左肩関節屈曲９０°、伸展１０°、外旋１０°、 

内旋６０°であった。 

 





• １６週間後 

 左肩関節屈曲１５５°、伸展３５°、外旋６５°、 

 内旋７０°であった。 

• ２０週間後 

 左肩関節屈曲１６０°、伸展４０°、外旋７５°、 

 内旋８０°となり、満足できる可動域が確保でき 

 た為、治癒とした。 

 



《症例３》 

８１歳女性 

＜負傷原因＞ 

外出先で、階段を踏み外し転倒した際、左手を 

ついて負傷した。 

＜初検までの経過＞ 

受傷３時間後に来院した。 

【方法３】 



＜局所所見＞ 

 左上腕上部から中央部にかけての腫脹高
度。皮下溢血斑高度。左上腕骨外科頸部
マルゲ－ンの局所圧痛高度。上腕骨軸に
は、内転と後方への屈曲転位が認められ
た。 

 左上腕骨外科頸内転骨折と判断し、超音
波による骨観察を行った。 

 







＜超音波による骨観察所見＞ 

 左上腕骨外科頸部前面からの観察にて、
前方開（前方凸）であった。 

 左上腕骨外科頸部外側面からの観察にて、
外側開（前方凸）であった。 

 超音波による骨観察所見からも、上腕骨軸
の内転と、後方への屈曲変形が認められ
た。その上で、レントゲン検査を依頼した。 





＜Ｘ－Ｐ所見＞ 

 Ｘ－Ｐより、左上腕骨外科頸骨折が認めら
れた。 

 末梢骨片は、内転及び後方へ屈曲転位し
ていた。 

 症例１・２と同様に、Ｎｅｅｒの分類は判断し
難いと思われた。 



＜整復法＞ 

 患者を背臥位とし、左上腕骨を牽引しつつ、
前外方に挙上させようとしたところ、高度の
疼痛を訴え整復を拒否された為、患者の
家族も交えその事を説明した上で、ハンギ
ングキャストを施行する事とした。 



＜固定法＞ 

（固定材料） 

 キャストライト８、ストッキネット、ギプス包帯、
ネット包帯、巻軸包帯。 

（固定肢位） 

 肩関節軽度外転位、軽度屈曲位、４５°内
旋位。肘関節９０°屈曲位。前腕中間位と
した。 

 末梢骨片の後方転位を少しでも矯正する
目的で、フックは前腕背側に取り付けた。 

 また、末梢骨片の内転転位を少しでも矯正
する目的で、吊りひもはやや長めとした。 



（固定範囲） 

 上腕上１／３部（骨折部より末梢）から手関
節まで、キャストライト８を巻き、上腕部外
側面、前腕部背側面を残したシャーレとし
た。 

 前腕部には、重りとして４裂のギプス包帯３
本を巻いた。 

 

 





• 翌日より、ハンギングキャスト装着のままでの振
り子運動を、通院及び在宅で施行した。 

• １０日後 

 Ｘ－Ｐより、転位の状態は改善されておらず、 

 ハンギングキャストによる治療を断念した。 

 同日より、症例２と同様の固定とした。 

 左胸部及び左肩部から左上腕下部にかけての 

 腫脹高度。同部皮下溢血斑中等度。左上腕骨 

 外科頸部マルゲ－ンの局所圧痛高度であった。 

 振り子運動は中止とした。 

【結果３】 



• ４週間後 

 皮下溢血斑消失、左胸部及び左肩部から左上腕 

 下部にかけての腫脹中等度。外科頸部マルゲ－ 

 ンの局所圧痛中等度であった。 

 固定、提肘をしたままでの振り子運動を開始した。 

 





• ８週間後 

 Ｘ－Ｐより、骨癒合完了。 

 外科頸部マルゲ－ンの局所圧痛消失。腫脹消失。 

 固定を除去し、他動運動を開始した。 

 右肩関節屈曲１６５°、伸展４５°、外旋８０°、内旋８５°。 

 左肩関節屈曲７０°、伸展２０°、外旋１０°、内旋４０° 

 であった。 

• １１週間後 

 左肩関節屈曲１３０°、伸展３５°、外旋７０°、内旋７０° 

 であった。 

 運動療法により、可動域の拡大が望めることを患者に 

 説明したが、日常生活に不自由がないとの事で来院 

 されなくなり、中止とした。 

 



• 症例１の上腕骨大結節剥離骨折は、本来、上腕を外転、外旋位
で固定することが望ましい。これは、棘上筋、棘下筋、小円筋の
筋力により、小骨片が、後上方に転位しているためである。 

• 症例２の上腕骨外科頸外転骨折に大結節剥離骨折が合併した
場合では、上腕を内転、外旋位で固定するとよいのであろう。 

• 症例３の上腕骨外科頸内転骨折の場合は、上腕を外転、水平
屈曲位で固定するとよいのであろう。 

• しかし、当院では、患者の年齢や、日常生活での動作のしやす
さ、また、固定肢位の保持のしやすさ（上腕外旋位や、回旋中間
位での固定は、甚だ困難であろう。）、固定の簡便さ等の条件に
より、固定肢位、固定材料を決定している。 

• けれどもそこには、整復し得た肢位で固定するという大前提が
ある。 

【考察】 



• 次に、Ｎｅｅｒの分類について考えるが、最近の整形外科
書には、必ずこの分類が記載されており、上腕骨外科頸
外転骨折や内転骨折といった分類が記載されているもの
はほとんど無い。 

• そこで、我々柔道整復師も、上腕骨近位端骨折をＮｅｅｒ
の分類を使って分類することが必要であろう。 

• しかし、今回の症例１は救急病院に、症例２・３は内科に、
それぞれレントゲン検査を依頼したものであるが、正しい
３方向のレントゲン撮影を依頼できない限り、Ｎｅｅｒの分
類を正確に分類するのは不可能である。 

• その上で、柔道整復師として何とか分類できないものか
と思い、超音波骨観察装置を導入した。現在、研究中で
あり、今後の課題としていくつもりである。 

 



《体表解剖の重要性》 

• 例えば、上腕骨大結節を触診する場合、肘関節９０°屈
曲位にして、腕尺関節をロックし、前腕の動き（回内、回
外）が上腕骨に伝わらない様にして、上腕骨を内旋、外
旋させ結節間溝を探す。その外方が、大結節である。こ
の様にすると簡単且つ確実に大結節を触診する事がで
きる。 

• また、上腕骨外科頸部を触診する場合、上腕骨上部の
前方は、上腕二頭筋、三角筋等に覆われ、外側は、三角
筋等に覆われ、後方は、上腕三頭筋、三角筋等に覆わ
れている。従って、内側より触診すると確実である。 

• この様に、体表解剖は重要である。 

【おわりに】 



・骨折の臨床  第３版：編集者  村地俊二、
三浦隆行．中外医学社．東京．１９９６ 

・整形外科外来診療：編集者  小野村敏信、
寺山和雄、渡辺良．南江堂．東京．１９９５ 

・図解 骨折・脱臼の管理〔Ⅰ〕  第３版：
Depalma，Connolly著．監訳者  阿部光
俊．廣川書店．東京．１９９１ 
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