臨 床 »»» 整形外科

スポーツ傷害診療における超音波の有用性
〜エコーを使った新しいスポーツ傷害診療〜
都竹伸哉／宮武和馬
横浜市立大学附属病院 整形外科

はじめに
スポーツ傷害は「外傷」と「障害」を区別するこ
とから始まる。外傷とは、急性の損傷で打撲、挫
傷、捻挫、脱臼、骨折などがあり、スポーツ外
傷はスポーツによって生じた、いわゆるケガであ
る。一方で障害は、オーバーユース（使いすぎ）
やマルユース（悪い使い方）が原因のいわゆる故
障であり、野球肩、野球肘、過労性骨障害などが
ある。傷害は、外傷と傷害を総称したものを指す。
これまでのスポーツ傷害の診療では単純 X 線検
査を行い、
「骨」に異常がなければ「痛み止め・湿
布」で経過をみるスタイルが多かった。しかし、
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図 1 単純 X 線（右肩関節前方脱臼）
a：整復前
b：整復後
脱臼は整復されているが、軟部組織の評価はできない。

単純 X 線だけでは小さな骨病変を捉えるのは難し
い。また、スポーツ傷害の多くはケガではなく故
障であり、骨の問題であることが少ない。骨に異
常がなくても症状が長引く症例に多く出会うが、
従来の外来のスタイルでは正確な診断ができない
こともある。ただ、正確な診断ができてもそれだ

肩関節脱臼を例にスポーツ障害の
画像診断を考える
運動器の画像診断は、単純 X 線、CT、MRI が

けではスポーツの現場のニーズには応えられない。

主流であった。どの画像検査を用いるかは、その

１日でも早く復帰を目指すための「治療」も同時

時描出すべき対象が何かを中心に、時間・金銭・

に求められるのがスポーツ傷害の診療である。近

人手・身体への影響も考慮して選択していた。単

年、エコーを使って痛みの原因に対して注射を行

純 X 線は費用負担が少なく、検査時間は短いが軟

うことや、早期に診断できることで早期手術につ

部組織の評価はできない。そのため肩関節脱臼の

なげられるようになり、スポーツへの早期復帰が

整復前後でアライメント評価はできるが、整復後

可能となってきている。

の治療方針には役立たない（図 1）
。CT は骨内部

本稿では、スポーツ傷害の診療におけるエコー
の位置づけと活用法について解説する。

構造を立体的に把握できるため骨病変の評価に優
れており、X 線では評価できなかった骨欠損の評
価ができるため術前・術後評価に役立つ。しかし、
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図2

図3

CT（右肩関節脱臼後）

矢頭：Hill-Sachs 病変
骨病変の評価に有用だが、スクリーニングには適さない。

MRI（右肩関節脱臼後）

円：Bankart 病変
矢印：Hill-Sachs 病変と骨挫傷による骨髄内の高信号変化を認
める。
骨・軟部評価に優れているが、スクリーニングには適さない。

図 4 腋窩走査 長軸像 Bankart
病変

a

a：健側
b：患側
観測では関節窩前壁と関節唇の間に低
エコー像がみられる（矢頭）。
関 節 唇 が 剥 離 し て い る 所 見 で あ り、
Bankart 損傷に特徴的である。

b

被ばく、費用の問題がありスクリーニングには適

断を行うことができ、神経・筋・腱・靭帯・血

さない（図 2）
。MRI は骨だけでなく軟部組織の描

管など、ほとんどすべての軟部組織を静止画だけ

出にも優れている。肩関節脱臼後の不安定症に対

でなく動的観察がリアルタイムでできる。ただ、

する gold standard の画像診断であり、Bankart

骨内部構造は観察できないため、骨内病変を疑う

病変、HAGL 病変、Hill-Sachs 病変など観察でき

場合は、その他の画像検査を組み合わせることが

る病変が多い。放射線被ばくもないが、体内金属

重要である。

や撮影時間、費用の問題がありスクリーニング検
査には適さない（図 3）
。

肩関節脱臼後では、Bankart 病変や Hill-Sachs
病変などの器質的変化を瞬時に簡便に観察できる

一方で、これまでのエコーは画質が悪く診療で

ため、スクリーニングとして有用である（図 4〜

役立つ場面が少なかったが、近年画質が向上して

6）
。また、これまで本人の自覚症状に頼っていた

きたことで多くの場面で利用されるようになって

前方不安感テストや sulcus sign などの徒手検査

きた。超音波はその場で、低コスト、低侵襲で診

を、エコーを当てながら行うことで不安定性の動
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図 5 肩後方走査

リハビリ

c

d

整形外科

a：正常 中間位
b：正常 外旋位
c：脱臼整復後 中間位
肩甲上腕関節内にやや高エコー像の血
腫が描出されている。
d：脱臼整復後 外旋位
外旋位にすることで関節内血腫がはっ
きり描出される。
Hill-Sachs 病変（矢頭）も確認できる。

甲状腺
皮膚科
透析

a

b
技術

図 6 プローブ走査法

a：腋窩走査 長軸像
患肢挙上位で腋窩から長軸にプローブを当てる。骨性のランドマークとなる骨頭と関節窩の線状高エコー像を描出する。骨頭の表面に
は低エコー像の関節軟骨、その表面の線状高エコー像の下関節上腕靭帯を描出する。Bankart 病変では関節窩と下関節上腕靭帯との間
の低エコー像が観察できる。関節窩辺縁に線状高エコー像を示す裂離骨片（骨性 Bankart 病変）の有無も確認する。
b：肩後方走査 短軸像
患肢下垂位とし、肩関節後方からプローブを当てる。
骨頭やや上方で、肩関節を内・外旋しながら骨頭輪郭の陥凹、関節内血腫を評価する。浅い Hill-Sachs 損傷では normal sulcus と鑑
別するために２画面表示を利用する。
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c
図 7 足関節外側走査

d
長軸像

a：正常例
b：外果裂離骨折 矢印：裂離骨片
c：前距腓靭帯損傷（非ストレス下）
d：前距腓靭帯損傷（ストレス下）前方引き出しストレスを加えることで断裂部（矢頭）がより明瞭になる。

的な観察もできる。新鮮脱臼例の場合は組織損傷
による関節内血腫を確認することができ、血腫減
少の確認も簡便に行える。
次に、エコーが特に有用な靭帯・筋・神経をター
ゲットにした診療について紹介する。

ができるようになった。
足関節捻挫で最も損傷されやすい靭帯は、腓骨
と距骨をつなぐ前距腓靭帯である 1）。正常例のエ
コー画像では ﬁbrillar pattern を呈する前距腓靭
帯がまっすぐ走行する（図 7 a）。小児や中年以降
では靭帯損傷よりも、前距腓靭帯腓骨側付着部で

靭帯はどう見えるのか？

の裂離損傷を起こしやすい 2）。特に小児では軟骨
や軟骨下骨の裂離を生じるケースが多く 3）、単純

靭帯は長軸像で ﬁbrillar pattern を示す。再現

X 線検査での評価は難しいが、エコーでは裂離を

性のある画像を描出するために、靭帯付着部の骨

簡単に確認することができる（図 7 b）
。裂離損傷

表面の特徴的な隆起・陥凹などをランドマークに

や成長期以降の前距腓骨靭帯損傷例では、皮下血

する。

腫、靭帯腫脹、断裂像だけでなく、前方引き出し

スポーツ傷害で特に頻度が多いのが足関節捻挫

ストレステストを行うことで靭帯断裂部の開大が

である。従来は問診、視診、身体診察から靱帯損

確認できる（図 7 c、d）。不安定性を認める場合

傷もしくは骨折を疑い、X 線検査を行っていた。

は外固定を行い、疼痛や腫脹が強い例では関節内

しかし、内がえし捻挫の約 9 割は軟部組織損傷で

注射を行うこともある。

あり、単純 X 線検査が役立たないことが多い。
MRI を用いないと軟部組織の画像評価ができな
いため正確な診断はできず、経験に基づいた診

肉離れと筋挫傷の違いは？

断・予後予測しかできていなかった。そこにエコー

エコーでは、筋束は低エコー像、筋周膜・筋外

が登場したことで、細かい軟部組織や骨折の評価

膜（筋膜）は高エコー像を観察できる。長軸像で

84

超音波 増刊号

─臨床─

頭頸部
循環器
乳腺

a

b
長軸像

消化器

図 8 大腿前方走査

の屈筋筋力の低下が特徴的である。上記の尺骨神
経症状があり直近に試合などを控えている場合は、

は筋束の断裂、血腫、周囲の筋組織の高エコー像

ロリリース）を行っている。末梢神経を標的とし

が特徴的である。筋挫傷では肉ばなれのエコー像

たハイドロリリースを行う際は、平行法で針先を

に加えて、外力による皮膚・皮下の肥厚、高エコー

神経上膜まで誘導し、神経の上縁の注射の場面で

像、境界不明瞭が特徴となる（図 8 a）
。低エコー

はベベルの向きは下に、下縁の注射の場面ではベ

像を示す血腫は経過とともに高エコー像の瘢痕組

ベルを上向きにすることで、神経幹を直接刺さな

織へと変わっていく。中間広筋の筋挫傷では骨化

いように配慮する。神経上膜の輪郭が全周性に明

性筋炎が起こりやすく、血腫内に帯状の高エコー

瞭になるように液体を注入する（図 9）
。

像を示す（図 8 b）
。筋損傷部の動作時の修復経過

肘内側部の疼痛の原因が尺骨神経由来であれば、

など、リアルタイムですぐに評価できるのがエ

ハイドロリリースした直後で小指対立筋、DIP 関

コーの強みの１つであり、予後予測に役立つ。

節の屈筋筋力は改善し、投球時の疼痛が軽減する。

新しい痛みの治療
−末梢神経ハイドロリリース−
野球などのオーバーヘッドスポーツでは肘内側
部痛が問題になることが多い。肘内側側副靭帯

なった身体機能の改善などリハビリテーション介
入も必要となる。

おわりに

（UCL：Ulnar collateral ligament）が疼痛の原因

従来の単純 X 線検査をメインにした整形外科外

として多く取り上げられてきたが 、尺骨神経が疼

来のスタイルは変わろうとしている。特にスポー

痛の原因となっていることも少なくない。尺骨神

ツ傷害では即座に詳細な把握・治療が求められる。

経の走行に沿った肘内側部痛と、小指対立筋、小

そのようなニーズに応えられるのがエコーである。

指・環指 DIP 関節（Distal interphalangeal joint）

エコーで即診断・即治療することができるように

4）
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症状の再発を予防するためにも、疼痛の原因と

透析

尺骨神経の神経上膜周囲への液体の注入（ハイド

皮膚科

力による筋損傷を「筋挫傷」と呼ぶ。肉ばなれで

甲状腺

自家筋力による筋損傷を「肉ばなれ」
、直達外

リハビリ

は筋の走行や連続性を評価しやすい。

整形外科

柔道の練習中、大腿前面に相手の膝が直接ぶつかった後に歩行困難となり受診
a：受傷 1 週間後
中間広筋内に血腫がみられ、筋線維の連続性が途絶している。
皮膚・皮下は高エコー像を示していることから肉離れではなく、直逹外力が加わったことによる筋挫傷が起こったと推測される。
b：受傷 4 週間後
血腫は減少しているが、骨化性筋炎に特徴的な血腫内の線状高エコー像がみられる（矢印）。
皮膚・皮下の高エコー像はなくなり、境界は明瞭になっている。

a

b
図 9 肘内側走査

尺骨神経短軸像

a：ハイドロリリース前
尺骨神経の神経上膜は線状高エコー像を示す。
b：ハイドロリリース後
尺骨神経が低エコー像を示す液体の層で包まれている（ドーナツ
サイン）
。
神経上膜と周囲の境界が明瞭になっている。

なり、患者のスポーツ復帰への貢献だけでなく、
医者自身の診療能力も向上してきている。簡単に
持ち運べる携帯性から、野球肘検診など病院から
スポーツ現場へと活動範囲も広がり、予防医学に
も大きな役割を果たしている（図 10）
。これから
のスポーツを陰で支えるためにはエコーが必要で
あり、超音波を使いこなす医療従事者が増えるこ
とで日本のスポーツはさらに発展していくと考え
る。

図 10 野球肘検診の風景

地域の野球少年・少女たちに対して、定期的に検診を行っている。
上腕骨小頭離断性骨軟骨炎など成長期の肘関節に見られる障害
を早期に発見することを目的としている。
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