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妊娠 35週で足関節両果骨折を受傷した 1例 
 

共愛会病院 産婦人科 ○佐 藤 賢一郎・福 島 安 義 

 

【要旨】 

 妊娠35週で右足関節両果骨折を受傷し手術を行った37歳、4妊2産の1例を経験した。本人、家族、関係各科

と検討し、骨折手術を行い分娩は自然経過とする方針となった。脊椎くも膜下麻酔で児心音をモニタリングしなが

ら観血的整復固定術を行った。術後はフェンタニルクエン酸塩の持続静脈内投与で良好な鎮痛効果が得られた。妊

娠39週で自然頭位分娩となり、育児も問題なく通常どおりに行えた。 
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【はじめに】 

 妊娠中の外傷は，米国では 5〜8%1)、本邦の 2018 年

度周産期委員会の報告(2016 年度のデータ)2)では妊婦

117,327例中116例0.1%(中毒も含む)の頻度である。

そして、妊婦の外傷中で最も多いのは交通外傷で、欧

米では49〜55.5%、本邦では66%、次に多いのは転落で

欧米では25〜31.8%、本邦では11%との報告がある3-5)。

従って、妊娠中の骨折は稀ではないがそれほど頻度の

高い疾患でもなく、おそらくすべての産婦人科医が一

生のうちに数例経験するような疾患ではないかと思わ

れる。今回、妊娠35週6日で転落による右足関節両果

骨折を受傷し、手術を施行した 1例を経験したので報

告する。 

 

【症例】 

患 者：37歳、医療従事者 

主 訴：転落後の右足関節痛 

月経歴：最終月経X年8月上旬から4日間 

    月経周期は整順 

妊娠分娩歴：4妊2産 (稽留流産1回) 

・第1子 X-5年11月 2,960g 女児 自然頭位分娩 

・第2子 X-2年14月 3,260g 女児 自然頭位分娩 

既往歴・現疾患：第2子分娩後に血圧が高め 

家族歴：父が高血圧、母が喘息 

薬物アレルギー：MRI造影剤で呼吸困難 

喫煙歴なし 

アルコールは飲まない 

現病歴：最終月経がX年8月上旬から4日間で、同年

9 月中旬に自己判定で妊娠反応陽性のため、同年 9 月

下旬に当科を初診した。正所性妊娠で単胎、頭臀長 

9.6mm で妊娠 7週 2日相当の大きさ、最終月経起算で

は妊娠7週0日、分娩予定日がX+1年5月中旬であっ

た。X年10月上旬の受診時には、最終月経起算で妊娠

8週5日、胎児の頭臀長17.6mmで妊娠8週6日相当の

大きさのため、最終月経起算の予定日に決定した。そ

の後、妊婦健診を行っていたが、血圧は 120-140/80-

90mmHgで推移し、羊水量は基準範囲内、頭位で胎児の

発育も問題はなかった。X+1年4月中旬、妊娠35週 6

日に屋外の階段3段目(約40cm)から転落し、右足首を

捻り右足関節痛の主訴で同日に救急外来経由で整形外

科を受診し、レントゲンおよびCT検査(図1)にて右足

関節両果骨折の診断となった。妊娠経過の診察と、骨

折の治療方針を検討する目的で産婦人科を紹介された。 

初診時診察所見：右下腿はシーネ固定となっており、

負荷を加えない限りは疼痛も許容範囲であった。患部

の軽度の腫脹はあるが変色はなく足背動脈は触知され、

痺れや知覚鈍麻の訴えもなかった。腹部は打撲してお

らず、子宮収縮、性器出血の訴えなく、胎動あり児心

音も良好であった。超音波検査にて、常位胎盤早期剥

離の所見はなく、AFI=15と羊水量は基準範囲内、胎児

の推定体重は2,475gと基準範囲内であった。血液検査

(表1)では、Hb 9.6g/dLの小球性低色素性貧血、およ

びDダイマー 7.3μg/mL(基準値0.72)と高値であった

が、超音波による下肢の深部静脈血栓スクリーニング

では血栓は認められなかった。整形外科に入院とし、

小児科、麻酔科を含めて今後の治療方針についてさら

に検討を行う予定とした。 

入院後経過1：X+1年4月中旬に整形外科に入院後、関

係各科と検討した結果、骨折手術を行い分娩は自然経

過をみる方針となった。同年 4月下旬に脊椎くも膜下

麻酔で右足関節両果骨折観血的整復固定術(外果プレ

ート、内果スクリュー)を行った。手術時間 2 時間 36

分、麻酔時間 3 時間 1 分、術中総出血量 55mL であっ

た。術後は、セファゾリンナトリウム1g/回、1日2回

を 2日間投与した。術後1日目より、ヘパリンカルシ

ウム 5,000単位の皮下投与を開始し手術部位の疼痛が
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増強してきたため、ペンタゾシン 7.5mgを静脈内投与

したが鎮痛効果がなく、再度15mgを静脈内投与したが

鎮痛効果がなかった。インフォームドコンセントの上、

フェンタニルクエン酸塩持続静脈内投与を行ったとこ

ろ良好な鎮痛効果が得られた(図 2)。妊娠経過も良好

で、子宮収縮、性器出血などの早産症状も認めず、児

心音も良好であった。術後 2日目にはフェンタニルク

エン酸塩投与を中止し、アセトアミノフェン内服で疼

痛管理が可能であった。術後 5日目よりリハビリ開始

となったこともあり、ヘパリンカルシウム投与は術後

5 日目より中止とした。術後 7 日目よりギプス固定と

なり、術後 11日目には外泊を試みた。術後22日目、

妊娠39週6日で陣痛発来したため、産婦人科に転科と

し分娩に備えた。 

入院後経過 2：骨折術後 22 日目、妊娠 39 週 6 日で 

9:00amに陣痛発来し、産婦人科に転科とした。自然経

過をみていたところ、20:50自然破水、翌日00:43am子

宮口全開大、00:51amに自然頭位分娩となった。女児で

3,336g(AFD)、Aps.9/10、弛緩出血のため分娩時総出血

量 1,130mL と多めであった。産褥 4日目に Hb7.5g/dL

の貧血を認めた他は産褥経過も良好で、骨折の方も経

過良好のため産褥 6日目に退院となった。産褥 1ヵ月

健診も術後10ヵ月後には右腓骨遠位端プレート・内果

スクリュー抜釘を行い終診となった。 

 

【考察】 

妊娠中の骨折に対する治療方針は、骨折型による手

術適応、妊娠週数、胎児の状態により異なってくるた

め、症例ごとに個別に判断せざるを得ない。診療科と

しては整形外科、産婦人科、小児科、麻酔科が関わる

ことになり、骨折手術をするかしないか、帝王切開を

するかしないか、またその両者のタイミングが問題と

なる。具体的には、1）骨折は手術をせず保存治療とし、

妊娠も胎児機能不全でない限り自然経過とする、2）骨

折手術を行い、妊娠は自然経過とする、3）帝王切開を

行い、骨折手術は後日に行う、4）帝王切開と骨折手術

を同日に行う(帝王切開→骨折手術の順)、の 4通りが

考えられる（表2）。骨折手術を施行しない場合は、手

術に伴う出血や感染、麻酔のリスクは避けられ、薬剤

や放射線被曝の影響も最小に抑えられるが、変形癒合

を招く可能性があり骨折型にもよる。保存治療例で結

果的に変形癒合となり、また経過中に妊娠に伴う凝固

系亢進と骨折及び外固定に伴う深部静脈血栓症、肺血

栓塞栓症を合併した症例の報告 6)がある。また、骨折手

術を行い妊娠は自然経過とする場合は、手術が無事に

終わり、骨折がある程度治癒すれば経腟分娩が期待で

き、その後の育児も通常どおりに行えるというメリッ

トがある一方で、妊娠の手術への影響や体位がとりづ

らいのではないか、手術の妊娠への影響薬剤、放射線、

出血に伴う貧血、血圧の変動などの胎児への影響、早

産のリスクがデメリットとして考えられる。実際に、

足関節骨折の手術中に胎児徐脈となり、緊急帝王切開

を行った症例が報告 7)されている。まず帝王切開を行

い骨折手術は後日に行う場合は、メリットとしては、

薬剤、放射線、出血に伴う貧血、血圧の変動などの胎

児に対する手術の影響が回避できる、デメリットとし

ては、帝王切開自体の手術リスク、児の呼吸障害のリ

スク、骨折したままでは育児が困難になる可能性が挙

げられる。帝王切開と骨折手術を同日に行う場合は、

帝王切開を先行させることになるが、メリットとして

は薬剤、放射線、出血に伴う貧血、血圧の変動などの

胎児に対する手術の影響が回避できることと、分娩と

骨折手術が一度に済む、デメリットとしてはそれぞれ

の手術リスクがあり術後管理が複雑になる、児の呼吸

障害のリスクがある、術後の育児が困難になる可能性

が挙げられる。以上について関係各科、助産師、本人、

家族と協議し最終的に骨折手術を行い妊娠は自然経過

とする方針とした。麻酔は脊椎くも膜下麻酔と局所麻

酔の併用とし、術中は胎児心拍を連続的に監視した。

術後に疼痛管理が問題となったが、フェンタニルクエ

ン酸塩持続投与で管理が可能で、骨折術後 22日目(妊

娠 39週 6日)に自然頭位分娩となり、育児も通常どお

りに行うことができた。しかし、前述したように骨折

術中に胎児徐脈から緊急帝王切開となる可能性もあり

得るので、患者、家族、関連各科と十分な協議を行う

ことが重要である。 
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表1 整形外科初診時の検査所見 

 

 

表2 治療方針とその利点・欠点 
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図1 整形外科初診時のCT所見 

右足関節脛骨内果と腓骨外果に骨折が認められる(矢印)。 

 

 

図2 術後の鎮痛の経過図 

 


