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当院は３次救急病院であり，小児科診療体制が整って
いることから，小児骨折症例が数多く来院する。本邦で，
小児骨折の疫学的検討は直近１０年で報告がない。今回わ
れわれは，当院における外傷性小児骨折について後ろ向
きに検討することを目的とした。２００９年４月から２０１９年
３月の１０年間に当院へ搬送・受診され骨折と診断された
２６１例２９７骨折（頭蓋骨・顔面骨折を除く）を対象とした。

受傷時平均年齢は８．８歳（０～１５歳），男児１８５例，女
児８３例であった。受傷原因はスポーツが２９．５％（７７／２６１
例）と最多であり，特にコンタクトスポーツで多くみら
れた。来院形態は紹介が５８．２％（１５２／２６１例）を占め，
治療法として８９％（２３３／２６１例）で手術が選択された。
コンタクトスポーツに対する骨折予防の啓蒙活動は重要
である。また，県内における小児外傷患者を治療できる
数少ない拠点病院として，当院の役割は重要であり，引
き続き現在の診療体制を維持する必要があると考える。

当院は小児科診療体制が整った３次救急病院であり，
小児骨折症例が数多く来院する。この小児骨折について，
本邦は疫学的検討が直近１０年でなされていないのが現状
である１）。今回われわれは，外傷性小児骨折の動向を知
るために，当院での過去１０年間の症例について調査を
行った。

対象および方法

２００９年４月から２０１９年３月までの１０年間に当院を受診
した，１５歳以下の小児骨折患者２６１例２９７骨折を対象とし，
診療録を基に後ろ向きに検討を行った。対象のうち頭蓋
骨骨折と顔面骨骨折は除外した。性別，受傷時年齢，受

傷月，受傷原因，受傷部位，来院形態，手術までの待機
期間，治療法，術後合併症を検討項目とした。

結 果

① 性別
２６１例のうち男児１７８例，女児８３例であり，男女比は
３．９：１であった。

② 受傷時年齢
受傷時年齢は平均８．８歳（０～１５歳）であった。男
女別に比較したところ，男児において６～７歳頃と
１２～１３歳頃に２峰性のピークがみられた。一方で，
女児ではピークがみられなかった（図１）。

③ 受傷月
月別にみた骨折患者数は５月と９～１０月に多くみら
れた（図２）。

④ 受傷原因
スポーツ中の受傷が２９．５％（７７／２６１例）と最も多く，
そのうちサッカー（３７例）やバスケットボール（７
例），柔道（６例）などのコンタクトスポーツで多
くみられた。次いで交通事故 １９．５％，転倒や打撲
などの日常生活動作時 １８．０％，遊戯中 １５．３％で
あった（図３）。

⑤ 受傷部位
２９７骨折のうち，上肢骨折 ７６．４％（２２７／２９７例），下
肢骨折 １２．８％（５８／２９７例）と上肢骨折は下肢骨折の
約３．９倍であった。このうち，肘関節周囲骨折６０．８％

（１３８／２２７例），手関節周囲骨折 ２０．７％（４７／２２７例），
前腕骨骨折 ８．３％（１９／２２７例）であった。受傷側は
左 １４９骨折，右 １４４骨折，その他（椎体・骨盤など）
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図１：受傷時年齢と性差

図２：受傷月の推移

図３：受傷原因
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４骨折であり，明らかな左右差はなかった（図４）。
⑥ 来院形態

２６１症例のうち，紹介受診が５８．２％（救急外来へ紹
介 ３３．７％（８８例），整形外科外来へ紹介 ２４．５％（６４
例）），直接救急外来を受診・救急搬送が３９．８％（１０４
例）であった（図５）。

⑦ 治療法
２６１症例のうち，手術例は８９．３％（２３３例）であり，

保存的治療となったのは１０．０％（２６例）であった（図
５）。

⑧ 術後合併症
術後合併症（保存的加療含む）は１．９％（５／２６１例）
であった。うち偽関節 １例，神経麻痺 ２例，創部
感染 ２例であり，いずれも後遺症なく治癒した（図
５）。

図４：受傷部位

図５：来院形態・治療法・術後合併症
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考 察

これまでの報告と比較して，手術の割合は高いものの，
男女比や上下肢比などは概ね同様の結果であった（表１）。

受傷時年齢では，男児は６～７歳と１２～１３歳でピークが

みられた。これらの時期について，これまでの報告にあ

るように４，５），幼稚園から小学生，小学生から中学生と

生活環境が大きく変化するためと考えられた。受傷月は

５月，９～１０月に多くみられた。これらの傾向について

もいくつか報告があり，原因として日照時間や気候との

関連性６）やスポーツシーズンの開始時期の影響２，７），生活

環境の変化３）などが挙げられる。

受傷原因ではスポーツ，特にコンタクトスポーツが多

かった。スポーツによる小児骨折ではサッカー，ラグビー，

バスケットボールなどのコンタクトスポーツで多いとの

報告がある８）。本結果を基に，コンタクトスポーツの指
導者へ骨折率が高いことを啓蒙することは重要と思われ
る。

受傷部位は上肢骨折のうち肘関節周囲骨折が約６０%，
手関節周囲骨折が約２０％を占めた。これまでの報告では
手関節周囲骨折が最も多い（橈骨遠位端骨折など）とす
るものが大半であり，本症例は異なる傾向であった（表
２）。これについては，次に示す高い手術率の関連が示
唆される。つまり，保存的治療になることも多い手関節
周囲骨折ではなく，手術が必要とされる肘関節周囲骨折
が当院を受診することが多いためと考えられた。特に上
腕骨顆上骨折は自家矯正が望めず観血的治療になる症例
が多く３），本症例で全骨折部位の２０．０％が上腕骨顆上骨
折であることからも肘関節周囲骨折症例が多くなったこ
とが原因と推察される。

来院形態では５８．２％が紹介受診であり，骨折症例のう

表１：他文献との比較

永沼ら２） 小久保ら３） 井上ら１） 本報告

報告年 １９９９ ２００４ ２００９ ２０１９

Ｎ（人数） ３８９０ ７３９ ９７ ２６１

追跡期間（年） ２ ５ １ １０

施設数 １２３ １ １ １

男：女 ２．３：１ ２．３：１ ４．４：１ ２．１：１

上肢：下肢 ２．９：１ ３．８：１ ２．６：１ ３．９：１

手術の割合 ８％ １８％ ６４％ ８９．３％

紹介率 記載なし １７．６％ ７４．２％ ５８．２％

表２：部位別骨折頻度の他文献との比較

永沼ら２） 小久保ら３） 井上ら１） 本報告

橈骨遠位部
１８．０％

橈骨遠位端
２０．６％

橈尺遠位・骨幹端部
２０．２％

上腕骨顆上
２０．０％

手基節骨
７．３％

鎖骨
１６．６％

手基節骨
１０．１％

橈骨遠位・骨幹端部
１４．７％

上腕骨顆上
６．９％

上腕骨顆上
１１．５％

手末節骨
７．０％

上腕骨外側顆
１０．７％

鎖骨
６．７％

前腕骨幹部
８．８％

脛骨骨幹部
７．０％

橈尺骨骨幹部
５．４％

手中節骨
５．５％

脛骨骨幹部
６．４％

前腕骨骨幹部
Monteggia 骨折

５．０％

大腿骨骨幹部
５．０％
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ち８９．３％で手術を行った。他報告と比較しこれらの紹介
率や手術率は高いが，井上らは近隣施設から手術を要す
る症例が紹介されてくる可能性について言及している１）。
当院についても，周辺に整形外科医と麻酔科医が常勤し
ている施設は少なく，小児の緊急手術を行える数少ない
施設である。また，小児科が充実しており，小児救急全
体としても多く受け入れている。そのため，当院に保存
的加療が困難と診断された症例，つまり手術症例が紹介
され，紹介率や手術率が高くなるのは必然といえる。手
術可能な症例を適切に集約化するためには，開業医院と
密な病診連携や，２４時間緊急手術が行える現行体制の維
持・強化，地域における当院の役割について周知してい
くことなどが重要と考える。

当院での術後機能は良好であり，術後合併症として創
部感染２例，一過性神経麻痺２例，偽関節１例を認めた
が，再手術することなく治癒した（図５）。術後合併症
について詳細に検討した報告は渉猟することができな
かったが，上腕骨顆上骨折で１９．６％に合併症を認めたと
の報告もある９）。当院での手術待機日数は平均２．７日で
あり，早期の手術が行われている。これは当院が２４時間
救急患者受け入れ態勢をとっており，阻血や神経症状な
ど緊急手術が必要な症例は，躊躇なく手術を行える環境
にあることが寄与していると考える。

結 語

当院における過去１０年間の外傷性小児骨折について報

告した。今後はコンタクトスポーツに対する骨折予防の
啓蒙活動や，現在の診療体制の維持が重要と考える。
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The epidemiology of pediatric fractures in our hospital over the past 10 years
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SUMMARY

【Background】The epidemiology of fractures in children is not reported over the past１０years in
Japan. We investigated the epidemiology of pediatric fractures in our hospital over the past １０
years.

【Method】A retrospective analysis of fractures in children（０ to １５ years-old）between April 1,
２００９, and March３１,２０１９was undertaken. We excluded cranial and/or facial bone fractures.
【Results】We enrolled２６１children and２９７fractures. Mean age was８．９year-old, and７０．８％ was
boys. The highest cause of fractures is sports（２９．５％,７７／２６１children）, especially contact sports.
Referred children were５８．２％（１５２／２６１children）and operated children were８９％（２３３／２６１child-
ren）.

【Conclusion】Enlightment activities about fractures in sports and aggregation of children who needs
a operation may be important.

Key words : pediatric fractures, epidemiology
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