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１ 初めに 

 超高齢社会の到来に伴い、高齢者の脆弱性骨折が

増加している。脆弱性骨折とは骨粗鬆症などの骨強

度の低下により、軽微な外力により発生する骨折で

ある。全身のどの骨にも起こり得るが、脊椎椎体、

上腕骨近位（肩）、橈骨遠位（手関節）、大腿骨近位

（股関節）において発生頻度が高く、特に大腿骨近

位部の骨折は患者の ADL、QOL を著しく低下させ

るのみならず生命予後も悪化させることが知られ

ている。大腿骨近位部骨折治療の現状について概説

する。 

 

２ 大腿骨近位部骨折とは 

 大腿骨近位部骨折とは、大腿骨の近位部、すなわ

ち骨頭から頚部・大転子・小転子付近に発生する骨

折である。大腿骨頭骨折や転子下骨折の頻度は低く、

大半は大腿骨頚部骨折（Femoral neck fractures）

と大腿骨転子部骨折（Trochanteric fractures）で

ある。頚部骨折は、骨頭下から頚部に発生する骨折

であり、転子部骨折は、大転子から小転子の高位に

発生し、近位部（頸部）と遠位部（近位骨幹端）と

の連続が断たれる骨折である（図１）。両者は大腿

骨の頚部から転子部という狭い領域に発生する骨

折であり、更に実際には分類困難な骨折もあるが、

頚部骨折と転子部骨折を区別して治療する。それは、

両者の予後と治療法が異なるからである。頚部骨折

は転位型では骨癒合しにくく、癒合しても大腿骨頭 

 

 

図１ A 大腿骨頸部骨折と転子部骨折の発生部位、B 大

腿骨頸部骨折、C 大腿骨転子部骨折 

 

壊死から骨頭圧壊（Late segmental collapse）が発

生する頻度が高いので、高齢者では骨接合ではなく、
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人工骨頭置換術が選択されることが多い。これに対

して転子部骨折は適切な骨接合術を行えば骨癒合

することが多く、骨頭壊死の発生は少ない。本稿で

はこれらの骨折について述べる。 

 

３ 疫学 

 大腿骨近位部骨折は、墜落や交通事故などの高エ

ネルギー外傷で若年者に発生することもあるが、高

齢者が軽微な外傷で受傷することが圧倒的に多い。

日本整形外科学会関連病院における 1998 から

2000 年の 3 年間調査では、受傷原因として転倒が

74％を占めた 1)。もともと寝たきりで著しい骨萎縮

のある高齢者に、更衣や体位変換の際に骨折が発生

するといういわゆる“おむつ骨折”も発生している。

1999 年の新潟県での調査 2)では 65 歳以上の大腿骨

頚部および転子部骨折発生率（10 万人・年）は，

308.7 であった。この発生率を適用すると仙台市の 

65 歳以上の高齢者人口は、21 万 6,000 人余り

（2014 年）なので年間発生数は 670 程度と考えら

れる。2004〜2006 年までの 3 年間の鳥取県の調査

3)では性年齢階級別平均発生率（10 万人・年）は

70～74 歳，75～79 歳，80～84 歳，85～89 歳，90

歳以上が，男性ではそれぞれ 123.6，235.0，462.8，

895.9，1031.5 で，女性では 254.1，565.8，1241.3，

2142.3，2906.5 であり、女性に多く、年齢ととも

に発生率は増大していた。日本整形外科学会関連病

院における調査 1)では、47,853 例が頚部骨折，

61,632 例が転子部骨折だった．全体で転子部/頚部

骨折比は 1.3 であり、75 歳未満では頚部骨折が多

いが、75 歳以上では転子部骨折が多かった。 

 老年（65 歳以上）人口は 2005 年の 2,576 万人か

ら，第 2 次ベビーブーム世代が老年人口に入った後

の 2042 年に 3,863 万人でピークを迎えると予想さ

れている 4)。65 歳以上の大腿骨頚部および転子部骨

折発生率（10 万人・年）を少なめに 300 と仮定し

ても、2042 年には全国で 1 年間に 11 万例の大腿骨

近位部骨折が発生すると予想される。2010 年の本

邦の男性の平均寿命は 79.55 年、女性は 86.30 年で

ある。一方、健康上の問題で日常生活が制限される

ことなく生活できる期間として健康寿命が定義さ

れるが、2010 年の健康寿命は男性では 70.42 年、

女性では 73.62 年であった。平均寿命と健康寿命と

の差が日常生活に制限のある期間、すなわち介護を

受けて生活する期間であり、この期間は男性 9.13

年、女性 12.68 年であった。世界の最長寿国となっ

た今、自立して生活することできる期間である健康

寿命を延ばし、介護の必要な期間をできるだけ短く

することが求められている。厚生労働省の国民生活

基礎調査（2013 年）の結果から介護が必要となっ

た原因をみると、男性では脳血管疾患（28.4％）、

認知症（13.3％）、高齢による衰弱（10.3％）に次

いで骨折・転倒は 4 位（5.6％）であった。それに

対し、女性では骨折・転倒は認知症（17.1％）に次

いで 2 位（15.1％）であった。大腿骨近位部骨折は

転倒・骨折のかなりの割合を占めると考えられる。

従って、健康寿命伸延のためには本骨折が発生した

後の適切な治療も必要であるが、それ以上に予防が

重要である。超高齢社会の日本で、前述のように大

腿骨近位部骨折は増加の一途であり、本骨折への対

応は、個人の幸福のためにも、社会的・経済的視点

からも重要な課題である。 

 

４ 診断 

 転位のある大腿骨頚部・転子部骨折では，患肢が

短縮・外旋しており，著しい運動痛と運動制限を認

める。転位のわずかな骨折であっても、受傷機転を

十分に問診すること、股関節前面や大転子などの局

所の圧痛と股関節の自動、他動での疼痛の誘発の有

無から本骨折を推定することは容易なことが多い。

しかし、近年増加してきた独居、認知症合併の患者

では受傷機転を同定できないこともある。 

 大部分の症例において骨折の有無については単

純 X 線撮影で診断可能である 5)。しかし、骨粗鬆の

強い大腿骨に亀裂程度の骨折が発生した場合には、

単純 X 線像では判定困難である。特に頚部骨折では、

受傷当初は非転位型であった骨折が、経過とともに

転位する（図２）と後述のように予後が悪化し、治

療法が変わるので、転位する前に確診する必要があ

る。頚部骨折の有無を判定するために MRI の撮像

が必要になる場合があり 6, 7)、骨折部位は T1 強調

像で低信号、T2 強調像または STIR 像で高信号と

して描出される（図３）。また、骨折転位の程度や 
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図２ A 転倒直後：外反し陥入した頚部骨折、転位はわず

か。B 受傷 3 週間後：転位が増大 

 

骨折型を評価して治療計画を立てるためにCTは必

須である。 

 

５ 大腿骨頚部骨折の分類 

 頚部骨折を評価するために、Garden8)の分類が現

在でも広く使用されている（図４）。Garden 分類は

単純 X 線正面像における骨折転位の程度に基づく

分類であり、非転位型である stageⅠ、stageⅡから、

転位型である stageⅢ、stageⅣに分類されるが、検

者間の一致率の低さが指摘されており 9)、４つに細

分せずに単純に非転位か転位か、だけを考慮する場

合も多い 10)。骨接合術を行った場合の骨癒合率は、

非転位型で 100-95％、転位型で 86-97％である 11, 

12,13)。大腿骨頭の骨組織は内側大腿回旋動脈の頚部 

 

 
図３ A 転倒直後 単純 X 線股関節正面像：骨折を捉える

ことは困難。B CT 股関節前額断像：頸部外側の骨皮質が

不連続であり、なんとか骨折を診断可能。C MRI T１強

調股関節前額断像：頚部の近位外側から遠位内側に向かう線

状の低信号領域が捉えられた。D MRI T２強調脂肪抑制

股関節前額断像：頚部の近位外側から遠位内側に向かう線状

の高信号領域が捉えられた。 

 

を上行する枝によって栄養されている。頚部・近位

部に骨折が発生すると、この血管が損傷されるため

大腿骨骨頭の骨壊死（大腿骨頭壊死）が発生する危

険がある。骨頭壊死（図５）は骨癒合後も発生し、

非転位型で 6-21％、転位型で 34-57％と報告されて 
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図４ 大腿骨頸部骨折の Garden 分類 A stage Ⅰ：骨頭

下の不完全骨折、骨折部で外反、陥入。B stage Ⅱ：骨頭

下の完全骨折、転位無。 C stage Ⅲ：骨頭下の完全骨折、

部分的な転位。D stage Ⅳ：骨頭下の完全骨折、完全転位。 

 

いる 11, 12)。骨壊死部は正常骨より脆弱なので圧壊

（Late segmental collapse）（図６）し、骨頭変形

をきたし、関節症へ進行する。初診時に非転位型で

あれば、時間が経過して転位型に進行する前に骨接

合術を行う必要がある。 

 

６ 大腿骨転子部骨折の分類 

 転子部骨折では、単純 X 線正面像における骨折転

位の程度に基づく Evans14)の分類（図７）や

Jensen15)の分類が使用されることが多い。これらは、

安定した骨折整復を得る可能性と、二次的な骨折転

位の危険性についての目安となる。近年、骨接合術

において、骨片間の接触と安定を得るために、術前

に骨折部の状態を詳細に把握しておくことの重要

性が強調され、単純 X 線正面像のみでなく側面像も

考慮に入れた分類（図８）や 16)、CT による骨折型

の分類（図９）17)が提案され使用さるようになった。 

 

７ 治療 

 大腿骨頚部骨折と転子部骨折の治療目標は寝た 

 

図５ A 転倒直後 単純 X 線股関節正面像。B 骨接合術

後 単純 X 線股関節正面像：整復してハンソンピンで内固

定。C 骨癒合後、固定材料除去術後 単純 X 線股関節正面

像：大腿骨頭内側部に骨硬化像が見られる。D 固定材料除

去術後 MRI T１強調股関節前額断像（健側の反転像）。E 

固定材料除去術後 MRI T１強調股関節前額断像：大腿骨

頭内側部に帯状の低信号領域に囲まれた高信号領域が見ら

れる。F 固定材料除去術後 MRI T２強調脂肪抑制股関

節前額断像：大腿骨頭内側部に帯状の高信号領域に囲まれた

低信号領域が見られる。 
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図６ A 転倒直後 単純 X 線股関節正面像：転位した大腿

骨頚部骨折。B 骨接合術後：sliding hip screw で内固定。

C 骨癒合後、固定材料除去術後。D 受傷後３年：骨頭壊

死とそれに伴う骨頭圧潰が見られる。 

 

 

図７ 大腿骨転子部骨折の Evans 分類 14） 

 

 Subtype A        Subtype B        Subtype C 

図８ 生田の分類 16) 

 

 
図９ 中野の分類 17) 

 

きりにしないこと、受傷前の状態へできるだけ早期

に復帰させることである。受傷前から車椅子移乗も 

不能であった患者については、介護における疼痛緩

和が目標となる。現在、これらの骨折に対して、長

期間の臥床を強いることになる下肢牽引療法を適

応することはほとんどない。受傷前に自立歩行可能
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であった患者に対しては、可能なかぎり早期に手術、

離床、機能訓練を行うことが原則である。 

 

８ 頚部骨折の治療 

 非転位型骨折であっても、手術を行わず牽引や安

静などの保存的治療を行うと，14〜46%に癒合不全

となり偽関節を生じるので 18, 19)、全身状態が手術

に耐え得る症例には手術を行った方が良い。 

 頚部骨折に対する手術として骨接合術と人工骨

頭置換術（図 10）の 2 つの選択肢がある。両者を 

 

 

図 10 A 転倒直後 単純 X 線股関節正面像：転位した大

腿骨頚部骨折。B 人工骨頭置換術後 単純 X 線股関節正面

像。C 人工骨頭 

 

比較すると、骨接合術は手術時間が短く、出血量も

少なく 20）、インプラントも安価（骨接合の固定材

料は20万円程度、人工骨頭は40万円程度）である。

人工骨頭置換術では長期的に人工骨頭と母床であ

る大腿骨骨幹部と間に緩みが生じる危険がある。従

って、骨癒合の可能性が高く、骨頭壊死の発生も少

ないと見込まれる非転位型については、骨接合術を

選択する。前述のように、非転位型骨折も経過とと

もに転位が進行し、転位型になるので、転位する前

に骨接合術を行う必要がある。骨接合に使用される

固定材料として、ハンソンピン， cannulated 

cancellous screw，sliding hip screw などがある。

頚部骨折全体として評価すると各内固定材料間で

骨癒合、合併症に有意差は無いが 21)、骨折型によっ

て最適な材料を選択する必要がある。術式の詳細に

ついては本稿の目的ではないので他書に譲る。 

 転位型の大腿骨頚部骨折に対する骨接合術と人

工骨頭置換術の治療成績を比較すると、人工骨頭置

換術では骨接合術に比べて、手術時間、出血量、輸

血量ともに有意に多いが 20)、死亡率、歩行能力など

の機能に有意差はないと報告されている 22, 23)。し

かし再手術率は骨接合術で有意に高い。Parker ら

20)は転位型大腿骨頚部骨折 455 例の治療において

人工骨頭置換術群（229 例）と骨接合術群（226 例）

にランダムに割り付けた結果、人工骨頭群では 15

例で再手術が実施され、骨接合術群では 77 例で骨

癒合に失敗し、11 例に骨頭壊死が発生し、合計 90

例 111 回の再手術が実施されたと報告している。若

年者に人工物置換を行うと、10～20 年後にインプ

ラントの再置換、更には再々置換が必要となり、そ

のたびに手術の難易度が上がるので、転位型骨折に

対しても、癒合率の低さや骨頭壊死の危険は承知の

上で骨接合術を選択することが多い。しかし、高齢

者の転位型骨折では、再手術を避けるために人工骨

頭置換術を選択することが多い。 

 

９ 転子部骨折の治療 

 転子部骨折では、適切な骨接合術を行えば殆どの

骨折で癒合し、偽関節・骨癒合不全の発生率は 0.5

〜2.9%である 24, 25)。骨頭壊死から圧壊に至る率は

0.3〜1.2%と低い 26)。転位した大腿骨転子部骨折で

は手術により、保存療法と比較して変形なく治癒す

る可能性が高くなり、入院期間が短縮され、活動性

が維持され、受傷時居住場所への復帰率が高いと報

告されている 27)。そこで、身体状況が許せば、でき

るだけ早期に骨接合術を行う。 

 高齢者は受傷後早期に歩行練習を開始しないと、

歩行能力の再獲得は困難であり、加えて若年者のよ

うに患肢を免荷しての歩行練習は困難であるので、

骨癒合していない術直後のリハビリからの全荷重

負荷に耐えうる内固定が必要である。骨折を固定す

るための内固定材料として様々なものがあるが、

sliding hip screw（CHS タイプ）と short femoral 

nail（Gamma タイプ）（図１１）が代表的であり、

成績が安定している。sliding hip screw では大腿骨

近位骨幹端外側骨皮質にねじ止めしたプレートの

近位端から骨頭骨片に向かってラグスクリューを

挿入する。short femoral nail では大腿骨近位骨幹
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端の髄腔に挿入された髄内釘を通して骨頭骨片へ

ラグスクリューを挿入する。転子部骨折全体で評価

すると、sliding hip screw と short femoral nail を

比較して成績に大きな差はみられない 28, 29)。個々

の転子部骨折に対してより効果的な固定材料を選

択しようとすると、sliding hip screw は、大転子、

小転子の粉砕が殆ど無い頚部から転子部の境界に

発生する骨折（頚基部骨折）に適しており、short 

femoral nailは骨頭～頚部の骨片と骨幹端の骨片の

間の粉砕した不安定な骨折に適している。以前は、

short femoral nail の lag screw を骨頭骨片の至適 

 

 

図 11 A 転倒直後 単純 X 線股関節正面像：大腿骨転子

部骨折 Evans type I, comminuted, B 骨接合術後 単純

X 線股関節正面像：short femoral nail（Gamma nail）で内

固定 

 

な位置に挿入しておけば、不安定型の骨折であって

も、整復位は保持されるとの考えがあった 30)。しか

し、粗鬆骨の骨頭は、ラグスクリューのみでは保持

困難で再転位を防ぎきれなかったので、最近は固定

材料の適切な位置への挿入と同時に、骨片自体の接

触と安定に注意を払い、これを得るための整復操作

をより厳密に行うという概念 31, 32)が普及した。診

断、分類の項にも述べたが、CT で骨折の状態を詳

細に把握して術前計画を立てる必要がある。 

 

１０ 予後 

 骨癒合率や骨頭壊死率については分類の項に述

べた。ここでは合併症、機能予後、生命予後につい

て触れる。 

 高齢者が大腿骨近位部骨折を受傷すると、体動困

難となり長期臥床を強いられ、骨折部での出血に対

して体全体としては凝固過剰へ傾くので、深部静脈

血栓症、・肺塞栓症のリスクは最高レベルとなる。

大腿骨近位部骨折の受傷から治療における期間の

下肢深部静脈血栓症の発生率は 5.7-50％ 症候性

肺塞栓症の発生率は 0.56-3.8％と報告されている 33, 

34)。頭蓋内出血などの出血に伴う禁忌が無い限り、

弾性ストッキングの装着に加えて受傷後早期から

抗血栓剤を投与する。加えて、受傷から手術までの

待機期間が 48 時間以上遅れた場合に深部静脈血栓

症の発生率が高くなることが知られているので 35)、

できるだけ早期に手術を行うことが望ましい。 

 若年者では大腿骨近位部骨折単独であれば生命

の危険は稀である。しかし、高齢者では本骨折は生

命の危険を伴う。高齢者の大腿骨近位部骨折の術後

早期（入院中～6 ヵ月以内）の死亡率は 6％程度で

あり、死因として肺炎と心不全が多い 36, 37, 38）。術

後 1 年の死亡率は 10％強であり 38, 39）、年齢ととも

に死亡率は高くなり、黒住ら 39)は 60 歳以上で 8.3%，

70 歳以上で 9.8%，80 歳以上で 12.5%，90 歳以上

で 17,4%であったと報告している。 

 死亡率に影響を与える他の因子として、男性が女

性の 2 倍，認知症の合併者が認知症のない人より

1.9 倍死亡する確率が高かったとの報告がある 40）。

手術の時期も死亡率に影響することが知られてい

る。受傷後 2 日以内に手術した患者はそれ以降に手

術した患者と比較して、術後 6 ヵ月、1 年の死亡率

が低い 41, 42)。Zuckerman ら 43)は受傷前，歩行可能

で自宅生活を行っていた 65 歳以上の患者 367 例の

大腿骨近位部骨折では，入院後 2 日以内に手術を行

った群（267 例）が 3 日以降に手術を行った群と比

較して，術後 1 年以内の死亡率が 1/2 であったと報

告している。 

 高齢者で心疾患や糖尿病などの併存症のある患

者がほとんどである。性別や受傷前の状態などを変

えることはできない。しかし、可能な限り受傷後早
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期に手術をすること、肺炎などの合併症に対して効

果的な予防と最善の治療を行うことで、死亡率を低

下させることができる。術前に併存症を治療するこ

とで手術のリスクが軽減するのであれば、それを優

先して手術を待機すべきであるが、そうでなければ

十分な説明と同意の上に、できるだけ早期に手術を

行うべきである。 

 適切な手術を行い，適切な後療法を行っても，高

齢者ではすべての症例が受傷前の日常活動レベル

に復帰できるわけではない。受傷前の歩行能力に回

復するのは 48～67%である 38, 44）。歩行能力が低下

する因子として、高齢（80 歳以上）、認知症、反対

側の近位部骨折の既往、リハビリ開始時期の遅れ（6

日以降）などが挙げられている 38, 45）。 

 

１１ 今後の展望 

 予後の項に述べたが、高齢者の大腿骨近位部骨折

の治療において、受傷直後から術後のリハビリテー

ション期まで、骨折そのものの治療と同時に、内科

的併存症の管理・治療が必要である。骨折治療に専

門性が求められるように、高齢者に最新、最適な内

科治療を提供するためには、老年内科学の専門知識

と経験が必要である。欧米では、高齢の整形外科患

者を扱う病棟には専属の老年内科専門の主治医が

おり、整形外科主治医と共同で治療にあたっている

46）。本邦でも同様の多職種協働による高齢者大腿骨

近位部骨折治療の取り組みが開始されている 47)。 

 高齢者に大腿骨近位部骨折に代表される脆弱性

骨折が発生すると、それだけで骨粗鬆症と診断され

る 48)。1 回脆弱性骨折が起こると、2 回目、3 回目

の発生頻度が高いことが知られている 49, 50, 51)ので、

大腿骨近位部骨折の患者に対して新規骨折発生の

予防の取り組みが必須である。脆弱骨折に対する予

防の取り組みとして、骨粗鬆症治療、転倒防止のた

めの運動療法 52, 53)（日本整形外科学会が提唱する

ロコモ体操など）、ヒッププロテクターなどの保護

用具の使用 54)などがある。骨粗鬆症の治療では、食

事と運動に加えて骨粗鬆症治療ガイドラインに基

づいた薬物療法 55, 56)が必要である。しかし、現状

では大腿骨近位部骨折受傷後の骨粗鬆症の治療率

は低く 57)、Hagino ら 58)は大腿骨近位部骨折患者の

手術 1 年後の骨粗髪症治療薬服用率は 18．7％であ

ったと報告しており、今後の取り組みが求められて

いる 59, 60)。 

 

１２ まとめ 

 超高齢社会の本邦では、高齢者の大腿骨近位部骨

折は増加の一途である。本骨折は患者の ADL、QOL

を著しく低下させるのみならず生命予後も悪化さ

せる。死亡率を低下させ、機能低下を防ぐために、

早期手術と内科的併存症の適切な管理・治療が重要

である。 
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