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後天性の腰部脊柱管狭窄症

(SLR試験正常で､両側性の間欠破行を呈する患者）

に伴う自覚症状(下肢瘻痛､下肢しびれ）

および歩行能力の改善に…
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誘導体製剤オパルモン錠に

効能･効果が追加されました。
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経口プロスタグランジンE1誘導体製剤

爵羅驚オパ皿モコ髄.…
OPALMON ﾘﾏプﾛｽﾄｱﾙﾌｱデｸｽ錠’

禁忌（次の患者には投与しないこと）

妊婦又は妊娠している可能性のある婦人（｢妊婦、産婦、授乳婦等への投与｣の項参照）

■効能・効果1.閉塞|唯血栓血管炎に伴う潰瘍、柊ｿ市および
冷感などの虚I(IL'|'|蒲症状の改靜2．後天性の腰部脊柱管狭窄ｿ,iミ

(SLR試験11識で、1両jillll性の間欠雌ｲj･を呈する忠者）に伴う自覚
症状(下肢柊涌、下肢しびれ）および歩行･能力の改無

■用法・用量’.閉塞件巾梓巾管炎に伴う潰瘍、蓮痛および
冷感などの虚血性諸症状の改善には通常成人に、リマフ｡pス

トとして1113()"gを31''1に分けて雑11"Jj-する。2.後天性の
腰部脊柱管狭窄症(SLR試験正常で､両側性の間欠破行を呈する

患者)に伴う自覚症状(下肢瘤痛､下肢しびれ)および歩行能力の改

善にはjml:i*成人に、リマフ，ロストとして1u15"gを31Ⅱlに分
けて維lll"j･する。

■使用上の注意（抜粋）1.慎重投与(次の患者には慎重に
投与すること)(l)IIII1lill{上IIIf'lのある態褐･[,1111血を助長するおそれ
ｶある｡](2)J)'Llill小板向'1，血栓祷解剤、抗凝血剤を役リ'|!の患特
(｢ｷllﾉﾉ:作川」のｴ典参照)2.重要な基本的注意(1)腰部脊柱特狭窄
疵に対しては、症状の経過観察を行い、漫然と継続投ﾉﾉｰしないこ

と。(2)腰部脊桃管狭窄症において、手術適応となるような砿症例
でのｲj効性は確立していない。

3．相互作用併用注意（併用に注意すること）

す る こ と に よ り 出 血

慨 向 の 増 強 を き た す

おそれがある。

観察を｜-分にイj-い、

用城を『淵節するなど
注意すること。

を抑制するため、噸

似の作〃jを持つ薬剤

を併月Iすることによ

り作〃Iを塀強するこ

とがザえられる。

アスヒ・リン、

チクロヒジン、

シロスタ､ノール

血栓溶解剤
ウロキナーゼ

抗凝血剤

へ′fリン、
ワルフフ・リン

4．副作用く閉塞’件巾桿血管炎に伴う潰瘍､瘻痛および冷感など
の虎巾'件諸症状の改善〉副作用集計の対象となった4,582例!'1
184例(4.()2%)に249件のM1作川が認められた。主なものは1，.痢

49件(l()7%)、悠心・UIm菰・暇吐22件(0.48%)、潮紅・ほてり221'|:

(().48％)、発疹17件(().37％)、腰部不快感･心衛部不快感181'|･(().39

％)、11期1W･心揃部ｿIw15件(().33％)、頭ﾘ南･蜆填141'｜(().31％)、AS~l、

(GOT）・ALT(GPT）の上昇弊の肝機能異常12件(().26％)、食欲

ｲ《賑1()11･(().22%)などである。(II畷盃終｣-M:)<後天性の腰部脊

柱管狭窄症(SLR試験正常で、両側|生の間欠破行を呈する患者）

に伴う自覚症状(下肢瘻痛､下肢しびれ)および歩行能力の改善〉
Mll作川集I;|､の対象となった373例中34例(9.12％）に54件のMll作

川が!懇められた。主なものは胄部不快感8件(2.14%)、発疹61'|：

(1.61％)､蚊ｿ1，．頭雨4件(1.07％)､下痢4件(1.()7%)､黄I(11.3例

(().80％）などである。(ﾉ侭認時）

●その他の使用上の注意等、詳細は製品添付文書を

ご覧ください。

|臨床症状･措置方法｜機序・危険1人I子｜
|これらの薬剤と併用｜本斉ﾘは血小枕縦集能’

｜薬商リ名等

|抗血小板剤

製造発売元

資料請求先

0MO
小野薬品工業株式会社
〒541-8526大阪市中央区道修町2丁目1番5号
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第4S回 日本手の外科学会の開催にあたって

会長吉津孝衛
（(財）新潟手の外科研究所理事長）

第45回日本手の外科学会学術集会を平成14年4月11日（木),12日（金),13日（土）

の3日間，新潟市において開催させていただくことになりました．1957年に天児民和教授

を第1回会長として本学会は発足いたしましたが，恩師であります河野左宙教授が1960年

に第4回会長として，田島達也教授が1972年に第15回会長として主宰され，新潟大学に

とってこの学会は非常に縁が深い学会であります．日手会変革の流れにより1999年に理

事長制が導入され，新しい日手会へと変動し始めた時期に，多方面にわたる諸先生方から

の御支援により，この伝統ある学会を主宰させていただきますことは，手の外科研究所な

らびに新潟大学整形外科の同門にとりまして，この上ない栄誉であります．次世代への新

しい流れに向かうなか，その責任の重大さに身の引き締まる思いであります．本来ならば，

日本の手の外科のパイオニアの御一人であります田島達也先生と御一緒に，新潟手の外科

研究所主催でこの学会を開催することが夢でありました．しかし残念ながら御病気のため

に願いをかなえることができませんでしたが，一緒に開催しているとの強い想いを御理解

いただきたいと思います．

20世紀に多くの治療法が開発されましたが，それらの治療法が21世紀の次世代の後輩

に，確立された安心される“お土産”となりうるのかなどを幅広く再検討し，20世紀に

おける「手の外科」を総括することにより，新たな展望を示す一端になればと思い,"21

世紀へのお土産と挑戦になりうるか”を本学会のテーマに据え企画いたしました．演題募

集はインターネットのみとし，372題の演題が集まりました．従来の12人のプログラム委

員を51人とし，オンライン査読とするとともに，できるだけ多くの会員が発表できるよ

うに多施設より採用することに努め，335題（90％）を採用といたしました．また基礎演

題は全て展示とし，充分な理解と検討ができるようにいたしました．

特別講演として広島大学整形外科の生田義和教授には「手の外科における将来展望｣，

札幌医大整形外科の石井清一教授には「指屈筋腱損傷の修復と癒着の制御」と題して御講

演いただきます．今年は昨年の日手会会長でありました大阪市立大学整形外科の山野慶樹

教授を含め，この3人の先生方が退官されます．次への飛躍をお祈りいたします．招待講

演者は著名な3人の先生方で，京都大学再生医学研究所の開祐司教授に「体性幹細胞シ

ステムと組織再生一軟骨の再生修復一」と題して，最も最先端である再生医療の分野のお

－5－
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話しをお願いいたしました．海外からは2人の先生方を招待いたしました．米国から本年

2月にダラスで開催された第69回AAOSの会長でありますR.M.Gelberman教授に「Update

ontheBiologicalBasisfOrFlexorTendonRepair」を，スウェーデンよりG.Lundborg教授に

｢TheFumreofPe㎡pheralNerveSurgery」と，第一人者の先生方に最も得意としている分野

のお話しをしていただきます．大変に楽しみです．

シンポジウムは6題を企画いたしました．I,Ⅵで「本当に良いのか？－相対する治療

法を考える－」として，8つの疾患に対する相対する治療法を，多少デイベート的な方法

で検討していただきます．忌悼のない意見を引き出していただければと考えております．

Ⅱは最も難渋するPIP関節内骨損傷の再建例の検討，ⅢはNoman'sland内での屈筋腱縫合

後の早期自動屈曲・伸展療法は本当に良いのかを検討していただきます．Ⅳはビデオシ

ンポジウムで，指尖切断の被覆法を山野慶樹教授を中心に検討していただきます.Vは

神経欠損の架橋法，特に21世紀への挑戦すべき大きな問題である人工神経をとりあげま

した．どこまで検討できるのか大いに期待しています．

ランチヨン・セミナーは3題です．8人の開業医の先生方からの手の外科への熱い想い

を語っていただく「開業医大いに語る－その情熱と提言は－｣，中村純次先生より評判の

高い「手の外科における保険診療v」，佐々木孝先生，土井一輝先生より最先端の

｢MnimumlnvasiveSurgery」をそれぞれ講演していただきます．イブニング・セミナーは

2題です．薄井正道先生，藤哲先生に手の外科の基本である「手指の外傷性変形・拘縮」

を，中村俊康先生，木原仁先生に最も不明瞭な疾患の1つである「遠位僥尺関節不安定

症」に対し，それぞれの考えを述べていただきます．

関連学会・研究会として，第14回日本ハンドセラピィ学会(10日）では，日本大学整

形外科の龍順之助教授による「慢性関節リウマチ罹患手に対する外科的治療」の特別講

演を，第25回末梢神経を語る会（12日）では，国立精神・神経センター神経研究所の桜

川宣男先生に「羊膜細胞の神経再生医療の応用と期待」を，東京大学医学系研究科分子

細胞生物学専攻細胞生物学・解剖学の廣川信隆教授には「神経機能の要，モーター分子

群KIFs:遺伝子，構造，動態，機能および疾患について」と，末梢神経基礎の新知見に

ついてお話ししていただきます．期待していただきたいと思います．ざらに第40回手の

先天異常懇話会（12日)，第8回春期教育研修会（13日）が開催されます．

多くの企画を準備いたしましたので，多数の会員の御参加を心よりお待ちいたしてお

ります．柳都新潟の4月は春の息吹きに満ちております．昼の学会の疲れは，夜の新潟で

美味しい地酒を飲みながら癒しましょう！

－6－
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1．参加者へのお知らせ

1．参加登録

新潟市民芸術文化会館2階ロビーの総合受付で4月11日（木）・12日（金）とも午前

8：00より受付を開始いたします．本誌巻頭綴じ込みの参加申込書に必要事項をご

記入のうえ，参加費15,000円を添えてお申し込みください．登録後は参加登録章を

必ずお付けくだきい、参加登録章を付けていない方の入場はお断りいたします．

なお，併催学会，春期教育研修会の受付も2階ロビーで行っております．

※第8回春期教育研修会については，4月13日（土）午前8：30から新潟市音楽文化

会館でも参加登録の受付を行います．

2．年会費

総合受付の日本手の外科学会事務局へ納入してください．新入会申込も受付けてお

ります．所定の申込書に記入後，入会申込金2,000円を添えてお申し込みください．

3．クローク

新潟市民芸術文化会館2階に設置いたします．

4．呼び出し

緊急の場合のみ各会場でスライドによる呼び出しをいたします．総合受付へお申し

出ください．

5．掲示板・伝言板

総合受付付近にご用意いたします．ご自由にご利用ください．

6．昼食

ランチョンセミナーおよび手の先天異常懇話会には昼食の用意をいたします．なお，

会場周辺には食事できる場所が限られております．

7．抄録集

会員は必ずご持参<だきい、当日は実費で販売いたしますが，部数が限られており

ます．

8．本学術集会に関するアンケート

参加登録時にお渡ししますので，お帰りの際必ず記入し，アンケート回収箱にお入

れください．
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2．発表者へのお知らせとお願い

口演発表

1．スライドについて

1．予め指定された演者以外のPCプレゼンテーションは受付られませんのでスライ

ドをご用意ください．

2．一般口演のスライド映写はすべて単写です．

3．スライドは35mm判とし,50mm×50Ⅲ皿の標準マウントに入れてください．

各会場とも縦スライドの使用はご遠慮ください．

4．スライドの枚数は必要最小限にまとめ，同じスライドを2回以上使用される場合

はその回数分ご用意ください．

5．スライドはスライド受付で所定のホルダーに入れて試写のうえ，口演の30分前

までに提出してください．

6．口演中のスライドの進行は演者の合図によって行います．備え付けのブザーボ

タンを押してお知らせください．

7．映写中，高熱のためスライドを傷めるおそれがございますので，大切なスライ

ドは複写してご使用ください．

8．口演が終了しましたら速やかにスライド受付でスライドをお受け取りください．

9．スライドは当日分に限り受付いたします．翌日のスライドは受付いたしません．

3．口演時間

一般演題は口演5分．討論3分です．

その他の演題は予め指定された時間を厳守してください．

4．口演終了の合図

発表時間の終了1分前を青ランプ，終了を赤ランプでお知らせします．

5．次演者

次演者は，前演者が登壇されましたら次演者席で待機してください．

ビデオ演題

1．発表時間

ビデオ演題の発表時間は7分，討論は3分です．

シンポジウムⅣは発表7分，討論は座長に一任してあります．

2 ．規格

VHSあるいはS-VHS(音声付）をご用意ください．ビデオカセット・カセットケー

スには演題番号，氏名，所属をご記入ください．

※著作権の問題がありますので,BGMはご自身で作曲・演奏されたものか著作権フ

リーのもの以外はご使用にならないようお願い申し上げます．
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3．受付

発表30分前までに受付へ「頭出し」を行ったうえで提出してくだきい、

4．ビデオライブラリー

発表後のビデオは事務局でお預かりします．後日，日手会教育研修委員会で内容を

検討させていただいたうえで，ビデオライブラリーに加えさせていただくことがあ

りますので，予めご了承ください．

ポスター演題

1．設営および撤去

設営時間4月10日（水）16：00～17：00または4月11日（木）8：00～9：00

撤去時間4月12日（金）15：00～17：00

指定された討論時間が終了しても，上記撤去時間までは撤去しないでください．な

お，撤去時間を過ぎても撤去されなかった展示物は不要なものとみなし処分いたし

ます．

2．演題発表用ボードについて 20cm70cm

＜ －し一

演題No． 演題名，所属，演者名

180cm

本文

灘鱒鯉襲蝋二"e"1
さい（縦20cm,横70cm).

演題番号は事務局で用意します．

見やすい展示を心がけてください．

ポスターはチミェスピンで貼り付けてください．

チェスピンは会場内に用意しております．

セロハンテープ，糊による貼り付けはご

遠慮ください．

3．発表について

発表，討論は座長の指示により行ってく

ださい．7 こさい．－
90cm

発表時間は3分．討論3分です．

発表者は，セッション開始予定時間の10分前にはポスター会場受付にお立ち寄りの

うえ，ご自分のポスターの前に待機してください．

4．優秀ポスタ一貫について

ご発表いただいたポスター演題の中から，優秀な1演題に対し表彰を行います．

優秀賞は4月12日（金）14：30にポスター会場に掲示し発表いたします．

表彰は閉会式で行いますので，受賞者の方は総合案内までお立ち寄りいただき，閉

会式まで待機ねがいます．
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3．座長および発言者へのお知らせとお願い

座長へのお願い

1．担当セッション開始時刻の10分前（ポスター演題は15分前）までに，各会場の

スライド受付にご連絡のうえ，次座長席にご着席ください．

ポスター演題はポスター会場前の受付にお申し出ください．

2．進行は時間厳守でお願いいたします．

発言される皆様へ

座長の指示に従い所属1．予めマイクの前に立って，座長の

言してください．

2．単なる追加発言はご遠慮ください．

－14－
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4．教育研修講演受講者へのお知らせ

日本整形外科学会教育研修単位

1．受講数に制限はございませんが，専門医（資格継続のために取得できる単位）・

研修医（認定医申請時に必要となる単位）とも会期中に取得できる単位は6単位

までです（春期教育研修会4単位および末梢神経を語る会2単位は別途取得可能

です)．

2．受講単位は1演題(1時間）につき1単位です．

申込み方法

1．教育研修講演受付で本誌巻頭綴じ込みの申込書に必要事項をご記入のうえ，受

講料(1演題1,000円）を添えてお申し込みください．

受講証明の不要な方の受講料は不要です．

2．受講料は講演中止などの理由以外では払い戻しいたしません．また受講証明書

や領収証を紛失された場合も再発行をいたしません．

3．教育研修講演受講のためだけに入場される方も，学術集会参加費が必要です．

受講証明書

受講証明書は必要事項をご記入のうえ，［日整会保存用］を講演終了後，会場出口

で係員にお渡しください．また当該講演終了時の会場出口以外での提出は認められ

ません．

研修医の方の受講について

1．研修手帳を必ずご持参ください．研修手帳を忘れた場合は受講証明はできません．

2．教育研修講演受付で申込書に必要事項をご記入のうえ，受講料（1演題1,000円）

を添えてお申し込みください．

3．受講料は講演中止などの理由以外では払い戻しいたしません．

4．研修手帳に必要事項をご記入のうえ，各会場入口付近の研修医受付に研修手帳

をご提出ください．講演終了後，主催者印を押印のうえ，手帳をご返却いたし

ます．
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5．理事会・評議員会・総会のお知らせ

第3回理事会

日時：4月10日（水）11：30～15：00

会場：ホテルオークラ新潟4階白烏の間

〒951-8053新潟市川端町6-23TELO25-224-6111

評議員会

日時：4月10日（水)15:30～18:00

会場：ホテルオークラ新潟4階末広の間

総会

日時：4月11日（木）13：15～14：10

会場：第2会場（新潟市民芸術文化会館2階）

6．併催学会のお知らせ

第14回日本八ンドセラピイ学会学術集会

日時：4月10日（水）9：30～16：00

会場：新潟県民会館小ホール（日手会会場の隣）

参加費：医師無料（抄録集代は別途500円いただきます）

セラピスト5,000円（抄録集代含む）

※本会参加のセラピストは日本手の外科学会学術集会にも参加できます．

第25回末梢神経を語る会

日時：4月12日（金)18:30～20:30

会場：第2会場

参加費：1,000円

※軽食をご用意します．

第40回手の先天異常懇話会

日時：4月12日（金）13：00～14：00

会場：第3会場

参加費：1,000円

※昼食をご用意します．
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了．日本手の外科学会第8回春期教育研修会のお知らせ

日整会教育研修単位が認定されております．

日時：4月13日（土)9:00～16:00

会場：新潟市音楽文化会館

参加費：参加費2,000円

※受講単位が不要の場合でも，参加費の納入は必要です

受講料：午前の部2単位（完全受講）2,000円

午後の部1単位（演題4）1,000円

l単位（演題5）1,000円

日本形成外科学会専門医は本研修会参加により4点の単位が取得できます．

教育研修会領収書が参加証となりますので，大切に保管してくだきい，

1．9：00～9：50

2．10：00～10：50

3．11：00～11：50

4．13：00～13：50

5．14：00～14：50

6．15：00～15：50

プログラム

屈筋腱損傷の治療

青木光広札幌医科大学整形外科

母指CM関節の外傷と変形性関節症の治療

三浪明男北海道大学整形外科

上肢神経損傷の治療

池田和夫金沢大学整形外科

手指PIP関節損傷の治療

黒島永嗣帝京大学医療技術学部

整容を考慮した手の再建

柴田実新潟大学形成外科

リウマチ医からみたリウマチ手の治療方針

石川肇新潟県立瀬波病院リウ石川肇新潟県立瀬波病院リウマチセ

ンター

昼食：会場周辺には，食事ができる場所が限られておりますので，弁当の予約販売を行

います．ご希望の方は，4月12日（金）正午までに昼食代1,000円を添えてお申

込みください．
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B.日本手の外科学会教育研修ビデオライブラリー

下記ビデオはポスター会場（新潟市民芸術文化会館4階ギャラリー）で閲覧できます．

なお，希望者には実費（1本3,000円）で頒布いたしますので，事務局受付でお申込み

ください．

－18－

巻数 タイトル 講師 作成年度 時間

1 腱移行術 津下健哉 1999 35分

2 手の外科医に必要な皮弁の挙上法

僥側前腕皮弁

逆行性後骨間皮弁

外側上腕皮弁

鼠径皮弁

静脈皮弁

土田芳彦

福居顕宏

金谷文則

関口順輔

鈴木正孝

1999 37分

3 僥骨遠位端骨折に対する種々の手術的治療法

粉砕関節内骨折に対する創外固定および補助観血整復・骨移植術

IntrafOcalpinning法

僥骨遠位端骨折に対する創外固定法

斎藤英彦

外間浩

玉井和夫

1999 18分

4 鏡視下手根管開放術

法
法

１
１

噸
噸

０
Ｏ

Ｄ
△
Ｄ
呈

一
一

ｅ
Ｏ

伽
側

奥津一郎

木村 元

2000 26分

5 手関節鏡

手関節鏡の実際

手関節鏡視下手術の実際

僥骨遠位端関節内骨折の鏡視下整復・固定術

玉井和夫

塩之谷香

土井一輝

2000 30分

6 Dupuytren拘縮の手術

有茎血管柄付きDIP関節を利用した指PIP関節再建のコツ

福居顕宏

黒島永嗣

2000 26分

7 HerbertScrewによる舟状骨偽関節手術 井上五郎 2000 16分

8 腕神経叢損傷全型麻揮の再建手術:DoubleFifeeMuscleTransfer法(新版） 土井一輝 2001 50分

9 リウマチ手関節の手術 政田和洋 2001 21分

10 母指再建術

①母指化術による母指の再建

②足趾関節移植を用いた低形成母指の再建

川端秀彦

柴田実

2002

2002

分
分

０
０
１
１

11 母指再建術

③僥骨付き逆行性前腕皮弁による母指再建

④Wrap-aroundflap法

稲田有史

土井一輝

2002

2002

分
分

０
０
１
１

12 遊離筋膜脂肪弁移植を用いた先天性近位僥尺骨癒合症の授動術 金谷文則 2002 16分

13 手の外科手術手技（1） 哉
治

健
研

下
森

津
木

2002 68分

14 手の外科手術手技（2） 哉
治

健
研

下
森

津
木

2002 73分

15 手の外科手術手技（3） 哉
治

健
研

下
森

津
木

2002 72分

16 手の外科手術手技（4） 哉
治

健
研

下
森

津
木

2002 77分



9.日本手の外科学会雑誌投稿規程

1）本誌は投稿論文（学術集会発表論文，自由投稿論文)，依頼論文などを掲載し，年6回発刊する．

2）投稿論文の著者（共著者）は，本会会員であることを要する．

3）投稿論文は未発表のものであることを要し，掲載後は，本学会編集委員会の承諾なしに他誌へ

の転載を禁ずる．

4）論文の形式，体裁，枚数，および投稿は下記のとおりとする．

a)形式：和文論文の場合一ワードプロセッサーを用い,A4判用紙に横書き400(20×20)

字で作成する．

英文論文の場合一ワードプロセッサーを用い,A4判用紙の上下，左右に充分な余白を

とってダブルスペースで作成する．

和，英どちらの場合も，本文のフロッピーディスク（テキスト形式）を添付する．

b)体裁：

i)タイトルページには下記の項目を順序にしたがって記入すること．1)表題,2)

著者名，3）所属4)keyword(5個以内),5)連絡先（氏名，住所，電話番号・

FAX番号）【以上すべて和英併記】,6)論文分類区分（後記；註①より1個選択),

7）別冊希望数．

ii)本文は，緒言，材料および方法，結果，考察，結語，文献の順に記載する．

iii)図・表・写真はA4判用紙にはりつけ，その説明を別紙に記載する．

c)枚数：タイトルページ，本文，図・表・写真を合わせて35枚以内とする．ただし，症

例報告の場合は20枚以内とする．なお，図・表・写真は1枚につき投稿原稿1枚と数

える．詳細は15）を参照すること．

d)投稿：学術集会発表論文は原則として学会発表後3週間以内に事務局（後記）に提出

すること．自由投稿論文は随時，事務局で受け付ける．

5）論文は，常用漢字，新かなづかい，新医学用語を用い，かつ「整形外科用語集」「手の外科学用

語集」に従うこと．数量を示す文字は,cm,ml,1,gなどを使用する．文中の数字はアラビア

数字（1，2，3，……）を使い，人名はできるだけカナ書きを避け，原語で記載すること．

例Heberden結節,Vblkmann拘縮

6）著者の数は原則として5名以内とする．

7）論文のほかに，下記形式で抄録を添えること．

a)和文論文の場合

英文抄録:A4判用紙にダブルスペースで400語以内とする．

（題名は下記を参照のこと．また著者は全著者名をfullnameで記すこと）

例ANewSensoryFlapfOrReconstructionoftheSevereTiplnjury:

UniqueFIowNeurovascularlslandFlap

MasayukiSawaizumi,Seiichilshii,MasamichiUsui

b)英文論文の場合

和文抄録:A4判用紙に題名，著者名，所属とは別に800字以内とする．

c)抄録には，図表，等式，構造式の使用は避ける．

8）図および写真は正確，鮮明なものとし，図・表および説明文は和文論文であれば英文とする必

要はない．挿入箇所は，本文原稿の欄外に指定すること.）図，表の番号は，図1，図2…，表

1，表2…，あるいは,Fig.1,Hg.2…,Thblel,'Ibble2…，などを使用する．

9）学術集会発表論文は，できるだけ学術集会での質疑応答の内容をとり入れて作成する．
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10）引用文献は重要なものにとどめ，本文の最後にアルファベット順に並べる．本文中に見出し番

号を入れ，その記載法は次にしたがう．

a)雑誌

著者名（姓を先に）：表題．誌名，巻：ページ，発刊年．

雑誌名の省略は原則としてIndexMedicusの略称にしたがう.主・共著者が3名までの

場合は全員を記載し，4名以上の場合は4名以降を「ほか」または「etal.」で省略す

る．ページは論文の初めと終わりを書く．

例）三浦隆行，中村蓼吾，井上五郎ほか：中手骨先天異常の2型．日手会誌，

4：582-585,1987．

LinscheidRL,DobynsJH,BeckenbaughRI),etal.:Instabilitypatternsofthe

wrist.JHandSurg,6:682-686,1983.

b)単行書

著者名（姓を先に）：表題，編者，書名，版．発行地，発行者（社）：引用ページ，発

刊年．

例）津下健哉：手の外科の実際，第6版．東京，南江堂：441-459,1985．

HImerAK:Thedistalradioulnarjoint,In:LichnanDM,ed.TheWifistandits

Disorders・Philadelphia,WBSaundersCo:220-231,1988.

c)英文論文の場合，文献に引用する日本語論文は，表題を英訳し，雑誌名は所定の欧文

略記法があればそれを用いる．なければローマ字で書き，次に（）して英訳名をい

れ，末尾に(Japanese)とする．

11）和文論文の英文抄録，および英文論文は，できるだけ英語を母国語とする人による校正を受け

てから提出する．著者が希望した場合または査読委員からの要請があった場合は，事務局から

英文校正の専門家に依頼するが，その際の実費は著者が負担する．

12）初校は著者が行い，定められた期限までに書留便で返送する．なお，校正は，誤字脱字等の修

正だけで，新たな加筆，改編は認めない．

13）投稿論文はオリジナル1部のほかにコピー3部を添えて提出する．ただし写真はすべて焼き付

けしたものを提出する（コピーは認めない)．論文の採否については，評議員で構成される査読

委員による査読後，編集委員会においてこれを決定する．なお，編集委員会は，論文中の用語，

字句，表現などにつき著者の承諾を得ることなしに修正することがある．

14）投稿論文は当事務局へ到着した日を受付日，採用が決定した日を受理日とする．

15）掲載料は学術集会発表論文の場合，本文，図・表・写真を含めて4頁以内は17000円（原稿用

紙では約16枚）とし，これを超えるものは実費負担とする．ただし，図・表・写真は，4個ま

で無料とするが,これを超えるものは実費負担とする．自由投稿論文では10頁以内は1頁につ

き7000円とし,これを超えるものは実費負担とする．ただし図・表・写真は実費負担とする．ま

た他の手の外科関連学会の抄録などは1頁につき7000円とする．

参考・表は1表を1個と数える．

・複数の図・写真を組合わせて1個の図・写真とする場合は，各図・写真の左下にA,

B,Cの記号をロットリング,インスタントレタリングなどで記入した上で合成する．

（組合せ写真になっていない場合はそれぞれを1個と数える）

・1個の図・写真・表の大きさはB5判用紙におさまる程度とする．

・鉛筆下書きの図はトレース料として実費を徴収する．

16）別刷は30部までは無料とし，30部を超える場合は実費を徴収する．別刷は掲載料納入後に送

付する．

－20－



17）事務局 日本手の外科学会事務局

〒468-0063名古屋市天白区音聞山1013

有限会社ヒズ・プレイン内

Tbl:052-836-3511/Fax:052-836-3510

註①；論文分類区分

基礎的研究

A-1発生

A-2組織・解剖

A－3バイオメカニクス

B.臨床研究

B-1先天異常

B-2外傷・熱傷・凍傷

B-3骨折・脱臼・靱帯損傷

B-4筋・腱損傷

B-5神経損傷・血管損傷

B-6絞拒性神経障害

B-7痙性麻偉

B-8スポーツ損傷・障害

B-9化膿性疾患・リウマチ

B-10無腐性骨壊死

B-11退行性疾患

B-12腫瘍

B-13拘縮

B-14リハビリテーション

B-15手術手技一般

B-16機能再建術

B-17マイクロサージヤリー

B-18関節鏡

B-19画像診断

B-20その他

A、

筋・腱

神経

血 管

骨

関節

皮層

その他

４
５
６
７
８
９
０１

－
一
一
一
一
一
一

Ａ
Ａ
Ａ
Ａ
Ａ
Ａ
Ａ
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第45回日本手の外科学会学術集会日程表

器械展示
ホヮイエ

ポスター会場

4Fギャラリー
第1日目4月11日（木） 》

Ａ
》
オ

塞
壷

５
ス

第
一

一
Ｆ

－
２

第4会場
5F能楽ホール

第3会場
4FスタジオB

第2会場
2F劇場

第1会場
2Fコンサートホール

ポスター貼付

9：00９ 00－

０
０

５
０９

巳日今十

|ﾁ獄云エし
9：00

特別講演

く生田義和＞

＜石井清一＞

座長：玉井進

器
械
展
示

書
籍
展
示

ド
リ
ン
ク
サ
ー
ビ
ス

先
天
性

四
肢
障
害
児
父
母
の
会
展
示

10：00０
０

０
１

10

DRUJ

座長：水関隆也
1-4-1～5

10：00０
０

０
１

０１

ビデオ1

座長：鈴木克侍
1-5-1～3

屈筋腱1

座長：青木光広
1-3-1～4

舟状骨1

座長：瀧川宗一郎
1-2-1～5

０
０

５
０ 人工関節

座長：伊藤恵康
1-4-6～9

11：00シンポジウムI

本当に良いのか？

相対する治療法を考える

座 長：土井一輝

落合直之

l-SI-l～9

11
ビデオ2

座長：河井秀夫
1-5-4～6

５
０

４
０■

■１１
屈筋腱2

座長：田中英城

1-3-5～9

舟状骨2
座長：井上五郎

1-2-6～9

11：00 25
TFCC1

座長：内山茂晴
1-4-10～13

ビ デ オ 3

座長：鈴木正孝
1-5-7～9

25
伸筋腱

座長：黒島永嗣
1-3-10～13

舟状骨3
座長：田中寿一

1-2-1()～13

12：0012 00

０
０

０
１

■
■２１12：00

ランチョンセミナー2

手の外科における

保険診療

く中村純次＞

座長：二見俊郎

ランチョンセミナー1

開業医大いに語る

－その情熱と提言は一

座長 ： 藤 澤 幸 三
麻生邦一

13：0013： 00

13；00 ０
０

０
１

■
■３１

14：00
０
０
０
２

14

総会

０
０
０
２

■
■４１ ０

０
０
２

■
■４１

TFCC2

座長：梁瀬義章
1-4-14～18肘関節

座長：岡義範

1-2-14～18

手根管症候群1

座長：奥津一郎

1-3-14～18

15：0015 00
マイクロサージャリー1

座 長：別府諸兄
1-5-10～13

シンポジウムⅡ

PIP関節内骨損傷

再建例の長期成績

僥骨遠位端骨折1

座長：田嶋光
1-4-19～23

僥骨遠位端骨折2
座長：香月憲一

1-4-24～27

15：00 15：00

腕神経叢損傷1

座 長：中土幸男

1-2-19～23

手根管症候群2

座長：勝見泰和

1-3-19～23

マイクロサージャリー2

座長：光嶋動
1-5-14～18

０
０
５

４
０
１

座長：生田義和

三浪明男

l－SⅡ-1～9

16：0016

０
０
５

４
０
１

６１

手根管症候群3

座長：富田泰次
1-3-24～27

腕神経叢損傷2
座長 ： 西 島 直 城

1-2-24～27
０
５
５

０
１
２

６１

17：00
17 00-招待講演1

＜開祐司＞

座長：遠藤直人
17：00 17：00

５
０

２
３ ボスター発表 18：00

イブ ニングセミナー1

手指の外傷性変形・拘縮

く薄井正道＞

＜藤哲＞

座長 、 阿 部 宗 昭

イブニングセミナー2

遠位檮尺関節不安定症

く中村俊康＞

＜木原仁＞

座長：中村蓼吾

18 ()(）‐

18：00 18：00

二』_ノ
30

０
０
０
３

■
■
■
■

９
７
１
１

９
７
１
１

０
０
０
３ ボスターC会場ポスターB会場ポスタ－A会場

19：00 19：00
神経1

座長：池田和夫
l－Pc－l～5

神経2

座長：伊藤聰一郎
l-Pc-6～10

バイオメカニクス1

座長：坂田桿教
l－Pb=l～5

バイオメカニクス2

座 長：南川義隆
l－Pb－6～10

発生・解剖

座長：金谷文則
l-Pa-l～5

筋・腱

座長：根本孝一
l-Pa-6～10

18：00
18：00

18：30
3018

へ句

－4．－－22－



第2日目4月12日（金） 第4会場

5F能楽ホール

第5会場
2FスタジオA

ポスター会場

4Fギャラリー

器械展示
ホワイエ

第1会場
2Fメインホール

場
塲

会
劇

２
－

第
一
酢

第3会場
4FスタジオB ５

０
４
０９

変形性関節症

座長：政田和洋
2-5-1～5

手根管症候群4

座長：沖永修二
2-4-1～6

０
０
０
２

９

５
０
４
０９

５
０
７

４
０
１

■
口９

手根骨1

座長：田崎憲一
2-3-1～4

シンポジウムIII

Noman'sland内屈筋腱縫合後の

早期自動屈曲・伸展療法の問題点

一本当に良いのか－

33 マイクロサーシャリー3

座長：柴田実

2-5-6～9

肘部管症候群1

座長：立花新太郎
2-4-7～11

手根骨2

座長：今村宏太郎
2-3-5～8

シンポジウムⅣ

（ビデオ）

指尖切断の被覆法

座長 ：山野慶樹

矢島弘嗣

2－SIvl～6

ボスター発表０
３
０
１

■
■０１ 10：00

RA2

座長：龍順之助

2-5-10～14

０
０

５
００１

肘部管症候群2

座長：高山真一郎
2-4-12～15

10：00 座 長 ： 石 井 清 一

斎藤英彦
2－SIII-l～10

指外傷3

座長：浜田良機
2-3-9～14

５
０
３
０●■１１

５
０

４
０■

■１１ 器
械
展
示

書
籍
展
示

ド
リ
ン
ク
サ
ー
ビ
ス

先
天
性

四
肢
障
害
児
父
母
の
会
展
示

０
０
０

４
５
０１１

０
０
４
０■■１１

招待講演2

<R・M.Gelberman>

座長：山内裕雄 12：0012：00

０
０

５
０２１ 12：00

招待講演3

<G

座長

Lundborq>
曹

長 野 昭 13：0013：00

０
０

５
０３１ 13：00

ランチョン●セミナー3

MinimumlnvasiveSurgery
＜佐々木孝＞

＜士井－輝＞

座長：藤哲

手の先天異常懇話会
14：00０

０
０
１

町
■４１

Kienb6ck病1

座長：谷口泰徳
2-4-16～2(）

０
０

０
１

４１ ０
０

０
１

４１

榛骨遠位端骨折3

座長：堀井恵美子
2-2-1～4

先天異常

座長：荻野利彦
2-3-15～19

０
０

５
０■

■５１ Kienb6ck病2

座 長：酒井和裕

2-4-21～24

シンポジウムV

神経欠損の架橋

一人工神経一

15：00
画蒙診断

座長：堀内行雄

2-5-15～18

榛骨遠位端骨折4

座長 ：橋詰博行
2-2-5～9

15：00

０
５
０
２

５１RA1

座長：福居顕宏
2-3-20～23

25
Kienb6ck病3

座長：長谷芳文

2-4-25～29

腫瘍1

座長：西田

2-5-19～23

座長：越智光夫

平田 仁

2－SV1～10

古
子

も
、
Ｊ
〃僥骨遠位端骨折5

（人工骨充填）

座長：清重佳郎

2-2-1()～15

炎症1

座長：鳥巣岳彦
2-3-24～28

撤去ボスター 16：00０
５

０
０

■
■６１

骨間神経麻痒

座 長：長岡正宏

2-4-30～34

腫瘍2

座長：伊原公一郎

2-5-24～27

０
５

０
０

■
車６１ ０

５
０
０

■
■６１

炎症2

座長：斎藤覚

2-3-29～32

５
０

４
０■

●７１

指外傷1

座長 ：石突正文

2-2-16～20

シンポジウムVI

本当に良いのか？

相対する治療法を考える

その他の神経麻痒

座長：石田治
2-4-35～39

17：00

０
０
４
０■■７１

Dupuytren拘縮
座長：加藤博之

2-3-33～37

17：00
指外傷2

座長：中島英親
2－2－21～25

25

座長 ： 多 田 浩 一

佐々木孝
2－SⅥ-1～9

20前腕

座長：清水弘之
2-3-38～40

18：0018：00

５
０
４
０■

■８１

５
０

５
０８１ 閉会式

ノ
0

19：0019：00

ポスターD会場ボスターC会場19：00
０
０
２
５

９19：00 9：20
臨床1

座長：薄井正道
2－Pd－l～5

神経3

座長：宮坂芳典
2－Pc-l～6

臨床2

座長：平山隆三
2－Pd-6～10

58

神経4

座 長：仲尾保志

2－Pc-7～12
10：20

10：35

－24－ －25－



Thurs.,Apl･illl PosterRoom4 Rooms

Room3Room2Rooml

9：00 9：00

０
０

５
０■

■９
OpeningRcmarks

9：00

SPecialLecture

YIkuta＆S･Ishii

＜S､Tamai＞
０
０

０
１

０１ 10：00

1-4-1～S

DRUJ

T,Mizuseki＞

10：00０
０

０
１

０１

1-5-1～3

VideoPresentatlonl

＜K・Suzuki＞

1-3-1～4

FlexorTendonl

＜M､Aoki＞

1-2-1～5

Scaphoidl

<S.Takigawa

０
０
５
０■

■１１ 1-4-6～9

ArtificalJointProsthesis

＜YItoh＞

11：00
1-5-4～6

VideoPresentation2

＜H,Kawai＞

５
０
４
０１１

1－SI-l～9

Symposiuml
＜K､Doi＆N･Ochiai〉

1-3-5～9

FlcxorTendon2

＜H,mnaka＞

1-2-6～9

ScaPhoid2

＜G・Inoue＞

11：00 25
1-4-10～l3

TFCCl

S,Uchivama

1－局_7一一Q
▲ｰ〃一

VideoPrescntatlon3

＜M･Suzuki＞
25

1－3－10～l3

ExtensOrTendonllljui]
＜N･Kuroshima＞

Ｂ
３
・
ａ

）
Ⅲ
ホ

ー
Ｏ
ｎ

Ｏ
可
ｎ
ａ

四
獅
呵

12：00 12：00

０
０

０
１

■
■２１12：00

LLmcheonSemlnar2

J､Nakamura

＜T・Futaml＞

Ll－l～8

LullcheonSeminarl

<KFLﾘisawa＆K､ASO＞

13：00 13：00

０
０

０
１

■
■３１13：00

０
０
０
２

■
■４１ 14：00

BusinessMeetin且

(fbrJSSHMembers)

０
０
０
２

■
■４１

０
０
０
２

４１
1－4－14～18

TFCC2

＜Y･Yanase-1-2-14～l8

CubitusElbo明

＜YOka＞

1-3-14～l8

Cal･palTunnelSyndromel
＜I､Okutsu＞

15：00 15：00
1-5-10～l3

Microsurgelyl

<M.Beppu>

1-4-19～23

DistalRadiusFracturesl

＜H･『随shima＞

15：0015：00
l－SⅡ-1～9

Symposiumll
＜YJkuta＆A・Minami＞

1-2-19～23

BrachialPlexuslllury]
＜YNakatsuchi＞

1-3-19～23

CamalTunnelSvndrome2

＜YKatsuml＞

０
０
５

４
０
１

６１

1-5-14～l8

MiCrosurgery2
＜1.Koshima＞

1-4-24～27

DistalRadiusFracnlres2

＜K､Kazuki＞

16：00

０
０
５

４
０
１

■
■６１

1-3-24～27

CarpalTunnelSyndrome3
＜Y･Tomita＞

1-2-24～27

BrachialPlexuslnjury2
<NNishijima>

０
５
５

０
１
２

６１

17：00 17：00InvitedLecmrel

YHiraki

＜N･Endo＞
17：0017：00

鱗，卿霊
５
０

２
３

18：00 18：00PosterSession

EveningSeminarl
M.USui＆S､Tbh

＜MAbe＞

EveningSemina1･2
T・Nakamura＆H･Kihara
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第45回日本手の外科学会学術集会プログラム

8：50～9：00

第1会場

開会式

開会の辞会長吉津孝衛（新潟手の外科研究所）

9 00～10：00特別講演

座長：玉井

手の外科の将来展望

准（奈良マイクロサージャリー・手の外科研究所）

広島大学整形外科生田義和……SI

指屈筋腱損傷の修復と癒着の制御

札幌医科 大学整形外科石井清一……S2

10：10～12：00シンポジウム！本当に良いのか？相対する治療法を考える

座長：土井－輝（小郡第一総合病院整形外科）

落合直之（筑波大学整形外科）

1-SI-l母指球筋萎縮のある手根管症候群の術後成績

駿河台日本大学病院整形外科長岡正宏……S3

l-SI-2手根管症候群・肘部管症候群に対する一次的腱移行術の必要性

聖隷浜松病院 手の外科・マイクロサー ジヤリーセンター斎藤英彦……S3

1-SI-3肘部管症候群に対する肘部管形成術

筑波技術短期大学辻野昭人他……S4

1-SI-4肘部管症候群におけるOsborne法の5年以上の術後成績

新 潟県立十日町病院整形外科丸山俊行……S4

1-SI-5前および後骨間神経症候群の治療一保存的療法

北里大学東病院整形外科二見俊郎他……S5

l-SI-6非外傷性特発性神経麻痒に対する保存的治療

広島大 学整形外科杉田直樹他……S5

l-SI-7前および後骨間神経麻痒－観血療法

浜松医科 大学整形外科長野昭他……S6

1-SI-8遊離血管柄付き筋膜脂肪弁移植と僥骨骨切り術を用いた

先天性近位僥尺骨癒合症の分離授動術

琉球大学整形外科金谷文則他……S6

l-SI-9近位榛尺骨癒合症の機能障害について

名古屋大学手の外科堀井恵美子他……S7
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14：20～16：15シンポジウムIIPIP関節内骨損傷再建例の長期成績

座長：生田義和（広島大学整形外科）

三浪明男（北海道大学整形外科）

1-SII-1陳旧性PIP関節背側脱臼骨折に対する骨切り術の中長期治療成績

荻窪病院整形外科田崎憲一他……

1-SII-2指PIP関節脱臼骨折（陥没骨片合併）と骨軟骨移植の長期成績

名古屋披済会病院整形外科木野義武他……

l-SII-3小児の外傷性骨軟骨欠損に対する遊離骨軟骨移植術

広島大学整形外科石田治他……

1-SII-4肋軟骨移植によるPIP関節再建術

川崎医科大学整形外科長谷川徹他……

l-SII-5PIP関節脱臼骨折陳1日例に対する肋軟骨付き肋軟骨膜移植術

慶應義塾大学整形外科高山真一郎他……

l-SII-6指PIP関節損傷に対する血管柄付き足趾関節移植術の長期成績

新潟手の外科研究所坪川直人他……

1-SII-7有茎血管柄付DIP関節移行によりPIP関節再建した長期例

帝京大学医療技術学部黒島永嗣

1-SII-8PIP関節内骨損傷に対する人工関節置換術

土浦協 同病院整形外科石突正文他……

1-SII-9組織工学的技法を用いた関節軟骨修復術

島根医科大学整形外科越智光夫

S7

S8

S8

S9

S9

S10

S10

S11

Sll

16 25～17：25招待講演1

座長：遠藤直人（新潟大学整形外科）

体性幹細胞システムと組織再生一軟骨の再生修復－

京都 大 学 再 生 医 科 学 研 究 所生体分子設計学分野開祐司……S12

17：30～18：30イブニングセミナー1

座長：阿部宗昭（大阪医科大学整形外科）

E1-1外傷性手指変形の治療

東北海道病院整形外科薄井正道……S13

E1-2手指外傷性拘縮の治療

弘前 大 学 整 形 外 科 藤 哲 … … S 1 4
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第2会場

10：10～10：50舟状骨1

座長：瀧川宗一郎（昭和大学附属豊洲病院整形外科）

1-2-1新しい舟状骨骨折用screw(DTJ)の治療成績

兵庫医科大学整形外科柳田博美他……S15

1-2-2陳旧性舟状骨骨折に対する半閉鎖性Herbertscrew刺入固定法

豊橋市民病院整形外科大間知孝顕他……S15

1-2-3舟状骨骨折に対するハーバートスクリュー固定法失敗例の治療経験

広島大学整形外科市川誠他……S16

1-2-4舟状骨偽関節に対する腸骨移植およびHerbertscrew固定法の術後成績

総合会津中央病院整形外科ShabalswarMan他……S16

1-2-5DistalScaphoidResectionArthroplastyfOrSymptomaticDegenerativeArthritisduetoScaphoid
Nonunion

DepartmentofOrthopaedicSurgery,KyungpookNationalUniversityHospital,Taegu,Korea

KimPoong-Taek,etal.･･･S17

10：50～11：25舟状骨2

座長：井上五郎（豊橋市民病院整形外科）

1-2-6舟状骨偽関節に対する掌側アプローチによるbiconcavebonegrafting

大 阪 労 災 病院整形外科安田匡孝他……S17

l-2-7舟状骨偽関節の手術成績-DISI変形残存の有無が成績に与える影響一

北海道整形外科記念病院西尾泰彦他……S18

1-2-8陳旧性舟状骨骨折の術後成績：臨床成績とDISI変形の検討

福岡大学筑紫病院整形外科江島晃史他……S18

1-2-9受傷後10年以上経過した舟状骨偽関節に対する前方模状骨移植術の治療成績

披済会長崎病院整形外科長谷芳文他……S19

11：25～12：00舟状骨3

座長：田中寿一（兵庫医科大学整形外科）

1-2-10小児舟状骨骨折の治療経験

福岡徳洲会病院整形外科菊田朋朱他……S19

l-2-ll手舟状骨骨折における長軸CT像の有用性一新たな撮影方法(AhandCT)の試み－

徳 島 大学整形外科阿達啓介他……S20

1-2-12舟状骨骨折の骨折パターンは単純X線像で診断可能か－第2報

名古屋大学手の外科稲垣弘進他……S20

1-2-13PercutaneousHerbertScrewOsteosynthesisinScaphoidFracture

DepartmentofOrthopaedicSurgery,KyungpookNationalUniversityHospital,Taegu,Korea

JeonIn-Ho,etal．……S21
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12：10～13：10ランチョンセミナー1開業医大いに語る－その情熱と提言は－

座長：藤澤幸三（鈴鹿回生総合病院）

麻生邦一（麻生整形外科クリニック）

Ll-1 手術が好きでスポーツが好き

麻生整形 外 科 ク リ ニ ッ ク 麻 生 邦 一 … … S 2 1

L1-2私にとっての手の外科一手の外科医は一般整形外科ができて当り前一

（医）ハンズ高知フレッククリニック貞廣哲郎……S22

L1-3手の外科における治療上の工夫について

いしぐろ整形外科石黒隆……S22

L1-4無床診療所に於ける手の外科とマイクロサージヤリー

吉村整形外科医院吉村光生……S23

Ll-5手の外科専門医として開業すること（形成外科の立場から）

北山クリニック北山吉明……S23

L1-6無床診療所における手の外科診療の小経験

いまむら整形外科医院今村宏太郎……S24

Ll-7一人開業医としての「手の外科」25年

諸橋整形外科医院諸橋政犢………S24

Ll-8日本臨床整形外科医会の立場から

藤野整形外科医院藤野圭司……S25

合
云13：15～14：10総

14：20～15：00肘関節

座長：岡義範（東海大学大磯病院整形外科）

1-2-14上腕骨離断性骨軟骨炎に対する外穎模状骨切り術（吉津法）の経験

天理よるづ相談所病院形成外科藤原雅雄他……S25

1-2-15肘頭骨折後の尺骨神経麻津

諏訪赤十字病院整形外科石垣範雄他……S26

1-2-16成人榛骨頚部骨折の治療およびX線学的考察

清恵会病院整形外科寺浦英俊他……S26

l-2-17僥骨頭骨折の治療成績

厚生連海南病院整形外科大塚聖視他……S27

l-2-18僥骨頭・頚部骨折に対する人工僥骨頭の使用経験

久留米大学整形外科坂井健介他……S27

15：00～15：40腕神経叢損傷1

座長：中土幸男（国立長野病院整形外科）

1-2-19上位型腕神経叢患者における部分尺骨神経移行による肘屈曲機能再建

京都大学整形外科柿木良介他……S28
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1-2-20

1-2-21

1-2-22

l-2-23

上位型腕神経叢損傷に対する尺骨神経部分交叉縫合術

小郡第一総合病 院 整 形 外 科 服 部 泰 典 他 … … S 2 8

MRmyelographyによる腕神経叢損傷における神経根損傷診断の有用性

筑波大学整形外科西浦康正他……S29

骨盤位分娩例に発生した分娩麻溥の治療成績

大阪府立母子保健総合医療センター整形外科川端秀彦他……S29

腕神経叢損傷患者における骨密度の検討

浜松医科大学整形外科荻原弘晃他……S30

15:40～16:15腕神経叢損傷2

座長：西島直城（静岡県立総合病院整形外科）

1-2-24筋皮神経以外に対して行った肋間神経・副神経移行術の治療成績

荻 窪 病院整形外科岡崎真人他……S30

1-2-25健側第7頚神経根移行術後の神経脱落症状の検討

小郡第一総合病院リハビリテーション科渡邊政男他……S31

l-2-26腕神経叢損傷の神経根損傷MRI診断:最小侵襲から観た脊髄造影所見との比較

小郡第一総合病院整形外科土井一輝他……S31

1-2-27腕神経叢麻痒全型の手指機能再建における肩機能再建の意義

小郡第一総合病院整形外科VikasDhawan他…S32

17：30～18：30イブニングセミナー2

座長：中村蓼吾（名古屋大学手の外科）

E2-1 遠位僥尺関節不安定症－その動態と治療方法一

慶應義塾大学整形外科中村俊康……S33

E2-2遠位榛尺関節不安定症一その病態と治療方法一

木原整形外科医院木原仁……S34
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第3会場

10：10～10：45屈筋腱1

座長：胄木光広（札幌医科大学保健医療学部）

1-3-1ロッキングループを応用した2-strand縫合法と積極的な自動運動によって治療された

屈筋腱断裂

溝口外科整形外科病院畑中均他……S35

1-3-2早期自動屈曲療法を行ったZoneIIの屈筋腱修復術の治療成績

岡山済生会総合病院整形外科今谷潤也他……S35

1-3-3早期自動屈曲療法を行ったZoneIとZonellの屈筋腱断裂症例の検討

帯広厚生病院整形外科平地一彦……S36

1-3-4屈筋腱損傷に対する早期自動運動療法の短期成績

小郡第一総合病院整形外科池田慶裕他……S36

10：45～11：25屈筋腱2

座長：田中英城（香川医科大学整形外科）

1-3-5僥骨遠位端骨折の変形治癒後におきた屈筋腱断裂の3例

旭川赤十 字 病 院 整 形 外 科 中 村 智 他 … … S 3 7

l-3-6腎移植患者に見られた手指腱皮下断裂例の検討

金 沢 医科大学形成外科石倉直敬他……S37

1-3-7小指深指屈筋腱皮下断裂の治療経験

兵庫県立淡路病院今泉泰彦他……S38

l-3-8手指屈筋腱修復術後の屈筋腱剥離術の検討

慶應義塾大学整形外科西脇正夫他……S38

l-3-9手掌部におこる屈筋腱断裂の検討

信州大学整形外科小林博一他……S39

11：25～12：00伸筋腱

座長：黒島英嗣（帝京大学医療技術学部）

1-3-10長母指伸筋腱皮下断裂に対する固有示指伸筋腱移行術

一神経・筋電気刺激による緊張度決定－

山形大学医学部附属病院リハビリテーション部高木理彰他……S39

1-3-11MP関節部における外傷性伸筋腱皮下縦断裂の治療経験

東邦大学第二整形外科戸部正博他……S40

l-3-12長母指伸筋腱皮下断裂の検討

国立大阪 病 院 整 形 外 科 香 月 憲 一 他 … … S 4 0

1-3-13外傷性伸筋腱脱臼症例に対するMP関節部伸筋腱不安定性の評価

東海病院整形外科篠原孝明他……S41
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L2

10～13：10ランチョンセミナー2

座長：二見俊郎（北里大学東病院整形外科）

手の外科における保険診療(v)

東京厚生年金病 院 形 成 外 科 中 村 純 次 … … S 4 2

（社会保険等委員会アドバイザー）

14：20～15：00手根管症候群1

座長：奥津一郎（日本赤十字社医療センター整形外科）

1-3-14手根管症候群に対する手関節掌側装具の治療成績と適応

一順行性感覚神経inching法による検討一

日本医科大学付属多摩永山病院整形外科南野光彦他……S43

l-3-15重度手根管症候群の術後成績と電気生理学的推移

東北労災病 院 整 形 外 科 信 田 進 吾 他 … … S 4 3

1-3-16特発性手根管症候群における正中神経断面積測定の診断的価値

虎の門病院整形外科中道健一他……S44

l-3-17早期手根管症候群の知覚障害には，知覚低下だけでなく知覚過敏の状態も存在する．

木曽川町立木曽川病院整形外科野々村秀彦他……S44

l-3-18特発性手根管症候群における知覚障害の検討

名古屋市立大学整形外科関谷勇人他……S45

15：00～15：40手根管症候群2

座長：勝見泰和（明治鍼灸大学整形外科）

1-3-19手根管症候群観血手術後再発例における鏡視手術後の臨床症状回復

日本赤十字社医療センター整形外科浜中－輝他……S45

1-3-20手根管症候群鏡視手術における術前・術後の正中神経内圧

日本赤十字社医療センター整形外科奥津一郎他……S46

1-3-21血液透析例に対する鏡視下手根管開放術の長期成績

聖マリ アンナ医科大学横浜市西部病院整形外科木村元他……S46

1-3-22手根管開放術における鏡視下法と従来法の比較

-prospectiverandomizedstudy:第2報一

福島県立医科大学整形外科江尻荘一他……S47

1-3-23手根管症候群の短母指外転筋高度障害型に対する関節鏡視下手根管開放術の治療効果

山口大学人体機能統御学佐々井陽子他……S47

15：40～16：15手根管症候群3

座長：富田泰次（太田総合病院整形外科）

1-3-24手根管症候群に対する一時的腱移行術の適応

埼玉成恵会病院埼玉手 の外科研究所福本恵三他……S48
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1-3-25

1-3-26

1-3-27

手根管症候群における母指対立再建術の検討

済生会前橋病院整形外科中島一郎他……S48

高齢者の手根管症候群に対する一期的母指対立再建の意義

大阪市立総合医療センター整形外科

重症手根管症侯群に対する新しい発想による腱移行術

せんぼ東京高輪病院整形外科

－38－

日高典昭他……S49

中川種史他……S49



第4会場

10：10～10:50DRUJ

座長：水関隆也（広島県身障者リハビリセンター）

1-4-l三角線維軟骨および手根骨病変は，遠位僥尺関節の形態に依存する

産業医科大学整形外科大茂壽久他……S50

l-4-2遠位僥尺関節のstiffilessの計測

北海道大学整形外科末永直樹他……S50

1-4-3遠位僥尺関節亜脱臼・不安定症に対する尺骨短縮術

名古屋大学手の外科中村蓼吾他……S51

1-4-4尺骨茎状突起骨片を伴わない新鮮Galeazzi骨折の検討

川崎市立川崎病院整形外科菊地淑人他……S51

l-4-5遠位榛尺関節の完全脱臼を合併した僥骨遠位端粉砕骨折の治療

赤穂中央病院整形外科加藤彰浩他……S52

10：50～11：25人工関節

座長：伊藤恵康（慶友整形外科病院）

l-4-6母指CM関節に対するsphericalimplantの長期成績

大阪労災病院整形外科政田和洋他……S52

l-4-7第1CM関節変形性関節症に対するAVANTA人工CM関節の治療経験

静岡赤十字病院整形外科牧田聡夫他……S53

l-4-8母指CM関節に対する人工関節置換術

東京女子医科大学膠原病リウマチ痛風センター整形外科宗定伸他……S53

l-4-9外傷指への人工関節置換

東京慈恵会医科大学形成外科渡辺規光他……S54

11：25～12:00TFCC1

座長：内山茂晴（諏訪赤十字病院整形外科）

l-4-10ClasslD三角線維軟骨複合体損傷に対する鏡視下切除術の検討-5年以上経過例一

北海道大 学 整 形 外 科 永 井 正 弘 他 … … S 5 4

1-4-11TFCC損傷に対する鏡視下手術の成績

札幌 社会 保険 総合病院整形外科石川淳一他……S55

1-4-12ホルミウム・ヤグレーザーを用いたTFCC損傷に対する鏡視下部分切除術の検討

寺 元 記 念病院形成外科原岡剛一他……S55

1-4-13尺骨茎状突起骨折におけるTFCC深層部断裂

医真会八尾総合病院整形外科重松浩司他……S56
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14：20～15:00TFCC2

座長：梁瀬義章（北野病院整形外科）

1-4-14TFCC損傷に対する鏡視下部分切除術・尺骨短縮術の適応と限界について

京 都 府 立 医科大学整形外科柴田節子他……S56

l-4-15尺側手関節障害に対する尺骨短縮骨切り術の検討

関西医科 大 学 整 形 外 科 中 村 誠 也 他 … … S 5 7

1-4-16TFCC損傷に対する尺骨短縮術の検討

熊本整形外科病院田嶋光他……S57

1-4-17手関節三角線維軟骨複合体損傷に対する尺骨短縮術の長期成績

慶應義塾大学整形外科中村俊康他……S58

l-4-18TFCC損傷に対するSennwald法の治療成績

岩手医科大学整形外科古町克郎他……S58

15：00～15：40榛骨遠位端骨折1

座長：田嶋光（熊本整形外科病院）

1-4-19背側転位型僥骨遠位端骨折一保存的治療の検討－

東京医科大学整形外科諸橋彰他……S59

1-4-20コレス骨折治療における掌側骨折部整復の意義

神野 病院整形外科日高康博他……S59

1-4-21不安定型コーレス型骨折に対する掌側プレート固定法

馬場記念病院整形外科釜野雅行他……S60

1-4-22僥骨遠位端骨折背側転位に対する掌側プレート固定の適応と成績

山口県立中央病院整形外科酒井和裕他……S60

l-4-23壮高齢者の背側不安定型僥骨遠位端骨折に対する背側プレートの使用経験

愛媛労災病院整形外科木戸健司他……S61

15：40～16：15模骨遠位端骨折2

座長：香月憲一（国立大阪病院整形外科）

l-4-24中高年女性僥骨遠位端骨折に対するcondylarstabilizing法

済生会山形病院整形外科清重佳郎……S61

1-4-25中高年者僥骨遠位端骨折に対するButtressPinning法の治療経験

鹿児島生協病院整形外科行田義仁……S62

1-4-26不安定型僥骨遠位端骨折に対するプレート固定選択の意義

山 口 県 立 中央病院整形外科小笠博義他……S62

l-4-27僥骨遠位端関節内骨折の手術成績

昭 和大学整形外科稲垣克記他……S63
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第5会場

10：30～11：00ビデオ1

座長：鈴木克侍（藤田保健衛生大学整形外科）

1-5-1ポリエステルパッチで補強した縫合法を用いた腱移行術の手術手技

土浦協同病 院整形外科石突正文他……S64

1-5-2新鮮舟状骨骨折に対する新しいDoublethreadscrew(DTJ)による

小皮切2step固定法の実際

兵庫医科大学整形外科田中寿一他……S64

1-5-3尺側手関節部痛に対する尺骨模状短縮骨切り術の手術手技

関西労災病院 整 形 外 科 吉 田 竹 志 他 … … S 6 5

11：00～11：30ビデオ2

座長：河井秀夫（星ヶ丘厚生年金病院整形外科）

l-5-4皮層の移動性を利用して行う経皮的ばね指手術一ガイド付き腱鞘切開刀を用いて－

医療法人湯本整 形 外 科 医 院 湯 本 義 治 … … S 6 5

1-5-5上肢吊り上げ装具による胸郭出口症候群の保存療法

国立長野病院整形外科中土幸男他……S66

l-5-6電動義手の現状一小児手関節切断の1例を通じて－

香川医科大学附属病院理学療法部竹内豊計他……S66

11：30～12：00ビデオ3

座長：鈴木正孝（愛精記念病院整形外科）

1-5-7骨軟骨移植による手指関節損傷の再建-PIP関節背側脱臼骨折に対する応用一

広島手の外科・微小外科研究所木森研治他……S67

1-5-8月状三角骨離開に対する月状三角骨固定術

松下記念病院整形外科玉井和夫他……S67

1-5-9STT関節固定術の実際

大阪労災病院整形外科安田匡孝他……S68

15：00～15：35マイクロサージヤリー1切断

座長：別府諸兄（聖マリアンナ医科大学整形外科）

l-5-10上肢切断，不全切断症例の再接着術後機能評価

札幌医科大学整形外科佐藤攻他……S68

l-5-11上肢MWoramputation症例の術後QOLの検討

福井医科大学整形外科高嶋理他……S69

1-5-12再接着後のcoldintoleranceと麻酔法の関連について

山梨医科大学整形外科穴山聡他……S69

1-5-13冠動脈バイパス手術時に僥骨動脈を採取された上肢の検討

土肥病院整形外科寺井祐司他……S70
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15：35～16：15マイクロサージヤリー2指・皮唐

l-5-14

l-5-15

1-5-16

1-5-17

1-5-18

座長：光嶋勲（岡山大学形成外科）

AllenlevelⅢ指尖切断症例における治療法の選択

東京医 科大学形成外科松下博明他……S70

指動脈と皮膚軟部欠損の同時再建として用いた静脈皮弁(A-A-Vtype)の検討

大津赤十字病院形成外科川勝基久他……S71

遊離背側尺骨穿通動脈皮弁による手指再建

奈良県立医科大学救急医学稲田有史他……S71

手指掌側皮層欠損に対する手掌，足底よりの遊離皮弁移植の経験

岐阜大学整形外科大野義幸他……S72

Tear-dropshapeddorsolateralfingernap粘液襄腫切除後の被覆への応用第2報

埼玉成恵会病院・埼玉手の外科研究所 平瀬雄一他……S72
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ポスター(Pa)会場
17：30～18：00発生・解剖

座長：金谷文則（琉球大学整形外科）

1-Pa-l爪形態の左右差

関東労災病院小林康一他……S73

l-Pa-2爪甲と爪床の発生について

山形大学整形外科柏英雄他……S73

l-Pa-3爪床における微細血管構造

川崎医科大学整形外科長谷川健二郎他…S74

l-Pa-4哺乳類指再生におけるテネーシンCの重要性

三 重大学整形外科大角秀彦他……S74

1-Pa-5Tissueengineeringによって作成した指骨の微細構造および分子生物学的解析

近畿大学付属 病 院 形 成 外 科 磯 貝 典 孝 他 … … S 7 5

18：00～18：30筋・腱

1-Pa-6

1-Pa-7

1-Pa-8

l-Pa-9

l-Pa-10

座長：根本孝一（防衛医科大学校整形外科）

LumbricalPlusFingerのメカニズムについての検討

田中外科田中康之他……S75

ヒトの移植腱腱鞘問滑動抵抗に関する実験的研究

岩手医科大学整形外科赤坂俊樹他……S76

腱鞘外腱のヒアルロン酸による化学的コーティング

飯田市立病院整形外科百瀬敏充他……S76

ヒアルロン酸膜が腱癒合および腱癒着に与える影響

富山医科薬科 大 学 整 形 外 科 長 田 龍 介 他 … … S 7 7

腱損傷後の癒着防止材としてのアルギン酸の有用性（第2報）

－有効な物性を有するアルギン酸組成の検討一

りん〈う総合医療センター市立泉佐野病院整形外科島田幸造他……S77
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ポスター(Pb)会場
17：30～18：00バイオメカニクス1

座長：坂田桿教（埼玉県立大学保健医療福祉学部）

l-Pb-1僥骨遠位端骨折に対する鋼線刺入固定法の力学的強度を左右する因子

天楽会今治三木病院整形外科佐伯祐司他……S78

l-Pb-2僥骨遠位端骨折に対する各種プレートの固定性：新鮮屍体による研究

濁協医科大学整形外科長田伝重他……S78

l-Pb-3手根中央関節尺側部と月状骨三角骨間の加齢性変化についての解剖学的研究

-ulnarvarianceによる差異－

東北大学整形外科長谷川和重他……S79

l-Pb-4有鉤骨-三角骨関節のキネマテイクス:MRIを用いた非侵襲的加v伽3次元動態解析

大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学（整形外科）森友寿夫他……S79

1-Pb-5手関節尺骨手根靱帯の組織学的検討

聖マリアンナ医科大学整形外科笹尾三郎他……S80

18：00～18：30バイオメカニクス2

座長：南川義隆（関西医科大学リハビリテーション科）

l-Pb-6尺骨短縮術における至適骨切りレベルについての基礎的研究

関西医 科大学整形外科市岡直也他……S80

l-Pb-7肘関節外側側副靱帯複合体の形態と歪みの変化

大阪医科 大 学 整 形 外 科 瀧 川 直 秀 他 … … S 8 1

l-Pb-8Bone-CruralIOM-Boneを用いた新しい前腕骨間膜の再建方法（第2報）

-Kinematicstudy-

聖マリアンナ医科大学整形外科藤田正樹他……S81

l-Pb-9中手基節関節症のX線･CT所見と機能障害に関する研究

町立上那 賀 病 院 整 形 外 科 高 井 宏 明 他 … … S 8 2

l-Pb-101nterferencescrew(TJscrew)を用いた靭帯再建の組織学的・力学的検討

兵 庫 医科大学整形外科奥野宏昭他……S82
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ポスター(Pc)会場

17：30～18：00神経1

座長：池田和夫（金沢大学整形外科）

1-Pc-1培養シュワン細胞でコーティングされた生体吸収性チューブは，

末梢神経再生を促進する

大阪市立大学整形外科越宗勝他……S83

1-Pc-2末梢神経欠損に対するシリコンチューブによる架橋

一神経再生過程でのチューブ除去の影響－

東海大学整形外科尾高光昭他……S83

l-Pc-3キトサンチューブとラミニンペプチドを用いた神経再建の新たな試み

東京医科歯科大学形成外科鈴木真澄他……S84

1-Pc-4ハイブリッド型人工神経のためのシュワン細胞培養法の開発

慶應義塾大学整形外科小見山貴継他……S84

l-Pc-5ハイブリッド型人工神経のためのSchwann細胞の3次元培養

慶應義塾大学整形外科栩木弘和他……S85

18：00～18：30神経2

座長：伊藤聰一郎（東京医科歯科大学疾患遺伝子センター）

l-Pc-6末梢神経縫合後の緩徐伸長による軸索再生への影響（第2報）

－自家神経移植との比較－

愛媛大学整形外科藤井裕子他……S85

1-Pc-7損傷部分を含む神経幹内における健常部分から損傷部分への発芽

国立療養所村山病院整形外科新井健他……S86

l-Pc-8Windowのない端側吻合モデルにおける再生軸索出現の様式

三重大学整形外科明田浩司他……S86

l-Pc-9神経端側吻合モデルにおける脊髄およびDRGレベルからのsproutingの可能性

三重大 学整形外科明田浩司他……S87

1-Pc-10末梢神経の神経周膜細胞における細胞間結合装置の解析

京都府立医科大学整形外科平川永徳他……S87
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1第2日’4月12日（金） し
第1会場

8：45～10：40シンポジウム|||Noman'sland内屈筋腱縫合後の早期自動屈曲・

伸展療法の問題点一本当に良いのか－

座長：石井清一（札幌医科大学整形外科）

斎藤英彦（聖隷浜松病院手の外科・マイクロサージャリーセンター）

2-SIII-1Noman'sland内屈筋腱縫合後の早期自動屈曲・伸展療法の問題点

一本当に良いのか－：実験的立場から

札幌医科大学保健医療学部理学療法学科青木光広他……S89

2-SIII-2Noman'slandにおける屈筋腱縫合後早期自動屈曲・伸展運動療法の検討

凋協医科大学整形外科長田伝重他．…･･S89

2-SIII-3Zone2屈筋腱断裂に対する早期自動運動療法

富永草野病院草野望他・…･･S90

2-SIII-4指屈筋腱縫合後の早期自動運動療法一従来の早期運動療法との比較一

鹿児島市立病院整形外科牧信哉他．．…･S90

2-SIII-5陳旧性指屈筋腱損傷に対する遊離腱移植術後の早期運動療法

聖隷浜松病院手の外科・マイクロサージヤリーセンター大井宏之他……S91

2-SIII-6ループ糸付直針を用いたnoman'sland内での腱移植術

東京手の外科・スポーツ医学研究所山口利仁他……S91

2-SIII-7屈筋腱治療法としてのKleinert変法

熊本機能病院整形外科中島英親他……S92

2-SIII-8Kleinert法によるzone2屈筋腱縫合の成績

北海道大学整形外科加藤博之他……S92

2-SIII-9指屈筋腱損傷(Zone2)の治療成績一固定法の立場から－

川崎市立川崎病院整形外科堀内行雄他……S93

2-SIII-10ZONE2における屈筋腱修復後の早期自動屈曲・伸展療法の問題点

聖隷浜松病院ハンドセラピイ部門奥村修也他……S93

10

11

50～11：50招待講演2

座長：山内裕雄（順天堂大学）

UpdateontheBiologicalBasisforFlexorTendonRepair

DepartmentofOrthopaedicSurgery,

Barnes-JewishHospitalatWashingtonUniversity,StLouis,USA

RichardH.Gelberman……S94

50～12：50招待講演3

座長：長野昭（浜松医科大学整形外科）

TheFutureofPeripheralNerveSurgery

MalmOUniversityHospital,DepartmentofHandSurgery,

UniversityofLund,MalmO,Sweden

GtiranLundborg……S95
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14：10～16：05シンポジウムV神経欠損の架橋一人工神経一

座長：越智光夫（島根医科大学整形外科）

平田仁（三重大学整形外科）

2-SV-1神経栄養因子lamininで処理した人工tubeによる再生神経の誘導

慶 應 義 塾 大学整形外科仲尾保志他……S97

2-SV-2Collagenmesothelialtubeを用いた神経再生の実験的研究

島根医科大 学整形外科領家幸治他……S97

2-SV-3人工神経の素材と形状

東京医科歯科大学疾患遺伝子実験センター運動器分子変性部門伊藤聰一郎他……S98

2-SV-4マーカイン処理筋を用いた軸索再生誘導

三重大学整形外科森田哲正他……S98

2-SV-5吸収性filamentを挿入したsiliconetubeによる末梢神経欠損部の修復

国立療養所村山病院整形外科新井健他……S99

2-SV-6Tube型人工神経の架橋を促進させる一方法

（ 財 ） 新 潟手の外科研究所牧裕他……S99

2-SV-7コラーゲン繊維による末梢神経再生

関 西 電 力 病院整形外科好井覚他……S100

2-SV-8培養シユワン細胞封入シリコンチューブ

金沢大学池田和夫他……S100

2-SV-9ハイブリツト型人工神経

三重大学整形外科平田仁他……S101

2-SV-lOSchwann細胞を3次元培養したTissue-Engineered人工神経による再生神経の誘導

慶應義塾大学整形外科仲尾保志他……S101

16：05～17：55シンポジウムVI本当に良いのか？相対する治療法を考える

座長：多田孝一（関西労災病院整形外科）

佐々木孝（済生会神奈川県病院整形外科）

2-SVI-lキーンベック病に対する榛骨模状骨切り術の長期成績

麻生整形外科クリニック麻生邦一他……S102

2-SVI-2Kienbock病に対する血管束移植術の長期成績の検討

奈良県立医科大学整形外科矢島弘嗣他……S102

2-SVI-3キーンベツク病に対する腱球置換術

田附興風会医学研究所北野病院整形外科梁瀬義章他……S103

2-SVI-4Hemiresectionarthroplasty

東京慈恵会医科大学整形外科察詩岳他……S103

2-SVI-5遠位僥尺関節変形性関節症に対するSauv6-Kapandji手術の長期治療成績

北海道大学整形外科三浪明男他……S104

2-SVI-6TFCC鏡視下部分切除の長期成績について

むつ総合病 院整形外科西川真史……S104
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2-SVI-7TFCC損傷/尺骨突き上げ症候群に対する尺骨短縮術の成績

2-SVI-8

2-SVI-9

広島県身障者リハビリテーションセンター整形外科

舟状骨偽関節治療とDISI変形

札幌医科大学整形外科

舟状骨骨折後のDISI変形矯正一不要

豊橋市民病院整形外科

17：55～18：05 閉会式

－48－

水関隆也他……S105

和田卓郎他……S105

井 上 五 郎 他 … … S 1 0 6



第2会場

9：20～10：40シンポジウムIV(ビデオ）指尖切断の被覆法

座長：山野慶樹（大阪市立大学整形外科）

矢島弘嗣（奈良県立医科大学整形外科）

2-SIV-1掌側VY前進法

小郡第一総合病院整形外科土井一輝他……S107

2-SIV-2改良型手掌皮弁による指尖部の修復

せきぐちクリニック関口順輔他……S107

2-SIV-3KUTLER変法の適応と実際

埼玉成恵会病院形成外科・埼玉手の外科研究所平瀬雄一……S108

2-SIV-4逆行性指動脈島状皮弁

埼玉手の外科研究所児島忠雄……S108

2-SIV-5VY形成を併用した掌側前進皮弁

埼玉手の外科研究所児島忠雄……S109

2-SIV-6血管柄付き爪移植

岡 山 大学形成外科光嶋勲他……S109

13：00～14：00ランチョンセミナー3MinimumlnvasiveSurgery

座長：藤哲（弘前大学整形外科）

L3-1 透視下手術

済生会神奈川県病院整形外科佐々木孝……SllO

L3-2鏡視下手術

小郡第一総合病院整形外科土井－輝……Slll

14：10～14：45僥骨遠位端骨折3

座長：堀井恵美子（名古屋大学手の外科）

2-2-l長期成績からみた僥骨遠位端骨折に対する創外固定法の意義

会津中央病院整形外科坂本和陽他……S112

2-2-2不安定型僥骨遠位端関節内骨折に対するnon-bridging創外固定術の術後成績

平塚 共 済 病院整形外科坂野裕昭他……S112

2-2-3僥骨遠位端骨折治療用non-bridgingtype創外固定器の開発

佐野厚生総合病院整形外科森田晃造他……S113

2-2-4新しいnon-bridgingtype創外固定器(Compack)を使用した僥骨遠位端骨折の治療成績

石井クリニック松田芳和他……S113

14：45～15：25榛骨遠位端骨折4

座長：橋詰博行（岡山大学整形外科）

2-2-5僥骨遠位端骨折後の遠位僥尺関節障害に対する手術

名古屋大学手の外科中尾悦宏他……S114
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2-2-6

2-2-7

2-2-8

2-2-9

高齢者の不安定型榛骨遠位端骨折における遠位僥尺関節の安定性

宇部記念病院大野晃靖他……S114

榛骨遠位端骨折に合併する尺骨茎状突起骨折の予後

北九州総合病院整形外科櫛田学……S115

中高年女性における骨密度の減少パターンと僥骨遠位端骨折について

中野総 合病院整形外科冨岡秀樹他……S115

UsefUlnessofwristarthroscopyinthemanagementofintra-articularfracmresofdistalradius

-Acriticalreview-

DepartmentsofOrthopaedicsandTraumatology,TuenMunHospita,HongKong,China

AlexanderKYChoi,etal.……S116

15：25～16：15嶢骨遠位端骨折5（人工骨充填）

座長：清重佳郎（済生県山形病院整形外科）

2-2-10手の外科患者に対する骨ペーストの適用

近畿大学 堺 病 院 整 形 外 科 菊 池 啓 他 … … S 1 1 6

2-2-11僥骨遠位端骨折に対するハイドロキシアパタイトとリン酸カルシウム骨ペーストの

使用経験

中通総合病院整形外科千馬誠悦他……S117

2-2-12高齢者不安定型僥骨遠位端骨折に対するリン酸カルシウム骨ペースト充填の効果

一位ansulnarpercutaneouspinning単独例との比較一

美唄労災病院整形外科笠島俊彦他……S117

2-2-13骨粗霧性僥骨遠位端骨折に対するintrafOcalpinning法の治療成績

一リン酸カルシウム骨セメントは有用か？－

大阪市立大学大学院医学研究科整形外科惠木丈他……S118

2-2-14高齢者の僥骨遠位端骨折に対するリン酸カルシウム骨ペーストを併用した

Intra-fOcalpinning法の検討

興 生 総合病院整形外科河野正明他……S118

2-2-15僥骨遠位端骨折に対する生体活性セメント(CAP)による治療

友紘会総合病院整形外科難波二郎他……S119

16：15～16：55指外傷1

座長：石突正文（土浦協同病院整形外科）

2-2-16PIP関節内骨折の治療成績-簡易型創外固定を用いて

関西医科大学整形外科竹口輝彦他……S119

2-2-17手指PIP関節周囲損傷に対する可動式創外固定器の使用経験

札幌医科大学救急集中治療部土田芳彦……S120

2-2-18陳旧性PIP関節背側脱臼骨折の臨床成績

三菱京都病院整形外科山川知之他……S120
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2-2-19

2-2-20

l
l

手指PIP関節拘縮に対する関節奉動術の治療成績
昭和大学附属豊洲病院瀧川宗一郎他……S121

骨肋軟骨移植による手指関節再建一よりよい成績を目指した我々の工夫－

大阪市立大学大学院整形外科五谷寛之他……S121

16：55～17：35指外傷2

2-2-21

2-2-22

2-2-23

2-2-24

2-2-25

座長：中島英親（熊本機能病院整形外科）

骨性malletfingerに対する石黒法の治療成績-DIP関節の固定肢位による比較一

平 塚市民病院整形外科吉川泰弘他……S122

手指の骨折治療に対するBearMinicroTitaniumPlatingSystemの使用経験

医療法人與生会吉本整形外科外科病院整形外科木佐貫修他……S122

手指骨骨折に対する観血的骨接合術の検討

一ミニ・マイクロスクリュー・プレートシステムについて－

山口労災病院整形外科山本久司他……S123

指節骨・中手骨骨折に対するModularHandSystemの使用経験

熊本整形外科病院 丸田秀一他……S123

母指の挫滅損傷について

東京労災病院整形外科 富田善雅他……S124
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第3会場

8：45～9：17手根骨1

座長：田崎憲一（荻窪病院整形外科）

2-3-1新鮮例月状骨周囲脱臼の治療成績

東京医科大学整形外科原田栄志他……S125

2-3-2僥骨手根骨部分手関節固定術一とくに全手関節固定術に至った症例の検討一

奈良県立医科大学整形外科矢島弘嗣他……S125

2-3-3有鉤骨骨折の分類と治療

豊橋市民病院整形外科平野健一他……S126

2-3-4舟状月状骨間靭帯損傷に対する鏡視下デブリドマンの治療成績

医真会八尾病院整形外科面川庄平他……S126

9：17～9：50 手根骨2

座長：今村宏太郎（いまむら整形外科）

2-3-5手根中央関節造影による月状三角骨靱帯断裂の診断一僥骨遠位端骨折新鮮例一

愛知県厚生連昭和病院整形外科角田賢二他……S127

2-3-6手関節尺側部痛の新しい概念-TILTsyndromeについて－

小郡第一総合病院整形外科安部幸雄他……S127

2-3-7月状三角骨靱帯損傷の鏡視下分類と病態

名古屋大学手の外科塩之谷香他……S128

2-3-8SLACwristの病態についての検証

和歌山県立医科大学整形外科谷口泰徳他……S128

9：50～10：40指外傷3

座長：浜田良機（山梨医科大学整形外科）

2-3-9中間挿入膜によるMP関節形成術

広島大学整形外科中増正寿他……S129

2-3-10慢性MP関節痛に対する関節鏡視下治療の応用

むつ総合病院整形外科西川真史他……S129

2-3-11TJスクリューシステムを用いた母指MP関節側副靱帯再建術の術後成績

神戸大学整形外科坂井宏成他……S130

2-3-12イリザロフ創外固定器を用いた指骨延長の2例

金沢大学整形外科萩原教夫他……S130

2-3-13創外固定によるCM関節脱臼骨折の治療法

筑波記念病院小川健他……S131

2-3-14母指CM関節不安定症の治療経験

日本大学整形外科長尾聡哉他……S131

13：00～14：00第40回手の先天異常懇話会
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14：10～14：50先天異常

座長：荻野利彦（山形大学整形外科）

2-3-15中手骨短縮症に対する仮骨延長術

北海道大学整形外科加藤博之他……S132

2-3-16母指対立障害を有する合短指症

札幌医科大学整形外科北村三穂他……S132

2-3-17先天性内反足を合併したEEC症候群の1症例

大分医科大学整形外科園田広典他……S133

2-3-18健側手掌紋理をもとにした指欠損のない多指一合指-裂手手術のデザイン法

長野赤十字病院形成外科岩澤幹直他……S133

2-3-19GlobaltreatmentofhanddefOrmitiesinrecessivedystrophicepidermolysisbullosa

HandSurgeryUnit,MultimedicaHospital,Milan,ItalyL.Pegoli,etal.………S134

14：50～15:25RA1

座長：福居顕宏（奈良県立医科大学整形外科）

2-3-20発症後10年以上経過したRA母指

熊本機能病院整形外科原田香苗他……S134

2-3-21RA母指のTMC関節に対するThompson法

大阪大学整形外科橋本英雄他……S135

2-3-22慢性関節リウマチに合併した屈筋腱自然断裂例に対する手術成績

北海道勤医協中央病院整形外科堺慎他……S135

2-3-23慢性関節リウマチによる手指伸筋腱断裂

一総指伸筋腱4本（示・中・環・小指伸筋腱）断裂例の治療について一

慶應義塾大学整形外科池上博泰他……S136

15：25～16：05炎症1

座長：鳥巣岳彦（大分医科大学整形外科）

2-3-24腱交叉部での弾溌現象に対する浅指屈筋腱部分切除術

ゆあさ整形外科クリニック湯浅勝則他……S136

2-3-25術後の屈筋腱狭窄性腱鞘炎に影響する因子についての検討

東京手の外科・スポーツ医学研究所阿部幸一郎他……S137

2-3-26弾溌指に対する鏡視下腱鞘切開術の手術法と術後成績

平塚共済病院整形外科中小路真他……S137

2-3-27成人ばね指に対するステロイド腱鞘内注入法

一トリアムシノロンとベタメサゾンの比較－

日本医科大学整形外科澤泉卓哉他……S138

2-3-28TRIGGERWRISTの3例

加古川市民病院北澤久也他……S138
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16：05～16：40炎症2

座長：斎藤覚（信州大学医療技術短期大学部）

2-3-29小児弾発母指の保存療法の成績について

北海道勤医協苫小牧病院整形外科畑中渉他……S139

2-3-30小児ばれ指の治療法に関する検討

埼玉社会保険病院整形外科石井聖佳他……S139

2-3-31非定型抗酸菌感染による腱鞘滑膜炎の治療

高知医科大学整形外科野口政隆他……S140

2-3-32小外傷による手部感染症の手術例検討

東邦大学整形外科関口昌之他……S140

16：40～17:20Dupuytren拘縮

座長：加藤博之（北海道大学整形外科）

2-3-33Dupuytren拘縮手術症例の長期成績

慶應義塾大学整形外科高尾努他……S141

2-3-34当科におけるDupuytren拘縮手術例の検討

千葉大学整形外科阿部圭宏他……S141

2-3-35Dupuytren拘縮の手術に伴う合併症の検討

東京慈恵会医科大学形成外科内田満他……S142

2-3-36糖尿病に伴う手指関節拘縮の病態について

東京都済生会中央病院整形外科亀山真他……S142

2-3-37陳旧性Volkmann拘縮の治療体系に対する考察

広島大学整形外科今田英明他……S143

17：20～17：45前腕

座長：清水弘之（聖マリアンナ医科大学東病院整形外科）

2-3-38前腕骨骨幹部骨折に対するminimallyinvasiveplateosteosynthesis

済生会神奈川県病院整形外科山中一良他……S143

2-3-39前腕骨の急性骨塑性変形

土浦協同病院整形外科尾澤英彦他……S144

2-3-40上肢疾患における低出力超音波骨折治療器の使用経験

旭川医科大学整形外科勝木雅俊他……S144
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第4会場

8：45～9：33手根管症候群4

座長：沖永修二（東京逓信病院整形外科）

2-4-1特発性手根管症候群(CTS)の発生機序に関する研究

鈴鹿回生総合病院整形外科冨田良弘他……S145

2-4-2特発性手根管症候群における手根管部MRI画像

一画像面積と特発性手根管症候群の成因について－

昭和大学整形外科池田純他……S145

2-4-3特発性手根管症候群の保存療法後の再発に及ぼす女性ホルモンの影響

汐田総合病院整形外科佐々木正造他……S146

2-4-4手根管症候群における男性手術例の検討

日本大学整形外科豊泉泰洋他……S146

2-4-5手根管症候群手術成績の検討

山口大学整形外科松永経光他……S147

2-4-6手根管症候群における手指屈筋腱腱滑膜切除術

鶴田整形外科医院鶴田敏幸他……S147

9：33～10：13肘部管症候群1

座長：立花新太郎（虎の門病院整形外科）

2-4-7予後を左右する諸因子からみた肘部管症候群の術前病期分類

-modifiedMcGowan分類の試み－

佐賀医科大学整形外科浅見昭彦他……S148

2-4-8遅発性尺骨神経麻痒に対する深指屈筋筋力の定量的測定の有用性

整形外科北新病院石垣大介他……S148

2-4-9肘部管症候群における尺骨神経伝導速度の前腕部低下症例の臨床像

産業医科大学整形外科戸羽直樹他……S149

2-4-10肘部管症候群における電気生理学的分類とその手術法の検討

山口大学整形外科大藤晃他……S149

2-4-11肘部管症候群重症例の長期予後一神経伝導速度計測によるフオローアツプ－

新 潟 中 央 病院整形外科松崎浩徳他……S150

10：13～10：45肘部管症候群2

座長：高山真一郎（慶應義塾大学整形外科）

2-4-12中高齢者における肘部管症候群の術後成績

東京医科大学整形外科山本謙吾他……S150

2-4-13肘部管症候群に対する尺骨神経皮下前方移動術の術後成績

大阪医科大学整形外科渡辺千聡他……S151

2-4-14肘部管症候群の病態と治療選択

山口大学整形外科重冨充則他……S151
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2-4-15肘部管症候群に対するピンチカ再建の検討

熊本整形外科病院金城政樹他……S152

14：10～14:50Kienb6ck病1

座長：谷口泰徳（和歌山県立医科大学整形外科）

2-4-16キーンベツク病に対する月状骨摘出十舟状骨一三角骨間靱帯形成術の試み

星ケ丘厚生年金病院整形外科秋田鐘弼他……S152

2-4-17キーンベツク病に対する月状一三角骨間固定術一有茎骨移植を用いて－

大 阪 厚 生 年金病院整形外科正富隆他……S153

2-4-18KienbOck病に対するセラミック人工月状骨置換術と腱球置換術

藤田保健衛生大学整形外科鈴木克侍他……S153

2-4-19進行期キーンベック病に対する腱球移植十仮STT(SC)固定術の検討

国保中央病院整形外科藤谷良太郎他……S154

2-4-20進行期KienbOck病における観血的治療一僥骨骨切り術と腱球置換術の比較検討－

国立病院長崎医療センター整形外科角光宏他……S154

14：50～15:25Kienb6ck病2

座長：酒井和裕（山口県立中央病院整形外科）

2-4-21進行期キーンベツク病に対する榛骨模状骨切り術の長期成績

一臨床成績とX線変化の検討－

福岡 大 学 整 形 外 科 副 島 修 他 … … S 1 5 5

2-4-22Kienb6ck病に対する榛尺骨短縮術の治療成績

新潟中央病院整形外科登石聡他．．…・S155

2-4-23マイナスバリアントを伴わないキーンベツク病に対する手術療法

関西労災病院整形外科田野確郎他……S156

2-4-24キーンベツク病に対するthreesliceDynamicMRI

信州大学整形外科村上成道他……S156

15：25～16:05Kienb6ck病3

座長：長谷芳文（披済会長崎病院整形外科）

2-4-25KienbOck病に対する僥骨短縮骨切り術後10～25年経過例の検討

新潟大学大学院医歯学総合研究科整形外科学分野善財慶治他……S157

2-4-26キーンベツク病に対する僥骨骨切り術の手術成績について

弘前大 学 整 形 外 科 工 藤 悟 他 … … S 1 5 7

2-4-27キーンベツク病に対する僥骨骨切り術の手術成績-10年以上経過観察例一

名古屋大学手の外科洪淑責他……S158

2-4-28キーンベツク病に対する僥骨骨切り術の有効性

北 海道大学整形外科岩崎倫政他……S158
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2-4-29キーンベツク病に対する榛骨短縮術のMRIの検討

濁協医科大学整形外科岩本玲他……S159

16：05～16：45骨間神経麻痒

座長：長岡正宏（駿河台日本大学病院整形外科）

2-4-30特発性前骨間神経麻痒の予後

東京大学整形外科山本真一他……S159

2-4-31前骨間神経麻痒の臨床像と治療成績の検討

慶應義塾大学整形外科仲尾保志他……S160

2-4-32広範囲な筋に脱神経所見を認めた前骨問，後骨間神経麻溥の検討

日本赤十字社和歌山医療センター整形外科麻田義之他……S160

2-4-33MRI画像から見た後骨間神経麻痒の病態と治療方針

藤田保健衛生大学第二教育病院整形外科寺田信樹他……S161

2-4-34肘部ガングリオンによる僥骨神経麻輝

信州大学医療技術短期大学部理学療法学科齊藤覚他……S161

16：45～17：25その他の神経麻痘

2-4-35

2-4-36

2-4-37

2-4-38

2-4-39

座長：石田治（広島大学整形外科）

母指対立障害におけるperfectOsignの定量的解析

京都府立医科大学整形外科白須幹啓他……S162

圧迫性頚髄症に合併した手根管及び肘部管症候群の検討一透析例除く－

大阪市立大学大学院整形外科岡田充弘他……S162

下位神経根型胸郭出口症候群とC8神経根症の鑑別診断

一片側手内在筋に運動麻痒を呈する疾患の中から－

大阪市立総合医療センター整形外科乗上啓他……S163

肩甲上神経麻痒の手術成績

山形大学整形外科鶴田大作他……S163

医原性末梢神経損傷一針による機械的損傷の手術例について－

慶應義塾大学整形外科高山真一郎他……S164
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第5会場

8：45～9：25変形性関節症

座長：政田和洋（大阪労災病院整形外科）

2-5-1Heberden結節,Bouchard結節に対するテーピング療法

大阪医科大学整形外科白井久也他……S165

2-5-2ポリ-L-乳酸ピンによる指DIP関節固定術

松寿会共和病院形成外科北山稔大他……S165

2-5-3第2手根中手関節(CM)症に対する関節固定術

済生会神奈川県病院整形外科佐々木孝他……S166

2-5-4母指CM関節症に対する中手骨対立位骨切り術

慶友整形外科病院奥山訓子他……S166

2-5-5母指CM関節症に対するtitaniumimplantarthroplastyの治療経験

太田総合 病 院 整 形 外 科 金 潤 壽 他 … … S 1 6 7

9：25～10:00マイクロサージヤリー3組織移植

座長：柴田実（新潟大学形成外科）

2-5-6皮弁を要した手部挫滅創，圧挫損傷の治療経験

名古屋披済会病院整形外科佐久間雅之他……S167

2-5-7上肢再建に用いたFlow-Through型前外側大腿皮弁および筋膜弁

香 川 医 科大学形成外科宗内巌他……S168

2-5-8血管柄付腓骨頭移植術による榛骨遠位端の再建

我孫子東邦病院形成外科澤泉雅之他……S168

2-5-9上肢の組織欠損に対する血管柄付遊離組織移植術一適応と問題点－

福島県立医科大学整形外科烏越均他……S169

10：00～10:40RA2

座長：龍順之助（日本大学整形外科）

2-5-10手関節固定ロッド(WristFusionRod)を用いたRA手関節全固定術

新潟県立瀬波病院リウマチセンター整形外科石川肇他……S169

2-5-11RAに対するSauv6-Kapandji法の成績

近畿大学整形外科大谷和裕他……S170

2-5-12慢性関節リウマチに対する吸収性螺子を使用したSauve-Kapanqi法の検討

名古屋市立大学整形外科窪田泰浩他……S170

2-5-13慢性関節リウマチの手関節障害に対するSauv6-Kapan(Ui法の治療成績

山梨医科大学整形外科戸島忠人他……S171

2-5-14‘|曼性関節リウマチに対するSauv6-Kapanqi法の術後成績の検討

奈良県立医科大学整形外科小畠康宣他……S171
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15：00～15：35画像診断

座長：堀内行雄（川崎市立川崎病院整形外科）

2-5-15三次元CT血管造影法による上肢血管病変の描出

広島 大学整形外科砂川融他……S172

2-5-16手部軟部腫瘤に対する超音波検査の有用性と限界

筑波記念病院整形外科田中利和他……S172

2-5-17Dorsaloccultganglionの臨床像と超音波画像について

聖マリアンナ医科大学東横病院整形外科清水弘之他……S173

2-5-18末梢神経疾患での麻痒筋に対するMRI－非典型例の診断における有用性一

東京逓信病院整形外科沖永修二他……S173

15：35～16：15腫瘍1

座長：西田淳（岩手大学整形外科）

2-5-19手指骨の内軟骨腫について

山梨医科大学整形外科渡邉寛他……S174

2-5-20手指に発生した腱鞘巨細胞腫

大阪医科大学整形外科植田直樹他……S174

2-5-21上肢手術におけるbeta-TCPの使用経験

聖マリアンナ医科大学整形外科新井猛他……S175

2-5-22手指に発生した類骨骨腫の治療成績

琉球大学整形外科普天問朝上他……S175

2-5-23当科における手の軟部腫瘍の検討一術前診断はどの程度可能か－

千葉市立病院整形外科國吉一樹他……S176

16：15～16：50腫瘍2

座長：伊原公一郎（山口大学整形外科）

2-5-24手の腫瘍-40年間の症例検討一

県立がんセンター新潟病院整形外科小林宏人他……S176

2-5-25肘・前腕に発生した骨軟部悪性腫瘍に対する機能再建術

札幌医科大学整形外科永澤雷太他……S177

2-5-26腕神経叢に発生した神経鞘腫

北海道大学整形外科山根慎太郎他……S177

2-5-27手背に発生した巨大な先天性IntravascularPapillaryEndothelialHyperplasiaの1例

松江赤十字病院形成外科梶彰吾他……S178
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ポスター(Pc)会場
9：20～9：58神経3

座長：宮坂芳典（宮城野病院整形外科）

2-Pc-l神経活動磁界測定による神経障害部位診断一坐骨神経標本を用いた検討一

東京医科歯科大学大学院脊椎脊髄神経外科福岡優子他……S179

2-Pc-2ガラス化法を用いた末梢神経の凍結保存一組織内Schwann細胞のviabilityの検討一
慶應義塾大学整形外科谷野善彦他……S179

2-Pc-3新しいphenotypeのSchwann細胞の存在とその特性

一知覚神経束に特異的に存在するNCAM陽性細胞一

慶應義塾大学整形外科斎藤治和他……S180

2-Pc-4血管柄付尺骨神経前方移行術に伴う神経内血流

香川医科大学整形外科田中英城他……S180

2-Pc-5運動軸索再生から見た切断神経の至適縫合時期

一ラット坐骨神経モデルを用いた実験的研究一第2報

立川綜合病院整形外科小泉雅裕他……S181

2-Pc-6ヒアルロン酸を用いた神経癒着防止に関する研究

金沢大学納村直希他……S181

9：50～10：35神経4

座長：仲尾保志（慶應義塾大学整形外科）

2-Pc-7機能MRIによる手・指運動時の大脳皮質一次運動野について

東京労災病院整形外科楠瀬浩一他……S182

2-Pc-8実験的慢性癖痛モデルにおいての深部組織と表層組織の炎症でのニューロンの

活動性とNMDAアンタゴニストの効果

大阪府立母子保健総合医療センター整形外科三木健司他……S182

2-Pc-9ラット皮膚痛覚受容器活動に対するATPの効果

名古屋大学病院手の外科矢島弘毅他……S183

2-Pc-10断端神経腫に対する伴走血管による形成抑制効果の実験的研究

大阪市立大学整形外科中塚洋直他……S183

2-Pc-11腓腹神経のlonggranを用いて治療した副神経損傷

京都府立医科大学整形外科岡島誠一郎他……S184

2-Pc-12断端神経腫形成の抑制に関する実験的研究

一血管柄付き脂肪内への神経断端包埋法一

大阪暁明館病院整形外科榎本誠他……S184
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ポスター(Pd)会場

9：20～9：50 臨床1

座長：薄井正道（東北海道病院整形外科）

2-Pd-l陳旧性月状骨脱臼に対する手術療法

藤田保健衛生大学整形外科鈴木克侍他……S185

2-Pd-2母指CM関節および大菱形骨とその周辺関節の撮影法の検討

奈良県立医科大学整形外科福居顕宏他……S185

2-Pd-3一時的経皮固定法による部分手関節固定術の試み

北里大学東病院整形外科小林明正他……S186

2-Pd-4遠位僥尺関節不安定症に対する再建法の生体工学的解析

慶應義塾大学整形外科中村俊康他……S186

2-Pd-5榛骨頭前方脱臼と尺骨頭掌側脱臼を合併した1例

長野松代総合病 院 整 形 外 科 瀧 澤 勉 … … S 1 8 7

9：50～10：20 臨床2

2-Pd-6

2-Pd-7

2-Pd-8

2-Pd-9

2-Pd-10

座長：平山隆三（旭川赤十字病院整形外科）

音楽家に発生する手の障害・傷害について

防衛医科大学校整形外科根本孝一他……S187

上肢変形を有する骨形成不全症患者の機能評価

自衛隊札幌病院整形外科尼子雅敏他……S188

手関節周囲軟部組織損傷に対するDorsalulnararterynapを用いた治療経験

大阪市立大学整形外科五谷寛之他……S188

皮下1回注入法における麻酔剤の拡散状態

佐賀医科大学整形外科園畑素樹他……S189

第1中手骨血管柄付き骨移植の手根骨への応用

埼玉成惠会病院埼玉手の外科研究所福本恵三他……S189
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The4SthAnnualMeetingof
theJapaneseSocietyfOrSurgery㎡theHand

lhIII･§d&】、1111〕I･il2Ⅲ2

Rooml

8：50～9:000peningAddress

9：00～10:00SpecialLecture
Moderator:S･TAMA1

1．HandsurgeryinfUture

YoshikazulKUTA

2．Laceratednexortendonhealingandmanagementofadhesionfbnnation
SeiichilSHII

S1●●●●●●

… …S2

10：10～12:00SymposiumlLet'sthinkaboutthereliabilityofthedifferenttherapeutic
approachestothesamehandtrouble-Partl-

Moderators:K.DOI

N･OCHIAI

1-SI-1Carpaltunnelsyndromeassociatedwiththenarmuscleatrophy
MasahiroNAGAOKA……S3

l-SI-2PrimarytendontransferfOrcarpalorcubitaltunnelsyndrome
HidehikoSAITO・・…。S3

1-SI-3Cubitaltunnelreconstructionfbrulnarneuropathyattheelbow

AkihitoTSUJINO,etal．……S4

l-SI-4LongtennresultofOsborne'sprocedurefOrcubitaltunnelsyndrome

ToshiyukiMARUYAMA,etal.……S4

l-SI-5Conservativemanagementonanteriororposteriorinterosseousnervesyndrome

ToshiroFUTAMI,etal．……S5

1-SI-6Nonoperativetreatmentofspontaneousnontraumaticanteriorandposteriorinterosseousnervepalsy
NaokiSUGITA,etal．……S5

1-SI-7Anteriorandposteriorinterosseousnerveparalysis-Operativetreatment-

AkiraNAGANO,etal．……S6

1-SI-8Mobilizationofacongenitalproximalradioulnarsynostosiswithuseofavascularizedfascio-fatgraft
andradiusosteotomy

FuminoriKANAYA,etal.……S6

l-SI-9Functionalassesementofcongenitalproximalradio-ulnarsynostosis
EmikoHORII,etal．……S7

14：20～16:15SymposiumHLong-termresultsofseveralreconstructivesurgeriesfOr
intra-articularfractureofthePPjoint

Moderators:Y.IKUTA

A.MINAMI

1-SII-lLong-termresultsofcorrectiveosteotomyfOrchronicdorsalfifacture-dislocationoftheproximal
intelphalangealjoint

KenichiTAZAKI,etal.……S7

l-SII-2LongtennresultoffracturedislocationofPIPjoint(withdepressed廿agment)andosteochondralgaft
YoshitakemNO,etal.……S8

l-SII-30steochondralgraftingfromtheipsilateralhandastreatmentfOrosteochondraldefectsinfingerjoints
OsamulSHIDA,etal.……S8

l-SII-4ReconstructionofthePIPjointusingcostalcartilagegafts

TomHASEGAWA,etal．……S9
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1-SII-5

1-SII-6

l-SII-7

1-SH-8

l-SII-9

TreatmentofoldunreducedfracturedislocationofPIPjointusingchondro-perichondrialgraft

ShinichiroTAKAYAMA,etal．……S9

LongtennresultsoffreevascularizedjointtransferstothePIPjoints
NaotoTSUBOKAWA,etal.……S10

LongfOllow-upofPIPjreconstructionusingpedicledDIPjtransfer

NagatsuguKUROSHIMA……S10

PIPjointimplantarthroplastyfOrinjuryorposttraumaticarthritis
MasafUmilSHIZUKI,etal．……Sll

Cartilagerepairusingatissueengineeringtechnique
MitsuoOCHI……Sll

16：25～17:251nvitedLecturel

Moderator:N.ENDO

Stemcellsystemandtissueregeneration:Theregenerativerepairofarticularcartilage

YujiHIRAKI

17：30～18:30EveningSeminarlDefbrmityandcontractureofthefinger
Moderator:M.ABE

El-lTreatmentoftraumaticfingerdefOrmities
MaSamichiUSUI

E1-2Treatmentofpost-traumaticcontractureofthefingers
SatoshiTOH

……S12

……S13

……S14

Room2

10：10～10:50Scaphoidl
Moderator:S.TAKIGAWA

l-2-1AnewdoublethreadedscrewfOrscaphoidfracture(DTJ)anditsclinicalresult

HiromiYANAGIDA,etal.……S15

l-2-2Semi-closedHerbertscrewinsertionfOrchronicscaphoidfractures

TakaakiOHMACHI,etal.……S15

l-2-3TreatmentafterafailedHerbertscrewfixationfOrscaphoidfractures

MakotolCHIKAWA,etal．……S16

l-2-4ScaphoidnonuniontreatedbyiliacbonegraftingandHerbertscrew

IswarManSHAKYA,etal．……S16

1-2-5DistalscaphoidresectionarthroplastyfOrsymptomaticdegenerativearthritisduetoscaphoidnonunion

Poong-TaekmM,etal.……S17

10：50～11:25Scaphoid2
Moderator:G･INOUE

1-2-6BiconcavebonegaftingfOrscaphoidnonunion

MasatakaYASUDA,etal.。…｡。S17

l-2-70perativeresultsofscaphoidnonunion:InnuenceofDISIdefOnnityontheresults
YasuhikoNISHIO,etal.……S18

l-2-8Treatmentofoldscaphoidfracture:ClinicalandX-rayanalysis

AkifUmESHIMA,etal.……S18

l-2-9Anteriorwedgegraftingofthescaphoidnonunion

YoshifUmiNAGATANI,etal.…･･･S19

11：25～12:00Scaphoid3
Moderator:J.TANAKA

1-2-10Conservativetreatmentofcarpalscaphoidfractureinchildren

TomomimKUTA,etal.……S19
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l-2-11

1-2-12

1-2-13

EfficacyoflongitudinalcomputedtomographyfOrthescaphoidfracmre
-AtrialofnewposturefOrtheexannation-

KeisukeADACHI,etal．……S20

Differentiationofscaphoidfracmrepattembyradiography

HironobulNAGAKI,etal．……S20

PercutaneousHerbertScrewosteosynthesisinscaphoidfracture

In-HoJEON,etal.……S21

12：10～13:10LuncheonSeminarlPractitioners'hottalk:TheirpaSSionsand
recommendations

Moderators:K･FUJISAWA

K･ASO

Ll-lllikesurgeryandsportmedicine

KHIniiChiASO・・…・S21

L1-2Handsurgeryisthemostimportanthobbyinmylife
TetSurOSADA蘭IRO……S22

L1-3Abouttheideaintreatmentinthesurgeryofthehand
TakashilSHIGURO……S22

Ll-4Handsurgeryandmicrosurgeryinclinic
MitsuoYOSHIMURA……S23

Ll-5Howtoestablishprivateclinicofthehandsurgery
YoshiakiKITAYAMA……S23

Ll-6AnexperienceofthehandclinicfOroutpatients
KotarolMAMURA……S24

L1-7My25years'experiencesasahandsurgeoninpractice
MasakiMOROHASHI……S24

LI-8TheviewfiFomJapaneseClinicOrthopaedicAssociation

KeijiFuJmo……S25

13：15～14:10BusinessMeeting(fbrJSSHMembers)

14：20～15:00CubitusElbow

Moderator:Y･OKA

l-2-14ClinicalexperienceofwedgeosteotomyfOrosteochondritisdissecansofthecapitellum

MasaoFUJIWARA,etal.……S25

1-2-15Ulnarnervepalsyattheelbowaftersurgicaltreatmentfbrfiacturesoftheolecranon

NoriolSHIGAKI,etal．……S26

1-2-16TreatmentfOrradialneckfractureinadultandradiographicanalysis

HidetoshiTERAURA,etal.……S26

1-2-17Clinicalresultsofradialheadfractures

SeijiOTSUKA,etal.……S27

l-2-18RadialheadprothesisfOrthetreatmentofradialheadandneckfiacture

KensukeSAKAI,etal.……S27

15：00～15:40BrachialPlexuslnjuryl
Moderator:Y・NAKATSUCHI

l-2-19ElbowflexoplastyusingapartialulnernervetransferinpatientswithbracmalplexusilUuries

RyousukeKAKINOKI,etal.．…｡。S28

l-2-20Apartoftheulnarnervecrossingfbruppertypebrachialplexusinjury

YasunoriHATTORI,etal．……S28

l-2-21MRmyelographyfOrevaluationofnerverootavulsioninbrachialplexusinjury

YasumasaMSHIURA,etal．……S29

l-2-22SurgicalresultsinobstetricalparalysisfOllowingbreechdelivery

HidehikoKAWABATA,etal.……S29
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1-2-23Bonemineraldensityinpatientswithbrachialplexusmjury

HiroakiOGIHARA,etal.……S30

15：40～16:20BrachialPlexuslnjury2
Moderator:N・NISHUIMA

l-2-240utcomeofintercostalnerveandaccessorynervetransfertonervesotherthanmusculocutaneousnerve

MasatoOKAZAKI,etal．……S30

l-2-25NeurologicaldeficitfOllowingcontralateralcervical7roottransection

MasaoWATANABE,etal.……S31

l-2-26Magneticresonanceimagingofcervicalnerverootavulsioninbrachialplexusinjuries

KazuteruDOI,etal.……S31

1-2-27SiginificanceofshoulderfUnctionreconstructioninpatientswithdoublefiFeemuscletransferpocedure

fOrreconstructionofprehensionfOllowingcompleteparalysisofbrachialplexus

DhwanVIKAS,etal.……S32

17：30～18:30EveningSeminar2InstabilityoftheDRUJ
Moderator:R･NAKAMURA

l.Instabilityofthedistalradioulnarjoint-Pathomechanicsandtreatments-

ToshiyasuNAKAMURA……S33

2.Distalradioulnarjointinstability-Pathogenesisandclinicalstrategy-
HitoshiKIHARA……S34

Room3

10：10～10:45FlexorTendonl

Moderator:M･AOKI

l-3-lAnaggessiveactivemobilizaitionfOllowingflexortendonrepairusinga2-strandheavy-gaugelocking

looptechnique

HitoshiHATANAKA,etal.……S35

l-3-2Rexortendonrepairinzonellwithanearlyactivenexionexercise

JunyalMATANI,etal．……S35

l-3-3Resultsofearlyactivemotionrehabilitationafterzonel&zonellprimaryflexortendonrepair

KazuhikoHIRACHI,etal.……S36

l-3-4Short-termresultofearlyactivecontrolledexerciseafternexortendonrepair

KeisukelKEDA,etal.……S36

10：45～11:25FlexorTendon2

Moderator:H･TANAKA

l-3-5Delayednexortendonrupturesafteradistalradiusfracture

SatoruNAKAMURA,etal.……S37

1-3-6Spontaneousruptureoftendonstofingersinrenaltransplantpatients

NaotakalSHIKURA,etal．……S37

1-3-7ClosedruptureoftheflexordigitorumprofUndustendonofthelittlefingerwithinthecalpaltunnel

YasuhikolMAIZUMI,etal．……S38

1-3-8Tenolysisafterrepairofthenexortendon

MasaoNISHIWAKI,etal.……S38

1-3-9Theflexortendonruptureinthecarpaltunnel

HirokazuKOBAYASHI,etal.……S39

11：25～12:00ExtensorTendonlnjury
Moderator:N・KUROSHIMA

l-3-10TendontransferfOrsubcutaneousruptureofextensorpollicislongustendon

-Thesuitabletensiondetenninationbyneuro-muscularstimulation-

MichiahTAKAGI,etal．……S39
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l-3-ll

l-3-12

l-3-13

ClinicalexperimentfOrtraumaticlongitudinaltearoftheextensortendonatMPjoint

MasahiroTOBE,etal．……S40

Clinicalcharacteristicsoftheruptureoftheextensorpollicislongustendon

KenichiKAZUKI,etal.･．…・S40

Anassessmentfbrextensortendoninstabilityatthemetacarpophalangealjoint

TakaakiSHINOHARA,etal．……S41

12：10～13:10LuncheonSeminar2Socialinsuranceonthehandsurgery
Moderator:T・FUTAMI

L2Medicalinsuranceinhandsurgery

JunjiNAKAMURA．｡…･S42

14：20～15:00CarpalTunnelSyndromel
Moderator:I.OKUTSU

l-3-14ClinicalresultsandadaptationofthevolarwristsplinttherapyfOrcarpaltunnelsyndrome

-Evaluationoforthodromicsensorynerveconductiontestbyinchingmethod-
MitsuhikoNANNO,etal.……S43

l-3-15Post-operativeresultsandelectrophysiologicchangesofseverecarpaltunnelsyndrome
ShingoNOBUTA,etal.……S43

1-3-16DetectionofmediannerveswellingfOrthediagnosisofidiopathiccarpaltunnelsyndrome
KenichiNAKAMICHI,etal．……S44

l-3-17Earlystagesofcamaltunnelsyndromepatientsshowssensorydisturbanceasnotonlyhypesthesiabut
alsohyperesthesiabyquantitativesensoryevaluationusingcurrentperceptionthresholdtesting

HidehikoNONOMURA,etal.……S44

l-3-18Sensoryevaluationinpatientswithidiopathiccarpaltunnelsyndrome
IsatoSEKIYA,etal.……S45

15：00～15:40CarpalTunnelSyndrome2
Moderator:Y・KATSUMI

l-3-19Clinicalrecoveryafterendoscopicsurgeryoftherecurrentcarpaltunnelsyndromepatient
IkkiHAMANAKA,etal.……S45

1-3-20Preandpostoperativemediannervepressureincarpaltunnelsyndrome
IchiroOKUTSU,etal．……S46

1-3-21LongtermfOllow-upofendoscopiccamaltunnelreleasefbrhemodialysispatients
H"imeKIMURA,etal.……S46

1-3-22Endoscopicvs.opensurgeryfbrcarpaltunnelrelease

-Aprospectiverandomizedstudy:part2-
SoichiEJIRI,etal.……S47

1-3-23Endoscopictreatmentofcamaltunnelsyndrome,abductorpollicisbrevisdamegedtype
YokoSASAI,etal.……S47

15：40～16:15CarpalTunnelSyndrome3
Moderator:Y.TOMITA

l-3-241ndicationfOrtheprimarytendontransferfOrthecamaltunnelsyndrome
KeizoFUKUMOTO,etal.……S48

l-3-25Aclinicalstudyofopponensplastyincarpaltunnelsyndrome
IchiroNAKAJIMA,etal．．…｡･S48

1-3-26PrimaryopponoplastyfOrcarpaltunnelsyndromeinelderly
NoriakiHIDAKA,etal．……S49

l-3-27Tendontransferfbrseverecamaltunnelsyndromewithanewconcept
TanefUmiNAKAGAWA,etal.……S49
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Room4

10：10～10:50DRUJ
Moderator:T・MIZUSFKI

I-4-lThedisordersoftriangularfibrocartilageandcarpalbonesdependontheanatomicalstructureofthe

distalradio-ulnarjoint

ToshihisaOSHIGE,etal．……S50

1-4-2ThestiffnessofDRUJ

NaokiSUENAGA,etal.……S50

1-4-3UInarshorteningosteotomyfbrDRUJsubluxationandinstability

RyogoNAKAMURA,etal.……S51

1-4-4Galeazzifracture-dislocationwithoutafractureofulnarstyloidprocess

YoshitoKIKUCHI,etal.……S51

1-4-5Treatmentfbrcomminuted伽ctureofdistalradiuswithdistalradioulnarjointdislocation

AkihiroKATO,etal．……S52

10：50～11:25ArtincialJointProsthesis

Moderator:Y.ITOH

l-4-6Sphericalimplantarthroplastyofthethumbcarpometacamaljoint

KazuhiroMASADA,etal.……S52

l-4-7TheexperiencewithAvantaprosthesisfOrthedegenerativearthritisofthetrapeziometacarpaljoint
AkioMAKITA,etal.……S53

l-4-8TotalarthroplastyfOrtrapeziometacarpaljoint

ShinMUNESADA,etal.……S53

l-4-9Anartificialjointsubstitutionfbraniniuredfinger

NorimitsuWATANABE,etal.･･…･S54

11：25～12:00TFCC1

Moderator:S.UCHIYAMA&

l-4-lOLong-tennresultsofscopicdebridementfOrTFCCtear

MasahiroNAGAI,etal．……S54

1-4-llScopictreatmentfOrtriangularfibrocartilagelesion

Jun-ichilSHIKAWA,etal.……S55

l-4-12Theclinicalstudyofusingholmium:YaglaserfOrTFCCiniury

GouichiHARAOKA,etal.……S55

l-4-13Deepportioninjuryofthetriangularfibrocatilagecomplexcombinedwithulnarstyloidfracture

KQjiSHIGEMATSU,etal.……S56

14：20～15:00TFCC2

Moderator:Y・YANASE

l-4-141ndicationandlimitationofarthroscopicTFCCresectionandulnarshorteningfOrTFCCtears

SetsukoSHIBATA,etal.……S56

1-4-15Clinicalstudyofulnarshortningfbrchroniculnardisorders

MasayaNAKAMURA,etal.……S57

l-4-16ClinicalstudyofulnarshorteningfbrtheTFCCiIUury

HikamTASHIMA,etal.……S57

l-4-17Long-termresultsofulnarshorteningprocedurefbrtriangularfibrocartilagecomplextear

ToshiyasuNAKAMURA,etal.……S58

l-4-18SenwaldprocedurefOrTFCCinjury

KatsuroFURUMACHI,etal.……S58

15：00～15:40DistalRadiusFracturel

Moderator:H,TASHIMA

l-4-19Distalradialfiacturewithdorsaldislocatedfragment-Conservativetherapy-
AkiraMOROHASHI,etal.

－67－

S39



l-4-20

l-4-21

l-4-22

l-4-23

ImportanceofreductionofpalmercortexinCollesfracture

YasuhiroHIDAKA,etal．……S59

PalmarplatingfOrunstableColles'typefracture

MasayukiKAMANO,etal．……S60

VolarplatefixationfOrdorsallydisplacedfractureofthedistalradius

KazuhiroSAKAI,etal.……S60

ClinicalresultsofdorsalplatefixationfOrtheunstablefractureofthedistalradiusinelderpatients

KenjiKIDO,etal.……S61

15：40～16:15DistalRadiusFracture2

Moderator:K･KAZUKI

l-4-24CondylarstabilizingtechniquefOrdistalradialfractureinelderlyfemale
YoshiroKIYOSHIGE……S61

l-4-25Buttl･esspinningfOrdistalradiusfracturesinolderadults

YoshihitoYUKITA……S62

l-4-26Platefixationofunstablefracturesofthedistalradius

HiroyoshiOGASA,etal.……S62

l-4-271ntra-articularfiacturesofthedistalendoftheradius:Externalfixationcomparedwithopenreduction

andintemalplatefixation

KatsunorilNAGAKI,etal.……S63

Room5

10:30～11:00VideoPresentationl

Moderator:K.SUZUKI

l-5-lNewlydevelopedextensortendonsuturetechniquewithpolyesterpatchfOrthetendontransfer

MasafilmilSHIZUKI,etal.……S64

1-5-2TwosteptechuniquefOracutescaphoidfractureusingnewcannulateddoublethreadscrew(DTJ)

JuichiTANAKA,etal.……S64

1-5-30perativemethodofclosedwedgeosteotomyfbrulnarwristpain

TakeshiYOSHIDA,etal.……S65

11：00～11:30VideoPresentation2

Moderator:H･KAWAI

l-5-4Percutaneousreleaseoftriggerfingerswithguided-knife:Utilizingpalmskinlaxityinfingerflexion

YoshUiYUMOTO……S65

1-5-5Conservativetreatmentofthoracicoutletsyndromeusingastrappingdevice

YukioNAKATSUCHI,etal．……S66

1-'6Currentviewofmyolectricarmprostheses-Acasereportofthewristamputation-

ToyokazuTAKEUCHI,etal.……S66

11：30～12:00VideoPresentation3

Moderator:M・SUZUKI

l-'70steochondralgraftingfOrdorsalfracture-dislocationoftheproximalinterphalangealjoint

KenjiKIMORI,etal.……S67

1-5-8LunotriquetralarthrodesisfOrlunotriquetraldissociation

KazuoTAMAI,etal.……S67

l-5-9Triscaphearthrodesis:Surgicaltechnique

MasatakaYASUDA,etal．……S68

15:00～15:35Microsurgeryl-Amputation-
Moderator:M.BEPPU

l-5-10Functionalevaluationofreplantedorseverlydamagedupperextremeties

OsamuSATO,etal.……S68
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1-5-l1

1-5-12

1-5-13

Qualityoflifeaftermajoramputationofupperextrenty

OsamuTAKASHIMA,etal．……S69

Coldintoleranceafterdigitalreplantation:Associationwithanesthesia

SatoshiANAYAMA,etal.……S69

FunctionalevaluationoftheupperextremityafterharvestingtheradialarteryfOrcoronaryarterybypass
grafting

YujiTERAI,etal.……S70

15：35～16:15MicroSurgery2-Finger,Skin-
Moderator:I.KOSHIMA

l-5-14TreatmentoptionfOrAllenlevellllfingertipinjury

HiroakiMATSUSHITA,etal.……S70

l-5-15Venousnap(A-A-Vtype)fOrreconstructionofdigitalarteryandsofttissuedefect

MotohisaKAWAKATSU,etal.……S71

l-5-16FreedorsalulnarperfOratornapsfbrthedigits

Y叩INADA,etal.……S71

l-5-17Freeflapcoverageofpalmarfingerwoundsfrompalmorsole

YoshiyukiOHNO,etal.……S72

l-5-18Tear-dropshapeddorsolateralfingernapfOrskincoverageafterresectionoflargemucouscyst
YuichiHIRASE,etal.……S72

PosterA

17：30～18:00Development,Anatomy
Moderator:F・KANAYA

l-Pa-lMomhologicaldifferencesofbilateralfingernails

KoichiKOBAYASHI,etal.……S73

1-Pa-21mmunochemicalinvestigationofnailgrowth

HideoKASHIWA,etal.……S73

l-Pa-3Thencrovasculatureofthenailbedofthehumanfingertip

KeljiroHASEGAWA,etal.……S74

1-Pa-4TheimportanceofTenascinCinmammaliandigitregeneration

HidehikoOSUMI,etal.……S74

l-Pa-5Ultrastructureandgeneexpressionofthetissueengineeredphalanx

NoritakalSOGAI,etal.……S75

18：00～18:30MuScle,Tendon
Moderator:K・NEMOTO

l-Pa-6Mechanicalanalysisoflumbricalplusfinger

YasuyukiTANAKA,etal．……S75

1-Pa-7Excursionresistanceofthegrafttendonandpulley:Abiomechanicalstudyinhumanmodeli"vj"o
ToshikiAKASAKA,etal．……S76

l-Pa-8Surfacemodificationofextrasynovialtendonbychemicallymodifiedhyaluronicacidcoating
ToshintsuMOMOSE,etal.……S76

l-Pa-9Theeffectofhyaluronicacidontendonhealingandtendonadhesion

RyusukeOSADA,etal.……S77

l-Pa-10DevelopmentofalginicacidsolutionfOrinhibitionofposttraumaticperitendinousadhesion
KozoSHIMADA,etal.……S77

PosterB

17：30～18:00Biomechanicsl

Moderator:T･SAKADA

1-Pb-lWhatisanimportantfactorofmechanicalstrengthofpercutaneouspinningfixationfOrdistalradius
fracture？

YUjiSAEKI,etal.……S78
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l-Pb-2

l-Pb-3

l-Pb-4

l-Pb-5

Comparisonofdifferentdistalradiusfracturefixationplates:Abiomechanicalstudy

DenjuOSADA,etal.……S78

Anatomicalstudyofulnarwristjointdegeneration-Correlationwithulnarvariance-

KazushigeHASEGAWA,etal.……S79

Kinematicsofthetriquetrum-hamatejoint:Anoninvasivei"vivo3-dimensionalstudy

HisaoMORITOMO,etal.……S79

Histologicstudyofulnocarpalligamentonthewrist

SaburoSASAO,etal.･･･…S80

18：00～18:30Biomechanics2

Moderator:Y・MINAMIKAWA

l-Pb-6Experimentalstudyofproximalvsdistaluinarshorteningosteotomy

NaoyalCHIOKA,etal.……S80

l-Pb-7Functionalanatomyofthelateralcollateralligamentcomplexoftheelbow

NaohideTAmGAWA,etal.……S81

l-Pb-8AnewreconstructionmethodofthefOrearmlOMusingbone-crurallOM-bonegraft

-Kinematicstudy-

MasakiFUJITA,etal.……S81

l-Pb-9X-rayandCTfindingsandfUnctionaldisturbanceofosteoarthrosisofmetacarpophalangealjoint

HiroakiTAKAI,etal.……S82

l-Pb-IOHistologicalandbiomechanicalevaluationofaninterferencescrewfbrtendonreattachment

HiroakiOKUNO,etal.……S82

PosterC

17：30～18:00Nervel

Moderator:K･UKFDA

l-Pc-lAbioabsorbabletubecoatedwithculturedSchwanncellspromotesguidedperipheralnerveregeneration

MasaruKOSHIMUNE,etal．……S83

l-Pc-2GraftingusingsiliconechamberfOrperipheralnervedefects,effectoftemporarytubulization

MitsuakiODAKA,etal．……S83

l-Pc-3Anexperimentalstudyonnerveregenerationusinganovelbiomaterial,chitosantubecombined

withlamininpeptides

MasumiSUZUKI,etal．……S84

l-Pc-4NovelculturetechniqueofadultSchwanncellfbrhybridartificialperipheralnerve

TakatsuguKOMIYAMA,etal.……S84

l-Pc-5ThreedimensionalcultureofSchwanncellfOrtissueengineeredperipheralnerve

HirokazuTOCHIGI,etal.……S85

18：00～18:30Nerve2

Moderator:S・ITOH

l-Pc-6Evaluationofgradualnerveelongationonaxonalregenerationafternerverepair

YukoFUJII,etal．……S85

l-Pc-7Axonalsproutinpartiallydamagedperipheralnervefromintactpartintoimpairedpart

TakeruARAI,etal.……S86

l-Pc-8Pattemofaxonalregenerationinend-to-sideneurolTaphywithoutepi/perineurialwindow

KqiAKEDA,etal.……S86

l-Pc-9Regeneratingaxonsderivefromspinalcordlevelinend-to-sideneurorraphymodelwithout

epi/perineurialwindow

KQjiAKEDA,etal.……S87

l-Pc-lOAnalysisofintercellularjunctionalproteinsintheperineuriumoftheperipheralnervousystem

HisanoriHIRAKAWA,etal.……S87
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Frida， rⅡ11』

Rooml

8：45～10:40SymposiumlIITheissuesofearlyactivemotionexerciseafternexor
tendonrepairinnoman'sland

Moderators:S.ISHII

H・SAITO

2-SIII-lProblemsofearlyactivemotionafternexortendonrepair:Anexperimentalconsideration
MitsuhiroAOKI,etal.……S89

2-SIII-2Earlyactivemobilizationafterflexortendonrepairinnoman'sland

DeniuOSADA,etal.……S89

2-SIII-3AnearlyactivemobilizationprogFamfOrzone2HexortendonilUury
NozomuKUSANO,etal.……S90

2-SIII-4Postoperativeearlyactivemotionexerciseafternexortendonrepair

ShinyaMAKI,etal.……S90

2-SIII-5Earlyactiveandcontrolledmobilizationfbllowingflexortendongraft

HiroyukiOHI,etal.……S91

2-SIII-6Thetendongraftinginnoman'slandbythestraightneedlewithaloopnylonthickthread
ToshihitoYAMAGUCHI,etal．……S91

2-SIII-7ModifiedKleinertasatherapyofthenexortendonrupure

HidechikaNAKASHIMA,etal.……S92

2-SIII-8Flexortendonrepairinzone2fOllowedbyearlyactiveextensionandpassivenexionmobilization

HiroyukiKATO,etal.……S92

2-SIII-9Resultsofflexortendonrepair(zone2)usingaconventionalmethod(immobilization)
YukioHORIUCHI,etal.……S93

2-SIII-lOEssentialsfOrearlyactivemotionofrepairednexortendoninzone2

ShuyaOKUMURA,etal.……S93

10

L3

11

50～11:501nvitedLecture2

Moderator:Y.YAMAUCHI

UpdateonthebiologicalbasisfOrnexortendonrepair

DepartmentofOrthopaedicSurgery,Bames-JewishHospitalatWashingtonUniversity,

St.Louis,MO,USA

RichardH･GEIBERMAN S94

50～12:501nvitedLecture3

Moderator:A・NAGANO

ThefUtureofperipheralnervesurgery

Malm6UniversityHospital,DepartmentofHandSurgery,UniversityofLund,

Malm6,Sweden

G6ranLUNDBORG……S95

14:10～16:05SymposiumVBridgingofnervegap:Bioartificialnervegraft
Moderators:M・OCHI

H･HIRATA

2-SV-lNeurotrophicfactorlamininpromotesperipheralnerveregenerationthroughtheartificialtube
YasushiNAKAO,etal.……S97

2-SV-2Anewmethodofnervebridgingwiththecollagenmesothelialtube

KQjiRYOKE,etal.……S97

2-SV-3Astudyonbiomaterialsanddesignofanartificialnerve

SoichiroITOH,etal.……S98

2-SV-4Enhancementofaxonalregenerationthroughmusclegraftproducedbymarcaintreatment
AkimasaMORITA,etal.……S98

2-SV-5Peripheralnerverepairwithartificialnervegraftapplyingbioabsorbableguidingfilaments
TakeruARAI,etal．。…｡。S99
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2-SV-6 Amethodtopromotethebridgefbrmationoftubetypebioartificialnervegaft
YutakaMAm,etal.……S99

Peripheralnerveregenerationalongcollagenfilaments

SatoruYOSHII,etal.……S100

CulturedSchwanncellspromotenerveregeneration

KazuolKEDA,etal．……S100

Hybridartificialnerve

HitoshiHIRATA,etal．……S101

PeripheralnerveregenerationthroughabiodegadablepolymerscaffbldseededwithSchwanncells

YasushiNAKAO,etal.…･･･S101

７
８

Ｖ
Ｖ
Ｓ
Ｓ
２
２

2-SV-9

2-SV-10

16:05～17:55SymposiumVILet'sthinkaboutthereliabilityofthedifWHerent
therapeuticapproachestothesamehandtrouble-Part2-

ModeratorS:K.TADA

T.SASAKI

2-SVI-lLong-tennresultsofradialwedgeosteotomyfOrKienb6ckdisease

KuniichiASO,etal.……S102

2-SVI-2LongtermresultsofvascularbundleimplantationfOrthetreatmentofKienb6ck'sdisease

HiroshiYAJIMA,etal.……S102

2-SVI-3TendoninterpositionarthroplastyfbrKienb6ck'sdisease

YoshiakiYANASE,etal．．…・･S103

2-SVI-4Hemiresectionarthroplasty

ShigakuSAI,etal.……S103

2-SVI-5Long-termresultsofSauve-KapandjiprocedurefOrosteoarthritisofthedistalradioulnarjoint

AkioMINAMI,etal．……S104

2-SVI-6Resultofarthroscopicpartialresectionoftriangularfibrocartilagecomplexi可uryfOr

longperiodfOllowup

ShinjiNISHIKAWA……S104

2-SVI-7ResultsofulnashorteningosteotomyfOrtheTFCCmjuriesorulnocarpalabutmentsyndrome

TakayaMIZUSEKI,etal．……S105

2-SVI-8DISIdefbrmityinthetreatmentofscaphoidnonunion

TakuroWADA,etal.……S105

2-SVI-9ShouldaDISIdefOrmityofthescaphoidnonunionbecorrected？：No

GorolNOUE,etal.……S106

17：55～18:05CIosingRemarks

Room2

9：20～10:40SymposiumlV(Video)Skincoverageoffingertipamputation
Moderators:Y･YAMANO

H.YAJⅢⅥA

2-SIV-1VolarVYAdvancement

KazuteruDOI,etal．……S107

2-SIV-2ModifiedpalmnapfOrfingertipillury

JunsukeSEKIGUCHI,etal.……S107

2-SIV-3PracticalguidetoKutler'sdigitalislandnap

YuichiHIRASE……S108

2-SIV-4Reversevascularpedicledigitalislandnap
TadaoKOJIMA……S108

2-SIV-SPalmaradvancementflapwithVYplasty
TadaoKOnMA……S109

2-SIV-6Freevascularizednailgrafts

IsaoKOSHIMA,etal．……S109
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13：00～14:00LuncheonSeminar3MinimumlnvasiveSurgery
Moderator:S・TOH

L3-lFluoroscopicallyassistedhandsurgery
TakashiSASAKI……S110

L3-2Endoscopichandsurgery
KazuteruDOI……Slll

14：10～14:45DistalRadiusFracture3
Moderator:E・HORH

2-2-lTheroleofexternalfixationfbrfractureofthedistalradius-Discussedfromlongtermresults-

KazuakiSAKAMOTO,etal.……S112

2-2-2Clinicalresultsofnon-bridgingexternalfixationfbrunstableintra-articularfractureofthedistalradius
HiroakiSAKANO,etal.……S112

2-2-3Developmentofthenon-bridgingtypeexternalfixatorfOrradiusendfracture
KozoMORITA,etal.……Sll3

2-2-4Clinicalresultsofdistalradiusfractureswithnewnon-bridgingtypeexternalfixation(Compack)
YoshikazuMATSUDA,etal.……S113

14：45～15:25DistalRadiusFracture4

Moderator:H・HASHIZUME

2-2-50perativetreatmentsfOrdisordersofdistalradioulnarjointfOllowingdistalradius伽cture
EtsuhiroNAKAO,etal.……S114

2-2-6Stabilityofthedistalradioulnarjointinunstabledistalradialfracturesbasedonosteoporosis
TeruyasuOHNO,etal.……S114

2-2-7Theprognosisofulnarstyloidfractureassociatedwithdistalradiusfracture
ManabuKUSHIDA,etal.……S115

2-2-8Studyonrelationshipbetweendistalradius廿acmreofagedfemalepersonsanddecreasingpattem

ofbonemineraldensity

HidekiTOMIOKA,etal.……S115

2-2-9UsefUlnessofwristarthroscopyinthemanagementofintra-articularfracturesofdistalradius
-Acriticalreview-

AlexanderKYCHOI,etal.……S116

15：25～16:15DistalRadiusFracture5

Moderator:Y･KIYOSHIGE

2-2-10AdaptationofbonepastesfOrthepatientswithhandsurgery
HirakuKIKUCHI,etal.……S116

2-2-llTreatmentfOrdistalradiusfracturewithhydroxyapatiteandcalciumphosphatecement

SeietsuSENMA,etal.……S117

2-2-12TheeffectofcalciumphosphatebonepastefOrdistalradiusfracturesinsedentarypatients
ToshihikoKASASHIMA,etal．……S117

2-2-13ComparisonofintrafOcalpinningwithorwithoutcalciumphosphatebonecementastreatmentfOr

osteoporoticdistalradiusfractures
TakeshiEGI,etal.……S118

2-2-141ntra-fOcalpinningwithcalciumphosphatecementfOrdistalradiusfracturesinelderlypatients
MasaakiKAWANO,etal.……S118

2-2-15BioactivebonecementingfOrthetreatmentofdistalradiusfiactureintheelderly
JiroNAMBA,etal.……S119

16：15～16:55FingerInjuryl
Moderator:M・ISHIZUKI

2-2-16Treatmentofintra-articularfractureofthePIPjoint

TemhikoTAKEGUCHI,etal.……S119

2-2-17Dynamicexternalfixationfbrinjuriesoftheproximalintemhalangealjoint
YoshihikoTSUCHIDA……S120
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2-2-18 TreatmentfOrolddorsaldislocationfracturesinPIPjoint

TomoyukiYAMAKAWA,etal.……S120

ReviewofoperativemobilizationfbrthecontractedPIPjoint

SouichirouTAKIGAWA,etal.……S121

Reconstructionoffingerjointsbyosteochondralgraftfromrib

HiroyukiGOTANI,etal.……S121

９
０
１
２

２
２

２
２

16：55～17:35FingerInjury2
Moderator:H・NAKASHIMA

2-2-21Treatmentofmalletfractureswithlshiguro'sprocedure:AcomparisonwithfixedangleofDIPjoint
YasuhiroYOSHIKAWA,etal．……S122

2-2-22Treatmentofmetacarpalandphalangealfractureswithbearminicrotitaniumplatingsystem
OsamuKISANUKI,etal.……S122

2-2-230perativetreatmentfbrthefi･acturesofthemetacamalandphalangealbone

HisashiYAMAMOTO,etal.……S123

2-2-24ModularHandSystemfOrthephalangealandmetacarpalfractures

SyuichiMARUTA,etal.……S123

2-2-25TreatmentfbrirUuryofthumb

YoshimasaTOMITA,etal．……S124

Room3

8：45～9:17CarpalBoneFracturel
Moderator:K.TAZAKI

2-3-lTreatmentoffreshperilunatedislocation

HideshiHARADA,etal.……S125

2-3-2Radio-carpalarthrodesis

HiroshiYAJIMA,etal.……S125

2-3-3Classificationandtreatmentofhamatefracture

KenichiHIRANO,etal．……S126

2-3-4Arthroscopicdebridementofthechronicscapholunateligamentinjury

ShoheiOMOKAWA,etal．……Sl26

9：17～9:50CarpalBoneFracture2
Moderator:K.IMAMURA

2-3-5Midcarpalwristarthrographicdiagnosisofthelunotriquetralligamenttearsassociatedwith
distalradialfractures

KenjiTSUNODA,etal.……S127

2-3-6Newconceptofulnarsidedwristpain-TILTsyndrome-

YukioABE,etal.．.…･S127

2-3-7Arthroscopicclassificationandetiologyoflunotriquetralligamenttear

KaoriSHIONOYA,etal．．.…・S128

2-3-81sSLAC(scapholunateadvancedcollapse)wristcausedbyscapholunatedissociation？

YasunoriTANIGUCHI,etal.．｡…･S128

9：50～10:40Fingerlnjury3
Moderator:Y.HAMADA

2-3-91nterpositionalarthroplastyfbrreconstructionofthemetacamophalangealjoint

MasakazuNAKAMASU,etal.……S129

2-3-lOArthroscopictreatmentfOrchronicpainofmetacarpophalangealjoint

ShinjiNISHIKAWA,etal.……S129

2-3-llClinicalresultsincollateralligamentreconstructionofthemetacalpophalangealjointof

thethumbusingTJscrewsystem

HiroshigeSAKAI,etal.……S130
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2-3-12

2-3-13

2-3-14

Bonelengtheningofthephalanxboneusingllizarovexternalfixatorfbr2cases
NorioHAGIWARA,etal

Therapyofcarpometacarpaldislocationfracturebyexternalfixation
TakeshiOGAWA,etal

ClinicalstudyfOrthetrapezio-metacarpaljointinstability
SohyaNAGAO,etal

13：00～14:00MeetingfbrCongenitalHandDefOrmity

･･･S130

･･･S131

S131

14:10～14:50CongenitialDefbrmity
Moderator:T・OGINO

2-3-15Callotasislengtheninginpatientswithbrachymetacarpia
HiroyukiKATO,etal.……S132

2-3-16SymbrachydactylywithhypofUnctionofthethumbopposition
MihoKITAMURA,etal.……S132

2-3-17AcaseofEECsyndromewithcongenitalclubfOot
HironoriSONODA,etal.……S133

2-3-18UseofpalmdermographpatternfilmfOrdesigninginthetreatmentofhandanomaly
MotonaolWASAWA,etal.……S133

2-3-19GlobaltreatmentofhanddefOnnitiesinrecessivedystrophicepidermolysisbullosa
L,PEGOLI,etal.……S134

14：50～15:25RA1

Moderator:A.FUKUI

2-3-20Radiogaphicchangesinrheumatoidthumb:AradiographiclOyearsfbllow-up
KanaeHARADA,etal．……S134

2-3-21ReconstructionfOrTMCjointofthepatientswithreumatoidarthritis
HideoHASHIMOTO,etal．……S135

2-3-22ResultsofthereconstructionfOrspontaneousflexortendonrapturewithrheumatoidarthritis
MakotoSAKAI,etal.……S135

2-3-23Reconstructionofrupturedextensortendonsintherheumatoidhands
HiroyasulKEGAMI,etal.……S136

15：25～16:051nnammationl

Moderator:T・TORISU

2-3-24PartialresectionofthenexordigitorumsuperficialistendonfOrtriggeringatthechiasmatendinum
KatsunoriYUASA,etal.……Sl36

2-3-25Analysisoftheriskfactorsconcerningthestenosingtenosynovitisofpostopration
KoichiroABE,etal．……S137

2-3-260perativeprocedureandclinicalresultsofendoscopictriggerfingerrelease
MakotoNAKAKOUJI,etal.……S137

2-3-271ntrasynovialsteroidinjectionfOrtriggerfingersinadults-Triamcinolonevsbetamethazone-
TakuyaSAWAIZUMI,etal.……S138

2-3-28Triggerwrist;Reportofthreecases

HisayaKITAZAWA,etal．……S138

16：05～16:40Innammation2

2-3-29Conservativetreatmentfbrtriggerthumbinchildren

2-3-30Clinicalstudyoftherapyofthetriggerfingerinchildren

2-3-31Atypicalmycobacteriuminfectionoftheupperextremity

2-3-32TreatmentfOrinfectionofthehandbylesserinjuries

－75－

Moderator:S・SAITOH

WataruHATANAKA,etal.……S139

SeikalSHII,etal．……S139

MasatakaNOGUCHI,etal．……S140

MasayukiSEKIGUCHI,etal．……S140



16：40～17:20DupuytrenContracture
Moderator:H・KATO

2-3-33SurgicalresultsofDupuytren'scontracture-Along-termfOllow-upstudy-
TsutomuTAKAO,etal.……S141

2-3-34ClinicalstudyontreatmentfOrDupuyten'scontracture

YoshihiroABE,etal.……S141

2-3-35ComplicationsofthesurgicaltreatmentofDupuytrencontracture
MitsumUCHIDA,etal.……S142

2-3-36Thepathogenesisoflimitedjointmobilityindiabeticcondition

MakotoKAMEYAMA,etal.……S142
2-3-37TreatmentofestablishedVolkmann'scontracture

HideakilMADA,etal.……S143

17：20～17:45Forearm

Moderator:H･SHIMIZU

2-3-38MinimallyinvasiveplateosteosynthesisfbrfOreannfifactures

KazuyoshiYAMANAKA,etal.……S143

2-3-39AcuteplasticdefOrmationoffbrearm

HidehikoOZAWA,etal.……S144

2-3-40Clinicalresultsofsonicacceleratedfi･acturehealingsystemfOrupperextrentydiseases
MasatoshiKATSUKI,etal．……S144

Room4

8：45～9:33CarpalTunnelSyndrome4
Moderator:S.OKINAGA

2-4-lTheexpressionofTenascin-Candversicanintenosynobiumincarpaltunnnelsyndrome(CTS)
YoshihiroTOMIDA,etal.……S145

2-4-2Amagneticresonanceimageofidiopathiccarpaltunnnelsyndrome;Anopinionaboutthecauseof
idiopathiccarpaltunnelsyndrome

JunlKEDA,etal．……S145

2-4-31nnuenceofsexualhormoneonrecurrenceofidiopathiccarpaltunnelsyndrome

ShozoSASAKI,etal.……S146

2-4-4Clinicalstudyofcarpaltunnelsyndromeinmalepatients

YasuhiroTOYOIZUMI,etal.……S146

2-4-5Surgicaloutcomeofcamaltunnelsyndrome

TsunemitsuMATSUNAGA,etal．……S147

2-4-6TenosynovectomyoffingerflexortendonsfOrcamaltunnelsyndrome

ToshiyukiTSURUTA,etal．……S147

9：33～10:13CubitalTunnelSyndromel
Moderator:S,TACHIBANA

2-4-7NewmodifiedMcGowan'sclassificationbasedonprognosticfactors
AkihikoASAMI,etal.……S148

2-4-8 QuantitativemeasurementofnexordigitorumprofUndusmusclestrengthfbrcasesoftardyulnarnerve
palsy

DaisukelSHIGAKI,etal.……S148

2-4-9Clinicalfeaturesofdelayedmotornerveconductionvelocityoffbrearmwithcubitaltunnelsyndrome
NaokiTOBA,etal.……S149

2-4-lOElectl･ophysiologicalclassificationofthecubitaltunnelsyndromeanditsoperativeniethods
AkiraOFUJI,etal.……S149

2-4-llLong-termprognosisofseverecubitaltunnnelsyndrome:Follow-upstudybynerveconductionvelocity
HironoriMATSUZAKI,etal.……S150
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10：13～10:45CubitalTunnelSyndrome2
Moderator:S･TAKAYAMA

2-4-12Longtermresultsofcubitaltunnelsyndrome

KengoYAMAMOTO,etal.……S150

2-4-13ClinicalresultsofanteriortranspositionoftheulnarnervefOrcubitaltunnelsyndrome
ChisatoWATANABE,etal.……S151

2-4-14Surgicaltreatmentbasedonthepathomechanismofthecubitaltunnelsyndrome
MitsunoriSHIGETOMI,etal．……S151

2-4-15ClinicalstadyofpinchreconstructionfOrthecubitaltunnelsyndrome
MasakiKINJYO,etal.……S152

14:10～14:50Kienb6ckDiseasel

Moderator:Y・TANIGUCHI

2-4-16Atrialoflunateresectionandscapho-triquetrumligamentousplastyfOrKienb6ck'sdisease

SyosukeAmTA,etal.……S152

2-4-17LunotrequetralfUsionfOrKienb6ckdisease-Utilizationwithpedicledbonegraft-

TakashiMASATOMI,etal.……S153

2-4-18CeramiclunateimplantscomparedwithtendonimplantsfOrKienb6ck'sdisease

KatsUjiSUZUKI,etal.……S153

2-4-19TreatmentofadvancedKienb6ck'sdiseasewithtendonballimplantationandtemporary

scaho-trapezio-trapezoid(STT)arthrodesis

RyotaroFUJITANI,etal.……S154

2-4-20Radialosteotomyversusreplacementarthroplastywithatendonballfbrtreatmentoftheadvanced

Kienb6ckdisease:AretrospectivecomparativefOllow-upstudy

MitsuhiroSUMI,etal.……S154

14：50～15:25Kienb6ckDisease2

Moderator:K・SAKAI

2-4-21LateralclosingwedgeosteotomyofthedistalradiusfOradvancedstagesofKienb6ck'sdisease

OsamuSOEJIMA,etal.……S155

2-4-22RadioulnarshorteningfOrthetreatmentofKienb6ck'sdisease

SatoshiTOISHI,etal.……S155

2-4-23SurgicaltreatmentfOrKienb6ckdiseasewithplusorzeroulnarvaliance

KakuroDENNO,etal.。．…・S156

2-4-24TreeslicedynamicMRIofthegraftusedfOrKienb6ck'sdisease

NammichiMURAKAMI,etal．……S156

15：25～16:05Kienb6ckDisease3

Moderator:Y･NAGATANI

2-4-25RadialshorteningfOrKienb6ck'sdisease:OverlO-yearfOllow-up

KeUiZENZAI,etal.……S157

2-4-26RadialosteotomyfOrKienb6ck'sdisease

SatoruKUDOH,etal.……S157

2-4-27SurgicaloutcomeofradialosteotomyfOrKienb6ckdisease-10yearsfOllowup-

ShukukiKOH,etal.……S158

2-4-28SurgicaleffectsofradialosteotomiesfOrKienb6ck'sdisease

NorimasalWASAm,etal.……S158

2-4-29EvaluationofradialshorteningfOrKienb6ck'sdiseasebymagneticresonanceimaging
AkiralWAMOTO,etal．……S159

16：05～16:45Ant・andPost.InterosseousNervePalsy
Moderator:M・NAGAOKA

2-4-30Prognosisofspontaneousanteriorinterosseousnervepalsy

ShinichiYAMAMOTO,etal．……S159
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2-4-31

2-4-32

2-4-33

2-4-34

Clinicalanalysisofanteriorintemsseousnervepalsy

YasushiNAKAO,etal.……S160

StudyofanteriorandposteriorinterosseousneIvepalsywithmultipledenervatedmuscles

YoshiyukiASADA,etal.……S160

MRIfindingsofposteriorinterosseousnervepalsy:Thepathogenesisandtreatment

NobukiTERADA,etal．……S161

Theradialnervepalsycausedbyganglionattheelbow

SatomSAITOH,etal.．｡…･S161

16：45～17:250therNervePalsy
Moderator:O･ISHIDA

2-4-350mectiveanalysisofperfectOsignindeficiencyofthumbopposition

MikihiroSHIRASU,etal.……S162

2-4-36Coexistententrapmentneuropathyandcervicalmyelopathy

MitsuhiroOKADA,etal．……S162

2-4-37DifferentialdiagnosisonneurogenicthoracicoutletsyndromeandC8radiculopathy
AkiraNORIAGE,etal.……S163

2-4-38TheresultsofsurgicaltreatmentfOrsuprascapularnervepalsy

DaisakuTSURUTA,etal.……S163

2-4-390perativecasesofiatrogenicneedle-inducedneuropathyinupperextremity

ShinichiroTAKAYAMA,etal.……S164

Room5

8：45～9:25ArthrosisDehrmanS

Moderator:K・MASADA

2-5-ITapingtherapyfOrHeberdennodesandBouchardnodes

HisayaSHIRAI,etal.……S165

2-5-2DistalinteIphalangealjointarthrodesisusingpoly-L-lactidelod

ToshihiroKITAYAMA,etal．……S165

2-5-3Arthrodesisfbrtreatmentofthesecondcamometacarpaljointarthrosis

TakashiSASAKI,etal.……S166

2-5-40pponentmetacaIpalosteotomyinthetreatmentoftrapezio-metacarpalosteoarthritis

NorikoOKUYAMA,etal.……S166

2-5-5TitaniumimplantarthroplastyfOrosteoarthritisofthecarpometacarpaljointofthethumb

Ju可uKIN,etal.……S167

9：25～10:00Microsurgery3-TissueTransplantation-
Moderator:M,SHIRATA

2-5-6ClinicalstudyofcrushinjurytothehandusingnapcoveragefOrskindefect

MasayukiSAKUMA,etal.……S167

2-5-7FIowthroughantero-lateralthighflapfbrupperextremity

GanMUNEUCHI,etal.……S168

2-5-8VascularizedfibularheadtransferfOrthereconstructionofdistalradius

MasayukiSAWAIZUMI,etal.……S168

2-5-9Reconstructionoftissuedefectsintheupperextremitywithfi･eevascularizedtissuetransfer

HitoshiTORIGOE,etal.……S169

10:00～10:40RA2

2-5-10WristfUsionrod(WFR)fOrrheumatoidwristarthrodesis

2-5-llSauv6-KapadjiprocedurefOrrheumatoidwrist
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Moderator:J・RYU

HajimelSHIKAWA,etal.……S169

KazuhiroOTANI,etal.……S170
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2-5-12

2-5-13

2-5-14

ResultsofSauve-KapandjiprocedureusinganabsorbablescrewfOrtherheumatoidwrist

YasuhiroKUBOTA,etal.……S170

Sauv6-KapandjiprocedurefOrrheumatoidwrist.

TadahitoTOSHIMA,etal.……S171

OperativeresultsofSauv6-KapandjiprocedurefOrrheumatoidwristjoint

YasunoriKOBATA,etal.…･･･S171

15：00～15:351mages
Moderator:Y・HORmCHI

2-5-l5Three-dimensionalCTangiographyofthevasculardisordersintheupperextremity

ToruSUNAGAWA,etal.……S172

2-5-16UsefUlnessandlimitationofultrasonographyinthediagnosisofsofttissuetumorsinthehand

ToshikazuTANAKA,etal.……S172

2-5-17Clinicalstudyandultrasonogaphyofdorsaloccultganglion

HiroyukiSHIMIZU,etal．……S173

2-5-l8MRIfOrtheparalyzedmusclesinperipheralneuropathies;DiagnosticvaluefOrtheatypicalcases

ShUjiOKINAGA,etal.……S173

15：35～16:15Tumorl

Moderator:J・NISHIDA

2-5-19Enchondromasofthehand

HiroshiWATANABE,etal.……S174

2-5-20Giantcelltumorsoftendonsheathinhand

NaokiUEDA,etal.……S174

2-5-21Treatmentfbrbonedeficitwithbeta-tricalciumphosphate

TakeshiARAI,etal．……S175

2-5-22Surgicalresultofosteoidosteomaofthehand

ChqjoFUTENMA,etal.……S175

2-5-23Softtissuetumorsinthehands,aboutthepossibilityofpreoperativehistologicaldiagnosis
KazukiKUNIYOSHI,etal．……S176

16：15～16:50Tumor2

Moderator:K・IHARA

2-5-24Tumorsofthehand-Analysisof40yearscases-
HirotoKOBAYASHI,etal

2-5-25FunctionalreconstructionfbrthetreatmentofskeletalsarcomaofelbowandfOrearm

RaitaNAGASAWA,etal

2-5-26Neurilemmomaofthebrachialplexus

ShintaroYAMANE,etal

2-5-27Acaseofthegiantcongenitalintravascularpapillaryendothelialhyperplasiaoccuredin
thedorsumofthehand

ShogoKAJI,etal

S176

・・S177

S177

･･･S178

PosterC

9：20～9:58Nerve3

Moderator:Y･MIYASAKA

2-Pc-lDiagnosisofperipheralnerveconductionblockbybiomagnetometer
YukoFUKUOKA,etal.……S179

2-Pc-2ViabilityofSchwanncellinvitrifiedperipheralnerve
YoshihikoTANINO,etal.……S179

2-Pc-3AnewphenotypeofSchwanncell-NCAM-positivecellinsensoryfascicle-
HarukazuSAITO,etal.……S180
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2-Pc－4 ThechangeofintraneuralbloodnowfOllowinganteriortranslocationofvascularpedicled

ulnarnel･veinpatientswithcubitaltunnelsyndrome

HidekiTANAKA,etal.……S180

TheoptimaltimefOrnerverepairfacedonthemotoraxonregeneration

-Anexperimentalstudybyrat'ssciaticnervemodelPart2-

MasahiroKOIZUMI,etal.……S181

Experimentalstudyonthepreventionofperipheralnerveadhesionswithhyaluronicacid

NaokiOSAMURA,etal.……S181

2-Pc-5

2-Pc-6

9：58～10:35Nerve4

Moderator:Y・NAKAO

2-Pc-7Functionalmappingofmotorcortexinmalevolunteersduringwristandfingerexercise
-AnalysisbyfUnctionalMRI-

KoichiKUSUNOSE,etal.……S182

2-Pc-8TheeffectofdeeptissueversuscutaneousinnammationonNMDAantagonist

KenjiMIKI,etal.……S182

2-Pc-9EffectofATPontheheatresponseofcutaneousnociceptorsinrats

HirokiYAJIMA,etal.……S183

2-Pc-lOAccompanyingvesselscouldpreventstumpneuromafOnnationinarabbit

HirotadaNAKATSUKA,etal.……S183

2-Pc-llSurgicaltreatmentfOraccessorynerveinjurywithlongnervegraft
SeiichiroOKAJIMA,etal.……S184

2-Pc-12ThestudyofrestraintofstumpneuromafOrmationbythevascularizedfat

MakotoENOMOTO,etal.……S184

PosterD

9：20～9:50Clinicall

Moderator:M・USUI

１
２

一

一

．
ｄ
Ｐ
Ｐ

一

一

２
２

Operativetreatmentfbroldlunetedisplacement

KatsUjiSUZUKI,etal.……S185

X-rayphotographictechniquefOrperitrapeziumjoint

AkihiroFUKUI,etal．……S185

Partialcamalarthrodesisbytemporarypercutaneousfixation

AkimisaKOBAYASHI,etal.……S186

KinematicanalysisofreconstructionmethodsfOrdistalradioulnarjointinstability
ToshiyasuNAKAMURA,etal．……S186

Acaseofvolardislocationoftheulnarheadandanteriordislocationoftheradialhead

TsutomuTAmZAWA,etal.……S187

2-Pd-3

2-Pd-4

2-Pd-5

9：50～10:20Clinical2

Moderator:R・HIRAYAMA

2-Pd-6Handdisordersandiniuriesofmusicians

KoichiNEMOTO,etal.……S187

2-Pd-7FunctionalanalysisofupperlimbdefOrmitiesinosteogenesisimperfecta
MasatoshiAMAKO,etal.･･･…S188

2-Pd-8Treatmentofsofttissuedamageinthewristlesionbydorsalulnararteryflap
HiroyukiGOTANI,etal.……S188

2-Pd-9ExtentofagentdiffUsioninsubcutaneoussingleinjection

MotokiSONOHATA,etal.……S189

2-Pd-lOVascularizedfirstmetacarpalbonegraftfOrthecarpalbonesurgery
KeizoFUKUMOTO,etal．……S189
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特別講演1

手の外科の将来展望

HandsurgeryinfUture

広島大学整形外科

生田義和

【はじめに】手の外科の将来展望を，1．手の外科治療における手術手技に関して，2．保存的治療と後

療法，および3．手の外科治療を取り巻く社会環境に分けて考えてみたい．

【手術手技について】手術手技を基本的な操作から分類して，これらの現状と今後の変化の予想を概観し

て将来を展望したい．まず切除あるいは切断であるが，これは外科手術の源流であり，病的な組織の切除

や壊死に陥った組織の切断は病巣の拡大や生命の維持にとって重要な手技のひとつである．この場合の皮

層の切開は本来の目的を達成する手段であるので，今後は可能な限り侵襲を少なくすることが要求されて

くるであろう．すべての種類の手術に関していえることであるが，最小侵襲手術が最も重要視される分野

である．次に，固定術であるが，この目的のために内固定材料が使用される場合が多い．確実な固定と早

期運動の開始を可能にするために理想的な内固定材料の開発が強く望まれる．さて，縫合・吻合であるが，

これは現在の手術の多くの部分の根幹を成すものであり，また極めて多くの要因を包含している．特にマ

イクロサージヤリーの発展と共に飛躍的な進歩を遂げたが，今後の発展のためには何が必要で，何が問題

として残っているのであろうか．さまざまな基礎的研究の動向を鑑みながら，将来を展望したい．最後に

置換・移植についても同種移殖の問題に触れながら将来を展望したい．

【保存的治療と後療法】ここでは主として術前・術後の運動療法について考えてみたい．特に装具やスプ

リントなどの運動補助器具については，今後改良すべき点が多い．

【社会環境の変化と手の外科】社会構造の変化と手に関する疾病構造の変化や，今後整備すべき様々な環

境について述べたい．
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特別講演2

指屈筋腱損傷の修復と癒着の制御

LaceratednexortendonhealingandmanagementofadhesionfOrmation

札幌医科大学整形外科

石井清 一

指屈筋腱損傷の治療法の開発は,1918年のSteringBunnellの発表に遡る．以後，多くの研究者の一致し

た見解は，①腱は周囲組織からの細胞の増殖によって修復される．②腱自身には修復能がない，というも

のであった．この考えに立つと，腱縫合部に周囲組織から侵入した細胞は腱の癒合を助けるが，その結果

として腱縫合部と周囲組織との間には必ず癒着が発生する．そこでBunnellは,noman'slandで腱を縫合す

ることを避けて，遊離腱移植術を考案した．

1960年代になると，「完全に温存された腱鞘内では，腱は周囲組織の力を借りることなく癒合する」こ

とを予測する研究が出はじめた．わが国では1972年の鴇田の実験がその先駆けをなすものであった．腱

の自己修復能を否定する研究者との間に論争が始まった．

腱の自己修復能を確認するためには，腱を体外に取り出して，加y"roでのtenoblasticactivityを観察でき

れば決定的な証拠となる．このような発想のもとに，我々は孵化直前のニワトリ胚腱を細切して組織培養

を行い，腱組織から増殖してくる細胞を同定した(1974).培養皿に増殖してくる細胞を観察して，

epitenonとendotenonに由来する大型のfibroblastlikecellが腱の自己修復に大きな役割を果たしていること
を予測した．

引き続いて共同研究者の梅田は（1978)，ニワトリ足趾の腱鞘内での腱縫合実験を行い，電顕標本で治

癒過程を詳細に観察した．腱の自己修復時にみられる線維芽細胞は,epitenonとendotenonの毛細血管の周

囲に存在する未分化問葉細胞に由来することを明らかにした.Lundborg(1978),Becker(1981)らの航

vi"oでの一連の研究は，腱の自己修復能の存在を決定的なものとした．

腱の自己修復能による治癒過程が明らかになるにつれて,noman'slandでの損傷腱を一次的に端々 縫合

し，しかも可能な限り腱鞘も修復する治療法が一般化してきた.Verdan,Kleinert,津下らは，良好な血

行が温存されている場合の一次縫合術の治療成績は，遊離腱移植術を確実に凌駕することを示した．

一次縫合術の成績を更に決定的にしたものに，腱縫合後の早期運動療法がある.Kleinert¥Duranの臨

床報告に端を発し，多くの臨床家によってその有効性が確認された．最近は，腱をできるだけ強固に縫合

して，術直後から自・他動運動を行わせようとする考えも出てきている．腱の自己修復能を損なうことの

ない程度で，できるだけ強固な縫合法を開発することが今後の課題である．

しかし実際に臨床例にみられる屈筋腱損傷の多くは，腱周囲組織の損傷を伴い，血行の障害も広範囲で

ある．損傷腱を一次縫合しても，周囲組織からの肉芽組織の侵入による癒着の発生は避けられない．癒着

が腱の治癒過程にとって不可避であるにしても，癒着の量と質とを制御できれば，修復腱に充分な滑動性

を確保できるはずである．

嬢痕組織形成の主役は線維芽細胞である．最近，線維芽細胞に対する遊走因子，増殖因子，細胞外マト

リックス合成促進因子が次々に明らかにされてきている．また成長因子，サイトカイン,MMP,ヒアル

ロン酸(HA)によって，癒着の性状が制御できる可能性も示唆されている．我々の一連の研究でも，実

験のレベルでは高分子量HAには明らかに癒着防止効果が認められる．また，．受傷後の腱縫合時期，・

腱縫合部がおかれる周囲組織の条件によっても，形成される嬢痕組織の性状は変わってくる．

将来，手の外科医が自らの手で，癒着の制御を可能にする道を切り開くことによって，外科学における

手の外科のアイデンティティが，更に確かなものになって行くことを期待したい．
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1-SI-1

母指球筋萎縮のある手根管症候群の術後

成績

Carpaltunnelsyndromeassociatedwiththenar

muscleatrophy

駿河台日本大学病院整形外科

○長岡正宏

【目的】母指球筋萎縮のある手根管症候群に対し

て母指対立機能再建術が必要であるかどうかを長

期経過観察例から検討した．

【方法】対象とした症例は母指球筋萎縮のある本

症49例，55手である．症例の内訳は男性2例，

女性47例で右側26例，左側19例，両側6例であ

った．手術時年齢は31歳から80歳，平均57.0歳

で，経過観察期間は5年から21年10カ月，平均6

年8カ月である.手術は鏡視下手根管開放術38手，

従来法17手であった．筋萎縮の程度は重度，中

等度，軽度に分類した．

【結果】術前の母指球筋萎縮は重度17手，中等度

25手，軽度13手であった．経過観察時には重度

のままであったもの3手，軽度まで改善6手，な

し36手であった．術前母指対立が障害されてい

た症例も，早いものでは術後3ヵ月頃より対立が

可能となり，後に母指対立再建術を追加した症例

はなかった．術前短母指外転筋の複合筋活動電位

が導出不能であったものは25手あったが，3手を

除き導出可能（遠位潜時4.5il.0msec)となっ

た．術前に導出可能であった症例の遠位潜時は

6.9±2.2msecから3.90.4msecへと改善した．

術前後でピンチカの計測された38手では，術前

3.4±1.1kgから術後4.9±l.2kgと増加した．

【考察】母指対立障害を訴える本症に対し対立再

建を行うか否に統一された見解はない．自験例の

検討では筋萎縮が出現してから手術までの期間が

長い症例と高齢者では，除圧術のみでは対立障害

の改善が不十分であった．しかし，大多数の症例

は長期的にみても満足すべき結果を示した．肘部

管症候群と比較し，手内在筋の支配率が低く，障

害部より支配筋までの距離が短い手根管症候群で

は，除圧と同時に母指対立再建を追加すべき症例

は極めて少ないと考えられた．
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1-SI.2

手根管症候群・肘部管症候群に対する一

次的腱移行術の必要性

Primarytendontransferforcarpalorcubital

tunnelsyndrome

聖隷浜松病院手の外科・マイクロサージヤリー

センター

○斎藤英彦

手根管症候群または肘部管症候群に対する手術

の際同時に麻痒筋の機能再建術を行うべきかどう

かについては異論がある．積極的に腱移行による

機能再建術を合併すべきという立場から意見を述

べる．

手根管症候群では短母指外転筋・母指対立筋が

完全に麻庫しても母指掌側外転が不能になる症例

は比較的少ない．短母指屈筋浅頭は一般に正中神

経支配と言われるが，尺骨神経との二重支配であ

ることが多く，この筋と僥骨神経支配の長母指外

転筋が手綱を引くように母指を掌側外転するから

である．短母指屈筋浅頭の正中神経単独支配は

22.5％で，その場合母指の掌側外転は不能になる．

手根管症候群の術後の母指球筋の回復率は高い

ので，浅指屈筋など筋力の強い筋による再建は不

要である．長掌筋腱(Camitz法）または短母指伸

筋腱(Enna法）を用いた"intemalsplint"として

の母指対立筋形成術が適応となる．

肘部管症候群では骨間筋の萎縮が高度な例では

神経の障害度はaxonotmesisと考えられ，再生軸

索が手内筋に到達するまでに一年以上かかり，そ

れまでに筋が変性するため最終的に回復しない例

も多い．したがって環・小指MP関節の伸展拘縮

やPIP関節の屈曲拘縮の予防と巧綴動作改善のた

め，腱移行による機能再建術を積極的に行うべき

である．中指浅指屈筋を用いた環・小指骨間筋再

建(Burkhalter法),長母指外転筋腱の一条を用い

る第一背側骨間筋再建(Neviaser法),小指伸筋

を用いた母指内転筋再建(Littler法）の三者を行

う!ITripletendontransfer''でほぼ総ての尺骨神経

支配の手内筋機能を再建できる．
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肘部管症候群に対する肘部管形成術

CubitaltunnelreconstructionfOrulnarneuropa巾y
attheelbow

I筑波技術短期大学，2慶友整形外科病院

○辻野昭人'，伊藤恵康ユ

【目的】変形性肘関節症による骨鰊で肘部管が狭

窄されたことを原因とする肘部管症候群に対し，

われわれは，骨鰊切除により広く形成された肘部

管に尺骨神経をもどす肘部管形成術を施行してき

た．今回，5年以上の術後成績につき報告する．

【対象】変形性肘関節症を原因とする狭窄性尺骨

神経障害の患者で，肘部管形成術後5年以上を経

過した12例を対象とした．患者は肉体労働者で，

男性11名女性1名であった．手術時平均年齢は

55歳で，手術時のMcGowanの分類ではgradelが

2人,grade2が7人,grade3が3人であった．

【結果】単純レントゲンで，肘部管底の骨鰊再発

が顕著な例はなかった．症状が消失し正常となっ

たのは10例であった.Grade3のl例は,5年を経

て知覚ならびに筋力障害が回復したものの，筋萎

縮が残存した．Grade2の1例は,3ケ月以内に正

常に回復したが，術後4年目に肘屈伸時のしびれ

を自覚するようになり，6年目には筋力低下が出

現した．肘屈伸時，内側上穎を尺骨神経が乗り越

えるのを皮下に認め，同部位にTinelsignを有し

た．

【考察】肘部管形成術による肘部管症候群治療で

は，すべてに症状の回復が認められた．術前状態

がgrade3の例では回復に制限を認め，本術式も

術前状態が回復に影響した．肘部管形成術では肘

部管蓋を浅筋膜縫合によって再建するが，経過不

良の1例はこの再建筋膜の緊張がゆるみ神経脱臼

をきたしたため，内側上顎によるfriction

neuropathyにより神経症状が再発したと考えられ

た．手術時に神経が肘部管に安定せず脱臼が予想

される例には，筋膜再建によらず尺骨神経溝形成

を追加することにより対処した方がよいと思われ

る．
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肘部管症候群におけるOsborne法の5年
以上の術後成績

LongtermresultofOsbome'sprocedurefOrcubital

tunnelsyndrome

新潟県立十日町病院整形外科

○丸山俊行

【目的】肘部管症候群における伝導障害部位は，

術前の電気診断と術中所見が一致してOsbomeの

fibrousbandにあることがもっとも多い．このよ

うな例では単なる除圧術Osbome法による場合と

King法による場合の術後短期成績は変わらない

事が知られている．今回はOsbome法の術後5年

以上経過例の成績について検討した．

【方法】対象は1992年12月から1996年11月まで

の手術例のうち，術前に伝導障害部位がfibrous

bandの辺りに限局されていると診断された例か

らガングリオン,RAによる関節破壊のある例を

除き，術後経過観察ができ臨床評価を行った9例

である．男に多く，手術時平均年齢は65.8歳．利

き手に多く発症していた．平均罹病期間は11.1か

月．肘での尺骨神経伝導速度は平均26.9m/s,1

cm間隔のinchingで障害部位における潜時の差は

平均1.7ms・握力は健側と比べると利き手罹患で

83.9％，非利き手罹患で59.9％・し線所見では全

例に明らかな変形症を認め，平均関節可動域は伸

展-23度，屈曲126度であった．麻揮の程度は赤

堀の分類でI,II,III,IV,V型がそれぞれ1,4,

3,1,0手．術後経過観察期間は平均6.4年であ

った．手術は絞掘しているbandを切開または切

除した．

【成績】伝導速度は平均45.0m/s,inchingの潜時

の差は平均0.38ms,握力は健側との比で利き手

罹患107.4％，利き手罹患79.2％・術後評価は優，

良，可，不可がそれぞれ6，1，1，1手であった．

不可の1例は術後3年7か月後に急に悪化したも

ので,King法で再手術を行ったが，手術操作は

容易であった．

【結論】伝導障害部位がfibrousbandにあれば，

Osbome法は初回手術として適応になって良いと

思われる．

’
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前および後骨間神経症候群の治療一保存

的療法一

Conservativemanagementonanteriororposterior

interosseousnervesyndrome

北里大学東病院整形外科

○二見俊郎，小林明正，只野功，

脇田隆司，大塚宏

【目的】前(AI)および後骨間神経麻痒(PI)を

主徴とする疾患群に関する過去20年間の臨床知

見から，根気強い長期の経過観察を含む保存的療

法を第一選択すべきであると我々は結論するに至

ったので，その根拠を示すことを目的とする．

【症例および臨床経過】症例は33例，35神経であ

る.但し明らかな外傷に起因する症例は除外した．

AI群(23例）の内訳は男10例，女13例，右11

例，左12例，平均年齢37.2歳,PI群(8例）は男

4例，女4例，右3例，左5例，平均年齢38.4歳，

また両神経麻痒群(BI)は男1例，女1例であっ

た．麻痒出現に先だち肘関節中心とする痔痛を自

覚した症例は,AI群20例（平均期間:8日間),

PI群7例(9日間),BI群2例(9日間）であり，

何れも痙痛軽減後に麻痒の出現に気付いた．初期

治療は活性型ビタミン剤の投与や経過観察が中心

であり，これでAI群の20例は平均5.8月から改

善傾向を認め平均10.5月でusefUlrecovery以上の

成績が,PI群の6例は平均6.5月で改善傾向，平

均11.5月でusefulrecovery以上の成績が，またBI

群の2例は平均5.5月で改善傾向，平均11．3月で

usefulrecovery以上の成績が得られた．症状の改

善が得られなかった5例中4例は，発症後平均2

年で腱移行術を施行した．

【結語】極めて類似した前躯症状や麻痒出現また

回復のパターンから,AI,PI,BIの多くは，一

つclinicalentityに包含することができる．その際

はneuralgicamyotrophyのfOreann-fingertypeとい

う概念（症候群）が最も理解しやすい．この意図

するところは，経過観察を含む根気強い保存的療

法を第一選択とすべきというところにある．
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非外傷性特発性神経麻痒に対する保存的

治療

Nonoperativetreatmentofspontaneousnon-

traumaticanteriorandposteriorinterosseousnerve

palsy

広島大学整形外科

○杉田直樹，生田

市川誠砂川

義和，石田治，

融

【目的】非外傷性特発性前骨間・後骨間神経麻痒

(以下AINP,PINP)に対する治療方針について

は一定の見解が得られていない．今回保存療法例

の予後調査を行い，その適応，限界や手術療法に

ふみきるタイミングなどについて検討した．

【対象および方法】1985年から2001年までに加療

したAINPおよびPINP患者42例(AINP31例，

PINP11例）を対象とした．AINPは男性25例，女

性6例，発症時年齢は15～67歳（平均36歳)，

PINPは男性7例，女性4例，発症時年齢は19~

53歳（平均40歳）であった．麻鹿型で分類する

と,AINPで母指，示指とも麻鹿していたもの24

例（母・示指型；保存療法14例,手術療法10例)，

母指または示指のみが麻庫していたもの7例（単

独型；保存療法4例，手術療法3例),PINPでは

母指・手指型9例（保存療法5例，手術療法4例)，

手指型2例（全例保存療法）であった．

【結果】保存療法ではAINPは発症後平均6.9カ月

(母・示指型平均7．8カ月，単独型5．5カ月），

PINPは平均4カ月（母指・手指型平均5カ月，手

指型平均1.5カ月）で回復徴候を認めた．調査時

にAINPでは18例中16例が,PINPでは全例がほ

ぼ完全に回復していた.AINPにおける回復不良

例（2例）の回復徴候の出現までの期間はそれぞ

れ12カ月と14カ月で，完全回復例の平均6.2カ月

に比べ明らかに遅延していた．

【考察】AINPでは麻痒型による回復の差はなく，

麻痒型からは予後を判断し得なかった．一方，

PINPでは手指型の方が回復は早い傾向にあった．

その他，前駆症状や発症パターンから回復を予測

することは困難であった．治療方針としては，原

則として発症後6カ月までは保存的に経過観察す

るが，回復がない場合,AINPでは回復不良の可能

性があるので手術療法を考慮すべきである.PINP

の予後は良好で保存療法が原則であるが，早期の

社会復帰が必要であれば腱移行術を考慮する．
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前および後骨間神経麻揮一観血療法

Anteriorandposteriorinterosseousnerveparalysis

-Operativetreatment-

'浜松医科大学整形外科，ユ東京大学整形外科

○長野昭11山本真一ユ

非外傷性前骨間神経麻溥の原因には絞抓神経障害

と神経炎とがあるが，最近10年間の手術例22例

では絞抓神経障害によるものはなく，すべて通常

の神経剥離ではほとんど所見がないが，神経線維

束間剥離を行ってみると上腕部で砂時計様くびれ

を呈する症例であった．これらは過去には神経炎

によるとされた症例で，これに対しては保存療法

が適応とされ，それにより80～90％が回復する

といわれてきた．しかし神経線維束間剥離により

砂時計様くびれが明らかとなった現在，このよう

な症例をこのまま保存的に治療するのでよいの

か，神経剥離を行うべきかが問題となる．自験例

で18カ月経過を追えた手術例12例と保存療法10

例の成績を比較すると，保存療法では2例で回復

が得られなかったが，手術例では全例筋力［3］

以上に回復していた．回復が得られた例で比較す

ると，筋が神経再支配を受けるまでの期間に有意

差はなかったが，18ヵ月での筋力は手術例が有

意に良好であった．すなわち神経剥離を行わなく

ても神経再支配は起こるが，神経剥離を行うこと

により，より多くの神経再支配が得られると考え

られ，神経剥離は必要であると考えている．しか

し神経手術の成績評価には2年以上経過をみる必

要があり，2年以上経過例の成績を検討中である．

後骨間神経麻溥非外傷性後骨間神経麻痒57例

の原因としては腫瘍，僥骨頭脱臼後遅発性発症，

過度の筋収縮によるものなど明らかに絞抓神経障

害と診断しうるもののほかに,Frohseの腱弓によ

る特発性の絞掘神経障害を4例経験している．ま

た前骨間神経麻痒にみられると同様の砂時計様く

びれを呈するものを4例経験し，いずれも手術に

より良好な回復を得ている．したがって3ヵ月経

過しても回復のみられない例には手術が必要と考

える．
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遊離血管柄付き筋膜脂肪弁移植と僥骨骨
切ﾚﾉ術を用いた先天性近位榛尺骨癒合症

の分離授動術

Mobilizationofacongenitalproximalradioulnar

synostosiswithuseofavascularizedfascio-fat

graftandradiusosteotomy

琉球大学整形外科

○金谷文則，普天問朝上

【はじめに】先天性近位榛尺骨癒合症は，従来の

分離・授動術では高率に再癒合を生じる．私たち

は新しい術式を考案し授動術に成功しているの

で，2年以上経過した症例の成績について報告す

る．

【対象と方法】男児18例，女児2例の20例で手術

時年齢は5歳～13歳であった．術前僥骨頭脱臼を

19例に認め，方向は後方12例，前方6例，僥側1

例であった．後方脱臼7例に5°～35.の伸展制限

を認め，前方脱臼2例で伸展が120.に制限され

ていた．従来法による授動術後に回外25度で再

強直した1例を除くと術前強直位は中間位一回内

90.であり，60．以上の回内位強直を示した6例

はすべて榛骨頭後方脱臼を伴っていた．患児が不

便を訴えていたのは，頂戴ができない，お椀を上

手にもてない，キャッチボールや縄跳びが下手な

どであった．手術法は癒合部を分離後に僥骨骨切

り術を行い脱臼した僥骨頭を整復し，分離部間隙

に肘筋と遊離血管柄付き筋膜脂肪弁を充填した．

経過観察期間は2年～8年（平均3年）であった．

【結果】全例で分離部再癒合を認めず，平均可動

域は87°（回外25°，回内63°）であった．患児

と家族が改善を自覚した動作は，洗顔動作，ポー

ル投げ，縄跳び，雑巾しぼりやお椀の把持であっ

た．1例は術後捕球が容易になりリトルリーグで

二塁手として活躍している．

【考察】本疾患が先天的であるため，授動術を行

った場合にどれだけの利点があるかを本人に判断

させることは不可能である．現在の結果のみから

では，客観的な利点を判断することは困難である

が，患児の将来の職業選択枝を狭めないためにも

授動術は必要と考える．不全型で可動域が115.

以上あれば患児，両親とも不便を感じていなかっ

たことから，これ以上の可動域獲得を手術目標と

している．
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近位榛尺骨癒合症の機能障害について

Functionalassesementofcongenitalproximal

radio-ulnarsynostosis

名古屋大学手の外科

○堀井恵美子，中村蓼吾，中尾悦宏，

矢島弘毅 ， 洪 淑貴

我々は，先天性榛尺骨癒合症（癒合症）で回内位

の高度の症例に対して回旋骨切術を施行してき

た．癒合症による機能障害を把握する目的でアン

ケート調査を行ったので報告する．

【方法】完全癒合型で，他に合併異常を有しない

癒合症患者のうち，日常生活に対する評価が可能

と考えられる患者を対象としてアンケート調査を

行った．アンケートは，肘関節．および手関節の

可動域・痙痛の有無についての主観的評価と，

DASHに準じて実際の日常生活20項目に対する

障害の有無を4段階で回答してもらった（全く不

便なし20点一すべて不可能80点)．回答の得られ

たのは男性19名，女性11名，平均年齢18歳（9

～46歳）であった．右側罹患5名，左側罹患10

名，両側罹患15名で，このうち21肘が回旋骨切

術後であった．回答の得られた患者の肘関節可動

域，前腕肢位,X線所見を検討した．

【結果】対象となった45肘の前腕肢位は平均回内

角度，手術施行例14度，未施行例18度であった．

10度以上の屈曲あるいは伸展不全が7肘にみられ

た．肘または手関節の可動域不良に関して不便で

あると答えたのは9％，作業後の肘関節痛が4％

にみられた．DASHscoreは，平均28.7点であっ

た.ADLにて不便なのは，お釣りをもらうこと

(71％)，お腕の把持（42％)，箸（41％)，スプ

ーン（36％）であり，学業・職業・趣味などで

困ったことに関しては，“なし”は9名，鉄棒・

マット運動・野球などのスポーツが17名，ギタ

ー，ピアノなどの楽器の演奏が7名，仕事にて力

が入りにくい．疲れやすいなどの訴えが3名にみ

られた．

【結語】軽度の回内肢位に全体として良く適応し

ていたが，食事動作を主体とした回外動作の障害

に対する訴えが多かった．趣味，職業の選択には

若干の制限を生じていた．
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陳旧性PIP関節背側脱臼骨折に対する骨切
ﾚﾉ術の中長期治療成績

Long-termresultsofcorrectiveosteotomyfor
chronicdorsalfracture-dislocationoftheproximal

interphalangealjoint

'荻窪病院整形外科，2慶應義塾大学整形外科，

3川崎市立川崎病院整形外科，4公務員共済立川

病院整形外科

○田崎憲一!，高山真一郎2，浦部忠久2，

堀内行雄3，矢部裕4

変形治癒となった陳旧性PIP関節背側脱臼骨折に

対し矢部法を主とする矯正骨切り術を行ってき

た．第41回本学会において，共同演者高山が本

法の工夫・問題点を報告したが，今回は中・長期

治療成績について検討した．

【対象と方法】過去11年間に本法を行った26例の

うち，1年以上経過観察可能であった16例を対象

とした．男9例，女7例，左右各々8例で，手術時

年齢は16～72（平均36.4）歳であった．受傷から

手術までは1.0～11.4（平均2.9）力月で，示指2，

中指3，環指8，小指3で，中節骨関節面の陥没骨

片を6例に認めた．手術は原則として両側側方切

開で進入し，陥没骨片があるものや整復に難渋す

る例では片側の側副靱帯を一旦切離した．内固定

はK鋼線又はワイヤーで，整復位保持は伸展ブロ

ックの鋼線や副子あるいはRobeltson牽引，大野ら

のDDA,Hotchkis3scompasshingeなどを単独また

は併用した．術後調査期間は12～71（平均27.3）

力月で，治療成績は木野および石田の評価基準で

判定し,X線所見は遺残変形や変形性変化を検討

した．

【結果】治療成績は木野の基準では優1，良5，可

7，不可3で石田の基準では優4，良4，可7，不

可1であった．PIP関節の術後平均可動域は73｡

で，15°以上の伸展制限を認めた半数の症例では

伸展ブロック鋼線の影響が考えられた.X線所見

では鈴木らの関節症重症度score(0:正常～

12：最重症）で1～9（平均3.6）点で，治療成績

と相関がみられたが，一部軽症例でも可動域制限

を残すものがあった．側屈変形や側方不安定性を

遺残する例では成績が不良であったが，問題とな

るような癌痛はなかった．

【考察】手術では正確な関節面の整復固定が必須

で，後療法では持続牽引下の早期自動運動が好成

績につながると考えられる．
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1-SII-2

指PIP関節脱臼骨折（陥没骨片合併）と骨
軟骨移植の長期成績

LongtermresultoffracturedislocationofPIP

joint(withdepressedfragment)andosteochondral

graft

名古屋披済会病院整形外科

○木野義武，山田高士，佐久間雅之，
中 島 聡 一

過去21年間に陥没骨片のある指PIP関節背側脱臼

骨折40例に対し，陥没骨片の観血的整復固定を

行ってきた．手術時陥没骨片は関節面より深く陥

入しているため，陥没骨片を周囲より剥離し，完

全に遊離してから関節面に戻して，解剖学的関節

面を再建した．このように陥没骨片は，術中一旦

遊離したにもかかわらず，その後のx線撮影で全

例生着していた．この事実より，指関節面の骨軟

骨欠損例に対する遊離骨軟骨移植は成人でも十分

生着するとの経験をえた．指関節面の骨軟骨欠損

6例に対し，凹面であれば第3中手骨基部関節面

より，また凸面であれば有頭骨骨頭関節面より骨

軟骨を採取して，それぞれ欠損部に移植した．今

回陥没骨片を伴った指PIP関節脱臼骨折の術後長

期経過例の予後調査を行った．直接診察しX線撮

影を行った症例は11例で，術後最長20年sか月

最短6年6か月（平均12年）であった．治療打ち

切り時のPIP関節の平均可動域は87.7,今回の追

跡調査時の平均可動域は92.と4.3の改善がみら

れた．調査時のx線所見は，陳旧例では術前の関

節の状態が，新鮮例では手術時の関節面の整復の

良否が影響していた．全例，痛みもなく，日常生

活に不自由はなかった．また指関節面の骨軟骨欠

損例に対し行った6例の骨軟骨移植例の予後調査

を行った．電動鋸による皮層，正中索，基節骨骨

頭欠損例に移植した術後7年の症例では，移植骨

は完全に生着して関節症の発生はなかった．しか

しdonorの有頭骨骨頭の形状との不適合からか，

PIP関節の可動性は70と制限されていた．我々は

第3CM関節より骨軟骨を採取しているが，指関

節に比べて平坦であり，形状の不一致はあるもの

の，生着には問題はないと考えている．個々の症

例の問題点は，症例を供覧しながら述べる．
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小児の外傷性骨軟骨欠損に対する遊離骨
軟骨移植術

Osteochondralgraftingfromtheipsilateralhand

astreatmentfOrosteochondraldefectsinfinger

joints

'広島大学

○石田

市川

整形外科，

治!，生田

誠11砂川

2厚生連吉田総合病院

義和11定地茂雄21

融！

【目的】小児の外傷による骨軟骨欠損に対して演

者らは遊離骨軟骨移植で対処している．今回本術

式の長期成績を検討し，適応や問題点について言

及した．

【術式】通常側正中切開でアプローチして，側副

靱帯を温存，翻転して関節内に達する．骨軟骨移

植片を第2･3CMC関節から採取する．欠損にあ

わせて形成し,0.7mmK-wireで固定する．採取

部には特に処置は必要ない．

【症例】5歳から14歳まで（平均9.3歳）の小児10

例（男児5例，女児5例）である．部位は右8例，

左2例，示指3例，中指5例，環指2例であった．

関節面の25％から80％が欠損し，骨軟骨採取部

位は有頭骨5例，第2中手骨4例，第3中手骨1例

で，再建関節はPIP関節5例,DIP関節5例であっ

た．術後経過観察期間は20カ月から113カ月，平

均53カ月であった．

【結果】全例で，変形は改善された．術前関節可

動域は平均27。（0。～53°）が術後に平均37。

(0。～70｡）に改善した．X線上リモデリングが

観察された．

【考察】DIP関節よりもPIP関節再建のほうが良好

な結果であった．よりよい結果を得るには軟部組

織の拘縮を除去することや母床の関節面と正確に

適合させることなどが大切である．小児では軟骨

が厚く，本来の関節を再建できるので良い適応と

なる．しかし，関節面の欠損が全関節面の1/2を

越える場合，本術式による再建は容易ではなく，

慎重に適応を決定すべきである．



1-SII-4

肋軟骨移植によるPIP関節再建術

ReconstructionofthePIPjointusingcostal

cartilagegrafts

川崎医科大学

○長谷川徹，

中村慎一，

整形外科

間部毅，中條武秀，

三河義弘

【目的】手指外傷における近位指節間関節(PIP

関節）の機能温存は，良好な手指機能を得るため

に重要となる．今回は肋軟骨移植によるPIP関節

再建術を施行した症例について術後成績を検討

し，本法の有用性について報告する．

【対象および方法】1982年から現在まで当科にて

PIP関節に対して肋軟骨移植術が行われ,6カ月

以上の経過観察が可能であった14例15指（示指

8指，中指3指，環指4指）を対象とした．年齢

は18歳から69歳（平均44.2歳)．肋軟骨移植を行

った関節面は，近位関節面が15指でそのうち2指

に対しては遠位関節面にも同時に行った．関節面

の欠損範囲は40から100％（平均65％）で，

100%欠損例は3指であった.15指中14指は受傷

時一期的に,1指では二期的に行った．術後経過

観察期間は6カ月から19年5カ月，平均4年5カ

月である．満足度は不満から満足までを5段階に

分類した．

【結果】一期的肋軟骨移植を行った14指では，術

後アライメントおよび可動域を維持していた．し

かし，二期的肋軟骨移植を行った1関節において

は術後に変形を生じた.PIP関節の術後の自動可

動域は0．から90。（平均41｡),TAMは60.から

220。（平均137.3｡),%TAMは24%から88%

(平均54.7％）であった．4以上の満足度が得ら

れたのは15指中13指（86.7％）であった．

【考察】本法は相対する両側部分欠損例について

も満足できる結果が得られた．しかし，100％欠

損例については,関節運動機能は得られなかった．

7年以上の経過観察可能例は6指であるが，すべ

て術後アライメントおよび可動域を維持してい

た．移植された肋軟骨は長期間にわたり指節間関

節機能を果たしており，本術式はPIP関節再建術

として有用な方法と言える．
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PIP関節脱臼骨折陳旧例に対する肋軟骨付

き肋軟骨膜移植術

TIetmentofoldunredcedfiacmIEdislocationofPIP

jomtusmgchondro-perichondrialgafrt

i慶應義塾大学整形外科，2川崎市立川崎病院

整形外科，3慶友整形外科病院整形外科

○高山真一郎11大串一彦I,仲尾保志11

堀内行雄2，伊藤恵康，

【目的】関節軟骨の損傷を伴う陳旧性PIP関節脱

臼骨折の治療は極めて困難である．われわれは手

指関節の再建を目的に肋軟骨付き肋軟骨膜移植術

を行ってきたが，今回PIP関節脱臼骨折に対する

手術例を調査し，その有用性を検討した．

【症例および結果】これまで行った肋軟骨膜移植

は29症例32関節で，うちPIP関節脱臼骨折およ

び不全切断などの外傷例は18例21関節であった．

男性16例，女性2例で，年齢は16歳から52歳，

平均30歳であった．受傷から手術までの期間は3

カ月から4年6カ月，平均13.7カ月で，6例では

術前PIP関節は強直状態，他の症例もPIP関節の

可動域は20度以下であった．これらに対して，

基節骨および中節骨関節面を肋軟骨を付着させた

肋軟骨膜で被覆して再建を図った．術後約1年で

追跡不能となった4例を除き，観察期間は3から

13年であった．術後評価はpoor(術前と変化な

しあるいは可動域20度以下)11例,fair(可動域

20-60度）6例,good(可動域60度以上)4例と，

化膿性関節炎による関節強直例より劣っていた．

【考察】陳旧性PIP関節脱臼骨折の治療には，骨

切り術（矢部法)，掌側板前進術などがあるが，

軟骨破壊が高度な症例は適応外である．一方，破

壊された指関節の再建には様々な方法があるが，

人工関節は耐久性，関節固定は可動域，関節移植

は手技的煩雑さやdonarの問題が大きい．われわ

れはSkoogの方法を改良して軟骨膜に薄い肋軟骨

を付着させ，軟骨面同志が対向することにより滑

走が良好となることを目指したが，脱臼骨折で

bonestockが不足したり，軟部組織の状態が不良

な場合，術後成績は不良であった．しかし術後1

年程度の時点で良好な可動域が獲得されていれ

ば，可動域は長期的にも維持され，適応を選べば

手指関節の再建に有用と考えられた．



1-SII-6

指PIP関節損傷に対する血管柄付き足趾関
節移植術の長期成績

Longtermresultsoffreevascularizedjoint

transferstothePIPjoints

新潟手の外科研究所

○坪川直人，吉津 孝 衛 ， 牧 裕

【目的】指PIP関節への血管柄付き足趾関節移植

術10年以上経過例の成績と問題点について検討

した．

【対象および方法】症例は10例11関節，男9例10

関節，女1例1関節．不全切断を含むPIP関節内

骨折10,化膿性関節炎1，中指7，環指2，示指1，

小指1関節．手術時年齢9～53歳，平均32歳，経

過観察期間10～22年，平均14年である．直接検

診で可動域，握力，指・足趾の癖痛，手作業への

障害，歩行障害，満足度,X線写真で変形性関節

症の有無について検討した．

【結果】可動域は治療終了時平均伸展-28。～屈

曲80．，可動域52.が，調査時平均伸展－41。～

屈曲87．，可動域46.であった．握力は全例健側

の約80％を保っていた．手指の痙痛，足趾の痙

痛歩行障害を訴える症例はなく，3例に手作業の

障害として伸展障害を，1例に屈曲障害を認めた．

1例で可動域不足，特に伸展不足を理由に不満足

だった以外の症例では満足度は高かった.X線写

真では10関節で関節裂隙は十分に保たれており，

内3関節では伸筋腱付着部，掌側軟骨板に反応性

の骨鰊が存在した．22年経過例で軽い変形症を

認めたがCharcot関節はl例もなかった．

【考察】関節周囲の軟部組織の状態が不良で術直

後から可動域が得られていない例を除き血管柄付

き足趾関節移植術の成績は優れていた．全例で屈

曲拘縮,extensionlagは認められ，進行する傾向

にあり可動域を悪化させていた．原因として指

PIP関節の術前の伸筋腱損傷や，足趾PIP関節の

形態が指PIP関節と異なり可動域が約42(伸展－

9。～屈曲51。）と少なく，手指に移植され屈曲

が強要され可動域が屈曲側にシフトしたと考えら

れ，反応性の骨鰊の原因とも考えられた．伸展を

中心としたリハビリによる屈曲防止が成績をより

向上させると思われた．

1-SII､7

有茎血管柄付DIP関節移行によしﾉPIP関節
再建した長期例

Longfollow-upofPIPjreconstructionusing

pedicledDIPjtransfer

帝京大学医療技術学部

○黒島永嗣

【概念】重度関節破壊や強直となったPIP関節や

MP関節などの手・指小関節の再建法として，

1988年本学会で，指DIP関節を有茎血管柄付で移

行する術式を報告した．これは遠位関節をより機

能的に重要な近位に配置換えするだけで，手内の

関節数は変化しなくても手機能が向上することに

着目した新しい再建法であった．

【症例と結果】9例に本手術を行い,PIP関節を再

建して10年以上経過した5例中追跡調査のできた

4例を報告する．手術時年齢は21，37，38，56歳

で11年から14年経過していた．3例は外傷性関

節破壊，1例は痙性麻痒手のPIP関節固定術後の

再建であった．同じ指の中で関節を翻転移行した

のは2例，尺側隣接指のDIP関節を移行したのは

2例であった．腱損傷の程度や骨接合時の屈曲角

度は症例により違うので伸展不足角度も異なる

(0～45度）が，最大屈曲角度は60～110度，可

動域としては60～85度（平均68度）が保持され

ていた．4例中3例は指尖を手掌につけて手を握

ることができたが，56歳で手術を行い67歳現在

まで一貫して重労働に従事した1例では骨鰊がで

きROMは0～60度であった．しかし移植された

DIP関節は他指PIP関節と同等以上の骨幅(23%

肥大）となっていた．37歳症例は回旋変形の矯

正骨切りで関節包を損傷して脱臼し,ROMは初

期（20～105度）の59％に低下したが,14年後

には45～110度と改善し新しい関節面を形成して

いた．全例で関節痛はなく関節裂隙も保たれてい

た．

【考察とまとめ】同じ手の遠位小関節のため

recipientでの適合性がよく，平均13年間よく機能

保持され関節幅増大などの高い適応能力が観察さ

れたことから，指DIP関節はPIP関節再建に適し

たdonorである．手技的に難易度は高いが，特に

同じ手内で完結する術式を希望する患者には勧め

られる関節再建法である．
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PIP関節内骨損傷に対する人工関節置換術

PIPjointimplantarthroplastyforinjuryor

posttraumaticarthritis

土浦協同病院整形外科

○石突正文，尾澤英彦

【目的】PIP関節内骨損傷後には関節の痛みや機

能障害がしばしばおこる．PIP関節の軸圧損傷に

よる遺残背側亜脱臼に対してEaton法を用いて加

療し，その結果は第29回本学会において報告し

た．結果は決して満足のいくものではなく，代わ

りうる治療法として表面置換型人工指関節を設計

し，臨床的に用いたのでその成績を報告する．

【方法】人工関節は表面置換型として，人工骨頭

側にはステムを付けないタイプとして，1例目の

手術を1990年2月におこなった．術後，除痛効果

や可動域については満足できる結果が得られた

が，術後1年で骨頭側の沈み込みが認められたた

め，ステムを付けることとした．この新たなタイ

プの人工関節を1995年より臨床に用いており，

その成績を報告する．対象は,PIP関節損傷がひ

どく一時的に固定術が考慮される新鮮外傷例：5

例5関節と,PIP関節の外傷後に関節症をおこし

痛みと可動域制限を訴えた7症例8関節である．

【成績および結論】新鮮外傷例5関節の術後観察

期間は1年半から5年，平均2年8ケ月．術後PIP

関節可動域は24。（伸展-27./屈曲51。）で，大

きな可動域は得られなかったが，周囲軟部組織損

傷の合併がその主因と考えられた．外傷後の関節

症8関節の術後観察期間は，6ケ月から6年，平

均3年3ケ月．術前平均可動域17。（伸展-24.／

屈曲41。）が術後平均関節可動域は50。（伸展-

17./屈曲67｡）であった．術後合併症として感染

などはみられなかったが，1例に術後X-線で

HDP-prosthesisに沈み込みと基節骨頚部に骨過形

成が認められた．この1症例に運動時痛がみられ

たが，他の症例には痛みはなく，結果に満足して

いる．人工指関節置換術はPIP関節内骨損傷に対

して有用な治療法と考えられた．

1-SII-9

組織工学的技法を用いた関節軟骨修復術

Cartilagerepairusingatissueengineering

technique

島根医科大学整形外科

○越智光夫

一般に荷重関節に大きな関節軟骨欠損が生じる

と，自己修復機能が極めて乏しいため将来，変形

性関節症に進行する事が危倶される．荷重関節に

おける関節軟骨欠損に対する手術方法として，現

在自家骨軟骨移植術や自家骨膜移植術，自家軟骨

膜移植術などによる修復術が試みられている．そ

れ以外に，培養自家軟骨細胞移植術があるが，ブ

リットバーグらが報告した方法は，まず，非荷重

部の大腿骨関節面より軟骨を採取し,11日から

21日間培養し約10倍に細胞数を増加させる．関

節軟骨欠損部に自家骨膜パッチをあて，その欠損

部の空間に培養液に浮遊させた状態で培養増殖さ

せた軟骨細胞を注入する．その術式とともに良好

な臨床成績が報告されたが，移植細胞の一部が軟

骨欠損部に留まらずに流れ去ってしまう可能性が

ある．私たちは自家軟骨細胞をアテロコラーゲン

内で培養し，軟骨様組織を作製し移植する，組織

工学的手法を用いた術式を開発し，肘関節軟骨欠

損の2症例を含め計63例を治療した．私達の方法

を紹介するとともに，手関節や指関節等の上肢の

関節に適応する際の問題点と将来の解決策に関し

て述べる．
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招待講演1

体性幹細胞システムと組織再生一軟骨の再生修復一

４
月
制
日
第
１
会
場
一

Stemcellsystemandtissueregeneration:

Theregenerativerepairofarticularcartilage

京都大学再生医科学研究所生体分子設計学分野

開祐司

問葉系組織は，発生の初期に内・外胚葉の間に陥入した細胞から生じる中胚葉に由来し，骨／軟骨／骨

格筋／心筋／脂肪／腱／靱帯などが含まれる．一方，骨髄には，軟骨細胞，骨芽細胞，腱・靱帯細胞，脂
肪細胞，骨格筋細胞，心筋細胞，線維芽細胞などへの分化能を持つ多能性間葉系幹細胞が存在するとされ

ている．この幹細胞系を刺激したり操作したりして，生体に備わった組織再生能力を効果的に引きだすこ
とが可能になりつつある．

間葉系幹細胞システムを再生医療に応用するには，組織幹細胞の増殖・分化を制御する分子メカニズム

の解明が不可欠である．マウスEC由来細胞株ATDC5は，高率に軟骨分化が誘導されるだけでなく未分化

細胞の高い自己複製能力を有する点で，軟骨幹細胞に必須の条件を満たしている．この系では，軟骨分化

は細胞凝集領域内にのみ出現し，凝集領域の間隙を占有する細胞群は線維芽細胞の性格を保持し続ける．

しかも，軟骨結節内では軟骨細胞が特異的な細胞外マトリックスを産生し，細胞の肥大化に伴い石灰化し，
軟骨幹細胞の多段階分化を"ﾊ'/"oでシミュレートできる．

ATDC5細胞の自律的な軟骨分化プログラムの進行は，多様な増殖分化因子によるシグナルネットワー

クによって制御されている．ATDC5細胞には複数のFGF(fibroblastgrowthfactor)サブタイプが発現して

いて，幹細胞の旺盛な自己複製能の維持に大きく寄与している．これに対してBMP(bonemolPhogenetic

protein)の作用は，直接の分化因子となっている．一方,PTH(parathyroidhormone)あるいはPTHrP

(PTHrelatedpeptide)を添加すると，分化の進展が強く阻害される.PTH/PTHrP受容体は凝集期の前駆軟

骨細胞の出現とともに発現するから，強いPTH/PTHIPシグナルにさらされると分化は前駆軟骨細胞の段

階で停止する．すなわち,FGFシグナルによって軟骨幹細胞の自己複製が維持され，その軟骨分化は

BMPとPTHrPによる正負のシグナルによって制御されているモデルが考えられる．

関節軟骨全層欠損の修復では，関節表面が軟骨組織で覆われるか，あるいは単に線維性組織によって修

復されるかの2通りの結果を生じる．欠損サイズの大きさが修復機序をきめる要因の一つとなっており，

3mm以下の欠損では自然に治癒する．これを超える大きさの欠損では，硝子軟骨が再生されない．

成熟ウサギに作成した欠損モデルでも，同様の修復機序を再現できる．すなわち，大腿骨膝蓋窩表面に

電気ドリルで穴を開けて軟骨下骨に達する関節軟骨全層欠損を作成すると，まず欠損部内に血腫ができる．

さらに1～2週間で骨髄から遊走した未分化な細胞が欠損部を埋める.3mm径欠損では，欠損作成後2～

4週間の問に遊走した未分化細胞が軟骨細胞に分化する．また，軟骨下骨に接する欠損深部では軟骨細胞

の肥大化が観察され，一旦誘導された軟骨組織は欠損最深部から徐々に骨組織に置換きれる．この軟骨か

ら骨への置換は，軟骨組織がもとの関節軟骨の厚みを回復するまで続いて停止する．

このようにして，8～12週間で骨端の組織構築は再生される．これに対して,5mm径の欠損では形成

された線維性の修復組織に軟骨分化が誘導されずに，欠損深部からの軟骨下骨の形成が進行する．その結

果，関節表面は線維組織に覆われることになり，関節軟骨は出現しない．このような修復機序の違いは，

骨髄から遊走する軟骨幹細胞の増殖と分化に支配されていることがわかってきた．そこで本講演では，軟

骨幹細胞の分化制御機序を念頭におきながら，関節軟骨全層欠損の欠損サイズ依存的な修復制御メカニズ

ムを考えてみる．
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外傷性手指変形の治療

TreatmentoftraumaticfingerdefOrmities

東北海道病院整形外科

薄井正道

今回は，外傷性手指変形のうち，ボタン穴変形，スワンネック変形および槌指変形についてのくる．

【ボタン穴変形】PIP関節部で伸筋腱中央素が断裂し，側索が関節回転軸の掌側に移動して発生する．新

鮮な非開放損傷では,PIP関節をアルフェンスシーネで伸展位に固定し,DIP関節を自動屈曲させる．開

放損傷では腱を端々縫合する．骨片を伴う場合はこれを整復・固定するか骨片を除去して伸筋腱を中節骨

基部背側に縫着する．陳旧例では,splintを用いてPIP関節の屈曲拘縮を矯正しつつDIP関節を積極的に自

動屈曲させる．拘縮がとれても自動伸展不能な場合，演者はLittler変法を行っている．

【外傷性スワンネック変形】原因として(1)PIP関節掌側板の損傷による緩み,(2)中節骨骨折の過伸展

変形治癒，（3）槌指にPIP関節の掌側の緩みが合併する，などがある．治療法はPIP関節の過伸展防止法

としてobliqueretinacularligamentの再建または浅指屈筋を用いた腱固定がある．槌指によるものはこの変

形を矯正する．中節骨の変形は矯正骨切する．関節の破壊があれば関節固定が一般的である．しかし，ど

うしても可動性を獲得したいときには血管柄付き足趾関節移植も考慮される．

【槌指変形】槌指変形はDIP関節部で伸筋腱の連続性が断たれて発生する．多くは皮下損傷で，骨片を伴

わない例と骨片を伴う例（骨性槌指）がある．骨片を伴わない例にはアルフェンスシーネないしコイル

splintによる保存療法を行っている．骨性槌指には石黒法を行うが，骨片を解剖学的に整復固定するには

コツがあるように思われる．開放損傷では端々 縫合またはpull-outwire法で縫合する．骨片を伴う場合は
K鋼線ないし石黒法で固定する．
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手指外傷性拘縮の治療

Treatmentofpost-traumaticcontractureofthefingers

弘前大学

藤

整形外科

哲

【はじめに】手指の外傷性拘縮は，皮膚･腱・関節などの各組織の腰痕拘縮が単独あるいは複数合併し起こ

る．その治療にあたっては，まずその拘縮の原因となる各組織の適切な診断が重要である．治療はまず装

具治療･作業療法など保存的治療が選択されるが，手術的治療へのタイミングが問題となる．このセミナ

ーでは，手指外傷性拘縮の病態と治療方針ならびに我々が行なっている治療について紹介する．

【代表的な手指外傷性拘縮のタイプ】手指にみられる外傷後の拘縮は,MP関節での伸展拘縮,PIP関節で

の屈曲拘縮，さらには母指内転拘縮が主なものである.PIP関節では，伸展拘縮と屈曲拘縮が同時に生じ

ていることが多い.Volkmann阻血性拘縮も散見される．

【診断のポイント】拘縮の原因が関節自体にあるのか，関節外にあるのかを見極める．関節自体に起因す

る場合，関節の不適合性が原因か関節包や靭帯の拘縮かの診断が必要となる．関節外に起因する場合は，

皮層および皮下の線維化などによる軟部組織の拘縮・筋膜，屈筋腱および伸筋腱の癒着に起因することが

多い．運動時痛を伴ったものは関節の不適合性によることが多い．動的腱固定効果Dynamictenodesis
effect,支靭帯の拘縮Retinacularcontractureなどをチェックする．

【当科での治療方針】拘縮発生から治療開始までの期間にもよるが，まず装具ならびに作業療法を3週間

ほど行ない，それに対する拘縮の改善の程度を見たうえで，装具治療をそのまま続けるか観血的に解離す

るか，決定している．

1．装具療法

●MP関節伸展拘縮:Capener'ssplint(strap),Knucklebendersplint

●PIP屈曲拘縮:Dynamic(PIPjointreverseknuclebendersplint)およびStaticsplint(Jointjack)

●PIP伸展拘縮:Widerubbersplint.Dynamicfingernexionsplint

●母指内転拘縮:C-barsplint,thumbabductionsplint

PIP関節で，伸展拘縮と屈曲拘縮が同時に生じている場合には,splintを交互に取り替えて使用する必要
がある．

2．観血的治療

皮層の拘縮の場合は，局所皮弁や前腕よりの逆行性島状皮弁などが適応となる．

関節解離術としては，

●MP関節伸展拘縮：背側侵入による関節解離術dorsalMPcapsulotomy

●PIP屈曲拘縮：掌側侵入による関節解離術PalmarPIPcapsulectomy

●PIP伸展拘縮：背側侵入による関節解離術dorsalPIPcapsulotomy

●母指内転拘縮：延長器を利用した軟部組織の延長，拘縮内転筋膜解離術などを行なっているが，

延長器を利用するようになってからは,CM関節まで解離した例はない．

●Volkmann拘縮：屈筋解離手術，創外固定による軟部組織の延長，遊離筋肉移植術前に予想される部

位の解離が終了した後に，他部位・他組織の関与がないか術中に確認することが重要である．

3．後療法

術後も装具治療ならびに作業療法が必要である．最近では,PIP関節の解離手術を行なった場合は

CompassPIPhingeを利用している．患者自身による自動･他動運動が可能であり,4週間ほど装着する．

【まとめ】手指の外傷性拘縮の治療では，術前の適切な評価が重要であり，まず装具療法などの保存的治

療を行なう．その効果をみた上で観血的治療を選択するが，装具を含めた後療法が必要である．
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新しい舟状骨骨折用screw(DTJ)の治療

成績

Anewdoublethreadedscrewforscaphoid

fracture(DTJ)anditsclinicalresult

'兵庫医科大学整形外科，ユメイラKK

○柳田博美17田中寿-11大迎知宏ll

常深健二郎!，平松知仁2

【目的】舟状骨骨折の内固定材料は,Herbert

screw(HS)が最も多く使われてきた．しかし，

その手技の難しさより挿入に失敗しSalvage手術

を余儀なくされることも多かった．そこで我々は

新しいDoublethreadscrew(以下DTJ)の開発を

行い報告した（第15回東日本手の外科研究会)．

今回，舟状骨骨折に対するDTJを用いた治療成績

を検討したので報告する．

【対象・方法】対象はH12年7月～H13年10月の

舟状骨骨折34例（新鮮型23例，偽関節型11例）

である．手術方法は，新鮮型には静脈麻酔ないし

は局麻下に小皮切からの内固定を，偽関節型には

従来法（皮質・海綿骨のwedgegraft)をDTJにて

施行した．術後は新鮮例で2週，陳旧例で4週の

ギプスシーネ固定を行った．

【結果】骨癒合率は100％で，新鮮例では平均2ヶ

月で骨梁の通過を認めた．

【考察】近年,HSの問題を改善した多くの

cannulafdscIewが開発されている，これらに比して

DTTは,1.3mmのcannulated構造であることより，

正確に術者の思うところへのguidewile(･1.2mm)

の刺入が可能で，かつネジ山は十分に深く，引き

抜き試験にても最高値を示し信頼にたるものであ

る．さらに遠位th1℃adにはselfdnllingとselftapping

の両機構を兼ね備え，直接刺入固定が可能である．

このため付属器具を殆ど必要とせず，特に小皮切

固定では僅か2step操作で刺入固定ができ，手技の

簡便化をなし得，手術時間も大幅に短縮（最短8

分；平均17分）できた．将来導入が広がるDay

surgeryにも十分対応出来ることがわかった．骨移

植を必要とする偽関節型でも，強固な固定力によ

り術後の外固定期間の短縮力呵能であった．

【まとめ】DTJは現在のところ舟状骨骨折の内固

定材料として最も適しており，手技の簡便化，小

侵襲性と強力な固定力により，良好な術後成績が

得られることが判った．

1-2-2

陳旧性舟状骨骨折に対する半閉鎖性
Herbertscrew刺入固定法

Semi-closedHerbertscrewinsertionfOrchronic

scaphoidfractures

豊橋市民病院整形外科

○大間知孝顕，井上五郎，三ツロ秀幸，

平 野 健 一

【目的】我々は，主に転位の少ないHerbert分類

A2,B1,B2舟状骨骨折で早期に手を使用するこ

とを希望する患者に対して，半閉鎖性Herbert

screw固定を行ってきた(46症例).1997年から

は，新鮮例のみならず，受傷より1ケ月以上経過

し，場合によっては陳旧例となったものに対して

も症例を選んで本法を行うようにした．その治療

成績について報告する．

【症例および方法】受傷より1ヶ月以上経過した

時点で来院され，骨癒合傾向がみられず，転位が

少なく骨吸収が少なかった症例のなかで，手術に

よる早期回復を希望された9例に手術を行った．

手術時年齢は17～38歳（平均26歳),男性7例女

性2例であった．受傷から手術までの期間は1～

6ヶ月（平均2ヶ月）であった．手術法は新鮮例

と同じく，舟状骨結節部に小皮切をおき舟状骨結

節部を露出し，イメージコントロール下にjl.2

mmのK鋼線にてpilotholeを作成し，この骨孔を

拡大しタップを行った後Herbertscrewを挿入し固

定した．初期の1例と合併損傷のあった2例では，

術後外固定を追加したが，その他の症例では外固

定を使用しなかった．術後fOllowup期間は2～20

ケ月（平均7ケ月）であった．

【結果】8例に骨癒合が得られた．骨癒合の得ら

れなかった1例は，濾痛はなく再手術は希望され

なかった．手関節可動域は，健側比86～100％，

握力は88～100％であった．痙痛は1例のみに軽

度残存した．

【結語】骨癒合が遷延していると思われる症例で

も，症例を選んで行えば，小皮切でのHerbert

screw固定にて骨癒合が得られた．術後は基本的

には外固定を要さず，確実な早期回復を目指すた

めに有用な方法と考えられた．
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舟状骨骨折に対するハーバートスクリュ

ー固定法失敗例の治療経験

TreatmentafterafailedHerbertscrewfixationfOr

scaphoidfractures

広島大学

○市川

砂川

整形外科

誠，生田

融，福田

義和，石田治，

祥二

【目的】舟状骨骨折に対するハーバートスクリュ

ー固定法は今日では一般的な手術方法としてその

良好な成績が数多く報告されているが，本法を行

い骨癒合に失敗した症例の治療報告は少ない．今

回，私たちは舟状骨骨折に対するハーバートスク

リュー固定法失敗例に対し再骨接合術を行う機会

を得たのでその治療成績を報告する．

【対象】対象は5例5手関節で，性別は男性4例，

女性1例であり，罹患側は右側3例，左側2例で

あった．初回のハーバートスクリュー固定が行わ

れた際の診断は新鮮骨折3例，陳旧性骨折2例で

あり，骨折部位は全例が中央1/3であった．再骨

接合術施行時年齢は15～40歳（平均27歳）で，

初回手術から再骨接合術までの期間は7～48カ月

(平均20カ月）であった．手術は全例に腸骨から

の海綿骨移植および模状骨移植を行い，内固定は

ハーバートスクリュー＋キルシュナー鋼線固定が

2例，キルシユナー鋼線固定が2例,AOキヤニユ

レイテッドスクリュー固定が1例であった．術後

経過期間は17～50カ月（平均31カ月）であった．

【結果】外固定期間は45～56日（平均52日）で

あった．全例に骨癒合が得られ，骨癒合までの期

間は70～90日（平均84日）であった．癖痛は全

例に認めず，手関節可動域は健側比で平均86％

で，握力も良好に回復していた．

【考察】ハーバートスクリュー固定法失敗例に対

しては十分な偽関節部の掻爬と，海綿骨移植およ

び前方模状骨移植により骨癒合の獲得が可能であ

る．内固定材料の選択は掻爬後の骨欠損の大きさ

や中枢および末梢骨片の大きさをまず考慮した上

で，スクリュー設置不良例には挿入方向を変えて

再度スクリュー固定を行い，それが不可能であれ

ばキルシュナー鋼線固定を選択する必要があると

考えられた．

1-2-4

舟状骨偽関節に対する腸骨移植および

Herbertscrew固定法の術後成績

Scaphoidnonuniontreatedbyiliacbonegrafting
andHerbertscrew

総合会津中央病院整形外科

○ShakyalswarMan,古月顕宗，原孝，

高須誠，坂本和陽

【目的】舟状骨偽関節に対する腸骨移植+Herbert

bonescrew(以下HBS)固定法の術後成績の検討．

【対象および方法】対象症例は1986年6月から

2001年5月までに当科で手術した14例中11例

(男10,女1，右7，左4）である．受傷から手術

までの期間は9週から21年，平均3年で，手術時

年齢は14から62歳，平均33歳であった．骨折部

位は中央3分の1が10例，遠位3分の1が1例で，

骨折型はFilan,Herbe江分類で,D2が7例,D3が

4例であった．受傷時の治療は，シップのみが10

例，ギプス固定が1例で，全例他院で行われてい

た．手術は掌側アプローチで行われ，骨移植は

Russe法を2例に,wedgegraftを9例に施行した．

全例にHBS固定し,3症例にはK-wire固定を追加

した．外固定期間は3から8週間，平均5週間で

あった．術後経過観察期間6カ月から14年，平均

2年9カ月であった．

【成績】術後臨床成績は日手会の機能評価基準に

準じて評価し，優が10例，不可がl例であった．

不可の1例を除き全例に骨癒合が得られた．

Radiolunateangle(以下RLA)が11以上をDISI

(＋）とした．正側面のX-PでRLAを測定できた

9例中5例に術前DISIがあり,RLAは12から25

度，平均18度であった.Wedgegrahにより術後3

例にDISIが矯正されたが,Russe法の1例では，

RLAは術前10度から術後15度に増強していた．

術後に残存したDISI変形は臨床成績には影響が

なかった.WristのOAが術前3例にみられたが，

術後進行がなく，新たにOA変化を生じた症例も

なかった．

【結論】舟状骨偽関節に対し，腸骨移植+HBS固

定法は有用な方法である．
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Distalscaphoidresectionarthroplasty

forsymptomaticdegenerativearthritis

duetoscaphoidnonunion

DepartmentofOrthopaedicSurgery,Kyungpook

NationalUniversityHospital,Taegu,Korea

○KimPoong-Taek,Jeonln-Ho,Parkll-Hyung,

ParkByung-Chul,IhnJoo-Chul

Post-traumaticosteoarthritisduetolong-standing

scaphoidnonunionremainsachallengingproblem.

Distalscaphoidresectionissimpleprocedurethatcan

gainrangeofmotionanddamageminimalwrist

structule.Wel℃viewedsevenpatientswithsymptomatic

degenerativeosteoarthritissecondarytoscaphoid

nonunionandrepresentsurgicalprocedureofdistal

scaphoidresectionarthroplasty(DSRA)todocument
theclinicall℃sultsoftI℃atment・

SevenpatientswelemanagedatKyunWookNational

UniversityHospitalbetweenJanuaryl998andMay2000,

whoweI℃fbllowedfbranavelageofl2months(range,

sixtotwentymonths).Allweremenandtheaverageage

wasthilty-eightyears(range,thirtytwotomyyears).

Theintervalfiominjurytooperationwasaverageof7.7

years(rangingiTom4tolOyears).AllpatientshadDISI

withaverageradiolunateangle-13.6degl℃esandl5%

IossofcaIpalheightratiocompaIedtooppositeside.

Painhasbeenimpmvedinallpatients,whoretumed

totheirpIeviouswolkinaverage3weeks・WIistrange

ofmotionimpmvedintheflexion-extensionarcfiom

84.3degrees(range,30tol20)befOresurgeryto

averageoflO8.6degrees(range,75tol30degrees)

aftersulgery.Radial-ulnardeviationimprovedfrom30

degrees(range,0to45)to45degrees(range,0to

60).Gripstrengthimpmvedfrom45kgp!eoperatively

tolOOkgpostoperatively.At4monthsoffOllow-up,

littlechangeinradiographyhasbeenoccurredafter

surgeryandcarpalheightchangedonlyll%and

radiolunateangleincI℃asedl2degrees.

DSRAcanreduceextemalimmobilizationtime,thus

makethepatientreturntoworkearlierwithout

complicationsrelatedtometalimplant.Thus,we

recommendthisfbreadydegenerativeosteoalthritisdue

toscaphoidnonunionasmotionpreservingandtime

savingplOceduI℃．

一Sl7－
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舟状骨偽関節に対する掌側アプローチに

よるbiconcavebonegrafting

Biconcavebonegraftingfbrscaphoidnonunion

'大阪労災病院整形外科，2馬場記念病院整形

外科

○安田匡孝11政田和洋11竹内英二ll

釜野雅行2

舟状骨偽関節に対してWatsonは,1993年に背側

進入による海綿骨移植(biconcavebonegrafting)

の良好な成績を報告した．われわれは，掌側アプ

ローチを用いてこの方法を行い良好な成績を得て

いる．本術式を紹介し，短期成績を報告する．

【手術法】手関節掌側にRusseの掌側アプローチ

に準じ偽関節部に至る．偽関節部を掻爬し，可及

的に手根不安定症を矯正した後に直視下に近位と

遠位骨片を2本の指骨ピンで固定する．僥骨末端

より海綿骨を採取し，掻爬部に移植する．術後6

週間のギプス固定後，ピンを抜去する．

【症例と方法】手術を施行した9例9手中，追跡可

能であった8例8手（全例男，右：2手，左：6手）

を対象とした．手術時平均年齢は，27歳．受傷

から手術までの期間は，平均約6ヶ月，平均追跡

期間は，約8ヶ月であった．1例は遠位部の偽関

節であり，その他は中央部であった．以上の症例

に対して，瘻痛，手関節可動域，握力,X線学的

所見を評価した．

【結果】全例で骨癒合が得られた．ピン抜去まで

の期間は約8週間であった．術前の全例に認めた

労作後痛は，術後に消失した．術後平均手関節可

動域は，伸展81度，屈曲73度．握力は，平均35

kgfであった.radio-lunateangleは術前-6.0度が3.5

度と改善した．

【考察】舟状骨偽関節に対しては，腸骨よりの皮

質海綿骨の移植と埋め込み圧迫螺子による固定が

一般的である．しかし，この手技の最大の欠点は

舟状骨のアライメントを矯正した状態を保持しな

がら螺子で固定することが困難であることであ

る．さらに，腸骨部痛を伴うこと,STT関節に損

傷を与えることも大きな欠点である．本術式は，

こうした欠点も補うものであり,Watsonは骨癒

合率は89％と報告しており他の報告と差はない．

本法は，舟状骨偽関節に対する簡便で優れた方法

である．
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舟状骨偽関節の手術成績-DISI変形残存

の有無が成績に与える影響一

Operativeresultsofscaphoidnonunion:Innuence

ofDISIdefOrmityontheresults

l北海道整形外科記念病院，ユ北海道大学整形外

科

○西尾泰彦!，加藤貞利!，三浪三千男!，

三浪明男2

【目的】本研究の目的は，舟状骨偽関節の手術成

績を調査し,DISI変形の残存の有無が成績に与え

る影響について詳細に検討することである．

【対象と方法】1971年から2000年までに手術を行

った舟状骨偽関節は103例103手であったが，そ

のうち1年以上経過観察可能であった85例85手

を対象とした．男性78例，女性7例，手術時年齢

は平均24歳（13～60歳)，受傷から手術までの期

間は平均24カ月（2カ月～15年）であった．骨折

部位は中央1/3：60例，遠位1/3：15例，近位

1/3：10例であった．手術法はHerbertscrewが使

われた症例が45例,Russe法に準じて内固定が用

いられなかった例，またはK-wireが使われた例

が40例であった.DISI変形の評価にはradiolunate

angle(以下RLA)を用い，術後RLAが－15．未

満の群をDISI残存群（以下D群),-15.以上の

群を変形なし群（以下N群）と定義した．臨床評

価は三浪の臨床評価基準を用い，臨床評価点およ

び評価項目である痙痛，可動域，握力の項目にお

いて,D群とN群との間に差があるかどうかにつ

いての統計学的検討を行った．経過観察期間は平

均3年6カ月（1年～21年）であった．

【結果】術後RLAは平均-6.3｡(-40．～14｡)

であり,D群が19手,N群が66手であった．臨

床評価点はD群：平均76点,N群:83点で，有

意ではないもののD群が劣る傾向にあった

(p=0.07).評価点のうち，痔痛点についてはD

群：平均36点,N群:40点であり,D群がやや

劣っていたが有意差は認められなかった

(p=0.10)．手関節背屈可動域はD群：平均63｡,

N群：70.であり,D群では有意に減少していた

(p<0.05).掌屈可動域，握力については全く差

は認められなかった．

【結論】舟状骨偽関節の手術に際しては，舟状骨

のDISI変形の矯正に注意を払うべきである．

1-2-8

陳旧性舟状骨骨折の術後成績：臨床成績

とDISI変形の検討

Treatmentofoldscaphoidfracture:Cinicaland

X-rayanalysis

l福岡大学筑紫病院整形外科，ユ福岡大学整形

外科，，飯田整形外科クリニック

○江島晃史ll副島修21飯田博幸31

内藤正俊2

【目的】当科における陳旧性舟状骨骨折の術後成

績とDISI変形の関連性を検討したので報告する．

【対象・方法】1995年1月～2001年7月までの間，

当科で治療した陳旧性舟状骨骨折の18例19手を

対象とした．男性17例，女性2例で，右9手，左

10手であった．手術時平均年齢は30.5歳(15~

49歳）で，受傷から手術までの平均期間は53.8

ケ月（4.0～360ケ月）であった．術後経過観察

期間は平均12.0ヶ月（3～30ヶ月）であった．骨

折部位は腰部18例，遠位部1例であった．手術は

骨接合3例，骨接合および腸骨移植を16例に施行

した．骨接合には,AOキャニュレイテッドスク

リユーが10例,C-wire4例，アルファテックスク

リユ－2例，ハーバートスクリュー，吸収ピン，

骨釘をそれぞれ1例に用いた．舟状骨の掌屈変形

に対しては偽関節部が安定する程度の整復のみを

行い,DISI変形の積極的な整復は行っていない．

【結果】骨癒合は13例でみられ，平均期間は4.96

ヶ月（2.25～13ヶ月）であった．術前に関節症

性変化を認めたものもあったが，その進行がみら

れたものはほとんどなかった．術前にscapho-

lunateangleが70以上のDISI変形を認めたものは

10例で，そのうち変形の進行を認めたのは1例の

みであった．日本手の外科学会手関節機能評価基

準では大半がExcellentもしくはGoodで,Poorは

1例のみであった．

【まとめ】今回の症例の中ではDISI変形を残して

骨癒合が得られたものは8例あったが，軽度の可

動域制限や瘻痛を認めるのみで全例原職に復帰し

ており，特にDISI変形の程度と臨床症状には相

関を認めなかった．
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受傷後10年以上経過した舟状骨偽関節に

対する前方模状骨移植術の治療成績

Anteriorwedgegraftingofthescaphoidnonunion

'披済会長崎病院整形外科，2いまむら整形外科，

3愛野記念病院整形外科，4国立病院長崎医療セ

ンター整形外科

○長谷芳文!，今村宏太郎2，貝田英二,，

角光宏』

【目的】舟状骨偽関節の治療法としてFernandezら

の方法は現在最も多く行われている術式である．

我々も本法に準じて積極的に手術を行ってきた．

今回は受傷から長期経過した症例に対する治療成

績について検討したので報告する．

【対象および方法】1993年から1999年の間に骨接

合術を行った舟状骨偽関節のうち受傷後10年以

上経過した10例11手を対象とした．症例は，全

例男性で右6手，左5手．年齢は28歳から56歳，

平均42歳であった．受傷から手術までの期間は

10年から32年，平均16年7カ月．骨折部位は遠

位1/3が2手，中央1/3が9手．経過観察期間は平

均32ヵ月であった．手術は掌側アプローチで行

い，偽関節部を新鮮化し，生じたスペースに合わ

せて皮質海綿骨移植を行った後にHerbertscrewま

たはキュルシュナー鋼線で固定した．術後は4週

から8週間のギプス固定もしくは装具固定をおこ

なった．術後成績はCooneyの手関節評価で行っ

た．X線学的には側面像でRadiolunateangleを計

測し術前，術後で比較した．

【結果】骨癒合は11手中10手に得られた．成績は

Cooneyの総合評価で86点．骨癒合が得られなかっ

た1例を含む2例に軽い労作時痛がみられた．手

関節の可動域は掌屈が術前59度から61度に，背屈

が術前55度から56度であった．握力は健側比で術

前80％から93％に改善した．Radiolunateangleの

術前平均は-14.4度とすでに多くの症例でDISI変

形が存在していた．術後は平均-3.7度であった．

【考察と結論】10年以上経過した偽関節例でも

91％の骨癒合が得られた．骨癒合が得られるこ

とによって，握力の改善が得られた．しかし中

1/3の症例で骨折部の背側に骨練形成が存在し術

前の可動域制限がすでに存在していた症例では術

後もDISI変形の矯正が不十分であり，かつ可動

域の改善は困難であった．

1-2-10

小児舟状骨骨折の治療経験

Conservativetreatmentofcarpalscaphoidfiacmre

inchildren

福岡徳洲会病院整形外科

○菊田朋朱，尾上英俊，木村一雄，

黒木理秀，久保勝裕

【目的】小児の舟状骨骨折は比較的稀と言われて

おり本邦でのまとまった報告は少ない．今回我々

は，当科で治療を行った小児の舟状骨骨折につい

て検討したので報告する．

【対象および方法】1996年より当科で治療を行っ

た15歳以下の舟状骨骨折を対象とした．対象症

例は男児10例，女児2例の計12例である．受傷

時年齢は11歳から15歳，平均13.9歳で，経過観

察期間は平均13.5か月であった．骨折の診断は単

純x線手関節および舟状骨撮影，舟状骨断層撮影

を行った．全例保存的に治療を行い，受傷機転，

骨折部位,治療方法および予後について検討した．

【結果】受傷機転はパンチングマシーンによるも

のが1例，サッカーでポールをパンチングして受

傷したものが1例，転倒によるものが9例（スポ

ーツ中の転倒が3例，自転車走行中の転倒が2例，

歩行中或いは遊戯中の転倒が4例)，交通事故に

よるものが1例であった．骨折部位は遠位1/3骨

折が7例で，うち結節部の骨折が2例あった．ま

た遠位1/3骨折に僥骨遠位端骨折と尺骨茎状突起

骨折を合併したものを1例に認めた．中1/3骨折

は5例であり，近位1/3骨折はなかった．治療は

全例にギプス固定あるいは装具固定による保存的

治療を行った．固定期間は4週から11週，平均

8.5週であった．全例に，単純X線で骨癒合が確

認でき，瘤痛，運動制限などの臨床症状を有した

症例はなかった．

【考察】初診時の単純x線撮影で若木骨折様の所

見を呈した症例を5例に認めた．小児の舟状骨骨

折はこのような所見を呈することもあり，画像診

断上注意を要する．

-SI9-
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手舟状骨骨折における長軸CT像の有用性

--新たな撮影方法(AhandCT)の試み－

EfficacyoflongimdinalcomputedtomographyfOr

thescaphoidfracture-AtrialofnewposturefOr
theexamination-

'徳島大学整形外科，3町立上那賀病院

○阿達啓介ll安井夏生lp高井宏明：

【目的】手舟状骨骨折は比較的よく遭遇する外傷

であるがhumpbackdefOrmityの有無や早期の骨癒

合の判定を単純x線のみで行うことは困難なこと

もある．我々は簡便に両側同時に手舟状骨長軸

CT像を得る新たな撮影方法(AhandCT)を考案

し舟状骨骨折の評価に用い有用であったので報告

する．

【対象と方法】対象は手舟状骨骨折9例である．

新鮮例2例，陳旧例7例で治療前に撮影できたも

のが5例であった．我々が考案した方法は両側の

母指を僥側外転しそれぞれの指尖部を合わせ正三

角形を作り頭上正中線上へ挙上し腹臥位となり撮

影する．スライス幅1mm,送り2mmで撮影した

場合，7から8スライスの舟状骨断層が得られる．

これらにつきl)CT像の再現性2)humpback

deformity,骨癒合におけるX線,CTの描出力に

つき検討した．

【結果】9例に対し合計14回のCT撮影を行い全例

1回の撮影で正確に舟状骨長軸像が撮影されたこ

と示すtargetsignが得られた．治療前に撮影され

た5例ではX線で把握できなかったhumpback

deformityを4例で認めた．術後10週以上経過観

察できた7例のうち4例ではX線で骨折線が残存

する時期でもCTでは骨癒合が確認できた．これ

らの症例では部分的に骨癒合が得られていた．

【考察】舟状骨長軸像の撮影方法はBain,Sanders

また綾部らの報告があるが何れの方法も正確な長

軸像を1回の撮像影で得ることは難しい．我々の

方法では全例1回の撮影で正確な長軸断が得られ

ており再現性の高い撮像方法であると考えられ

た．またX線では困難な3次元的な評価がCTで

は可能でありhumpbackdefOrmityの評価はもとよ

り陳旧例での骨折面の硬化範囲，程度も詳細に把

握することができ手術計画を立てる上で，また骨

癒合判定においても手舟状骨長軸CT像は非常に

有用であった．

1-2-12

舟状骨骨折の骨折パターンは単純X線像

で診断可能か一第2報

Differentiationofscaphoidfracturepatternby

radiography

名古屋大学手の外科

○稲垣弘進，中村蓼吾，堀井恵美子，

中尾悦宏，矢島弘毅

【目的】舟状骨骨折の骨折パターンには遠位骨片

が近位骨片に対して掌側に転位するVolartype,

背側に転位するDorsaltype,転位のないNon-

displacementtypeが存在し,3DCTではその判別

は容易であるが単純x線像では困難とされてい

る．我々は舟状骨骨折の3DCTから判別した骨折

パターンとそれぞれの単純x線像を比較検討する

ことによってその骨折パターンが単純X線像から

推測可能かどうか検討した．

【方法】3DCT撮影を行った舟状骨骨折及び偽関

節126手を対象とした．まず3DCTにおいて骨折

パターンを調べ，次に単純x線最大尺屈位正面像

において骨折線の局在を調べるためにProximal

fragmentratio(PFR:近位骨片の長軸長/舟状骨長）

を計測した．さらに軽度回内位斜位像と軽度回外

位斜位像での遠位骨片の転位方向を調べた．それ

ぞれの骨折パターンについて以上の項目に有意差

があるか統計学検討を行った．

【結果】Volartypeは61例で,P駅は0.59,回内位

斜位像において76％の症例に遠位骨片の掌側転

位が認められた.Dorsaltypeは38例で,PFRは

0.43,回外位斜位像において56％の症例に遠位骨

片の背側転位が認められた.Non-displacement

typeは27例で,P駅は0.52,両斜位像において転

位は認められなかった．それぞれの骨折パターン

間にすべての項目で統計学的有意差が認められ

た．

【結論】3DCTで認められる舟状骨骨折の骨折パ

ターンは，単純x線像を丹念に検討すれば推測可

能である．
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PercutaneousHerbertscrewosteosyn-

thesisinscaphoidfracture

DepartmentofOrthopaedicSurgery,Kyungpook

NationalUniversityHospital,Taegu,Korea

○Jeonln-Ho,Palkll-Hyung,ParkByung-Chul,

IhnJoo-Chul,KimPoong-Taek

Conservativetreatmentofacutestablescaphoid

fracturewithcastimmobilizationoftenresultsin

delayedornon-union.Thepulposeofthisstudyisto

documentclosedpercutaneousHerbertscrewfixation

techniquewithfree-handmethodtoobtainhealingof

acutefractuIe(HerbeIttypeA,B)anddelayedunion

(HerberttypeC)ofscaphoidandrepolttheclinical

resultsandoutcometodetennineitssafetyandefficacy.

Fifteenpatientsincludingthreeacutestable,two

acuteunstableandtenlatefracture,whichshowed

signsofdelayedunionafter6ormoreweeksin

plaster,wereeligiblefbrfbllowupfOranaverage23

months(range,6to44months).Allweremenwith

averageageoftwenty-threeyears.Theperiodfrom

injulytosurgerywasfromlweektol2weekswith

averageof8.4weeks.Indicationsofthisprocedure

wereacutestable,acutedisplacedfracture,whichwas

reducibleanddelayedunionwithoutmarkedcyst

fOnnation,mal-alignment,orarthriticchangeonCTin

thelongitudinalaxisplaneofthescaphoid.Free-hand

percutaneousHerbertscrewandK-wirefixation

throughpalmarapproachwasperfonnedinallpatients

underimageintensifier.

TheclinicalresultswereevaluatedbytheHerbert's

assessmentsystem,Fracmreunionwasseenatamean

oflO.5weeks(range9tol2weeks)inacute

fractureandofl2.5weeks(rangelOtol4weeks)in

delayedunion.Tenpatientshadminimalornolossof

fUnction・Returntoworkrangedfromldayto4weeks

accordingtotheiroccupation・Wristwasimmobilized

onlyfOr2or3weeks.

PercutaneousHerbertscrewfixationtechniquewith

free-handmethodisareliableandeffectivealtemative

inscaphoidfi･acture,whichenablesthepatienttouse

thehandearlierwithhighsatisfactionandminimum

complication.
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手術が好きでスポーツが好き

Ilikesurgeryandsportmedicine

麻生整形外科クリニック

○麻生邦一

1994年6月に無床診療所を開設して以来，手の外

科を中心とした外来手術とスポーツ医学を診療の

柱と決め，今日まで7年間やって来た．手の外科

はこれまで勉強して来た好きな分野であり，また

スポーツ医学は地域と密着して貢献できる魅力が

ある．私は開業してもメスを捨てたくないと思っ

ていたし，実際手術をしないと治らない症例にた

くさん遭遇する．外来手術はほぼ毎日1例ずつで，

年間約200例行っている．入院が必要な手術症例

は近くの提携先の病院で年間約80例行っている．

開業医の強みは，すべての症例が，最初の診察か

ら最後の予後調査まですべて自分の手で行う（正

しくは，自分でするしかない）ことにある．従っ

て症例はすべて自分の症例であると自信を持って

把握している．また朝から晩まで外来診療をする

ので，臨床経験は豊富となり，たくさんの症例か

ら学ぶことも多い．症例が多ければ，いろいろな

新しい発見もあり，世に発信することもできる．

一方私は，県スポーツ医科学委員をはじめ，

basketball,テニス，ラグビーなどの競技団体に

かかわっているので，スポーツ傷害の患者さんを

診る機会が多い．治療している患者さんが出場す

る試合には積極的に会場に赴き，現場で治療する

ことを心がけている．自分が治療している選手が

活躍する時ほど興奮し，嬉しくなることはない．

開業していれば，時間的制約はあるが，逆にした

いようにできる自由さもある．開業医としてどん

な仕事ができるのか，今仕事をしているかを自ら

に問いかけつつ励んで行きたい．
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私にとっての手の外科一手の外科医は一

般整形外科ができて当ﾚﾉ前一

Handsurgeryisthemostimportanthobbyinmy

life

(医）ハンズ高知フレッククリニック

○貞廣哲郎

【はじめに】このランチョン・セミナーの目的は，

手の外科開業医から若年の手の外科医に対して提

言し，手の外科に対する情熱を鼓舞することにあ

ると理解しています．そして，私の役割は大学人

として，また公立病院長としての経験，さらに現

在の手の外科開業医としての立場から，開業にお

ける手の外科の位置付けをお話する事でありま

す．私は整形外科出身でありますので，その立場

からの話とさせていただきます．

大学病院整形外科での手の外科は，その部分の

小ささと入院期間の短さからminorsurgeryとして

扱われ，入院枠がとりにくく，扱える症例が少な

い帰来がありますが，少数の患者さんに詳細な検

討を加える事ができ，基礎力を身につける事がで

きます．又，公的病院整形外科では，入院期間の

短い事が，平均在院日数の引き下げに貢献し，長

期入院の多い一般整形外科を助けることになりま

す．

さて，現在の手の外科開業医としての私は,19

床の有床診療所をやっておりますが，経営の状態

はコンサルタントによれば極めて順調といわれて

おります．それは，手術症例の2/3は手の外科で

すが,診療する患者数は一般整形外科が大半です．

それらの患者さんの私への評価は，非常に難しい

手の外科の専門家だから,一般整形外科レベルは，

まして高いに違いないということのようです.今，

私の大好きな手の外科を好きなだけできているこ

の幸せな状況を，過去の経験を振り返りながらお

伝えできれば良いが，と考えています．

L1-3

手の外科における治療上の工夫について

Abouttheideaintreatmentinthesurgeryofthe

hand

いしぐろ整形外科

○石黒隆

若い頃にできるだけ多くの経験を積むことも大事

であるが，うまくいかなかった症例を大切にして

ほしい．演者は重度な機能障害をもつ頚髄損傷患

者との出会いから，患者の立場に立った治療の重

要性を認識するようになった．手術侵襲や後療法

などいろいろな問題点とぶつかることによって，

拘縮を予防するための早期運動療法を中心とした

治療上の工夫をいくつか発表してきた．視点をか

え，原点をみつめることによってひらめきがうま

れる．患者の不満．訴えに耳を傾け患者の希望を

かなえるようにすることが治療上の工夫につなが

るので,患者と向き合う時間的なゆとりも欲しい．

今回，手の外科において発表してきた治療上の工

夫を紹介し，何が問題であったかなどについても

述べる．
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無床診療所に於ける手の外科とマイクロ

サージャリー

Handsurgeryandmicrosurgeryinclinic

吉村整形外科医院

○ 吉村光生

四肢を対象とする整形外科領域，特に手の外科

領域においては，全身的には比較的侵襲の少ない

手術が多く，手術手技，麻酔法，術後管理などの

進歩や工夫，連携病院の確立などによって，かな

りの分野で日帰り手術が可能である．手術侵襲を

少なくする為に，小皮切手術，微小外科や鏡視下

手術の利用による最小侵襲手術を心掛ける．麻酔

侵襲を少なくする為に，全身麻酔や，腰椎麻酔よ

りも各種の伝達麻酔が有用で，単独または複数の

神経ブロックや局麻の組合せで行なう．全身麻酔

や腰椎麻酔はもちろん神経ブロックなどでも，手

術後必要に応じて，夕方まで経過観察後帰宅させ

る．帰宅後の注意点と起こり得る偶発症の種類と

頻度についてパンフレットを渡し説明する．緊急

時連絡用の携帯電話で，常時患者からの対応が可

能な体制を整えている．マイクロサージャリーを

応用した切断肢・指再接着術，足趾移植，遊離組

織移植，血行再建など，血栓を形成する恐れのあ

る手術や，大出血の恐れのある手術では，手術後

に連携病院に転医したり，翌日まで外来ベッドで

観察後，連携病院に転医入院し術後管理を行う．

循環障害の発生は全て24時間以内で，半数は3時

間以内に発生する．循環障害が発生したら，可及

的早期の対処が不可欠であるが，この点融通のき

く診療所では即座に再手術が可能で，夜間や早朝

の手術などを工夫することにより，成績は向上す

る．手の外科やマイクロサージャリーに実際に精

力的に取り組んでいる外科医は職人であり，どち

らかというと病院の経営には関心がない人達のよ

うに思われます．
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手の外科専門医として開業すること（形

成外科の立場から）

Howtoestablishprivateclinicofthehandsurgery

北山クリニック

○北山吉明

【はじめに】無床診療所を開業する医師にとって，

診療内容に専門性を持たせることは，多額の設備

投資とマンパワーを必要とするだけではなく，診

療効率が低下するなど多くの問題を含んでいる．

しかし，医学の進歩と医師の過剰，情報社会の広

がり，患者意識の向上といった社会情勢を考える

と，今後は開業医であっても専門性を持った診療

体制づくりが求めらるであろう．

【方法】演者は開業当初から手の外科専門医とし

ての診療が主体となるよう努力してきた．ここで

は過去10年間を振り返り，演者が手の外科を専

門とするために試みてきた方策と問題点について

述べるとともに，今後，手の外科開業医が進むべ

き方向に関して考察する．

【結果】無床ビル診療所において手の外科を専門

とする場合，解決しなければ問題には（1）安全

で効果的な麻酔法の確立，（2）的確な術後管理，

(3)手の外科医としての啓蒙活動，の3点がある．

演者は各問題の解決を以下のごとく行った．（1）

麻酔法：従来の局所麻酔法を改良した点滴局所麻

酔法により簡単な手技で持続時間が長く，深達性

のある麻酔法が得られた．（2）術後管理：術後の

トラブルを最小限にするには，適応を厳しく守る

こと，後方支援病院との緊密な連携，が重要であ

った．（3）手の外科の啓蒙：専門性を知ってもら

う為の広報活動，学会発表，研究会の立ち上げ，

講演，新聞や雑誌の医療コラムへの投稿，などを

積極的におこなった．以上の方策の結果，前腕

より末梢の手の外科手術が安全で術後の問題もな

く日帰り手術として実施することが可能となっ

た．しかし，手の外科患者の増加は理想とする数

にはほど遠い状況である．

【結論】今後，手の外科発展の方策として重要な

ことは，専門医としての資質の向上と，手の外科

標梼科の実現，であると思われた．
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無床診療所における手の外科診療の小経
験

Anexperienceofthehandclinicfbroutpatients

いまむら整形外科医院

○今村宏太郎

無床診療所で手の外科の診療を行っている当院

の現状と地域の医療従事者の関わりなどについて

ご報告致します．

1．当院での手の外科診療

当院は長崎市内に位置する無床診療所です．昼

休みを利用して局所麻酔，伝達麻酔で肘以下の手

術を行っていますが，時間のかかるものや入院の

必要なものは近くの提携病院にて毎週金曜日の午

後に実施しています．

2．長崎手の外科研究会

長崎では昭和52年より「長崎手の外科研究会」を

2月に1回開催していますが，参加者を整形外科医

に限らず一般外科医やPT,OT,看護婦にも呼びか

けています．毎回約70名の参加者があり，この会が

手の外科の啓蒙のための大きな柱となっています．

現在，長崎において手の外科を中心的に担って

いる者は4名（うち日手会評議員3名）です．互

いの病院を行き来して研讃を積むとともに，定期

的に症例検討や学会発表の打ち合わせなどを行っ

ています．また各施設で手の外科医をめざす若手

の育成にも取り組んでいます．

3．長崎ハンドセラピー研究会

手の外科における後療法の重要性は誰しも認め

るところです．しかし，平成7年の開業当時，長

崎ではハンドセラピーと呼べるものは存在してお

りませんでした．そこで，長崎ハンドセラピー研

究会を立ち上げ，当院にて手の外科医とPTの合同

の勉強会を開催してきました．現在は開催地を愛

野記念病院へ変更し,OT(名古屋披済会病院出身）

の指導の下に内容もより充実したものとなり多く

の優秀なハンドセラピストが育ちつつあります．

その地域における手の外科の治療レベルを維持

発展させるためには個人の力だけではなく，多く

の手の外科医，整形外科医，ハンドセラピストな

どが協力しあいチームとして実践していくことが

重要ではないかと考えています．

L1-7

－人開業医としての「手の外科」25年

My25yearSexperiencesasahandsurgeonin

practice

諸橋整形外科医院

○諸橋政積

I・手の外科を続けて来られた理由

1)対象患者の動向とpoorrisk,麻酔の問題:5
年ほど前までは産業社会機構からも私の地域の事

情からも手の外科の外傷の頻度は高かった．幸い

poornsk例は少な<,麻酔は腋窩神経，斜角筋下

神経ブロックで殆どの例が対処された．その後は

OA,RAが主となっているものの特に問題はない．

この25年間の症例の整理方法（有能な秘書）と，

手術動向を略述する．2）手の外科の「面白さ」

(取り組み易さと複雑さの同居）：一つのアイデ

ィアを考えつけば,これを直ちに手術手技の中や，

リハビリテーションで応用実施できる．マイナス

要素が比較的少ない．まず挑戦してみて失敗し，

そこからまた考え直してみる，の連続である

が･･.3)Microsurgeryの問題"ohneMicro.,

KeineHandchirurg.'':palmからDIPlevelまでの

replantationや末梢神経手術は現在も行っている

(幸い症例は激減している).Freenapは行ってい

ない．これらの理由は，手の外科は腰掛けて手術

ができる，顕微鏡手術は年をとってもある程度可

能である，という肉体的理由，後者は技術の未熟

とチームスタッフのいないこと．

11.一人開業医の最大の弱点と要望特殊，高度

の技術を駆使することはできない．最も望まれる

ことは，何時でも相談・検討相手となる手の外科

医が欲しいこと，病院などの施設やスタッフと共

に仕事ができる環境の病診連携．現状では自分の

技術と設備の範囲内で患者に対処する節度を守る

しかない．

1II.これまで私を支えてくれたものは恩師，河

野，田島両教授の教え，同輩の諸先生からの刺激，

吉津会長はじめ，且って一緒に仕事をした仲間，

後輩の励ましであることに深く感謝している

-S24-



L1-8

日本臨床整形外科医会の立場から

TheviewfromtheJapaneseClinicOrthopaedic

Association

藤野整形外科医院

○藤野圭司

近年厳しくなる一方の医療情勢下においては，

スタッフや，設備の問題，入院施設の維持など

様々な要因から，自院で手術をする開業医の数は

年々減少の一途を辿っている．手の外科の専門医

となるには長い年月と努力を必要とするが，開業

した途端にそれまで蓄積してきた技術，能力を封

印してしまうことは，本人にとってもストレスで

あるし，また経済原理からみても大きな損失であ

る．手の外科手術はほとんどすべての症例が伝達

麻酔で可能であるし，入院を必要としないものが

多い．ただ手術に要する労力や費用に見合った診

療報酬が設定されていないことが開業医にとって

手術から手をひく大きな原因になっている．

厚労省の方針により今後ますます医療機関ごと

の機能分担の方向に向かうことが予想される．将

来的に自らの診療所で手術治療を行なうのか，あ

るいは，オープンシステム病院を利用して手術を

おこなうのか判断の難しいところである．日本に

おいては欧米のようにドクターズフィー，ホスピ

タルフイーが独立していないため，現在のところ

オープンホスピタルシステムを利用しての手術は

うまく機能していない．また今後手の外科学会が

整形外科学会とは独立した手の外科専門医制度を

めざすのか，あるいは整形外科のsubspecialityと

しての立場をめざすのか難しいもんだいである．

しかし標梼科として独立した地位を獲得できれば

手の外科専門医として今後開業の道が開ける可能

性もある．もちろん技術料が正当に評価されると

いう前提つきではある．

1-2-14

上腕骨離断性骨軟骨炎に対する外穎模状
骨切ﾚﾉ術（吉津法）の経験

Clinicalexperienceofwedgeosteotomyfor

osteochondritisdissecansofthecapitellum

'天理よるづ相談所病院形成外科，2角谷整形外

科病院，，寺元記念病院形成外科，4玉井病院

整形外科

○藤原雅雄11岩崎一夫21原岡剛-31

山本剛史』

【目的】外穎模状骨切り術は，1986年吉津によっ

て報告された画期的な手術手技である．われわれ

も本法を行い良好な結果を得た．その治療成績と

注意点について報告する．

【対象および方法】術後6カ月以上経過観察が可

能であった14例．ポジションは投手3例，捕手2

例，野手4例．不定5例．年齢は平均14歳（12～

16歳)．肘に痛みが生じてから手術までの期間は

平均1年9カ月（3カ月～4年)．病型分類は分離

期9例（初期3例，晩期6例)，遊離体期5例．初

期分離期は骨切り術のみ，他は骨切り術と骨釘・

骨移植を行った．術後経過観察期間は平均2年

(7カ月～3年10カ月)．

【結果】全例野球に復帰．復帰時に投手，捕手は

ポジション変更を指示．瘻痛は12例で消失，2例

で時々ある．関節可動域増大を認めた症例は6例，

不変が4例，減少が4例．

【考察】本法の長所として，1）著しい瘻痛減少効

果，2）広い術野展開，がある．外穎を屈曲．外

転させ病変部を直視下に展開するため，骨釘移植

などの操作が容易で今後発展するであろう骨軟骨

移植などのアプローチ法としても優れている．注

意点として，術後関節可動域が減少する可能性が

ある．具体的には，1）骨切り線が小頭内縁を越

えて滑車に及んだ場合,CT上肘頭窩や鉤突窩の

横径の減少はなくとも，一部関節面の不適合は生

じており，可動域制限の原因となりうる．2）通

常関節内遊離体摘出のみを施行した場合は可動域

は高率に改善されるのに対して，本法施行時に同

時に遊離体を摘出した場合の可動域改善は明らか

ではない．これは関節拘縮が原因と考えられる．

よって，骨切り線が小頭内縁を越えない注意と，

積極的な可動域訓練が必要であると考える．

【まとめ】本法は野球復帰を可能とする優れた方

法であるが，関節可動域改善のために上記の注意

点は重要であると考える．
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肘頭骨折後の尺骨神経麻揮

Ulnarnervepalsyattheelbowaftersurgical
treatmentfOrfifacturesoftheolecranon

諏訪赤十字病院整形外科

○石垣範雄，内山茂晴，中川浩之，
上 村 幹 男 ， 宮 坂忠篤

【目的】肘頭骨折手術後に尺骨神経麻溥が発症す

ることは知られてはいるが，発症機序や予後に関

しての詳細な報告はない．われわれは過去5年間

における肘頭骨折手術例を検討し，尺骨神経麻溥

を生じた例の特徴を検討した．

【方法】症例は過去5年間に手術を行った肘頭骨

折16例である．手術は全例TensionBandWiring
法で行われた．経過観察は最低1年である．調査

項目は骨折型，初診時の関節症性変化，手術時の

整復具合，骨癒合までの整復位の保持，キルシュ

ナーワイヤーの逸脱である．術後に肘部管での尺

骨神経麻溥と診断したのは4例であり，麻庫を合

併せずに1年経過した13例と上記の項目を比較し

た．

【結果】4例のみに一致した特徴的な所見はなか

った．単純x線正面像での骨片の転位の無い例で

の尺骨神経麻痘は一過性か，しびれのみの軽度の

麻鹿であった．尺骨神経皮下前方移動術を行った

2例では粉砕骨片の一部が尺側方向へ3mm転位

しその骨片が神経を明らかに圧迫していた．麻溥

のない例では3mm以上の骨片の転位はなかっ

た．キルシュナーワイヤーの逸脱は14例に認め

られ，抜釘を要した．

【考察】尺骨神経麻痒発症の原因は単一ではない．

術者側の要因として防ぐ、ことができるのは骨片の

整復である．肘頭骨折，特に粉砕型においては，

手術時の尺側への骨片の転位や，突出を評価する

必要があり，そのためには従来強調されてきた単

純x線側面像の評価に加えて，正面像の評価も重

要である．正面像における転位が少ない場合には

麻痒は一過性かあっても軽度であり，受傷時の外

傷や手術時の炎症の波及，関節症性変化の存在が

麻庫の発症に関与していると思われた．
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1-2-16

成人僥骨頚部骨折の治療およびX線学的
考察

TreatmentfOrradialneckfractureinadultand

radiographicanalysis

清恵会病院整形外科

○寺浦英俊，坂中秀樹，安原良典，

木下裕介，杉本武

【目的】僥骨頭骨折を合併しない成人の榛骨頚部

骨折は，主に肘関節伸展位での外反強制力により

生じるが，この場合の転位は僥骨近位関節面の傾

斜が主である．我々は傾斜転位に重点をおき自験

例を検討,また正常成人の肘関節x線を参考にし，

考察を加えて報告する．

【対象，方法】1997年以降4年間に加療した7例

を対象とした．男性5例，女性2例，年齢20～38

歳（平均28.9歳)，経過観察期間平均6.7カ月，

Vugt(Judet)分類typel:1例,typell:5例，

typelll:1例，治療は保存的加療2例，経皮ピン

ニング4例，観血的整復固定術I例であった．ま

た正常成人20肘関節の正面X線像において，僥

骨近位関節面と僥骨頚部軸の垂線とのなす角が前

腕の回旋肢位によりどのように変化するかを調査

した．

【結果】全例で骨融合が得られた．治療成績は

Wheeler評価では優5例，良2例であり日常生活に

問題ないが，傾斜が20度残存した症例では20度

の，15度残存では10度の伸展制限を認めた．ま

た正常な20肘関節のX線においては90度回外位

では平均3度尺側への傾斜を示し，以下45度回外

位:3.7度尺側，中間位：5.5度尺側，45度回内

位：2度尺側，90度回内位：1.8度僥側への傾斜

を示した．

【考察】僥骨頚部骨折の手術適応は諸家により異

なるが，我々は傾斜転位10度以上を適応として

いる.転位の中で最も問題となるのは傾斜である．

正常な僥骨頚部は長軸に対して約10度の傾斜を

有するので，骨片の傾斜を長軸から計測すると過

度になる．頚部の軸から計測すべきである．また

この角度は前腕の肢位により変化するのでこれを

考盧したうえで手術適応を決定すべきである．治

療は経皮的ピンニング等の低侵襲手技で整復位獲

得を目指すのが望ましい．



1-2-17

榛骨頭骨折の治療成績
Clinicalresultsofradialheadfracmres

厚生連海南病院整形外科

○大塚聖視，西源三郎，土屋大志

【目的】僥骨頭骨折は転倒して手をつくなどの垂

直方向の介達外力あるいは肘関節を外反させるよ

うな直達外力で発生し，肘関節の後方，後外側方

脱臼に合併して発生することがある．頚部骨折を

合併することも多くこの場合，良好な整復固定が

困難で治療に難渋する．今回我々は過去6年間に

観血的治療を行った成人の僥骨頭骨折及び頚部骨

折を合併した症例（頚部骨折のみの症例は含んで

いない）の治療成績を検討した．

【対象】症例は12例で，受傷時年齢は24～61歳

(平均42歳)，性別は男性8例，女性4例であった．

受傷機序は転倒4例，転落8例であった．骨折型

の分類にはMASON分類を用い,I1型1例，Ⅲ型

6例,1V型5例であった．内固定材料にはHerbert

screw，吸収性材料,K-wireを用い,3例には骨移

植を併用した．内側側副靱帯損傷は,IV型のう

ちの3例に認めた．経過観察期間は4カ月～16カ

月で,手術時期は受傷後0日～11日（平均5.1日),

手術後7日～21日（平均12.3日）で可動域訓練を

開始した．

【結果】11例骨癒合は得られ'例のみ偽関節であ

った．手術後2例に観血的受動術を追加施行した．

肘関節の可動域は伸展-45～0．，屈曲90～145°，

前腕の回内-15～90．，回外30～90.で日常問題

となるような瘤痛を来す症例は認めなかった．

【考察】僥骨頭骨折の治療に関してⅢ型の粉砕骨

折，特に頚部骨折を合併する場合，骨接合・良好

な固定がきわめて困難な事が多く切除を余儀なく

されたり，人工僥骨頭を使用しての治療が報告さ

れている．骨頭切除と骨接合について，議論の分

かれるところだが，我々は内固定材料として

PLLApin,Herbertscrewなどを用いて可及的に骨

接合を試み，ある程度満足すべき結果を得た．

1-2-18

榛骨頭・頚部骨折に対する人工僥骨頭の
使用経験

Radialheadprothesisfbrthetreatmentofradial
headandneckfiacture

'久留米大学整形外科，2社会保険田川病院整

形外科

○坂井健介‘，白濱正博'，永田見生‘，

田中邦彦ユ

【目的】僥骨頭・頚部骨折や偽関節の再建に対し

て，人工榛骨頭を用い，若干の知見を得たので報

告する．

【対象と方法】症例は，男性1，女性3の4例で，

年齢は45～75（平均66）歳であった．3例は，

Morreytype4の脱臼骨折で，残りは偽関節例であ

った．使用した機種は全例,Tornie社の人工僥骨

頭を用い，その経過観察期間は11～27（平均

17.9）ケ月であった．術後の評価には日整会肘機

能評価法（以下JOAscore)を用い,X線学的に

も経時的に検討した．

【結果】術後のJOAscoreは平均92.5点と高く，日

常生活動作に困ることはなく非常に満足してい

た．

【考察】僥骨頭・頚部骨折の治療は，近年インプ

ラントの開発が進み，可及的に解剖学的整復固定

が行われているが，必ずしも好成績をあげられて

いない．以前より行われていた僥骨頭切除は二次

的な合併症の存在やバイオメカニカルな研究より

その賛否が問われている．今回，我々は1例を除

き高年齢の症例において1996年にJudetが推奨し

た人工僥骨頭を用いて加療した．短期成績ではあ

るがその有用性はかなり高いことが示唆された．

しかし，本法の問題点としてswansonなどの機種

に比較してインプラントのvariationが少なく，ま

たトライアルシステムの改良も期待された．さら

に本損傷が多く認められる若年者への使用には，

賛否両論があり,revision等の問題も含め，長期

成績への追試が必要と思われた．
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上位型腕神経叢患者における部分尺骨神
経移行による肘屈曲機能再建

Elbowflexoplastyusingapartialulnernerve

transferinpatientswithbrachialplexusilUuries

京都大学整形外科

○柿木良介，松本泰一，池口良輔，
中 村 孝 志

【目的】1994年Oberlinは部分尺骨神経を筋皮神経

の上腕二頭筋枝に直接縫合することにより肘屈曲

機能を再建し，そのすばらしい結果を報告してい

る．今回我々は部分尺骨神経を用いて肘屈曲再建

した3症例の上位型腕神経叢損傷患者について報

告する．症例1：66歳女性．近医外科にて全身麻

酔下に左頚部の腫瘤摘出術を受けてより，左肩挙

上と左肘屈曲が不能となった．腫瘤摘出3ヶ月後，

Oberlin法で肘屈曲再建し，副神経で肩甲上神経

を再建し肩関節の安定化をはかった．術後19'

月にて肩外転140度，上腕二頭筋のMMTは4で

ある．症例2：29歳男性．バイクレース事故にて

左上位型腕神経叢損傷を受傷した．受傷後4ヶ月

にて，部分尺骨神経と筋皮神経，副神経と肩甲上

神経，肋間神経と腋下神経の縫合を行った．術後

8ケ月にて肩外転60度，上腕二頭筋のMMTは3

である．症例3：31歳男性．7年前バイク事故に

て左上位型腕神経叢損傷受傷し，前医にて左肋間

神経の筋皮神経への移行および左肩にBateman法

を受けていたが，左肩自動運動不能，左上腕二頭

筋のMMTは0であった．左副神経も損傷されて

いたため，移植血管柄付き薄筋の閉鎖神経に左尺

骨神経の部分移植をしたが，神経縫合部と閉鎖神

経の薄筋入行部との距離は約6cmであった．術

後18ケ月で移植筋のMMTは3であり，本人の希

望によりSteindler法を追加した．

【結論】Oberlin法では，神経縫合部がmotorpoint
に近く，また再生神経を選択的に上腕二頭筋に誘

導できるという利点がある．症例3のように神経

縫合部とmotorpointの距離の長くなった症例で

は，神経回復は遅かった.Oberlin法では部分尺

骨神経を上腕二頭筋のmotorpoint近くで縫合でき
ることが，すぐ．れた肘屈曲機能の獲得につながる

と考えられる．
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上位型腕神経叢損傷に対する尺骨神経部
分交叉縫合術

Apartoftheulnarnervecrossingfbruppertype
brachialplexusinjury

小郡第一総合病院整形外科

○服部泰典，土井一輝，安部幸雄，
池 田 慶 裕

【目的】上位型腕神経叢損傷の新鮮例に対する肘

屈曲機能再建術は，従来より肋間神経-筋皮神経

交叉縫合術や副神経-筋皮神経交叉縫合術が行わ

れてきた．これらの術後成績に関してはすでに多

くの報告が見られるが，決して安定した成績が得

られているとは限らない．また，その手術侵襲も

決して小さいものではなく，最小侵襲手術という

観点からも多くの問題点がある．これに対して

1994年Oberlinは尺骨神経の1もしくは2本の神経

線維束を筋皮神経に移行する尺骨神経部分交叉縫

合術（以下Oberlin法）を報告して以来，その優

れた成績の報告が海外を中心に散見される．我々

も1999年より上位型新鮮例に対してOberlin法を

第一選択として行っているので，その短期成績を

報告する．

【症例】症例は外傷性腕神経叢損傷7例，すべて

男性であり，手術時年齢は平均26歳，受傷から

手術までは平均4.3ヵ月であった．損傷タイプは

C5,6型2例,C5,6,7型5例であり，全例腕神

経叢展開術を行い節前損傷であることを確認し

た．手術方法はOberlinの方法に準じて行った．

【結果】術後の尺骨神経の脱落症状は，自覚的な

尺骨神経領域の陣れ感が3例に，手内在筋の筋力

低下を1例に認めたが，いずれも1カ月以内に回

復した．神経再支配は平均2.9ヵ月で認められ，

術後6カ月以上経過した4例では肘屈曲4まで回

復している．

【考察およびまとめ】Oberlin法は肋間神経・副神

経移行術と比べて明らかに神経再支配時期も早

く，多くの利点を有した優れた方法である．尺骨

神経の脱落症状はsubclinicalであり，低侵襲で術

後の固定も必要とせず，最小侵襲という観点から

も今後普及されるべき方法である．
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MRmyelographyによる腕神経叢損傷に
おける神経根損傷診断の有用性

MRmyelographyforevaluationofnerveroot

avulsioninbrachialplexusinjury

!筑波大学整形外科，2筑波大学放射線科

○西浦康正11宮内幸男ll落合直之ll

新津守 2

【目的】われわれは,MRmyelographyを，腕神経

叢損傷における神経根損傷の評価に用いてきた．

今回その有用性について検討したので報告する．

【対象・方法】平成12年3月以降，当院にて腕神

経損傷の診断で,MRmyelographyを行った13例

を対象とした．対象の内訳は，分娩麻痒1例（4

ケ月，根型）と外傷性腕神経叢損傷12例（平均

年齢25.1歳，根型10例，鎖骨下型2例）であった．

MRIは，全身用1.5T装置に頚椎用コイルを用い，

脂肪抑制を併用したTurbospinecho法によって頚

椎のT2強調冠状断像を実効スライス厚1mmで連

続性に撮像した．撮像時間は約4～5分間．神経

根の評価は，三次元的に再構築した画像と原画像

を用いて，各神経根ごとに左右を比較して行い，

根嚢像が変形しているか，または，根糸に左右差

があるものを節前損傷と診断した．術中診断は，

各神経根に対して術中誘発電位測定を行い，対比

を行った．

【結果】MRmyelographyで24根を正常,41根を

節前損傷と診断した．画像的に節前損傷と診断し

た神経根は，術中電気生理学的所見においても，

2根を除いてすべて節前損傷と考えられた．診断

精度は,SensitivitylOO%,Specificity95.1%であ
った．

【考察】水強調脊髄MRI(MRmyelography)は従

来のx線脊髄造影と同等の画像が得られることが

報告されている．われわれが用いた撮像方法は，

非侵襲的，撮像時間が短時間,fUllcolumnを描出

可能という利点がある．また，左右を同時に描出

可能であり健側との比較が容易である．今回の結

果から,MRmyelographyは，腕神経叢損傷にお

ける神経根損傷を評価する上で，脊髄造影に優る

検査法であると考えられる．
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骨盤位分娩例に発生した分娩麻痒の治療

成績

SurgicalresultsinobstetricalparalysisfOllowing

breechdelivery

大阪府立母子保健総合医療センター整形外科

○川端秀彦，三木健司，北野元裕，

吉田礼徳

【はじめに】分娩麻痒は頭位分娩でも骨盤位分娩

でも発生しうる．骨盤位分娩例で神経修復が必要

となるような重度分娩麻溥では,CsC6神経根に

神経根引き抜き損傷が多発し，神経移植術の適応

がない場合が多い．従って，神経移植術を中心に

腕神経叢を再建する頭位分娩例とは異なった術式

の選択が骨盤位分娩例では余儀なくされる．しか

し，これまで骨盤位分娩麻輝だけを取り上げて治

療成績を論じた報告は国内においても海外におい

ても見られない．ここでは骨盤位分娩例に発生し

た重度分娩麻痒を神経移行術によって機能再建し

た経験を報告する．

【対象および方法】対象は術後2年以上経過した

14例である．平均手術時年齢は7ケ月，平均経過

観察期間は5.5年，全例が上位型麻痒であった．

原則として生後5ヶ月で上腕二頭筋に収縮が見ら

れない症例を手術適応とした．術前に脊髄造影ま

たはMRIを施行し，術中にSEPおよびEMRの導

出を試み，神経根の状態を診断した．腋窩神経・

筋皮神経は肋間神経移行術で再建した．肩甲上神

経は副神経移行術で再建したもの9例,C7神経根

のfuniculusの一部で再建したもの4例で1例は再

建しなかった．

【結果】14例中13例ではC5C6神経根は神経根引

き抜き損傷であった．1例は節後損傷であった．

14例中8例で90度以上の肩の外転が,11例で0度

以上の肩の外旋が，12例で120度以上の肘の屈曲

が可能となった.Malletの判定基準を用いると，

grade4が7例,grade3がl例,grade2が4例，

gradelが2例と，症例の50%がほぼ正常の上肢を

再獲得した．

【結論】CSC6神経根の引き抜き損傷を伴う骨盤位

分娩例は神経移行術を複数施行することで機能再

建が可能であった．
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腕神経叢損傷患者における骨密度の検討

Bonemineraldensityinpatientswithbrachial

plexusinjury

浜松医科大学整形外科

○荻原弘晃，長野昭，佐野倫生，
西村行秀

【目的】腕神経叢損傷患者の身体各部位での骨密

度を測定し，部位および病態による特性について

検討した．

【対象】腕神経叢損傷患者11例（男性9例，女性

2例)，年齢16～43歳（平均23.6±7.7歳）を対

象とした．全型4例,C5～8型4例，鎖骨下損傷

3例で，このうち10例は機能再建術など観血的治

療を行った．

【方法】骨密度測定はDXA法で行った．測定部位

は僥骨(UD;ultradistal,1/3;遠位1/3),大腿骨

頚部，腰椎，全身骨である．測定値の個体差をな

くすため，測定値を術前値に対するパーセントと

して表した．さらに僥骨については患側と健側の

比で表し，術前～術後1,5年までの変化を比較し

た．損傷型，初診時の手指の運動，節後損傷の有

無についても検討した．

【結果】腰椎，大腿骨頚部，全身骨及び健側僥骨の

骨密度には有意な変化なかった．患側僥骨で術後

3カ月のUDが術前の68%,1/3が97%となり，変

化率に差があった．健側との比較では,UDはすべ

ての時期で患側が有意に低値となったのに対し，

1/3は術後3カ月までは有意差なく，術後6カ月以

降で有意に低値を示した．初診時の手指の運動不

能例は可能例に比して患側のUDおよび1/3は低値

で，肘屈曲が可能となっても減少していた．手指

の運動不能例のうち節後損傷を有する症例は，節

前損傷例に比べ患側僥骨1/3が低値であった．

【考察】患側僥骨UDは遠位1/3に比べ，骨密度が

早期から低値を示したが，海綿骨成分の多い僥骨

UDは遠位1/3よりも，麻痒により骨吸収が冗進

している病態を敏感に反映していると考えた．僥

骨骨密度は上肢の麻底の状態に影響され，手指の

麻痩が強い場合は骨密度は低値となっていたが，

さらに節後損傷の存在も骨密度を低下させる因子

となってたことより,disuse以外に感覚神経がワ

ーラー変性を起こしていることが骨密度に影響す

る可能性があると考えた．
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筋皮神経以外に対して行った肋間神経・
副神経移行術の治療成績

Outcomeofintercostalnerveandaccessorynerve
transfertonervesotherthanmusculocutaneous

nerve

'荻窪病院整形外科，ユ慶應義塾大学整形外科，

3済生会神奈川県病院整形外科，↓東京歯科大学

市川総合病院整形外科

○岡崎真人11高山真一郎21仲尾保志21

山中一良3，高橋正瀞

【目的】腕神経叢損傷において，筋皮神経に対す

る肋間神経移行術は，安定した肘屈曲力が獲得さ

れている．この際，副神経や数本の肋間神経をそ

の他の神経にも移行し，上肢機能の再建が試みら

れることがあるがその評価は定まっていない．今

回，筋皮神経以外への神経移行術の術後成績を調

査し，その有用性を検討したので報告する．

【症例】1984年から1999年までの16年間に，腕

神経叢損傷に対して神経移行術を行った症例のう

ち，筋皮神経のみへの移行例を除外し，術後2年

以上を経た39症例（男性37例，女性2例）を対

象とした．麻偉型は全型33例，上位型6例，手術

時年齢は14～57歳（平均21歳)，受傷から手術

までの期間は6週から54週（平均17週）だった．

肋間神経移行術は筋皮神経に34例，正中神経に

26例，腋窩神経に7例，榛骨神経上腕三頭筋筋枝

に3例，胸背神経に2例，神経移植を介して僥骨

神経ECRB筋枝に2例，尺骨神経にl例，前腕内

側皮神経にl例で，副神経移行術は神経移植を介

して僥骨神経上腕三頭筋筋枝に6例，肩甲上神経

に5例，腋窩神経に3例，神経移植を介して僥骨

神経ECRB筋枝に1例であった．

【結果・考察】肘屈曲は29例でMMT3以上が獲得

され，諸家の報告とほぼ同等だった．肘伸展は神

経移植を介して三頭筋筋枝に移行した結果，9例

中7例でMMT3以上が得られ，自動伸展が可能と

なったことで患肢のコントロール性が向上した．

一方，正中神経移行例では24例で手指の防御知

覚が獲得できたが，正中神経や僥骨神経ECRB筋

枝への移行では安定した手指の運動機能再建は得

られなかった．肩関節機能では,MMTによる評

価は不満足であったが肩関節不安定感は解消し，

1990年以降肩関節固定術を追加した症例はなか

った．筋皮神経以外への神経移行術は，運動機能

再建という点では限界があるが，目的を絞れば有

用と考えられた．
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健側第7頚神経根移行術後の神経脱落症状

の検討

Neurologicaldeficitfollowingcontralateral

cervical7roottransection

'小郡第一総合病院リハビリテーション科，2同

整形外科

○渡邊政男!，土井－輝2，服部泰典2，

池田 慶裕2

【目的】腕神経叢損傷（以下BPI)に対する健側

第7頚神経根移行術（以下CC7)は本邦でもその

報告が散見されるが，その適応および安全性に関

するコンセンサスは未だ得られていない．われわ

れは1999年より全型損傷の肩・肘伸展再建目的

にDoubleMuscle法に併用してCC7を行っている．

今回は健側の神経脱落症状について検討したので

報告する．

【対象】過去3年間にCC7を行った外傷性BPI8例

(男性7，女性1）である．平均年齢は20歳であり，

術後のfOllow-up期間は平均9.8カ月であった．

【方法】運動機能は徒手筋力検査（以下MMT)と

腱反射，定量評価としてKIN-COMを使用し術前

比を求めた．知覚機能はSWTを行った．

【結果】術直後のMMTでは肩内転はM5が4例，

M4が3例,M3がl例であった．肩伸展はM5が5

例,M4が2例,M3がl例であった．肘伸展はM5

が2例,M4が4例,M3･2が各1例であった．手

関節伸展はM5が4例,M4が3例,M3が1例であ

った．手指伸展はM5が3例,M4が3例,M3．2

が各1例であった.M5に回復するまでに要した

期間は1カ月以内が6例，6カ月が2例であった．

術後1年6ヵ月を経過した症例では術前比は90％

以上に回復していたが，経過期間が術後1年未満

の症例ではM5の場合でも術前比が30%程度の低

値な症例も認めた．術後上腕三頭筋反射は低下も

しくは消失していた.SWTでは術直後に防御知

覚の低下を認めた症例が4例であったが，7ケ月

以内に術前とほぼ同程度にまで回復した．

【考察】従来より危‘倶されていたCC7後の神経脱

落症状はsubclinicalであり,CC7はdonornerveと

して有用な選択肢の一つであると考えられた．
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腕神経叢損傷の神経根損傷MRI診断:最小

侵襄から観た脊髄造影所見との比較

Magneticresonanceimagingofcervicalnerve

rootavulsioninbrachialplexusinjuries

小郡第一総合病院整形外科

○土井一輝，大塚健，藤井裕之，

服部泰典，池田慶裕

【目的】腕神経叢損傷の神経根引き抜き損傷の診

断には脊髄造影が確定診断に有用であったが，侵

襲検査の欠点があった.MRIは非侵襲検査である

が，従来の撮影法では神経根の撮像が不鮮明，神

経根の状態の把握は困難であった．私たちは大塚

(1999）の報告したoverlappingcoronal-oblique

slice(OCOS)Mm撮像法を臨床応用してきたが，

本法による腕神経叢損傷の神経根損傷の新分類の

紹介と本法による脊髄造影との引き抜き損傷の診

断率の比較について報告する．

【方法】OCOS法を外傷性腕神経叢損傷35人と正

常人10人に行い,retrospeciveに手術所見および

術中誘発脊髄波検査からの神経根損傷レベル診断

から神経根の病態を4型に分類した．更に，別の

腕神経叢患者10人50根をMRI,脊髄造影長野分

類により，8人の整形外科医に分類を依頼し，

prospectiveにMRI分類の信頼性と再現性を検討し
た．

【結果】retrospectivestudyによるMRI分類法およ
び脊髄造影の分類法の神経根引き抜き損傷の診断

は共にsensitivity92.9%であり，一方,prospective

studyによるinterobserverreliability,intraobserver

reproducibilityは両方共に有意差がなかった．

【結論】OCOS-MRI法は腕神経叢損傷の神経根引

き抜き損傷の診断において，脊髄造影と比べて，

非侵襲であり，診断能力も同等であり，脊髄造影

の代用となりうる．
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腕神経叢麻揮全型の手指機能再建におけ

る肩機能再建の意義

Siginificanceofshoulderfilnctionreconstructionin

patientswithdoUblefieemuscletransferpocedulefbr

reconstructionofprehensionfOllowingcomplete

paralysisofbrachialplexus

小郡第一総合病院整形外科

○VikasDhawan,土井一輝，服部泰典，

渡邊政男，安部幸雄

【目的】腕神経叢損傷全型麻痒の治療の最近の焦

点は手指物体把持機能の再建に向けられ優れた成

績が報告されている．しかしながら，手指の随意

運動が回復しても，特に肩，肘関節の安定性，運

動の回復がなければ，再建した手指機能は有用な

ものとはならない．今回，全型麻痒に対して

doublefreemuscletransfer法(DFMT法）により再

建した患者の肩機能の評価を行い,DFMT法にお

ける肩機能の重要性について報告する．

【対象】症例はD剛T法を施行した30症例である．

肩機能再建は肩関節固定術(I群)6例,SSN修復

術（Ⅱ群）10，再建なし(III群)14であった．術

中C5根が可能な症例には神経移植により，肩甲

上神経(SSN)を第一選択に修復した．1例に対

側C7根を使用した．

【結果】手指運動機能はTAMは平均40の獲得で

きたが，肘関節の安定性の獲得できた症例は17

例である．肩機能は肩関節の安定性は12例に獲

得でき，いづれも翼状肩甲は認めなかった．重度

の肩不安定性は8例に認め，手指機能の有用性も

減少していた．肩関節可動域は屈曲（外転)，外

旋は各々 ,I群では10～30｡,-50～0｡,11群は

0～50．，－50～60.，Ⅲ群は0～30°，-60～

0｡で,II群が有意に優れていた．

【結論】腕神経叢全型麻痒でも,C5根は節後損傷

のことが多く,DFMTにより機能再建を考える場

合,SSNの修復を行うことにより，最低限の肩機

能の回復は可能である.C5根が使用できない場

合には，対側C7根の使用も考慮して，長胸神経

の修復も考慮して,SSNの修復を計画する．手指

機能の再建だけでなく，肘，肩機能の再建を追加

することにより，より有用な上肢機能の獲得が，

全型麻痒でも可能となる．
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遠位僥尺関節不安定症

－その動態と治療方法一

Instabilityofthedistalradioulnarjoint-Pathomechanicsandtreatments-

慶應義塾大学整形外科

中村 俊 康

【遠位僥尺関節の解剖】遠位僥尺関節は手関節尺側近位に位置する関節で，主に前腕回内外運動にたずさ

わる．関節面は僥骨尺骨切痕と尺骨頭で，三角線維軟骨複合体(triangularfibrocartilagecomplex:TFCC)
が主な支持組織であり，骨間膜腱様部も支持性に関与する．掌側および背側関節包は支持性には関与しな

いと考えられている.TFCCは尺骨小窩から茎状突起基部から起始し，僥骨尺骨切痕遠位と三角骨，有鉤

骨，第5中手骨に停止する靱帯_線維軟骨複合体である．三角線維軟骨(discproper:関節円板),榛尺靱帯

(三角靱帯)，尺骨月状骨間靱帯，尺骨三角骨間靱帯，尺側手根伸筋腱(ECU)腱鞘床と6U-portalから成
る尺側側副靱帯で構成され，立体的にはhammock形状の構造体である．主な機能は僥尺間，尺骨手根骨

間の支持性，尺骨手根骨間の荷重伝達・吸収・分散，手関節ならびに前腕の円滑な運動の誘導である．回

内外運動中，僥骨は尺骨の周りを回旋し，その運動中心は尺骨小窩を通過する．この時，僥尺間の主な支

持組織はTFCC内の僥尺靱帯（三角靱帯）で，尺骨小窩および茎上突起基部から垂直に近い形状で起始し，

回旋中，その起始部で捻れる．一方，三角線維軟骨は手根骨と常に接触し，回内外中にほとんど形状変化

を生じない．このような遠位榛尺関節の形態と動態から，もし強い外傷を関節に受けた場合,TFCCの起

始部が剥離もしくは断裂することは容易に想像でき，このことは実験的にも支持される．

【遠位僥尺関節不安定症の病態】遠位榛尺関節の主要支持組織はTFCCであるため，その断裂により遠位

僥尺関節不安定症が生じるが，いまだ不明な点が多い．不安定症に至るTFCC断裂は僥側大断裂，水平断

裂，尺側断裂，近位面断裂，小窩部剥離である．このうちもっとも頻度が高い損傷は水平断裂と小窩での

剥脱である．小窩から茎状突起基部でTFCCが損傷され，茎状突起先端の線維は断裂しないことが多いが，

Gale"xi骨折などの場合は尺骨からTFCCが完全に剥脱する．回旋中心に近いisometricな線維が断裂，損

傷するため，回内外運動に際し，僥骨は尺骨に対し異常な並進運動，つまり滑り運動(clunkmotion)を

する．茎状突起先端の線維を含めて完全断裂した場合はclunkmotionが増強する．このclunkmotionは，

臨床的にはslackといわれる中間位や回外位で抜けるような感覚,clickと呼ばれる軋櫟感と合致する．骨

間膜腱様部が正常な場合，関節が完全な脱臼にいたることは少ない．CTやMRI横断像では静的脱臼・亜

脱臼として捉えられず，関節運動のどこかで異常な並進が生じる動的な亜脱臼状態を呈する．

【遠不安定症の治療】近年,TFCC損傷が不安定症の主因であることが判明し，その治療法として直視下

ならびに鏡視下でのTFCC縫合術,TFCCの立体構造から尺骨を短縮することで緊張を高め,compliance
を向上させる尺骨短縮術，解剖学的構造を加味した再建法が有効と考えている．有効な再建法としては長

掌筋腱を用いる方法とECUまたはFCUを用いる方法がある．

本講演では遠位僥尺関節不安定症に関して，演者の解剖学的，生体力学的研究から導かれたその動態と

治療法について詳述する．
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遠位僥尺関節不安定症

－その病態と治療方法一

Distalradioulnarjointinstability-Pathogenesisandclmicalstrategy-

木原整形外科医院

木原仁

手関節尺側部の慢性痙痛は手関節の腰痛と椰楡されるようにその治療に難渋することが少なくない．

前腕骨骨折や手関節の軟部組織損傷に起因した遠位僥尺関節（以下DRUJ)不安定症は，数ヶ月ないし

数年の罹病期間を経て手の外科専門医へ紹介される場合が多い.DRUJの支持機構の関する概念は,1981

年にPalmerらによって三角線維軟骨複合体（以下TFCC)として確立された．その後，多くの研究者らに

よって支持組織固有の特性が明らかにされてきた．しかしDRUJ不安定症の病態やその治療法に関しては

未だに論点が尽きない領域といえる．

DRUJは凹面をなす僥骨の尺側切痕と凸面の尺骨頭からなる車軸関節によって骨性に支持されている．

僥骨尺側切痕の曲率半径は尺骨頭の曲率半径よりも大きいため，僥骨が尺骨を軸に回転すると同時に掌

背方向への動きも生じる．DRUJを支持する軟部組織はTFCC,前腕骨間膜，方形回内筋，尺骨手根靱帯，

関節包や伸筋支帯などが関与している．また,TFCCの尺側付着部である尺骨茎状突起骨折の有無も重要

である.DRUJ不安定症は何らかの外傷を契機に発症するのが通常であるが，受傷後数カ月以上経過して

も痙痛が残存する特に若年者例に対しては，その手術法に難渋する．これらの症例に対する手術治療につ

いて述べる．

これまでに11例に対して手術治療を行った．症例は男性7例，女性4例，初診時年齢は14歳から26歳

で平均20歳である．全例に何らかの外傷の既往があり，受傷から手術までの期間は10カ月から8年，平

均3.2年であった．症例のうち，受傷側の遠位僥尺関節にストレスを加えてはじめて不安定性が確認でき

た動的不安定性症例（動的例）が5例，単純x線側面像から尺骨頭の背側亜脱臼が確認できた静的不安定

症症例（静的例）が6例であった．初診時所見は静的例の6例はpiano-keysignが陽性で，動的例の5例は

患者の前腕を最大回外位とし,検者の指で尺骨頭を掌背方向へ負荷をかけた時に不安定性と瘻痛を認めた．

初診時単純X線正面像では，動的例の5例と静的例の2例に尺骨茎状突起の偽関節を認め，その部位は先

端部1例，中央部2例，基部4例であった．

側面像では，静的例は背側亜脱臼を呈していたが，動的例はストレス撮影側面像で確定診断した．

治療は尺骨茎状突起の先端部と中央部偽関節の各1例に対しては骨片摘出とTFCC再縫着術を行い，中

央部の1例と基部の4例にはtensionbandwiring法を行った．しかし2例の静的例は茎状突起基部の骨接合
術を施行したが,DRUJの安定性が完全に得られず，同時に断裂していた背側関節包と伸筋支帯の縫縮術

を行った．また7例とも創閉鎖時には，進入時に切離した伸筋支帯と関節包を重ね併せるように縫縮した．

他の茎状突起骨折を伴わない静的例4例に対しては尺骨短縮骨切り術を施行した．

【結果】茎状突起骨折先端部の1例は術後も癌痛が軽減せず，後日尺骨短縮骨切り術を施行した．また骨

接合術を施行した茎状突起中間部偽関節の1例は，使用したK-wireが折損し偽関節部の骨片が離開したた

め，内固定材の抜去と骨片を摘出し,TFCの再縫着術を行った．他の9例は痙痛もなくまたDRUJの不安

定性も認めなかった．

今回の症例を検討すると，不安定性の発症にはTFCC機能不全，茎状突起偽関節や背側関節包・伸筋支

帯の断裂などが関与していた．治療法をまとめると，茎状突起偽関節を伴わない症例に対しては尺骨短縮

骨切り術が有効であった．また，茎状突起偽関節を伴った症例に対しては偽関節に対する治療を行い，術

中にDRUJの安定性を確認する．そしてDRUJの安定性が得られない場合は，背側の関節包と伸筋支帯の

縫縮術を行うことによって安定性が得られた．
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ロッキングループを応用した2-strand縫

合法と積極的な自動運動によって治療さ

れた屈筋腱断裂

Anaggressiveactivemobilizaitionfollowing

nexortendonrepairusinga2-strandheavy-gauge

lockinglooptechnique

!溝口外科整形外科病院，2九州大学

○畑中均!，小島哲夫1，溝口

上新淑文!，窪田秀明2

整形外科

知行1，

【目的】腱縫合法はループ構造から「牽引力が及

ぼされた場合，腱線維を固く取り囲む」Locking

loop(以下,L-loop)と「牽引力が及ぼされた場

合，腱線維間を滑り抜ける」Graspingloop(以下，

G-Ioop)に大別される．演者らはL-loopがG-loop
に比較して高い張力を有することを伽vi"o実験

で示した．またL-loopがG-loopに比較して縫合
部に生じる腱断端の離開を防止することも伽v伽

実験で示した．本研究の目的は，これらの結果を

踏まえて臨床例にL-loopを用いた縫合法を適用し
たので，この成績を明らかにすることである．

【方法・対象】2000年7月から当院で治療を行っ

た手の屈筋腱損傷のうち指神経損傷以外の外傷を

伴わない10例11指(zone2:7指,zoneT1:1

指,zoneT2:1指,zoneT3:2指）を対象とし

た．深指屈筋腱及び長母指屈筋腱の断裂は，2－0

Ethibond糸を使用しL-loopの応用である
Pennington法に準じた主縫合に,6-OProlene糸に

よるCross-stitch補助縫合を組み合わせて修復し

た．浅指屈筋腱の断裂はTang法に準じて修復し

た．術後48時間以内に主治医の指導のもとにほ

ぼ全可動域にわたって屈曲・伸展を行う自動運動

療法を開始した．6カ月後にStricklandもしくは

Buck-Gramckocriteriaにより評価した．

【結果】11指のうち10指が優であった．残る1指

のみに再断裂を生じ再縫合を行い最終的には可と

なった．

【考察】実験結果に示される高い張力と離開防止

力を有するL-loop縫合法を適用すると手術直後よ

りほぼ完全な自動運動療法が可能となり，臨床成

績が改善することが示された．
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早期自動屈曲療法を行ったZonellの屈筋

腱修復術の治療成績

Flexortendonrepairinzonellwithanearlyactive
nexionexercise

!岡山済生会総合病院整形外科，2岡山大学整

形外科

○今谷潤也1，守都義明1，橋詰博行2，

井上－2

【目的】noman'sland内での腱修復後の癒着防止

に最も影響を与えている因子の一つは後療法であ

る．この解決策として近年自動屈曲・自動伸展を

中心とした早期自動屈曲療法の報告が散見され，

我々もこの方法を用い良好な成績を得ているので

報告する．

【対象および方法】当科において1998年よりに手

術的に加療したZonellの屈筋腱損傷例のうち，

早期自動屈曲療法を行った11例12指を対象とし

た．その内訳は男性9例，女性2例で，年齢は18

～70歳（平均29.1歳)，示指が3指，中指が1指，

環指が4指，小指が4指であった．Tubianaの分類

でPrimaryrepair(受傷24時間以内）で手術を行

った症例が8例で，他は受傷後5日,14日,17日

に手術が行われていた．腱縫合の方法は，全例吉

津1法（吉津ら，1996）を用いて縫合した．新潟

手の外科研究所方式に準じて，術後翌日より

rubberbandtractionを用いた伸展制限下の自動伸

展・他動屈曲運動に加え自動屈曲運動(isometric

exから徐々 にisotonicexを追加）を開始した．術

後4週目よりRBTを除去し,5週目よりblocking
ex等を追加した．治療成績は%TAMおよび

Sticklandの評価法を用いて検討した．

【結果】%TAMは94.2から100%(平均98.5%),

Sticklandの評価法では85.7%から100%(平均

95.9％）で，両評価法とも全指excellentであった．

また術後再断裂をきたした症例はなかった．

【結語】noman'sland内での屈筋腱損傷例に対し

て吉津1法により強固に腱縫合法を施行した後，

早期自動屈曲療法を用いて後療法を行った．治療

成績は極めて良好であり，今後も追試を続けてい

きたい．
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早期自動屈曲療法を行ったZonelとZone

Ⅱの屈筋腱断裂症例の検討

Resultsofearlyactivemotionrehabilitationafter

zoneI&zoneIIprimarynexortendonrepair

帯広厚生病院整形外科

○平地一彦

【はじめに】屈筋腱損傷の治療成績を向上させる

には，強い縫合法と早期の自動屈曲運動による治

療が推奨されている．しかし，自動屈曲運動には

再断裂のリスクが避けられない．当科で早期自動

屈曲療法が可能であった屈筋腱断裂の治療成績を

検討し報告する．

【症例】1999年1月から2001年6月までに，深指

屈筋腱完全断裂の6例9指を対象とした．全例が

鋭利損傷によるZonelとZonellの手指屈筋腱損

傷で，骨折や両側指動脈損傷を伴わず，早期自動

屈曲運動が可能であった．性別は男性3例，女性

3例，受傷時年齢は19～73歳，平均43.3歳，経

過観察期間は4ヶ月～2年1ヶ月，受傷指は示指5

指，中指1指，小指3指．指神経断裂は僥側が4

例，尺側が2例であった．損傷部位はZonelが5

指,Zonellが4指であった．縫合方法は津下法が

2指，吉津法が7指であり，術後の自動屈曲運動

は術後0～5日後に開始した．Kleine就法は併用し

なかった．1例目で再断裂を来たしてからは，手

関節の伸展制限を加えたcontrolledactivemotionと

した．術後評価は日手会機能評価を用いた．

【結果】Zonelのうち4例がExcellent,1例がGood

であった.ZoneIIのうち3例がExcellent,1例が

Goodであった．Goodの2例の内訳はZonelが2

指,Zonellが両手3指の多指損傷であった.1例

が術後27日で再断裂を来たした．再縫合して，

再び自動屈曲運動を行わせ,Excellentの結果を得

た．

【結語】早期自動運動の結果は良好であった．再

断裂が最大の懸念であるが，吉津法による強固な

縫合と手関節伸展制限を加えたcontrolledactive

motionにより再断裂は避けられると考えている．

1-3-4

屈筋腱損傷に対する早期自動運動療法の

短期成績

Short-termresultofearlyactivecontrolled

exerciseafternexortendonrepair

'小郡第一総合病院整形外科，2同リハビリテ

ーション科

○池田慶裕'，土井一輝'，服部泰典11

安部幸雄'，渡邊政男2

【目的】屈筋腱損傷の治療は手の外科における永

遠のテーマの中の一つで，縫合方法・術後療法は

議論の的である．最近，早期自動運動の良好な報

告が散見され，当科においても1998年より症例

を選んで行っているのでその短期成績を報告す

る．

【対象および方法】対象は，屈筋腱損傷患者11症

例15指で，受傷時年齢は10～74歳（平均34歳)，

男性7，女性4例で，受傷指は，母指2指，示指4

指，中指4指，環指4指，小指1指,Zone別では

Zonelが6指,Zone2が3指,Zone3が2指，

Zone4が4指であった．腱縫合法は,4strandcore

suture+runningsutureを行った．早期自動運動療

法の適応は，鋭利な断裂で患者の協力が得られる

ものとした．方法は術翌日より一日2回セラピス

トの厳重な監視下，腱の滑走が得られる程度の自

動運動を行わせた．術後3か月の%TAMを測定

し日手会評価法を用い，zoneが同じレベルの従来

の3週間固定を行った10例との成績を比較・検討

した．

【結果】術後3ヵ月での成績は，自動運動群では

優・良が10例67%であったのに対し，固定群で

は2例18％であった．可以下で腱剥離術が必要と

考えられたのは，自動運動群では3例，固定群で

は5例であった．合併症は，自動運動群の1例に

再断裂を生じた．

【考察およびまとめ】早期自動運動法は従来の3

週間固定法と比べて明らかに，早期に可動域の獲

得が得られ，腱剥離術の必要性も少なく治療期

間・治療費の軽減も可能で有用な方法である．経

験が豊富な手の外科医とセラピストのいる施設で

は，今後普及されるべき方法であるが，適応につ

いて検討し再断裂の危険性には十分に注意する必

要がある．
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榛骨遠位端骨折の変形治癒後におきた屈

筋腱断裂の3例

Delayednexortendonrupturesafteradistalradius
fracture

旭川赤十字病院整形外科

○中村智，平山隆三

【はじめに】僥骨遠位端骨折の変形治癒後の屈筋

腱断裂例の報告は少なく，今回3例を経験したの

で報告する．

【症例】症例1：89歳，男性．左中指から小指の

屈筋腱断裂．約40年前に左榛骨遠位端骨折にて

ギプス治療．1997年に特に誘因なく左環，小指

が屈曲不能となり翌年に中指も屈曲不能となっ

た．X線では僥骨背屈21．,5mmのpositiveulna

varianceおよび尺骨手根間関節の関節症変化があ

り，関節リウマチの既往はない．手術所見では，

中，環，小指深指屈筋腱が掌側に転位した尺骨と

その骨鰊において断裂．腱移植術と尺骨頭切除を

行い，術後，指の屈曲障害を認める．症例2：75

歳女性．左示指から小指までの屈筋腱断裂．1991

年に左僥骨遠位端骨折にてギプス治療．1995年

頃から小指より屈曲不能となり2年後には示指ま

で屈曲不能となった.関節リウマチの既往はない．

X線では榛骨背屈27。;5mmのpositiveulna

varianceを認め,CTでは遠位僥尺関節の関節症変

化と尺骨遠位端の骨鰊を認めた．手術所見では示

指から小指までの深指屈筋腱が尺骨の骨鰊で断

裂．尺骨頭切除と腱移植術を行い，術後経過は良

好．症例3：71歳女性．左小指指屈筋腱断裂．

1997年に左榛骨遠位端骨折にてギプス治療．3年

後より誘因なく左小指が屈曲不能となる．関節リ

ウマチの既往はない.X線では僥骨背屈22。;3

mmのpositiveulnavarianceを認めた．手術所見で

は掌側に転位した尺骨遠位端で深指屈筋腱が断

裂，尺骨頭切除と腱移植術を行い，術後経過は良

好．

【考察】僥骨変形治癒後の屈筋腱断裂例では環小

指に腱断裂が多いため掌側に転位した尺骨頭やそ

の骨鰊が原因と考えられ，高齢者において尺骨頭

切除は有効と思われた．

1-3-6

腎移植患者に見られた手指腱皮下断裂例

の検討

Spontaneousrupmreoftendonstofingersinrenal

transplantpatients

'金沢医科大学形成外科，2石川県立中央病院

形成外科

○石倉直敬11川上重彦11平敷貴也11

吉田純ll島田賢一：

【はじめに】1975年以来，本院では約240例の腎

移植患者が加療を受けている．今回，それらの患

者診療録をもとに腎移植後に生じた手指腱断裂の

発生を検討したので報告する．

【材料・方法】1975年から同種腎移植術後1年以

上生存経過した患者207名の全科の診療録を元

に，術後経過における腱断裂の有無を検索した．

病歴や経過録で腱断裂の記載がないものは腱断裂

無しと判定した．

【結果】207例中，以下に示す3例に手指の突発性

腱断裂が認められた．症例1：49歳，女性．約

20年間の透析後，’95年に腎移植を受けた．’98年

に左環指の伸筋腱皮下断裂にて腱移行が施行され

たが，その後も右中環指伸筋腱皮下断裂などを続

発し手術を受けている．症例2：50歳，男性．1

年間の透析後，’84年に腎移植を受けた．’98年5

月，突然の痛みとともに右小指の屈曲が不能とな

った．手術では有鉤骨鉤の廃欄と，同部での摩擦

によると思われる小指浅深屈筋腱断裂と環指屈筋

腱の部分断裂を認め，長掌筋腱移植による再建が

行われた．症例3：41歳，男性．症例2と同様に，

有鉤骨鉤部での屈筋腱断裂で腱移植が行われた．

【考察】長期透析患者において，四肢の主要腱に

突発性腱断裂が生じることは既に報告されてい

る．一方，腎移植患者における腱断裂の報告は少

なく，手指の腱断裂の報告はほとんどない．慢性

腎不全患者における腱皮下断裂の原因には慢性ア

シドーシスによる腱の変性，アミロイド沈着など

が考えられているが，腎移植後の腱断裂に関して

は未だ不明な点も多い．自験例はいずれも移植後

より副腎皮質ステロイドが長期投与されており，

ステロイドの副作用が加わったものと思われる．

頻度は高くはないが，腎移植患者では手指の腱断

裂についても注意が必要と思われた．
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小指深指屈筋腱皮下断裂の治療経験

Closedruptureofthenexordigitorumprofimdus

tendonofthelittlefingerwithinthecarpaltunnel

'兵庫県立淡路病院，ユ神戸大学整形外科，3神戸

労災病院

○今泉泰彦11藤岡宏幸21黒坂昌弘21

山崎京子3，澤村悟！

【目的】手指屈筋腱皮下断裂は比較的稀な疾患で

ある．今回我々は小指深指屈筋腱皮下断裂の6例

を経験したので報告する．

【対象】症例は男性4例，女性2例で年齢は50歳

から70歳で，平均年齢は67.3歳であった．手指

の強い屈曲力により受傷したと考えられる症例が

3例であったが，残り3例は受傷機転が不明であ

った．受傷機転が不明なもののうち1例は手根管

症候群を合併していた．病態から小指深指屈筋腱

皮下断裂を疑い，全例にMRIを行ったところ，

手根管内での皮下断裂と考えられた．2例は患者

が外科的治療を拒否したため，手術を行わなかっ

たが，残り4例に外科的に治療を行った．腱の再

建は2例には腱移行術を，2例に腱移植術を行っ

た．

【結果】外科的に治療を行った4例はいずれも手

根管内での腱性部の断裂であった．術後1年を経

過した時点で，いずれの症例も手指の屈曲伸展は

ほぼFullにできており，良好な成績が得られた．

【考察】手指屈筋腱皮下断裂はHaldemanらによる

と全身の筋腱皮下断裂の3％を占めているに過ぎ

ない，比較的稀な病態である．好発部位は母指，

環指，小指である．特に小指深指屈筋腱は手根管

内で最も尺側深部を通り手関節正中位で30～

35．尺側に偏位しておりさらに尺屈位とすると

70.以上偏位する．この有鉤骨鉤部での偏位のた

め同部に慢性炎症を起こしやすく急激な剪断力が

働くことにより皮下断裂が起きやすいと考えられ

ている．本研究での症例もいずれも，50歳以上

の高齢者で，腱の変性を基礎に，慢性炎症が誘因

となって，断裂をきたしたと推察された．治療方

法は腱の変性があることや断裂してから時間が経

ってから来院することも多いので，腱移行術また

は腱移植術が一般的である．本研究の外科的治療

を行った症例では腱移行術と腱移植術により良好

な成績を得ることができた．

1-3-8

手指屈筋腱修復術後の屈筋腱剥離術の検
討

Tenolysisafterrepairofthenexortendon

'慶應義塾大学整形外科，2川崎市立川崎病院

整形外科，，平塚市民病院整形外科

○西脇正夫!，池上博泰!，高山真一郎'，

堀内行雄2，吉川泰弘3

【目的】手指屈筋腱修復術後の屈筋腱剥離術につ

いて検討した．

【対象・方法】1994年以降，手指屈筋腱修復術後

に当院で屈筋腱剥離術を行った24例28指（腱縫

合術後9例9指，腱前進術後2例3指，遊離腱移植

術後13例16指）を対象とした．罹患指は，母指

5，示指3，中指6，環指7，小指7であった．手

術は原則として局所麻酔または静脈麻酔で行い，

腱剥離後に自動運動を行わせて患指が完全に屈曲

できることを確認した．腱縫合術後をA群，腱前

進術後をB群，遊離腱移植術後をC群とし，それ

ぞれの群に対し，腱剥離時期，癒着範囲，靱帯性

腱鞘（以下pulley)の状態，術後成績を検討した．

【結果】屈筋腱修復術後腱剥離術までの平均期間

は,A群7カ月,B群4カ月,C群48カ月であっ

た．癒着範囲が限局性であったものはA群4/9指，

B群1/3指,C群3/16指であった．癒着が滑膜性

腱鞘全長にわたり広範に生じていたのは,A群

5/9指,B群2/3指,C群13/16指であり，このうち

c群9指では虫様筋付着部まで，5指では手根管

内にまで癒着が及んでいた.Pulleyは,A2をA群

2指C群4指で,A4をC群2指で,obliquepulley

をC群l指で再建した.C群2指では，複数回に

わたり腱剥離術を要した.A群1指で腱剥離術後

18日目,C群2指で術後8日目,11日目に再断裂

を生じた．再断裂例はいずれも滑膜性腱鞘全長に

わたり広範に癒着剥離術を行った例であった．

【考察】遊離腱移植術後は，腱縫合術後または腱

前進術後に比し，癒着が滑膜性腱鞘全長にわたり

生じていることが多く,広範に癒着剥離を要する．

また，良好な可動域を得るためには，症例によっ

ては腱剥離術だけでは不十分で，術中同時にA2,

A4pulleyの再建が必要になることも銘記して腱

剥離術を行う必要がある．
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手掌部におこる屈筋腱断裂の検討

Thenexortendonruptureinthecarpaltunnel

信州大学整形外科

○小林博－，斎藤

畑幸彦，高岡

覚，村上成道，

邦夫

【目的】手掌部における屈筋腱の皮下断裂は比較

的まれであり，症例報告では散見されるがまとま

った報告は少ない．今回われわれは手掌部，特に

手根管レベルにおいて屈筋腱の皮下断裂の要因に

ついて調査したので報告する．

【対象および方法】対象は屈筋腱皮下断裂症例15

例である．男性8例，女性7例で右手11例，左手

4例であった．発症時の年齢は全例50歳以上であ

り（50歳～83歳)，平均66.4歳であった．

【結果】主訴は全例手指の屈曲不能であり，初診

前に明らかな外傷歴のあったものは6例であっ

た．原因疾患は豆状一三角骨関節変形4例，舟状

骨偽関節4例,RA3例，キーンベック病2例，有
鉤骨骨折偽関節1例，有鉤骨骨変形1例であった．

腱断裂は小指7例，母指5例，中指2例，示指1例，

環指l例で，長母指屈筋腱(FPL)5例，深指屈

筋腱(FDP)5例,FDPおよび浅指屈筋腱(FDS)

の2腱断裂は5例に認めた．また小指に起こった

7例のうち4例は,FDPおよびFDSの2腱断裂で

あり，舟状骨偽関節症例は全例FPLの断裂であっ

た．

【考察】今回の調査では手根骨の変形部位の関節

包は全例断裂しており，その部位での屈筋腱が接

触するために磨耗や断裂をおこしていた．手掌部

における屈筋腱の皮下断裂は腱の走行，手根骨の

位置や形態異常により起こりえると考えられる．

現病歴では明かな外傷を機転となるものは6例で

あったが，既往歴を詳細に聴取するとほとんどの

症例で手掌部の痔痛などを認めており，既往歴，

痙痛,発症機転を含めて細かく調べる必要がある．

1-3-10

長母指伸筋腱皮下断裂に対する固有示指

伸筋腱移行術一神経・筋電気刺激による

緊張度決定一

TendontransferfbrsubcutaneousmptureofexCnsor

pollicislongustendon-Thesuitabletension

determmationbyneuro-muscularstimulation-

l山形大学医学部附属病院リハビリテーション

部，2済生会山形病院整形外科

○高木理彰11清重佳郎2

【目的】長母指伸筋腱(EPL)皮下断裂に対して

は固有示指伸筋腱(EIP)移行術が行われている

が，報告により術後成績にばらつきがみられる．

我々は術中自動筋収縮が必要な種々の腱手術に神

経・筋電気刺激を用いている．EIP移行術時にも

腱縫合緊張度の決定や術後成績の予測に役立てて

いるので紹介する．

【方法】MP関節近位でEIPを切離し，原位置から

他動的に伸張させて動いた距離とEIP筋腹に神

経・筋電気刺激を与えて収縮させて動いた距離の

和をEIPの滑動距離として計測した．手関節中間

位で母指を他動的に屈曲させ小指MP関節部に接

触した状態(KapandjilO点）から，平面に手を置

いて母指を過伸展させるようEPLを近位方向に牽

引して，平面・指尖間距離が3.0cmとなるまで時

に動いた距離を,EPLに求められる滑動距離とし

た．手関節中間位で母指をKapandjilO点まで屈

曲させて,EIPを最大伸張させた状態でPulvertaft

法で腱縫合を行った．その後WL筋腹を刺激し十

分屈曲することを確かめ，次ぎにEPLを刺激し母

指が過伸展できることを確認した．症例は6例．

僥骨遠位端骨折後5例,RA1例．

【成績】EIPの滑動距離は平均28.8mmであったが，

EPLに求められた滑動距離は平均35mmであっ

た．術後，手関節中間位での母指の屈曲は全例

Kapandjiの10点であった．手術側母指の平面・指
尖間距離は1.5～2.0cmで健側に比べ2～2.5cm

少なかったが,ADL上障害を訴えるものはいな

かった．最終的な可動域は術中神経・筋電気刺激

で得られた可動域と同じであった．

【結論】EPL断裂例にEIPを移行する場合,EIPの

滑動距離がEPLに求められる滑動距離より短いた

め，屈曲優位で縫合すると伸展が不十分になりが

ちであるが,ADL上障害とならない．術中神

経・筋電気刺激法は，腱移行時の適切な緊張度の

決定と術後成績の予測に有用である．
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MP関節部における外傷性伸筋腱皮下縦断
裂の治療経験

ClinicalexpedmentfOrtraumaticlongitudinaltear

oftheextensortendonatMPjoint

'東邦大学第二整形外科，2順天堂伊豆長岡病院

整形外科，3国際医療福祉大学臨床医学センター

○戸部正博'，水谷一裕11甲斐秀顯11

金子和夫2，柳原泰，

【目的】今回，われわれはMP関節部の直達外力

による伸筋腱皮下縦断裂10例を経験したので報

告する．

【方法】対象は男性9例，女性1例，10例で，年

齢は16歳～27歳（平均21.3歳）であった．受傷

原因はパンチにて鉄製のドアもしくは構造物（自

動販売機）を殴った3例，けんか2例，鉄板の落

下による受傷2例で，スポーツによる受傷では空

手1例，剣道1例，ボクシング1例であった．受

傷指は中指が10例中7例で最も多く，示指,環指，

小指がそれぞれ1例であった．またMP関節部の

snappingを認めたものは4例,MP関節部の陥凹

を認めたものは4例であった．受診時のMP関節

可動域は全例で可動域制限はなかったが，最大屈

曲時にMP関節部に痙痛を訴えていた．受診よ

り手術までの期間は6～13週（平均7.3週）で，

手術は全例，伸筋腱の断裂部を新鮮化し，5－0

Nylonにて側々縫合を行った．術後2～3週の

splint固定の後に可動域訓練を開始し，スポーツ

復帰は術後2か月よりバンテージ装着下で許可

し，術後3か月にて制限なしでの復帰とした．

【結果】術後4か月の時点での調査では可動域制

限・瘻痛を認めた症例はなく，術前にMP関節部

のsnappingや陥凹を認めた症例も症状は消失し
た．手術より日常生活での障害がなくなるまでの

期間は6～8週（平均6.9週）であった．

【考察】MP関節部のパンチなどの直達外力によ

り発生する外傷として，第5中手骨頚部骨折，伸

筋腱脱臼などがよく知られているが，本外傷の報

告は非常に少なく，比較的，見逃しやすい外傷と

考えられる．受傷後3週間以上MP関節背側に

Grip時の痙痛が持続するような症例では伸筋腱皮
下縦断裂を常に念頭に置いて診療にあたる必要が

あると考える．

1-3-12

長母指伸筋腱皮下断裂の検討

Clinicalcharacteristicsoftheruptureofthe

extensorpollicislongustendon

'国立大阪病院整形外科，ユ関西労災病院整形

外科

○香月憲一'，宮本隆司1，田野確郎ユ

【目的】長母指伸筋腱(EPL)皮下断裂の臨床学

的特徴を探る目的で15症例を調査した．

【対象】男7例，女8例，平均年齢48歳（16から

68歳)．原因は外傷性11例,RA3例，不明1例で，

外傷例は僥骨遠位端骨折後7例(intrafOcalpinning

法3例を含む)，転倒2例，スキー2例である．断

裂部位は手関節背側が14例,IP関節背側が1例，

手術は腱移行11例，腱移植1例，腱縫合1例で2

例は手術を希望しなかった．これらの症例の臨床

学的特徴を検討した．

【結果】僥骨遠位端骨折後の症例は転位が少なく，

通常の骨折部位よりも関節面に近いかLister結節

部に骨折線が及んでいた．骨折から腱断裂までに

平均2カ月，骨折を伴わない外傷例では受傷から

断裂まで1カ月が1例，他の3例は全て受傷当日

である．RAの症例はいずれも単独の腱損傷で，

遠位僥尺関節の処置を必要とした症例はなかっ

た．手術例の成績はいずれも良好であった．

【考察】僥骨遠位端骨折後のEPL皮下断裂の原因

については今回の症例の検討からもこれまでの説

と類似点が多いが，受傷機転が同じで全く骨折線

がない症例で受傷直後から断裂を認めた症例が存

在することは，受傷機転の微妙な違いにより骨折

を伴わず完全な腱断裂が生じたり，転位が少なく

関節面に近い骨折が生じて腱は部分断裂の形を取

り，徐々に完全断裂に移行する可能性があること

を示唆している．しかし，骨折部やLister結節，

鋼線による機械的摩擦による遅発性断裂の可能性

も否定はできない．鋼線使用例では医療訴訟に発

展する可能性があり今後十分検討されるべき問題

である．外傷例の診断には槌指の存在を，固有示

指伸筋腱移行の際には欠損や低形成，腱間結合な

どのvariationの存在を常に念頭に置く必要があ

る．
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外傷性伸筋腱脱臼症例に対するMP関節部
伸筋腱不安定性の評価

AnassessmentfOrextensortendoninstabilityat

themetacarpophalangealjoint

'東海病院整形外科，2愛精記念病院整形外科

○篠原孝明!，前田登ll伊藤みりえ11

鈴木正孝2

【目的】外傷性伸筋腱脱臼は軽微な外力でおこる

ことがあり,MP関節部における伸筋腱の不安定

性が関与している可能性が考えられる．そこで，

この不安定性が脱臼の素因となるかどうかを調査

する目的で，外傷性伸筋腱脱臼症例および健常者

に我々が考案したtendonstabilitytestを行い伸筋

腱の不安定性を評価した．

【方法】外傷性伸筋腱脱臼症例9例（男性5，女性

4，平均37±15歳）の健側と，健常者360例（男

性177,女性183,平均50±21歳）に対して

tendonstabilitytestを行った．伸筋腱脱臼症例は全

例，中指伸筋腱の尺側脱臼であった.tendon

stabilitytestは，中指をMP関節屈曲尺屈位の状態

から検者の抵抗下に自動伸展させて行うもので，

MP関節部での伸筋腱の位置により2型に分類し

た．伸筋腱の尺側への変位が少なく，伸筋腱の僥

側縁が中手骨頭の中心線を越えないものを，安定

したものとしてtypel,変位が大きく，中心線を

越えて尺側への変位するものを，不安定なものと

してtype2とした．

【結果】伸筋腱脱臼群はtypelが2例(22.2%),

type2が7例(77.8%)であるのに対し，健常群

はtypelが300例(83.3%),type2が60例

(16.7％）であった．伸筋腱脱臼群におけるtype2

の割合は，健常群と比較して有意に高かった

(p<.0001).

【考察】健常群と比較して伸筋腱脱臼群では,MP

関節部において，伸筋腱の不安定性がみられる症

例が多かった．以上より,MP関節部での伸筋腱

不安定性があるため，矢状索に外力が加わりやす

くなって矢状索の損傷がおこり，外傷性伸筋腱脱

臼がおきやすくなることが推察された．
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手の外科における保険診療(v)

Medicalinsuranceinhandsurgery

東京厚生年金病院形成外科（社会保険等委員会アドバイザー）
中 村純次

現在のわが国の医療制度はWHOが示すように世界に誇れる保険制度であります．

すなわち，公的な国民皆保険であり，かつ出来高払い，現物支給の理想的な保険給付形態で，総医療費
はOECD加盟国中18位でありながら世界一の平均寿命を達成しています．とはいえ，ただ今騒がしい医

療制度改革では自己負担の増加や医療費総枠の抑制など，このすばらしい制度にかげりさえも見え始めて

います．患者さんに対しできるだけ良質な医療を提供し，無駄使いを押さて医療資源の有効利用を心がけ，
少しでも長くこの制度を堅持する事こそ大切と思われます．

そのためには保険診療の内容を十分に理解して適正な請求をしなければなりません．また，医師として，

本学会員として保険医療制度に対する確固とした意見を持ちたいものです．しかし不幸にも，我々は学生

時代医療資源や医療経済学，点数表の解釈等の問題を医学教育の中で全く学んでいません．医学と医療は

常に車の両輪です．どうぞ本ランチョン・セミナーで保険診療の基本を学んで欲しいと思います．そして

広く，患者さん国民に保険医療制度について自分自身の信念を語るべきではないでしょうか．

日本の皆保険制度（強制加入）は（1）健康保険，船員保険，共済組合，政府管掌保険等の被用者保険

(8,214万人)，（2）国民健康保険（4,369万人)，（3）老人保険法による医療（1,244万人）に三大別されま

すが，その他，公費負担医療（生活保護法，身体障害者福祉法，母子保健法，結核予防法，精神保健福祉

法，その他）があります．さらに公的なもので特定の目的のための自動車賠償責任（自賠責）保険，労働

者災害補償（労災）保険等がありますが，これらは皆保険とは異なる次元のものです．

上述の三大保険による診療は健康保険法等に基づく保険者と保険医療機関の間の公法上の契約であり，

診察，薬剤，治療材料，処置，手術，在宅療養・看護，入院・看護，食事療養，移送等について保険給付

が行われます．しかし，療養担当規則を遵守しないものや点数表，薬価基準，材料価格基準等に載ってい

ない診療は契約外と見なされ，報酬は当然支払われません．給付外のものを自費で徴収する混合診療は禁

止されていますが，高度先進医療のように合法的に一部を自費徴収出来る制度も認められており，これは
特定療養費制度と言われています．

昨年は点数改正の殆どない年（診療報酬改正は2年毎）だったので実務面に重点をおき，具体例を中心

に1指1術野の問題，また同一手術野での併施加算の問題を中心に申し上げ，中堅どころの先生には好評

でした．しかし，ビギナーに対する配慮も必要ではないかとのご意見もあり，今回は保険診療の基本的な

問題にもふれたいと思います．

従って，本年のランチョンセミナーは1）保険診療の基本，2）自費との混合診療（特定療養費制度)，3）

4月の点数改正について関連領域の解説，4）例年通りのQ&Aとし，昨年頂いたアンケートのご意見欄の

なかの質問に対する回答は中止し，一般的なものはQ&Aに取り上げたいと思います．

平成13年11月29日政治決着を見た医療制度改革は，診療報酬を下げる方向で検討,3割負担の実施は

03年度（？）から,71歳以上は1割定率負担，老人保険対象年齢を段階的に75歳に引き上げ，高額療養

費の引き上げ等の大綱を示しました．従って本稿締め切りの12月10日現在，3）の4月の点数改正につい

ては診療報酬改定がなお全くの不透明な状態ですが，総体的に出来るだけ少ないマイナス改訂で，技術料

等については多少なりとも点数のアップを期待したいと思っています．
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手根管症候群に対する手関節掌側装具の

治療成績と適応一順行性感覚神経inching
法による検討一

Clinicalresultsandadaptationofthevolarwrist

splmttherapyfOrcarpalmnnelsyndrome

-Evaluationoforthodromicsensorynerve

conductiontestbymchingmethod-

!日本医科大学付属多摩永山病院整形外科，2日

本医科大学整形外科

○南野光彦'，伊藤博元2，澤泉卓哉2，

青木孝文2，中原義人2

【目的】手根管症候群(CTS)に対して手関節掌

側装具療法を行い，その治療成績と適応について

順行性感覚神経inching法による検討を行った．

【症例および方法】対象は臨床的にCTSと診断し

た91例127手のうち，装具療法を行った45例61

手である．平均年齢は53.3歳，経過観察期間は平

均8.4ヶ月であった．臨床的病期は浜田分類grade

lが32手,grade2が16手,grade3が13手であっ

た．治療成績は浜田の評価法に準じて行い，装具

が無効で手術を行った症例はpoorに含めた．

Inching法の刺激は示指の環状電極で行い，記録

は手関節部の正中神経に沿って2cm間隔に設置

した表面皿電極を用いて双極導出で行った．

【結果】治療成績はgood36手(G群),fairl2手

(F群),poorl3手(P群）であった.G群の内訳

はgradelが29手,grade2が3手で,grade3はな

かった．Inching法による陰性頂点間潜時は全例

手根管の区間で延長し，その区問潜時はG群平均

0.69ms,F群0.87ms,P群0.89msであり,G群

とF群間及びG群とP群間で有意差を認めた．陰

性波振幅は全例全記録部位で減少し,G群の振幅

は平均l.02/JVで中等度に低下し,F群とP群の

振幅は平均0.17"Vで高度に低下した．

【考察および結論】手関節掌側装具療法は，筋萎

縮がないかあるいは軽度で母指対立運動障害のな

い比較的軽症のCTSに有効と言われているが，

その適応についてinching法で検討した報告はな

い．昨年本学会で本法が特に軽症のCTSの診断

に鋭敏かつ有用であることを報告した．今回本法

を用いて検討した結果，装具療法は浜田分類

gradelと2で，手根管部の区問潜時が0.9ms以下，

振幅が1.0〃v以上の症例に良い適応と考えた．

1-3-15

重度手根管症候群の術後成績と電気生理

学的推移

Post-operativeresultsandelectrophysiologic

changesofseverecarpaltunnelsyndrome

東北労災病院整形外科

○信田進吾，佐藤克巳，小松哲郎，

保坂正美

【目的】重度手根管症候群の術後成績と電気診断

の推移を検討した．

【対象と方法】1992年以後の手根管症候群の手術

症例102手の中で，浜田分類Grade3の重症例で術

前と術後の電気診断を行った24例25手を対象と

した．男1手，女23例24手で年齢は平均59歳で

ある．電気診断は正中神経を手関節部で刺激し，

短母指外転筋(APB)と第2虫様筋(SL)より複

合筋活動電位(CMAP)を導出し振幅と遠位潜時

を分析した.全例に従来法の手根管開放術を行い，

術後経過観察期間は平均17カ月である.Kellyら

の評価基準により治療成績を判定し，術前，術後

の電気診断と比較した．

【結果】術後成績は優が13手，良が7手，可が5

手，不可が0手であった．術前のAPB-CMAPは

21手が導出不能であった．術前のSL-CMAPは全

例が導出可能で，振幅(mV)は優群と可群が平

均0.5,良群が0.3と各群に差がなかったが，遠位

潜時(msec)は優群が平均6.4,良群が8.2,可群

が10.2であり優群と可群の問に有意差を認めた

(p<0.02)．術後APB-CMAPは優群13手，良群5
手，可群5手の計23手に導出され，振幅は優群が

平均5.4,良群4.2,可群0.5,遠位潜時は優群が

平均4.9,良群5.2,可群7.5であり，可群は優群

と比べて有意に低振幅と潜時の遅延を示した

(p<0.05)．術後SL-CMAPは全例に導出され，振
幅は優群が平均1.4,良群1.3,可群0.9で，遠位

潜時は優群が平均4.2,良群5.1,可群4.9であり

術前と比べて改善を認めたが各群に有意差はなか

った．

【考察と結論】重度手根管症候群に対してSL-

CMAPは導出が可能で確定診断と予後の予測に有

用であり，術後は各成績群ともに振幅と潜時が改

善していた．APB-CMAPは可群で低振幅と潜時

の遅延が残存していた．
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特発性手根管症候群における正中神経断
面積測定の診断的価値

Detectionofmediannerveswellingforthe

diagnosisofidiopathiccarpaltunnelsyndrome

虎の門病院整形外科

○中道健一，立花新太郎

【目的】第42回日手会でわれわれは，特発性手根

管症候群（特発性CTS)において正中神経は手根

管内で電気生理学的重症度に相関した腫大をきた

すことを報告した．このことは，画像診断による

神経腫大の確認が診断に役立つ可能性を示唆す

る．そこで，神経断面積測定の診断的価値を検討

した．

【対象と方法】術前精査目的に超音波検査(Us)

を実施した特発性CTS40女性58手と対照105女

性105手（臨床的・電気生理学的に本症を除外）

を対象とした．CTSに特徴的な正中神経の砂時計

様変形（絞掘部を挟んで遠位・近位部に偽神経腫

を形成する変形）に着目し，以下の部位でUS

(GE社,LOGIQ700MR)を用い神経断面積を測

定した：1．屈筋支帯遠位端（遠位偽神経腫レベ

ル）；2．有鉤骨鉤（絞掘レベル）；3．手関節

雛髪（近位偽神経腫レベル)．対照群値の平均十2

標準偏差を異常値と定義した診断基準を設け，各

レベルで感度と特異度を算出した．

【結果】神経断面積(mm2)は，患者/対照の順に，

レベル1,14.2±4.0/8.8±2.3;レベル2,11．2±

2.0/7.8±1．6；レベル3，16．5士5.2/9.0±2．3であ

り，以下の診断基準を設けた：レベルl>13

mm2;レベル2>11mm2;レベル3>14mm2.感

度/特異度（％）はレベル1で71/97,レベル2で

61/97,レベル3で82/97であった．レベル3では，

レベル1，2に比し正中神経は浅層に存在しその

描出は容易であった．

【考察】画像によるCTSの診断は一般的ではない

が,正中神経の腫大の検出には診断的価値がある．

特に，近位偽神経腫の認識は手関節皷檗レベルで

容易に行えかつ感度が高い．各画像法のなかでも

USは簡便であり，外来診療時に補助診断として

その場で活用できる利点がある．
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早期手根管症候群の知覚障害には，知覚低
下だけでなく知覚過敏の状態も存在する

Earlystagesofcarpaltunnelsyndromepatients

showssensorydismrbanceasnotonlyhypesthesia

butalsohyperesthesiabyquantitativesensory

evaluationusingculrentperceptionhesholdtesting

!木曽川町立木曽川病院整形外科，2岐阜大学

整形外科，､県立岐阜病院整形外科

○野々村秀彦'，大野義幸塾，横井達夫3，

鈴木康3，清水克時2

【目的】Currentperceptionthresholdtest(以下CPT

検査）は皮膚の上から2kHz,250Hzおよび5Hz

の3種類の周波数で電気刺激し，知覚障害を定量

化する閾値検査である.CPr検査は今までの知覚

検査と異なり，知覚低下だけでなく知覚過敏の状

態をも定量化できるのが特徴の一つである．我々

は1996年2月よりCPT検査を行い，その初期の結

果を第40回当学会で報告した．今回は手根管症候

群（以下CTS群）の知覚評価に関し，特に知覚過

敏とCTSの重症度との関連に注目して報告する．

【方法】対象はCTS群43人60手，コントロール群

10名20手である.CTS群の年齢は24歳～86歳

(平均55.9歳)，性別は男性11名女性32名である．

重症度分類は浜田の分類を用い，1型が42手，2型

が15手，3型が3手である．コントロール群の年

齢は23歳～28歳（平均25.5歳)，全員男性である．

知覚横査として,static2PD(以下s-2PD),moving
2PD(以下m-2PD),Semmes-Weinstemmonofilament

test(以下S-W)およびcPr検査を行った．

【成績】浜田の分類1型42手にて，最も知覚異常

を鋭敏に検出したのはCPT検査の250Hz刺激で

あり（57.1％)，次に2kHz刺激であった(50.0%).

250Hz刺激で9.5%,5Hz刺激で16.7%が知覚過

敏の状態であった．2型15手では250Hz刺激が最

も鋭敏であり（93.3％)，次に2kHz刺激とS-W

が同等の鋭敏度であった(73.3%).250Hzおよ

Uf5Hz刺激は両者とも1手が知覚過敏であった

(6.7％)．3型3手では2kHz刺激は3手とも異常

(100％）であり,250Hz刺激,S-Wおよびs-2PD

が2手(66.7%),5Hz刺激が1手(33.3%)で異

常であった．3手とも，知覚過敏はなかった．

【結論】CPT検査の250Hz刺激が最も鋭敏に知覚

異常を検出する事が出来た．また浜田の分類1型

の早期CTS群においては,250Hz刺激で9.5%,

5Hz刺激で16.7%が知覚過敏の状態であった．
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特発性手根管症候群における知覚障害の
検討

Sensoryevaluationinpatientswithidiopathic

carpaltunnelsyndrome

名古屋市立大学整形外科

○関谷勇人，窪田泰浩，松井宣夫

【はじめに】手根管症候群(CTS)の手術成績は

一般に良好で，術後良好な知覚を獲得する症例が

多い．しかし術後の回復が不良で，最終的に知覚

障害が残存する症例もある．今回我々は当科で手

根管開放術を施行した症例について，術前・術後

の知覚障害を調査したので報告する．

【症例】対象症例は当科で特発性CTSと診断して

手根管開放術を実施し，術後6カ月以上経過した

後に演者による直接検診が可能であった83症例

102手である．症例の内訳は男性7例7手，女性

76例95手で，手術時年齢は22歳から84歳，平均

54.5歳であった．手術から最終評価までの期間は

6カ月から16年，平均4.0年であった．これらの

症例について，術前と術後の知覚障害を自覚的知

覚障害,Semmes-Weinsteinmonofilamenttest(SW),

静的2点識別覚(2PD)で評価し検討した．

【結果】自覚的知覚障害は，術前には軽度の知覚

鈍麻が53％で最も多く，97％の症例が何らかの

異常を自覚していたが，最終評価時には65％が

正常となった.SWは，術前にはDiminished

ProtectiveSensation以上の障害を示した症例が

67％あった．術後は16％に改善したが，中指に

知覚障害が残った例が多かった.2PDでは術前は

6mm以上の障害を示した症例が70%あったが，

術後は39％に改善した．65歳以上の症例の術後

成績は，45～55歳，55～65歳と比較して有意差

を認めなかった．

【まとめ】65歳以上の症例においても，手術によ

り良好な知覚の回復が期待できる．
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手根管症候群観血手術後再発例における

鏡視手術後の臨床症状回復

Clinicalrecoveryafterendoscopicsurgeryofthe

recurrentcarpaltunnelsyndromepatient

日本赤十字社医療センター整形外科

○浜中一輝，奥津一郎，千代倉吉宏，

苅田達郎，喜多島出

【目的】われわれは手根管症候群の観血手術を他

院で受け，その術後に再発した症例に対してUSE

systemを用いた鏡視手術を行っている．再手術に
おける鏡視手術の有効性を検討したので報告す

る．

【方法】症例は，手根管症候群の観血手術を受け，

その術後に再発した135症例174手である．患者

の平均年齢は57.5±9．2（28～87）歳であった．

手根管内圧測定を術前，術後に指最大自動屈曲位

にて行い，除圧の指標とした．評価は，しびれ感

と3g痛覚計,2g触覚計を用いた知覚検査と電気
生理学的検査を行い，結果を検討した．術前に知

覚異常を示した症例の75％が回復した時点の平

均期間±標準偏差と，術後6ヶ月以降における

distalsensorylatency(DSL)とdistalmotorlatency

(DML)の改善度で行った．

【成績】術前の手根管内圧は150.2±54.6mmHg,

術後は25.3±25.0mmHgであり，術後の内圧は術

前に比べ有意に低下していた．しびれ感の回復の

平均期間±標準偏差は13.6±9.2日であった.3g

痛覚計では1.8±2.1週,2g触覚計では2.2i2.5

週であった．術前にDSLが異常値を示した症例

は77.2%,DMLでは88.3%で，術後はそれぞれ

34.4％，23.5％の症例が正常値へと改善していた．

【結論】手根管症候群の観血手術後の再発例に対

するUSEsystemを用いた鏡視手術は手術侵襲も
軽く有効である．しかし，初回手術例と比較する

と，術後の除圧程度は悪く，至適内圧値（25

mmHg以下）まで低下しなかった．そのため，臨
床症状ならびに電気生理学的回復は遅延すると考

えられた．
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手根管症候群鏡視手術における術前・術
後の正中神経内圧

Preandpostoperativemediannervepressurein
carpaltunnelsyndrome

!日本赤十字社医療センター整形外科，ユ埼玉医
科大学整形外科

○奥津一郎!，浜中－輝!，苅田達郎'’
千代倉吉宏11二ノ宮節夫2

【目的】手根管症候群は，正中神経が手根管内で

圧迫されたために発症する絞掘性神経障害であ

る．したがって，手術治療の目的は，正中神経を

除圧する事である．今回，われわれはUSEsystem
を用いた鏡視手術の術前・術後に正中神経内圧を

測定したので報告する．

【方法】検査対象は男性25症例25手，女性89症

例91手の合計114症例116手である．患者の年齢

は20歳から89歳で平均59.0歳である．疾患は特

発例70手，透析例44手，その他2手である．

USEsystemを用いた鏡視手術の術前，および屈筋

支帯とdistalholdfastfibersoftheflexorretinaculum

(DHFFR)を切離した術後に,continuousinfUsion

techniqueを用いて，安静位・指最大自動屈曲位お

よび奥津テストの肢位で，正中神経内圧測定を行

った．30秒間測定し，その最大値を測定値とし

た．各々の肢位における，術前，術後の測定結果

を,Wilcoxonmatchedpairssigned-rankstestで有意
差検定した．

【結果】正中神経内圧は，安静位において術前

55,1±26.9mmHg,術後25.7±12.6mmHg,指最

大自動屈曲位においては術前129.4=t60.5mmHg,
術後833±57.3mmHg,奥津テスト肢位において

は術前161.3±58.7mmHg,術後92.1i38.1

mmHgであった．各々の測定肢位において，術後

の測定値は，術前の測定値に比べて低下していた

(p<0.01).

【結論】USEsystemを用いた鏡視手術において，
正中神経は除圧される事が明かとなった．
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血液透析例に対する鏡視下手根管開放術
の長期成績

Longtermfbllow-upofendoscopiccarpaltunnel
releasefOrhemodialysispatients

'聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院整形外

科，2聖マリアンナ医科大学整形外科

○木村元11笹益雄11別府諸兄21
笹尾三郎2，青木治人2

【目的】血液透析例の手根管症候群に対する鏡視

下手根管開放術（以下ECTR)は現在でもなお賛

否両論あり，主に議論の対象となるのは,ECTR

では早期に再発をきたすのではないかという点で

ある．今回われわれは，その疑問点を明らかにす

る目的で，血液透析例に対するECTRの術後長期

成績を検討したので報告する．

【対象・方法】1993年11月より98例142手の血液

透析例に対してtwo-portal法のChow法による

ECTRを施行してきた．このうち術後3年以上経

過した81例118手中，直接健診または電話アンケ

ートによる調査を行った48例73手を対象とした．

平均年齢は59歳であり，男性26例42手，女性22

例31手であった．調査時の術後経過観察期間は3

年から8年，平均5．7年，血液透析期間は平均

21.3年であった．主な調査項目は，再発の有無，

しびれ．痛み，手術嬢痕の状態であり，本手術に

対する満足度についても質問した．

【結果】明らかな再発により再手術を要した症例

は7例8手（11.0％）であった．初回手術から再

手術までの期間は2年10カ月から6年3カ月（平

均4年4カ月）であった．このうち2例2手に対し

て再度ECTRを，他の症例にはOCTRを施行し，

再手術後は全例経過良好であった．また，再発を

疑わせる軽度のしびれ感を訴えた症例が6例8手

(11.0％）あり，症状出現までの期間は初回手術

後1年から7年（平均3年8カ月）であった．手術

嬢痕部の痛みはほとんどなく，整容的にも良好で

あった.本手術に対する患者の満足度は高かった．

【結論】血液透析例の手根管症候群に対する

ECTRは，比較的長期間の治療効果が期待でき，

OCTRと比べて遜色ない結果が得られると考え

る．ECTRは小侵襲でタニケットも不要であり，

シャントなどの問題を有する血液透析例には非常

に有用な方法である．
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手根管開放術における鏡視下法と従来法の

比較-prospectiverandomizedstudy:
第2報一

Endoscopicvs・opensurgeryfOrcarpaltunnel

release-Aprospectiverandomizedstudy:part2-

福島県立医科大学整形外科

○江尻荘一，菊地臣一，鳥越均，

丸谷雅 人

【目的】本研究の目的は，手根管症候群に対する

鏡視下法と従来法との治療効果をprospective

randomizedstudyにより比較検討することである．

【対象と方法】特発性手根管症候群48例57手を対

象とした．症例を，無作為に鏡視下法（奥津法）

群と従来法群の2群に分けた．各群の内訳は，鏡

視下法群が25例31手（男性2例2手，女性23例

29手）で，平均年齢は59歳（41～82歳，最多年

代層50歳代）であった．従来法群は23例26手

(男性l例1手，女性22例25手）で，平均年齢は

55歳（41～74歳，最多年代層50歳代）であった．

2群間の年齢と性に有意差は認められなかった．

治療効果の判定は術後4週と12週の時点で行い，

自覚症状の変化と短母指外転筋の運動神経末梢潜

時（以下TL)について検討した．また，鏡視下

法群の7例7手と従来法群の2例2手では，術中の

手根管内圧を測定した．

【結果】自覚症状の改善は，術後4，12週の時点

で2群問に差は認められなかったが，鏡視下法群

の2手（6％）にのみ症状の悪化が認められた．

TLは，従来法群では全例が改善した．一方，鏡

視下法群では術後4週の時点で4手（13％)，12

週の時点では1例（3％）にTLの悪化がみられた．

これらの悪化は，術前TLが高度に遅延している

症例で多かった．手根管内圧が術中に最も高値を

示したのは，鏡視下法群では外套管挿入時で平均

237mmHgであり，従来法群では剥離子挿入時の

平均65mmHgであった(P<0.05).

【考察】鏡視下法では術後に自覚症状や神経機能

が悪化する症例が存在し，これらは術前に電気生

理学的に重症の症例が多い．また，鏡視下法群に

成績不良例が存在する原因には，外套管挿入によ

る手根管内圧の上昇が関与している可能性があ

る．

【まとめ】重症例に対する鏡視下法の適応は慎重

にする必要がある．
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手根管症候群の短母指外転筋高度障害型に
対する関節鏡視下手根管開放術の治療効果

Endoscopictreatmentofcarpaltunnelsyndrome,

abductorpollicisbrevisdamegedtype

'山口大学人体機能統御学，2小郡第一総合病院

○佐々井陽子1，重冨充則11村松慶-11

河合伸也ll土井－輝2

手根管症候群(CTS)を電気生理学的に診断する

際，第2虫様筋(L2)のCMAPsが導出可能にも

かかわらず，短母指外転筋(APB)が導出不能な

ものを,APB高度障害型(typelll)としている．

これは手根管での正中神経の障害に加え，反回枝

独自の障害の合併が示唆され，この際には横手根

靱帯のみを切離する関節鏡視下手根管開放術

(ECTR)では治療として不十分とも考えられる．

今回このtypelllと診断されたCTSでECTRを施
行した症例の術後経過を調査したので報告する．

【方法】対象は，1998年以降，臨床上CTSと診断

され電気生理検査にてtypelllと診断された9症例

9手である．症例は全例女性，平均年齢54.4歳，

平均罹病期間16ケ月，平均術後観察期間14ケ月

であった．これらに対し，正中神経領域のしびれ

の変化,APBの筋萎縮の有無，電気生理での

APBおよびL2の潜時の変化を調査した．

【結果】術後ほぼ全例に自覚的なしびれの改善を

認めた.APBの筋萎縮は多くの症例で十分には

改善していなかった．APBのCMAPsは術前導出

不能であったが，術後は平均潜時4.52msに改善

した．1例では術後もCMAPsが導出されないま

まであった.L2の潜時は術前平均7.7msが4.86

,sに改善した．

【考察】CTSのtypeⅢでは反回枝が独自に障害さ

れている病態が疑われたが，横手根靱帯を切離し

正中神経のみ除圧するECTRでも，臨床および電

気生理学上改善を認めた．母指の対立運動，筋萎

縮の程度，筋力の改善は一般に不良であったが，

これらはtypelllと診断され直視下手根管開放術

(OCTR)を施行された症例の術後経過と有意差

はなかった.CTSで電気生理学上typeⅢと診断

された症例でもその多くはECTRで対応が可能で

あると推察した．
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手根管症候群に対する一時的腱移行術の
適応

IndicationfOrtheprimarytendontransferfbrthe

carpaltunnelsyndrome

埼玉成恵会病院埼玉手の外科研究所

○福本恵三，児島忠雄，平瀬雄一，
池田博生，武井照江

手根管症候群に対する一時的腱移行術は適応を選

ぶべきである．われわれは手根管症候群で母指球

筋の筋力低下を認める症例に対し，短母指外転筋

(APB)の徒手筋力検査(MMT)で3-以下，ま

たは針筋電図でelectricsilenceやlowamplitudeと

spikenumberの著明な減少などの所見を認めた症

例には一時的腱移行術を併用し，それ以外は小皮

切による手根管開放術と神経剥離術を行ってい

る．その成績を術後のAPB筋力の回復を中心に

検討した．

【方法】手根管症候群でAPBの筋力低下を認め手

術を行った症例は48例50手で，女43例男5例，

年齢は26歳から83歳，平均59.7歳，罹患肢は右

29手，左17手，両側2例であった．術前のAPB

のMMTは3-が4例,3+が3例,4-が22例,4+が

21例であった．手根管開放術と神経剥離術のみ

を43手に行い,7手に一時的腱移行術を併用した．

【成績】術後観察期間は3から40カ月，平均12.2

ヵ月であった．手根管開放術と神経剥離術を行っ

てMMTでAPB筋力の改善をみたのは43手中41

手（95.3％）で，術後1から8カ月，平均2.9カ月

で改善し始め，正常まで回復したのは34手

(79.1％）で，その期間は術後lから24カ月，平

均6.4カ月であった．二次的腱移行術の適応とな

ったのは術前のMMT3十の1手(2%)であった．

一時的腱移行術を併用した症例はいずれも良好な

母指対立機能を獲得した．

【結論】われわれの適応に従えば98％の症例で日

常生活で問題となるような母指対立機能障害を残

さなかった．一時的腱移行術併用例のAPB筋力

の改善についての評価はなされていないが，筋萎

縮の高度な症例では回復するとしても長期間を要

すると考えられ，一時的腱移行術を併用すべきと

考える．
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手根管症候群における母指対立再建術の
検討

Aclinicalstudyofopponensplastyincarpal
tunnelsyndrome

!済生会前橋病院整形外科，2群馬大学整形外科

○中島一郎'，土屋一郎!，後藤渉I,
小林勉2，高岸憲二ユ

【はじめに】母指球筋に著明な萎縮を認め母指の

対立障害を認める手根管症候群の症例に対して手

根管開放術に加えて母指対立再建術を行うことが

ある．今回我々はEnna法による母指対立再建術

を追加した手根管症候群の症例について検討し

た．

【対象】1990年から2000年の間に手根管症候群と

診断され手術的加療を行った572手のうち母指対

立再建術を追加した症例は41例44手でそのうち

術後経過観察できた32例35手を対象とした．内

訳は男性が3例3手，女性が29例32手で透析に伴

う症例が1手,RAに伴う症例が1手でその他はす

べて突発性であった．手術時平均年齢は59．7歳

(41歳～81歳）で70歳以上の症例は6例8手であ

った．

【方法】母指対立再建術には短母指伸筋腱を用い

るEnna法を用いたが，従来の方法に加え移行腱

が榛側に偏位しないように移行腱をMP関節付近

で短母指外転筋の筋膜の一部に通しアンカーとし

た．術後平均経過観察期間は3年8ヶ月であり，

母指球筋の回復程度，ピンチカの測定など行い，

母指対立機能はKapandjiのStage分類を用いた．

【結果】33手中24手は平均2.4ケ月以内に母指対

立位が可能となった．不良例の原因としては母指

CM関節症を認めた症例や術後MP関節の可動域

制限を来した症例であり，70歳以上の8手中十分

な対立位が得られた症例は1例2手のみであった．

【まとめ】Enna法を用いることにより早期に母指

対立再建術が得られた．しかし高齢者に対しては

母指CM関節症の存在や術後の不十分なリハビリ

などで成績不良例も多く見られ慎重な適応の選択

が必要と思われた．
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重症手根管症侯群に対する新しい発想に

よる腱移行術

TendontransferfOrseverecarpaltunnelsyndrome

withanewconcept

1-3-26

高齢者の手根管症候群に対する一期的母

指対立再建の意義

Primaryopponoplastyfbrcarpaltunnelsyndrome

inelderly

大阪市立総合医療センター整形外科

○日高典 昭， 乗上 啓，北輝夫，

松田英樹

iせんぽ東京高輪病院整形外科，2同リハビリ

テーション科，，中央大学，‘昭和医療短期大学

○中川種史!，広瀬旬!，仲木右京2，

高橋雅足3，椎名喜美子4

【目的】重度手根管症候群に対する一期的母指対

立再建の適応についてはいまだ一定の見解をみな

い．われわれは1）母指球筋の萎縮が著明，2）

母指対立機能障害による自覚的な愁訴がある，3）

短母指外転筋のM波が導出できない，または針

筋電図にて運動単位電位がみとめられない，の3

条件を満たすものを一期的母指対立再建の適応と

考え施行してきた．しかし，高齢者の場合，適応

と考えられても，手術侵襲の増大やギプス固定の

必要性を嫌って手根管開放のみを行うことも少な

くない．本研究の目的は，60歳以上の症例の治

療成績を検討し，高齢者における一期的母指対立

再建の意義を考察することである．

【症例と方法】60歳以上で母指球筋萎縮を認める

手根管症候群に対して手術を施行した19患者21

手を対象とした．このうち同時に母指対立再建を

施行した症例は10患者11手(A群）であり，残

りの9患者10手(B群）は手根管開放のみを施行

した.B群の中には上記の条件に合致するが，患

者の希望で母指対立再建を施行しなかったものが

4手含まれていた．検討項目は自覚症状（しびれ，

痛み，母指の巧綴性障害)，他覚的所見(S-Wテ

スト，握力，ピンチカ）ならびにアンケート（術

前後のしびれ，痛みおよびADL動作の改善度）

とした．

【結果】自覚症状は全例何らかの改善を認めたが，

B群の1例は1年後に腱移行を追加した．他覚的

所見のうち,S-Wテストは全例1～2段階の改善

を認めた.A群ではtippinchの増加が7例にみら

れ,ADL動作もよく改善していたが,B群には回

復の不充分なものがみられた．

【考察】A群は自覚的にも他覚的にも安定した回

復を示しており，除圧による神経の回復が十分に

は期待できない高齢者に対して一期的腱移行を行

うことは有意義であると考えた．

【目的】手根管症候群に対する治療としては手根

管開放術を行うことが一般的である．一方重症例

で短母指外転筋の萎縮が強い例においては，対立

再建術が行われることがしばしばであるが，手根

管開放を行った後，長掌筋，小指伸筋，浅指屈筋

腱などが使用されることが多い．しかしこれら従

来の方法は手掌部の手術創の痙痛が長期間残存す

るなどの問題点があった．我々は対立再建につい

ては環指浅指屈筋腱を使用して行い，この腱を手

根管より取り去ることによる手根管内の除圧を対

立再建と同時に，手根管を開放することなく行う

ことを考案した．

【術式】環指の基部に皮切をおき浅指屈筋腱を腱

鞘AlとA2の間で確保する．次に手関節部に皮切

を作成し，腱を露出，遠位部で切断した腱を引き

出す．さらに皮下トンネルを作成し母指基部に引

き出し，母指対立位で短母指外転筋の付着部に縫

合する．ギプス固定4週間とする．

【症例】4例，全例女性，年齢は57より77歳，術

後観察期間は3ケ月より24ケ月である．いずれも

特発性と考えられ，短母指外転筋の萎縮が高度で

対立動作が不可能であった．知覚は中指2点識別

覚がいずれも15mm以上であった．電気生理学

的検査においては短母指外転筋の複合筋活動電位

も中指よりの感覚神経活動電位も記録できなかっ

た．

【結果】夜間の手指痙痛は全例で術当日にほぼ消

失した．機能的には対立が可能となりつまみ動作

に大幅な改善を見た．知覚においては，全例で回

復傾向であり，長期観察した2例においては術後

1年で中指2点識別覚は4mmとなった．

【結論】本法は，手根管を開放することなく，す

なわち手掌部に侵襲を加えることなく，知覚症状

の軽快が得られると同時に対立再建を行うことで

機能改善が得られ，重症手根管症候群に対する治

療として有用である．
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三角線維軟骨および手根骨病変は，遠位
僥尺関節の形態に依存する

Thedisordersoftriangularfibrocartilageand

carpalbonesdependontheanatomicalstrucmreof

thedistalradio-ulnarjoint

産業医科大学

○大茂壽久，

中 村 利 孝

整形外科

酒井昭典，沖本信和，

【目的】三角線維軟骨(TFC)と手根骨病変の発

生が，遠位僥尺関節の形態に依存するか否かを明

らかにする目的で，本研究を行った．

【方法】解剖実習用屍体20体40手関節を用いた．

手関節正面の単純x線撮影を行い，遠位榛尺関節

の僥骨側の傾斜であるsigmoidnotchinclination

(sl)と尺骨側の傾斜であるulnarseatinclination

(UI),ulnarva面anceを計測した．また，手根骨の

骨硬化，嚢胞，骨鰊の有無を調べた．その後，解

剖を行い，遠位僥尺関節，尺骨頭，月状骨，三角

骨の関節軟骨病変,TFC損傷の程度を観察した．

関節軟骨にびらんや軟骨下骨が露出しているもの

を関節軟骨病変ありとした.TFC損傷の程度は，

正常，摩耗，断裂の3段階に分類した．

【結果】SI値は，平均-1.2｡(-45。～20｡,遠

位が尺側に傾斜するものを正の値とした),UI値

は，平均15.8｡（-20。～32．，遠位が尺側に傾

斜するものを正の値とした）であった.SI値と

ulnarvariance値は，有意な負の相関を示した

(RA2=0.33,p<0.01).UI値とulnarvariance値には

関係がなかった．TFCに断裂を認めた群のSI値

は，平均-8.4.であり，正常群2.6.,摩耗群2.1.

と比べて，小さい傾向にあった(p=0.09byMann-

WhitneyUtest)．遠位僥尺関節僥骨側や月状骨に

関節軟骨病変のある群は，病変のない群と比較し

て,SI値が有意に小さかった．しかし，遠位榛尺

関節尺骨側，尺骨頭，三角骨の関節軟骨病変の有

無によるSI値の差はなかった．

【結論】僥骨のsigmoidnotchinclination値が小さく

なると,ulnarvariance値が大きくなり,TFCの断

裂，遠位榛尺関節僥骨側や月状骨の関節軟骨病変

のある例が有意に多かった．

1-4-2

遠位榛尺関節のstiffnessの計測

ThestiffilessofDRUJ

北海道大学整形外科

○末永直樹，三浪明男，加藤博之，

岩崎倫政，永井正弘

【目的】独自に開発した荷重をかけた際の変位量

を連続的に定量評価可能なペン型の装置を用いて

DRUJのstiffnessを調査し，その有用性と前腕の

肢位が与える影響を検討すること．

【対象と方法】手関節痛の既往のない正常ボラン

ティア7人の男性を対象とした．年齢は27～39

歳（平均32歳）であった．2人の検者がそれぞれ

2回づつ以下の測定を行った．両前腕回内位，中

間位，回外位にて尺骨遠位端に背側から掌側方向

に荷重を負荷した際の尺骨遠位端の変位量を

computerにinputし,PCD30ARDを用いてデータ

解析を行った．荷重変位曲線の線状部分の傾き

(stiffness)を計測し，検者内および検者間の差を

paired-ttestを用い，また回内位，中間位，回外位
間の差をANOVAを用いて統計学的検討を行い，

危険率5％以下を有意とした．

【結果】検者1，2ともに検者内での有意差は認め

られず，相関係数はそれぞれ0.85と0.73であり，

2回の計測に高い相関が存在した．また検者間の

相関係数も0．66と相関を認め，この検査の

reliabilityが証明された．Stiffnessは回内位で0.7

~4.4mm/kg(平均1.56mm/kg),中間位で0.56~

3.3mm/kg(平均1.48mm/kg),および回外位で

0.36～2.38mm/kg(平均0.98mm/kg)であり，回

外位で有意に小さかった．また左右，年齢とは関

連なかった．

【ポイント】本装置は検者間の使用による差はな

く再現性があり,DRUJの生体力学的特性の評価

に非常に有用である．また前腕の肢位により

stiffnessが異なった結果はDRUJの不安定性を評

価する際に前腕の肢位によく注意することが大切

であることを示す．さらに本装置は，侵襲なく微

細なDRUJの不安定性を診断したり,TFCC損傷

の病態の解明や診断，また靱帯再建術や尺骨短縮

術後のDRUJの安定性の定量評価などに有用と思

われた．
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遠位榛尺関節亜脱臼・不安定症に対する

尺骨短縮術

UlnarshorteningosteotomyfOrDRUJsubluxation

andinstability

名古屋大学手の外科

○中村蓼吾，堀井恵美子，中尾悦宏，

矢島弘毅 ， 洪 淑 貴

陳旧性遠位榛尺関節の亜脱臼・不安定症に対して

各種靱帯形成が提唱されている．尺骨短縮術も有

効と考えられるが，まとまった報告がない．そこ

で有用性を報告する．

【症例と方法】1989年来17例の亜脱臼，不安定症

に尺骨短縮術を行った．男15例，女2例で年齢は

16～50歳，平均24歳であった.1例を除き外傷

性で発症後2～24ケ月，平均9ケ月経過していた．

不安定症の有無をpiano-keysignで健側と比較診
断した．また亜脱臼の有無を両側CT機能撮影で

診断した．背側亜脱臼10例，掌側亜脱臼2例，残

りの5例をふくめ10例に不安定性を認めた．平均

2.2mmの尺骨短縮を行い,5例に尺骨茎状突起骨

接合術，1例にTFC縫着術も行った．術後平均20

ケ月の成績を瘻痛，可動域，握力などより検討し

た．

【結果】15例で尺側手関節痛が消失し，2例で軽

い負荷時痛のみとなった．平均掌背屈可動域は平

均で術前111度（健側比82％）より122度（90％）

に改善した．前腕回旋可動域も術前124度（69％）

から147度（81％）に改善し，握力の術前平均は

健側比72％であったが術後95％に改善した．術

前あったpiano-keysignは9例で消失,1例で改善

した．術後CTで亜脱臼を検討できた5例中2例で

完全整復できた．3例の整復は不完全であった．

尺骨短縮術のみの群と尺骨茎状突起骨接合やTFC

縫着を行った群での術後平均掌側屈可動域は126

度と131度，回旋可動域では155度と134度，握

力では93％と100％と著明な成績差はなかった．

【考察】尺骨短縮術は陳旧性遠位榛尺関節の亜脱

臼・不安定症に対し有効で，関節の安定化，手関

節痛の軽減，握力の増大が得られ，有力な選択肢

である．
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尺骨茎状突起骨片を伴わない新鮮Gale977i

骨折の検討

Galeazzifracture-dislocationwithoutafracmreof

ulnarstyloidprocess

'川崎市立川崎病院整形外科，2慶應義塾大学

整形外科，3済生会神奈川県病院整形外科，4荻

窪病院整形外科

○菊地淑人11堀内行雄11中村俊康21

佐々木孝3，田崎憲一4

【はじめに】Galeazzi骨折の治療は僥骨骨折の強

固な固定と共に，尺骨頭の確実な整復と安定化が

重要となる．尺骨茎状突起骨折を伴わない場合，

尺骨頭の脱臼に伴い三角線維軟骨複合体(TFCC)

の損傷が考えられ，その修復を行うかどうかが治

療上のポイントとなる．今回われわれは尺骨茎状

突起骨折を伴わないGaleazzi骨折について調査し

報告する．

【対象および方法】過去17年間に経験した新鮮

Galeazzi骨折43例中，尺骨茎状突起大骨片を伴わ

ない症例は14例あったが，そのうち2年以上経過

観察可能であった10例に対し調査を行った．ただ

し尺骨茎状突起先端の小骨片はTFCCの榛尺靱帯

部が付着しないため本シリーズに含めた．全例男

性であり，右3例，左7例で，手術時年齢は平均

23.7歳（12歳～50歳）であった．経過観察期間は

2年7カ月～15年10カ月（平均8年5カ月）であ

る．全例僥骨骨折に対してはプレートによる観血

的整復固定を行い，尺骨頭は脱臼を整復した．榛

尺骨間の仮固定を1例に施行したが，その他は10

日間～4週間のギプス固定とした．評価は可動域，

癖痛,尺骨頭の不安定性を評価項目として行った．

【結果】全例榛骨の骨癒合は完成し，2例では手

関節の痛みや抜けるような感じを残したが，それ

を除くと可動域，痔痛ともに良好な結果を得た．

当初予想されていたような尺骨頭の不安定性を認

めるものは少なかった．これは整復後の僥尺間の

仮固定や外固定によりTFCCがある程度修復され

たためと考えられた．

【まとめ】尺骨茎状突起骨折を伴わないGaleazzi

骨折では僥骨骨折と尺骨頭を確実に整復すること

が重要である．術中不安定性を認めた場合は榛尺

骨間のピンニングを，また不安定性が遺残した場

合はTFCCの再建を考慮する必要があると思われ

た．

｜
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遠位僥尺関節の完全脱臼を合併した僥骨

遠位端粉砕骨折の治療

TreatmentfOrcomminutedfractureofdistalradius

withdistalradioulnarjointdislocation

!赤穂中央病院整形外科，2岡山大学整形外科

○加藤彰浩ll野田知之11橋詰博行：

【はじめに】遠位僥尺関節（以下DRUJ)の完全

脱臼を合併した僥骨遠位端骨折は高エネルギー損

傷にて発生するが比較的稀でありDRUJの治療に

ついて一定の見解は得られていない．今回，本骨

折に対して行ったDRUJの一次修復を含めた観血

的整復固定術と治療成績につき検討した．

【対象および治療法】対象は3例3関節（男性2例，

女性1例）で全例開放骨折であり，高所からの転

落により受傷した．骨折型分類はAO分類にて全

例A3であった．手術は2期的に行った．第1期手

術として十分な創処置,debridementののち，僥

骨に対し短縮および背屈転位の矯正，アライメン

ト保持に創外固定を行った．尺骨遠位端骨折の合

併があればこれに対する観血的整復固定術を行

い，直視下に尺側支持機構(TFCC,distalradio-

ulnarligament,尺側関節包）の一次修復をした．

前腕の腫脹の減退を待ち，感染兆候がないことを

確認して第2期手術を行った．第2期手術は関節

包を含めた軟部組織の治癒を妨げないように関節

外のみの操作を心がけ，僥骨粉砕骨折部を骨移植

の後，背側プレート固定した．手関節鏡により

TFCCの緊張も確認した．術後平均観察期間は6

ヵ月で，臨床成績評価として斉藤の治療成績評価

基準を用い,X線評価としてradialinclination,

palmartilt,ulnarvanantを計測し,DRUJの安定性

を回内，回外，中間位でCTにて評価した．

【結果】全例骨癒合が得られ，斉藤の治療成績評

価基準では全例がexcellentであった．全例DRUJ

の脱臼傾向を認めなかった．

【結語】本骨折の治療において僥骨の解剖学的整

復のみならず尺側支持機構の一次修復も重要であ

る．
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母指CM関節に対するsphericalimplant
の長期成績

Sphericalimplantarthroplastyofthethumb

carpometacarpaljoint

I大阪労災病院整形外科，2防衛医科大学校整

形外科

○政田和洋lp根本孝-21尼子雅敏21

中島秀人2

【はじめに】母指のCM関節症に対してJobeらは

近年，セラミック製のポールを用いたinter-

positionarthroplastyの臨床応用を開始した．この

インプラントはsphericalimplantと命名され，

Wright社から市販されている．彼らは1997年に

このインプラントを報告したが(Seminarsin

Arthroplasty)その後の報告はない．我々 は，同

じインプラントを彼らより先に，独自に開発し，

1991年から臨床応用を行った．今回はその長期

成績を報告する．

【sphericalimplant】直径8ミリから11ミリまで1
ミリ刻みに作製されたアルミナセラミックの球で

ある．

【症例】手術を行った4例中3例が対象である．い

ずれも有痛性の関節症である．症例1：22歳，

1991年に手術，追跡期間は9年7ケ月．症例2：

61歳,1992年に手術，追跡期間は8年10ケ月．

症例3：62歳，1992年に手術，追跡期間は8年11

ケ月．

【結果】症例3は術後4年でfUsionがかかった．残

る2例は臨床的にもX線学的にも良好である．

【考察】本術式は人工関節というよりは

intemositionarthroplastyの範晴に入るものであり，

固定術や他のintemositionarthroplastyを二次的に

行うことも可能な低侵襲手術である．術後平均9

年の成績は3例中2例は良好であった．

-S52-



1-4-7

第1CM関節変形性関節症に対するAVANTA

人工CM関節の治療経験

TheexperiencewithAvantaprosthesisforthe

degenerativearthritisofthetrapeziometacarpal

joint

'静岡赤十字病院整形外科，2慶應義塾大学整

形外科

○牧田聡夫'，池上博泰2，長田夏哉2，

川島秀一2，高山真一郎2

【目的】第1CM関節変形性関節症（以下CMOA)

に対して,AVANTASRハンドインプラントシ

ステムTMを用いた人工CM関節置換術をを行い，

その治療成績を検討したので報告する．

【対象，方法】当院ならびに関連病院にてこのイ

ンプラントを用いた5症例（男1，女）を対象と

した．手術時年齢は57～90（平均71）歳，術前

のEaton分類でstage2が1例,stage3が4例であ

った．術後の経過観察期間は13から21(平均16)

力月であった．人工関節は超高分子量ポリエチレ

ン製の遠位コンポーネントとコバルトクロム合金

製の近位コンポーネントから構成された表面置換

型でセメント使用である．榛背側より進入し，中

手骨基部を骨切り後ラスピングし，大菱形骨は付

属のrotatoryburrを用いて関節面を形成しドリリ

ング後，それぞれのインプラントをセメント固定

した．外固定は3週おこなった．この5症例に対

し，術前後の痙痛，関節可動域，握力,X線所見

を比較検討した．

【結果】全例で痙痛の改善が得られた．関節可動

域は全例，母指が小指MP関節掌側にとどくよう

になり，僥側外転も改善した．握力も術後改善が

みられ,X線上インプラントのlooseningや脱臼を

認めなかった．

【考察】CMOAに対しては，関節固定術，腱球な

どを用いた関節形成術，人工関節置換術など種々

の方法があり，それぞれ一長一短がある．人工関

節置換術は，関節固定術に比し関節可動域を維持

しつつ除痛が得られ，また関節形成術に比し母指

長が保たれる利点がある．今回の症例では短期成

績ではあるが良好な結果が得られ，患者の手術に

対する満足度も高かった．

【まとめ】本人工CM関節置換術は，関節可動域

を維持するとともに除痛も得られ母指の短縮もみ

られず，適応を選べばCMOAに対する一つの選

択肢と考えられた．

1-4-8

母指CM関節に対する人工関節置換術

TotalarthroplastyfOrtrapeziometacarpaljoint

東京女子医科大学膠原病リウマチ痛風センター

整形外科

○宗定伸，戸松泰介

母指CM関節に対する手術方法として表面置換型

人工関節を4例に対して施行し，短期ではあるが

良好な成績を得ているのて報告する．使用した人

工関節はAVANTASRTMCImplantSystemで，経

過観察期間は，6ケ月から20ケ月である．症例1,

50歳早，母指CM関節の脱臼・拘縮を伴う変形性

関節症．症例2，68歳3，慢性関節リウマチ．症

例3，64歳平，慢性関節リウマチ．内転位で強直．

症例4，86歳芋，変形性関節症．いずれも術後瘻

痛が消失し,母指対立位がとりやすくなったため，

生活動作の改善が見られた．変形性関節症や慢性

関節リウマチの母指CM関節に対しての治療は，

過去には手術に際してシリコンインプラントが用

いられたこともあるが，現在では材質の問題から

使われておらず，装具療法と関節固定術が現実的

な選択肢となっている．装具療法は，何らかの外

固定を行うもので,保存的な関節固定術といえる．

従って，どちらも変形して瘻痛の出現する関節の

可動性を失わせることによって，治療効果を得て

おり，母指の本来の機能が減じることは必至であ

る．また，関節固定術をする場合に，その土台と

なる大菱形骨は骨量が少なく，しっかりとした固

定を行うには技術的な困難を伴う場合も少なくな

い.我々が今回使用した人工関節は表面置換型で，

鞍状構造を有しており，屈伸方向と内外転方向へ

の自由な可動性が特徴である．手術手技としては

関節固定術と比して特に難易度が高いということ

は無い．短期的な成績ではあるが，全例瘻痛は特

に無く，ある程度の可動域を獲得できており，患

者の満足度も高い．今後，人工関節の緩みの問題

を含めて注意深く経過を追っていく必要がある

が，最終的には関節固定術を行うことが可能であ

ることからも，有用な手技と考えられた．

-S53-
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外傷指への人工関節置換

AnartificialjointsubstitutionfOranilljuredfinger

l東京慈恵会医科大学形成外科，2町田市民病院

形成外科

○渡辺規光!，栗原邦弘11二ノ宮邦稔11

林博之2，西岡弘記！

【目的】外傷手の関節運動障害に対して人工関節

置換術を行った．その適応および問題点について

考察する．

【症例および結果】症例は3例，5指で，開放骨折

後の偽関節が1例，手指高度挫滅創後が'例2指，

全身熱傷後の関節強直が1例2指であり,PIP関

節が3指，母指MP関節が1指，小指MP関節が1

指であった．人工関節は全例ともエム．イー．シ

ステム社の全置換型人工関節を用いた．症例1：

56歳，男性．左示指の開放骨折後の偽関節症例．

左示指PIP関節の偽関節に対し人工関節置換術を

行い，可動性は得られたが動揺性も強い．症例

2：64歳，男性．手指高度挫滅後で関節固定術を

受けた母指MP関節と，陳旧性屈筋腱断裂を伴っ

た小指MP関節の変形性関節症に対して人工関節

置換術を行った．術後，母指MP関節の可動性は

得られなかったが小指MP関節の自動運動は良好

で，母指と小指とのピンチは可能となっている．

症例3：34歳，男性．全身熱傷後の右小指，環指

PIP関節の伸展強直に対しそれぞれ人工関節置換

術を行った．術後,PIP関節は0から20度の可動

域が得られている．

【考察】外傷性の関節障害の場合，障害は関節の

みでなく関節包，側副靱帯，屈筋腱および伸筋腱

にもおよんでいることが多い．そのため側副靱帯

の再建や腱の滑動性の問題があり術後の結果に大

きく関与していると考えられる．また人工関節を

指節骨に用いる場合，人工関節のステムと指節骨

の長軸との適合を考慮することが必要と思われ

た．
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ClasslD三角線維軟骨複合体損傷に対す

る鏡視下切除術の検討－5年以上経過例一

Long-termresultsofscopicdebridementfor
TFCCtear

北海道大学整形外科

○永井正弘，岩崎倫政，末永直樹，

加藤博之，三浪明男

【はじめに】三角線維軟骨複合体（以下TFCC)

classlD損傷(Palmer分類）に対して，鏡視下部

分切除術または縫合術のどちらが有効かは議論の

分かれる点である．鏡視下縫合術を行い良好な成

績を得たとの報告が散見されるが，部分切除術後

の長期成績の報告はない．今回われわれはclass

1DTFCC損傷に対して鏡視下部分切除術を行い，

5年以上経過した症例の臨床成績を検討したので

報告する．

【対象と方法】対象は1990年から1996年までに当

科および関連施設で鏡視下部分切除術を行った

Palmer分類classlDTFCC損傷の9例である．男

性5例5手，女性4例4手，手術時平均年齢は31.1

歳（22～53歳）であった．全例右利きで，罹患

側は右3手，左6手であった．検討項目は術前後

の瘻痛・可動域・握力と，術後の現職への復職状

況，合併症とした．術後経過観察期間は平均8年

8ケ月であった．

【結果】術前全例で保存的加療に抵抗する瘻痛を

認めた．術後瘻痛は全例で消失または軽快してい

た．可動域・握力は術前平均，手関節掌背屈

132°，回内外166.,握力31kg,術後は掌背屈

155｡,回内外167｡,握力39kgであった．術後

現職に復職したのは9例中8例で，転職した1例

は医学的理由ではなかった．合併症は周術期から

経過観察中大きなものはなかった．

【考察】classlDTFCC損傷に対する手術療法は，

その機能温存のため縫合術のような形態の温存も

重要視されており，好成績の報告は散見される．

しかし本来avascularな部であり縫合を行うことに

疑問を呈する報告もなされている．今回classlD

損傷の鏡視下切除のみを行った5年以上の経過観

察では,症状や復職状況など良好な成績であった．
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TFCC損傷に対する鏡視下手術の成績

Scopictreatmentfortriangularfibrocartilage
lesion

!北海道社会保険病院整形外科，2北海道大学

整形外科

○石川淳-11三浪明男2

【目的】手関節尺側部痛の原因としては三角線維

軟骨複合体（以下TFCC)損傷,ulnocarpal

abutment症候群，月状骨三角骨間靱帯（以下L-T

靱帯）損傷などが挙げられる．今回，演者らは

TFCC損傷の診断にて行った鏡視下手術の成績を

調査し，その有用性を検討したので報告する．

【方法】演者がTFCC単独損傷の診断にて関節鏡

を行った44関節のうち鏡視下TFCC部分切除を施

行した30関節を対象とした．年齢は18歳から77

歳，平均45歳であった.TFCC損傷型別では僥骨

付着部尺側のslit状断裂(palmer分類classlA)が

15関節，表層部分断裂が3関節，変性断裂である

class2が12関節であった．これらに対して全例鏡

視下TFCC部分切除を施行した．合併損傷として

月状骨三角骨間靭帯損傷が14関節，舟状骨月状

骨間靱帯損傷が4関節に認められ，これらに対し

ては断裂部のshavingを追加した．さらに変性断

裂の3関節に対して鏡視下Wafer法を追加した．

症状発現から手術までの期間は平均9.0カ月であ

った．臨床成績はMayowristscoreを用い，

Excellent,Good,Fair,Poorの4段階で評価した．

経過観察期間は平均8.4カ月であった．

【結果】全体の成績はwristscoreで平均79.5点

(55-100点）であり,Excellent:9,Good:11,

Fair:7,poor:3関節であった．握力は術前健

側比79.8％が術後89.2％に改善していた.L-T靱

帯損傷の有無では断裂群で平均score78点に対し

て，非断裂群では81点であり断裂群でやや劣っ

ていた．ulnarvarianceが+2mm以下の群と以上

の群では+2mm以下で86点に対し,+2mm以

上では69点と有意に劣っていた．

【考察】ulnarva面anceが+2mm以上の症例に対し

て鏡視下TFCC部分切除術のみでは限界があると

考えられた．
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ホルミウム・ヤグレーザーを用いたTFCC

損傷に対する鏡視下部分切除術の検討

TheclinicalstudyofusingHolmum:YagLaser

fOrTFCCinjury

l寺元記念病院形成外科，2天理よるづ相談所病院

形成外科，3角谷整形外科病院整形外科，4大阪市

立大学形成外科

○原岡剛-11藤原雅雄21岩崎一夫31

角谷昭一3，村岡道徳‘

【はじめに】我々は第42回本学会においてTFCC

損傷に対する鏡視下部分切除術におけるホルミウ

ム・ヤグレーザー（以下HYL)の有用性につい

て報告した．一方ネオジウム・ヤグレーザー使用

下の膝関節鏡手術では術後の骨壊死の発生が問題

となっている.HYLでも少数ではあるが報告が

ありその危険性が提唱されている．今回HYL使

用下の手関節鏡手術において術後の僥骨・尺骨頭

壊死の発生について検討したので報告する．

【対象と方法】1997年10月より2001年3月までに，

TFC鏡視下部分切除術をHYLを使用して行った

症例で，術前及び術後6ケ月以上を経過したMm

撮影が可能であった19例を対象とした．平均年

齢35歳，男13例女6例，右10例左9例．手術は

fingertrapを用いて4～5kgの牽引を行い，主に3-

4,4-5portalを使用した．HYLはCoherent社製

versapulseselect80で，出力は1.0J×8Hzを初期
設定とし，必要に応じて1.5J×10Hzまで増強し

た．関節鏡はStryker社製TMJミニスコープシス

テムを使用した．術後は2週間のスプリント固定

を行った後に自動運動を許可した．成績は木戸ら

の評価基準にて，骨壊死は術後6ヶ月経過時に

Mmにて評価した．

【結果】HYLは操作性に優れ，周囲軟骨を損傷せ

ずにTFCCを蒸散・切除可能であった．優11例，

良6例，可2例であり，骨壊死を生じた症例は認

めなかった．

【考察】HYLは組織切除，蒸散，止血が同時に行

え，プローブが小さいために手関節鏡手術に適し

ている．HYLによる骨壊死発生のメカニズムと

してphotoacousticshockという概念が提唱されて

いるが，我々の経験ではHYL使用による骨壊死

はみられず，適切な出力でのHYLの使用は安全，

かつ有効であると考えた．
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尺骨茎状突起骨折におけるTFCC深層部

断裂

Deepportioninjuryofthetriangularfibrocatilage

complexcombinedwithulnarstyloidfracture

医真会八尾総合病院整形外科

○重松浩司，面川庄平，高岡孝典，

竹嶋俊近，大川隆太郎

【目的】転位のある尺骨茎状突起骨折にどの程度

TFCCの深層部断裂が合併するか，またその診断

における関節造影,徒手ストレス検査の有用性と，

骨片の転位度と靱帯断裂との関連について検討し

た．

【対象・方法】1999年以降，当院で手術的に治療

した13例の転位のある尺骨茎状突起骨折（中村

分類でType2,3)を対象とした．受傷から手術

までの期間は平均6日であった．合併損傷として

僥骨遠位端骨折を11例に，尺骨骨幹部骨折を1例

に，僥骨骨幹部骨折を1例に認めた．骨折の整復

固定を行った後，遠位僥尺関節造影，徒手ストレ

ス検査を施行した．検討項目は1．関節造影にお

ける造影剤の漏出方向2．単純X線における骨

折の転位度3．徒手検査における尺骨頭の掌背

側への移動度をそれぞれ算出し，直視下のTFCC

深層部断裂の所見と比較した．

【結果】遠位榛尺関節造影で13例中10例(77%)

に造影剤の関節外への漏出（背側方向7例，掌側

方向3例）を認めた．骨折の転位度は平均4.7mm

で，尺骨頭の移動度は掌側へ平均43％，背側へ

38％であった．術中の直視下所見では背側断裂

が5例，掌側断裂が1例，断裂なしが5例であり，

両側断裂を2例に認めた．術中の直視下所見との

比較から，造影検査の深層部断裂に対する診断率

は80％であった．徒手検査で掌側への移動度と

背側部断裂が有意に相関した(p<0.05)．骨折の

転位度と靱帯断裂の有無は有意に相関した

(P<0.05)が，骨折の転位度と徒手検査による移

動度との間には相関を認めなかった(R=0.33).

【結語】転位のある尺骨茎状突起骨折の約60％に

TFCC深層部になんらかの損傷を認めた．骨折の

転位度と深層部断裂の有無は相関し，背側靱帯が

断裂した場合尺骨頭は掌側への動揺性を呈した．

1-4-14

TFCC損傷に対する鏡視下部分切除術・尺

骨短縮術の適応と限界について

IndicationandlimitationofarthroscopicTFCC

resectionandulnarshorteningfOrTFCCtears

京都府立医科大学整形外科

○柴田節子，松尾健志，岡島誠一郎，

奥田良樹，平澤泰介

【目的】TFCC損傷に対する鏡視下部分切除術・

尺骨短縮術の適応と限界について検討を加えたの

で報告する．

【対象および方法】TFCC損傷に対し手術療法を

行った70例を対象とした．症例は男性48例女性

22例，平均年齢は33.9歳，経過観察期間は6ケ月

から8年である.TFCC辺縁断裂(GroupS1)54

例中47例に縫合術（うち35例に鏡視下縫合術）

を，7例に鏡視下部分切除術を行い，中央部の断

裂(GroupS2)16例に鏡視下部分切除術を行った．

尺骨突き上げ症候群を伴うTFCC変性断裂とulnar

plusvarianceが4mm以上のもの(Typea:17例）

に尺骨短縮術を追加した．臨床成績の評価を，痙

痛・回内外可動域･DRUJの不安定性を考慮した

中村らの評価法で行った．

【結果】鏡視下部分切除術を行った23例のうち，

GroupS216例の臨床成績は優または良であった

が,GroupS17例は可または不可であった．縫合

術を行った47例・尺骨短縮術を追加した17例の

臨床成績は優または良であった．

【考察】TFCCは特にその辺縁部において,DRUJ

と尺骨手根関節のstabilizerとしての役割を果たし

ているため,TFCC辺縁断裂例(GroupS1)では

部分切除術を行っても好成績は期待できず，縫合

術の適応と考える．これに対し辺縁断裂を認めな

v3TFCC損傷(GroupS2)は部分切除術で良好な

成績が期待できる．一方，尺骨突き上げ症候群を

伴うTFCC変性断裂は尺骨短縮術の適応である

が，外傷性のTFCC損傷でも,ulnarplusvanance

が4mm以上のものや,3mm以下でもTFCCや月

状骨の軟骨変性の著明なものには尺骨短縮術を併

用すべきと考える．
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1-4-15

尺側手関節障害に対する尺骨短縮骨切り

術の検討

Clinicalstudyofulnarshortningfbrchroniculnar
disorder

'関西医科大学整形外科，2同リハビリテーシ

ョン科

○中村誠也'，竹口輝彦!，飯田寛和1，

南川義隆2

【目的】手関節尺側の痙痛が存在しulnarplus

valientのある症例に対し関節鏡視および尺骨短縮

骨切り術を施行し鏡視所見と術後成績を検討した．

【対象と方法】対象は1995年～2001年までに手関

節尺側の瘤痛に対し手関節鏡視及び尺骨短縮骨切

り術を施行した16例（男11例女5例，右10例左

8例)，それらに加え尺骨茎状突起偽関節手術を

施行した2例（男1例女1例，右2例）の計18例

である．18例中2例は僥骨骨折後の変形治癒に起

因するもので，他は特発性のいわゆる尺骨突き上

げ症候群であった．年齢は21から50歳（平均32

歳)，術後観察期間は6ケ月から51ケ月（平均32

ヶ月）である．これらの術前後の手関節可動域，

痙痛，握力,ulnarvarient(UV),鏡視所見につい

て検討を加えた．

【結果】手関節可動域は1例を除いて術前後で変

化はなかった．術前に存在した手関節尺側部の瘤

痛とulnocalpalstresstestでの陽性所見は全例で消
失または軽減した．握力は術前健側の平均75％

が調査時には全例で同等以上に回復していた．

UVは術前+3～+10mm(平均+4.3mm)で，

手術では2～8mm(平均4mm)の短縮を行った．

また，関節鏡所見ではpalmar分類のclass2stage2

が2例，3が14例，4が2例であった．鏡視のため

の滑膜切除は行った症例はあるが，全例TFCCに

ついては観察する程度に留め部分切除や形成術は

施行しなかった．全例に骨癒合が得られ，骨切り

部の遷延治癒や抜鋼後の再骨折は認めなかった．

しかし，術後回内制限を生じ追加手術を施行した

例がl例，レントゲン上DRUJに変形性変化を来

している症例が2例存在した．

【考察】これらの経験から手関節尺側部痛があり

ulnarplusvalientがあるいわゆる尺骨突き上げ症

候群におけるTFCC変性断裂に対しては,TFCC

の処置をしなくとも尺骨短縮骨切り術の除圧効果

により良好な成績が期待できると考える．

1-4-16

TFCC損傷に対する尺骨短縮術の検討

ClinicalstudyofulnarshorteningfOrtheTFCC

injury

熊本整形外科病院

○田嶋光，金城

荻本晋作，丸田

政樹，平井伸幸，

秀一

【はじめに】三角線維軟骨複合体損傷(TFCC)に

対する尺骨短縮術の治療経験を検討する．僥骨遠

位端変形治癒は除き外傷後あるいは慢性・労作性

のTFCC損傷を対象とした．新鮮例は初回鏡視下

部分切除とし，無効例，陳旧例，非外傷性の慢

性・労作性例ではデブリドマンの上で本法とし

た．

【対象方法】91年から2001年までの症例は15歳

から67歳，男7例，女9例，右11手左5手の16例

で，内外傷性6例，非外傷性10例．術前ulnar

variance(以下uv)は6mmから0mmで平均2.7

mm，内3mm以上のplusvariance8例.13例に関

節鏡を行い,Palmar分類でclasslA3例,1D3例，

class2A1例,2B1例,2C5例となり,7例に

TFCC部分切除,6例に滑膜切除とした．短縮長

は2mmから5mm,平均3.4mm,術後uvは2mm

から－2.5mm,平均-0.6mmとなった.2例の

KU1/3円plateの他14例はA03.5DCplateとし，
全例一期的骨癒合を得た．

【結果】術後3カ月から6年で，症状の固定した

15例の日手会手関節機能評価では，総合点は術

前10点から85点平均60点，術後55点から100点

平均87点，術前Good4例,Fair8例,Poor3例か

ら術後Excellent9例,Good3例,Fair3例に改善

した.Fairの3例はRA性単関節炎続発，胸郭出

口症候群合併,RSD続発例である．

【結論】TFCC損傷はvarianceに関係無く発生し，

plus例で発症および慢性化し易いが,0variance

例でも慢性・労作性の変性断裂が起こる．陳旧性

損傷，慢性・労作性の変性型TFCC損傷に対する

本法は有効である．術後minusvarianceよる遠位

僥尺関節の不適合・瘤痛の発生は個人差が有る．
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1-4-17

手関節三角線維軟骨複合体損傷に対する
尺骨短縮術の長期成績

Long-termresultsofulnarshorteningprocedure

fOrtriangularfibrocartilagecomplextear

慶應義塾大学整形外科

○中村俊康，高山真一郎，菊池淑人，

長田夏哉，小野宏之

【はじめに】手関節三角線維軟骨複合体（以下

TFCC)損傷に対して尺骨短縮術の良好な成績が

報告されているが,その長期成績の報告は少ない．

自験例の内，5年以上経過を観察できた症例を検

討した．

【対象および方法】1990年以降にわれわれが尺骨

短縮術を適応した症例88例92手関節の内，術後

5年以上経過を観察できた29例31手関節（年齢

13～60歳，平均31歳，右15左12両側2）を対象

とした．症例の内訳は2mm以上のplusvariance

を有する尺骨突き上げ症候群19例20手関節とそ

れ以下のTFCC単独損傷10例11手関節であった．

尺骨短縮量は突き上げ症候群ではnullvarianceを

目標に平均4.1mm,TFCC単独損傷例では平均

2.7mmの短縮を行った．瘻痛，回内外可動域制

限，遠位僥尺関節不安定性を調査し，われわれの

評価基準で術後成績を判定した．

【結果】癖痛は術後全例で軽快または消失し，回

内外可動域制限力溌存した症例はなかった．遠位

榛尺関節不安定性は術後1年の時点では全例で改

善したが，2年経過時には2手関節でいったん消

失した不安定性が出現した．臨床成績は優23,

良5，可1，不可2と良好であったが，可，不可の

理由は遠位僥尺関節不安定性であり，これらの症

例ではMRIの再検討で尺骨小窩からのTFCCの剥

脱を確認した．また，遠位僥尺関節のOA変化は

12手関節に認めたが，症状を呈したのは術後不

安定性を生じた2手関節のみであった．

【考察】TFCCの構造から尺骨短縮効果は尺骨手

根骨間の減圧とTFCCの緊張増加であり，尺骨短

縮術は手関節尺側部痛の軽減，回内外可動域制限

の改善に加え,遠位僥尺関節支持性を向上し得る．

この効果はほとんどの症例で術後5年以上経過し

ても維持されていたが，小窩からTFCCが完全に

剥脱した例では無効であった．
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TFCC損傷に対するSennwald法の治療成
績

SenwaldprocedurefbrTFCCinjury

岩手医科大学整形外科

○古町克郎，田島克巳，西田淳，
嶋村正

【目的】TFCC損傷に対してSennwald法による

TFCC修復と尺骨骨切り術を施行し，治療成績を

検討し報告する．

【方法】対象は19歳から46歳（平均46歳）の5例，

男性4例，女性1例である．発症要因として，4

例では転倒，捻挫などの外傷歴あり，1例では食

品加工による過使用が認められた．術中の鏡視，

または直視下の所見ではPalmertypeA損傷4例，

PalmertypeB損傷1例であった．術式はSennwald

に準じ背側進入で尺骨遠位部とTFCCを展開し

TFCCの処置後尺骨を約2mm短縮して螺子固定

した．後療法として，3週の肘下シーネ固定のま

ま回内外を開始し，その後筋力訓練を施行した．

【結果】Cooneyのwristscoreにて全例優で2-4か月

で消防士，看護婦，ガソリンスタンド，レスリン

グ，食品加工に現職復帰した．

【考察とまとめ】Senwaldは主にTypeB損傷の適

応を報告したが,TFCCの処置と尺骨短縮を同時

に施行できる本法はtypeA損傷でも有効と思われ
る．
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背側転位型榛骨遠位端骨折一保存的治療
の検討一

Distalradialfracturewithdorsaldislocated

fragment-Conservativetherapy-

東京医科大学整形外科

○諸橋彰，今給黎篤弘，山本謙吾，

高瀬勝己，原田栄志

【目的】背側転位型僥骨遠位端骨折の治療成績に

影響を与える因子について，統計学的に検討し報

告する．

【対象および方法】過去6年間に当科外来で保存

的加療を行った僥骨遠位端骨折627例中，背側転

位を呈し，徒手整復およびギプス固定にて加療し

た成人例181例を対象とした．症例は男性43例，

女性138例，受傷時年齢は20～93歳（平均55.4

歳)，経過観察期間は1.25～1年3ケ月，平均3.6

ヶ月であった．これら症例に対し年齢，性別，ギ

プス固定肢位および期間，尺骨茎状突起骨折の有

無背側骨皮質の粉砕の有無，再転位の有無，受

傷時，整復時，および最終調査時X-pでのvolar

tilt(VT),radialinclination(RI),radiallength

(RL)について検討した．治療成績は斉藤のポイ

ントシステムに準じて評価した．なお，今回は保

存的治療例のみの検討で，経皮pinning例，手術

例との比較検討は行わなかった．

【結果】臨床成績はExcellent54例,Good95例，

Fair28例,Poor4例であった．治療成績に影響を

与える因子として，僥骨背側骨皮質の粉砕，受傷

時のRI,RL,VTの4因子が指摘されているが，

当科における検討結果より，上記4因子の他にギ

プス固定肢位及び期間も治療成績に影響を与える

と考えられた．

【考察】僥骨遠位端骨折の手術例に関しては数多

く報告されているが，保存的治療例についての報

告は多くない．現在においても，初療時不適切な

外固定を長期にわたって行われ，変形治癒を呈し

たり，機能障害を残している例も散見される．僥

骨遠位端骨折は保存的治療であっても，その症例

は選んで行われるべきであり，成績不良が危倶さ

れる因子のある症例は積極的に経皮pinningや手
術的加療を行うべきだと考えられた．

1-4-20

コレス骨折治療における掌側骨折部整復

の意義

ImportanceofreductionofpalmercortexinColles
fracture

神野病院整形外科

○日高康博，前田裕章，黒住健人，

神野泰

【目的】経皮的鋼線固定を行ったコレス骨折症例

に関して整復固定時の掌側骨皮質の整復状態と骨

癒合時の転位の関係を検討した．

【対象と方法】1997年から2001年に手術加療した

中高年コレス骨折40例（男5例，女35例）を対

象とした．平均年齢63歳（50～86歳）であった．

外固定で整復を維持できないか外固定中に再転位

した症例を手術適応とした．水平牽引台を用いて

x線透視下に整復後，カパンジ法に準じた固定に

骨片間固定の鋼線刺入を追加した．

【結果】術後平均6週で抜釘した．受傷時，術直

後，骨癒合後（術後平均14週）の単純し線の

Dorsaltilt(DT),Radialangle(RA),Radial

length(RL)を計測した．全体の平均はDT(20

.→-8.5。→-9.5｡),RA(15.→26.→25｡),RL

(3.6→10.6→9.4mm)であった．術直後の掌側

骨皮質の整復状態により整復（整復型24例)，遠

位骨皮質が背側へ転位（背側型11例)，同掌側へ

転位（掌側型5例）に分類した．術直後は各型と

もほぼ解剖学的整復位であった．骨癒合後のDT

は整復型では転位がなかったが背側型，掌側型は

それぞれ平均4．，1．5.掌屈していた．またRAは

比較的保たれたが,RLは平均背側型l.3mm,掌

側型2.4mmであった．

【考察】コレス骨折は僥骨背側への圧縮力により

骨皮質が粉砕しやすく，掌側は引張力のため骨折

線の多くは単純である．今回の結果から掌側骨折

部が整復されれば，背側の粉砕が著しくても従来

のカパンジ法で十分整復が維持できることが示さ

れた．しかし背側型では遠位骨片の掌屈掌側型

では僥骨の短縮が進行する傾向があった．背側よ

りむしろ掌側の骨折型と整復が予後に影響してい

た．
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不安定型コーレス型骨折に対する掌側プ
レート固定法

PalmarplatingfOrunstableColles'typefracture

!馬場記念病院整形外科，2国立大阪病院整形

外科，3大阪労災病院整形外科

○釜野雅行!，香月憲一2，安田匡孝ヨ

【目的】背側プレート固定法に起因する伸筋腱断

裂を回避する目的にて我々はColles型骨折に対し

掌側プレート固定法を施行した．その臨床成績を

報告する．

【方法】対象はColles型骨折47例．いずれも徒手

整復後，10.以上のdorsaltiltが残存し，背側皮質

が粉砕された不安定型骨折であった．男25例，

女22例，受傷時年齢平均49歳．AO/ASIF分類A3,

C2,3型骨折であった．全例掌側侵入とし，掌側

用plateを使用した．評価はGartland&Werleyの

基準を用いた．X線学的計測はPT,RI,RL,UV

の4項目を測定した．最終調査時に伸筋腱断裂以

外に，掌側侵入による屈筋腱，正中神経損傷及び

僥骨動脈損傷の有無について検討した．

【成績】骨癒合は全例に得られた．臨床成績は

excellent21例,good25例,fairl例であった．各

X線学的計測値は術直後の状態を最終調査時まで

維持されていた．掌側侵入に起因する合併症は認

められなかった．

【結論】伸筋腱断裂はColles型骨折に対する背側

プレート固定法の重大な合併症であり，さまざま

な工夫を凝らした内固定材料が開発されているに

もかかわらず，その報告は後を絶たない．これは

複雑な手術侵入経路と内固定材料自体による機械

的刺激に起因する．一方，掌側プレート固定法は

手術侵入が容易であるだけではなく，内固定材料

は方形回内筋により覆われるため，屈筋腱や正中

神経の損傷はない．また榛骨遠位端掌側面は平坦

でプレート設置が容易である．今回の調査では術

後に末梢骨片が背側転位した例は認められなかっ

た.buttress効果のない掌側プレート法はColles型

骨折の治療に対して安全かつ有用であった．
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僥骨遠位端骨折背側転位に対する掌側プ
レート固定の適応と成績

VolarplatefixationfOrdorsallydisplacedfracture
ofthedistalradius

山口県立中央病院整形外科

○酒井和裕，小笠博義，村田和弘，
今城靖明，吉田佑一郎

【目的】僥骨遠位端骨折背側転位の内固定は背側

プレートが適用されることが多いが，掌側プレー

トで対応したり掌背側の二面にプレートが必要な

こともある．そこで，掌側プレート固定の適応，

成績と問題点を検討した．

【対象と方法】症例は11例11手関節，男性4例，

女性7例で，年齢は19～77歳（平均53.1歳）であ

った．掌側プレート単独使用は関節面の徒手整復

可能な不安定型骨折で，末梢の裸子刺入部の粉砕

や骨粗霧が少ない症例であった．骨折型はAO分

類でA3:2例,Cl:1例,C2:2例,C3:1例

であった．プレートはAO製5例,Ace製1例を用

いた．骨欠損は補填せず，同時に正中神経剥離1

例と尺骨茎状突起骨接合2例を行った．背側プレ

ートとの併用は骨片が掌背側へ分離し転位した徒

手整復困難な症例でAO分類はC2:2例,C3:3

例であった．4例に人工骨移植，1例に鋼線固定を

併用した．プレートは掌背側の粉砕の強い方へ専

用プレート，対側へLeibinger小プレートを用いた

結果，掌側はAO製2例,Ace製1例，小プレート

2例であった．手術までの待機期間は1～24日で

あった．経過観察期間は2～14月で，治療成績は

斉藤とCooneyらの評価基準で判定した．

【結果】術後外固定期間はlから1.5週間であった．

合併症は軽度の指拘縮1例のみで全例に骨癒合が

得られ，術後変形は併用例に3mmの僥骨短縮2

例，2｡の背側傾斜1例を認めた．治療成績は掌側

プレートは斉藤法でExcellent5例,Goodl例で

Cooney法でE3例,G2例,Fairl例であった．背

側プレートとの併用は斉藤法でE2例,G3例で

Cooney法でG2例,F3例であった．

【考察】掌側プレート単独固定の適応は末梢骨片

が裸子で強固に固定できる症例に限定されるが，

外固定期間が短く成績も極めて良好である．背側

プレートとの併用で掌背側へ分離転位した困難な

骨折にも対処できる．
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壮高齢者の背側不安定型榛骨遠位端骨折
に対する背側プレートの使用経験

Clinicalresultsofdorsalplatefixationforthe

unstablefractureofthedistalradiusinelder

patients

'愛媛労災病院整形外科，2小郡第一総合病院

整形外科

○木戸健司1，椎木栄一!，米村浩1，

砂金光藏11安部幸雄2

【目的】従来手術を要する不安定型や整復困難な

僥骨遠位端骨折背側転位例には主として創外固定

術が行われてきたが，長期間の固定が関節可動域

の制限につながり長期間の理学療法を必要とする

ことがあった．当科ではこの骨折に対して1997

年以降背側プレートを使用しているのでその治療

成績を報告する．

【対象】1997年7月より2001年5月にかけて僥骨

遠位端骨折に対して施行した背側プレート固定例

25例(Acesymmetryl4例,Fortell例）を対象と

した．男性3，女性22例で，年齢は52から82，

平均68歳であった．併用手術は関節鏡が19例，

骨移植（人工骨を含む）が20例であった．術後

固定期間は0から2週，平均6日であった．

【方法】治療成績は斎藤の評価基準を用い，創外

固定群（12例）と比較した．X線計測はradial

inclination,palmartilt,ulnarvarianceの各パラメ

ーターを計測した．有意差検定はMann-Whitney

検定を用い危険率5％以下を有意差ありとした．

【結果】プレート群の術後6ケ月時点での総合評

価はexcellentl8例,good7例であった．創外固定
群との比較では握力の回復はプレート群が良好で

あった．可動域の回復は術後早期（4ヶ月まで）

はプレート群が良好であった．術後6ヶ月を過ぎ

ると可動域で両群間に差はなかった．斎藤のポイ

ントシステムによる減点数は術後3ヶ月，6ヶ月

の時点でプレート群が少なかった．X線パラメー

ターによるcorrectionlossは両群間に差はなかっ

た．

【考察】背側プレートの最終的な治療成績は創外

固定とほぼ同様であったが，早期の機能回復の点

では創外固定法よりも優れていた．

1-4-24

中高年女性榛骨遠位端骨折に対する

condylarstabilizing法
Condylarstabilizingtechniquefordistalradial

fracmreinelderlyfemale

済生会山形病院整形外科

○清重佳郎

【目的】演者は，僥骨遠位端骨折のうち，整復後

に大きなfracturevoidができ，かろうじて接触し

ている骨皮質のみでは安定性が得られない症例に

対し，当初はintra-fOcalpinning法を第一選択とし

た．しかし，術直後から動かすとlatecollapseを

生じ，骨脆弱性のあるものには適応が困難であっ

た．次ぎに，僥骨短縮を来さないためにハイドロ

キシアパタイトを髄内補填しつつintra-focal

pinningやプレート固定も試みたが,1～2mmの

collapseは防ぎ得ず，僥骨短縮とulnarwristpainが
マイナスポイントとして残った．このような骨折

の信頼できる部分は軟骨下骨部のみのため，この

部分を固定と支えの両方に用いる方法として，

AO/ASIF掌側用distalradiusplateのブレード部に

l.8mmのバットレスピンを挿入,90．に固定して

コンディラープレートとして用いるcondylar

stabilizing法を考案した．

【方法】軟骨下骨直下に関節面に対し約10打ち上

げてバットレスピンを2本刺入，茎状突起と月状

骨窩下に2.4mmスクリユーを刺入・固定し，逸脱

を防止する．プレート部を僥骨掌側面に合わせて

ゆくと，自動的に解剖学的に整復される．健側の

ulnarva血､Ceより約1mm過矯正になるようradial

inclinationを若干平坦化させる．この操作により

TFCCに適度の緊張が与えられ,ulnarwristpainが

軽減される．術後外固定は一切用いず可動域訓練

を開始する．症例は55～76歳の中高年女性23例

24骨折．可動域，握力の経時的回復を観察した．

【成績】術後12週までに掌屈以外は健側の80～

90％まで回復，握力は6週目には健側の50％に

回復した．背側骨膜の連続性が残存するため，初

期整復位のまま約6週で骨癒合した．

【結論】中高年女性の不安定型僥骨遠位端骨折に

対してcondylarstabilizing法は初期整復位を失う
ことなく骨癒合可能で，早期から機能回復が得ら

れる．
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中高年者榛骨遠位端骨折に対するButtress
Pinning法の治療経験

ButtresspinningfOrdistalradiusfracmresinolder
adults

鹿児島生協病院整形外科

○行田義仁

【目的】僥骨遠位端骨折において若年者では安定

した成績が得られるKapandji法は中高年者では骨
癒合まで整復位を維持することが困難で適応とな

りにくい．われわれはピン固定法を髄内ピンとし

てbuttress機能を働かせるButtressPinning法を用
いて中高年者へも適応を拡げているのでその治療

成績を検討する．

【対象と方法】ButtressPinning法を行った中高年
者僥骨遠位端骨折19例を対象とした．男3例女

16例，年齢は48～84歳（平均65歳).Follow-up
期間は3～32カ月（平均15カ月)．手術適応は整

復操作を要する僥骨遠位端骨折とし，手術方法は

まず僥骨茎状突起刺入の髄内ピニングを行い背側

や掌側からのbuttresspinを適宜追加した．骨折型

は関節外Colles骨折が12例と最多であるが関節

内骨折も6例あった．し線評価と斉藤の評価法を

用いて臨床評価を調べた．

【結果】し線評価は術直後と調査時を比較した．

radialinclinationangleは術直後平均23.2が調査時

平均21.0,volartiltは術直後平均6.7が調査時平均

5.3と良好に維持された.UInarvarianceは術直後

平均0.2mmが調査時平均2.2mmと僥骨は軽度短

縮傾向にあった．臨床成績は優14,良4,可1,

不可0だった．合併症として1例に僥骨神経皮枝

の損傷をみた．

【まとめ】ButtressPinning法はし線評価・臨床成
績ともに良好だった．特に骨粗濯を伴った背側粉

砕型のColles骨折でも整復位が良好に維持され

た．手術手技，後療法が簡便で機能回復も早く，

保存療法が選択されることの多い中高年者の僥骨

遠位端骨折には有用な方法である．
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不安定型榛骨遠位端骨折に対するプレー
ト固定選択の意義

Platefixationofunstablefracturesofthedistal

radius

山口県立中央病院整形外科

○小笠博義，酒井和裕，村田和弘，
今城靖明，吉田佑一郎

【目的】不安定型榛骨遠位端骨折に対し早期運動

療法を行うためにプレート内固定を選択肢の一つ

としており，その成績と意義について報告する．

【対象と方法】症例は25例25手関節，男性10例，
女性15例で，年齢は19～78歳（平均57.8歳）で

あった．骨折型は斎藤分類で関節外Colles骨折12

例，粉砕Colles骨折13例で,AO分類ではA2:2

例,A3:10例,C2:6例,C3:7例であった．

手術までの待機期間は2～24日（平均12,6日）で

あった．使用したプレートはAce背側用5例，

AO背側用16例,AO掌側用4例であった．背側

プレートを使用した10例の骨欠損部に人工骨を

充填した．掌側プレート使用例のうち1例は背側

小プレート固定と人工骨移植も併施した．経過観

察期間は5～30ケ月（平均15.2ケ月）で，治療成

績は斎藤およびCooneyらの評価基準で判定した．

【結果】術後の平均外固定期間はAce背側用3.3週

",AO背側用1.8週間,AO掌側用1.5週間であ

った.X線像では全例に骨癒合が得られた．術後

3例に榛骨短縮が増悪したが，掌側傾斜は保たれ

ていた．最終治療成績はRSD合併例を除くと背

側用は斎藤評価でExcellent(E)14例,Good(G)

6例,Cooney評価でE5例,G9例,Fair(F)6例

であった．掌側用は斎藤評価でE2例,G2例，

Cooney評価でEl例,G1例,F2例であった．

【考察】プレート固定は外固定期間が短く，治療

中のADL障害が少なく，関節内骨折が正確に整

復固定できる，などの利点がある．一方，現在の

社会状況では長期の休業や治療継続は受け入れら

れ難くなってきており，他の治療法よりもプレー

ト固定を選択する症例が増加している．今後，プ

レート自体と人工骨併用などの手術手技の改良で

適応症例はさらに拡大できると考える．
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榛骨遠位端関節内骨折の手術成績
Intra-articularfracturesofthedistalendofthe

radius:Externalfixationcomparedwithopen

reductionandinternalplatefixation

'昭和大学医学部整形外科，2昭和大学横浜市北

部病院，3亀田総合病院

○稲垣克記11瀧川宗一郎11宮岡英世11

川崎恵吉2，中西俊郎3

【目的】僥骨遠位端関節内骨折は骨折型により粉

砕の型と程度が異なる．当教室においては，骨端

部骨折には創外固定を，骨幹端部骨折には掌側プ

レート法を主として行ってきた．今回その手術手

技と成績につき報告する．

【方法】教室において過去5年間に関節内粉砕型

僥骨遠位端骨折の診断で手術を行い1年以上の経

過観察期間を有する45骨折を対象とした．創外

固定(EF)法27例，プレート固定(P)法18例，

平均年齢は47歳であった．手術法はまず背側を

縦切し関節面を整復しK-wireにて固定したのち

に掌側からプレート固定または創外固定とした．

背側骨片の空洞化した骨欠損には原則として腸骨

から骨移植を行った．遠位骨片の小さく骨折部か

ら関節まで距離が短い骨端部例は創外固定の適応

とした．骨折型を斉藤分類,X線学的評価は

Radiallnclination(RI),VolarTilt(VT),UInar

Vanance(UV)とし臨床評価はCooneyの評価法

に従い調査した．

【結果】骨折型は創外固定群はDorsalSplit

Depression型:18例,Centraldepression型:9例

とDorsalSplitDepressionが多く,Plate群は各7例
と11例であった．X線評価はEF群:RI:32．，

VT:1.8｡,UV:1.8｡,Plate群:RI:20．，

VT:5.2｡,UV:1.8．とEF群,P群いずれも差

はなかった．手関節可動域も差がなかったがプレ

ート群で約10｡掌屈制限を認めた．臨床評価では

Excellent:20,Good:19,Fair:6,Poor:0で

あった．

【結論】背側関節切開による関節面の愛護的な整

復と，創外固定または掌側プレートによる本法は

成績も安定し優れた治療法である．
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ポリエステルパッチで補強した縫合法を
用いた腱移行術の手術手技

Newlydevelopedextensortendonsuture

techniquewithpolyesterpatchforthetendon
transfer

土浦協同病院整形外科

○石突正文，尾澤英彦，白坂律郎，
北井淳

【目的】第43回日本手の外科学会において，ポリ

エステルパッチを用いた新しい腱縫合法と，腱移

行術後の早期運動療法について報告した．今回，

長母指伸筋腱(EPL)断裂例に対してこの縫合法

を適用したので，手術手技ならびに後療法ならび

に術後成績についてビデオで供覧する．

【症例】35歳，女性．2年前より右手関節部に痛

みがあったが，次第に痛みが増強し，近医にて

Kienboeck病の診断を受け，当科紹介となった．

XPにてLichitman分類のStage3Bであり,0

varianceであったため，治療法として僥骨模状骨

切り術をおこなった．術後10週経過時に蹟いて

両手を付き，その後，患側の母指の伸展不全に気

付いた.Plate抜去時に腱移行術をおこなうこと

として，骨切り術後約6ヶ月後に手術をおこなづ

た．

【手術手技および結果】駆血帯を用いた静脈麻酔

下(Bierblock)にまずプレート抜去をおこなっ

た．次いで，手関節背側に3カ所の皮切を置いて，

断裂したEPLを引き抜き，移行する固有示指伸筋

腱(EIP)をMP関節部で切離し近位に引き抜い

た．EIPに4×30mmのポリエステル・パッチを

縫着し,EPLtendonとinterlacingsutureした．結

果的にポリエステル・パッチは縫合部の芯とな

り，縫合部の破断強度を上げる．駆血帯を除去し，

自動運動をおこなわせて母指の動きをみて移行腱

の緊張を確認する．術後はギプスを巻かず，伸縮

包帯固定のみとし，痛みのない範囲で自動運動を

おこなわせる．ただ，強い握り動作は禁止してい

る．術後1年の経過では,Kienboeck病による手

関節の痛みも軽快し，母指の動きは健側とほぼ同

じとなっている．
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新鮮舟状骨骨折に対する新しいDouble

threadscrew(DTJ)による小皮切2step
固定法の実際

TwosteptechuniquefOracutescaphoidfracture

usingnewcannulateddoubleheadscrew(DTJ)

l兵庫医科大学整形外科，2メイラK.K.

○田中寿－1，柳田博美1，大迎知宏11

奥野宏昭!，渡辺良継2

【目的】舟状骨骨折の内固定材料は,Double

threadscrew構造のHerbertscrew(HS)が最も多

く使われてきた．しかし，その手技の難しさより

挿入に失敗することも多かった．そこで我々はよ

り簡便な手技で挿入でき，強力な固定力をもつ新

しいDoublethreadscrew(以下DTJ)を開発した．

本ビデオでは，このScrewを用いた小皮切による

2Step固定法の実際を供覧する．

【材料・方法】材料:DTJの材質はチタン性(Ti-

6AI-4V)で,･1.3mmのcannulated構造であり，

かつネジ山は十分に深く，遠位にはdrillとself

tappingの両機構がある．方法：静脈麻酔または

局麻下に，駆血帯を使用する．イメージ透視下に

手掌側舟状骨結節の末梢に約1.0cmの横小皮切を

入れる．手関節背屈位にて舟状骨と大菱形骨の関

節面を拡げ，鋏にて靱帯の一部を切離する．この

部より舟状骨軸方向に，①1．2mmのK-wireを

guidepinとして刺入する.(第1Step)次に附属の
ゲージにて長さを測定し，適当な長さのScrewを

guidepinを通して直接刺入し骨折部を固定する．

pinを抜去し，靱帯（関節包）を1針縫合，さら

に皮膚縫合し手術を終える，術後は約2週間の外

固定をする．

【考察】現在HSに変わる多くの本骨折用cannulated

screwがでている．これらのScrewに比して，本

DTJscrewは1)｡1.2mm直径のguidewireを使用
できることより，正確に術者の思うところへ刺入

が可能である，かつ2）ネジ山は十分に深く，力

学的実験にても最も高値を示した．さらに3）遠

位thread端にはselfdrillingとselftappingの両機構
を兼ね備え，直接刺入固定が可能である．このた

め付属器具を殆ど必要としない．僅か2step操作
にて刺入固定ができるため手技の簡便化をなし

得,手術時間も大幅に短縮できる．本ビデオでは，

手技の実際を供覧するとともに，そのコツとpit
fallを述べる．
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尺側手関節部痛に対する尺骨模状短縮骨

切ﾚﾉ術の手術手技

Operativemethodofclosedwedgeosteotomyfbr

ulnarwristpain

'関西労災病院

○吉田竹志!，

多田浩-11

整形外科，2きたの整形外科

田野確郎!，谷内孝次!，

北野 継弐2

【目的】我々は，尺側手関節部痛に対する術式と

して尺骨短縮模状骨切り術（北野法）を施行し良

好な結果を得ており1996年以来，本学会にも紹

介してきた．今回の目的は，その術式をビデオを

用いてより詳細に紹介することである．

【対象および方法】症例は30例で平均37歳．術後

の経過観察期間は平均31ヶ月である．手術の適

応は尺側手関節部痛を有する患者で，尺骨突き上

げ症候群,plusvariantを有するTFCC損傷等であ
る．遠位僥尺関節の不安定性の明らかなものは原

則として対象とならない．手術手技は原法を北野

が報告して以来，尺骨の骨切り方法，固定材料と

方法，後療法について改良されている．現在の方

法を示す．第5コンパートメントより切開して

TFCCを温存する様に遠位僥尺関節関節包をL字

型に切開し尺骨遠位端に至り軟骨直下より水平に

骨切りする．そのちさらに4mmの切除量で尺骨

茎状突起方向に向け，模状に骨切除を行う．骨頭

部分を押し下げた後，骨頭部より尺骨骨幹端の骨

皮質を貫きmini-Acutrakscrewにて固定する．術

後の固定は1～2週間程度である．

【結果】尺側手関節部痛はいずれの症例も良好に

軽減した．骨癒合までは平均2.3ヶ月と早期で偽

関節例はない．また遠位橦尺関節の不安定性を訴

えるものはない．職場復帰は平均2.1ヶ月スポー

ツ復帰は平均4ヶ月である．

【考察】尺側手関節部痛の治療として,Milch法が

代表的方法である．しかしながら，手術操作が煩

雑，偽関節の発生，短縮後に遠位僥尺関節にOA

の発症，抜釘の必要性があるなどの欠点が指摘さ

れている．本術式は手技は容易であり，骨癒合不

全の危険性もなく早期社会復帰が可能である．そ

の詳細をビデオで供覧する．

1-5-4

皮層の移動性を利用して行う経皮的ばね指

手術一ガイド付き腱鞘切開刀を用いて－

Percutaneousreleaseoftriggerfingerswith

guided-knife:Utilizingpalmskinlaxityinfinger

nexion

医療法人湯本整形外科医院

○湯本義治

【はじめに】経皮的ばね指手術の理想である（1）

未開放部分が残らず腱挫傷の恐れがない（2）神

経・血管損傷がない（3）皮下組織の損傷がない

を満たす術式を考案したので紹介する．

【症例の総数】独自の切開刀（日本国特許第

1852829号，米国特許5893861）を用いて1988年

から13年間で250指のばね指手術を行った．

【手掌皮層の移動性】本法の拠り所である皮膚の

移動性を知るために任意のA1-pulleyの遠位～

近位入口部の中間点を予測し，そこに実際の皮切

に相当する3mmの横線をマジックで描き次の実

験をしてみる．手指伸展位のまま中枢へ皮層を引

き寄せても印の移動は僅かであるが,MP関節を

曲げ手掌腱膜を弛緩させると近位腱鞘入口部を越

えるほど遠くまで移動可能となり，その距離と同

じ長さの皮切を加えたことに匹敵する．本切開刀

はこれを巧みに利用し，余分な皮切を一切加えず

して腱鞘を真上から開放することができる．

【術式の概要】手術は（1）1％キシロカイン3ml

で局麻（2）上腕で圧迫駆血後,3mmの皮切(3)

遠位入口部を目指してガイド部を挿入（4）指を

曲げ，切開刀と4mm幅筋鈎1本による調和的操

作で末梢から中枢へ腱鞘を開放（5）1針皮層縫

合で完了となるが，その主要操作はわずか1～2

分である．本法で腱鞘切開の開始点を遠位入口部

としたことの利点は，そこは近位入口部に比べて

腱走向がより明確な上，近位指横線の中点が指標

となり腱鞘入口部へのガイド部挿入が容易に行え

るからである．

【結語】本法は全指に施行でき従来の経皮法の弱

点である母指においてもその威力を発揮する．手

術の成否は時の運によらず確実で副損傷の恐れも

ない．また短時間手術であり開放手術では不可避

であった阻血痛から開放される患者側のメリット

もはかり知れない．
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上肢吊ﾚﾉ上げ装具による胸郭出口症候群

の保存療法

Conservativetreatmentofthoracicoudetsyndrome

usingastrappingdevice

'国立長野病院整形外科，2信州大学整形外科

○中土幸男!，山崎宏!，松永智美'，

立岩裕11村上成道’

【目的】TOSに対する観血的治療法の成績は必ず

しも満足すべき結果が得られていない．神経症状

を軽減させる目的で上肢吊り上げ装具(以下装具）

を考案しその効果を調査した．

【対象・方法】TOSと診断し装具を装着した125

例（女105,男17,平均年齢30歳）を対象に装具

の効果を調査した．そのうち装具療法が終了した

50症例（女43,男7，平均年齢31.7歳，初診から

調査までの期間平均4年1か月）を対象に長期経

過を知る目的でアンケート調査を行った.TOSの

診断では近位症状（肩甲帯部の痙痛）と遠位症状

(上肢の瘻痛，しびれ，知覚鈍麻，筋力低下，筋

萎縮）を呈し，これらの症状が胸郭出口部を狭め

る肢位で誘発されること，逆に同部を開大する肢

位で軽減や消失することを必須のポイントとし

た．装具は前腕カブと上腕カブを2本のストラッ

プで対側腋窩のループにつなげ，患側上肢・肩甲

帯を吊り上げることで腕神経叢の緊張を緩和し，

胸郭出口を開大するものである．原則として症状

が軽快するまで装具を装着させた．

【結果と考察】平均の装具装着期間は140日であ

った．近位症状の消失45％に比し，遠位神経症

状の消失が70％と著明な改善が得られた．握力

の低下例の約半数で回復がみられた．日常生活上

の評価では，優30％，良48％，可12％，不可

10％であった．アンケート調査では症状の消失

例10％と少なかったが，ほとんど支障のない例

が70％と最も多かった．手術例は7例（7％）で，

原因は胸郭出口部の骨格異常や腫瘍による占拠病

変であった．この結果から，大部分の症例が長期

の経過中に軽度の症状を残しながら軽快してお

り，なで肩体型に起因すると思われる腕神経叢の

下方への牽引症状である遠位症状は，本装具の牽

引緩和作用によって著明な改善が得られた．本症

への装具療法の導入によりその手術適応は極限ら

れたものとなった．

-S66-

1-5-6

電動義手の現状一小児手関節切断の1例を

通じて－

Currentviewofmyolectricarmprostheses-A

casereportofthewristamputation-

'香川医科大学附属病院理学療法部，2香川医科

大学整形外科

○竹内豊計11田中英城21香川好男21

森健2

【はじめに】手関節切断に対する再建は古典的な

Kruckenberg法や，最近の足趾移植(Vilkki法）が

あるが,いずれも整容的な面から受け入れがたい．

ここ数年,Hand&ForeannTransplantationも試み

られ，理想的な再建法ではあるものの，社会的，

倫理的そして経済的な問題が山積し，現段階にお

いては治療法の選択肢にはならない．一方，電動

義手は近年ますます進歩し，機能および整容的な

面からも第一選択と言える．そこで，小児手関節

切断の1例を通じて最新の電動義手の成績をビデ

オで供覧する．

【症例】症例は11歳女児である．5歳で製肉機に

右手を挟まれて，手関節切断となり装飾義手を使

用してきた．用いた機種はOttoBock社の

MYOBOCKSystemで，前腕の屈筋群の筋活動を

感知し把持動作を，伸筋群の活動で指の開きを行

うバッテリー駆動式（総重量約700g)の電動義

手である．手指開閉速度は最速130mm/sec,把持

力は最大90Nまでを自己制御できる．装着に先

立ち2000年11月から前腕の筋活動の訓練をコン

ピューター上でバーチャル訓練を行い,2001年2

月から仮義手，6月から本義手を使用している．

現在，靴紐を結ぶなどの両手動作，卵の把持，コ

ップで水を飲む，フォークあるいはナイフを使用

することができる．義手の外表は塩化ビニル性で

マニキュアを装飾することもできる．

【考察。まとめ】これまでの能動義手はコントロ

ールケーブル式能動義手が主流で，国内での電動

義手の普及は欧米よりも極端に少ない．この義手

は把持動作の意思伝達および調節機構が生理的で

ある点で従来型とは全く異なる．また，日本法人

が設立されているのでmaintenanceも安心できる．

本電動義手は機能および整容的に優れているが，

高価なこと，設備と訓練が必要なこと，材質およ

び外観にまだ改良の余地があると思われる．
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骨軟骨移植による手指関節損傷の再建

-PIP関節背側脱臼骨折に対する応用一

Osteochondralgraftingfordorsalfracture-

dislocationoftheproximalinterphalangealjoint

'広島手の外科・微小外科研究所，z土谷総合病院

整形外科

○木森研治ll津下健哉ll木村修司21

中西一義2

【目的】手指PIP関節背側脱臼骨折のうち中節骨

基部掌側の骨片に粉砕や強い軟骨損傷ともなう症

例に対しては，今のところ満足できる治療法はな

い．我々は掌側骨片の摘出後に，第3中手骨基部

から骨軟骨移植を行い中節骨基部関節面の再建を

試みているので，その手術手技についてビデオで

紹介する．

【手術手技】陳|日化して脱臼位での拘縮の強い症

例では，あらかじめ創外固定器でPIP関節を徐々

に牽引し軟部組織の拘縮を軽減させておく．手術

は掌側から入ってまずC1,A3,C2滑車を切離・

深指屈筋腱をよけ浅指屈筋腱の片側付着部を切離

して掌側骨片を展開したら，これに付着する掌側

板，靱帯組織を切り離して陥入小骨片とともに掌

側骨片を摘出する．次に中節骨基部背側関節面を

整復し，必要なら骨移植を行ったうえで移植すべ

き骨軟骨片のサイズを決定する．骨軟骨片は第3

中手骨基部からやや大きめのものを採取し，形成

を加えて移植．固定には0.7mmK-ワイヤーを使

用し，骨軟骨片と移植床とのギャップに骨移植を

行う．掌側板は移植骨軟骨片と周囲軟部組織に縫

着し，滑車を修復して創閉鎖を行う．術後は原則

として3週間の外固定ののち自動運動を開始し，

骨癒合をみながら徐々に他動運動を追加する．

【結果】本法施行後1年以上経過した症例は男性2

例（中指，環指各1例）で，年齢は24歳と25歳．

受傷から手術までの期間は1-2カ月でいずれも創

外固定による前処置を行った.PIP関節の術後可

動域（伸展/屈曲）は環指症例が-18./100°（術後

2年)，中指症例が-30./90°（術後1年）であり，

2例とも関節症所見や痛みもなく患指を使用して

いる．また，ドナーである第3CM関節にも問題

は生じていない．

【結論】本法は，掌側骨片に粉砕や強い軟骨損傷

ともなうPIP関節背側脱臼骨折に対する有用な治

療法となりうる．

1-5-8

月状三角骨離開に対する月状三角骨固定

術

Lunotriquetralarthrodesisforlunotriquet-ral
dissociation

I松下記念病院整形外科，2京都府立医科大学

整形外科

○玉井和夫11小橋裕明21岡島誠一郎21

坂本敏浩2

【目的】月状三角骨離開の診断に際しては他の手関

節尺側部痛を来す疾患との鑑別が重要であり，手

術的治療として月状三角骨固定術が行われてきた

が，治療成績不良の大きな原因として偽関節があ

げられる．今回，月状三角骨離開に伴う手根不安

定症を経験し月状三角骨固定術を行ったのでその

診断，手術手技についてビデオを用いて報告する．

【対象および方法】症例は6例で男性5例女性1例

であった．手術時年齢は18歳から46歳（平均

30.3歳）であった．主訴は全例手関節尺側部痛で

あり,powerg㎡p時に手関節を回旋する動作で瘻
痛を誘発した．全例でballottementtest陽性であっ

た．愁訴の出現から手術までの期間は0.8年から

5.0年（平均2.1年）であった．手関節鏡後，腸骨

より採取したcorticocancellousboneを用いて月状

三角骨固定術を施行した．外固定は8週間とし内

固定に用いたK-wireは10週から14週（平均11.2

週）で抜去した．

【結果】手関節造影において1例で造影剤の漏れ

を認めた．手関節鏡では6例全例に月状三角骨間

の不安定性を認めた．1例で偽関節を認め，瘻痛

不安定性が残存したが他の5例で術前の痔痛，不

安定性は著明に改善した．手関節可動域は術前後

で有意な変化を認めなかったが握力は平均約

40％の増加を認め，健側と同等レベルに改善し

た．1例で術後sか月で移植骨の骨折を認めたが，

保存的に骨癒合が得られた．

【考察および結語】月状三角骨離開に伴う手根不

安定症対して月状三角骨固定術を行い6例中5例

で術前の瘻痛，不安定性の改善を認めた．月状三

角骨離開の診断においては手関節鏡および

ballottementtestに加え我々 が行っているpower

gripをさせた状態で手関節を回旋強制するtest

(仮称Traction-supinationtest)で全例に手関節尺
側部に瘻痛が誘発され本症の診断に有用であっ

た．
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STT関節固定術の実際

Triscaphearthrodesis:Surgicaltechnique

'大阪労災病院整形外科，2馬場記念病院整形

外科

○安田匡孝11政田和洋11竹内英二11

釜 野雅行2

【目的】Watsonにより報告されたSTT関節固定術

は，手根不安定症をはじめとする各種の疾患に対

するすぐれた術式であるが,technicaldependent
であり，いくつかの重要なポイントがある．しか

し，本邦においてはWatsonの術式が正確には伝

わっていない，ビデオにより本術式のポイントを

紹介する．

【手技】手関節僥背側で，僥骨茎状突起先端のレ

ベルに一致する約3cmの横皮切を加える．第1コ

ンパートメントの尺側から茎状突起先端を露出

し，舟状骨の軟骨面を保護しながら茎状突起を切

除する.EPLを中枢に剥離,ECRLとECRBの間

から関節包を横切し,STT関節に到達する．リュ

ウエル，鋭匙等を使用して,STT関節を新鮮化す

る．大小菱形骨間はその半分の関節面まで新鮮化

する．約5mmのスペーサーを関節に入れ，手関

節を最大僥屈位，45度背屈位の状態で，術者の

母指で舟状骨結節を保持，第2中手骨基部より小

菱形骨，舟状骨へと2本の指骨ピンを打つ．僥骨

末梢の僥背側より，海綿骨を採取し，歯科用アマ

ルガム充填器を用いて，関節にtightにpackingす

る．皮層縫合の後,bulkydressingとする．術後3

日で上腕以下のthumbspica,術後3週目より前腕

以下のthumbspicaとする．骨癒合確認後，ピン

を抜去する．

【結果と考察】舟状骨を立てすぎないようにする

ことが重要なポイントであり,Watsonは舟状骨

を立てすぎると成績不良になると報告している．

また，僥骨舟状骨間に変形性関節症がある症例は

本法の適応外である．
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上肢切断，不全切断症例の再接着術後機
能評価

Functionalevaluationofreplantedorseverly

damagedupperextremeties

'札幌医科大学整形外科，2同リハビリテーシ

ョン部，3同救急部

○佐藤攻11坪田貞子21土田芳彦，

【目的】上肢のmajor切断，不全切断再接着症例

は前腕遠位レベルの損傷では機能予後が比較的良

好だが，前腕近位レベル以上になると極端に不良

となる．今回我々は当院で治療した症例を対象と

して,ChenCriteriaによる機能評価に加えて定量

的な機能評価を目的としてBTEWolkSimulatorを

用いた筋力測定を行ったので報告する．

【対象・方法】1996年10月から2000年6月までの

間に当部に搬入された上肢major切断，不全切断

再接着症例のうち今回BTEWorkSimulatorによる

筋力測定を施行できた7例7肢を対象とした．性

別は男性5例，女性2例，受傷時の平均年齢は

37.4歳（23～64歳)，術後経過期間は平均2.6年

であった．これらの症例について,ChenCriteria

による機能評価と，肘関節，手関節，前腕の筋力

をBTEWorkSimulatorを用いて測定した．

【結果】損傷レベルは前腕遠位レベルが3肢，前

腕近位レベルが1肢，上腕レベルが3肢であった．

前腕遠位レベルの3肢はChengradelが2肢，

grade2が1肢であった．BTEによる平均最大筋力

(健側比）は肘関節屈曲95.8％，伸展90.9％，手

関節掌屈58.9％，伸展48.7％，前腕回内53.1％，

回外65.5％であった．また前腕近位から上腕レベ

ルの4肢は全例Chengrade3であった．BTEによ

る平均最大筋力（健側比）は肘関節屈曲21.0％，

伸展25.2％，手関節掌屈11.3％，伸展20.7%であ

った．

【結論】前腕遠位レベルの損傷ではChengradel
あるいは2の比較的良好な機能予後を示していた

が，前腕遠位の筋力は健側の1/2程度に低下して

いた．前腕近位から上腕レベルでの損傷では，

Chengrade3で日常生活上有用な上肢となってい

たが，肘関節以下の筋力は健側の1/5以下に低下

していた．今後BTEWolkSimulatorを用いた筋力

測定が術後機能評価の一つになるものと考えられ

た．
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上肢M"oramputation症例の術後QOLの
検討

Qualityoflifeaftermajoramputationofupper

extremity

i福井医科大学整形外科，2千葉西総合病院，，嶋

田整形外科医院

○高嶋理19藤本理代11馬場久敏11

水谷善弘2，嶋田隆夫ヨ

【目的】上肢m"oramputation症例は，仮に再接着

に成功し，数度の追加手術をおこなったとしても

完全な機能回復を獲得することは困難である．そ

のような上肢切断術後の日常生活上の問題や

QOLの報告はほとんどみられない．今回，我々

は日本語版SF-36(MOS36-ItemShort-FomHea肋

Survey)を用い，当科で治療をおこなった上肢完

全切断再接着症例と，前腕部断端形成症例の術後

QOLを調査したので報告する．

【症例および方法】対象は上肢完全切断再接着症

例3例（前腕切断2例，手掌部近位1例)，末梢の

挫滅が強く再接着不可能であった前腕部断端形成

症例3例である．全例男性で，労働災害である．

受傷時年齢は平均36.7歳（31～52)，平均経過観

察期間は6.8年（1～12年)，右側（利き腕）3例，

左側（非利き腕）3例であった．方法は，患者の

QOL評価として日本語版SF-36を，上肢機能評価

としてDASH(Thedisabilityofarm,shoulder,

andhand)questionnaireの一部を改変日本語訳し

たものを用い，郵送によるアンケート調査をおこ

なった．

【結果】再接着症例のうち前腕部切断の2例は，

知覚の回復は良好であったが，手指の自動運動は

ほとんどみられない状態であった．DASHで調査

した日常動作は，再接着例，断端形成例ともに，

ベッドメイキングのような両手を使って重い物を

持つ動作以外は，ほぼ可能であった．SF-36での

QOL評価では，非利き腕側の3例は，身体の痛み

の項目を除き，身体的健康の項目は同年代の日本

人男性と有意差はなかった．また6例中5例に，

社会生活機能や精神的日常役割機能等の精神的健

康の項目の低下を認めた．

【結論】上肢maioramputation症例では，再接着が

成功し日常生活上の支障のない症例でも，身体的

健康より精神的健康の項目の低値がみられてお

り，術後の精神的ケアも必要と考えられた．

1-5-12

再接着後のcoldintoleranceと麻酔法の関

連について

Coldintoleranceafterdigitalreplantation:

Associationwithanesthesia

山梨医科大学整形外科

○穴山聡，渡邉寛，戸島忠人，

長 澤晃樹，浜田良機

【はじめに】手指外傷後に寒冷刺激に対する耐性

が低下し，瘤痛，しびれ，チアノーゼなどが出現

するいわゆるcoldintolerance(以下c.I)の原因に

ついて意見の一致はない．そこでわれわれは手指

切断症例について再接着術，術中術後の麻酔法と

C.Iとの関連性を検討したので報告する．

【症例】1984年3月より当科で再接着術を施行し

た症例のうち，術後6ヶ月以上経過観察し得た男

性85例，女性22例計107例131指を対象とした．

受傷時年齢は4歳から77歳，平均38歳で，これ

らを全身麻酔のみで手術を行なった1群，全身麻

酔に硬膜外チューブを留置し術後3日間痙痛管理

を行なった2群，全身麻酔を行ない術後ペンタゾ

シン180mgおよび1%メピバカイン計36mlを3
日間持続的に皮下注入をおこなった3群の3群に

わけて,C.Iの発生率及びその関連性を調査した．

【結果】1群は男性72例，女性19例の91例107指，

4歳から77歳平均36.7歳．2群は男性7例，女性2

例の9例15指で38歳から63歳平均49.3歳．3群

は男性6例，女性1例の7例9指で21歳から58歳

平均41.3歳であった.C.Iの発生率は全体で38例

46指35,5％であった．各群における発生率をみ

ると，1群では35例41指38.4％，2群では2例4

指26.7％，3群では1例1指14.3％であった．全

身麻酔のみで手術を行った1群で最もその発生率

が高かった．

【考察】C.Iと関連する要因として損傷神経の回復

や，受傷時の挫滅の程度，年齢，性別などが報告

されている．今回我々は麻酔法との関連性に着目

し検討したが，症例数の関係で統計的な有意差は

なかった．しかし，硬膜外麻酔や鎮痛剤の持続的

な皮下投与など術後の除痛対策はC.Iの発生を軽

減する可能性があると考えている．
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冠動脈バイパス手術時に僥骨動脈を採取

された上肢の検討

Functionalevaluationoftheupperextremityafter

harvestingtheradialarteryforcoronaryartery

bypassgrafting

l土肥病院整形外科，2土肥病院心臓血管外科，

3岡山大学整形外科

○寺井祐司!，土肥俊之21橋詰博行31
井上－，

【目的】近年，冠動脈バイパス手術（以下CABG)

で動脈グラフトによる多枝バイパスに僥骨動脈

(以下RA)を使用した症例の良好な成績が報告さ

れているが，整形外科医にとってはRA採取後の

上肢の状態が気になるところである．今回われわ

れは,CABG時にRA採取後の上肢機能を調査し

たので報告する．

【対象および方法】症例はは2000年4月から2001

年8月までに当院でCABG時にRA採取した17例

(男性15,女性2)，手術時年齢は51歳から82歳

(平均66歳)，術後観察期間は3カ月から1年7カ

月（平均9カ月）であった．RAは原則として，

非利き手から採取した.RA採取時の皮切は，遠

位掌側手首皮線の近位から肘関節部の上腕動脈拍

動触知部まで一直線に行い,RAは伴走静脈，結

合組織をつけたまま剥離し側枝を切離し，末梢側

は浅手掌枝の近位で，中枢側は僥骨反回動脈の直

下で切断する．止血を確認し，皮下連続縫合を行

う．術後の痔痛，知覚，握力，疲労感，手指や手

関節の拘縮の有無，寒冷時の変化を検討した．

【結果】最終調査時，知覚鈍麻，しびれを6名

(35％)，寒冷時の変化を3名(18%)に認めた．

瘻痛，筋力低下，手指巧綴性低下，手指や手関節

の拘縮は全例に認められなかった．

【考察】RA採取後の愁訴は，ほとんどが母指背側

の知覚鈍麻，しびれ感であったが，日常生活に支

障を来さない程度であった．しかし，まれではあ

るが術後に虚血や感染を呈した報告もあり,RA

採取時には細心の注意が必要である．
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AllenlevellⅡ指尖切断症例における治療
法の選択

TreatmentoptionforAllenlevellIIfingertip
●●

1nlury

東京医科大学形成外科

○松下博明，松村一，渡辺克益

【はじめに】指尖切断の治療には，受傷原因・切

断型などにより，多くの治療法の選択があり，そ

の選択に次第で，創閉鎖までの期間，仕事復帰ま

での期間に大きな影響を及ぼす．今回我々は，当

科で加療した指尖切断症例の中で，もっとも治療

法の選択に悩まされるAllenの分類,levellllの症

例について，創閉鎖までの期間を検討した．

【対象】1998年1月から2001年9月までのDIP関

節より末梢の指尖部切断症例62例中,Allenlevel

III切断は25例,25指であった．母指2例，示指5

例，中指12例，環指4例，小指2例，男性23例，

女性2例，年齢は3歳から67歳までで，平均35.5

歳であった．治療法は,Compositegraftl2例，人

工真皮3例,VY皮弁7例，逆行性動脈皮弁3例で

あった．

【結果】VY皮弁は平均27.6日(19～35日),人口

真皮貼付は平均38.8.日（32～54日)，逆行性動脈

皮弁は平均41日（21日～59日),Compositegraft

は平均48日（15～82日）であった.Composite

graftの症例では，小児を含む若年者の4例では完

全生着し，これらは平均24.5日と早期完全創閉鎖

が得られていた．

【考察】AllenlevelⅢ切断は，小児を除くとほと

んどの症例が労働災害であり，完全創閉鎖・仕事

の復帰は大きな問題である．今回の検討ではVY

皮弁が安定して早期の創閉鎖が行われており，治

療期間の短縮が強く希望する症例においては有効

と考えられた．しかし，若年層においては，

Compositegraftも良い成績であった．今後，各治

療法にける知覚機能，外観治療に対する満足度

などについても検討する．
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指動脈と皮層軟部欠損の同時再建として

用いた静脈皮弁(A-A-Vtype)の検討
VenousFlap(A-A-Vtype)fbrreconstructionof

digitalarteryandsofttissuedefect

'大津赤十字病院形成外科，2島根県立中央病院

形成外科

○川勝基久'，石川浩三'，澤辺一馬2

【はじめに】静脈皮弁には流入流出路を動脈とす

るA-Atypeがあり，動脈と皮膚軟部欠損の同時再
建に適するが，各路を1本とすると皮弁の篭血や

水庖形成などが見うけられる．そこでさらにこの

タイプの皮弁の血行を安定させるため，流出路と

しての静脈吻合を追加するのが良いのではないか

という報告がいくつかある．我々もこの有用性に

ついて異論のないところである.そこで今回手指

における指動脈と皮層軟部欠損の同時再建に用い

たこのタイプ（静脈吻合を追加したのでA-A-V

typeとする）の静脈皮弁について検討したので報
告する．

【対象と方法】手指に用いた静脈皮弁のうち6ヶ

月以上の経過観察が可能であった皮弁は20例で，

それらのうち指動脈と皮層軟部欠損の再建に用い

た静脈皮弁(A-A-Vtype)は6例6指であった．

この6例につき，性別，対象年齢，再建時期，皮

弁採取部位，静脈吻合数，皮弁の大きさおよび生

着結果について調査した．また2例において2次

的に組織検査を行った．

【結果】男性5例，女性1例，年齢は4歳から62歳，

1次再建3例，2次再建3例，静脈吻合数は1本4

例，2本2例であった．全例皮弁は前腕屈側から

採取し，皮弁の大きさは最小15×35mm,最大

20×50mmであった.2例にて皮弁の辺縁にて表

層壊死が認められたが,皮弁は全例完全生着した．

また皮弁の萎縮は認められず,しなやかであった．

【組織検査所見】腺組織などの皮層付属器と皮下

脂肪は良く保たれていて正常組織に近かった．

【まとめ】A-Atypeに静脈吻合を追加したA-A-V

typeの静脈皮弁は皮弁内の流入流出の血行バラン

スが良く，より生理的な皮弁となるのではないか

と考えられた．また石川が本学会で報告したV-V

typeの皮弁の組織検査所見との差異についても述
べる．

1-5-16

遊離背側尺骨穿通動脈皮弁による手指再
建

FreedorsalulnarperfbratornapsfOrthedigits

'奈良県立医科大学救急医学，2同整形外科

○稲田有史'，赤羽学11川西弘-21

面川庄平2，福居顕宏2

【目的】近年，低侵襲の穿通皮弁を用いた軟部組

織再建が主流になりつつあるが，いまなお手指再

建に簡便に，しかも局所麻酔下に利用される皮弁

は少ない．今回われわれは，手指再建に初めて遊

離背側尺骨穿通動脈皮弁(Freedorsalulnar

perforatornap:FDUPF)を用いたので，その結

果を報告する．

【症例】症例は，10例，男性8例，女性2例，年

齢は18～64歳，平均41歳，外傷性手指組織欠損

2例，再接着後の部分壊死再建1例，阻血肢の血

行再建5例，拘縮解除後の軟部組織再建2例に対

して,FDUPFが施行された．手術は，全例腋窩

神経麻酔と局所静脈麻酔併用下に施行された．豆

状骨から，約2cm中枢，尺骨手根屈筋腱から背

側へ約lcm付近での穿通枝の拍動をドプラー聴

診器で確認し移植床の準備の後に，皮弁をデザイ

ンして，穿通動脈と皮下静脈一本からなる1×3‐

3×4cmのFDUPFを挙上した．血行再建目的の

手指では,FDUPF前後に血管造影を行い，血行

動態を確認した．

【結果】全例局所麻酔下にて手術が可能であり，

手術時間は103-140分，平均123分で終了し，全

例が生着した．手指掌側のclormatchは，決して

良好とは言えないが，指尖形状は優れていた．背

側面では形状，色調とも良好であった．血行再建

を目的とされた5例全例で，術前のcold

intoleranceが改善し，術前後の血管造影でも恒久

的な血行再建が得られていた．

【結論】FDUPFは，手技的には難易度は高いが，

極めて有用な低侵襲の同側手指からの遊離穿通皮

弁であると考えられた．
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1-5-17

手指掌側皮層欠損に対する手掌，足底よ
りの遊離皮弁移植の経験

Freenapcoverageofpalmarfingerwoundsfrom

palmorsole

岐阜大学整形外科

○大野義幸，大西量一郎，清水克時

【はじめに】指尖部を除く指掌側の骨，腱の露出

したある程度の大きさの皮眉欠損に対する整容的

再建としては一旦通常の皮弁で被覆後，二期的に

足底の土踏まず部よりの遊離植皮術を行ってき

た．今回，手掌および足底よりの小さな遊離皮弁

による再建を経験した．

【症例】症例1：32歳，男性．母指球皮弁ドリ

ルに巻き込まれ受傷．右中指は中節を中心に榛，

掌側に約15×50mmの皮膚欠損，僥側指神経，

指動脈，深指屈筋の欠損を生じ,DIP関節，中節

骨の掌側1/3が欠損，露出していた．僥側手根屈

筋腱榛側1/2，母指僥側への背側指神経を含めて

20×50mmの母指球皮弁を挙上し，指神経，屈

筋腱，皮層欠損を一期的に再建した．症例2：30

歳，女性．内側足底皮弁生後10カ月時に左中指

屈筋腱断裂．13歳時まで4回の手術を受け，以後

放置．最近，中節部掌側より人工腱が一部露出し

たため来院．中指は中節以遠で細小化し，血管撮

影で尺側指動脈は途絶していた．不良皮膚を切除

し，露出した人工腱を一部切除後，内側足底皮弁

(15×40mm)を移植した．足底腱膜を含めず，

血管柄周囲も極力脂肪をつけずに採取したが皮弁

は厚く，吻合した動脈束を覆う部分にthinningを

加えたところ同部が一部壊死をきたした．

【考察】指尖部を除く指掌側の皮層欠損に対する

手掌及び足底よりの遊離皮弁は腱，動脈，神経の

欠損など深部組織と皮層の再建を同時に行う場合

および感染例などに血行の良い組織で被覆する必

要がある場合に適応があると思われた．しかし，

内側足底皮弁は手指の再建には厚く，安全に移行

するためには二期的なdebulkingが必要である．

一方，母指球皮弁は薄く，手指への移植に向くが，

donor部の嬢痕が問題である．

1-5-18

Tear-dropshapeddorsolateralfingerflap
粘液蕊腫切除後の被覆への応用第2報

Tear-dropshapeddorsolateralfingerflapfbrskin

coverageafterresectionoflargemucouscyst

l埼玉成恵会病院・埼玉手の外科研究所，z高月整

形外科・東京手の外科スポーツ医学研究所

○平瀬雄一'，児島忠雄11福本恵三I,

池田博生!，山口利仁2

ヘバーデン結節に伴う粘液嚢腫で直径が10mmを

超える大きさの粘液嚢腫の場合，腫瘍直上の皮膚

は薄く，縫合不全をきたしたり陥凹変形を残した

りすることがある．そのような恐れのある場合に

は，われわれはtear-dropの形に作図された

dorsolateralfingerflapが有用であることを報告して

きた．しかし，20例を超える症例の経験と1年以

上の経過観察を基に現在では皮弁作成の若干の変

更を行っている．長期観察例を中心に改善された

dorsolateralfingerflapの実際について報告する．手

術法:指側正中に粘液雲腫切除後の皮層欠損部に

向かって指神経血管束からsubcutaneousvascular

networkを含めたS字状の皮弁をデザインする．側

正中切開より指神経血管束を茎として中枢・末梢

に十分に剥離し，皮弁に十分に可動性を得た後，

V-Yadvancement法の手技に従って皮弁を移動させ

て皮層欠損部を被覆する．初期のデザインでは縫

合線がPIPjointcreaseにかかり術後に嬢痕拘縮を

きたす例が存在した．皮弁をやや背側に作成して

指動脈からの背側枝を含めてデザインするか，皮

弁移行後の縫合時に小さなz形成術を併用するこ

とで解決できると思われる．症例：現在までに直

径12mmから15mmの粘液嚢腫切除後の皮層欠損

部の被覆に対し22例で上記の方法を利用した．皮

弁は全例で生着した．そのうち12例は1年以上の

経過であるが，3例において縫合線に軽度の嬢痕

拘縮を生じ二次的にz形成術を施行した．術後の

知覚異常や形態異常は3ヶ月以内に消失し全例で

自然な指背を再建できた．長期観察例を供覧する．
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1-Pa-1

爪形態の左右差

Morphologicaldifferencesofbilateralfingernails

l関東労災病院，2帝京大学

○小林康一!，黒島永嗣2，荒木千恵美’

【目的】爪の形は先天的で左右対称なのだろうか．

外傷がなくても呼吸器疾患では擢指変形が知られ

ており，爪の形は後天的にも変化しうる．今回は

爪の形態を決定している物理的因子を求めるた

め,利き手と非利き手の爪形態の差異に着目した．

【対象と方法】当院の医師，デスクワーク事務，

大工をしている男性計20人それぞれの左右全指

の爪を計測した．ビデオカメラと指の距離を5

cmに固定して，それぞれの爪を指の背側正面と

遠位軸方向から撮影した．指背側正面での爪最大

幅と爪正中軸での爪長さと，指の遠位長軸から見

た爪郭間距離とその線分の正中から爪への垂線の

距離（爪高さ）をコンピューター上に画像を取り

込んで計測し，爪長さ÷爪最大幅＝爪長さ比，爪

高さ÷爪郭間距離＝爪高さ比を求めた．また，母

指と示指・中指・環指・小指との最大ピンチカを

ピンチ計で測定した．

【結果と考察】爪長さ比と爪高さ比は利き手，非

利き手で統計的有意差はなかった．最大ピンチカ

もどの指においても左右間の有意差を認めなかっ

た．しかし，利き手の母指の爪は概して横長の傾

向にあり，利き手側の爪長さ比が非利き手側の

76.6％，76．7％，81．4％，81.6％，85.7％と明ら

かに左右差のある例が20人中5例あった．この5

例での爪高さ比と最大ピンチカは一定の傾向はな

かった．母指のみに左右差の大きい例が認められ

たことから，爪の形態変化を及ぼす因子に母指特

有のものがあると推測するが，職業と最大ピンチ

カだけでは説明できなかった．爪の形態は本来の

形態維持機能と後天的使用条件により決定されて

いると考えると，爪を後天的に変形させる因子を

明確に出来れば爪や指の変形治療に応用できる可

能性がある．

1-Pa-2

爪甲と爪床の発生について

Immunochemicalinvestigationofnailgrowth

山形大学整形外科

○柏英雄，高原政利，土田浩之，

荻野利彦

【目的】爪は指末端背側のあるため外傷を非常に

受けやすい．また，安易に治療されると爪の変形

を来たし指尖部の機能障害に患者が悩まされるこ

とが多い．そこで，今回我々は正常な爪甲や爪床

の発生をそのアポトーシスと細胞分裂を免疫組織

化学的に観察することで明らかにしようと試み

た．

【方法】多指症手術の際に得られた過剰指の爪組

織を用いた．アポトーシスの検出にはTUNEL法

を用いた．細胞分裂の検出にはPCNAの免疫染色

を用いた．

【結果】爪母ではアポトーシスはその表層で爪甲

に移行する部位に認められた．細胞分裂は爪母の

基底部に非常に高頻度に認められた．爪床にはア

ポトーシスは認めなかった．しかし，細胞分裂像

は爪母に比して疎ではあるが，爪床の近位1/3で

認められた．遠位2/3にはなかった．また，爪下

皮ではアポトーシスが認められた．

【結論】爪母から爪甲への移行にはアポトーシス

が関与していた．爪床表皮は爪甲遊離後アポトー

シスが生じて爪下皮になっていた．爪床表皮は爪

床の近位部で作られていた．以上から爪母および

爪床の近位部が温存されれば近位からの爪甲再生

に伴って爪床は正常に再生され得ることが示唆さ

れた．
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1-Pa-3

爪床における微細血管構造

Themicrovasculatureofthenailbedofthehuman

fingertip

'川崎医科大学整形外科，ユシンガポール国立大

学整形外科

○長谷川健二郎',RobertPho2,BarryPereira2

【目的】Nailbedについての2次元的観察の報告は

あるが，3次元的観察の報告は見当たらない．今

回Nailbedの微細血管構造についてcorrosioncast

を作成し，走査電子顕微鏡下に3次元的に観察を

行ったので報告する．

【方法】材料は受傷後18時間経過した再接着不可

能であった30歳男性の環指を用いた．まず基節

骨レベルで手術用顕微鏡下に固有掌側指動脈に

24Gのcannulaを留置しヘパリン加生理食塩水で

洗浄した後，アクリル系合成樹脂(Mercox)を

注入した．樹脂剤硬化後,20%NaOHで軟部組織

を溶解し,10%EDTA-4NaSaltで脱灰を行った．

大型の水槽を用いて水洗を行った．この操作を約

6ヶ月間繰り返し，血管鋳型を作成した．この血

管鋳型を走査電子顕微鏡を用いて,Nailbedの毛

細血管叢を観察した．

【結果】Nailbedにおける毛細血管叢のcapillary
loopsはNailbedのlongitudinalgroovesの走行に一

致して，互いに平行に走っていた．つまり動物の

毛のように一方向に針状に走行しているように見

えた．しかし，横方向から見ると，その針状の毛

がはっきりとloopを形成していることが確認でき

た．Nailbedの中央部ではcapillaryloopsは比較的

単純なloopの形態をとっており，比較的短く，血

管径も小さいのに比べ,hiponychiumに近いIoops
では長く，蛇行やねじれなどの複雑な形態をとる

ものが目立ち，血管径も太くなっていた．

【考察】ReischhauerらやWolfi･am-GabelらはIndian

inkを注入した2次元的観察により,Nailbedでは

capillaryloopsを形成すると報告した．Inoueや

Flintは血管鋳型を作成し,3次元的観察を行った

が,capillaryloopsを確認できなかった．今回我々

の報告は従来2次元的観察でしか確認できなかっ

たNailbedのcapillaryloopsを3次元的にとらえた
ものである．
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哺乳類指再生におけるテネーシンcの重
要性

TheimportanceofTenascinCinmannnaliandigit
regeneration

三重大学整形外科

○大角秀彦，平田

内田淳正

仁，明田浩司，

【目的】イモリは四肢を切断しても欠損した部分

を完全に再生させる能力を持つ．この際，テネー

シンcが切断部で早期に発現していることが知ら

れている．また，我々が第16回日本整形外科基

礎学会で発表した内容より，生後3日以内の新生

児ラットはDIP関節遠位までは完全な指再生能力

をもっており，切断後早期の肉芽内でテネーシン

cの強い発現を認めることがわかっている，それ

に対して成熟ラットは再生ではなく創傷治癒がお

こり，切断部は嬢痕組織によって覆われ，そこで

テネーシンcの発現はみられないこともわかって

いる．今回我々はテネーシンCが指再生において

必須の細胞外マトリクス構成要素であるかどうか

を確認するためノックアウトマウスを用いた検討

を行った．

【方法】テネーシンcノックアウト遺伝子をヘテ

ロでもつマウスどうしを交配させて生まれたマウ

スを23匹使用した．生後3日以内に両側の中指と

環指をDIP関節遠位で切断し,4週間後マウスの

遺伝子表現形，および指の再生状態を確認した．

再生状態は肉眼的に完全再生，不全再生，創傷治

癒に分類し，それぞれの群において再生状態に差

があるかどうかを検討した．

【結果】ワイルドタイプ7匹28指中，完全再生16

指，不全再生8指，創傷治癒4指，ヘテロ10匹40

指中，完全再生12指，不全再生18指創傷治癒10

指であった，ホモ6匹24指中，完全再生3指，不

全再生10指，創傷治癒11指であった．カイニ乗

検定を行ったところワイルド群とホモ群で優位に

再生能力の差が認められた．

【考察】今回の実験よりテネーシンcは指の再生

初期の段階において必須の細胞外マトリクス構成

要素であることがわかった．この結果はテネーシ

ンCの発現調整によって成獣でも指再生を誘導で

きる可能性を示唆している．



1-Pa-5

Tissueengineeringによって作成した指骨
の微細構造および分子生物学的解析

Ultrastructureandgeneexpressionofthetissue

engineeredphalanx

近畿大学付属病院形成外科

○磯貝典孝，上石弘

【目的】我々は，これまで指骨・指関節の特有な

3次元構造を持つ組織再生を目標として，細胞と

生分解性ポリマーを組み合わせた細胞・ポリマー

複合体をマウスの背部皮下に移植し，指骨・指関

節の分化誘導を試みてきた．移植組織を採取した

結果，複合体の有する指骨，指関節の3次元形態

は維持されており，組織学的にも，新生骨組織・

軟骨組織・腱組織が再生されていた．そこで，今

回は，この複合体の性状をさらに詳細に検討する

目的で，微細構造および分子生物学的解析を行っ

た．

【方法】PGA線維をヒト指骨（中節骨）の鋳型に

入れて,2%PLLA溶液に浸した．次に，子牛の

前腕部より採取した骨膜および軟骨細胞を用い

て，細胞-ポリマー複合体を作成した後に，動物

体内（ヌードマウス皮下）に移植した．移植後

20および40週目に組織採取を行い，透過型電子

顕微鏡,PCR(OsteopontinmRNA),Westernblot

法(Bonesialoprotein)を用いて検討した．

【結論】3次元ポリマー内では，骨膜細胞が増

殖・再分化し，成熟した骨芽細胞，軟骨細胞が認

められた．また，骨芽細胞が特異的に分泌するタ

ンパク発現(OsteopontinおよびBonesialoprotein)
の経時的増加を認めた．このように,Tissue

engineeringの手法を用いて，生分解性ポリマーを
鋳型として特定細胞を培養し，再分化させること

で，比較的正確な3次元的構築をもつ複合組織を

再生することができた．現在，研究をさらに発展

させるため，鋳型となるポリマーの材質や形態の

改良に加えて，各種サイトカインの刺激により細

胞増殖・再分化を促進する方法を検討している．

1-Pa-6

LumbricalPIusFingerのメカニズムにつ
いての検討

Mechanicalanalysisoflumbricalplusfinger

I田中外科，2関西医科大学整形外科,3Hand

CenterofWesternNewYork,StateUniversityof

NewYorkatBaHHalo

○田中康之11竹口輝彦21中村誠也21

南川義隆2,ClaytonPeimer3

【目的】lumbricalplusfingerは1970年にParkesに

より最初に発表されて以来30年以上経つも，臨

床に於いて遭遇する事は極めて少ない様に思われ

る．今回，屍体手を用いてlumbricalplus伽gerの

モデルを制作しその成因につき検討を加え報告す

る．

【方法】正常新鮮凍結屍体5手を用いた．掌側面

を上に前腕骨を特性の実験台に固定，深指屈筋腱

末節骨付着部を切離し，手関節を中間位にてK鋼

線で固定した．中指の総指伸筋腱に7509,両骨

間筋にそれぞれ5009,深指屈筋腱に7509の負荷

を加え，いわゆるPIP関節の伸展現象，

paradoxicalextensionが再現できるかどうか検討し

た.paradoxicalextensionが再現できたら次に浅指
屈筋腱に負荷を徐々に加えてゆき,PIP関節を90

度屈曲するのに必要な浅指屈筋腱の張力を測定し

た．

【結果】5手全部にparadoxicalextensionが再現さ

れた．PIP関節90度屈曲するために必要な浅指屈

筋腱の張力の平均は虫様筋に与えた負荷の約半分

で容易に屈曲を認めparadoxicalextensionは消失し
た．

【考察】指屈曲時，即ち深指屈筋腱収縮時は骨間

筋，虫様筋は弛緩しており例え深指屈筋腱の張力

が全て虫様筋に伝わったとしても移動域の非常に

長く細い虫様筋の張力が浅指屈筋の張力を上回り

伸展機構を介してPIP関節を伸展するとは考えに

くい．lumbricalplusfingerの成因には,PIP関節
の屈曲の際に浅指屈筋腱の張力が十分に伝わらな

い何らかの障害があり初めて発生すると考えた．
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ヒトの移植腱腱鞘間滑動抵抗に関する実
験的研究

Excursionresistanceofthegrafttendonandpulley

:Abiomechanicalstudyinhumanmodeli"1ﾉ"、

岩手医科大学整形外科

○赤坂俊樹，西田淳，荒木信吾，
嶋村正

【目的】屈筋腱再建をシミュレートし移植腱-腱鞘

問滑動抵抗を測定し，より適切と考えられる移植

材料を検討した．

【対象と方法】上腕軟部肉腫で肩関節離断術に至

った上肢2肢を用いた．それぞれ示指から環指ま

でのA2pulleyを損傷しないように基節骨ととも

に一塊として摘出した．浅指屈筋腱(s群),指

伸筋腱の伸筋支帯直下部(R群),長掌筋腱(P群),

指伸筋腱の伸筋支帯部分より約3cm遠位部(E群）

を移植腱とし，深指屈筋腱をcontrol(C群）とし

て,Anらの方法で腱-腱鞘問滑動抵抗を測定した．

S,R群をintrasynovial群,P,E群をextrasynovial
群とし，それぞれを対比し分散分析(ANOVA)

を行った．有意差を認めた場合(p<0.05)は各群
毎にFisher'sPLSD検定を施行した．

【結果】Extrasynovial群の抵抗値はintrasynovial群
より高値であり,S群とP群の比較ではすべての

角度で有意差を認めた．S,R群とC群の比較で

は有意差を認めなかった．S群とR群の比較では

有意差を認めなかったものの，全般にS群がR群

より低値であった．

【考察および結論】腱移植術の臨床成績は多くの

要素に影響されるが，特に術後の癒着が重要な要

素と考える．癒着防止には早期の自動運動が重要

と考えられるが，そのためには腱-腱鞘間滑動抵

抗のより少ない腱移植を行うことで早期運動をよ

り有効とし，移植腱と周囲との癒着を防止できる

と考えている．Intrasynovial群はextrasynovial群に
比べ腱-腱鞘間滑動抵抗が少なく,C群と比較し

ても有意差を認めず有利な移植腱と考えている．

抵抗値の低かった浅指屈筋腱は長掌筋腱に比べ移

植腱として使用するには問題もあるが，考慮され

るべき移植腱であると考えられた．
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腱鞘外腱のヒアルロン酸による化学的コ
ーテイング

Surfacemodificationofextrasynovialtendonby

chencallymodifiedhyaluronicacidcoating

'飯田市立病院整形外科，2メイヨクリニック

バイオメカ研究所

○百瀬敏充',PeterAmadio2,Yu-LongSun2,
ChunfengZhao2,Kai-NanAn2

【目的】1回のヒアルロン酸(HA)投与が癒着防

止に効果があるかはっきりしていない．今回われ

われは化学的にHAを腱のコラーゲンに結合さ

せ，単純なHAより化学的なHAの方が持続的に

腱に結合するか検討した．

【方法】雑種犬3匹の5腓骨筋腱(PL腱）を用い

た．パラテノンを切除し小片に分け，次の3種類

の溶液に2時間浸した．1）生食，2）単純な1%

ヒアルロン酸（単純HA),3)化学的に変えた

1%ヒアルロン酸（化学的HA).化学的HAは

EDCとNHSという物質をHAに加えて作り,HA

のカルポキシル基と腱のコラーゲンのアミノ基と

が化学的に結合する．3種類の溶液に浸した腱の

半分はアルシアンブルー染色をし，残りの半分は

生食で10分間洗浄後アルシアンブルー染色をし

た．3種類の溶液に浸した腱で洗浄前と後で色の

違いを観察した．さらにヒアルロン酸の染色の強

さをコンピューター画像解析装置で調べた．まず

3種類の溶液に浸した腱をデジタルカメラで撮影

しKS400画像解析ソフトを用いて解析した．

【成績】洗浄前では生食に浸したPL腱は薄い青色

であったが，単純なHAと化学的HAに浸したPL

腱は濃い青色であった．洗浄後では生食と単純な

HAに浸したPL腱は薄い青色であったが，化学的

HAに浸したPL腱は濃い青色であった．色の強さ

の画像解析では洗浄前の単純なHA(189),化学

的HA(209)に浸した腱は，生食(102)に浸し

た腱より有意に高かった．洗浄後の化学的HA

(160）の腱は，生食（102)，単純HA(113)の
腱より有意に高かった．

【結論】単純なHAは洗浄で取れてしまったが，
化学的HAは洗浄後も腱表面に残り単純な洗浄で

は取れなかったと思われた．化学的HAは滑走抵

抗や癒着を減らす可能性があると思われた．



1-Pa-9

ヒアルロン酸膜が腱癒合および腱癒着に

与える影響

Theeffectofhyaluronicacidontendonhealing

andtendonadhesion

富山医科薬科大学整形外科

○長田龍介，松野博明，木村友厚

【目的】腱縫合後の癒着抑制に有用とされる物質

のひとつにヒアルロン酸（以下HA)が挙げられ，

HA液やHAとケイヒ酸からなる膜を用いること

により腱癒着抑制効果を認めたとの報告がある．

本研究では，不純物を含有しないHA膜の腱癒合

および癒着形成に与える影響について検討した．

【方法】体重2.5kgの日本白色家兎8羽(32腱）

を使用した．両側後肢第3，4趾の深趾屈筋腱を

ZoneⅡで横切し,滑走床の軟部組織を掻爬した後，

7-0ナイロンループ針2針を用いて腱を縫合した．

再断裂予防に足底で第3，4趾へ向かう屈筋腱を

切離した．左側の2本は縫合部周囲にHA膜を巻

いてから閉創し(HA群),右側は縫合後すぐ．に

閉創した（コントロール群)．術後固定は行わず

1,2,3,6週で，処置を行った趾（各時点，各

群4趾）を採取し組織学的に観察した．

【結果】1週では肉眼的創治癒が得られていたが，

HA膜群の一趾において腫脹が続き，溶解した

HAの浸出をみた．組織学的にはcontrol群で腱周

囲に間隙が無かった一方,HA群では溶解した腱

縫合部がHA中に浮遊する状態であった．2,3週

では両群ともに腱端間が肉芽組織で連続する所見

を認めたがHA群で連続部の肉芽が細くその距離

が長い傾向を認め,HA群の一腱に断裂を認めた．

腱表面と滑走床の間には両群ともに活発な肉芽の

増殖がみられた．6週で腱端間および腱周囲の肉

芽において細胞成分が減少した．両群に明らかな

差は見られなかった．

【考察】HA膜が2週間は縫合部周囲に存在し，そ

の後吸収されたことから物理的バリアーとして癒

着形成の抑制に有効である可能性が示された．し

かし腱縫合部を覆う範囲や留置するHAの量が過

剰な場合には創治癒や腱癒合に不利な状況を招来

する危険を伴うと考えられ，これらの難点を考慮

した使用法についての工夫が必要である．

1-Pa-10

腱損傷後の癒着防止材としてのアルギン

酸の有用性（第2報)－有効な物性を有す

るアルギン酸組成の検討一

Developmentofalginicacidsolunonfbrinhibit-ionof

posttraumaticperitendmousadhesion

!りん<う総合医療センター市立泉佐野病院整

形外科，z国立大阪南病院整形外科，，大阪大学

医学部整形外科，4株式会社クラレ倉敷研究

所，＄クラレメディカル株式会社

○島田幸造11斉藤正伸21難波二郎31

山田秀明4，長尾昌浩，

【目的】外傷後や手術後に起こる癒着を軽減する

ため，我々は粘性多糖類ゲルの癒着防止効果を動

物実験で検証してきたが，中でもアルギン酸の経

済性，生体適合性，化学的修飾による付加発展性

に注目している．今回アルギン酸の腱損傷後癒着

防止材としての有用性を検証し，さらに分子量と

濃度による物性変化を検討して臨床応用するのに

至適なアルギン酸組成の決定を目指した．

【材料と方法】アルギン酸（分子量5×104～4×

10'Mw)を生理食塩水にて濃度1.0～10%に膨潤

し，粘稠度10]以下～104mPa･sの範囲に調整した

8種類のゲル状溶液を作成した．日本家兎（体重

2～3kg)の後肢を足関節直上で縦切開し総趾屈
筋腱を露出，腱鞘を横切開し腱の内側約1/2を切

離して元に戻す腱損傷モデルを作成，腱損傷部に

種々の組成のアルギン酸を添加した．術後4週で

屠殺し膝関節離断後に腱を400gで牽引して足趾

屈曲角度を測定，対健側比を求めて腱損傷後の癒

着の指標とした．家兎50羽を5羽ずつ10群にわ

け，種々のアルギン酸を加えた処理群8群40羽と

処理を行わなかったコントロール2群10羽で癒着

の程度を測定し，採取した腱の修復状況を組織学

的に検討した．

【結果】足趾屈曲角度（対健側比）はコントロー

ル群で65％，粘稠度10!mPa．s以下のアルギン酸

処理群で46～71％と癒着を認めたが，粘稠度

4×10!mPa･s以上のアルギン酸処理群はすべて

80％以上（81～87％）で癒着防止効果が得られ

た．組織学的には粘稠度が増加すると局所炎症所

見が強く，同程度の粘稠度では高分子量低濃度ア

ルギン酸群（分子量3×105Mw,濃度2.5%,粘

稠度3×102mPa･s)が低分子量高濃度アルギン酸

群より炎症所見が軽度かつ腱の修復が良好で至適

組成と考えられた．
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榛骨遠位端骨折に対する鋼線刺入固定法

の力学的強度を左右する因子

Whatisanimportantfactorofmechanicalstrength

ofpercutaneouspinningfixationfbrdistalradius
fracture？

1天楽会今治三木病院整形外科，z岡山大学整

形外科

○佐伯祐司!，橋詰博行2，名越充2，

井 上 － 2

【緒言】僥骨遠位端骨折に対する手術療法として，

経皮的鋼線固定法（以下P法）は最も用いられる

ことが多い．その力学的強度に関するバイオメカ

ニカルな実験が，1990年代後半から散見されて

いる．今回，従来のP法と我々の開発した順行性

髄内鋼線固定法(NODEanchoringsystem,以下N
法）の力学的強度を比較し，鋼線の刺入角度と僥

骨遠位端の骨塩量が力学的強度に与える影響につ

いて検討したので報告する．

【方法】（実験1）不安定型Colles骨折モデルを考

案した.N法と3種類の異なるP法(45｡,60.鋼

線固定法と逆行性髄内鋼線固定法）によって，各

15体ずつの人工僥骨の骨折モデルを固定した．

静的荷重試験を行い，得られた各固定法の剛性か

ら力学的強度を比較した．（実験2）骨塩量を計

測した7対の屍体僥骨を用いて,N法と60｡P法

の骨折モデルを作成した後に実験lと同様の荷重

試験を行った．

【結果】（実験1）各固定法の剛性(N/mm)はN

法189.6±57.7,45｡P法192.7=t45.3,60｡P法

226.3±27.1,逆行性髄内鋼線刺入P法237.1±

53.7であった．（実験2）使用した2群問の僥骨骨

塩量(UD)の平均値には有意差は認めなかった．

骨塩量と内固定法の力学的強度の間には高い正の

相関関係を認めた(N法r2=0.749,60｡P法r2==

0.828)．剛性はN法246.2±140.1,60｡P法
167.9士128.9であった．

【考察】実験1からP法の力学的強度は鋼線が強

斜位に刺入されるほど高く,N法と45｡P法は同

程度の強度を有する結果が得られたが，実験2で

はN法と60｡P法の強度が逆転した．これは鋼線

支持部の破断強度の差が屍体骨では関与している

ためと考えられた．
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榛骨遠位端骨折に対する各種プレートの

固定性：新鮮屍体による研究

Comparisonofdifferentdistalradiusfracture

fixationplates:Abiomechanicalstudy

I濁協医科大学整形外科，2テキサス大学ガルベ

ストン校整形外科

○長田伝重11早乙女紘-',StevenFViegas2,
RitaMPatterson2

【目的】最近，僥骨遠位端骨折用プレートが多く

開発され，臨床で使用されている．しかし，個々

のプレートが生体でどの程度の固定性があるのか

については，ほとんど明らかにはされていない．

本研究の目的は，屍体による榛骨遠位端骨折モデ

ルを用いて，6種類のプレートの固定性を明らか

にすることである．

【対象と方法】新鮮屍体24肢の前腕近位部から手

MP関節までを用い，僥骨遠位部にて幅10mmの

骨を切除して僥骨遠位端骨折モデルを作製した．

標本を以下の6群に分け，各群4例づつプレート

固定した．1群：ステンレス製,rプレート,2

群：チタン製汀プレート，3群:Forteプレート，

4群：背側Symmetryプレート,5群：掌側

Symmetryプレート,6群：掌側SCSⅣプレート．

標本をMTS機械に固定し，軸圧をかけて破断ま

での力を測定した．同時に榛骨遠位部の動きをビ

デオカメラで撮影して運動解析も行なった．

【結果】背側プレート群（1，2，3，4群）のプレ

ートは全例掌側に屈曲し，掌側プレート群（5，6

群）のプレートは全例背側に屈曲した.Screwの

緩みは全例で認められなかった．平均剛性

(N/mm)は6群:210.0,4群:136.2,1群：

126.8,2群：111.5,5群：107.3,3群：95.5であ

った．平均破断力(N)は6群:1690.9,5群：

1153.7,4群：1028.4,1群：934.8,2群：768.4,

3群：686.2であった．軸圧100N(生体で手関節

自動屈曲伸展運動時に榛尺骨にかかる圧力と想

定）時のプレートの屈曲角度は，すべてのグルー

プで5度以下であった．軸圧250N(生体で手指

自動屈曲伸展運動時に榛尺骨にかかる圧力と想

定）時のプレートの屈曲角度は，6群のみが5度

以下であった．

【結論】6群（掌側SCS/Vプレート）が最も剛性

が高く，強固なプレートであった．
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手根中央関節尺側部と月状骨三角骨間の

加齢性変化についての解剖学的研究一

ulnarvarianceによる差異一

Anatomicalstudyofulnarwristjointdegeneration

-Correlationwithulnarvariance-

'東北大学整形外科，2宮城野病院整形外科

○長谷川和重!，後藤均11宮坂芳典2

【目的】手根中央関節の骨性形態（月状骨有鉤骨

間関節[以下LHA]の有無）と月状骨三角骨間の

加齢性変化との関連性は既に報告した．今回は，

ulnarvariance(UV)の差異によるこの関連性の

変化と手根中央関節尺側部の軟骨変性の変化を明

らかにする．

【対象と方法】手関節正面Xpで明らかな外傷性変化，

リウマチ性変化のない医学部解剖実習遺体66体123

手関節を対象とした．肉眼的にLHAの有無(1nm

以上の関節面があるものを＋）を調べ,1)LHAの

軟骨変性(LHA変性),2)月状骨三角骨間の軟骨

変性と靱帯断裂（Ⅲ変性断裂)，3）有鉤骨三角骨

間の軟骨変性(TH変性）を以下の評価法で点数化

した（[]は点数を示す).LT変性断裂:IﾉT靱帯正

常[m,非薄化[1],断裂5mmまで[21,5面皿以上[3],

月状骨，三角骨の軟骨欠損があれば各1点追加．

LHA,TH変性：正常[O],粗造化[1],軟骨欠損[2],

軟骨下骨露出[3]・LHA一の場合には月状骨有鉤骨

間の対向部分の軟骨変性を評価した．検討項目：1）

2）3）についてLHA(+)群,(-)群で差がある

かを検討した．次にUVにより，全体を5群に分け

(A:0>,B:0～1,C:1～2,D:2～3,E:3

mm<)この5群において，同様に検討した．

【結果】1)LHA軟骨変性:LHA(+)群が有意

に点数が高い(P=0.001)．UV群別ではUVの大

きい方がこの傾向が強い.2)LT変性断裂:LHA

（一）群が（＋）群より有意に点数が高い

(P=0.02)．UV群別では有意ではないが全てLHA

(一）の点数が高い.UVとLT変性断裂は正の相

関あり(P=0.013).3)TH変性:LHA(-)群が

高い傾向あり(P=0.08).UV群別ではUVが小さ

いとこの傾向が有意となる．

【考察】UVによらずLHA(-)がLT変性断裂を

起こしやすい.LHA(+)の形態では,UVが大

きいとLHA(-)よりLHA変性が強く,UVが

小さいとTH変性が強くなる．

1-Pb､4

有鉤骨-三角骨関節のキネマティクス：

MRIを用いた非侵襲的mvivo3次元動態

解析

Kinematicsofthetriquetrum-hamatejoint:A

noninvasivej"vivo3-dimensionalstudy

'大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学

(整形外科)，2大阪大学大学院医学系研究科医用

制御工学，3大阪大学医学部附属病院放射線部

○森友寿夫'，村瀬剛'，後藤晃11

中島義和2，有村武浩，

【目的】これまでに手関節の3次元キネマテイク

ス研究はほとんどが屍体標本を用いた伽v"ro研

究であった．今回われわれは上肢における非侵襲

的加vivo3次元キネマテイクス解析システムを開

発し，生体の手根中央関節（特に有鉤骨-三角骨

関節)のキネマテイクスを調査したので報告する．

【対象・方法】対象は健常ボランティア5名（男3

名，女2名）の5右手関節である．前腕回内外中

間位で特製装具を用いて掌背屈7ポジション，榛

尺屈6ポジションで少しずつ角度を変えてMRI撮

影し，画像データのみから独自に開発したソフト

ウエアを用いて有鉤骨，三角骨の骨髄領域を抽出

し，多値Marchingcubes法により3次元骨髄モデ

ルを作成した．次にモデル同士を重ね合わせるこ

とによって，有鉤骨に対する三角骨の相対的な動

きを3次元アニメーションとして再現し，その動

き量（回転移動成分）および回転軸を測定した．

【結果】掌背屈では三角骨は有鉤骨に対してほぼ

前後方向に回転していたが，榛尺屈では近位僥

側-遠位尺側方向へ回転していた．このことから

有鉤骨-三角骨関節は少なくとも2つの自由度を

持つ楕円関節であると考えられた．

【考察】今回われわれが開発した航y伽3次元キ

ネマテイクス解析システムは,MRI画像のみから

各骨要素を3次元的座標データとして認識する事

ができるため，任意の2つの骨の相対的運動を視

覚化，定量化することが可能である．手根中央関

節のキネマテイクスは，その解剖学的複雑性など

から，まだ不明な点が多かったが，このシステム

を用いることにより伽v伽で解析できる．今回は

手根中央関節の一部である有鉤骨-三角骨関節を

調査したが，今後さらに舟状骨，月状骨のキネマ

テイクスを調査し，手根中央関節全体のキネマテ

イクスを研究する予定である．

-S79-
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手関節尺骨手根靱帯の組織学的検討

Histologicstudyofulnocarpalligamentonthe

wrist

!聖マリアンナ医科大学整形外科，2木原整形外

科医院，3聖マリアンナ医科大学解剖学，4同

病理学

○笹尾三郎11木原仁21別府諸兄I'

平田和明3，高木正之4

【目的】手関節掌尺側の靱帯構造に関しては多くの報

告がなされてきたが，その解剖学的位置関係につい

ては未だ不明な点力沙なくない．今回我々は三角線

維軟骨複合体(TCc)を含めた手関節掌尺側の靱帯

構造について組織学的検討を行ったので報告する．

【対象，方法】組織学的検討には系統解剖用屍体

5体7手関節を用いた．組織切片の作成は矢状断3

手関節，前額断3手関節，冠状断1手関節を用い

て行った．

【結果】各々の切断面の組織学的結果を総合する

と,TFCC掌側は榛側より短僥骨月状骨靱帯(SRL),

尺骨月状骨靱帯(UL),尺骨三角骨靭帯(UT)に

より支持されていた．SRLは僥骨の掌尺側より起

始し月状骨掌側に広範囲に停止していた．また一

部分は月状骨三角骨骨間靱帯と連続性を認めた．

UTはSRLと掌背方向の前後に重ね合わさるよう

に位置していた．組織学的にはULとUTの境界を

区別することは不可能だった．UTは茎状突起周囲

を覆うように掌尺側から背尺側にかけて存在し，

遠位では尺骨手根伸筋腱腱鞘床を横切るようにし

て三角骨背側に停止していた．また靱帯成分は背

側のほうが掌側に比べ密であった．遠位僥尺靱帯

掌側成分は尺骨小窩から尺骨茎状突起基部にかけ

て存在していた．また，背側成分は尺骨小窩から

尺骨茎状突起先端にかけて靱帯成分を認めた．

【考察】これまでの報告によるとUTとULは分離

独立した靱帯として報告されていた．しかしわれ

われの行った組織学的検討によるとUTは三角骨

背側に付着部を認めたため，掌側の靱帯のみなら

ず背側にも靱帯成分を持ち合わせていることが判

明した．さらにUTはULとの境界が不明であっ

たことから，一つの靱帯として呼称してもよいの

ではないかと考えた．

【結語】これまでの報告者と異なり手関節掌尺側

の靱帯構造について組織学的検討を行い新たな知

見を得ることができた．

-S80-
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尺骨短縮術における至適骨切りレベルに

ついての基礎的研究

Experimentalstudyofproximalvsdistalulnar

shorteningosteotomy

'関西医科大学整形外科，2同リハビリテーシ

ョン科，3ニューヨーク州立大学バッファロ－校

整形外科

○市岡直也11田中康之I,中村誠也11

南川義隆2,MoyOwen3

【目的】尺骨頭突き上げ症候群に対する尺骨短縮

術は，良好な術後成績から，多くの施設で第一選

択となった治療法であるが，遷延治癒やnon‐

unionの報告が散見される．我々は，海面骨が豊

富な尺骨の近位で骨切りを行えば早期の骨癒合が

得られるのではないかと仮説し，近位尺骨短縮術

による基礎実験を試みたので報告する．

【方法】手関節疾患の既往の無い屍体27上肢を用

い骨切りのレベルから，遠位骨切り群，中間部骨

切り群，近位骨切り群の3つのグループに分けた．

それぞれのグループで,2mm,5mm,8mm,12

mmの骨切りを行い，術前後の前腕全長のレント

ゲンと，手関節前後のレントゲンから，骨切り量

と,UInarva耐anceを計測すると伴に，前腕の回旋

の可動域を測定し，比較検討した．

【結果】遠位骨切り群では骨切り量の約85.1％が

DRUJで短縮したのに対して，近位骨切り群では

513％，中間位骨切り群では65.6％の短縮効果が

DRUJで得られた.2,5,8mmの骨切りで近位

群と中間位群の回旋可動域に有意差は見られなか

ったが，近位骨切り群では8mmの骨切りでも，

回旋の可動域に有意の制限を生じ，また12mm

の骨切りで前腕の回旋可動域の有意の減少に加え

て，肘関節のextensionlossを生じたものが9例中

2例に観察された．

【結語】同じ量の短縮でも，骨切りレベルによっ

て尺骨の遠位端の骨短縮量（相対的短縮量）に違

いを生じる．近位骨切りではは尺骨中枢骨片の遠

位へのmigrationにより僥骨全体が近位に

migrationするため，僥骨中枢端と上腕骨小頭に

impingementを生じ可動域制限を来す可能性があ

り,8mm以上の骨切りは避けるべきと考えられ

た．

’
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肘関節外側側副靱帯複合体の形態と歪み

の変化

Functionalanatomyofthelateralcollateral

ligamentcomplexoftheelbow

!大阪医科大学整形外科,2WestVirginia

University

○瀧川直秀11阿部宗昭11白井久也11

植田直樹',JaiyoungRYU2

【目的】Lateralulnarcollateralligament(LUCL)の

解剖学的研究の報告は多くみられるが，その形態

と機能は未だ一定の見解が得られていない.今回，

我々はLUCLの形態を詳細に観察し，肘屈伸に伴

う歪みの変化を調べたので報告する．

【対象および方法】新鮮凍結屍体26肘（男21例，

女5例，平均71.8歳）を用い肘関節外側側副靱帯

のうちLUCLの形態を観察した．LUCLのうち，

上腕骨外上顎から輪状靱帯に至る部分を近位線維

部，輪状靱帯から尺骨付着部までを遠位線維部と

し，遠位線維部の形態を分類しその頻度を調査し

た．また，6肘に対してLUCLの近位線維部と遠

位線維部にmicrostaingaugeを縫着し，肘関節の

屈伸に伴う靱帯の歪みの変化を測定することによ

り近位線維部と遠位線維部の役割を検討した．

【結果】LUCLは構造が非薄なものも含め全例に

認められた.近位線維部の構造はほぼ一定であり，

その末梢は輪状靱帯に強く付着していた．遠位線

維部は3つのtypeに分類できた．歪み計測におい

て，近位線維部では肘関節約40.以上の屈曲位で

縦方向の歪みが生じて屈曲50～60.で最大に達

した．しかし，遠位線維部では近位線維部に比べ

歪みが小さかった．

【考察】遠位線維部と近位線維部での歪みの差が

大きかったのは,LUCLが輪状靱帯に付着してい

るためと考えられた．このことは形態解剖で

LUCLと輪状靱帯の分離が困難であったこととも

一致しており，機能的に,LUCLは輪状靱帯へ強

く付着することによって後外側回旋不安定症を制

動する一端をになっていると推察された．

1-Pb-8

Bone-CrurallOM-Boneを用いた新しい前

腕骨間膜の再建方法（第2報)-Kinematic

study-
AnewreconstructionmethodofthefbrearmIOM

usingBone-CruralIOM-Bonegraft-Kinematic

study-

l聖マリアンナ医科大学整形外科,2MayoClinic

BiomechanicsLab

○藤田正樹',R.A.Berger2,M.Sauerbiele,

T.Nakamura2,K-N.An2

【目的】前腕骨間膜腱様部は榛尺骨間の主たる安

定及び荷重伝達機構を担っており,Essex-Lopresti

骨折の際，僥骨のpmximalmigrationが腱様部断裂

のため生じると考えられている．腱様部再建に関

してはいくつかの基礎研究が報告されているが，

いまだ確率した方法はない．今回我々は，我々が

考案したBone-CrurallOM-Boneを用いた前腕骨間

膜再建方法に対するKinematicanalysisを行ったの

で報告する．

【対象および方法】新鮮死体標本6肢を用い，回

内筋と回外筋を温存した骨間膜付き上肢骨格標本

を作製した．各標本をMayocustom-madefOreann

simulatorに固定し，手部回内外トルクと回内筋・

回外筋荷重より前腕回旋運動を再現した.Single

tendon,Doubletendon,CrurallOMの各々を用い

た各再建方法問で，回旋時不安定性の有意差につ

いて検討した．

【結果】前腕中間位から回外30度の肢位でCrural

IOMreconstructionは他の二つのTendon

reconstructionより安定した前腕回旋運動を再現し

た．

【考察】Bone-CruralIOM-Boneを前腕骨間膜再建

材料に用いることにより，より安定した前腕回旋

運動を再現するができ，理想的な再建方法の一つ

と考えた．材料特性的に下腿骨間膜が極めて前腕

骨間膜に近い性質を持っていること，またその解

剖構造より前腕Isometricareaを包括した再建が可

能であったためと考える．

【結語】臨床上，前腕Isometricareaを正確に決定

し，同部位に腱様部を再建することは極めて難し

い．しかしながらBone-CrurallOM-Bonematerial

を前腕骨間膜再建材料として用いることにより容

易かつ確実にIsometricareaをカバーした再建が可

能となり，本方法は極めて有効な再建方法の一つ

と考える．

-S81-
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中手基節関節症のX線・CT所見と機能障

害に関する研究

X-rayandCTfindingsandfUnctionaldisturbance

ofosteoarthrosisofmetacarpophalangealjoint

I町立上那賀病院整形外科，2徳島大学整形外科

○高井宏明!，阿達啓介2

【目的】中手基節関節（以下MP関節）症の形態

と機能障害につき研究した．

【対象と方法】手のMP関節症を持つもの21名，

平均年齢79.4歳についてX線評価を行い，内6例

にCTを追加した．機能評価は,MP関節症を持

つもの8名，平均年齢80.8歳,持たないものl2名，

平均年齢78.3歳に施行した．握力，つまみ力，各

指の可動域,pegboardを用いて巧綴性を評価し
た．

【結果】21名の49関節に変形性関節症を認めた．

母指16関節，示指15関節，中指12関節，環指3

関節，小指3関節にみられた．重症度は，

Swanson分類で,stagelが28関節,stagellが13

関節,stagelVが2関節,stageVが6関節であっ

た.CTでは19関節に骨鰊形成を認めた．17関節

が示指と中指であり，中手骨頭側背尺側・掌僥側

に多くみられた．機能評価では,MP関節症を持

つもの，持たないもので，握力：右21.3±9.6kg

(mean±SD),27.2±8.0kg,左17.9±10.2kg,

25.7±9.0kg,つまみ力：右4.2±2.6kg,5.5

2.8kg,左4.0±2.2kg,5.7±1.6kg,MP関節自

動伸展，示指右-9.0士13．8．，11．7±8.1。，左

7.5±10．0．，14．2±6．7．，中指右-6.3士8.7.,

11.7±9.1．，左6.8±8.0｡,12.9±5.0.であった．

pegboardでは，右91.0±9.3秒,93.1±9.5秒，左
93.2±9.3秒，84.7±4.8秒であった．

【結論】MP関節症では，関節列隙の狭小化，骨

鰊形成，掌側偏位がみられた．骨鰊は，中手骨頭

背尺側に多くみられた．機能的には，示指・中指

のMP関節の伸展が有意に(p<0.05)制限され
ていた．

1-Pb-10

interferencescrew(TJscrew)を用い

た靱帯再建の組織学的・力学的検討

Histologicalandbiomechanicalevaluationofan

interferencescrewfOrtendonreattachment

'兵庫医科大学整形外科，ユ神戸大学整形外科

○奥野宏昭11田中寿-11常深健二郎11

圓尾宗司'，藤岡宏幸2

【目的】我々は小関節領域における腱・靱帯再建

用小螺子としてinterferencescrewであるTendon

JunctionScrew(以下TJScrew)を開発し，臨床

的には母指MP関節側副靱帯や肘関節内側々副靱

帯再建などに用い良好な結果を得ている．今回，

TJscrew法とpullout法による再建部の組織学，

力学的検討を行ったので報告する．

【方法】日本白色家兎の膝内側側副靱帯再建をTJ

Screwを使用した群（以下T群）とpullout法（以

下P群）の2群(N=6)で行い，再建直後と術後

3，6週および6ケ月後に標本を採取し，再建後の

骨孔部の組織学的変化と引っ張り試験機による最

大破断強度と破断様式について検討した．T群の

手術方法は，元の靱帯付着部に骨孔を作成し，採

取した足底筋腱を引き込み皮質骨を介在させTJ

screwで固定するものである．

【結果】組織学的には,T群では，術後6週で骨孔

入り口部で軟骨層を介した新しい付着部形成が確

認された．一方P群では線維性の癒合を認めるの

みであった．また，この時期における破断様式は，

T群が移植腱での断裂が多かったのに対しP群で

は再建部で破綻したものが多かった．力学的試験

ではT群とP群の最大破断強度は，術直後でそれ

ぞれ49.7N/30.1N,術後3週で84.1N/55.1N,術

後6週で113.1N/74.3Nと2群問で有意差を認めた

が，術後6ケ月になると219.0N/228.9Nと有意差

は認めなかった．

【考察】T群では，組織学的に術後早期より軟骨

層を介した新しい付着部を形成し経時的に見て成

熟していくため，術後早期においてその最大破断

強度はP群と比べ有意に高くなるものと考えられ

た．

【結論】術後早期において組織学的，力学的な面

よりT群を用いた靱帯再建はP群と比べ有用であ

ると考える．
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培養シュワン細胞でコーティングされた

生体吸収性チューブは，末梢神経再生を

促進する

Abioabsorbabletubecoatedwithcultured

Schwanncellspromotesguidedperipheralnerve

regeneration

'大阪市立大学整形外科，2鈴鹿医療科学大学

○越宗勝!，高松聖仁11中塚洋直11

山野慶樹!，筏義人2

【はじめに】近年多種多様な人工神経の作成が試

みられてきたが未だに十分な成績を挙げられてい

るものはない．我々は理想の神経補填材料の要素

として1）生体親和性が高く再生神経線維の

contactguidanceとなりえる,2)神経導管として

一定の強度を有しある程度の期間は管腔構造を維

持できる，3）神経再生に関する神経栄養因子も

しくは物質を供給できる，4）神経再生に有利な

細胞が生着できる，5）最終的には生体内で吸収

され再生した神経を圧迫したり血行を阻害したり

しない，といった要素を兼ね備えていることが必

要と考え，生体吸収性polymarによる新たな神経

再建用tubeを作成し，それに培養シュワン細胞を

組み合わせたhybrid型人工神経を作成しているの

でそれを報告する．

【方法】I型コラーゲンでコーティングを行った

PL(LA/CL)を筒状にして内腔とし，その外周

をPLLAのメッシュで補強した長さ16mm内径2

mmのtubeを作成した．ついでFisher系新生児ラ

ットの後根神経節から採取したシュワン細胞を培

養しこのtubeの内腔に播種した．このtubeを

Fisher系ラットの坐骨神経に作成した12mmの神

経欠損部に移植し人工神経群とした(n=8).ま

た同様の12mmの欠損部に同径のシリコンチュ

ーブを移植しシリコンチューブ群とした(n=8).

術後12週目に坐骨神経を採取し神経の再生につ

いて組織学的に検討を加えた．

【結果】神経欠損部より2mm末梢の坐骨神経の

横断切片を作成しLFB染色を行ったところシリ

コンチューブ群では神経の再生は全く認められな

かったが，人工神経群では全例に著明な神経の再

生が認められた．

【結語】培養シュワン細胞を組み合わせたhybrid

型人工神経は将来有望な神経補填材料となりうる

と考えられた．

1-Pc-2

末梢神経欠損に対するシリコンチューブ

による架橋一神経再生過程でのチューブ

除去の影響一

GraftingusingsiliconechamberfOrperipheral

nervedefects,effectoftemporarytubulization

'東海大学整形外科，2東海大学大磯病院，3東海

大学生理学

○尾高光昭!，内山善康!，池田全良2，

岡義範2，玉木哲朗3

【目的】末梢神経欠損に対してシリコンチューブ

の架橋によりその架橋部に神経再生を認める．本

研究の目的は神経再生の過程でシリコンチューブ

を除去する場合と，温存する場合での機能回復に

ついて比較し，チューブ除去の意義について検討

する事である．

【方法】15週齢の雄Wister系ラットを使用した．脛

骨神経に8mmの欠損を作成し，シリコンチューブ

を用いたtubulizationを行った．シリコンチューブ

で架橋したまま，10週間待機した群(continuously

tubulization;CT群）と，架橋後6週間でチュー

ブを除去しその後4週間待機した群(temporary

tubulization;TT群）を作成した．機能回復の評

価は，足関節の底屈力（術前・術後5分．術後6

週・術後10週）・術後10週時の脛骨神経のLFB

染色・足底筋のATPase染色で検討した．

【結果】術後10週で比較すると，足関節底屈力で

はCT群0.21N,TT群0.38Nであり,TT群は優位

に(p<0.05)筋張力が大きく，術前の約3割ま
で回復してた．再生神経はTT群がより太く，

LFB染色でも染色性が高く軸索再生の程度が良好

であった.ATPase染色では,CT群の筋線維の径

は不揃いであるのに対し,TT群では，比較的均

一で太く，良好な神経再支配による結果と判断さ

れた．

【考察】術後10週で,TT群の筋の張力は，優位

差をもってCT群より良好に回復しており，また，

髄鞘染色では,TT群の髄鞘はより成熟し損傷神

経支配筋の回復も良好であった．従って，シリコ

ンチューブを架橋の一定期間後に除去する一時的

使用法は，良好な神経回復を促し，外傷や腫瘍手

術時神経移植を要するような神経欠損例に対して

適応できる可能性がある．
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キトサンチューブとラミニンペプチドを

用いた神経再建の新たな試み

Anexperimentalstudyonnerveregeneration

usinganovelbiomaterial,chitosantubecombined

withlamininpeptides

'東京医科歯科大学形成外科，2同整形外科，，

多木化学，』物質・材料研究機構生体材料研究

センター

○鈴木真澄!，四宮謙一2，伊藤聰一郎2，

山口勇3，田中順三』

【目的】カニの腱を素材とするキトサンチューブ

を開発した.これを末消神経欠損部へ架橋移植し，

(1)生体適合性，熱架橋とHApコーティングが
神経再生に与える影響とチューブを異型断面にし

た場合の効果，（2）チューブ壁に共有結合させた

ラミニンペプチドの効果を検討した．

【実験(1)】方法：カニの腱よりキトサンチュー

ブを作製し，円形及び三角形の断面をもつチュー

ブに採型した（内径2mm,長さ15mm).未処理，

熱架橋処理，ハイドロキシアパタイト(HAp)コ

ーティングしたキトサンチューブを用い,SDラ

ットの右坐骨神経に架橋移植を行った（各群

N=15).対照として同系神経を移植した．移植後

1，2，4，6，8週で2匹ずつ，12週で5匹のチユ

ーブ中央部より試料を採取し組織学的観察を行っ

た．移植後8，12週で採取したラットでは終末潜

時を記録後，遠位縫合部の10mm末梢で脛骨神

経を採取し神経占有率を計測した．結果と考察：

未架橋群は管腔狭小化が著しく，神経再生は遅延

した．熱架橋処理,HApコーティングを加える

と力学的強度が向上し管腔構造が保持されたが，

後者の方が神経再生は促進された．また，チュー

ブを異型断面にすることで再生神経との接触面積

が拡大し，神経組織がチューブ全体に分布するこ

とが示唆された．

【実験(2)】方法：三角形熱架橋チューブに，ラ

ミニン，ラミニンペプチド(YIGSR,IKVAV)

を共有結合させ，実験（1）と同様の実験を行っ

た．結果と考察：ラミニンペプチド結合群では移

植後2週目より未熟な再生神経組織が観察され，

4週で小区画化を生じ，さらに移植後8週にはM

波も記録されて，ラミニン結合群に匹敵する神経

再生促進効果が得られた．これはラミニンペプチ

ドが加y伽oでラミニンと同様の効果を持つことを

示唆する．

1-Pc-4

ハイブリッド型人工神経のためのシュワ

ン細胞培養法の開発

NovelculturetechniqueofadultSchwanncellfOr

hybridartificialperipheralnerve

慶應義塾大学整形外科

○小見山貴継，仲尾保志，斎藤治和，

池田崇，戸山芳昭

【はじめに】われわれは，生体吸収性の三次元材

料を足場としてSchwann細胞を培養し，ハイブリ

ッド型人工神経を作る研究を進めているが，成体

の末梢神経から大量の細胞を短期間に培養するこ

とは困難であった．今回，無血清培地を応用した

新しい培養法を試みたので報告する．

【方法】10週齢Fisherratの坐骨神経を近位で切断

し，10日後にワーラー変性を生じた神経片を採

取，細切，酵素処理して以下4種類の培養系に移

行した．1群:DMEM培地を使用,5日間無血清

培地，以降神経片を取り除き2.5％血清含培地で

培養，2群:Bottenstein&Sato(BS)培地を使用

し1群と同様に培養，3群:DMEM培地を使用，

2日間10％血清含培地，3日目より無血清培地，6

日目より神経片を取り除き2．5％血清含培地で培

養，4群:BS培地を使用し3群と同様に培養各

群とも，取り除いた神経片を新しい培養皿に移し

て同様な手順を繰り返し，3週間で計4Ⅱ上に培

養した．細胞数．純度はS100抗体陽性細胞数を，

増殖率はS100,BrdU二重染色にて陽性細胞を

Labelinglndex(LI%)として評価した．

【結果】BS培地を用いた群が，また最初の2日間

に血清含培地を使用しSchwann細胞とfibroblastを

cocultureした群が，有意に多くのSchwann細胞を

増殖しており，4群の最終Schwann細胞数は，平

均l.2×104個/ml(純度93%)であった．

【考察】培養初期におけるfibroblastの混入は

Schwann細胞の増加を有意に促進すること，後期

における無血清培養は最終的にfibroblastを抑制

しうることが判明し，4群で用いた手法は，大量

のSchwannを確保するために有用と思われた．
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ハイブリッド型人工神経のための

Schwann細胞の3次元培養

ThreedimensionalcultureofSchwanncellfOr

tissueengineeredperipheralnerve

慶應義塾大学整形外科

○栩木弘和，仲尾保志，斎藤治和，

小見山貴継，戸山芳昭

【はじめに】われわれは,Schwann細胞と人工素

材を組み合わせたハイブリッド型人工神経の研究

を進めているが，そのためには，高分子重合体を

足場としてSchwann細胞を3次元培養する必要が

ある．今回，マウスSchwann細胞株を用いて,3

次元材料上でのSchwann細胞培養を試みたので報

告する．

【方法】マウスSchwann細胞より得られた細胞株

IMS32を10%FCSDMEM培地で大量に培養した．

次に5×105個/mlの細胞浮遊液を作成し，スポン

ジ様に加工した生体吸収性三次元材料(polyL-

lacticacid)にseedingした．これを3回繰り返し

た後，試験管内に移して1000mm5分間遠心を行

い，さらに35mm培養Ⅱ上でCO,incubaterにて2

週間培養した．2週間後に3次元材料を取り出し，

2.5％グルタールアルデヒドにて固定し，走査電

子顕微鏡にてSchwann細胞の培養状態を観察し

た．また，3次元材料の凍結切片を抗S100抗体染

色で染色してSchwann細胞の分布を確認した．

【結果】細胞のseeding後に遠心圧を加えた群では，
スポンジ上にネットワークを築くように大量の紡

錘形をしたSchwann細胞が培養され，それは多数

の小孔に入り込むように増殖していた．一方，遠

心圧を加えないコントロールでは，少量の細胞し

か観察できなかった．遠心圧群の抗S100抗体染

色では，スポンジ内にも,Schwann細胞が侵入し

て培養されていることが確認された．

【考察】圧を加えることでSchwann細胞を生体吸

収性三次元材料内に大量に培養することが可能と

なり,Schwann細胞と人工素材を組み合わせた人

工神経作製の可能性が示唆された．

1-Pc-6

末梢神経縫合後の緩徐伸長による軸索再

生への影響（第2報)一自家神経移植との

比較一

Evaluationofgradualnerveelongationonaxonal

regenerationafternerverepair

愛 媛大学整形外科

○藤井裕子，松田芳郎，山本晴康

【目的】外傷，腫瘍切除後などに生じる広範な末

梢神経欠損例で直接縫合が不可能な場合，多くは

自家神経移植術が行われているが，健常部より採

取できるdonorには限界がある．第16回日整会基

礎学会において，縫合後に1mm/日の速度の脚延

長は，単純端々縫合に十分匹敵する回復が得られ

ることを報告した．今回，縫合後の神経伸長と自

家神経移植の各方法で，軸索再生への影響の比較

を行う目的で以下の実験を行った．

【方法】Wistar系雄ラットを用い，延長群(n=6)

は大腿中央部で坐骨神経を切断，神経外膜縫合を

行った後，脚延長器を大腿骨に装着し大腿骨中央

部にて骨切りを行い，7日目よりlmm/日，計16

mmの脚延長を行った．移植群(n=6)は，健側

腓腹神経を12mm採取し同部位の坐骨神経に移

植した．組織学的には術後8週後に縫合部より10

mm遠位で神経を採取し，再生軸索を観察した．

また術後3週目に縫合部（移植部）の縦切片を採

取し，抗phosphorylatedneurofilament抗体（抗p-
NF抗体）による免疫染色を行った．

【結果】組織学的評価において，再生有髄軸索線

維径は延長群；2.72士0.11浬ml移植群;2.45i

0.15"m,再生有髄軸索数は延長群;23230=t
1499/mm2,移植群;21384±1723/mm2であり有

意差はなかったが，移植群ではミエリンデブリス

を多く認める傾向があった．抗p-NF抗体による

染色性は移植群では延長群に比べ低下していた．

【考察および結語】縫合後3週の時点で延長群の

軸索再生能は移植群よりも勝っており，軽度の神

経伸長刺激は軸索再生を促進する可能性が示唆さ

れた．神経縫合後にlmm/日の速度で神経伸長を

行う方法は，従来よりgoldenstandardとされてい

る自家神経移植と比較して少なくとも同程度の軸

索再生を得られる方法であり，臨床上選択し得る

方法の1つと考えられた．
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1-Pc-7

損傷部分を含む神経幹内における健常部

分から損傷部分への発芽

Axonalsproutinpartiallydamagedperipheral

nervefromintactpartintoimpairedpart

!国立療養所村山病院整形外科，2慶應義塾大学

整形外科

○新井健!，仲尾保志2，斉藤治和2，

奥山訓子2，戸山芳昭2

【目的】末梢神経の端側吻合や側々吻合では，中

枢と連続性の断たれた軸索を含む移植神経が再生

軸索の発芽を誘導する．一方，末梢神経の部分損

傷や腕神経叢損傷では，損傷末梢部に，中枢と連

続性の断たれた軸索を含む神経の損傷部分が健常

部分と接する部位が存在し，再生軸索の発芽が誘

発される可能性がある．今回，腰神経の1つを切

断することにより腰神経叢以遠に損傷部分と健常

部分が接する状態を作成し，切断した腰神経内に

逆行性に伸長する再生神経の有無を観察すること

で，再生軸索の発芽の有無を検証した．また，末

梢部での機械的刺激が発芽を促進するかどうかの

検証も行った．

【方法】Wistar系rat36匹の左第4腰神経を切断し

反転した．腰神経叢末梢に剥離操作を加えない非

剥離群(n=12),第4腰神経の分岐部よりlcm末

梢で神経周囲に剥離操作を加えた剥離群(n=12),

神経周膜に尖刃で約lmmの切開を加えた切開群

(n=12)の3群を設定した.4週間後，光顕および

電顕による組織学的検索と，免疫組織学的染色に

よるneurofilamentおよびmacrophageの検索を行っ
た．

【結果】すべての群で再生神経を認めたが，有髄

再生神経数は剥離群および切開群が有意に多かっ

た．Neurofilament陽性線維は，すべての群で第4

腰神経内に認めたが，その密度は切開群が最も高

かった．MacrophageED1陽性細胞は，損傷軸索

の存在する部位に多く分布していた．

【考察】切断した腰神経内に再生軸索が確認でき，
腰神経叢以遠で，神経の健常部分から損傷部分に

軸索が発芽したことが証明できた．また，損傷末

梢部での機械的刺激が発芽を促進したことが示さ
れた．

【結論】切断した腰神経に，腰神経叢以遠から発

芽した再生軸索の進入が認められた．また，腰神

経叢以遠での機械的刺激力溌芽を促進した．
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1-Pc-8

Windowのない端側吻合モデルにおける再

生軸索出現の様式

Patternofaxonalregenerationinend-to-side

neurorraphywithoutepi/perineurialwindow

三重大学整形外科

○明田浩司，平田

大角秀彦，内田

仁，松本 衛，

淳正

【目的】Windowのない端側吻合モデルにおいて，

如何にしてドナー神経の神経束内より再生軸索が

出現してくるかを，免疫組織学的に検討した．

【方法】ラットの脛骨神経にT字型シリコンチャ

ンバーを挿入し，もう一方の柄に切断した腓骨神

経の遠位神経断端を脛骨神経に接着させ挿入し

た．4週後，神経を採取し，縦および横断切片を

作製した．抗Neurofilament,s-100,Tenascin-C

(TNC),Chondroitinsulfateproteoglycan(CSPG),

Myelinassociatedglycoprotein(MAG)抗体を用い

て免疫組織学的に評価し，さらに，ドナー神経の

神経周膜に関しては，電子顕微鏡下に評価した．

【結果】端側吻合部における横断面では，神経上

膜内に全周性に再生軸索が認められ，同様にs‐

100陽性細胞も認めた．正常な神経では,TNCは

神経周膜に一様に発現しているが，端側吻合部で

はTNCの発現は全周性にモザイク様に低下して

おり，その部位には再生軸索が侵入し,S-100陽

性細胞も認めた．当該部位を電子顕微鏡下に観察

すると，周膜細胞内に有・無髄神経繊維，シュワ

ン細胞を認めた．さらに，ドナー神経の吻合部に

おいて，神経再生抑制因子であるCSPGおよび

MAGの発現に明らかな低下は認められなかった．

【考察】遠位神経断端にて増殖した未分化シュワ

ン細胞は，ドナー神経の神経上膜内を全周性に遊

走し，一部は神経周膜内まで入り込む．そして，

周膜細胞に発現しているTNCを分解し，ドナー

神経束内から再生軸索が遠位神経断端方向へと誘

導していると考えた．さらに，吻合部におけるド

ナー神経内は,sproutingを生じるのに抑制的な環

境であると考えた．再生軸索のメカニズムは吻合

部におけるsprouting以外のメカニズムが存在する
可能性を示唆した．



1-Pc-9

神経端側吻合モデルにおける脊髄および

DRGレベルからのsproutingの可能性

Regeneratingaxonsderivefromspinalcordlevel

inend-to-sideneurorraphymodelwithout

epi/perineurialwindow

三重大学整形外科

○明田浩司，平田

大角秀彦，内田

仁，松本衛，

淳正

【目的】我々は，ドナー神経に開窓のない端側吻

合モデルにおいて，吻合部よりはるか近位から再

生軸索が出現している仮説をたてた．この仮説に

対し，ドナー神経の吻合部のみならず，椎間孔レ

ベルにおける有髄神経線維の組織・形態学的な変

化を生じているかを調べた．

【方法】ラットの脛骨神経にT字型シリコンチャ

ンバーを挿入し，もう一方の柄に切断した腓骨神

経の遠位神経断端を脛骨神経に接着させ挿入し

た．6週後，神経を採取し，トルイジンブルー染

色にて以下4レベル(A:椎間孔より10mm遠位

部,B:吻合部より5mm近位部,C:神経吻合

部より5mm遠位部,D:遠位神経断端）の横断

面における有髄繊維を組織・形態学的に評価し

た．神経束内の有髄繊維の形態は以下の2項目を

用いて評価した．1．平均軸索径，2．軸索径別の

ヒストグラム．また，コントロール群(n=4)と

して，正常な神経の各レベルを用い，実験群

(n=8)と比較し統計学的に評価した．

【結果】レベルA,B,Cにおいて，有髄神経線維

の髄鞘は円形度を失い，内方へくびれていた．特

に，レベルAでは小径繊維の小集団がモザイク状

に分布していた．平均軸索径は，各レベルともに，

コントロール群と比べ有意差(p<0.0001)をもっ

て小さかった．軸索径のヒストグラムでは，各レ

ベルともに，正常な神経の2峰性パターンが大き

く崩れ，小径軸素数の占める割合が大きかった．

特に，レベルAでは小径軸索数が増加していた．

【考察】ドナー神経の有髄神経線維の組織・形態

学的な変化は，端側吻合部付近のみならず，椎間

孔付近にまでも著しい変化を生じており，特に，

椎間孔付近では，小径軸索数が増加しており，端

側吻合モデルにおける再生軸索は，吻合部よりは

るか中枢の脊髄および後根神経節レベルでの

sproutingの可能性を示唆した．

1-Pc-10

末梢神経の神経周膜細胞における細胞間

結合装置の解析

Analysisofintercellularjunctionalproteinsinthe

perineuriumoftheperipheralnervousystem

京都府立医科大学整形外科

○平川永徳，長岡孝則，岡島誠一郎

【目的】神経周膜は神経上膜の下層に位置し神経

束を取り囲み神経束の微小環境を維持していると

考えられている．神経周膜の機能を明らかにする

ため，正常および損傷後の神経周膜の細胞間結合

装置蛋白の発現を検討した．

【方法】ラット坐骨神経に結紮損傷モデルを作成

し損傷後24時間で結紮解除した．修復過程の神

経周膜についてタイト結合はオクルデイン，接着

結合はVEカドヘリン，ギャップ結合はコネキシ

ン(Cx)43の免疫染色を行い共焦点レーザー顕

微鏡で観察した．

【結果】Cx26は神経周膜の最内層に不均一に，

Cx43は神経周膜全層に多層性に認めた．オクル

デインとVEカドヘリンに対する免疫反応は神経

周膜の全層にわたって多層性に認めた．二重染色

でCx26とCx43は隣接していなかった．さらに

Cx26とオクルデインは隣接していなかったが，

オクルデイン,VEカドヘリンとCx43は隣接して

存在していた．損傷部神経周膜では,VEカドヘ

リンとオクルデインは結紮解除後1日では発現し

ておらず,VEカドヘリンは結紮解除後l.5日から，

オクルデインは結紮解除後2日から発現し始め結

紮解除後5日に正常の発現を回復した．Cx43は損

傷部神経周膜において，結紮解除後3日まで発現

しておらず，結紮解除後5日から発現し始め結紮

解除後7日に正常の発現を回復した．

【考察】神経周膜におけるCx26,Cx43及びオク

ルデインの局在の相違から神経周膜細胞は内層と

外層で異なる性質の細胞から構成され均一でない

と考えられた．末梢神経損傷後の軸索再生におい

て，神経周膜細胞にVEカドヘリン，オクルデイ

ンがまず発現して細胞接着を行い，その後細胞間

コミュニケーションに関係するCx43が発現する

ことによって末梢神経再生の環境を維持している

ことが示唆された．
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2-SIII-1

Noman'sIand内屈筋腱縫合後の早期自動

屈曲・伸展療法の問題点－本当に良いの

か－：実験的立場から

Problemsofearlyactivemotionafterflexor

tendonrepair:Anexperimentalconsideration

'札幌医科大学保健医療学部理学療法学科，2山

形大学整形外科，］ワシントン大学整形外科

○青木光広!，石垣大介2,PRManske3

この報告の目的は，実験的に計測された縫合部機

械特性を基に，屈筋腱縫合後に早期自動運動が可

能かどうかを考察することである．我々はヒトお

よびイヌの深指屈筋腱を用いてさまざまな腱縫合

法を行い，屈筋腱の縫合部張力を計測した．その

結果，基本的概念として縫合部の張力は用いた縫

合材料の量に比例して増大することを確認した．

具体的には4－0のポリエステル糸を用いた場合，

腱縫合部を横切る縫合糸の数が2本，4本，6本，

8本と増加するに従い縫合部張力は少なくとも2

kgf,4kgf,6kgf,8kgfと増加する．鋭利な切傷

による腱断裂を愛護的腱縫合法と他動運動で治療

する場合は，2本の縫合糸による腱縫合つまり

Kessler法,Tsuge法,Bunnell法が伝統的に用いら

れている．しかし，術後に早期自動運動を行う場

合には強固な腱縫合法が必要となる．すなわち，

複数糸による縫合（4本ないし8本の縫合糸を用

いた縫合）が行われる．注意すべき点は，如何な

る腱縫合法の抗張力も指尖ピンチがもたらす張力

12kgfを超えないこと，縫合糸の数が多くなると

腱縫合部が膨化し腱の滑動を妨げること，きれい

に縫合された場合の縫合部張力が必ずしも大きく

ないことである．そこで，我々は手技的に臨床応

用が可能で最も強固な縫合法をいくつか選択し，

腱縫合部の力学特性を検討した．選択した方法は

Hatanaka法(2-0縫合糸を用いたgraspingKessler

法),Yoshizu法,Tsai法,tripleKessler法，Cross‐

stitch&Kessler法である．太い縫合糸が効果的に

腱を把持することができるのか，複数ある縫合糸

の抗張力が緊張初期に有効に働くのか，腱上縫合

がどこまで効果的なのか，最大破断張力はいくら

かを検索し，臨床応用の可能性を考察する．

2-SIII-2

Noman'sIandにおける屈筋腱縫合後早期

自動屈曲・伸展運動療法の検討

Earlyactivemobilizationafterflexortendon

repairinnoman'sland

濁協医科大学整形外科

○長田伝重，山口哲彦，岩本玲，

藤田聡志，玉井和哉

一s89-

【目的】屈筋腱損傷に対して最近，早期自動運動

に耐えるうる強固な縫合方法が開発され，早期自

動屈曲・伸展運動療法が可能となってきた．我々

は1997年より術後早期より自動屈曲・伸展運動

療法を行なっている．今回,noman'slandにおけ

る本法の治療成績を検討したので報告する．

【症例および方法】Noman'sland内屈筋腱断裂の

診断にて手術を行なった症例のうち，神経断裂以

外の合併症を有しない15例17指を対象とした．

男性10例，女性5例，受傷時年齢は14から66歳

(平均38歳）であった．受傷指は，示指3指，中

指3指，環指4指，小指7指で，1例は多数指損傷

例であった．受傷から手術までの期間は当日から

79日（平均6.8日)，術後経過観察期間は3カ月か

ら2年1カ月（平均10.4カ月）であった．腱縫合

法は，4-0津下式ループ針3本により縫合を行う

Tnpleloop法，あるいは4-0津下式ループ針1本と

二重ナイロン両端針により縫合を行う吉津1法を

行なった．全例6-0ナイロン糸による補助縫合を

追加した．後療法は原則として術翌日より開始し

た．術後3週間は,Kleinert変法による他動屈

曲・自動伸展運動と，医師監視下に行う1日数回

のisometricexerciseを中心とした自動屈曲運動を

併用して行った．4週以降は自動屈曲・伸展運動

を行った．

【結果】日手会の指屈筋腱評価(%TAM)では

優:13指，良:4指で，可，不可ならびに再断裂

例は認めなかった．良の4例はすべて45歳以上で

あった.IP関節での屈曲拘縮が9例に認められた．

【考察およびまとめ】優と良を合わせると100％

であり,noman'slandでの屈筋腱断裂に対して，

本法は有用な方法であると思われる．治療成績の

向上のためには,IP関節の屈曲拘縮を術後早期か

ら予防して行くことが大切であり，特に45歳以

上の症例ではより注意深い対処が必要である．



2-SIII-3

Zone2屈筋腱断裂に対する早期自動運動

療法

AnearlyactivemobilizationprogramfOrzone2

nexortendoninjury

!富永草野病院，2新潟手の外科研究所，3新潟中央

病院整形外科

○草野望‘，吉津孝衛2，牧裕2，

坪川直人2，山本康行＄

【目的】Zone2屈筋腱断裂症例に対し1993年以降，

6-strandsutureである吉津1(Y1)法とtriple

loopedsuture(TLS)法で縫合し早期自動運動

(EAM)療法を行い，良好な成績を得たので報告

する．

【症例】1993年7月から2000年8月までに加療し

た両腱(FDP,FDS)断裂症例のうち，骨傷，皮

膚欠損，両側指動脈断裂の無い29例，29指を対

象とした．男22例，女7例．年齢は13歳から82

歳（平均42.6歳)．受傷指は示指10例，中指8例，

環指3例，小指8例．鋭的損傷21例，鈍的損傷8

例．一次縫合が14例，遷延一次縫合が13例，二

次縫合が2例．固有指神経損傷は10例で全て片側

であった．経過観察期間は3.5カ月から14カ月．

FDP腱の縫合法はYl法23例,TLS法6例，補助

縫合は全例に5-0または6-0nylonによる全周性連

続縫合を行った.FDS腱の縫合法は津下法15例，

Yl法3例，他4例で,7例は縫合しなかった．

【EAM療法】術翌日から他動屈曲・自力保持と自

力屈曲を行った．腫脹や瘻痛が強い場合，自力屈

曲の開始を数日遅らせた．背側シーネは手関節伸

展0｡,MP関節屈曲30。～70｡,IP関節伸展0．と

した．なお4指にゴム牽引を行うKleinert変法と

Duran法も併用した．

【結果】日手会機能評価では優20例，良3例，可

5例，不可1例で，良以上の成績良好例は79％で

あった．なお再断裂例は2例（7％）であった．

またStrickiand評価法(1980)ではexcellent20例，

good4例,fairl例,poor4例であった．

【結論と考察】我々の経験では早期自動運動療法

はKleinert法より良好な結果を示した．また再断

裂の頻度に差はなく6-strandsutureを用いるなら

IJKleinert法と比較し危険な後療法ではないと考

える．
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指屈筋腱縫合後の早期自動運動療法一従

来の早期運動療法との比較一

Postoperativeearlyactivemotionexerciseafter

nexortendonrepair

'鹿児島市立病院整形外科，2鹿児島大学整形

外科

○牧信哉11谷口良康11恒吉康弘11

吉野伸司2

【目的】指屈筋腱縫合後の早期自動運動療法の有

用性を調べるため，以前当院で行っていた早期運

動療法と比較，検討した．

【症例および方法】症例は，指屈筋腱縫合後，

1989年7月～1995年1月までチヨロQゼンマイを

用いて早期運動療法（第38回当学会で発表）を

行った26症例33指(A群とする）と,1996年5

月-2001年5月までに器具を用いない早期自動運

動療法（第43回当学会で発表）を行った23症例

37指(B群とする）である.Zonel以外の示～小

指の深指屈筋腱のみ，もしくは深・浅指屈筋腱の

新鮮断裂例で，他に神経以外の損傷のない症例を

対象とした．年齢，性別は,A群;15～63歳

(平均；32歳)，男22例，女4例,B群;12～81

歳（平均；42歳)，男16例，女7例であった．両

群間では，指,Zone,術後観察期間に著しい差

はなかった．両群の違いは,coresutureとして，

A群は4-0ナイロンでmodifiedKessler法もしくは

modifiedKessler法+4-0ナイロンのループ糸によ

る津下法,B群は津下法に加えて4-02重ナイロ

ン糸でmodifiedKessler法を行う吉津1法を行なっ

た事，術後の運動療法として,A群はチョロQゼ

ンマイを用いた早期運動療法,B群は器具を用い

ない早期自動運動療法を行なった事である．成績

の評価には日本手の外科学会の指屈筋腱評価基準

(%TAM)を用いて,ZoneⅡ受傷例，単指および

複数指受傷例の成績を比較検討した．

【結果】Zonell受傷例では,A群;E9指,G14

指,F4指,P2指,B群;E7指,G6指,F2指，

P1指，単指/複数指では,A群;E11/2指,G

10/4指,F2/2指,P1/1指,B群;E8/8指,G

7/11指,F1/1指,PO/1指であった．

【考察】指屈筋腱縫合後の早期自動運動療法は，

単指だけでなく複数指受傷例でも有用な方法と考
える．
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陳旧性指屈筋腱損傷に対する遊離腱移植

術後の早期運動療法

EarlyactiveandcontrolledmobilizationfOllowing

nexortendongraft

聖隷浜松病院手の外科・マイクロサージヤリー

センター

○大井宏之，齋藤英彦，高橋勇二，

森谷浩治，加地良雄

【目的】新鮮屈筋腱損傷の一次修復は，腱縫合法や

後療法の改良により成績は向上している．しかし陳

旧例では，ほぼ確立した遊離腱移植術と，後療法の

固定法が依然として行われているのが現況である．

我々は遊離腱移植例のさらなる成績向上をめざし早

期運動療法を取り入れているので報告する．

【手術法】遊離腱移植は，ほぼ型通りの手術を行

った．腱同士の縫合はPulvertaftの編み込み縫合，

末節骨と遊離腱とは，遊離腱に2本の4-0ループ

針をかけ，末節骨に骨穴を開け背側に引き抜き固

定した．

【後療法】術翌日から一次修復例の早期運動療法

に準じ，初期の症例は自動伸展・他動屈曲訓練

(EAE)を行ったが，最近は自動屈曲・伸展訓練

(EAM)を行っている．関節拘縮の予防には

Duran法,PIP関節拘縮を生じたものには,2～3

週で我々 が考案したdynamicsplintで拘縮除去を

積極的に行った．

【症例】過去6年間に母指を除く14例16指で，そ

の内訳はstandaIdgraft・5指,blidgegrait・4指,2-

stagetendongraft・6指,2-stagetenoplasty・’指で

ある．術前の指の損傷程度はBoyesの分類を利用

した．後療法はEAE･6指,EAM･10指である．

【結果】指の損傷程度により結果は左右されるが，

最も損傷の軽いBoyesのgradelの8指は%TAM法

で平均90.2％（85.3～93.8％）であった．

【考察】遊離腱移植は一次修復例と比較すると，

縫合部の手術展開は大きく，周囲組織の状態も良

いとはいえないことが多く癒着しやすい環境にあ

る．またmyostaticcontractureで筋腱全体の伸張性

が低下していることや，強めのtensionで縫合す

ることから，術後の固定は伸張性のさらなる低下

や拘縮を起す．さらに術前の指損傷程度が強いも

のほど，術後の固定で拘縮を起こしやすいなど，

遊離腱移植例の方がより早期運動を必要とする状

態にあるのではないかと考えられる．
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ループ糸付直針を用いたnoman'sland内

での腱移植術

Thetendongraftinginnoman'slandbythe

straightneedlewithaloopnylonthickthread

'東京手の外科・スポーツ医学研究所，z埼玉成恵

会病院形成外科

○山口利仁11平瀬雄-21後藤治彦11

阿部幸一郎！
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【目的】演者はループ糸付直針を種々の腱縫合術

に用いて，良好な結果を報告してきた．今回手の

noman'sland内での腱移植術10例に際しても，同

糸針を用いて腱縫合し，良好な結果を得たので報

告する．

【方法】noman'slandでの腱移植術では，指伸展

位で中枢腱接合部がA1pulleyより中枢に，また

指屈曲位で末梢側腱接合部がA3pulleyより末梢

にあるようにrecipient腱欠損部をrefleshして整

え，同部に5cm前後の長い腱移植を行っている．

つまりrecipient腱の中枢側と末梢側とを2-0の太

いナイロン糸を二重にして強固に固定して連動さ

せ，その間に移植腱をはさみ込むようにして滑走

させるという発想である．このようにしてno

man'sland内の深指屈筋腱損傷10例にたいし腱移

植術を行った．症例は全例男性で35歳から53歳

平均42.3歳であった．症例の内訳は重度挫滅例3

例，再接合術後の変性による再断裂3例，外傷後

陳旧性断裂3例，腎透析中のアミロイドーシスに

よる断裂1例であった．

【結果】このうち癒着のため腱剥離術を施行した

症例が4例であった．腱剥離所見では，腱接合部

の離開例はなく，移植腱は生着しており腱剥離術

後の可動域の獲得は良好な結果が得られた．

【結論】noman'slandの屈筋腱欠損の腱移植に際

しては，中枢及び末梢の腱接合部がpulleyにかか

らないよう，十分長い腱移植を行った方が良いと

思われる．腱剥離術の所見でも移植腱の変化は少

なく十分生着し,強度的にも問題はないと考える．
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屈筋腱治療法としてのKleinert変法

ModifiedKleinertasatherapyoftheflexor

tendonrupure

熊本機能病院整形外科

○中島英親，寺本憲市郎，原田香苗，
長井卓志

屈筋腱治療法として,Kleinert変法を行っている

ので報告する．私たちの病院では,1996年1月か

ら2000年12月までの5年間に31症例のnoman's

landにおける屈筋腱断裂の症例を経験した．年齢

は14歳から61歳で平均35.3歳である．損傷の原

因はガラス6例，カッターナイフ6例，包丁5例，

ハサミ2例，その他12例であった．受傷より24

時間以内の腱縫合22例，35日以内4例，35日以

上5例であった．深指屈筋腱のみ縫合21例，両方

の屈筋腱縫合10例であった．私たちは切れた断

端を引き出すのに,tendonspacer(Swanson-

Hunter)を使用し，容易に切断部位に移動し，腱

縫合している．腱縫合は途中から津下法と

Kessler変法で1本の腱を縫合している．術直後手

関節,MP関節屈曲位で背側からギプスをあて，

爪にホックをつける.RBTを術後1日目より

activeextensionをさせる．術後3日でポリキャス

トでdorsalsplintを作る．手関節25～30度,MP

関節60～70度屈曲としている.RBTを施行．

Nylonとゴムバンドつなぎ,MP関節と手関節の2

ヶ所に安全ピンをつけプーリーとしている．訓練

はRBTをはずして,DIP,PIP関節のpassive
extensionを1日2回4週間している．伸展が悪い

ときは1日に3回している.RBTではDIP,PIP関

節を完全伸展するように自動伸展させる．3週間

後RBTをはずし,activeextension,activenexion

を行わせる．4週目よりblocking訓練をさせる.8

週より軽作業許可としている．24時間以内の腱

縫合の結果は,BuckGramcko法では,excellent

18例,good2例,fairl例,poorl例であった．

RBTをはずした3週から伸展制限が認められる．

これは縫合した屈筋腱が断裂しないように，手関

節25～30度,MP関節60～70度屈曲しているこ

とが原因と思われる．この角度を少なく出来るか

が問題に思える．
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Kleinert法によるzone2屈筋腱縫合の成績

Flexortendonrepairinzone2fOllowedbyearly

activeextensionandpassivenexionmobilization

'北海道大学整形外科,2NTT東日本札幌病院

整形外科，ヨ神島整形外科病院，』えにわ病院整

形外科

○加藤博之ll三浪明男ll近藤真21

神島博之3，大西信樹』

【目的】近年,zone2屈筋腱損傷の治療には強固な

腱縫合と早期自動屈曲運動が導入されるようにな

った．しかし本邦における標準的な治療法である

2strandあるいは4strandの腱縫合とKleine就法の

成績は十分検討されていない．今回，当科と関連

多施設で行った従来法の成績を検討した．

【方法】症例は31例32指で，年齢は17～59歳で

ある．全例zone2の新鮮損傷で，骨折，切断例は

除外した.FDP,FDS両腱の完全断裂が26指で，

残りの6指はFDP腱が完全断裂でFDS腱は片側断

裂である．手の外科医8名が手術を行った．

FDS・FDPの両腱縫合が16指,FDP腱のみの縫

合が16指であった．Core縫合は4-0ナイロン糸に

よる津下法かModifiedKessler法でstrand数は2

本：24指，4本：8指であった.Peripheral縫合は

5-0か6-0ナイロン糸で結節縫合かrunning縫合で

あった．後療法は医師の管理下にmodified

Kleinert法を4週間行った．全例を術後6か月以上

で調査し，日手会評価基準で判定した．

【成績】6指に術後24～70日で腱の再断裂が生じ

た．これら6指をpoorと判定すると，初回手術の

成績はExcellent:6指,Good:16指,Fairか

poor:11指で,ExcellentとGoodの占める割合は

69％であった．追加手術は腱再縫合：5指，腱剥

離：2指,DIP関節固定:1指であった．調査時

の成績はExcellent:8指,Good:19指,Fairor

Poor:5指であった．

【結論】従来法は，ほぼ満足できる成績が得られ，

一線病院においては未だ捨てがたい治療法であ

る．しかし2strand縫合の場合，指の自動屈曲を

開始後に再断裂が生じやすく注意が必要である．
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指屈筋腱損傷(Zone2)の治療成績一固

定法の立場から－

Resultsofnexortendonrepair(zone2)usinga

conventionalmethod(innnobilization)

l川崎市立川崎病院整形外科，2慶應義塾大学

整形外科，‘慶友整形外科病院整形外科，‘山王

病院整形外科，，公務員共済立川病院整形外科

○堀内行雄!，高山真一郎2，伊藤恵康3，

内西兼一郎4，矢部裕，

屈筋腱Zone2損傷の治療法については，いまだ

に解決されない問題を含んでいる．われわれは，

主に外来手術で屈筋腱損傷のprimaryrepairを行っ

てきた．そのため，治療に協力的な患者には

Kleinert変法を行い，その他は主として縫合後3

週間患指を固定した後，後療法を行う従来法（固

定法）を行ってきた．今回，過去20年間に経験

した固定法の治療成績を調査したので報告する．

過去20年間にわれわれが屈筋腱Zone2損傷に固

定法を行ったのは，33例38指で男23女10例，受

傷側は右12左21例であった．受傷原因は,clean

cutが31指で大半を占めた．受傷指は示指13,中

指8，環指6，小指ll指であった．多数腱断裂は

4例9指であった．縫合時年齢は2－56歳（平均

23.3歳）で，受傷から手術までの期間はl～12日

(平均5.7日）であった．18指は神経損傷を合併

した．縫合法はループ針を用いた津下法32指，

Kessler変法6指であった．術後経過観察期間は，

5－38カ月（平均13.7カ月）であった．後療法は，

原則として手関節・手指を屈曲位で3週間ギプス

シーネ固定した後に開始した．小児の中・環指に

おいてはtension-reducingpositionを利用した固定

法を行った．日手会指屈筋腱機能評価による成績

は，優11,良22,可3,不可2指であり，

Stricklandの評価では，優15指，良15,可6,不

可2であった．子供やモチベーションの低い患者

には，術後早期他動伸展運動であるKleinert変法

を施行することは困難なので，われわれは固定法

を選択している．今回の固定法の成績は決して良

好なものではないが,ほぼ満足できる結果であり，

十分な監視下で後療法が行えない場合には固定法

は極めて有用な方法と考えている．
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ZONE2における屈筋腱修復後の早期自動

屈曲・伸展療法の問題点

Essentialsforearlyactivemotionofrepaired

nexortendoninzone2

'聖隷浜松病院ハンドセラピイ部門，2聖隷浜松

病院手の外科マイクロサージヤリセンター

○奥村修也11松崎康江11斎藤英彦21

高橋勇二2，大井宏之ユ

【目的】我々は屈筋腱損傷修復後の後療法に，早

期自動屈曲・伸展療法（以下EAM法）とKleinert

改良法（以下K法）を行っている．Zone2におけ

るEAM法とK法を比較し，その問題点，有利な

点について後療法を担うOTの立場から述べる．

【適応】EAM法を行う条件は，自動屈曲を許可す

るため腱縫合法のTensileStrengthが最も弱い縫合

後1週程度の時期で1500g以上必要である．当院

ではLim&Tsai法を用いている．その他では，

EAM法,K法ともに(1)高度な血管・神経損傷

がないこと（2）縫合腱の緊張が極端に高くない

こと（3）訓練の禁忌事項が守れる知的レベルを

有することである．

【後療法プログラム】EAM法は，術後1日より背

側伸展制限シーネ内で自動屈伸,rubberband牽引

による他動屈曲・自動伸展,Duran法の各々を開

始，術後3週よりシーネをはずし自動運動，4週

よりIP関節に屈曲拘縮が認められる場合は装具

療法，6週より他動運動，12週より抵抗運動を開

始する.K法適応症例は，術後1日からrubber

band牽引による他動屈曲・自動伸展,Duran法を

開始し，自動屈伸は行わせない，

【対象と評価法】対象は1995年9月から2001年7月

までに当院で修復されたzone2,11手13指である．

内訳はEAM法7手9指,K法4手4指である．評価

は日手会評価基準に準じて%TAM法を用いた．

【結果と考察】EAM法は優7指・良2指,K法は優1

指・良3指であり,EAM法の優が占める割合力塙か

つた．平均%TAMはEAM法は99.4%,K法は

92.6％であった．また,P関節の屈曲拘縮の平均値

は,EAM法は0｡,K法は7.5.とK法の方が大きか

った．これは，自動屈曲を行うためEAM法では近

位方向へも腱滑走を起こすことができ癒着防止効果

力塙いためと考えれられた．問題点としては，条件

設定がシビアであることと訓練初期にc1℃pitationや

snappmgが起きた症例があったことである．
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UpdateontheBiologicalBasisforFlexorTendonRepair

DepartmentofOrthopaedicSurgery,Bames-JewishHospitalatWashingtonUniversity,

St.Louis,MO,USA
『

RichardH.Gelbennan

1.StagesoftendOnhealing

A.Exudative,B.Fonnative

II.Potenzamodel

A.Tendonrepairindogs,B･Continuousimmobilization,C.Lightmicroscopy,D・Fourobservations;l.

Obligatorylossoftheglidingsu㎡ace,2.Earlyreactionfromthetendonsheath,3.AdhesionfOrmation,4.Striking

lackofresponsefromthetendonstumps,E・'1...Thereisprobablynootherpiecesofbasicinfbnnationwhichisof

moreimportancetothesurgeonthantheknowledgethatsuccessfulhealingisdependententirelyupOncells

migratingintotheanastomosisareafromoutsidethetendonitself."(Peacock,1965)

111.Threeelementscontributingtothefbrmationofadhesions

A.Tendonsuture,B.Excisionofthetendonsheath,CImmobilization

IV・Flexortend()nrepairactivityi"1Jj"0

A.Thesynovialcavltyasa''tissuecultureinsitu'',B・Scienceornonsense？（Potenzal982）

V･Nutritionalsourcesofhealingtendons

VI･Tendonvascularity

A.LongitudinalvesselsfrOmthepalm,B.Proximalsynovialrenection,C.Vinculae,D.Osseousinsertions

VII.Purpose

A・Todetermineextenttowhichvascularizationofhealingintrasynovialnexortendonstakesplacewhenmodem

graspingsutureandearlycontrolledmotiontechniquesareusedinaclinicallyrelevantmodel,B.Assessment
′ 、

interval(dayノ;1.7days,2.10davs,3．17davs

VIII･Conclusions

A.Epitenonvesselsprogressivelyrevascularizetheproximaltendonstump(extendingoveradistanceoflOmm)

toreachtherepairsitebyl7daysfollowingrepair,B.Surfacevesselspenetratetendonsubstancetorevascularizethe

repairsite,C.Thispattemofrevascularizationappearstobeuniquetotendonstreatedwithearlycontrolledpassive

motion(bywhichadhesionsareinhibited),D.LocalizemessengerRNAfbrtheprototypicalangiogenicgrowth
factorstlmulusforintrinsicneo-anglogenesis？

IX･AretherebioIogicalmechanismsfbrtendonhealingwithouttheingrowthofadhesions？

A.Angularrotation,B.Ultimateload,C.HighversusIowforceload

X.Hypothesis:Increasedlevelsofrehabilitationfbrcehastensthematurationoftherepairsite

A.Caninemo(lel,B.Twovariablestesting;l.Totalcollagen,2.Collagencrosslinks,C.Conclusions;l.High-

forcerehabilitati()nduringtheearlypostoperativeperioddoesnotacceleratetendonhealin9,2.Suturetechniqueisof

primeimporlanceinproducingastiffandstrongrepair,3.Combinewithourpreviousfindingthatlow-force

l･chabilitationgenerating1.7Io3.5mmoftendonexcursionpl･eventsadhesionfbnnation,4.1'...Gapfomlationisone

ofthem"orcausesofadhesionfonnationaftertendonrepair|!(Ejeskar,Hagberg,Ketchum),5.Gapsassmallas
onemmcauseadhesions

XI.Clinicalrecommendations2001

A.Repair;l.6oT8strandsuture,2.AvoidgapfOImation,B.Rehabilitation;l.Synergisticmotion,2.Placeand

hold,ZICombinedactiveandpassivemotionrehabilitationprogramwithnewsuturetechnique(Silfverskiold,
、

1993),4.Dynamicnexiontraction,5.Additionalpassivenexionwithhelpofotherhand,6.''Activehand'1in
nexedDosition、7.PerformedlOtimeshourlv

ユ ダ

〃 、

X11.Resultsat6months(55digits)

A.PIJ94+12,B.DIJ63+14,CComplications;1.Tworuptures

XIII.Thehnture

A.Mechanism/cataboliceventS-MMP,s,B,In-substancechangesovertime,C.Enhancementofrepair-gene

therapy

－s94-
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篭TheFutureofPeripheraINelveSurgely

Malm6UniversityHospital,DepartmentofHandSurgery,UniversityofLund

Malmo,Sweden

浄

欝

,瀞ﾐﾖ

藪騨

鰯GoI､anLundborg

【Backgmund]OverthelastdecadesourknowledgeandunderstandmgofbasicneIveregenerationmechanismshasinc[Cased

enonnously.However､evolvingneul℃scientificconceptshavehadlittleinnuenceonourclinicalUeaUnentofnelveinjudes.Stinthe

resultsii･omneIverepakarefar竹omsatisfactoIy.Amongmajol･biologicalproblemsaIEl)extensivedeathofsensoIyneu,Dnsln

dorsalrootganglia;2)slowandmisolientedoutg1℃wthofregenemtmgaxonsI℃sultmgminfenorre-inneIvanonofendoIgans;3)
、

thenemtosacnficehealthynervestoachievegafts;4)Ihefilnctionalre-organizationofthesomapsensoryblaincoITexwmch

alwaystakesplaceasalEsultofde-aiferentionandmsdirectionoffibers,andwhichmayexplainmuchOfiheinfeliorl℃nnnof

fimctionalsensibiliIv.
ジ

【WhatamdnenedShrthehlm℃?IToimprovetheresultsfiomnewelepairinthefUtul℃effbrtsshouldbeocusedpdmalilyon
， 、 、

thefbUowinggoals:1)tomcreaseneuIonalsulvivalfbllowmgnerveinjuly;2)tostimulateaxonaloutgOwthmteandodentation;3ノ

todevelopaltificialbiologicalorsyntheticconduitsasalfmativestonewegaits;4)mnuencingl巳-orgamsanonalprocessesmthe

somatosensorybramcortexinordertoinfluencetheretumoffilncUonalsensibility;5)developingtechniquestoestablishan

intelphasebetweenUvingnel･vetissueandelecromcdevicessuchasimplantedmicrochipstoachievemotorcontrolofaltificiallmbs

andtomakepossibleamicialsensibmty.

【ShatEgSfbrthehnmIE】

1.Tomcreaseneuronalsmvival.TheunsatisfactolyretumofsensoIyimctionsfbllowingnel･ve1℃pairmayhaveseveml

explanations・Oneimportantl･easonisiheextensivedeathofsensolynelvecellsatdorsallootganglionlevelwhichalwaysoccurs

aherdamagetosensoIynewes.Itiswellknownhomanimalexpedmentsthatasubstan血ldeamofceUsmaytakeplace-afact

wmchIepresentsaveIybasicproblem:withdeathofnewecellsregenelationislimited.ThesimtegyfbrsurgicalreamlentasweUas
J ，

appUcationofspecificneuroUophicfactors(e､g.NGF,Neulotrophin3,Interleukinl)maysubstatiaUyreducetheamountof

cellulardeath(WibeIgetall999,Ljungbergetall999,Da-Silvaetall990.ForthefUturetheambinonshouldbetodevelop

clinicaUyapplicablemethodsfbrlocalorsysdlemicapplicationofappropiatefactorstopreventneumnaldeath.

2.S1imulationofaxonaloutgmwlh・OvertheyearsvmoussIrategieshavebeenpesenrdtostimulateaxonaloutgowthmrby

usmge.gneumUophicfacIoIs,honnones,omerfacIors(e.9.FK5")aswellasuseofelecIrostmulationandelecUomagnetic

nelds.AlthoughFKS"havekensLIccesfilllyusedinhandallograiisnoneofmesetechmqueshaveyetreachedalevelofcUnical
J ，

appUcabiliO/However,ithasr"entlykenlepoKtedbyBmshaltandGordon(2ml)thatbriefel"mcalstmulationofthenelveat

thenmeofsurgerymaystimulateBDNFexpressionandU･kBexp】℃ssioninregenemtingmotoneurons,andthatthesUmulation

herebymaypmmotethesIEedandaccmacyofmotoraxonalregenelation.Theseresultsmayopennewpossibilitiesibrmproved

clinicall･egenerationmthefiltm･e.

3.Tissueengnee1mgandaruhcialconduiChrnerveImenemtion・TheneedfbrsacnficeofhealihynelvestosubsUmtefbr

damagedonesisapluzIingproblem.FbrthefUtureeifbrtsshOuldbedjIEctedtodevelopmentofalrmativestoneIvegafis・Tissue

engineedngwillhe&CplayanimpoItantmle.Todevelopaner"tiveconduittohidgedefbctsinnelvecontinuiqﾉvaliousspmific

componentshavetobeconsidered.First,amamxisneededassubstratefbraxonalgowth,T11ismamxmayconsistofbasal

membraneshome.9.neweormuscle,collagenfibnlshomにndon,or6bdlsiomotherWpesofbiologicalmatedal.Itmayalso

consistoftuMsofbiologicalornonbioIogialmatedalofresorbableornon.-resoIbablenatu1℃.Secondlygowthpromotingsubstances

areneededtopromoteaxonalgowthacrossmecondmt.hanervegafiscellcomponentslikeSchwanncellsservethispulmseby

producingneuron･ophicsubstances.Inanaltificialconduit,tissueengineenngtechmquesmaybeusedtoincolporateg･owth

stmulatingsubstancesinthemamxinaslowleleasefbIm,orcellsmaybeaddedtoproducesuchsubstances・Thispossibmty

includesiheuseofpreculturedSchwanncells(nonnalypIoducingneulotrophicfactors)orcellswhichhaveaqui1℃dmecapacity

toproducefactorsbygeneticmampulation.Genethempycanbedesribedbmadlyasthemtl℃ductionofchangesinthegenetic

contentofcells-meDNAorRNA-ibrtherapeuticpuIposes.T11egeneticmaterialcanfinUmucedbylransfもction,usmgvims

－S95-
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2-SV-1

神経栄養因子lamininで処理した人工tube

による再生神経の誘導

Neurotrophicfactorlamininpromotesperipheral

nerveregenerationthroughtheartificialtube

!慶應義塾大学整形外科，ユ川崎市立川崎病院

整形外科，］山王病院整形外科

○仲尾保志!，新井健ll高山真一郎I,

堀内行雄2，内西兼一郎‘

【目的】末梢神経の欠損部を人工的なtubeで架橋

すると再生神経を誘導できるが，再生可能な欠損

長には限界がある（ラットの坐骨神経で10mm).

今回，神経栄養因子を付加することで，さらに長

距離の欠損長を再生できるか検討した．

【方法】ラットの坐骨神経を切断して12mmの欠

損を作成し,siliconetube(内壁をlamininで

coatingしたもの,typelcollagengelにlamininを溶

解し内腔に充填したもの,collagengelのみを充填

したもの,plaintubeの4種類),生体吸収性

atelocollagentube(lamininを内腔に吸着させたも

の,plaintubeの2種類）で架橋した(n=206).移

植後10,20週で，架橋組織の太さ,M波の導出，

神経再生（抗neurofilament染色，電顕),筋の再

神経支配(ATPase染色）などを評価した．

【結果】Laminin処理したsiliconetubeでは，非処

理のtubeに比べて高率に有髄神経の再生(20

w:100%vs25%),M波の導出(20w:89%

vsO%),支配筋のfibertypegroupingが観察され

た．特にlaminicoatingtubeでは，多数の再生有髄

神経を含む太い架橋組織が誘導され,M波の導出

率は20週で100%であった．Lamininを吸着させ

たatelocollagentubeにおいても，非処理のtubeに

比べて高率に再生神経が誘導され(10w:96%

vs60%),M波の導出率(10w:87%vs35%)

も高かった．

【考察】ﾉ"y〃oで神経栄養作用を有するlamininは，

j"vivoでも軸索の伸展に有効に働き，人工tubeの

再生神経誘導能を増強させることが明らかとなっ

た．糖タンパク質であるlamininは，生体内では

分解されるため，長期的に軸索伸展作用を発揮す

ることは困難と思われる．しかしながら，短い距

離の神経損傷の再建においては,laminin処理tube

は,entubationrepairの限界とされる神経欠損長を

超えて再生神経を誘導できる有用な手段となりう

ると思われた．

－s97-
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Collagenmesothelialtubeを用いた神経
再生の実験的研究

Anewmethodofnervebridgingwiththecollagen

mesothelialtube

島根医科大学整形外科

○領家幸治，越智光夫，内尾祐司，

酒井康生，蓼沼拓

【目的】短い末梢神経欠損に対してLundborgの提

唱したmesothelialtubeは，自己の組織を一部組み

込んだハイブリット型人工神経であり，その概念

は極めてユニークである．しかし彼らは管腔保持

のため，金属線を用いており異物として生体内に

留まる欠点を有していた．この概念を臨床応用す

るためにはこの欠点を克服する必要があると考

え，生体吸収素材であるコラーゲンをコイル状に

巻き付け形成したチューブを開発した．今回その

コラーゲンメソテリアルチューブが再生神経の架

橋材料として有効であるか否かを検討した．

【方法】実験群：体重200g,雄Wistarラットの左

坐骨神経を切断し両断端を翻転し,typelコラー

ケンを径15mmのシリコン支柱に巻き付けたも

の（高研社製）を留置した．その4週後，シリコ

ン支柱を除去し，できた管腔内に坐骨神経断端間

隙がlOmmとなるように両神経断端を挿入し9-0

ナイロンで縫合した(n=8).対照群：左坐骨神

経に同様の処置を加え，その4週後に断端間隙が

10mmとなるように内径が1.5mmのシリコンチ

ユーブで架橋した(n=8).架橋後4週で，再生組

織を肉眼的，光学顕微鏡的観察を行った．

【結果】実験群では，肉眼的に全例で神経欠損部

は連続性を有した組織に架橋されていることが観

察された．一方，対照群では両端間を架橋する組

織は全例で観察されなかった．光学顕微鏡による

観察において実験群では血管増生を伴う結合組織

の中に有髄神経線維が認められた．

【考察および結語】コラーゲンメソテリアルチュ

ーブ内の微小環境はシリコンチューブよりも神経

再生のための好条件を提供し，臨床上小さい神経

欠損に対して自家神経移植に代わる新しい方法と

して将来有望であると考える．



2-SV-3

人工神経の素材と形状

Astudyonbiomaterialsanddesignofanartificial

nerve

'東京医科歯科大学疾患遺伝子実験センター運

動器分子変性部門，2東京医科歯科大学脊椎脊

髄神経外科，，東京医科歯科大学形成外科，』多

木化学株式会社，，物質・材料研究機構生体材

料研究センター

○伊藤聰一郎'，鈴木真澄3，山口勇4，

四宮謙一2，田中順三，

切脈申経の架橋に用いるチューブの素材と澗犬につい

て検討した．

【実験1】管腔内の構造：成長円錐やkhwann細胞の接

着面積を増やすためアテロコラーゲン線維をチューブ

に充填した．これに合成ラミニンペプチドをコーティ

ングして効果を検討した．

【方法】シリコーンチューブを用い以下の人工神経を

作製した．1．コラーゲンゲルを注入，2．コラーケン

線維を8本挿入，3．ラミニンコー卜したコラーゲン

線維を挿入,4.YmSRコートしたコラーゲン線維を

挿入．これらのチューブでラットの坐骨神経に架橋移

植し組織学的に評価した．

【結果と考察】コラーケン線維は再生軸索とSchwann

細胞の足場として有効に働いた．しかし，神経架橋後

はコラーゲン線維力漣やかに卿又されること力塑まし

い．YmSR配列はラミニンに匹敵する神経再生促進効

果を示した．分子量が小さいためコラーゲン線維間で

ラミニンより高密度になること力婆因と考えられる．

【実験2】チューブの素材：成型法の異なるコラーゲ

ンで神経架橋用チューブを作製し移植成績を比較し

た．

【方法】コラーゲンフィルムとGTR用コラーゲン膜で

チューブを作製した．これらに8本のコラーゲン線維，

短冊状のコラーゲンフイルム5枚を挿入した．これを

ラットの坐骨神経に架橋職直し電気生理学的，組織学

的に評価した．同系移植を対照とした．

【結果と考察】人工神経の素材にコラーゲンフィルム，

GTR膜とも有用であり，コラーゲン線維挿入はチュ

ーブの狭窄防止し,再生神経の足場として有効である．

【実験3】キトサンチューブの開発：カニの腱よりキ

トサンチューブを作製した．これをラット坐骨神経へ

架橋移植し，生体適合性，熱架橋とHApコーティン

グが神経再生に与える影響，チューブを異型断面にし

た場合の効果，チューブ壁に共有結合させたラミニン

ペプチドの効果を検討している．

2-SV-4

マーカイン処理筋を用いた軸索再生誘導

Enhancementofaxonalregenerationthrough

musclegraftproducedbymarcaintreatment

I三重大学整形外科，z鈴鹿回生総合病院整形

外科

○森田哲正!，平田仁!，冨田良弘2，

藤澤幸三2，内田淳正！

【目的】筋の再生時，筋組織内には様々な増殖因

子が存在することが報告されており，それらは筋

肉内での再神経支配にも好ましい環境を与えてい

るのではないかと考えられている．そこで我々は

マーカインの筋毒性を利用し，筋線維の除去と増

殖因子が豊富に存在する環境を作りだし，この環

境下で軸索再生誘導が促進されるかを検討した．

【実験1】成熟SDラットの坐骨神経に15mmのギ

ャップを作成し，マーカイン処理筋(M群),マ

ーカイン処理に凍結融解処理を加えた筋(MF

群)，凍結融解処理筋(F群）を移植した．術後

12週で，機能的評価（腓腹筋，前脛骨筋におけ

る最大上刺激時のM波の振幅および筋湿重量の

対健側比)，組織学的評価（移植部より2mm遠

位での再生有髄軸素数，および移植部中央での再

生軸索の状態）を行った．

【実験2】新生児ラットの後根神経節を採取し培

養し，培養液内にマーカイン処理筋，正常の筋か

らの抽出液をそれぞれ添加し，軸索の再生および

シュワン細胞の遊走を経時的に観察した．また対

象として何も添加しない群を作成した．

【結果】（実験1)M波の振幅ではM群,MF群がF

群に比べ有意に改善していたがM群とMF群に統

計学的有意差は認めなかった．また再生有髄軸索

数でもM群,MF群はF郡に比べ有意に増加して

いた．（実験2）再生軸索はマーカイン群，正常

筋群，コントロール群の順で伸長しており，伸長

距離は3群間で統計学的に有意差を認めた．また

伸長形態は何れも軸索伸長にシュワン細胞の遊走

が伴っていた．

【考察】この実験によってマーカイン処理の有用性

が証明されたが，ラットでの移植長の限界は20

mmであった．Nad伽らはこの距離はシュワン細胞

の遊走能の限界であると述べており，我々も

material内にシュワン細胞の存在が必要と考え，現

在処理筋内に培養シュワンの導入を行っている．

－S98-
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吸収性filamentを挿入したsiliconetube

による末梢神経欠損部の修復

Peripheralnerverepairwithartificialnervegraft

applyingbioabsorbableguidingfilaments

!国立療養所村山病院整形外科，2慶應義塾大学

整形外科，3ルンド大学手の外科

○新井健!，仲尾保志2，浦部忠久2，

寺田信樹2,GOranLundborgヨ

【目的】Siliconetubeに，再生神経の足がかりとな

るようfilamentを挿入し，中腔のsiliconetubeでは

修復不可能なラットの坐骨神経15mmの欠損長

の修復を試みた．性質の異なる4種類のfilament

を使用し，神経再生の差異についても観察した．

【方法】Wistar系rat(n=20)の坐骨神経を大腿中

央部で切断し，断端間が15mmになるように,7

本のfilamentを挿入したsiliconetubeで架橋した．

Filamentには，生体非吸収性のpolyamide,吸収性

のcatgut,polydioxanon,polyglactinを使用した．

対照群は中腔のsiliconetubeを同様に移植した．

移植後12週で腓腹筋のtetanicmuscletensilefOrce

の計測と再生神経の組織学的検索を行った.また，

免疫組織学的にmacrophageの検索も行った．

【結果】対照群では，連続性のある架橋組織が見

られなかったのに対しうfilamentを挿入した実験

群では，いずれの群でも架橋組織が観察され，腓

腹筋力は26～46％の回復が認められた．組織学

的にもすべての実験群でfilamentに沿って再生架

橋組織が形成され，小神経束様構造を含む神経再

生像を認めた．各filament周囲にはマクロファー

ジを含む扁平な細胞からなる被膜様の組織が形成

され，その厚さはfilamentにより異なり，最も厚

l/3polydioxanonが十数層であったのに対し，最も

薄かったcatgutは2～3層であった．再生有髄神

経数はethilon5.48±0.59,catgut6.23±l.75,

polydioxanon5.45±2.28,polyglactin6.07i

0.80×103であり,catgutが最も多かったが統計学

的に有意の差は認められなかった．

【考察】Siliconetube内に挿入したfilamentが神経

再生を促進することが示された.Filamentが神経

再生の足がかりとなるfibrin基質を支持すること

と，誘導されたmacrophageが神経再生を促進し

たことがその主な理由として考えられた．

－s99-
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Tube型人工神経の架橋を促進させる一方

法

AmethodtopromotethebridgefOrmationoftube

typebioartificialnervegraft

(財）新潟手の外科研究所

○牧裕，坪川直人，吉津孝衛

【はじめに】人工神経の一つの基本型であるtube

は周囲からの嬢痕組織の侵入を防ぐ、と同時に，管

腔内の軸索再生に適した環境を維持すると考えら

れている．しかしtubeのみで長い神経欠損を架橋

することは困難で,tube内に再生軸索の足がかり

となるlamininをcoatした線維や培養Schwann細

胞などを詰める方法が既に行われている．また臨

床応用を考えた場合，より安全で簡便，しかも安

定した成績が得られる方法が望ましい.私たちは，

手術野からすぐ､に採取できる筋膜靱帯系組織を

tube内で遊走Schwann細胞の足場として利用でき

ないかと考え，以下の実験を行った．

【方法】300gWister系雄ratの右脛骨神経と内径2

mm長さ18mmのsilicontubeでgapl4mm架橋モ

デルを作成した.A群;tube内には何も挿入せず．

B群；脛骨神経とほぼ同直径で表在性の筋膜を長

く採取し，架橋材料としてtube内に挿入した.C

群；2群と同じ筋膜の中央に，長さl.5mmの脛

骨神経片をSchwann細胞の供給源として置いた．

各群7匹ずつで，6週間後にtube内を架橋した神

経の遠位部の再生有髄軸索数を計測した．

【結果】A群では4/7に極細の架橋ができたが軸索

再生はなかった.B群[中央値203],C群[中央値

18591では全てに架橋が形成され軸索再生を認め

た.C群の軸索再生数が有意に多かった．

【考察】筋膜組織単独では長い欠損に十分な量の

軸索を再生させることは難しい．しかし臨床では

断端神経腫から採取した神経線維束片をjumping

stone方式で筋膜上に置くことで，長い欠損を架

橋させる可能性はあると考える．臨床での人工神

経の適応は指神経レベルの2～3cmのgapと私た

ちは考えており，神経移植より再生が多少劣って

も簡便ならば使える．あとは弾力性のある関節部

にも置くことができるbiodegradableでine江なtube

が必要である．
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コラーゲン線維による末梢神経再生

Peripheralnerveregenerationalongcollagen

filaments

'関西電力病院整形外科，2京都市身体障害者リ

ハビリテーションセンター付属病院

○好井覚11鴫充弘11岡正典2

【目的】末梢神経欠損は直接端端縫合が困難なほ

ど欠損が大きい場合は自家神経移植により修復さ

れる．自家神経移植の欠点はドナー神経領域の知

覚脱失である．今回，末梢神経欠損修復を目的と

してコラーゲン線維束による新しい神経誘導子を

作成しその有用性を検討した．

【方法】牛皮の一型コラーゲンを20"m径の線維
としこの線維2000本で22mm長の神経誘導子を

作成した．6か月齢のラットの坐骨神経を20mm

切除し同部に1）コラーゲン線維束，2）コラー

ゲンチューブ，若しくは，3）切除した自家坐骨

神経を移植した．移植後4週，8週，6ケ月，12

ケ月で各群6匹を堵殺し移植片を採取，光顕およ

び電顕にて組織学的に評価した．

【結果】移植後4週では線維束群では12ないし

16mm,チューブ群では2ないし4mm,自家神経

群では10ないし14mm有髄軸索の再生がみられ

た．移植後8週では線維束群および自家神経群で

は移植片末梢端まで有髄軸索の再生がみられたが

チューブ群では軸索の再生はみられなかった．移

植後8週の移植片末梢端における有髄軸索は線維

束群では5500本，直径2.3"m,自家神経群では

4800本，直径3.3"mであった．移植後6ケ月では

線維束群6500本，直径3.3"m,自家神経群6900

本，直径3.2"mであった．移植後12ケ月では線

維束群6800本，直径4.3"m,自家神経群6500本，

直径4.7"mであった．
【考察】コラーゲン線維束は末梢神経の再生を誘

導した．これはコラーゲン繊維による軸索の接触

誘導によると考えられる．今回の結果は従来のチ

ューブとはことなる神経誘導子の可能性を示唆す

る．

2-SV-8

培養シュワン細胞封入シリコンチューブ

CulturedSchwanncellspromotenerve

regeneration

金沢大学整形外科

○池田和夫，納村

檜木茂，富田

直希，萩原教夫，

勝郎

【目的】神経欠損部の架橋には，コーテイーング

や形状を工夫した各種のチューブが開発研究され

ている．しかし，それらのチューブは自家神経移

植片には及ばない．それは，生きたシュワン細胞

が神経再生に非常に重要な役割を担っているから

と考えられている．われわれは，培養シュワン細

胞をシリコンチューブに封入し人工神経の基礎的

実験を行なったので，今後の展望を含めて報告す

る．

【方法】生後1日のラットの坐骨神経から，シュ

ワン細胞を培養した．typelコラーゲンと培養液

を混合した液体に，10万個のシュワン細胞を浮

遊させた．この液体をシリコンチューブ（長さ

10mm,内径2mm)に詰めゲル化させた．この

チューブをS群とし，ゲルのみのCM群，生理食

塩水のP群，凍結解凍を繰り返し死滅させたシュ

ワン細胞を封入したD群を作製した．これらのチ

ユーブを成ラットの坐骨神経欠損部に8mmのギ

ャップとなるように移植した．移植後5，7，10，

12，14，21日目にチューブを摘出し，ニユーロ

フィラメント染色で再生軸索を観察した．

【結果】S群の再生軸索は,10日目に中央を,14

日目には末梢断端を通過していた.P群は,12日

目で中央，21日目で末梢に,CM,D群では14日

目に中央，21日目で末梢に到達していた．

【考察】シュワン細胞には，神経成長因子を分泌

したり，軸索に接触することで基底膜を形成し軸

索を誘導するといった作用がある.neurotropism

説もcontactguidance説も併せもった影響を与えて

いる細胞と言える．したがって，培養シュワン細

胞がいることで，単なる導管としてのチューブよ

りも，再生に有利であることは自明である．臨床

応用する場合の問題点は，成人の末梢神経から短

期間に十分量のシュワン細胞が得られるか，とい

うことである．培養方法の改善や幹細胞を応用し

た手法などの画期的な開発が望まれる．
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ハイブリット型人工神経

Hybridartificialnerve

'三重大学整形外科，2三重大学工学部生体材

料学

○平田仁!，宮本元2，大角秀彦1，

明田浩司!，内田淳正！

【目的】Tissueengineeringの実現には細胞に足場

を供給する必要があり，一般にPLLA,PGA,

Collagenが用いられる．しかし，これらの素材は

柔軟性に乏しく，また，細胞を高密度で播種する

ことが極めて難しい．今回は細胞の足場素材とし

てのエラステインの有用性を報告する．

【材料および方法】足場材料は牛より抽出し架橋

構造に修飾を加えて水溶性にしたエラステインを

用い作成した．水溶性エラスティンはI.線維状，

膜状，スポンジ状に加工することができオートク

レイブ滅菌が可能,II.架橋構造の調整により

5×103Paから5×105Paと筋肉よりも柔軟な弾性

率を実現，Ⅲ．生体分解性であり，分解に要する

期間を1-6ケ月に調整できる,IV.様々な線維状

蛋白と組み合わせて用いることが可能，などの特

性を有する.I・水溶性エラスティンにシュワン

細胞を3次元培養しハイブリット型神経を構築で

きるか,II.末梢神経に匹敵する軸索誘導能を示

すか，を評価した．

【結果および結論】培養シュワン細胞は水溶性エ

ラスティンに速やかに接着した．細胞を播種後水

溶性エラステインをゲル化させることで10分程

度で様々な形態での3次元培養を構築することが

可能であり，3×107/mlの密度で細胞を均等に分

散することができた．また，播種した細胞は6時

間以内に2極型細胞となりシュワン細胞柱を形成

した．末梢神経様構造とした上で後根神経節を共

培養すると軸索再生を良好に誘導した．水溶性エ

ラステインと培養シュワン細胞よりなるhybrid型

人工神経は短時間で簡単に調整ができ，神経に極

めて近い物性と軸索誘導能を示し，極めて有用な

コンストラクトと考えられた．

2-SV-10

Schwann細胞を3次元培養したTissue-

Engineeied人工神経による再生神経の誘導
Peripheralnerveregenerationthrougha

biodegradablepolymerscaffoldseededwith

Schwanncells

慶應義塾大学整形外科

○仲尾保志，斎藤治和，小見山貴継

栩木弘和，戸山芳昭

【目的】Tissueengineeringの技術を用いて作成し

た超微小の多孔性構造を有する生体吸収性

scaffOld内に,Schwann細胞を3次元培養したハイ

ブリッド型人工神経が，再生神経を有効に誘導す

るかを検討した．

【方法】Schwann細胞株IMS32を10%FCSDMEM

培地で大量に培養し，この細胞浮遊液を，合成ポ

リマーによるscaffOld内にseedingした．ScaffOld

は，ポリ乳酸・ポリカプロラクトンの共重合体に

よるスポンジ構造tubeの外周をポリ乳酸メッシュ

で補強し,typelcollagenでcoatingしたものを使

用した．細胞をseedingしたscaffOldは，さらに10

日間培養系に置いた後，切断したマウス坐骨神経

の架橋に使用したが，神経断端に13mmのgapを

作成した(n=8)．ScaffOld内でのSchwann細胞の

3次元培養の様子は，移植直前に抗S100染色，走

査電顕で観察し，術後8週の再生神経については，

架橋組織中央の横断切片を組織学的(toluidine

blue)に検索した．なお,Schwann細胞をseeding

しないscaffOld(n=8)やsiliconetube(n=8)を同

条件で移植しコントロールとして比較した．

【結果】Schwann細胞は,scaffOldの孔内まで侵入

し，ネットワークを作りながら大量に3次元培養

されていた．Schwann細胞を有したscaffOldを移

植した群は全例で再生神経による架橋が見られ，

神経周膜様構造に囲まれた多数の有髄神経と

minifascicularpatternが観察された．一方，

Schwann細胞をseedingしないtubeやsiliconetube

では，架橋組織は観察されなかった．

【考察】ScaffOld内のSchwann細胞は，神経栄養因

子を継続的に分泌することで,entubationrepairの

限界とされる神経欠損長を超えて再生神経を誘導

したものと思われた．Schwann細胞を3次元培養

したハイブリッド型人工神経は，長距離の神経損

傷の再建に有用な手段となりうる可能性が示唆さ

れた．

一S101－
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キーンベック病に対する榛骨模状骨切レノ

術の長期成績

Long-termresultsofradialwedgeosteotomyfOr
Kienb6ckdisease

'麻生整形外科クリニック，』むさし整形外科医院

○麻生邦一!，多治見新造』

【目的】キーンベック病の真の病因が分からない

中で,これまでいろいろな治療法が行われて来た．

1982年津村らが月状骨にかかる応力を剛体バネ

モデルを用いて解析し，榛骨の15.の僥側模状骨

切り術が応力を最も減ずることを報告した．この

実験結果に基づいて，我々は1982年よりキーン

ベック病に対して僥側模状骨切り術を臨床応用し

たので，その長期成績を報告する．

【対象】症例は13例で，年齢は17～65歳，平均

44歳，男性8例，女性5例，観察期間は8年から

19年，平均12年である．病期分類では,stage

Ⅱ：2例,stagelll-A:9例,stagelll-B:2例であ
った．

【結果】Nakamuraの評価法では，優:3例(23%),

良：9例（69％)，可:1例(8%)となり,91%

が良好な成績であった．またLichtmanの評価で

は,Satisfactory:9例(69%),Unsatisfactory:4

例(31%)となり，ほぼ満足すべき結果であっ

た．Unsatisfactoryの4例は何れもROMが術前に

比べ低下したものであった．しかし瘤痛の改善が

著しいためにすべての患者さんは手術を受けたこ

とに満足していた．臨床所見では，痔痛と握力の

改善が顕著であった.,ROMでは54%に改善が

みられたにすぎないが,ROM制限のためにADL

障害を訴えた症例はなかった.他方x線評価では，

月状骨の圧潰，分節化の症例が多く,CHR,

Stihl'slndexなどの指標は悪化していた．しかし

OA変化はRadioscaphoidJにもDRUJにもほとん

ど認められなかった．術後平均4年の調査時と比

べても劣っておらず，長期にわたって安定した良

い手関節状態を維持することがわかった．

【結論】僥骨の僥側模状骨切り術は，平均12年の

長期成績でも良好な結果を示し，今後とも積極的

に行われてよい手術法である．

2-SVI-2

Kienb6ck病に対する血管束移植術の長期

成績の検討

LongCrmresultsofvascularbundleimplantationfbr

thetreatmentofKienbOck'sdisease

'奈良県立医科大学整形外科，2奈良マイクロサ

ージヤリー・手の外科研究所

○矢島弘嗣!，玉井進ユ

【目的】われわれは壊死に陥った月状骨に血管束

を移植することにより，積極的にrevascularization

を促進させるというbiologicalなアプローチで，

1975年以降66例のKienb6ck病に対して血管束移

植術を行ってきた．今回，術後7年以上追試し得

た22例の臨床成績について報告する．

【方法】症例は男性20例，女性2例の22例で，手

術時の年齢は14歳から55歳，平均34歳であった．

Lichtman分類ではstagellが1例,IIIaが4例,IIIb

が13例,1Vが4例であった．Ulnarvarianceはplus

4例,nulll3例,minus5例であった．Stagelll以

降の症例に対しては月状骨内を掻爬した後に腸骨

からの海綿骨移植を行い，その中に血管束を移植

したが，術後創外固定器を用いたものは6例，

STT固定術を併用したものは9例であった．術後

経過観察期間は7年から23年6ケ月，平均9年11

ヶ月である．

【結果】1例が術後18年8ケ月で手関節形成術を

行った．その他の21例は最終経過観察時までに

追加手術を行ったものはなかった．手関節の可動

域はSTT固定を行わなかった群で術前平均60.か

ら術後平均81°に,STT固定群で術前62.から術

後79.に改善を認めた．握力は行わなかった群で

術前平均15.2kgから30.6kgに,STT固定群で

19.3kgから術後36kgに回復した．X線学的評価

では，行わなかった群5例に関節症性変化の増強

を認めた．STT固定群では3例において榛骨茎状

突起に骨鰊がみられたが，それによる症状はなか

った．

【結論】血管束移植術単独の適応はstagellまでで，

進行例に対してはSTr固定術を併用すべきと考え

られた．
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キーンベック病に対する腱球置換術

TendoninterpositionarthroplastyfbrKienb6ck's

disease

!田附興風会医学研究所北野病院整形外科，2福

井赤十字病院整形外科，3近畿大学整形外科

○梁瀬義章!，高木治樹2，大谷和裕，

【目的】これまでキーンベック病に対する治療と

して僥骨短縮骨切り術と腱球置換術を行ってき

た．今回Lichtmann分類stage3b,4に対し腱球置

換術を行い，長期の経過観察しえた症例の術後成

績について報告する．

【対象と方法】1981年以降演者自身が手術的治療

を行ったキーンベック病は42例で，そのうち腱

球置換を行い，術後2年以上（2～18年5ケ月）

経過観察しえた11例（男8例，女3例)stage3;

6例，4；5例）を対象とした．手術時平均年齢は

34.6歳（18～60歳）で，右手6例，左手5例であ

る．術式は腱球置換にSTT仮固定を併用したのが

6例，腱球置換後ギプス固定のみを行ったのが5

例である．術後の評価は中村の基準を用い，術後

1年の時点と最終調査時の成績を比較した．

【結果】術後1年で優3例，良6例，可2例，最終

調査時優2例，良7例，可2例で不可となった例

はない.Carpalheightratio(CHR)は術前平均

0.50が術後平均0.48と低下しているが，舟状骨結

節部に痛みを訴える2例以外は,CHRの低下と臨

床症状との間には相関はなかった．握力は術前健

側比47.4％が術後72％に改善していた．

【考察】上羽は腱球置換術後長期経過観察例で良

好な成績を得ており，かつ腱球部が骨化すると報

告している．自験例ではl例に軽度の骨化をみた

のみで,15年,17年と長期の経過観察例の2例と

も骨化は認めていない．石黒は実験的研究で挿入

腱が硝子化したと報告し，堀田は骨核入り腱球が

線維軟骨に置換されていたと報告している．自験

例での15年以上の長期観察例ではCHRは減少

し，僥骨・舟状骨間に軽度の関節症変化は認める

が，痛みは殆ど自覚していない．腱球が月状骨に

代わる支持組織としては限界があるが，中間挿入

物としてそれなりの機能を果たしていると思われ

る．

2-SVI-4

Hemiresectionarthroplasty

Hemiresectionarthroplasty

東京慈恵会医科大学

○察詩岳，藤井

根本高幸，井上

整形外科

克之，千野博之，

淳一

【目的】我々は，第40回本学会で遠位僥尺関節障

害に対するhemiresectionintemositionarthroplasty

(HIA)の術後成績，第42回の学会では遠位僥尺

関節障害に対する手術療法としてHIAとSauve-

Kapandji法(S-K法）の術後成績の比較検討，さ

らに第43回の学会ではS-K法施行後の尺骨切除

端に生じる初期のosteolysisについて報告してき

た．そこで，今回,HIA施行後の長期経過例を調

査し，その適応などについてS-K法と比較検討し

た．

【方法】術後4年以上経過した22例を対象とした．

男9例，女13例，右側16例，左側6例で，手術時

年齢は平均50歳，術後の経過観察期間は4～20

年，平均8年3カ月である．疾患の内訳は，遠位

僥尺関節の変形性関節症で伸筋腱断裂を生じたも

の9例，僥骨遠位端骨折の変形治癒後のもの6例，

TFCC断裂4例，その他3例である．また，尺骨

頭の背側方向への著しい不安定性を呈していたも

のは6例であり，これらの症例に対しては尺側手

根伸筋腱のtendonslipを用いて腱制動術を追加し

た．なお，慢性関節リウマチによる遠位僥尺関節

障害はすべて除外した．

【結果】Cooneyの評価法による術後成績は優3例，

良18例，可1例であり,2例にstyloid-carpal

abutmentを認めた．腱制動術を加えた6例では3

例にゆるみが観察されたが，妊娠，出産を契機に

ゆるんだもの,styloid-camalabutmentにより尺骨

遠位端が背側に押し出されたもの,generaljoint

laxityが存在していたものであった．

【結論】HIAの長期術後成績は良好であった．

HIAとS-K法の両者とも適応となるような症例に

対し,S-K法では回内外の回転中心が失われ非生

理的な運動や荷重伝達となるため，我々はHIAを

第1選択としている．
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遠位僥尺関節変形性関節症に対する

Sauve-Kapandji手術の長期治療成績

Long-termresultsofSauv6-Kapandjiprocedure

fbrosteoarthritisofthedistalradioulnarjoint

北海道大学整形外科

○三浪明男，加藤博之，末永直樹，

岩崎倫政

【はじめに】遠位僥尺関節(DRUJ)変形性関節症

(OA)に対して行ったSauve-Kapandji(S-K)手

術の長期治療成績について報告し,Hemiresect-

ion-interpositionarthroplasty(HIA)手術と比較検

討する．

【症例】DRUJ-OAに対して行ったS-K手術のうち，

最低5年以上経過観察し得た25症例を対象とし

た．これらのうち尺骨近位端安定化術を加えた症

例は13例であった．手術時年齢は25歳から66歳，

平均53歳であった．一次性OAは20例であり，

僥骨遠位端変形治癒後の二次性OAは5例であっ

た．平均経過観察期間は8年（5～12年）であっ

た．

【結果】臨床成績：術後瘻痛の程度は2例を除き

全例で軽減し，完全に消失したもの：15例，軽

度：5例，中等度：5例であった．尺骨近位端部

の痙痛・不安定性を訴えたものは10例であった

が，尺骨近位端安定化術を加えた症例では1例に

発生したのみであった．可動域は術前掌・背屈平

均可動域は94°であったが，術後は106.と改善

し，前腕の回内・外は術前130｡，術後160.であ

った．術前と比較して有意差をもって改善した．

また握力は術前21kg,術後は28kgと改善した．

X線学的成績:DRUJの骨癒合は全例で得られ，

尺骨の人工的偽関節も維持されていた．尺骨近位

端の僥骨への接近および背側への突出は主に安定

化術を行わなかった初期の症例に認めた．

【討論・結論】演者らはS-K手術のDRUJ-OAに対

する適応はOAの程度が強く，かつTFCCが機能

せずDRUJに不安定性が存在している場合として

いる．従って,HIA手術と比較すると適応が極め

て広いと考えられる．また他の多くの報告でも述

べられているように,S-K手術はHIA手術よりも

安定した成績が得られる傾向があり，適応年齢に

制限がない点も有用な手術術式と考えられる．

2-SVI-6

TFCC鏡視下部分切除の長期成績について

Resultofarthroscopicpartialresectionof

triangularfibrocartilagecomplexiIUuryfOrlong

periodfOllowup

むつ総合病院整形外科

○西川真史

【目的】TFCC損傷に対し鏡視下部分切除術を積

極的に施行してきたので，術後10年以上経過し

た症例を検討し，本術式の有用性について報告す

る．

【対象と方法】症例は13例（男7，女6）平均年齢

25.5歳（12～47),13関節（右7,左6)で経過観

察が可能であったのは11例（男5，女6)，11関

節（右6，左5）で，2例は転地により追跡不能で

あった．これらの症例のTFCC損傷型,ulnar

variance,術後成績（木戸ら）などについて検討

した．

【結果】手術時のTFCC損傷はPalmer分類で1A:

10例,1B:1例,1D:2例であった．追跡不能

例は1A,1D各1例であった．術後成績判定は

Excellent9例(1A:9,1D:1),Goodl例(1A),

Fairl例(1B)であった.UInarvarianceは平均

2.6mm(0～5.5)であった.Excellentのうち8例

は術後2～3ケ月で症状が消失していた.Goodの

1例は術前からあった前腕の回旋障害が改善して

いなかった.Fairの1例は最近手関節痛が再発し

ていて，尺骨茎状突起に骨鰊を形成していた．

【考察】TFCC損傷は1A,1Dであれば本術式で良

好な成績が得られるようである．また,ulnar

varianceが3mmを越える例は5例含まれていた

(最大5.5mm)が術後成績は良好であった．1Bの

場合は部分切除によって骨変化を引き起こした可

能性があり，適応を検討する必要がある．

【結語】TFCC鏡視下部分切除術の術後10年以上

の長期術後成績を検討した．対象症例が少なかっ

たが，本法はPalmer分類1A,1Dに対して有効な

治療方法でulnarvarianceに関係な<,積極的に行

うべき治療法である．
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TFCC損傷/尺骨突き上げ症候群に対する

尺骨短縮術の成績

Resultsofulnashorteningosteotomyforthe

TFCCinjuriesorulnocarpalabutmentsyndrome

広島県身障者リハビリテーションセンター整形

外科

○水関隆也，梶谷典正，横田和典，

津下健哉

【目的】われわれは1”6年，尺骨短縮術（以下,US

術）が尺骨突き上げ症候群（以下,UCAS)のみな

らず，三角線維軟骨複合体（以下,TFCc)損傷に

対しても有用であることを報告した．今回,US術

の中長期予後と,TFCCに与えた影響を知る目的で

われわれが施術した症例について追跡調査した．

【対象および方法】われわれが2000年末までに行

ったUS術は69例70手関節で，年齢は14～71

(平均37）歳であった．対象疾患はTFCC損傷：

32手（うち，鏡視下手術無効手3手),UCAS:

27手,Colles骨折変形治癒:6手,Madelung変

形：3手などであった．96年2月以降は手術の正

確さを期すため補助機器(Ulnoshort)を用いた．

術後経過期間は14年5月～10月（平均5年8月）

であった．対象症例に対し,X線学的変化の有無

臨床症状の変化，また最近の5例で抜釘時，鏡視

下にTFCC所見の変化を確認した．

【結果】ulnarplusvarianceと短縮量はそれぞれ，

TFCC損傷:3.4,3.5mm,UCAS:4.4,4.3mm,

Colles骨折変形治癒:6.6,4.9mm,Madelung変

形：9．3,5.5mmであった．X線学的変化は遠位

僥尺関節（以下,DRUJ)に1手に高度の,2手に

軽度の関節症様変化を認めたが症状とは無関係で

あった．前者は初回手術で偽関節を形成し2回目

の手術で-3mmのminusvarianceを残していた．

痛みは概ね消失していたが,UCASの3手,TFCC

損傷の1手に労作後の軽い痛み,Colles骨折変形

治癒の1手に回内外時の痛みを残していた．

secondlookではTFCCの治癒は5例とも認められ

なかった．

【考察およびまとめ】TFCC損傷とUCASについて

は正確なUS術で良好な除痛効果を得ることがで

きる．過剰な短縮はDRUJに関節症を生じるので

避けるべきである.Secondlookの所見からUS術

による除痛はTFCCの治癒によるものではなく，

除圧効果によるものと推測された．

2-SVI-8

舟状骨偽関節治療とDISI変形

DISIdeformityinthetreatmentofscaphoid
nonunion

!札幌医科大学整形外科，ユ札幌医科大学保健医

療学部

○和田卓郎!，磯貝哲11青木光広21

石井清一！

【目的】舟状骨偽関節手術の際にはDISI変形の矯

正が奨められているが，変形が遺残する例も少な

くない，この遣残したDISI変形が，舟状骨偽関

節治癒後の症状に関与するかどうかについて一定

の見解はない．今回我々は，遺残DISI変形と術

後症状との関連性を，短期および長期観察時で比

較検討した．

【方法】観血的整復，骨移植を行った舟状骨偽関

節20例（男19例，女1例）を対象とした．手術

時平均年齢は27歳であった．術式はRusse変法が

7例で，うち4例ではHerbe江スクリユー固定を追

加した．模状型骨移植+Herbertスクリユー固定

が13例であった．これらの症例について，術後

平均2年と10年で手関節可動域，握力，自覚症状

を調査し，遺残DISI変形との関連性を検討した．

榛骨月状骨角が健側より10．以上大きい場合に，

DISI変形ありとした．

【結果】1）術後平均2年：手関節の伸展屈曲可動

域は129.で健側に比べ31．減少していた．握力

の健側比は89％であった．術前には全例が手関

節痛を訴えていた．術後は3例であった．術後8

例にはDISI変形が遺残した.DISI変形の遺残の

有無と手関節可動域，握力，手関節痛に差はみら

れなかった．2）術後10年の追跡調査が可能であ

ったのは6例であった．手関節の伸展屈曲可動域

は112．で，健側に比べ屈曲可動域が低下してい

た．握力の健側比は93％で，労作時痛を訴えて

いたのは2例であった．DISI変形は2例に遺残し

た．DISI変形の有無と臨床症状に関連性はみら

れなかった．変形性関節症変化は6例全例に認め

られた．その程度はDISI変形例に強い傾向がみ

られた．

【考察と結論】偽関節が治癒すれば，術後10年程

度までは遺残DISI変形は手関節愁訴に関連しな

かった．しかし,X線写真上の変形性関節症変化

は,DISI変形遣残例に強い傾向があった．
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舟状骨骨折後のDISI変形矯正一不要

ShouldaDISIdefbrmityofthescaphoidnonunion
becorrected？：NC

豊橋市民病院整形外科

○井上五郎，大間知孝顕，平野健一

【目的】舟状骨偽関節の治療では，従来,dorsal

intercalatedsegmentinstabilitydefOnnity(DISI変形）

が残存したまま骨癒合すると手関節の機能障害を

残しやすいとされ，手術時にそれを矯正すること

を強調されてきた．しかし，演者らは第43回本

学会でRL角25度までの月状骨背屈変形(DISI変

形）ならば成績には影響なく，したがって特別の

矯正法を行う必要はないと報告した．今回はそれ

らのうち長期間経過観察できた症例の成績を報告

する．

【症例】1984年より2000年までの16年間に，受

傷後2ケ月以上経過した舟状骨偽関節158例に

Herbert法を行った.6ケ月間以上追跡調査できた

症例は143例あり，そのうち骨癒合が得られた症

例は132例（骨癒合率92.3％）であった．そのう

ち1994年までに手術を行いRL角5度以上のDISI

変形を残した症例は21例あったが，今回の調査

に応じた7症例を研究対象とした．前回の調査時

の平均RL角は10.3度(5～17度）であった．平

均追跡調査期間は9.9年（7～14年）であった．

【結果】し線所見:OA変化はみられなかった．

RL角は5例ではほぼ不変であったが,1例は8度

から25度に増加し，逆に1例では14度から0度に

減少していた（0～25度)．臨床所見：痙痛は全

例なかった．握力，手関節可動域とも前回と比べ

て低下したものはなかった.Cooneyの手関節機
能評価点数では5例が不変，2例がそれぞれ5点

と10点増加した．平均点数は90点(80～100点）

であった．

【結論】術後平均10度のDISI変形を残した舟状骨

偽関節7例の平均10年の追跡調査では手関節機能

は非常に良好であった．これは前回報告した結論

を裏付けるものである．
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2-SIV-1

掌側W前進法

VolarVYadvancement

小郡第一総合病院整形外科

○土井一輝，服部泰典，安部幸雄

【はじめに】指尖部切断に対して，当院において

は大半の症例が再接着を行っており，再接着法以

外の被覆法の症例数は少ない．指尖部損傷の被覆

法としては神経血管柄付き島状前進皮弁(Kutler

法）を第一選択としてきたが，今回のビデオシン

ポジウムの依頼を受け，掌側前進法(Trianquilli-

Leali法,Atasoy法）についての手術方法の概略

と私の本法に対する印象を述べる．

【適応】原則的には末節部切断で横切断か背側斜

切断が適応となり，掌側斜切断は本法のみでの被

覆は困難である．

【手技】末節部切断端に三角皮弁の基部をもつ皮

弁をデザインする．皮弁の幅は爪の幅とする．三

角皮弁の尖端は遠位指節間皮線として皮弁を挙上

するが,皮弁の基部以外の皮切は皮層のみとして，

深部組織は切開しないで，剥離剪刀で鈍的に皮下

脂肪，線維性組織のみ切離し，血管，神経のアー

チは温存する．切断端の三角皮弁基部は皮層のト

リミング，デブライドメン卜を行った後，骨膜お

よび屈筋腱鞘上に切開をいれ，剥離剪刀で皮弁を

骨，腱鞘から遊離する．皮弁を末梢方向へ移動さ

せ，骨の上を覆った後，皮弁基部を爪と縫合する．

皮弁尖端のV字状切開部はY字状になるように縫

合する．

【ポイントと問題点】本法の皮弁は血管軸皮弁

axialpattemflapでないため，移動距離は少なく，

皮弁両縁の皮下組織の剥離程度によるため，適応

となる切断は限られる．しかし，簡単な手技で断

端縫合部の緊張が緩和されることで，創の治癒が

良好となり，また，創縁が背側よりにくるため，

断端の痙痛が予防できる皮弁である．動脈皮弁ほ

どの技術を必要としないので，比較的初心者向け

の皮弁と言えるが，指尖部の血行，神経解剖の知

識が必要である．

2-SIV-2

改良型手掌皮弁による指尖部の修復

ModifiedpalmnapfOrfingertipinjury

'せきぐちクリニック，z東京警察病院形成外科，

3帝京大学形成外科

○関口順輔'，野村智史2，寺島洋一2，

館正弘3，川那部岳志3

【目的】指尖切断への手掌皮弁移植術は皮弁採取

部が最大の欠点となり，敬遠されてきた．ところ

で我々は足底荷重部へ小指球部から分層植皮を行

った症例が土踏まずからの全層植皮を行った症例

と同様な堅牢性を得た点に注目した．そこで母指

球部を採皮弁部として指尖に移植することにより

良好な結果を得た．本術式は皮弁採取部位の機能

障害もほとんどなく，整容的満足度も高いことで

ある．

【方法】手術は従来の手掌皮弁と同様，尺側また

は末梢側を基部として母指球に充分大きな皮弁を

デザインする．成人では2×2.5cm位の大きさと

なることが多い．患指は屈曲位が軽度となるよう

母指を少々対立位として皮弁の方向性を決める．

皮弁は筋膜上で挙上し，反転するように指断端掌

側に縫着する．採皮弁部には小指球あるいは足底

より薄い分層植皮を行い，縫縮はしない．2週後

余裕を持って皮弁量を移植するため皮弁は茎の基

部で切離し,Beasley法のように移植皮弁の切離

部は縫縮せず指背側に立てるようにして創を閉鎖

しない．創面の自然治癒が指尖部の丸みを作る．

【症例】1984年より2001年まで54例54指に本法

を施行した．術後移植皮弁の知覚はS-Wtestで#6

~#10,S2PDは7mm～11mmであった．皮弁採

取部は手を酷使する肉体労働者でも満足できる堅

牢さを得た．

【考察】本術式は比較的容易であり，患指の屈曲

肢位が弱いため拘縮もほとんどなく，知覚も日常

生活に支障のない程度に回復している．採皮弁部

は陥凹変形もなく整容的に極めて満足のいくもの

であり，また肉体労働者でも堅牢性に支障が生じ

なかった．以上のことから本術式は指尖部再建の

第一選択となり得ると確信する．なお小指へ小指

球から同様に移植した症例も好結果を得ることが

出来た．
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2-SIV-3

KUTLER変法の適応と実際

PracticalguidetoKutler'sdigitalislandnap

埼玉成恵会病院形成外科・埼玉手の外科研究所

○平瀬雄一

指側面からの皮下組織茎島状皮弁を神経血管柄の

みの茎で挙上し移動する方法は1976年に

SegmullerがKutler変法として報告した．この方法

は指切断端に底辺をおき頂点を遠位指節間皮線に

おく二等辺三角形の皮弁をデザインするものであ

るが，後にVenkataswamiはより大きな近位指節

間皮線までの不等辺三角形の皮弁を同様の方法で

挙上しObliqueT血ngularnapと名づけた．基本的

には同様の手術操作による皮弁であるが後者の方

が適応が高く，ここではその両者をまとめて

Kutler変法として述べるものとする．手術操作は

比較的簡単で，皮弁をデザインに沿って切開した

後，皮弁を中枢へ剥離していく方法と皮弁中央で

神経血管束を見出した後に末梢へ向かって剥離し

ていく方法とある．演者は前者の方法をより好ん

でいるが，どちらの方法を選択しても構わない．

ただ，いずれの方法においても神経血管束を剥離

するための皮弁中枢の皮切は側正中切開とし指節

間皮線にかからないようにしないと術後に癩痕拘

縮を招くので注意を要する．神経血管束は指基部

まで剥離するが，これにより皮弁は15mmまで

の移動距離を得ることができ，皮弁が大きな

ObliqueTriangularflapでは皮弁自体の伸展もあり

18mm程度の前進移動も可能である．抜糸は10

日前後に行い，術後2週頃より自他動運動を開始

する．この方法は指切断端を被覆する目的で使用

されることが多いが，演者は再接着術時に爪床

compositegraftと併用したり，血管柄付爪移植と

併用したりして適応をより拡大することで侵襲の

少ない整容的な指尖の再建に役立てている．症例

を供覧しつつその実際と適応について報告する．

2･SIV-4

逆行性指動脈島状皮弁

Reversvascularpedicledigitalislandnap

埼玉手の外科研究所

○児島忠雄

逆行性指動脈島状皮弁は指腹の大きな欠損がよい

適応である．本法が比較的多く行なわれるように

なって，皮弁の血行障害などの合併症を予防する

ため，いろいろな工夫も報告されている．しかし，

血管柄付島状皮弁の手術の原則的事項に従って手

術を行なえば，合併症を起こすことなく，手術を

完了し，良好な結果を得ることができる．1．本

法の基礎：中節骨のほぼ中央に存在する横連合枝

によって皮弁の血行が保持される．この部位が血

管束のpivotpointとなる.2.本法の適応：指尖

部切断，とくに掌側斜め切断で，指腹の比較的大

きな欠損を伴うもの，また，かぎ爪変形の矯正に

も応用できる．3．手技上の注意：皮弁のデザイ

ンにさいしては指腹の曲面を考慮し，大きめとす

る．血管束の挙上にさいしては周囲の脂肪組織，

あるいは直下のfascialtissueを含めること．血管

茎が反転する部位の直上の皮膚を縫合するさい，

皮膚の緊張が血行を圧迫しないように，ゆるく縫

合すること,PIP関節,DIP関節の拘縮を起こさ

ないように1週後より自他動運動を開始するこ

と，などである．演者が行なっている方法の実際

をビデオで供覧し，以上の点について述べる．
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2-SIV-5

VY形成を併用した掌側前進皮弁

PalmaradvancementnapwithVYplasty

埼玉手の外科研究所

○児島忠 雄

指の両側の神経血管束を茎とする掌側前進皮弁は

手における知覚皮弁としてMobergによってはじ

めて行なわれた．演者は手掌部の末梢の皮膚に余

裕があることに注目し,この部まで皮弁を延長し，

VY形成を併用することによって遊離植皮を行な

うことなく，皮弁を前進させる方法を報告した．

l.本法の基礎：母指では掌側と背側では，血行

が独立しているので，掌側皮層を単純に挙上する

のみでよい．しかし，指では末節の皮膚，爪周囲

の皮膚は指動脈背側枝より血行を受けているの

で，この背側枝を温存する必要がある．2．本法

の適応：指腹，指末節の切断の被覆，かぎ爪変形

の矯正，中節部での神経血管束の欠損を伴う皮層

欠損，指PIP関節の屈曲拘縮などが適応である．

3．手技上の注意：近位指節間皮線までは側正中

切開でよいが，この部から手掌指皮線に向かって

皮切が掌側へ移動し，手掌遠位部でv形とする．

手掌指皮線の部で拘縮を起こさないように,また，

指基部が細くならないように，デザインに注意す

る．先ず，始めに神経血管束を指基部で見出し，

Cleland靱帯,Grayson靱帯を切離しながら末梢へ

剥離をすすめ，片側でl～2本の背側枝を温存す

る．掌側全体を一つの皮弁として末梢へ前進させ

る．DIP関節,PIP関節を軽度屈曲位に固定する

が，関節の拘縮を残さないように1週～10日後か

ら自他動運動を開始する．指尖部のdog-earを

無理に修正する必要はない．以上の点に触れなが

ら，演者が行なっている方法の実際をビデオで供

覧する．

2-SIV-6

血管柄付き爪移植

Freevascularizednailgrafts

岡山大学形成外科

○光嶋勲，難波祐三郎，岸本晃司，

高橋義雄，伊藤聖子

【目的】最近は手の再建において指先の見た目も

重視されつつある．特に小児または若い女性を対

象とした足趾からの血管付き爪移植による指尖再

建術が必要とされつつある．

【症例の内訳】過去22年間（1980年5月から2001

年11月）になされた足趾移植術は129例で，この

うち血管付き足趾爪移植による指尖部再建例は

47例であった．その内訳は女性が多く（男18例，

女29例)，手術時年齢は若年者が多い(9～66歳)．

再建術式は，第1足趾からの血管柄付き爪移植3

例＆爪皮弁4例（患者の平均年齢26歳，術後平均

2.6年,SWテスト3.1m,2PD6.3mm),tnmmed

greattoetip3例(29歳,1.8年,3.61,6．5mm),

thinosteo-onychocutaneousflap22例(30歳,2年，
3.1,7.2mm),第2趾からの血管柄付き爪移殖4

例,trimmedsecondtoetiptransferll例(30歳,2．6

年,3.37,6.3mm)であった．術後合併症は，吻

合部血栓の2例は再吻合で救済され，皮弁の部分

壊死2例，移植爪の脱落が1例みられた．

【結論】爪の全または部分欠損に対しては趾骨を

含めた血管付き全爪または部分爪移植が有効であ

る．母趾または第2足趾の爪を全部または部分的

に移植するが，2つの指の爪の欠損には母趾，第

2足趾の爪を同時に移植することもできる．また，

爪を含めた指の皮層欠損に対しては，足趾からの

爪皮弁を用いる．
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L3-1

透視下手術

Fluoroscopicallyassistedhandsurgery

済生会神奈川県病院整形外科

佐々木 孝

【目的】X線による透視（以下，透視）の治療への応用は，蛍光板による透視の頃の弾丸の摘出などが始
まりである.1970年代よりimageintensifierが普及して明るい手術室内で，透視画像を見ながら手術を行
うことが可能になり，最近では画像のdigital化,computer処理の導入によって曝射線量を低く抑えつつ鮮
明な画像を得ることも可能となってきた．Minimuminvasivesurgeryという考え方は比較的新しいが，手術
にあたって，いかに小さな侵襲で最大限の効果を挙げるかということは外科系において長年基本的に追求
されてきた命題である．現在,minimuminvasivesurgeryを実現する手法としては，透視と内視鏡が実用的
な手段であり，本口演では透視下手術の現況・問題点・今後の展望について述べる．

【透視下手術の現況】骨折および脱臼骨折の大部分は透視下に経皮的あるいは小切開からの治療が可能で
ある．僥骨遠位端骨折背屈型の整復は牽引下に愛護的な徒手整復を加えることでおおよそ可能であるが，
牽引のみでは整復位の得られない陥没骨片には経皮経骨髄的整復あるいは小切開よりのエレバトリウムに

よる整復が必要であり，関節内に陥入した骨片は透視下に骨片の直上に皮切を加えて関節内から一旦摘出
したうえで整復することが必要であり，回転転位した骨片の整復にはエレバトリウムとKirschnerwire

guideの併用による整復と固定が必要である．舟状骨骨折に対する経皮的あるいは小切開Screw固定も多数
の施設で行われるようになってきている．舟状骨の小切開固定はHerbertscrewを用いても十分可能である
が，最近開発あるいは改良されたcannulatedscrewの使用でより簡単に実施可能となった.Bennet骨折な

どの脱臼骨折の整復固定は，拡大透視（対象物を管球面上に置く方法とdigitalで拡大する方法がある）を
用いることで関節面の整復をより正確に行うことが可能となった.PIP関節脱臼骨折およびDIP関節脱臼
骨折では，陥没骨片の整復に経皮経骨髄整復が行われ,mallet骨折には石黒法を代表とする経皮的な

Kirschnerwireによる整復固定が行われるようになった．このほかの関節外の骨折に透視下pinningは頻用
されており，整復やpinの刺入には様々 な工夫が加えられている．

【透視下手術の問題点】透視下手術の弱点は，軟部組織に対する操作は対象とならないこと，および放射
線被曝が不可避であることである．また，三次元の物体を平面に投影した画像を見ながらの操作であるの
で，あらかじめ局所解剖とくに骨・関節の形状を熟知し，平面状に投影した場合にどのような画像になる
のかという点を考慮しながら手術を行う必要がある．

【透視下手術の展望】被曝量の削減は，透視装置そのものの改良で曝射量を少なくすることで対応できる
が，プロテクターや防御壁の効率的な使用によっても可能であり，漫然と行われてきた透視にも取り扱い

の訓練やマニュアルが必要であろう．昨年から四肢領域にもnavigationsystemが市販されるようになり，
これまでのCTあるいはMRIとの連動のみでなく透視装置との連動で，器具や内固定材の三次元的な位置，
方向のコントロールが可能となってきている．装置本体が大きく，高価なために普及には多少時間がかか
りそうではあるが，ピンポイントでの陥没骨片の整復などには有効な方法となるものと思われる．透視と
navigationは不可分の診断治療補助装置となっていくものと思われる．
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L3-2

鏡視下手術

Endoscopichandsurgery

小郡第一総合病院整形外科

土井一輝

【はじめに】手術器械の改良と最小侵襲手術の概念の啓蒙により，手の外科領域でも鏡視下手術が普及し

てきた．現在，手の外科領域で行われている鏡視下手術としては関節鏡（手関節，肘関節，指関節）と関

節外内視鏡（手根管開放術，肘部管開放術，腱鞘切開術など）がその代表である．最小侵襲で，従来法と

同等の成績を獲得できるため，患者側の受け入れ易い要素もあって，爆発的にこの数年に鏡視下手術は普

及した．しかし，治療成績に関してはEBMの観点からの比較は十分と言えず，合併症も無視できない．

更には教育面，医療費の面からも問題点は多く残されている．

本講演においては，私の経験を元に，鏡視下手術の光と影について私見を述べる．

【鏡視下手術の現況】関節鏡手術としては，手関節鏡は診断から治療目的にその使用は拡大している．三

角線維軟骨複合体損傷の部分摘出と修復術が行われるが，本疾患の病因自体も今だ論争の的であり，摘出

術も修復術も良好な成績が報告されているが，無作為抽出法による検討はな<,EBMの観点からの鏡視

下治療法の意義についての今後の検討が必要である．手関節鏡は僥骨遠位端関節内骨折の整復・固定や関

節リウマチの滑膜切除術としても利用され，鏡視下支援手術としての役割を担っている．肘関節鏡は滑膜

切除術および遊離体摘出術はスポーツ障害,RAの治療には不可欠の治療になっている．

関節外内視鏡として手根管症候群はもはや内視鏡手術なしには考えられないまでに普及しており，one

portal法,twoportal法とも優れた成績をあげている．一方，従来の方法も鏡視下手術が刺激になり，最小

侵襲化の考えを取り入れ，小皮切からの手術が主体になっている．私は肘部管症候群も電気生理学検査で

病変の限局性を確認した後に小皮切からの神経剥離術を行っているが，最近進歩の著しい画像診断や電気

生理診断を併用すれば，術前に病変の限局性を断定でき，内視鏡を用いた小皮切での最小侵襲手術が他疾

患でも可能である．また，内視鏡を使用することで，関節内骨折手術もし線透視なしにあるいは透視時間

を最小限にして行うことが可能となり，放射線被爆の問題も軽減出来る．

【鏡視下手術の問題点】手の外科領域の内視鏡手術の更なる普及のためには三つの問題点の解決が必要で

ある．従来法との無作為割付による治療成績の比較は，特に手関節鏡の主たる対象疾患である三角線維軟

骨損傷の治療には不可欠である．内視鏡手術の医療経営・医療費に及ぼす影響も無視できない．高価な設

備，消耗品を使用する内視鏡手術の正当な診療費の評価なしには広い普及は望めない．最後に最も重要な

のは教育面である．私たちは，例えば，手根管症候群は同部の手術的開放術を経験してから鏡視下法に入

ったので，解剖知識も充分であり，大きな合併症はなかったが，これから手の外科を始める人は，この経

験なしに鏡視下手術を行うことになるので，予測できない合併症を招来する可能性がある．私たちの教育

とは異なった新しい教育システムの整備が急がれる．
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長期成績からみた僥骨遠位端骨折に対す
る創外固定法の意義

TheroleofexternalfixationfOrfractureofthe

distalradius-Discussedfromlongtermresults-

会津中央病院整形外科

○坂本和陽，古月顕宗，原

ShakyalswerMan,高須誠

孝，

【目的】創外固定により僥骨短縮の防止は可能か，

除去後転位再発はないかを検討するために，当院

において僥骨遠位端骨折に対し創外固定法を行っ

た症例の長期成績を調査した．

【対象と方法】対象は平成3年1月～12年12月ま

での間に受傷し創外固定法を行った53例中，今回

直接検診し得た22例である．症例は26～79（平

均55.5）歳，男13女9，右8左14,受傷後経過期

間は1年6カ月～10年9カ月（平均6年7カ月），

受傷原因は転落が最も多かった．骨折型は斎藤分

類に従い，不安定型Colles骨折7,関節内粉砕骨

折15であった．使用した創外固定はPins&Plaster

法，下肢用Hoffmann,前腕用Ho伽ann,Ace社固

定器であった．治療成績は斎藤の評価法を用いた．

【結果】合併手術として，経皮的pinning,観血的
pinning,掌側buttressplate固定，腸骨移植などを

追加した．創外固定装着期間は31～70（平均

47．8）日であった．斎藤の自覚的評価では

Excellentl4,Good5,Fair3であった．総合評価

ではExcellentl5,Good7でFair以下はなかった．

全例に骨癒合が得られた．1例において創外固定

中に僥骨短縮をきたしてプレート固定に変更し，

1例は創外固定除去後，転位が増悪した．

【考察】創外固定除去後の僥骨短縮はほとんどの

症例では認められず，短縮した症例も程度はわず

かであった．転位の再発も骨粗霧症が強い1例の

みであった．創外固定法の違いによる成績の差は

明らかではなかった．10例に軽度の関節症性変

化がみられたが，全例関節裂隙は保たれ痔痛はな

かった．さらに固定時に2mm程度の転位を残し

た症例の関節面はリモデリングしていた．

【結論】創外固定法は僥骨遠位端粉砕骨折に対し

骨癒合するまでの問の整復位の保持に有用であ

り，整復位は固定除去後も維持される．しかし骨

片間の安定性の維持には追加手術が必要な場合が

ある．

2-2-2

不安定型僥骨遠位端関節内骨折に対する

non-bridging創外固定術の術後成績

Clinicalresultsofnon-bridgingexternalfixation
fOrunstableintra-articularfractureofthedistal

radius

'平塚共済病院整形外科，2横浜市立大学市民総

合医療センター整形外科，，横浜市立大学整

形外科

○坂野裕昭ll安竹重幸ll中小路真11

本田淳2，腰野富久ヨ

【目的】不安定型僥骨遠位端関節内骨折に対し骨折

型によりnon-bridging単独とblidging&non-bridging
併用固定術を行ったので術後成績を報告する．

【対象と方法】対象は掌側骨皮質が粉砕していな

い関節内骨折にて,Hoffman2compact創外固定

器を用いnon-bridging創外固定術を行った20例

で，年齢は平均52.3歳．受傷側は右12例，左8例，

平均経過観察期間は1年2カ月であった．創外固

定法はAO分類C2.1にはnon-bridging単独（単独

群),C2.3とC3.1にはbridgingとnon-bridging併用
(併用群）の創外固定術を行い骨移植術は行わな

かった．術後7.3週で創外固定器を除去した．こ

れら症例に術後成績として受傷時と整復時，調査

時でPaharTilt(PT),UlnarVariance(UV)を計

測しX線的評価を，斉藤のポイントシステムを用

い臨床的評価を行った.合併症の有無も調査した．

【結果】単独群ではPTは受傷時-16.9±4.1度が整

復時8.7±3.2度(p<0.01),調査時7.3±5.0度，

UVは4.2±1.7mmがl.3±0.9mm(p<O.01),

2.2±1.0mm(p<0.01)と良好に整復位は保持

された．可動域は背屈80±5度，掌屈80±5度，

回外85±2度，回内85±3度と良好に回復した．

斉藤のポイントシステムはExcellent9例,Goodl

例であった．併用群ではPTは受傷時-16.8±4度

が整復時13.6±l.4度(p<0.01),調査時12.3

2.4度,UVは4±3.6mmが1±0.9mm(p<0.01),

2.5±1．4mm(p<0.01)と良好に整復位は保持

された．可動域は背屈80±10度，掌屈80±10度，

回外60±30度，回内85±5度と良好に回復した．

斉藤のポイントシステムはExcellent7例,Good3

例であった．合併症はピンの緩みと僥骨神経の一

過性の刺激症状が1例に見られた．

【結論】Non-bridging固定術はC2.1型には単独の，

C2.3とC3.1型にはbridgingと併用の創外固定術を

行うことにより良好な術後成績が得られた．
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僥骨遠位端骨折治療用non-bridgingtype
創外固定器の開発

Developmentofthenon-bridgingtypeexternal
fixatorfOrradiusendfracture

l佐野厚生総合病院整形外科，z国立栃木病院

整形外科，3南多摩病院整形外科

○森田晃造!，岩部昌平1，上石聡1，

照屋徹2，太田憲和3

【目的】不安定型榛骨遠位端骨折に対する従来の

bridgingtypeの創外固定器による治療は，長期手

関節固定による関節可動域制限やRSDの発生と

いった問題点がある．我々は，2001年2月よりフ

オーエスメディカル社製non-bridgingtype創外固
定器（コンパック）の初期モデルに同社と共同で

改良を加え，軽量で利便性の高いnon-bridging
typeの創外固定器を開発し，使用している．現在

のモデルを紹介し，その特性，使用法，使用経験

を報告する．

【器具および術式】本創外固定器はチタン製で重

量は54g,全長109mmと軽量，小型で，その形

状は近位と遠位のピンクランプをロッドでつなぐ

ものである．ロッドは最大20mmの伸縮が可能

で，両クランプとの連結部はポールジョイントを

有し，設置に際し大きな自由度を持つ．遠位骨片

の固定にはl.8mmまたは2.0mm径のねじ付きピ

ンを使用し，クランプは6本まで把持可能である．

僥骨茎状突起から榛尺方向に通常2から3本を刺

入する．近位は3mm径の2本のねじ付きピンで

固定する．ピンを刺入後，創外固定器を装着し，

イメージ下に整復位を保持し最終固定を行う．創

外固定器は前腕の僥側に設置される．後療法は術

直後より，関節可動域訓練を開始した．固定期間

は6週間とし，治療期間を通して，外固定は使用

しなかった．

【使用経験】僥骨遠位端骨折7例，両前腕骨遠位

部骨折2例に対して創外固定を施行した．創外固

定用ピンで遠位骨片内の骨折も固定可能であり，

関節内骨折（4例）にも適応可能であった．内固

定との併用も可能であった．装着中の手関節背屈

は平均44度，掌屈は平均44度であった．合併症

として，装着中と除去後に軽度の矯正損失をそれ

ぞれl例に認め，いずれも骨粗霧症例であった．

遠位のピン感染を1例に認めた．僥骨神経損傷は
なかった．

2-2-4

新しいnon-bridgingtype創外固定器
(Compack)を使用した榛骨遠位端骨折
の治療成績

Clinicalresultsofdistalradiusfracmreswithnew

non-bridgingtypeextemalfixation(Compack)

石井クリニック

○松田芳和，石井義則

【目的】僥骨遠位端骨折に対し，低侵襲で早期の

社会復帰および関節面の整復位維持を目的に我々

が開発，改良したnon-bridgingtype創外固定器

(Compack)を使用したので，その特徴と治療成

績について報告する．

【対象と方法】対象は関節内骨折4例を含む不安

定型僥骨遠位端骨折11例．男性3例，女性8例で

平均年齢62歳，平均経過観察期間は7.7ケ月であ

った．受傷時と術直後および最終調査時でVolar

Tilt(VT),Radiallnclination(RI)および榛骨短

縮を計測し検討した．関節内骨折4例については

関節面ステップも計測した．臨床的評価は斎藤の

治療成績評価基準を用いた．

【結果】X線学的評価ではVTは受傷時29.6i

9．0．から術直後5.2±8．7．，最終調査時4.4±

9.5°と改善した.RIは21.6±10.4｡,21.9=t

8.5°，21.7±8.0.,僥骨短縮は4.6±3.0mm,か

ら0.4±1.4mm,0.9±1.4mm,関節面ステップ

は1.8il.5mmから0.1±1.1mm,0．2±1.0mm

と改善し良好なjointcongruityが獲得できた．臨

床的評価はExcellentlO例,Goodl例であった．

【考察】Compackの大きな特徴は遠位ピンにある．

直径l.8mmと細くチタン製で強度に優れるため，

しなりを生じ短縮した関節面を押し上げる反張力

が働くこと．ピン先端がscrewthreadを呈してお

り固定力が強いこと．最大6本まで使用でき，線

ではなく面として固定できることである．

【結論】全症例で良好な術後成績を獲得できた．

骨皮質のしっかりした早期社会復帰を目指す症例

のみならず，骨粗霧症を基盤とした粉砕型症例で

も良好な結果が得られ，従来のnon-bridgingtype
創外固定器より適応を拡大できると示唆された．
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僥骨遠位端骨折後の遠位榛尺関節障害に

対する手術

Operativetreatmentsfordisordersofdistal

radioulnarjointfOllowingdistalradiusfracture

名古屋大学手の外科

○中尾悦宏，中村蓼吾，堀井恵美子，

稲垣弘進，洪淑貴

【目的】僥骨遠位端骨折後に生じた遠位僥尺関節

(DRUJ)の障害に対して施行した手術と成績を報

告する．

【対象・方法】症例は52例52手，男26女26，22

～72歳（平均55歳)，右27左25,受傷より手術

までの期間は，3カ月から16年（平均1.2年)，

ulnarvarianceは,1～11mm(平均4.4mm)であ

った．施行手術は，尺骨短縮術(A)35手，

Sauve-Kapandji手術(B)10手，尺骨頭切除術(c)
4手，尺骨茎状突起骨接合術(D)2手,TFCC再

縫着術(E)1手で，経過観察期間は6カ月～7年

(平均1.4年）であった．

【結果】ulnarvarianceの平均は,A:術前4.3mm

→術後0.6mm,B:6.4mm→l.3mmであった．

瘻痛の緩和は,Aの2手を除いて50手で得られ，

Aの20手,Bの6手,Cの2手,Dの1手では無痛

となった．掌背屈可動域（健側比・術前％→術

後％）は,A:58→82,B:51→68,C:47-

84,D:72→83,E:34→66へと改善した．回

内外（健側比・％）は,A:61→87,B:55-"

92,C:43→91,D:63→82,E:18→53,握

力（健側比・％）は,A:51→80,B:38→63,

C:39→54,D:72→86,E:14→56へ改善し

た．Cooneyの評価基準でexcellentまたはgoodに

属した症例は,A:22手(63%),B:5手

(50%),c:2手(50%),D:1手(50%),

E:0手であった．

I考察】僥骨遠位端骨折後のDRUJ不安定性，亜

脱臼・脱臼，尺骨突き上げ症のいずれの症状も，

尺骨短縮術やSK法でよく改善する．いずれも

ulnarvarianceを調整することによる尺骨突き上げ

の解消とDRUJの安定効果のためと考える．

2-2-6

高齢者の不安定型榛骨遠位端骨折におけ

る遠位僥尺関節の安定性

Stabilityofthedistalradioulnarjointinunstable

distalradialfracturesbasedonosteoporosis

'宇部記念病院，2山口大学医学部整形外科

○大野晃靖1，重冨充則2，伊原公一郎2，

村松慶一2，河合伸也2

【目的】不安定型僥骨遠位端骨折において受傷時，

遠位僥尺関節（以下DRUJ)は亜脱臼状態であり，

このような状態ではDRUJのstabilizerとして最も

重要である三角線維軟骨複合体（以下TFCC)の

損傷を合併している可能性がある．特に掌背側の

支持靱帯が損傷している場合DRUJの不安定性の

原因ともなりうるとされ関節鏡検査を推奨する報

告もある．今回，高齢者の不安定型僥骨遠位端骨

折の治療例を検討し術後のDRUJの安定性につい

て評価した．

【対象・方法】症例は1998年から2001年までに当

科および山口大学で行われた高齢者の不安定型僥

骨遠位端骨折42症例，男3例，女39例を対象と

した．手術時平均年齢は67歳,Frykman分類1型

3例，2型5例，4型4例，5型5例，6型5例，7型

9例，8型11例であった．術式は僥骨遠位端に人

工骨または自家骨を用いた骨移植を行いK-wire

による内固定に創外固定を追加した．尺骨茎状突

起骨折はtension-bandwiringを行った．術後は全

例術翌日から前腕回内外運動，手指屈伸運動を開

始し，約4週から6週で創外固定を除去した．最

終調査時に直接検診及び回内外のCT撮影を行い

DRUJの安定性を評価した．

【結果・考察】術後平均7カ月後の可動域は，回

外84．，回内83°で,DRUJの不安定性を示す

DRUJの圧痛,pianokeysignは認めなかった．上
記の症例のうち回内外時のCTの評価を行うこと

ができた15例のうちDRUJの不安定性を示す尺骨

頭の亜脱臼は認めなかった．このことより高齢者

の不安定型僥骨遠位端骨折に対して私たちの治療

法を用いるかぎりにおいては，早期からの回内外

可動域訓練を行ってもDRUJの不安定性を来す症

例はなかった．
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僥骨遠位端骨折に合併する尺骨茎状突起

骨折の予後

Theprognosisofulnarstyloidfracmreassociated

withdistalradiusfracture

北九州総合病院整形外科

○櫛田学

【目的】僥骨遠位端骨折に伴う尺骨茎状突起骨折

は日常よくみられる骨折であるが，治療法の選択

については未だ一定の見解が得られていない．今

回我々は，僥骨遠位端骨折に伴う尺骨茎状突起骨

折の臨床的,X線学的調査を行い，予後および治

療について検討した．

【対象と方法】1997年より手術的治療を行った僥

骨遠位端骨折67例のうち，尺骨茎状突起骨折に

対し観血的治療を施行しなかった38例38手を対

象とした．男性9例，女性29例で平均年齢56.7歳

(13-76歳）であった．榛骨遠位端骨折に対する治

療は創外固定単独1手，創外固定とpinningの併

用9手,crosspinning8手,Kapandji法12手,Plate

8手であった．6手で遠位僥尺関節の固定を追加

していた．骨折部位は中村らの分類によると先端

4手，中央部12手，基部21手，骨端部1手であっ

た．これらにおいて臨床所見，骨癒合について調

査した．さらに骨癒合を治療法，僥骨遠位端骨折

の骨折型とあわせて検討した．僥骨遠位端骨折に

はFrykman分類と斉藤分類を用いた．経過観察期

間は2-21ヶ月（平均5.0ヶ月）であった．

【結果】痛みが残存した症例はなく，骨癒合は38

手中16手（42.1％）に認めた．部位別の癒合は

先端1/4手（25％)，中央部5/12手（42％)，基部

9/21手（43％)，骨端部1/1手（100％）であった．

基部骨折で遠位榛尺関節の固定を行ったにもかか

わらず骨癒合が得られなかった3例はいずれも

Frykman8,粉砕Colles型に合併していた．

【結論】僥骨遠位端骨折に伴う尺骨茎状突起骨折

の予後はおおむね良好であり，多くは保存的に経

過をみてよいと考えられた．しかし基部骨折で不

安定性の強い僥骨遠位端骨折に伴う場合は観血的

骨接合も考慮する必要があると考えられた．

2-2-8

中高年女性における骨密度の減少パター

ンと榛骨遠位端骨折について

Studyonrelationshipbetweendistalradius

fractureofagedfemalepersonsanddecreasing

pattemofbonemineraldensity

l中野総合病院整形外科，z東京医科歯科大学

整形外科

○冨岡秀樹!，伊藤聰一郎2，四宮謙一2

【目的】DEXA法を用いて榛，尺骨遠位端で健常

成人女性の骨密度を計測し，加齢に伴う骨密度の

減少パターンを検討した．さらに，高齢者に多発

する榛・尺骨遠位端骨折患者の骨密度を計測し，

骨折の危険因子としての骨密度について検討し

た．

【対象と方法】対象は1998年5月から2001年9月

までに当院外来を受診した僥骨遠位端骨折女性患

者91人（平均年齢68.7歳）と健常女性1330人

(平均年齢70.4歳）である．アロカ製DCS-600を

用いたDEXA法で，榛・尺骨の遠位1/3部(R3,

U3)と遠位1/10部(R10,U10)の骨密度を測定

した．健常群の加齢に伴う骨密度減少を部位別に

比較した．さらに，健常群と骨折群の骨密度を

50～59歳，60～69歳，70～79歳，80歳以上の

群に分け,Mann-Whimey法で比較，検定した．

【結果】榛，尺骨の骨密度は各年齢とも遠位1/3部

が1/10部よりも高く，同様の減少パターンを示し

た．いずれも遠位1/3部で50歳以降，60歳前半ま

で急激に減少し，それ以後は漸減した．これに対

し，遠位1/10部では榛・尺骨ともに骨密度は直線

的に緩徐な減少傾向を示した．骨折群と非骨折群

の骨密度で優位差を認めたのは,R3が60-69歳と

80歳以上(p<0.05),R10が80歳以上(p<0.05),

U3が50-59歳,60-69歳,80歳以上(p<0.05),

U10が80歳以上(p<0.05)であった．

【考察】榛・尺骨ともに遠位1/3部の方が遠位1/10

部よりも閉経期以降の急激な骨密度減少を鋭敏に

反映し，骨折の危険因子を早期より検出できる優

れた指標であることが示唆された．これは，遠位

1/10部に多い海綿骨よりも遠位1/3部に多い皮質

骨の骨密度の方が骨強度に大きな影響を及ぼすた

めと考えられる．
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Usefulnessofwristarthroscopyinthe

managementofintra-articularfractures
ofdistalradius-Acriticalreview-

DepartmentsofOrthopaedicsandTraumatology,Tuen

MunHospital,HongKong,China',PrinceofWales

Hospital2

○AlexanderKYChoi',LKHung2,TKLung2,

KWPang2

【ObjectivelSmcetheadventofwristarthroscopymtheearly
1990's,therehasbeenenthusiasminexploitingitsusein

variouswristinjmes.Assistanceofreductionandfixationof
intrarticular廿acmresofdistalradiusisoneitsnewmdicanon.It

isnowthetimetocriticallyevaluatesuchusefelness.

【PatientsandMethodlFromNovemberl993toMayl997,
patientswithdisplacedintra-articulardistalradialfractures

admittedtooneofour2traumateamswereprospectively

reviewed.Patientswithminimalfracturedisplacement,

complexvolarmarginalけagmentanddiaphysealextension

wereexcluded.Atotalof34consecutivepatientswere

recruited・AllareAOtypeCfractures.Thefractureswere

reducedwi曲甘actionandfiagmentswerethenfUrtherreduced

withKirschnerwireusingmtrafOcaltechniqueunderX-ray

control.Insomecases,hactureswerehlrtherstabilizedwith

cannulatedscI℃ws,bonegraitorbonesubstititebutnoextemal

fixatorwereapplied.Whenthefluoroscopicreductionand

fixationwascompleted,wristarthroscopywasthenperfonned

toassessthereductionandotherligamentousiniuries.Urther

manipulationwasdoneifmdicated.Postoperatively,thewrists

werefUrtherimmobilizedwithasplintbutearlyassistedactive

mobilizationwasallowedunderhandtherapists'supervision.

【ResultslOutofthese34patients,only5(15%)patients

requiredfilrtherreductionunderarthroscopicassistance.In

threeofthem,depressedfiFagmentsweresucessfilllyelevated

andstabilisedwiththehelpofarthroscope.Intwoofthem,

arthroscopicreductionwasconsideredfailedwithsubsequent

steppingmorethan2nunandpoorclmicaloutcome・Inthose

notrequirmgarthroscopicmanipulation,27outof29(93%)

ttamedaIticularcongmitywithlessthan2mmsteppmg.There

were23(68%)TFClesionsidentifiedand51unotriquebalrars

fbund.TheoccuITenceofsubsequentulnarwristpainwasnot

relatedtosuchsofttissueinjury.Therewerealso7partial

scapholunatetearidentifiedbutdissociativechangewasnot

noticedmsubsequentfbllow-up・AccoldmgtomodifiedGreen

andO'Brienscore,26outof31(84%)attainedgoodor

excellentoutcomeafteraminimalfbllow-upoflyear・Only

thearticularstepwasfbundtobesignificantlyaffectingthe
nnalclmcaloutcome．

【ConclusionlRoutmeuseofwristarthroscopyfbr''assistmg"
reductionisnotsubstantiatedbythepresentsmdy.Onlyasmall

portionofcaseswasfbundbeneficial.Thehighmcidenceof

softtissueinimesamongsuch廿actu1℃sdoesnotseemtoaffect

thefinaloutcomesignificandy.

2-2-10

手の外科患者に対する骨ペーストの適用

AdaptationofbonepastesfOrthepatientswith

handsurgery

近畿大学医学部堺病院整形外科

○菊池啓，斎藤政克，嶋田

西坂文章，岡田正道

亘，

【目的】粉砕型榛骨遠位端骨折骨欠損部に対する

バイオアクティブ骨ペースト(BP:バイオペッ

クス）の臨床応用をしたところ，骨外への漏出・

collapse防止不良などの症例を経験し,BPの適用
や手技には注意を要することを報告した（第97

回中部整災2001)．手の外科領域で最適なBPの

臨床症例を検討した．

【方法】近畿大学堺病院ならび関連病院で手術時

に承諾を得てBPを使用し，術後3ヵ月以上経過

観察できた手の外科領域の患者25例（男性8例，

女性17例，年齢24～82歳）を対象とした．症例

の内訳は骨折18例（僥骨遠位端粉砕・関節内型

12例，関節外6例)，手指骨骨腫瘍4例，感染症2

例,RA手変形1例であった．掻爬症例は固定せ

ず，骨折例では内固定を3週以内に早期除去する

こととした．

【結果】術中BP注入時に血圧低下など全身的変化，

術後アレルギー，感染や骨癒合阻害など重篤な合

併症や副作用を認めず，採骨不要であった．内軟

骨腫掻爬後にBPを用手充填した4例と骨髄炎掻

爬後に抗生物質混入BPを行った2例は患部が沈

静化され，再発や合併症を認めなかった．これら

の6例では術後1年を経過してもBP吸収は残存し

た．骨折例では皮質骨で支持できなかった7症例

ではcollapseが起こりBPに支持性を期待すること

は困難であった．一方，支持可能症例11例では

内固定除去が可能であった．

【考察】BPは骨欠損補綴として形状や病態に応じ

て加工できやすく安全でり，抗生物質混入も可能

であり除放が期待でき良好な成績を得た．発熱し

ないことから今後骨・軟骨形成因子封入の素材と

して利用可能であろう．

【結論】手の外科領域においても適応症例を選択

しBPを使用することが重要で，骨折では皮質で

の支持が基本である．
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榛骨遠位端骨折に対するハイドロキシア

パタイトとリン酸カルシウム骨ペースト

の使用経験

Treatmentfordistalradiusfracturewith

hydroxyapatiteandcalciumphosphatecement

中通総合病院整形外科

○千馬誠悦，成田裕一郎，吉田澄子

【目的】Intra-focalpinningは低侵襲で榛骨遠位端

骨折に広く用いられている手術方法である．60

歳以上で骨欠損を認めた症例に，1999年6月から

はAW-GCフイラーを,2000年6月からはリン酸

カルシウム骨ペーストをpinningに加えて髄腔内

に充填してきた．これらの使用で術後の再転位を

防ぐ”ことができるかどうかを検討した．

【対象・方法】60歳以上で術後3カ月以上経過観

察できた症例を対象にした.Intra-fOcalpinning手
術単独群(IF群）とハイドロキシアパタイト使用

群(HA群),リン酸カルシウム骨ペースト使用

群(CPC群）それぞれの症例数は,14例,4例，

11例であった．手術時年齢は69歳，69.8歳，63．8

歳であり,CPC群の1例を除き全例女性であった．

X線学的評価項目は,ulnarvariance(UV)を中心

に,radialinclination(m)とvolartilt(VT)を計

測した．治療成績の臨床評価には，斉藤のポイン

トシステムを用いた．

【成績】IF群,HA群,CPC群の平均UVは術直後

で1.7mm,0.5mm,0.7mm,術後2週で3.0mm,

2.5mm,2.2mm,術後4週で3.4mm,2.8mm,

2.2mm,最終調査時で3.6mm,3.0mm,2.6mm

であった．有意差はみられなかったが，補填剤を

使用した2群，特にCPC群でUVがより低値を呈

する傾向がみられた．最終調査時の平均RIは

23.8.,27.3.,26.1.,平均VTは12.5｡,13.3｡,

9.4.で有意差はなかった．斉藤の評価法で優の占

める割合がIF群,HA群,CPC群で64.3%,50%,

72.7％であった．補填剤による障害は認められな

かった．

【結論】Intra-focalpinning手術を単独で行うより
も，ハイドロキシアパタイトやリン酸カルシウム

骨ペーストを用いて髄腔内に補填剤を充填するこ

とで僥骨の短縮をより小さく抑えることが期待で

きる．補填剤の改良，固定法や注入方法の改善で

さらに僥骨の短縮を防ぐ”ことが可能と思われる．

2-2-12

高齢者不安宗型榛骨遠位端骨折に対する

リン酸カルシウム骨ペースト充填の効果

-transulnarpercutaneouspinning単独
例との比較一

Theeffectofcalciumphosphatebone.pastefbrdistal

radiusfiacmresinsedentarypatients

l美唄労災病院整形外科，z北海道大学整形外

科

○笠島俊彦1，三浪明男ユ

高齢女性の不安定型僥骨遠位端骨折に対し

transulnarpercutaneouspinning(TUP)単独例とリ
ン酸カルシウム骨ペースト(cPc)併用例との

prospectiverandomizedstudyを行い,CPC併用の

有用性を検討した．

【対象・方法】TUP単独施行例6例とCPC併用例5

例，計11例を対象とした．単独群の平均年齢は68

歳，併用群は70歳で両群間に有意差を認めなかっ

た．手術法は，徒手整復後1.8mmK-wire4本で

TUPを行った．併用群は背側小皮切よりTUP後

C舵の注入を行った．2週間の固定後自動運動を行

い，4～5週でK-wileを抜去した．し線評価は，受

傷時，術直後，4週，最終観察時のVolartilt(VT),

Radialmcmation(m),RadiallengUl(RL)を計測し，

矯正損失の有無を評価，総合評価は斎藤の評価基

準で評価した．経過観察期間は単独群:平均5.5カ

月（3～7)，併用群:7カ月（6～9）であった．

【結果】可動域は掌/背屈は，単独群：平均63/65.,

併用群：70/56.,回内/回外は単独群：82/79.,併

用群：80/82｡で単独群に1例軽度回外制限が認め

られる以外良好であった．し線評価では,VTは受

傷時-21匁6（単独群/併用群)，術直後10.2jS.4．で，

4週での損失角度は0.2/0.2,最終時1.3/O.4｡,mは

受傷時15/17．，術直後24/24.,4週での損失角度

は2.0/0，最終時3.5/O,RLは受傷時2.8".6mm,術

直後9.2/9.4mm,4週での損失長は1.3/O.2,最終時

2.3/0.4であった．症例数が少なく有意差は無かっ

たが単独群で術後4～8週の間に矯正損失を認める

例があった．総合評価は単独群がExcellent:6,併

用群がHellent:4,Good:1であった．

【考察】CPC併用により，術後の矯正損失を抑え

ることができ有用であった．しかし，自家骨や固

形の人工骨のように充填操作による変形矯正がで

きないことや，注入前に十分なspaceを作らない

と十分量の注入ができない点があり，注入時の工

夫が必要と思われる．
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骨粗霧性僥骨遠位端骨折に対するintra

focalpinning法の治療成績一リン酸カル
シウム骨セメントは有用か？－

ComparisonofmtrafOcalpmnmgwithorwith-out

calciumphosphatebonecementastreatmentfOr

osfopomticdistalladiusfifactures

'大阪市立大学大学院医学研究科整形外科，2国

立大阪病院整形外科，ヨ大阪市立総合医療セン

ター整形外科，』清恵会病院整形外科

○恵木丈ll香月憲-21日高典昭31

坂中秀樹4，山野慶樹！

【目的】リン酸カルシウム骨セメント（以下CPC)

に関する臨床報告は散見されるが，従来術式と比

較し，その効果について論じた報告はない．我々

は，骨粗霧性僥骨遠位端骨折に対して，以前は

intrafOcalpinning法（以下IFP法),現在はCPC併
用IFP法（以下CPC法）を施行している．両法の

比較検討を行った．

【方法】対象は3ヶ月以上経過観察可能であった

IFP群12骨折,CPC群22骨折で全例女性である．

平均年齢は，各々 71歳（55～88歳）と70歳（59

～84歳）である．骨折は，全例Colles型である．

手術は,IFP群では同法にて僥骨の整復固定を行

V,,CPC群では,IFP法に加えて背側から骨折部

を展開しCPCを注入補填した．臨床成績として，

自覚的評価，可動域，握力，外固定期間,X線学

的評価としてdorsaltilt(DT),ulnarva血nce(UV),

radialinclination(m)を使用した．

【成績】治療成績はCooneywristscoreを使用した．

術後3ヶ月の時点ではCPC群が有意に優れており

(平均53点vs.68点,p=0.021),最終調査時には
両群間に差を認めなかった（76点vs､78点).外

固定期間は,CPC群の平均2.5週に対してIFP群

は平均6週であり,CPC群が有意に短期であった．

x線学的には，術前，術直後，最終調査時，およ

び術直後と最終調査時の変化量について検討した

が，両群間に有意差は認めなかった．

【考察】CPC法はIFP法と比較して，術後早期の

機能回復の面で優れていたが，術後外固定期間が

約3.5週短縮できたことに起因すると考える．ま

た,X線学的には,CPC群でも術後転位が若干進

行したが(DT:2.6度,UV:2.3mm,RI:3．4

度，いずれも変位量)，両群間に有意差はなく，

外固定期間がIFP群よりもかなり短縮していたこ

とを考慮すれば,CPCを併用することで固定力を

補うことができていたと考える．

【結論】CPCの併用は有用である．

2-2-14

高齢者の僥骨遠位端骨折に対するリン酸

カルシウム骨ペーストを併用したIntra-

focalpinning法の検討

Intra-fOcalpinningwithcalciumphosphatecement

fOrdistalradiusfracmresinelderlypatients

1興生総合病院整形外科，z広島県立保健福祉大

学理学療法学科

○河野正明11沖貞明21今井浩19

日野和典!，加戸秀一！

【目的】高齢者の僥骨遠位端骨折に対し，リン酸

カルシウム骨ペーストを併用したIntra-focal

pinning法(IFP)の有用性を検討する．

【術式】1987年にKapandjiが報告したthree-pin

techniqueに準じて我々 が従来行ってきた2mmネ

ジ付きK-wireを3本用いるIFPを施行後，背側3-4

コンパートメント間より経皮的に骨折部内にリン

酸カルシウム骨ペーストを注入する．

【対象および方法】1995年4月から2001年4月ま

でに当院でIFPを施行した僥骨遠位端骨折のうち

小児例を除いた142手を対象とし，次の3群に分

け比較検討した．1．手術時年齢が65歳未満の若

年群：86手（男性48,女性38)，2．手術時年齢

が65歳以上でリン酸カルシウム骨ペーストを使

用していない高齢A群：46手（男性7，女性39)，

3．手術時年齢が65歳以上でリン酸カルシウム骨

ペーストを使用した高齢B群：10手（全例女性)．

最終調査時におけるX線学的計測値(RS;

Radiallnclination,VT;VolarTilt,RS;Radial

Shortening),関節可動域（掌屈，背屈，僥屈，尺

屈，回内，回外）および斉藤らの評価法に準じた

総合治療成績につき比較検討した．

【結果】若年群と高齢A群とを比較すると,X線

学的検討ではRI,RSに関して有意に高齢A群で

悪化していた．関節可動域（健側比）では掌屈お

よび回内において有意に高齢A群で悪化してい

た．また総合治療成績による検討では,Good以

上の成績を得る確率には有意差はなかったもの

の,Excellentの成績を得る確率では有意に高齢A

群が劣っていた．高齢B群では,X線学的，関節

可動域および総合治療成績のいずれにおいても若

年群と差はなく，良好な成績が得られていた．

【考察】高齢者の僥骨遠位端骨折にIFPを施行す

る際，リン酸カルシウム骨ペーストを組み合わせ

ることで低侵襲で，より成績を向上させ得ると考

えられた．
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榛骨遠位端骨折に対する生体活性セメン

i(CAP)による治療

Bioactivebonecementingforthetreatmentof

distalradiusfracmreintheelderly

'友紘会総合病院整形外科，2市立泉佐野病院

整形外科，］国立大阪南病院整形外科，4（株）

クラレメデイカル

○難波二郎11島田幸造21斉藤正伸3p

中 島俊秀4

【目的】高齢者僥骨遠位端骨折に対し，解剖学的

整復位の維持，超早期機能回復を目的に我々は独

自開発の生体活性セメント（以下CAP)を使用

し治療開始した．今回，術後6ヶ月以上経過した

8症例を検討し，有用性，問題点を明らかとする．

【素材】CAPはhydroxyapatiteとBis-GMA系樹脂

のcompositeで，生体親和性に優れ，骨伝導能を

持つ．撹祥操作をせずにペースト状で注入が可能

である．圧縮強度は249Mpa(PMMA107Mpa,

Biopex80Mpa),重合温度は46度(PMMA76度),

最大硬化時間は6から8分(PMMA約10分，

Biopex2週間）である．

【対象】対象は僥骨遠位端骨折8例で全例女性，

年齢は53から65歳平均59歳．骨折型はFrykman

分類にてIV型3例,VI型3例,I,VⅢ型1例であ

った．経過観察期間は平均9ヶ月半．

【方法】初期3例は徒手整復後，骨折部を離れ小

開窓し，骨欠損部にtubing後,CAPを注入充填し

た．創部安静のため1から2週シーネ後，手関節

自動運動訓練を開始した．症例4から8は清重ら

の方法に準じ，骨折部を展開しCAPを直視下に

充填，後療法は同じくした．以上にx線学的評価

と斉藤の評価基準にて臨床評価を行った．

【結果】全例骨癒合を得,CAP周囲骨透梁像は認

めなかった．tiltingは平均3.0度dorsal'､,

inclinationは平均7.5度減少へ変化した.variance

は平均1.4mm,plus偏位した．また症例3にCAP
の骨外逸脱の合併症として示指屈筋腱断裂が発生

し，腱移植術を施行した．臨床評価はExcellent6

例,Good2例であった．

【考察】従来治療からより短縮された最大2週間

の固定のため，背屈方向へ矯正位損失がみられる

も僥骨沈下は防止され，加え早期運動開始により

臨床的に好成績をおさめたと考える．またCAP

の骨外逸脱は軟部組織への悪影響を及ぼしうる．
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PIP関節内骨折の治療成績-簡易型創外固

定を用いて

Treatmentofintra-articularfractureofthePIP

joint

l関西医科大学整形外科，2同リハビリテーシ

ョンセンター

○竹口輝彦11中村誠也1p南川義隆21

飯田寛和！

【目的】PIP関節内骨折の治療は骨接合，創外固

定術など種々の報告があるが治療に難渋すること

が少なくない．今回我々は自ら考案した注射針外

套を用いた簡易型創外固定器で治療を行ってきた

のでその術後成績を検討した．

【対象および方法】平成元年～13年までの間に当

科で簡易型創外固定器を用い手術を施行したPIP

関節内骨折は16例で，年齢は16歳～67歳（平均

43.7歳）である．我々の考案した創外固定器は注

射針のプラスチック外套とKワイヤー，輪ゴムで

構成され主に水平方向の牽引力で整復位を保持し

早期より可動域を許可するものである．全症例に

対しこの簡易型創外固定を用い治療を行い，整復

位の不良なものはextensionblockを併用した．

【結果】術後3日目より可動域訓練を開始し，創

外固定器の平均装着期間は5週間で他の外固定を

併用したものはなかった.全例で骨癒合が得られ，

最終観察時のPIP関節の可動域は平均伸展-5.4.,

屈曲77.4.であった．また，感染等合併症はみら

れなかった．

【考察】PIP関節内骨折の治療は多数報告がある

が安定した良好な結果を得ることは難しいとされ

る．また,PIP関節面の正確な整復が必要か否か

についても意見が分かれる．一方，創外固定法も

種々の報告がみられるが，その手技が煩雑で高価

な物が多く常備している施設も限られる．我々の

考案した創外固定器は手技も簡単で特別な道具も

不要であり，また経済的で牽引を主目的とする症

例には充分に観血的治療と比較できる結果であっ

た．本法は水平方向での牽引力が主たる整復力で

あるため背側脱臼にはextensionblockを併用する

必要がある．しかしながら，緊急時や如何なる施

設でも簡単に施行できる方法で，またその術後成

績も可動域，臨床症状，術後レントゲンともほぼ

満足する結果を得ることが可能である術式である

と考える．
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手指PIP関節周囲損傷に対する可動式創外
固定器の使用経験

Dynamicexternalfixationforinjuriesofthe

proximalinterphalangealjoint

札幌医科大学救急集中治療部

○土田芳彦

【目的】手指損傷の中でも,PIP関節の高度粉砕

脱臼骨折例やPIP関節近傍でのいわゆる玉井zone

4の指切断は，術後長期にわたりリハビリテーシ

ョンを施行しても，高度の関節拘縮を来し，手指

の機能は著しく障害されることが多い．今回我々

は同症例に対して，可動式創外固定器を装着し良

好な可動域を獲得したので報告する．

【対象症例】1999年9月から2001年6月までの間

に，手指PIP関節周囲損傷症例6症例8指に対し

てCompassPIPjointhingeを用いて治療した．性

別は全例男性で，手術時平均年齢は48歳，術後

経過観察期間は平均8.2ヶ月であった．対象傷病

はPIP関節陳旧性脱臼骨折が2症例3指で，受傷

後から4～6週で脱臼整復骨接合術および可動式

創外固定器装着術を施行した．玉井zone4切断再

接着症例は3症例4指で，再接着術後2～3週で可

動式創外固定器を装着した．隣接指骨折後の関節

拘縮例が1症例1指で，受傷後6ヶ月目に関節授

動術および可動式創外固定器を装着した．

【結果】可動式創外固定器は全例手術後6週間装

着した．最終経過観察時のPIP関節可動域は，

PIP関節陳旧性脱臼骨折例では平均-16.7/83度，

玉井zone4切断例では平均-17.5/82.5度，陳旧性

関節拘縮例では-30/60度であった．

【考察】可動式創外固定器CompassPIPjointhinge

はDr.Hotchkissにより開発され，手指PIP関節周

囲損傷に対する優れた治療成績を報告している．

彼による可動式創外固定器の適応症例は,PIP関

節粉砕脱臼骨折などの不安定な急性外傷例，関節

授動術が必要な陳旧例などが挙げられている．

PIP関節高度粉砕脱臼骨折，玉井zone4手指切断

例において，可動式創外固定器は極めて有効な治

療手段であると考えられた．
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陳旧性PIP関節背側脱臼骨折の臨床成績
TreatmentfOrolddorsaldislocationfracturesin

PIPjoint

'三菱京都病院整形外科，2静岡県立総合病院

整形外科，3京都大学整形外科

○山川知之ll小竹俊郎11西島直城21

柿木良介＄

【目的】PIP関節が突き指のように過伸展すると

PIP関節背側脱臼骨折か掌側板損傷が生じる．新

鮮例には保存的治療で治療してきたが，保存的治

療が困難と判断された症例は陳旧性PIP背側脱臼

骨折に対してPull-outwireとExtensionblockによ

る固定法を行ってきた．また，陳旧性の掌側板損

傷によりPIP過伸展変形し外傷性白烏頚変形に対

してもこの方法を用いた．手術方法を中心に報告

する．

【対象と方法】平成8年～平成12年の間に手術を

行ったのは12例で，そのうち陳旧性PIP背側脱臼

骨折は7例，外傷性白鳥頚変形は5例であった．

男性11例，女性1例で年齢は平均28歳であった．

受傷から手術までの期間は平均6ヶ月であった．

手術方法は掌側のZig-zagアプローチを用い,Cl

~A3の靱帯性腱鞘を．の字状に開く．FDS,

FDPを圧排し掌側板を露出する.PIP関節を過伸

展させることで関節内を露出する．亜脱臼は徒手

的に整復しPIP関節を約30.屈曲位でK-wireで固

定する．骨折面の新鮮化の後に掌側板遠位外側の

強固な部分から中節骨背側に向かうPull-outwire

の後，掌側板を周囲組織と縫着した後療法はK-

wireを5週で抜去し，自動運動を開始した．Pull-

outwireは6週で除去した．その後は自動運動を

中心にリハビリテーションを行い，屈曲拘縮が生

じたら6週以降は夜間スプリントで屈曲拘縮を矯

正した．

【結果】経過観察期間は平均12ケ月（8ケ月～24

ヶ月）であった．自動屈曲は術後平均100.,伸

展は平均-10.であった．

【考察】我々は側面のし線により転位の程度，骨

片の大きさ，関節面の陥没の有無を確認して手術

方法を決定し,Openreductionが必要な症例には

骨接合面をしっかり確認し，固定することで良好

な結果を得ることができた．
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手指PIP関節拘縮に対する関節授動術の治

療成績

Reviewofoperativemobilizationforthe

contractedPIPjoint

!昭和大学附属豊洲病院，2昭和大学

○瀧川宗一郎!，池田純'，稲垣

福島一雄2，宮岡英世2

整形外科

克記2，

【目的】当教室における手指近位指節間関節（以

下PIP関節）外傷後拘縮の対する関節授動術の成

績について，関節可動域を中心に検討を加えたの

で報告する．

【方法】平成7年から12年の6年間に，十分な理

学療法を行ったが満足すべき可動域が得られず，

PIP関節授動術（腱剥離術，皮層嬢痕形成術など

を同時に行ったものも含む）に至った30例，31

関節を対象とした．14歳から66歳，平均33.6歳，

男性18例，女性12例で，右22関節，左9関節で

あった．指別では示指2関節，中指10関節，環指

10関節，小指9関節であった．受傷から授動術ま

での期間は70日から1610日平均227.5日であっ

た．原疾患は脱臼・靱帯損傷14関節，骨折4関節，

屈筋腱損傷9関節，伸筋腱損傷4関節であった．

平均fOllow-up期間は4.4ケ月であった．なお後療

法に於いて，術後超早期にCPM(Manson,Hand

用CPM,H3,H2)の補助下に可動域訓練を開始

したものは25例で，入院にての十分なCPM使用

期間は14日から35日，平均16.5日であった．6

例は平均6．5日間PIP関節を矯正位でpinningし，

その後に可動域訓練を開始したものである．

【結果】術前，術中,fOllow-up時の屈曲角は，そ

れぞれ平均66度（15～100)，95度（75～120)，

73.2度（45～90)，伸展角は平均-38度（0～‐

90)，‐4.1度（過伸展20～-45)，‐15.8度（0～-45）

であり，arcは平均28度(0～55),92.0度(45~

140),57．9(25～90)であった．Arcについてみ

ると，術中他動的に平均64度の改善を得たが，

follow-up時では術前に比し29.9度の改善に止ま

ったことになる．従って術中は可能な限りarcを

得ておく必要があり，また術後は超早期にCPM

も利用し積極的な可動域訓練を施行することが不

可欠であると考えられた．
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骨肋軟骨移植による手指関節再建－よレノ

よい成績を目指した我々の工夫一

Reconstructionof伽gerjointsbyosteochondral

graftfromrib

大阪市立大学大学院

○五谷寛之，山野

恵木丈，吉田

整形外科

慶樹，米田昌弘，

玄

【はじめに】我々は手指関節の関節面が高度に欠

損した症例に対し骨肋軟骨移植による再建を行っ

ており，良好な臨床成績を収めたのでその結果を

報告する．

【対象】症例はPIP関節4,MP関節2指の5例6関

節である．この内MP関節1関節は関節両側全置

換を行ない，他は1側の部分置換か全置換であっ

た．年齢は18～55歳（平均36歳)，男性4例5関

節，女性1例1関節，平均追跡期間は22ケ月（9

～31ケ月）であった．全例切断指を含む外傷に

伴う骨折であるが，1例は内軟骨腫を合併してい

た.PIP関節例の内1例は他医での肋軟骨移植の

再手術であった．

【方法】移植骨の採取は第4，5肋骨の肋軟骨移行

部より行った．関節面をより解剖学的にする為，

採取した肋軟骨をコンピューター支援下にロポテ

イックモデリングマシンを用いて掘削した症例も

あった．5関節については関節裂隙の維持と早期

ROM運動を目的として,compassPIPjointhinge

創外固定器を装着した．

【結果】骨癒合は全例に得られ，最終成績はMP

関節でROMが平均58度,PIP関節で33度であっ

た（再手術例は移植肋軟骨の形状の修正で最終的

に強直に陥ったがこれを含む)．すべての症例で

靱帯再建や腱剥離などを要した.PIP関節の2例

に，2期的に伸筋腱の再建を行った．考察）高度

な外傷が原因の手指関節欠損症例は軟部組織の損

傷が強く腱や靱帯の剥離，再建を含め統合的な治

療を必要とする症例が多い．肋軟骨移植後ROM

が得られない理由としては，軟部組織損傷に伴う

拘縮や移植関節形状の不一致など幾つかの要因が

考えられる．対策として早期からのROM

exerciseを目標として,compassPIPjointhinge創

外固定器を使用した他，コンピューター支援を導

入し，正確な形状の掘削を行なうことにより成績

の向上を図った．
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骨性malletfingerに対する石黒法の治療
成績-DIP関節の固定肢位による比較一

Treatmentofmalletfractureswithlshiguro's

procedure:AcomparisonwithfixedangleofDIP
joint

'平塚市民病院整形外科，2いしく”ろ整形外科

○吉川泰弘!，西脇正夫!，堀内極1，

松林経世ll石黒隆2

【目的】骨性malletfingerに対する石黒法は，今日

多くの施設で行われているが，術後のDIP関節の

伸展不足を軽減するために，関節を伸展位で固定

する方法も報告されている．今回石黒法の治療成

績を,DIP関節の固定肢位による違いから比較検

討したので報告する．

【対象と方法】過去6年間に当科で石黒法を行い，

追跡調査可能であった37例38指を対象とした．

手術時年齢は13～71(平均28.9)歳，受傷から

手術までの期間は1～40日，術後経過観察期間は

平均10.1カ月であった.DIP関節の固定角度によ

り,A群（屈曲5．以下の伸展位固定)11指,B

群（屈曲5-20.の軽度屈曲位固定)12指，および

C群（屈曲20.以上の屈曲位固定）15指の3群に

分類した．術後成績の判定は蟹江およびCrawfOrd

の評価基準に従い，関節可動域，爪変形や腫脹な

どの臨床所見,X線所見や手術操作についても検

討した．

【結果】骨癒合は全例で早期に得られ，感染例は

なかった．術後成績は蟹江の評価基準および関節

可動域については3群間に明らかな差は認められ

なかったが，指の屈曲機能を重視するCrawford

の評価基準ではA群は優4，良1，可4，不可2，

B群は優5，良2，可4，不可1,C群は優10,良1,

可4，不可0とC群で良好であった．鋼線の圧迫

による爪変形はA群で高率にみられ，腫脹が長期

化した例もあった.X線所見ではstepoffやgapの

形成を12指に認め，3群間に差はなかったが,A

群は固定後に掌側関節裂隙の著明な開大を生ずる

例もあり，注意深い整復操作が必要とされた．

【考察】石黒法におけるDIP関節の固定肢位につ

いては，重要な指の屈曲機能を確保し，整復操作

や後療法としての早期他動伸展運動の面からも，

原法と同様の屈曲位（20.以上）での固定が成績

向上のために重要であると考えられた．
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手指の骨折治療に対するBearMinicro

TitaniumPlatingSy､emの使用経験

Treatmentofmetacarpalandphalangealfracmres

withbearminicrotitaniumplatingsystem

1医療法人興生会吉本整形外科外科病院整形外

科，2奈良県立医科大学整形外科

○木佐貫修11矢島弘嗣21城崎和久11
古田和彦ユ

【はじめに】中手骨および指節骨骨折16人18指に

対して,BearMinicroTitaniumPlatingSystemH
Model(以下BMTPS)を使用した観血的整復術を

施行したので，その成績と本法の有用性および問

題点について検討する．

【対象】症例は男性が14人16指で，女性が2人2

指であった．手術時年齢は15歳～66歳（平均

33.5歳）であった．骨折部位は中手骨が6指（骨

幹部横骨折2指，骨幹部斜骨折3指，頚部斜骨折

1指）で指節骨が12指（中節骨関節内2指，基節

骨関節内7指，基節骨斜骨折2指，基節骨横骨折

l指）であった．他部位の骨折合併を6人に認め

た．横骨折の3指にplate固定を，他の15指は螺

子固定を施行した．術後4日～5週（平均3週）

の外固定を施行した．術後経過観察期間は2ヶ月

~11ケ月（平均3.9ケ月）であった．

【結果】骨癒合は17指に得られ，要した期間は4

週～8週（平均5.4週）であった．中手骨横骨折

の2指にplateの破損が生じ,1指は偽関節となっ

た．感染は認められなかった．治療成績は

BosschaらやFordらに準じてTAMにより判定し

た．excellentが11指,goodが3指,poorが4指で
あった．

【考察】指節骨関節内骨折は保存的治療や鋼線等

を用いたpinningでは治療に難渋することが多い．

BMTPSはscrewheadが埋め込み式で，関節内骨

折に使用するのに適している．一方plateは非常

に薄く，折損をきたすこともあり注意を要する．

【まとめ】1．中手骨および指節骨骨折16人18指

に対してBMTPSを使用し手術を施行した．2.関

節内および長い斜骨折に対しては有用な方法であ

る．
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手指骨骨折に対する観血的骨接合術の検

討一ミニ・マイクロスクリュー・プレー
トシステムについて一

Operativetreatmentforthefracturesofthe

metacarpalandphalangealbone

山口労災病院整形外科

○山本久司，藤真太郎，奥村徹，

加藤 秀豊

【目的】手指骨骨折に対する骨接合術として，鋼

線固定や創外固定，螺子固定，プレート固定等が

施行されてきた．そのうち，プレート固定は，侵

襲が大きく，プレートの厚みで可動域障害の原因

となることがあり，あまり推奨される手技ではな

かった．今回，手指骨骨折に対して専用のミニ・

マイクロスクリュー・プレートシステムを使用

し，その結果を検討した．

【方法】平成ll年7月より平成13年6月までの2

年間に当科にて手術を施行した手指骨骨折102例

126指のなかで，中手骨から中節骨の骨折に対し

てミニ・マイクロ・スクリューシステムを使用し

た15例19指を対象とした．男12例，女3例，平

均年齢37歳，右10例，左5例，中手骨骨折15指，

基節骨骨折が4指．受傷原因は転落・転倒が8例，

機械や重量物に挟まれての受傷が4例．固定法の

内訳はプレート固定11指，スクリュー固定8指．

横骨折は8指全例プレート固定，斜骨折は9指中

スクリュー固定6指であった．検討項目は関節可

動域,術後変形治癒・痙痛・合併症の有無である．

【成績】関節可動域はTAMで評価すると，プレー

ト固定237度，スクリュー固定251度，中手骨骨

折と基節骨骨折でもTAMが241度,245度と良好

な結果が得られた．術後変形治癒については，中

手骨骨折に対してスクリュー固定を施行した2例

に，調査時5度以下の軽度背側凸変形がみられた．

【結論】全例骨癒合が得られ，獲得可動域は良好

で,ADL障害のみられる症例はなかった．中手

骨骨折に対してスクリュー固定した2例2指に軽

度の背側凸変形がみられた．手指骨骨折に対して

専用のミニ・マイクロスクリュー・プレートシス

テムは成績も良好で，有用な治療法の一つと考え

られた．

2-2-24

指節骨・中手骨骨折に対するModular

HandSystemの使用経験
ModularHandSystemforthephalangealand

metacarpalfracmres

熊本整形外科病院

○丸田秀一，田嶋

荻本晋作，平井

光，金城政樹，

伸幸

【目的】手指骨折では症例に応じ種々の内固定法

を選択してきたが，近年開発されたModularHand

Systemによりプレート，螺子の適応が拡大して

きたのでその有用性について検討する．本system

はTitanium性の1.0,1.3,1.5,2.0,2.4mm径

の螺子とplateがあり,self-tapping螺子頭はplate

holeに埋入しplateはanatomicalにpre-bendingされ

たlowprofileで各種形状がある．
【対象・方法】2000年11月からの症例は9歳から

54歳，男13例女5例の18例20指で，中手骨10指

基節骨7指中節骨3指，内骨幹部17指基部関節内

3指，圧挫・開放骨折3指であった．1指は初回手

術時2指は偽関節に骨移植を併用した．プレート

例は11指で指節骨は径が1.3mmか1.5mm用，中

手骨は1.5mmか2.0mmで，螺子単独例は9指で

あった．プレート例は全例，螺子単独例は症例に

応じて，1週以内に手指運動を開始した．

【結果】全例螺子の緩みはなく，1例に癒合が得

られず，他は癒合あるいは癒合傾向である．

【結論】骨幹部骨折の原則は強固な内固定と早期

の手指運動で，中手骨では経皮髄内ピンかplate

によりこれが可能で，皮質間叉状固定，螺子単独

固定は避ける．指節骨では骨が細く短く，皮下組

織の余裕がなく，腱が骨と密接して走行し，従来

のAO-mini螺子セットは螺子径が2.7,2.0,1.5

mmでplateも厚く広いので使用しずらい．結局各
種の内固定を症例毎に使い分けるが，本systemに

よりplate,螺子固定の適応が拡大し，原則とし
て術後1週以内の早期の手指運動が可能である．
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母指の挫滅損傷について

Treatmentfbrinjuryofthumb

東京労災病院整形外科

○富田善雅，楠瀬浩一，宮崎弘，
加藤大典，伊地知正光

【はじめに】母指の障害は，手にとって大きな機

能障害をもたらすが，その損傷の形態や程度によ

り障害も様々である．今回，母指の挫滅について

その損傷形態と機能予後について調査を行った．

【対象・方法】1990～2000年までに当科で手術を

行った50例のうち，単純な骨折症例や切断指再

接着例を除いたいわゆる挫滅例は27例27手（男

性23例，女性4例，右14手，左13手，受傷時年

齢：22～70歳）を対象とした．受傷原因はプレ

スやチェーンの巻き込みなど機械によるものが

63％と多く，次に電気ノコギリによるものが続

いた（その半数以上が労災事故)．軟部組織損傷

はEPL断裂が4例,WL断裂が3例，神経損傷は6

例に認められた．これらの症例に対して1）受傷

部位,2)IP･MP関節可動域,3)ピンチカ,4)

職業への復帰及び手指のADLを調査した．

【結果】1）受傷部位は末節部が14例，基節部が

12例，中手骨部が1例，挫滅のある創部は掌側・

背側ともにほぼ同率であった．2）母指IP関節可

動域は屈曲約50．，伸展約-10｡,MP関節屈曲約

43．，伸展約2．であった．3）ピンチカは健側に

対して平均65％で，複数指の損傷例でピンチカ

の低下が著しかった.4)ADLではボタン掛け動

作の支障はなかった．書字は1例がの不自由，コ

インのつまみは4例が不自由であった．対立動作

に支障はなかった．

【考察・結語】受傷部位は，母指が他の4指と対

立位をとったり，同一平面上であったりといった

独自の機能性により，その損傷は掌背側同数であ

るものと考えられた．可動域に関してはIP関節

の損傷が高度であってもその障害は直接的な機能

低下に結びつかず,IP関節の可動域と示指指尖ピ

ンチカの間には有意な相関が認められた．
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新鮮例月状骨周囲脱臼の治療成績

Treatmentoffreshperilunatedislocation

東京医科大学整形外科

○原田栄志，高瀬勝己，反町武史，

山本謙吾，今給黎篤弘

【目的】月状骨周囲脱臼(PLD)は比較的稀な外

傷であり，近年靱帯修復術，再建術が有用である

との報告がなされている．今回我々は新鮮例PLD

の治療成績につき検討したので報告する．

【症例および方法】対象は1990～2000年までに加

療したPLD例12例である．年齢は平均24.8歳

(20～32歳）で，全例男性であった.Green&

O'Brienの分類では2型（経舟状骨月状骨周囲脱

臼）11例,4-A型（経榛骨茎状突起月状骨周囲脱

臼）1例であった．受傷から手術までの期間は平

均8.2日（1～27日）であった.PLDに対して原

則として全身麻酔又は伝達麻酔下に徒手整復を行

い，徒手整復困難例には観血的整復術を施行して

いる．非観血的整復固定術後にギブス固定が6例，

観血的整復術が6例であった．靱帯縫合術や再建

術は特に施行していない．整復後不安定性が認め

られた1例には経皮ピンニングを追加した．舟状

骨，有頭骨，中手骨骨折合併例には観血的整復固

定術を併用した．術後はギブス固定を平均7.5週

間（6～12週間）行った．術後経過観察期間は平

均1年3ケ月（6ケ月～4年6ケ月）であった．術

後臨床評価にはCooneyの臨床評価基準を用い，

単純X線にて評価した．

【結果】癖痛はなしが7例，軽度残存が5例であっ

た．手関節可動域は健側比で平均71．8％（38～

100％)，握力は健側比で82.3％（54～100％）で

あった.Cooneyの評価では平均80点(70～100

点)，優3例，良3例，可6例，不可なしであった．

舟状骨骨折は，1例に対して偽関節手術(Russe

法）追加したが全例骨癒合した．DISI変形は2例

にみられた．

【まとめ】新鮮例PLDに対して，非観血的，観血

的整復術を各々6例に行い，比較的良好な結果で

あった．しかしながら可動域制限を残した症例が

多く，今後靱帯縫合術等の工夫が必要と思われた．

2-3-2

榛骨手根骨部分手関節固定術一とくに全
手関節固定術に至った症例の検討一

Radio-carpalarthrodesis

l奈良県立医科大学整形外科，ユ国保中央病院

整形外科

○矢島弘嗣'，小畠康宣11村田景--11

高倉義典lp小野浩史2

【目的】僥骨手根骨部分手関節固定術は，僥骨遠

位端骨折後の関節症をはじめ，種々の疾患に対し

て行われている．当科でも現在までに13例に対

して本法を施行した．今回その成績を報告し，術

後全手関節固定術を行なわなければならなくなっ

た2症例について，詳細に検討する．

【対象】僥骨手根骨間固定術を行った症例は13例

で，男性10例，女性3例，手術時の年齢は23歳

から70歳，平均44歳であった．対象疾患は僥骨

遠位端骨折後関節症が9例，手根骨脱臼後関節症

が1例,RAI例，キーンベック病1例，マーデル

ング変形1例であった．手術方法は僥骨舟状骨月

状骨(RSL)固定が5例，僥骨月状骨(RL)固定

が8例であった．術後経過観察期間は1年から33

年，平均6年1カ月である．

【結果】骨癒合は全例3ヶ月以内に得られ，追加

骨移植を行ったものはなかった．瘻痛は全例改善

が得られており，8例は全くなく，5例は重労働

後に軽度の痙痛を訴えていた．なお，後者のうち

2例は後日全手関節固定術を施行した．この2例

ともRSL固定術を行った症例で，部分手関節固

定術後1年5カ月，6年7カ月経過してから施行し

た．1例は月状骨の圧壊に伴うSTT関節の関節症，

1例は術前から存在したSTT関節症の進行による

ものであった．手術は腸骨から海綿骨を採取し，

中央手根関節に骨移植した．1例は鋼線，1例は

プレートを用いて固定した．骨癒合は両者とも2

カ月で得られ，手関節痛は完全に消失し，現在の

経過は良好である．

【まとめ】僥骨手根骨部分手関節固定術は，種々

の疾患に対して適応されるが，適応を誤ると非固

定関節の関節症が進行し，全関節固定術を余儀な

くされる．したがって，その適応に際しては非固

定関節の状態を充分に検討し，手術方法を決定し

なければならないと考えられた．
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有鉤骨骨折の分類と治療
Classificationandtreatmentofhamatefracmre

豊橋市民病院整形外科

○平野健一，井上五郎，大間知孝顕，
三ツロ秀幸

【目的】有鉤骨骨折は比較的まれであるため，そ

の骨折型に関した報告は少ない．我々の経験した

有鉤骨骨折21症例の分類とその治療成績を報告

する．

【症例および方法】本骨折は鉤骨折(Typel)と
体部骨折(Type2)に分類できるが，後者はさら

にcoronalfracture(Type2a)とaxialfracture

(Type2b)に分類される．Type2aはCM関節脱臼

を,Type2bは手根骨長軸脱臼をそれぞれ合併す

ることが多い．症例は男17例，女4例で，平均年

齢35歳であった．鉤骨折(Typel)が11例で，

受傷機転はゴルフが4例，野球のバッティングが

2例，作業機械によるものが2例，交通事故，転

倒，受傷機転不明が各1例であった．治療は骨片

切除術を8例,Herbertscrewを用いた観血的骨接

合術を1例，保存治療を2例に行った．保存治療

を行った1例は偽関節となったため二次的に骨片

切除術を行った.Type2aは7例で，受傷機転は

壁の殴打が6例，転倒が1例であった．背側縁骨

折の4例全例に対してCM関節脱臼整復後，経皮

ピンニングを行った．中央部の骨折の3例では，

Herbertscrewを用いた観血的骨接合術を2例に行

い，経皮ピンニングを1例に行った．Type2bは3
例で，受傷機転は3例とも重量物による圧挫であ

った．3例とも徒手整復後，経皮ピンニングを行

ったが，1例は偽関節となったため骨移植術を行

い骨癒合が得られた．

【結果】Typelでは全例痙痛なく現職に復帰した．

Type2aでは全例骨癒合が得られたが,1例で関節

面の不適合のため，軽い瘤痛を残した．Type2b

では1例は可動域，握力とも正常に戻ったが，2

例は手の圧挫のため握力は半減した．

【結論】本骨折の診断には画像所見が重要である．

本骨折の治療成績は骨折型によらず比較的良好で

あるが，合併症によっては手の機能が低下する．

2-3-4

舟状月状骨間靱帯損傷に対する鏡視下デ
ブリドマンの治療成績

Arthroscopicdebridementofthechronic

scapholunateligamentinjury

医真会八尾病院整形外科

○面川庄平，重松浩司，高岡孝典，

竹嶋俊近，大川隆太郎

【目的】近年，手関節鏡の導入により手根靱帯損

傷は正確に診断できるようになった．舟状月状骨

間靱帯損傷（以下SL損傷）の治療はその病期，

程度により異なるが，陳旧性損傷に対する手術的

治療は多岐にわたり確立されていない．今回，関

節症性変化のない陳旧性SL損傷に対して，鏡視

下デブリドマンをおこなったのでその治療成績を

報告する．

【方法】1994年以降，外傷後の手関節痛を主訴と

し保存的治療に抵抗した48症例に対して手関節

鏡をおこなった.SL損傷と診断できた12例のう

ち，手関節軟骨損傷，外科的処置を要するTFCC

損傷を合併する3例を除いた9例を対象とした．

男性7例，女性2例，年齢は17歳から57歳，平均

25歳である．全例に舟状月状骨間に圧痛を認め，

ワトソンテストは9例中8例が陽性で7例は有痛

性軋礫音を訴えた．術前の手関節造影を7例にお

こない，6例に舟状月状骨間での漏出あるいは貯

留像を認めた．手関節X線正面像でのSLgapは健

側比2mm以下であり，側面像でのSL角は平均46

度で静的不安定性はなかった．鏡視下に断裂した

靱帯および滑膜のデブリドマンをおこない，3週

間のギプス固定後理学療法を開始した．

【結果】経過観察期間は平均31ケ月である．中央

手根間および月状三角骨間に不安定性を有した1

例を除いて，痙痛は全例に改善した．手関節可動

域は術前掌背屈154度から術後164度，榛尺屈55

度から57度とほぼ変化なかった．握力は術前平

均32kgから術後39kg'､19%改善した．手関節

x線で術後舟状骨周囲の不安定性が増悪したもの

はなかった．

【結論】動的不安定性を呈する陳旧性SL損傷9例

に対して鏡視下デブリドマンをおこない，平均

31ケ月の経過観察で良好な臨床成績がえられた．
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手根中央関節造影による月状三角骨靱帯

断裂の診断一一榛骨遠位端骨折新鮮例一

Midcarpalwristarthrographicdiagnosisofthe

lunotriquetralligamenttearsassociatedwithdistal
radialfractures

愛知県厚生連昭和病院整形外科

○角田賢二，高木健太郎，服部陽介，

宮田徹，嘉森雅俊

【目的】僥骨遠位端骨折新鮮例に対し手根中央関

節造影を行い，僥骨手根関節とどの程度交通して

いるか調査し，さらに月状三角骨間での造影通過

所見をX線写真上で分類を試みた．

【対象及び方法】手術時に関節造影を行った35例

36手関節（男19,女16）を対象とした．年齢は

14～80歳（平均48歳)，受傷原因は転倒29,転

落5，ひねり1であった．骨折型はFrykmanl-1,

II-4,III-2,IV-5,V-3,VI-3,VII-4,VIII-14で

あった．受傷から造影までの期間はl～9（平均5

日）であった．手根中央関節造影は舟状有頭骨間

より行い,X線透視下に造影剤（イオトロラン）

を注入した．引き続いてX線撮影を行った．透視

下にscapholunate(SL),lunotriquetral(LT)間か
ら僥骨手根関節への造影剤の漏出の有無を調査し

た．また,LT間で交通を認めた例はX線写真上

で造影通過所見の分類を試み，年齢との関連につ

いても検討を加えた．

【結果】手根中央と僥骨手根関節には，36手関節

中20手関節（56％）に造影剤の交通を認めた．

交通の内訳はSLH2,LTH17,SL-LT間合併1

手関節であった．LT間が全交通の85%を占めて

いた．LT間での交通は,LT間の中央，榛側（月

状骨側)，尺側（三角骨側）の3つに分類できた．

中央は5手関節（67～77歳）であった．僥側は3

手関節（35～66歳）であった．尺側は9関節

(19～76歳）であった．

【結語】手根中央関節と僥骨手根関節には，56％

の交通があり，その内85％はLT間であった.LT

間では尺側（三角骨側）から交通していることが

多い．尺側からの交通は成人から高齢まで広くみ

られる．中央からの交通は67歳以上に多い．僥

側（月状骨側）からの交通は最も少ない．

2-3-6

手関節尺側部痛の新しい概念TILT

syndromeについて

Newconceptofulnarsidedwristpain-TILT

syndrome-

'小郡第一総合病院整形外科，2山口大学医学部

整形外科，3ハートフオード病院

○安部幸雄!，土井一輝!，服部泰典!，

河合伸也2,KilkWatson3

【はじめに】手関節尺側部痛の原因は多岐に渡り，

手の外科の分野の腰痛にたとえられるほどであ

る．1999年,Watsonはこの分野に新たにTILT

(triquetralimpingementligamenttear)syndromeな

る疾患概念を投じた．これはulnarsling

mechanismの損傷と遠位への転位により三角骨側

面が絞拒され同部に発赤，軟化，滑膜炎を生じた

もので，三角骨側面に限局した圧痛，時に手関節

尺側部の腫脹を認め，しばしば手関節の

hyperflexioninjuryに続発しX線上異常を認めない

のが特徴である．

【対象・結果】44例の手術例は手関節の鈍的外傷

やスポーツ外傷，あるいはhypeIflexioninjuryの既

往があり，過去の手術歴により,I群(26例):

手術歴のないもの,II群(18例):過去何らかの

手関節の手術の既往のあるもの，の二群に分類で

きた．手術は尺骨頭遠位に横切開を行い，第五お

よび第六伸筋腱コンパートメントの間より関節包

に進入，切開し三角骨を露出させる．この操作に

よりulnarslingmechanismは切離されることとな

る．三角骨側面は充血，象牙化，あるいは軟骨下

骨の露出，軟化をみる．初期例ではこの病的部分

を削除していたが，その後slingの切離のみに留

めた．削除標本の病理所見にて関節軟骨上に肥厚

した膠原線維を認めた．また3例に月状骨-三角

骨間骨間靱帯(LTIL)あるいは三角線維軟骨

(TFC)の損傷を観察し,1例にTFCの穿孔部の掻

爬を，1例に月状骨-三角骨間固定を施行した．術

後1例を除く全例に除痛が得られ，全例で社会復

帰が可能であった．

【考察】Palmerの報告以来TFCが手関節尺側部痛

の原因とされることが多いが，病理所見に裏付け

られるごとくTILTなる疾患が存在するのも明ら

かである．このユニークな疾患概念について報告

する．
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月状三角骨靱帯損傷の鏡視下分類と病態

Arthroscopicclassificationandetiologyof

lunotriquetralligamenttear

i名古屋大学手の外科，§愛知県厚生連昭和病院

整形外科

○塩之谷香'，中村蓼吾11堀井恵美子11

中尾悦宏ll角田賢二2

【はじめに】月状三角骨靱帯（以下L-T)の損傷

は手関節尺側の痙痛を起こす病態として近年報告

が増えているが,病態については不明な点が多い．

手関節鏡視下にL-T損傷を確認した症例について

検討を加えた．

【症例】当科で施行した手関節鏡584例740回の鏡

視のうち,L-T損傷と両骨問の不安定性の有無を

確認したのは81例86回あった．キーンベック病

16例16回を除く65例70回について検討した．鏡

視時病名は尺骨突き上げ症候群30回,L-T損傷

13回，舟状骨骨折10回，月状骨（周囲）脱臼5

回，僥骨遠位端骨折3回などであった．尺骨バリ

アンス(UV)の平均は+1.5mmであった．

【結果】両骨問の不安定性の指標にはGeissler分類を

用いた．靱帯損傷があっても不安定性のない1度は

28例29回で川平均+2.2mm/尺骨突き上げ症候群17

回（59％）刑犬骨骨折6回（21％)，不安定性力軽度

のⅡ度は17例18回でUV平均+1.8mm/尺骨突き上げ

症候群10回(56%)L-T損傷4回(22%)などであ

った．中等度の不安定性を示すⅢ度は18例18回で

UV平均+O.7mm/L-T損傷9回(47%)舟状骨骨折・

僥骨遠位端骨折・尺骨突き上げ症候群各2回（各

11%),高度の不安定性を示すⅣ度は5例5回UV平

均士Om'TV月状骨（周囲）脱臼4回(80%)前腕ロー

ラー損傷による多発靱帯損傷1例（20％）であった．

【考察】尺骨突き上げ症候群の30症例のうち27例

90％が1．II度に属しており，靱帯損傷があって

も不安定性はみられないか軽度であった．Ⅲ度

以上のL-T損傷では尺骨突き上げ症候群以外で，

転倒・転落などの明らかな外傷の既往を有するも

のが多く,IV度の5例は全例月状骨（周囲）脱臼

などに伴っていた．月状三角骨間の不安定性の発

生には手関節への外力の程度が関与するものと推

察された．また，不安定性の程度は単純x線像・

MRI･関節造影では診断が困難で，手関節鏡によ

る評価が必須と思われた．

2-3-8

SLACwri､の病態についての検証

IsSLAC(scapholunateadvancedcollapse)wrist
causedbyscapholunatedissociation？

和歌山県立医科大学整形外科

○谷口泰徳，玉置哲也，北野陽二

【目的】Watsonらは,SLACwristは，舟状骨月状

骨解離が原因となり発生すると述べている．しか

し，舟状骨月状骨解離の自然経過については不明

である．今回の研究目的は，舟状骨月状骨解離が

SLACwristの原因であるかについて検証すること

である．

【対象及び方法】1984年以降,Watsonらにより現

在まで発表された19編のSLACwristに関する論

文を対象とした．これらの論文を元に，舟状骨月

状骨解離からSLACwristが発生とする病態につ

いて検証した．

【結果】（1）4000枚のX線写真が撮影された対象

症例の性別,年齢などまったく記載されておらず，

症例の背景は不明である．また,1984年に

WatsonとBalletが発表した論文(JHandSurg,

1984.）とWatsonとRyuが発表した論文(OrthCli

NorAm,1984,ClinOrthop,1986.)のデータに明

らかな違いが見られる．そのため，彼らの論文の

データに信頼性がない．（2）母指の対立運動を，

1個のスプーンの動きに例える説(OrthCliNor

Am,1984,ClinOrthop,1986.),そして2個のスプ

ーンの関係と僥骨と舟状骨の関係は，類似してい

る(OperativeHandSurgery,1988.など）とする

Watsonの仮説に科学的根拠がない．彼らは客観

的データに基づいて,SLACwristの病態を証明し

ていない．(3)Watsonらが11年間追跡調査した

症例の手関節のx線写真は，舟状骨月状骨解離は

SLACwristの原因でなく，結果である可能性を示

唆している(Green'sOperativeHandSurgery,1999.

など)．

【結論】SLACwristの原因は，舟状骨月状骨解離

とは断定されず，疑問が残った．今後,SLAC

wristの真の病態について，解明されなければな

らない．
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中間挿入膜によるMP関節形成術

InterpositionalarthroplastyfOrreconstructionof

themetacarpophalangealjoint

広島大学整形外科

○中増正寿，生田

砂川融，市川

義和，石田治，

誠

【目的】MP関節形成術には，インプラント置換

術や，肋軟骨膜等を使用した関節形成術が行われ

ているが，それぞれに利点と欠点があり，適応も

限定される．私たちは，中手骨の骨頭の再建に対

して，筋膜を中間挿入膜として用いた関節形成術

を行ってきているので，その結果を報告する．

【対象と方法】症例は6例7関節で，関節内骨折後

の関節症例が2例，中手骨腫瘍切除後（腸骨移植

併用)，化膿性関節炎後，開放創後の関節炎，中

手骨頭無腐性壊死が各1例であった．手術時年齢

は平均49歳で，罹患指は中指が5関節，示指，小

指が各1関節であった．中手骨骨頭を基節骨に合

わせて整形した後，筋膜（主に大腿筋膜）を骨頭

上に被覆し，中間挿入膜とした．1関節では，中

手骨頭，基節骨面両方を筋膜で被覆した上で，癒

着防止のため一時的にシリコンシートを置き，そ

の後除去した．

【結果】平均経過観察期間は3年2ヵ月で，瘻痛な

く患指を使用していた．経過観察時でのMP関節

可動域は平均伸展-13｡,屈曲56.であった．

【考察】MP関節再建のための関節形成術として

は，インプラントを用いた関節形成術が最も多く

用いられるが，その耐久性等の問題から，適応は

高齢者，リウマチ，または活動性が低い患者に対

してと限定される．私たちが行っている筋膜を中

間挿入膜として用いる関節形成術は，適応が若年

に対しても拡げられ，手技が比較的容易で，関節

可動域も期待出来るため，再建術のひとつとして

選択できる術式であると思われた．1例では腫瘍

切除後の広範囲欠損部に骨移植を併用したが，骨

吸収が認められたため，骨欠損は少ないものの方

が適応となると思われた．良好な可動域を獲得す

るには術後早期の運動療法，特にnexionbandの

使用により屈曲可動域を得ることが大切である．

2-3-10

慢性MP関節痛に対する関節鏡視下治療の

応用

Arthroscopictreatmentforchronicpainof

metacarpophalangealjoint

!むつ総合病院整形外科，2弘前大学整形外科，

3鯵ヶ沢町立病院

○西川真史1，藤哲2，三浦一志2，

工藤悟2，新井弘一､

【目的】慢性の手根中手骨関節（以下MP関節）

痛の診断と治療に関節鏡を応用して，関節内病変

の診断と鏡視下手術が有用であったので報告す

る．

【対象と方法】対象は慢性MP関節痛としてMP関

節鏡を施行した12例（男9例，女3例),平均年

齢36歳（12-74)，12関節（母指7関節，示指2関

節，中指2関節，小指1関節）であった．いずれ

も骨傷のない外傷後の慢性関節痛例で関節裂隙に

一致した圧痛を認めた．鏡視は患指を水平に牽引

し,MP関節のレベルで伸筋腱の両側のsagittal

shroudfibresにportalを作成し,2.7mm小関節鏡

とプローブ・シェーバーを交互に入れ替えながら

鏡視した．

【結果および考察】全例に関節内滑膜の増生を認

め，滑膜切除を行いながら観察した.12例中鏡

視下に靱帯損傷を確認できたのは8例8関節であ

った．損傷指と靱帯は母指尺側側副靱帯損傷5例，

示指尺側側副靱帯損傷2例，中指尺側側副靱帯損

傷1例であった．靱帯部分損傷の場合は損傷部周

囲に滑膜の増生を認め，その付近に断裂した靱帯

を観察できることが特徴であった．治療は滑膜切

除と断裂靱帯の部分切除を3例に，滑膜切除を4

例に行った.Stenerlesionと思われる1例があり

断裂靱帯の鏡視下整復ができなかったためopen

surgeryにて断裂靱帯の修復をおこなった．術後

全例に症状の軽快が得られた．鏡視によって生じ

たと思われる合併症は認めていない．MP関節鏡

は滑膜炎や側副靱帯の部分損傷を診断することが

可能であった．母指においてはstenerlesionの診

断に有用で，治療法を決定するのに有用であると

考えられる．

【まとめ】MP関節鏡は外傷後の慢性MP関節痛の

診断や治療に有用で，鏡視下靱帯部分切除や滑膜

切除による治療が可能であった．
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TJスクリューシステムを用いた母指MP

関節側副靱帯再建術の術後成績

Clinicalresultsincollateralligament

reconstructionofthemetacarpophalangealjointof

thethumbusingTJscrewsystem

'神戸大学整形外科，2兵庫医科大学

○坂井宏成!，田中寿－2，柳田博美2，

大迎知宏2，奥野宏昭ユ

【目的】陳旧性母指MP関節側副靱帯損傷に対し

て長掌筋腱とinterferencescrew(TJscrew)を用

いた靱帯再建術を第36,37,41回の本学会で報

告してきた．今回本術式をシステム化し，術後

10ケ月以上経った臨床成績を報告する．

【対象・方法】1991年以降，同法により再建した

症例は28例であるが，今回の対象は術式，使用

器具をシステム化し施行した19例（尺側12,僥

側7例）である．内訳は男13例，女6例，年齢11

～80歳（平均35歳)．受傷原因はスポーツ11，

交通事故2，転倒6である．術後経過観察期間は

10～56ケ月（平均32ケ月），評価はROM,

instability,pain,IossofpinchにつきStrandellの評

価で行った．術式は，残存靱帯を縦割し，二つ折

りにした長掌筋腱を靱帯originalの付着部に開け

た骨孔に，肘頭より採取した皮質骨を介在させ，

TJscrewを用いて固定した．この際，一側では牽

引用の糸を対側までpull-outし，移植腱に適度の

緊張を加えた状態でこれを固定した．術後の外固

定は平均3.1週であった．

【結果・考察】結果は，優10例，良8例，可1例，

不可0例であり，良好な成績が得られた．陳旧性

本靱帯損傷は腱移植や腱移行術が適応となるが，

従来法（8の字移植,Pull-out法など）では可動域

制限を残したり，経過中に緩みが生じ，不安定性

を残すことも少なくなかった．今回のTJscrewシ

ステムを用いた本再建術は低侵襲であることに加

え，至適位置へ緊張をもった移植腱を，的確な径

のScrewの選択により，強固な初期固定力で解剖

学的に再建することができ，かつ早期訓練が可能

であった．さらに器具のシステム化により術式が

一定化し容易になった結果，今回のように安定し

た術後成績が得られ有用な術式と考えられた．

2-3-12

イリザロフ創外固定器を用いた指骨延長

の2例

Bonelengtheningofthephalanxboneusing

IlizarovexternalfixatorfOr2cases

金沢大学整形外科

○萩原教夫，池田

士屋弘行，富田

和夫，納村直希，

勝郎

【目的】仮骨延長法は四肢長管骨の短縮に対して

行われ，良好な成績が報告されている．我々は外

傷性指骨短縮の2例6指に対してイリザロフ創外

固定器を用いて指骨延長を施行したので，その結

果と有用性について報告する．

【対象と方法】症例は男性2例，右手1例，左手1

例であった．作業中に手を機械に挟み，1例は第

2，3，4指を，1例は第3，4，5指を切断した‘年

齢は33歳と44歳であり，術後経過観察期間は10

か月と15か月であった．手指用イリザロフ創外

固定器を用いて，切断した指骨の近位と遠位にそ

れぞれ直径1.0～l.4mmのK-wireを2～3本ずつ，

伸筋腱を損傷しないように背側から約45°で2方

向から挿入した．創外固定器を指骨に平行となる

ように装着し，骨切りを行った．約2週間の待機

期間の後に,0.25mm/12hの延長を行った．

【結果】最終延長量は15～30mm,平均25.5mm

であった.1cm延長に要する日数healingindexは

45.4～111.0日/cm,平均58.5日/cmであった.Pin

tractinfectionや仮骨骨折等の合併症はなかった．

1指に仮骨形成不良のため骨移植を，1指に皮膚

欠損部への皮弁移植を行った．1例に延長に伴う

指間上昇に対して指間形成術を行った．延長後は

把持動作や指間部での挟み動作の著しい改善を認

めた．また,25mmを超える延長により整容面で

も改善が得られた．

【考察】これまで指骨延長で報告されている

OrthofixM-100やmini-Hoffmann延長器等では固

定方法や延長器の大きさによる隣接指の運動制限

の問題があった．イリザロフ創外固定器は延長器

を指背側に装着するため，隣接指の運動を障害せ

ず，短縮指が隣接する場合でも同時に延長が可能

である．そのため，多数指を同時に延長でき，1

指ずつ延長を行う他の創外固定器と比べ装着期間

の短縮が可能であった．本法は多数指同時延長に

おいて極めて有用な方法と考える．
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創外固定によるCM関節脱臼骨折の治療法

Therapyofcarpometacarpaldislocationfracture

byexternalfixation

l筑波記念病院，ユ筑波大学整形外科

○小川健11田中利和11市村春充21

落合直之ユ

【目的】CM関節脱臼骨折の治療法については多

くの報告例があるが，新鮮例ならば経皮ピンニン

グ法を第一選択とすることが多い．しかし，

Roland骨折に代表される粉砕の強いタイプの骨折

では，整復や整復位の保持は困難で，成績が不良

な例が多い．今回，創外固定器を用いることで良

好な結果が得られたため紹介する．

【対象および方法】母指2例(Roland),小指関節

内骨折1例に対し,TOKIBO社製創外固定器（ペ

ニッヒ・ミニ・モデル）を用いた方法につき検討

する．手術方法(Roland骨折の場合）は，まずX

線透視下に整復が可能であるかを確認する．次に

大菱形骨に冠状面上に2本のワイヤーを刺入し，

さらに母指中手骨骨幹部に2本のワイヤーを刺入

する．固定器はポールジョイントとなっており，

牽引をかけながら三次元的に整復し，至適位置で

固定する．小指の場合もほぼ同様に，有鈎骨，第

5中手骨にワイヤーを刺入し，整復位を保持し固

定した．創外固定器は4週間で抜去を基本とした．

【結果】Roland骨折2例は特に問題なく経過した

が，小指関節内骨折の1例は術後3週で局所感染

を起こしたため，その時点で固定器を抜去し，シ

ーネ固定を1週間追加した．局所感染は抗生剤投

与により治癒した．術後6ケ月の時点で,X線上

は3例とも関節面の不整がなく整復位は保たれて

おり，短縮転位も認めない．痔痛はなく，機能的

には対立運動，ピンチカ，握力等ほぼ問題なく回

復している．

【考察】経皮ピンニング法の欠点として，術中の

整復位の保持が難しく，そのため，短縮転位やピ

ンチカ低下などが挙げられる．創外固定器を用い

た場合，手術手技的にも容易で整復位の保持が確

実である．感染の危険はあるもののCM関節内骨

折の治療法として非常に有効であると考えられ

る．

2-3-14

母指CM関節不安定症の治療経験

Clinicalstudyforthetrapezio-metacarpaljoint

instability

日本大学整形外科

○長尾聡哉，長岡正宏，龍順之助

【目的】われわれは母指CM関節不安定症に対し

て主にEaton法による靱帯再建術を行ってきた．

今回はその臨床像と治療成績をretrospectiveに検

討した．

【方法】1981年から2001年までに当科で母指CM

関節不安定症に対し手術を行った13例13関節に

対し，年齢・性別・受傷側・手術方法・術後成績

などにつき調査した．

【結果】症例は14～66歳（平均32歳)，男性8

例・女性5例であり，受傷側は右側5例・左側8

例であった．外傷が原因で不安定性を来したもの

が8例あり，そのうち骨片の小さいBennett脱臼

骨折の骨癒合後に不安定性を来したものが7例，

陳旧性CM関節脱臼が1例あった．外傷のないも

のは5例で，受傷（発症）から手術までの期間は

1カ月～8年（平均1年4カ月）であった．術前の

X線による関節症性変化はstage3の1例を除いて

全てstagel～2であった．手術はFCRを用いて靱

帯再建を行うEaton法を11例,dorso-radial

ligamentを再建する方法を2例に行った．術後経

過観察期間は3カ月～2年2カ月（平均9カ月）で，

x線上関節症性変化の進行を認めた症例はなく，

軽度の遺残痛を残した2例を除いては瘤痛・不安

定性は消失していた．また，最終調査時のROM

は僥側外転・掌側外転とも健側比平均90％であ

り，ピンチカは健側比で術前平均58％から術後

平均84％に改善していた．

【考察】本邦では母指CM関節不安定症に対する

手術例の報告が少ないが，特に外傷後にCM関節

不安定性が出現した症例に対する靱帯再建術の報

告はほとんどない．本症は痙痛・脱力感や不安定

感を主訴とし，日常生活や就労に支障を来す症例

には手術が選択される．当科におけるEaton法に

よる靭帯再建術の治療成績は良好で,X線上関節

症性変化がstagel～2の症例に良い適応が有ると
思われた．
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中手骨短縮症に対する仮骨延長術

Callotasislengtheninginpatientswith

brachymetacarpia

!北海道大学整形外科，2釧路労災病院整形外科

○加藤博之!，三浪明男!，末永直樹11

岩崎倫政!，木村長三2

【目的】中手骨短縮症は整容的不満を主訴に受診

する例がしばしばある．本症の治療法は中手骨を

延長する方法が一般的であるが，1回の手術によ

り骨を延長する方法は延長距離に制限があり，延

長後の短縮・変形，採骨部の障害などの問題があ

る．演者らは仮骨延長法を用いて治療したので報

告する．

【対象と方法】症例は3例6指である．全例が女性

で，手術時年齢は10～19歳である．延長骨は第

3中手骨：3指，第5中手骨：3指である．手背の

縦皮切で進入し中手骨の近位端と遠位端にハーフ

ピンを2本ずつ刺入する．骨幹部中央で中手骨を

横に骨切り後にハーフピンに創外固定器を装着す

る.0.5mm/日のスピードで延長した．延長に用

いた創外固定器はHoffmannMini:5指,Orthofix

M100:1指であった．延長中は患指の自動運動

を許可し，目標の延長が得られたら仮骨の成熟を

待って延長器を除去した．全例に術後2年以上の

経過観察を行った．

【成績】全例で目標とした延長が可能であり，結

果に満足していた．5指は仮骨による延長が可能

であったが,1例は仮骨形成が不良であったため

腸骨移植を要した．延長距離は10～18mm(平

均15.2mm)で,Healinglndexは平均62.3日/cm

であった．創外固定器の装着期間は10～19週

(平均14週）であった．延長骨の変形・短縮や神

経，循環障害および重得な合併症はなかった．4

指はMP関節の屈曲可動域が延長後に10～15度

増加しており，指の使いやすさが向上した．

【結論】中手骨短縮症は仮骨延長により好結果が

得られる．延長に対するモチベーションの高い例

に対しては本法は積極的に行って良い方法と思わ

れる．骨移植を要したl例は年齢が19歳と高齢で

あった．本法の至適年齢は10～15歳頃と考えた．

2-3-16

母指対立障害を有する合短指症

Symbrachydactylywithhypofunctionofthe

thumbopposition

'札幌医科大学整形外科，2札幌医科大学保健医

療学部，3滝川市立病院整形外科

○北村三穂!，青木光広2，和田卓郎11

石井清一!，伊藤和生，

【目的】合短指症の中で母指対立障害を有する症

例の特徴を，レントケン像や臨床症状から調べた．

【症例と方法】過去10年間の合短指症例から無指

型・中手型・手根型・前腕型・上腕型を除く17

例20手が調査対象となった．調査項目は（1）母

指対立障害の有無（2）日手会に基づく分類（3）

合指症の有無（4）健側との手根骨の数や大きさ

の比較（5）大胸筋の欠損の有無（6）足の障害の

合併の有無（7）その他の身体的特徴である．

【結果】（1）3例4手に母指対立障害を認めた（2）

末梢低形成型7手・中手骨短縮型2手・中手骨欠

損3手・二指型3手・合短指型5手の中で二指型1

手・合短指型3手に母指対立障害が存在した．（3）

合指症は9例11手にあり，母指対立障害例では全

例に合指症を認めた．（4）母指対立障害例では健

側と比較し手根骨の数や大きさに違いを認めた

が,母指対立障害のない症例では違いがなかった．

(5)大胸筋欠損は1例で，その症例には母指対立

障害は無かった．（6）足にも合短指症を有する2

症例は，両手罹患であった．そのうち1例に母指

対立障害を認めた．（7）その他の身体的特徴とし

て，2例2手に多指症の合併があった．

【考察】合短指症は表現型が多く，診断や治療に

苦慮することがある．今回の調査により母指対立

障害を有する合短指症は分類では，合短指型に多

い傾向があった．合短指症は，横軸の発育停止

(障害）に起因する先天異常といわれている．母

指対立障害例にのみ健側と比較し，手根骨の数や

大きさに違いを認めた．このことは発生の機序を

知る上で，ひとつの手がかりになるものと考えら

れる．
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先天性内反足を合併したEEC症候群の1

症例

AcaseofEECsyndromewithcongenitalclubfOot

大分医科大学整形外科

○園田広典，高下光弘，津村弘

EEC症候群は，欠指(ectrodactyly),外胚葉形成

不全(ectodennaldysplasia),口唇口蓋裂(clefting)

の3つの先天奇形を主徴とするまれな症候群であ

る．今回，3主徴に先天性内反足と両側水腎症，

巨大尿管症を合併した症例の裂手，裂足，内反足

に対して治療を行ったので報告する．

【症例】2ケ月男児．在胎38週2日に，体重2056g

で出生，羊水の混濁と腰帯巻絡があり,Apgar

score8点(1分）であった．口唇・口蓋裂，両裂

手（右示・中指欠指，左母・示指合指，左中指欠

指)，裂足（右第1,2趾および第3,4,5趾欠趾，

左第1，2趾および4，5趾合趾，第3趾欠趾)，右

内反足といった外表奇形と，両側水腎症と巨大尿

管を認めた．生後3ヶ月目から，内反足に対して

保存療法を行い，生後9ケ月の時点で，左裂手，

母指・示指合指，左裂足に対する形成術と，右内

反足に対する後方解離術と腱延長術を行った．左

母指・示指合指に対する指間の形成が不十分であ

ったために，生後20ヶ月（術後11ヶ月）に口蓋

裂に対する手術と同時に，再度左母指・示指間の

指間形成を行った．2度目の手術後1年が経過し，

左手は示指の発育は不良だが，母指と環・小指と

の間でつまみ，握りの動作も可能である．また，

右足部の内転の再発をきたしているが，独歩が可

能である．

【考察】EEC症候群は,1970年にRudigerらによ

り命名された症候群である．これまで，本邦では

1977年に滝本が報告して以来,30例ほどの報告

例があり，3主徴に加えて，腎・尿路系，中枢神

経系などに先天異常を伴うことがあるとされてい

るが，内反足を伴うものはなかった．

2p3-18

健側手掌紋理をもとにした指欠損のない

多指一合指-裂手手術のデザイン法

Useofpalmdermographpatternfilmfor

designinginthetreatmentofhandanomaly

長野赤十字病院形成外科

○岩 澤 幹 直 北 澤 健 ， 成 松 巌

多指一合指-裂手症の内，指欠損のない指配列異常

の手術に際し，フイルム用紙を利用し，健側手掌

皮膚紋理を，患手に再現するデザイン法を行って

いるので報告する．症例は3例で男児1例，女児

2例で片側罹患である．

【症例1】母指-示指間の狭窄と示指-中指間の裂隙，

中指一環指の皮層性合指．健側手の掌側紋理をフ

イルム用紙に採取して，患側手に遠位，中央，近

位手掌皮層線の皮層紋理を再現するようデザイ

ン，おのおの指の位置，指間の距離，深さを再現

する．背側は最小限の直線状切開を行った．患者

示指-中指間の裂隙から余剰の皮膚を三角弁とし

て狭い母指-示指間へ移行，健側手の掌側紋理と

比較する事により健側の指間形成の皮弁の位置，

大きさと皮層の不足分が正確に判別でき，対応す

る事ができた．また示指-中指間でAlpullyの縫合

と皮層移植を併用した．

【症例2】母指-示指に多指・合指状態と示指-中指

間の裂隙を呈するタイプ．同様にデザインし，多

指成分の切除と示指-中指間位置移動を行った．

示指基節骨の偏位に矯正骨切り術を加えた．

【症例3】母指-示指に多指，合指状態と示指-中指

の裂隙，中指一環指の皮膚性合指．欠損した示指末

節へ余剰母指の末節成分の指移行術を併用した．

【結果】3例共に健側手と遜色ない指配列バラン

スを獲得できた．

【考察】多指一合指-裂手症の指配列の異常の手術

治療において，健側手掌の皮層紋理をフイルムに

採取し，遠位，中央，近位手掌皮膚線を再現する

方法は，指の位置関係，指問の深さまた皮膚不足

分を評価するために有用である．年齢に応じた大

きさの掌側紋理をフイルム用紙に予め準備してお

けば，両手罹患例でも応用可能と考えられる．多

指一合指-裂手症のうち骨性合指のある指数減少例

では，指位置異常に対して戦略を立てるは，まだ

困難である．
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GIobaltreatmentofhanddeformitiesin

recessivedystrophicepidermolysis
bullosa

HandSurgeryUnit,MultimedicaHospital,Milan,

Italy

○L.Pegoli,T.Giesen,M.Blini,G.Pajardi

【INTRODUCTION]Thetemepydermolysisbollosa

isusedtodescribeaneterogenousgroupofdeseases,

geneticallytrasmitted,characterizedbycutaneousand

mucosusblisterswhichappearsevenafteralight

trauma・Thl℃emainfbnnscanbedistinguished:simple,

giunctionalanddistrophyc・Thetrasmissionofthis

deseasecanhaveadominantorarecessiveautosomic

pattem・Ofthesetwothelatterhastheworstproglosis.

【MATERIALSANDMETHOD]Fmml993to2001,

inouruniL35hands,inl9patientsallaffectedbythe

recessivefbnn,weretreatedsurgically.Therewerel4

malesand5females.Theaverageagewas9years

(range4to25).Thefbllowuprangefromoneto8years.

【RESULTSIRecurrencesareunavoidableinthis

desease.hourseliestheyoccun℃datanaverageperiod

of42monthsaftersulgely・Weconsideredpoorresults

thoseinwhichl℃currenceocculTedinlessthen2years,

goodthosemwhichocculTedbetween2and4yearsand

excellentthoseinwhichthetimeoflecun･enceexceeded

4years,weobtained5poorresults,14goodandl6

excellent.

【DISCUSSION1Patientsaffectedbyepidermolysis

bollosapresentsincebirthavarietyofproblems

invoIvingallcutaneousandmucoussurfaces.Atthe

momentitdoesn'texistadefinetivetreatmentfOrthis

desease.Preventionandeducationofparentsand

patientshasamainrolemmet1℃atment.Surgelydoesngl

tchangethecourseofthedesease;itsaimistoimprove

qualityoflife，EspeciallycorrectionofthedefOnnities

helpsthepatientstogainabetterautonomy,restoring

graspandpinchfUnctionandtlyingtodelayasmuchas

possiblethechancesofrecuITences・Thesegoalscanbe

reachedonlyifsurgeryisfollowedbytheuseof

dynamicsplintsaswellasastrictrehabiltativeprogram.

【CONCLUSIONSIAnagg!℃ssivesurgicalapproachas
wellasanintraandpostoperativerehabilitationprotocol

allowsagoodfUnctionalimprovementofthehand,a

delayinrecurrencesandabetterqualityoflife.The

sulgicaltechnique,rehabilitationprotocolandl℃sultsal･e

describedanddiscussed.
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発症後10年以卜解渦したRA母指

Radiographicchangesinrheumatoidthumb:A

radiographiclOyearsfOllow-up

l熊本機能病院整形外科，z大阪労災病院整形

外科，3大阪大学整形外科

○原田香苗11政田和洋21安田匡孝21

竹内英二2，橋本英雄3

【目的】RAの母指に対する手術を選択するために

は,関節破壊の自然経過を知ることが重要である．

今回我々は，発症後10年以上経過したRAの母指

の関節破壊について検討したので報告する．

【症例及び方法】母指の手術を行っていない，発

症後10年以上経過したRA107例（男19例，女88

例)，214母指が対象である．最終追跡時の平均

年齢は59.7歳（29～82歳)，平均罹病期間は18.7

年（10～40年）である．これらの症例のIP,MP,

CM各関節について,Larsen分類を行い,Larsen

score(Lscore)を計算した．また，破壊の程度

によりA群（関節破壊のないもの),B群（関節

破壊が関節面の25％まで),C群（関節面25~

50％の破壊),D群（関節面50%以上の破壊）の

4群に分類し，各関節の破壊の相関関係を検討し

た．

【結果】各関節のLscoreの平均はIPが2.2,MPが

2.7,CMが2.7であった．関節の破壊については

IP(A群45.8%,B群27.6%,C群12.1%,D群

14.5%),MP(A群24.3%,B群37.9%,C群

13.1%,D群24.8%),CM(A群15.4%,B群

37.9%,C群22.4%,D群24.3%)であり，近位

の関節ほど破壊の程度が高い傾向にあった．CM

の亜脱臼は78母指に認められ,CM亜脱臼群にお

けるCMのLscoreは3.0,関節破壊はA群6.4%,

B群38.5%,C群24.4%,D群30.8%であった．

CM亜脱臼群におけるMPのLscoreは2.4であり，

非亜脱臼群では2.9であった.MP関節のA,B,C,

D各群におけるCM亜脱臼出現率は，それぞれ

50％，45.7％，17.9％，18.9％であり,MPの破壊

力濯度の母指にCM亜脱臼の頻度が高かった．

【考察】今回の研究の結果以下のことが判明した．

1)RA母指は近位関節ほど関節破壊の頻度，程度

ともに高い.2)MPの破壊が軽度の母指にCMの

亜脱臼が合併しやすい．
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RA母指のTMC関節に対するThompson法
ReconstructionfOrTMCjointofthepatientswith

reumatoidarthritis

l大阪大学整形外科，2大阪労災病院整形外科

○橋本英雄1，政田和洋2，安田匡孝2，

竹内英 二2

【目的】RA母指TMC関節に対する人工関節以外

の形成術は報告が少ない．今回，我々が行ってい

るThompson法の成績を報告すると共に,RA母指

に対する治療方針を考察する．

【対象と方法】RA患者10人,11母指が対象で術

後平均経過観察期間は18.1ヶ月である．評価項目

は瘻痛,ROM,握力，ピンチカを術前と最終経

過観察時で比較した．

【手術手技】Thompsonの報告(InstrCourseLect

l989）に準ずる．大菱形骨を全切除した後,APL

複数腱のうち1本を停止部より近位7cmで切離反

転する．第1中手骨基部のAPL停止部近傍より

TMC関節面を通り第2中手骨僥背側基部に向かう

骨孔を開け，切離した腱を通しECRLに

interlacingsutureする．術後は母指外転対立位で3

週間の外固定を行う．

【結果】術後は全例で瘻痛の軽減を認めた．ROM

は掌側外転（術前29.4.,術後43.6｡），僥側外転

(術前17.7.,術後34.1。）ともに有意に改善した．

握力とピンチカに有意な改善はなかったが，除痛

効果，可動域改善が大きく患者の満足度は高かっ

た．

【考察と結論】RA母指の変形はMCP関節起因の

ポタンホール変形とTMC関節起因のスワンネッ

ク変形が主である．前者のMCP関節に対して軟

部組織のみの修復術は変形の再発率が高く

(TerronoJHS1990),シリコンインプラントも尺

側不安定性が問題となるので固定術が必要になる

ことが多い．従って隣接のTMC関節には母指全

体の機能を考えて可動域を温存できる手術が必要

となる．Thompson法は可動域と痙痛の改善が著

明でRA母指のTMC関節再建に有効な方法であ

った．
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慢性関節リウマチに合併した屈筋腱自然

断裂例に対する手術成績

Resultsofthereconstructionforspontaneous

nexortendonrapmrewithrheumatoidarthritis

'北海道勤医協中央病院整形外科，2北海道勤医

協苫小牧病院整形外科

○堺慎11佐野和史ll高畑直司21

柴田定2，畑中渉2

【目的】慢性関節リウマチ例において手関節病変

に伴って伸筋腱の自然断裂を合併する事はしばし

ばである．また屈筋腱の自然断裂もまれならずあ

るが腱移植術など比較的煩雑な手術の対象となる

例はそう多くはない．今回はtwostagetenoplasty

まで行った例も含め屈筋健の再建術を施行した症

例の検討を行ったので報告する．

【方法】対象は7例7手であり，全例女性で手術時

年齢は44歳から74歳，平均58.7歳．手術直前の

CRPは0.4から4.0,平均2.1であり，リウマチ外

来通院加療期間中に屈筋腱の断裂を生じている．

断裂腱は長母指屈筋腱が5例，中指屈筋腱(FDP)

が2例である．慢性関節リウマチと診断されてか

らの治療歴は最短6年から25年，平均14年．腱

断裂を生じるきっかけとなった動作をおぼえてい

るものが5例，不明瞭なもの2例である．発症か

ら手術までの期間は最短3日から最長3年で，そ

の他の例は2週から2ヶ月の間であった．手部に

事前に手術歴を持つ症例はなかった．長母指屈筋

腱断裂例は手根管部で，中指屈筋腱断裂例はno

man'sland内での断裂であった．手術は長母指屈

筋腱断裂5例の内4例はlonggraftを，陳旧例の1

例については環指FDSの腱移行術を行った．中

指屈筋腱断裂のl例はshortgraftを，他1例につい

ては人工腱を用いたtwostagetenoplastyを行った．

また腱の手術時に同時に隣接指の関節固定術を行

ったものが1例ある．術後経過観察期間は1年か

ら9年，平均で7年であった．

【成績】調査時のTAM(totalarcofmotion)は

15．から150｡,平均78.3.であり，健側比では

9.1%から120%で平均48.1%であった．

【結論】手関節の可動域制限を伴う例が多いので

術後療法に工夫を要する．またリウマチのコント

ロールが良好で手指の機能が保たれていれば二次

的機能再建も試みて良い．
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慢性関節リウマチによる手指伸筋腱断裂

一総指伸筋腱4本（示・中・環・小指伸筋

腱）断裂例の治療について－

Reconstructionofrupturedextensortendonsinthe

rheumatoidhands

I慶應義塾大学整形外科，2いしく、ろ整形外科，

』川崎市立川崎病院整形外科，』駒沢病院整形

外科

○池上博泰1，高山真一郎'，石黒隆2，

堀内行雄，市川 亨』

【目的】慢性関節リウマチ（以下RA)の手指伸筋

腱断裂のうち，特に治療に難渋する示・中・環・

小指の総指伸筋腱がすべて断裂している例につい

て検討した．

【症例および方法】術中に示指から小指までの総

指伸筋腱がすべて断裂しているのを確認できた

RA9症例(3例では固有示指伸筋腱(EIP)は残存）

を対象とした．手術時年齢は31から72歳（平均

49歳)，術後経過観察期間は1から15年（平均4.5

年）であった．手術は，示指から小指までの断裂

した腱の末梢断端を1本化し,EIPが残っていた3

例ではEIPと端側縫合し，残っていない6例では

長掌筋腱を採取して総指伸筋腱との間に腱移植を

行った．後療法は，残存していたEIPを力源とし

た3例ではテーピングをして縫合部の減張位を保

持し術直後から自動運動を行わせる減張位早期運

動を用いた．腱移植を行った6例は，術後外固定

を行った．治療成績は，手術に対する患者の満足

度と手指の自動運動可動域によって検討した．

【結果】術前の障害が高度であったため，患者の

満足度は全例で高かった．EIPを力源とした3例

では，減張位早期運動を行うことでMP関節の屈

曲制限を生じることなく手指の伸展が得られた．

腱移植をした6例の手指関節の自動運動可動域

は，症例によってばらつきが大きかった．このう

ち，手関節の掌背屈可動域が50度以上で示指の

伸筋腱断裂から手術までの期間が3週以内の3例

では，術後の手指の屈曲伸展は良好で関節可動域

制限はほとんどなかった．

【考察】手術では,1.断裂した腱の中枢・末梢と

も十分牽引して拘縮や短縮，腱周囲の癒着を除去

する，2．1本化した伸筋腱を牽引した際に示指

から小指のMP関節伸展角度が同じになるように

縫合する，3．伸筋支帯を，再建した伸筋腱の滑

走床として利用する，などの注意点が良好な成績

を得るために重要である．
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腱交叉部での弾擢現象に対する浅指屈筋

腱部分切除術

Partialresectionoftheflexordigitorum

superficialistendonfOrtriggeringatthechiasma

tendinum

!ゆあさ整形外科クリニック，2済生会山形済生病

院整形外科

○湯浅勝則!，清重佳郎ユ

【はじめに】ばね指に対する腱鞘切開術後も腱交

叉部に弾溌現象が残り，その後の治療に難渋する

症例がまれにある．われわれはこのような症例に

対して，浅指屈筋(FDS)腱部分切除術を行って

きたので報告する．

【対象】1992年から2001年までに本法を行った症

例は，5例6指（男性2例3指，女性3例3指)，手

術時年齢は49歳から69歳，平均57歳であった．

患指は示指1,中指4,環指1であった．

【手術方法】局所麻酔下にまずA1プーリーの腱鞘

切開が確実に行われているかどうかを確認する．

次いでA2プーリーの遠位部でFDS腱の片側の

slipを切離し,A2プーリー近位部へ引き抜き斜め

に切除する．腱交叉部での弾擢現象が消失したこ

とを確認後閉創する．術後は外固定をせず早期自

動運動を許可した．

【結果】全例において，術後，弾擢現象は消失し

た．指の可動域制限も残らなかった．

【考察】FDS腱交叉部での弾溌現象は,Alプーリ

ーでの狭窄性腱鞘炎が遠位に波及し，浅および深

指屈筋(FDP)腱の変性肥大が生じたためと考え

られる．従って治療法としては，相対的に狭小化

した腱交叉部を広げなければならない．

HoushangはFDPのreductiontenoplastyをすすめて

いるが，手技的に難しい．われわれはFDS腱の

片側のslipを切除する方法を行い満足すべき結果

が得られた．

【結語】腱交叉部での弾溌現象に対するFDS腱部

分切除術は有効な手術法である．
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術後の屈筋腱狭窄性腱鞘炎に影響する因

子についての検討

Analysisoftheriskfactorsconcerningthe

stenosingtenosynovitisofpostopration

東京手の外科・スポーツ医学研究所

○阿部幸一郎，山口利仁

【目的】術後のハンドセラピイ（以下セラピイ）

経過中について発症した屈筋腱狭窄性腱鞘炎に影

響する因子について調査し検討したのでここに報

告する．

【対象と方法】対象は平成13年1月から7月の半

年間にセラピィを施行し，その経過中に屈筋腱狭

窄性腱鞘炎を呈した症例13名20指とした．対象

年齢は32歳から68歳（平均50歳)，男性12例19

指，女性1例1指．診断はDupuytren拘縮2例2指，

挫滅切断4例8指，不全切断2例3指，完全切断1

例1指，圧挫滅1例1指，切創1例2指，靱帯損傷

l例l指，骨折・伸筋腱断裂1例2指であった．

方法は杉本らの強直母指の分類を参考にした屈筋

腱狭窄性腱鞘炎の分類，痛み，関節の拘縮部位，

腱癒着の有無，両側手指A1pulleyでの腱腫瘤の

有無，受傷前の腱鞘炎の既往，職業について調査

した．

【結果】屈筋腱狭窄性腱鞘炎の病期分類は,grade

lで3例5指,grade2で8例8指,grade3で4例4

指,grade4では認めず,grade5で3例3指,3指

ともdistaltypeであった．痛みは5例7指にAl

pulleyに圧痛ないし運動痛を認めた．関節拘縮は
全例ともMP関節には拘縮を認めず,PIP･DIP

関節の単独か両関節の拘縮を認めた．腱癒着は伸

筋腱で3例6指に認めた.A1pulleyでの腱腫瘤は，

両側ともに同部位に認めたものが13例中11例で

あった．腱鞘炎の既往は全例とも無かった．職業

は13例中11例が手を頻繁に使用する仕事に従事

しており，残り3例はdeskwork従事者，内1例は

ゴルフ愛好家であった．

【考察】術後に屈筋腱狭窄性腱鞘炎を発症させる

危険因子として,手を頻繁に使用する職業従事者，

術側と対側指の腱腫瘤,IP関節限定の関節拘縮な

どが示唆された．このような症例にはA1pulley

への摩擦的ストレスを回避した運動指導，腱鞘内

注射などの検討が必要と考えられる．
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弾擢指に対する鏡視下腱鞘切開術の手術
法と術後成績

Operativeprocedureandclinicalresultsof

endoscopictriggerfingerrelease

l平塚共済病院整形外科，z横浜市立大学整形

外科

○中小路真!，坂野裕昭1，安竹重幸'，

本田淳2，腰野富久2

【目的】弾掻指に対する小切開による腱鞘切開術

は多くの施設にて行われているが，鏡視下での腱

鞘切開の報告は少ない．われわれは仲尾らの報告

に準じ鏡視下腱鞘切開術を行ったのでその術式と

術後成績を報告する．

【対象と方法】対象は鏡視下腱鞘切開術を行った

弾掻指症例17例20手．年齢は平均58.6歳，性別

は男15例，女2例．両側罹患例は8例，片側9例

であった．合併症は糖尿病6例．経過観察期間は

平均3カ月であった．術前にPIP関節に屈曲拘縮

のない症例を適応とした．手術は局所麻酔にて行

った．上腕部で空気止血帯を用い駆血し，近位掌

側指皮線とその近位3cmの2ケ所に約4mmの皮

切を加えた．モスキートにて腱鞘上で皮下を剥離

し，スリットを作成したスリーブを皮下に貫通さ

せた．鏡視下にスリットを介してラスプを用いて

腱鞘滑膜を除去し,TMJミニスコープ30.斜視鏡

を用いて腱鞘を鏡視した．母指と小指はone

portal法にて剪刀を用いて，腱鞘切開を行った．
2-4指はtwoportal法で行い，フックナイフと剪刀
を用いて行った．術後は圧迫止血後，包帯固定と

した．これら症例に対し手術時間，包交期間さら

に,術後成績として弾発現象の消失,痒痛の改善，

手術綴痕の痙痛および合併症を調査した．

【結果】平均手術時間は17.3分，術創治癒期間は

平均5日目に包交処置は終了した．全例に弾発現

象は消失した．弾発現象は消失したが瘻痛が残存

した1例は，ステロイド局注にて症状消失した．

全例とも手術創の嬢痕形成や痙痛はなく感染や神

経，血管，腱損傷などの合併症はなかった．腱鞘

滑膜や,皮下脂肪が視野を障害する場合があった．

【結論】自作の機器にて鏡視下の腱鞘切開術を行

い良好な結果が得られた．より短時間で安全に手

術を進めるために快適な視野の確保が今後の課題

となった．
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成人ばね指に対するステロイド腱鞘内注
入法一トリアムシノロンとベタメサゾン
の比較一

IntrasynovialsteroidiIUectionfOrtriggerfingers
inadults-TriamcinolonevsBetamethazone-

日本医科大学整形外科

○澤泉卓哉，青木孝文，南野光彦，
六郷知行，伊藤博元

【目的】ばね指の保存的治療として近年トリアム

シノロンの腱鞘内注入の報告が散見される．今回

我々はその有用性を検討するために，ベタメタゾ

ンとの治療成績の比較検討を行ったので報告す
る．

【対象と方法】1994年7月から2001年6月までの7

年間にステロイドの腱鞘内注入を行い，今回調査

可能であった122例135指（平均年齢52歳，男性

31例，女性91例）を対象とした．そのうちトリ

アムシノロンを使用したのは62例69指，ベタメ

タゾンを使用したのは60例66指であった．注入

法は，同力価となるようにトリアムシノロンは

10mg,ベタサタゾンは2mgとし,1%リドカイ

ンlmlとの混注とした．投与は原則的に2週間隔

で3回までとし，効果が認められた時点で終了し

た．また注入はすべてひとりの験者が同一手技で

行い，無作為にトリアムシノロンかベタメタゾン

を使用した.治療成績は内田らの評価法に従った．

【結果】トリアムシノロン使用例はexcellent45指，
goodl9指,fairS指であった．ベタメタゾン使用

例はexcellentl9指,good32指,fairl3指,poor2
指で，再発例は各々11指,19指で，再度注入し

た．手術施行例はトリアムシノロン使用例1例，
ベタメタゾン使用例6例であった．

【考察】トリアムシノロンはベタメサゾンに比べ，
生体内での組織吸収も遅いため，抗炎症作用が同

部位で長時間持続すると考えられ，ばね指などの

慢性炎症に対してもより有効なステロイドである

といえる．しかし逆に皮膚炎など局所の副作用の

惹起に留意すべきである．また自験例では両ステ

ロイド使用例とも有効率は従来の報告に優ってい

たが，本疾患のステロイド治療では確実な腱鞘内

への注入を心掛けることも成績向上に重要である

と思われた．

－Sl38－
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TRIGGERWRISTの3例

Triggerwrist;Reportofthreecases

'加古川市民病院，2やました整形外科，，市立芦屋
市民病院

○北澤久也ll山下仁司21大野博史，

【目的】Triggerw面stは，手関節や手指の運動によ

り手関節部で弾発現象を生じる比較的まれな疾患

であり，手関節の運動で生じる例，手指の運動で

生じる例，両方の運動で生じる例がある．我々 は，

手指の運動により生じたTriggerwristを3例経験
したので報告する．

【症例】症例1．68歳女性；1996年6月頃から左

母指～環指のしびれが出現，徐々に手指の運動で

弾発現象をきたす．手根管内へのステロイド注射

を行うも効果なく4カ月後に手術を施行．屈筋腱

周囲の滑膜増生が著明で，一部nodularmass様．

病理学的には，非特異的腱鞘滑膜炎であった．症

例2．65歳女性；1998頃より右手正中神経領域の

しびれ感を自覚.1年後より示中指の運動による

弾発現象が出現し，2000年4月に手術を施行．示

中指の腱鞘滑膜が腫瘤を形成し，横手根靱帯との

間で弾発現象を生じていた．非特異的腱鞘滑膜炎

であった．症例3．77歳女性；草むしり後より右

手関節部の痙痛と小指の屈曲障害出現，4日後の

初診時に環小指の運動により弾発現象を伴ってい

た．3ヶ月後の手術時，小指FDPの断裂を認め，

断裂部の増生した腱鞘滑膜が環指屈筋腱と癒着

し，弾発現象を生じていた．

【考察】手指の運動で弾発現象を生じるTrigger
wristの報告は，過去に35例あり，原因としては，

腫瘍性病変14例，腱鞘滑膜炎16例，筋腱の破格

3例，腱部分断裂1例，化膿性腱鞘炎1例であり，
27例に手根管症候群の合併を認めた．我々の例

も含めて，腱鞘滑膜炎により生じる例は，中高齢

の女性に多い．手根管症候群を合併している場合

は，早い時期に手術を考慮すべきである．

【まとめ】Triggerwristの3例について報告した．

手根管開放術と滑膜切除術が有効であった．
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小児弾発母指の保存療法の成績について

Conservativetreatmentfortriggerthumbin

children

'北海道勤医協苫小牧病院整形外科，z奈良県立

医科大学整形外科，＄奈良マイクロサージヤリ

ー・手の外科研究所

○畑中渉!，柴田定!，矢島弘肘，

玉井進ヨ

【はじめに】小児弾発母指に対する治療法として，

装具療法を主体とした保存療法と，腱鞘切開術に

よる手術療法とが報告されている．装具療法の有

効性と限界について，手術療法と比較・検討した

ので報告する．

【症例】1984年7月から2000年10月までに奈良医

大整形外科において装具療法による治療を行った

弾発母指は，男児15例，女児20例の計35例39指

(右側21指，左側18指，両側4例を含む）である．

発症時年齢は不明例4例を除き，生下時～4歳，

平均1歳5カ月．初診時年齢は3カ月～6歳3カ月，

平均2歳7カ月．杉本らの分類による内訳は，

activesnappingtypeが2指,passivesnappingtypeが

18指,rigidtypeが19指であった．装具は，母指
指節間関節を可及的に伸展位で保持するもので，

出来る限り一日中装着するように指導したが，無

理なら睡眠時のみとした．装具療法施行39指のう

ち,fbllow不明の3指を除く36指に診察ないし電

話アンケートにより経過を観察した．経過観察期

間は2カ月～16年2カ月，平均5年6カ月である．

調査時，運動制限が無く，弾発現象が消失したも

のを治癒とし，杉本らの分類でactivesnappingtype

以上にgradeが下がったものを改善とした．

【結果】治癒18指，改善15指，不変3指であった．

治癒と改善を合わせた有効率は92％であった．

装具装着期間は1カ月～1lカ月，平均4.4カ月で，

装具による接触性皮膚炎が2例にみられ，1例は

装具療法を中止し経過観察とした．

【考察】装具療法続行不能例や無効なものに対し

ては手術療法の検討としているが，入院手術時の

患者家族への負担や総医療費においてコストパフ

ォーマンスが優れることから，保存的治療が手術

療法を選択する前に施行されるべきである．治療

期間が長期になることや装具の装着方法を両親に

対して良く説明することが必要である．
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小児ばれ指の治療法に関する検討

Clinicalstudyoftherapyofthetriggerfingerin
children

'埼玉社会保険病院整形外科，ユ慶應義塾大学

整形外科，3大田原赤十字病院整形外科

○石井聖佳1，仲尾保志2，谷野善彦2，

高山真一郎2，松村崇史』

【目的】小児ばれ指は，夜間伸展位保持装具など

による保存療法で良好な経過をたどるが，年長児

になっても改善しない症例には，手術の適応に迷

うことも少なくない．今回われわれは，小児ばれ

指における保存療法の有効性と手術適応について

検討した．

【対象および方法】過去5年間に治療した小児ば

れ指は20名29指で（男3，女17)，母指27,中指

1，環指1であった．初診時年齢は，54歳で受診

した例を除くと6カ月～9歳8カ月（平均2歳7カ

月）で,activesnapping型は4指,passivesnapping

型は13指,rigid型は12指であった.1例を除き，
全例にアルフェンスシーネを夜間装用する保存療

法を行い,1カ月毎に経過観察した．

【結果】保存療法の結果は，ばね現象の消失14指，

改善12指，不変2指であった．手術に至らず治癒

した症例は,activesnapping型4指中4指,passive

snapping型13指中11指,rigid型12指中7指で，
要した期間は2カ月～2年（平均1年4カ月）であ

った．一方，手術を要した7症例の手術年齢は，

4，4，5，5，7，8，54歳で，2年間の保存療法を

行った6例のうち，著変しなかった例は2指，軽

快したもののばね現象が残存した例は4指であっ

た．手術所見では，5指は屈筋腱の腫瘤状の肥大，

2指にobliquepulleyの肥厚を認め，それぞれAl

pUlley,obliquepulleyの切開を施行した．

【考察】小児ばれ指は，夜間伸展位保持の保存療

法が有効であった．一方，屈筋腱の腫瘤状肥大の

残存やobliquepulleyの肥厚が原因で，ばね現象が
長期に改善しない症例もあり，年長児でも症状を

有する症例には,QOLを考慮して手術療法を考

慮すべきと思われた．

－Sl39－
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非定型抗酸菌感染による腱鞘滑膜炎の治
療

Atypicalmycobacteriuminfectionoftheupper
extremity

高知医科大学整形外科

○野口政隆，谷脇祥通，居相浩之，
道中泰典，山本博司

【目的】手における非定型抗酸菌による感染は‘|曼

性の経過をたどり，診断・治療に難渋することが

多い．今回当院において，臨床症状と組織像から

本症と診断した10例の治療成績について，検討
を加え報告する．

【症例】症例の内訳は男性5例，女性5例の計10

例である．初診時年齢は平均65歳であり，発症

から当科初診までの期間は平均8カ月であった．

初診時に血液検査で著明な炎症所見を認めたもの

はなく，レントゲン写真で骨変化を認めたのは1

例のみであった．治療は全例に対して，診断と治

療を兼ねた病巣廓清術を行った．

【結果】全例病態は腱鞘滑膜炎を呈し,1例は関

節内に病変がおよび骨髄炎を併発していた．病理

組織像では著明な炎症細胞浸潤と，リンパ球・類

上皮細胞・多核巨細胞からなる類上皮肉芽腫を認

め，非定型抗酸菌による感染を支持するものであ

った．一般細菌培養は全例陰性であったが，抗酸

菌培養,PCR法などにて起炎菌が同定されたのは

5例であり,Mycobacteriummarinumが4例，

intracellulareがl例であった．術後はINH,REF,

EBなどを中心とした化学療法を平均約6カ月間

施行したが，3例では再発や感染が消退しないた

めに，複数回の病巣廓清術を必要とし，この内の

1例では持続洗浄を行った．

【考察および結論】本症は患者の職業などとの関

連が深いとされ，我々の症例でも全例が漁業，農
業関係者であった．また明らかな誘因をもつもの

が5例あり，診断に際しては詳しい病歴の聴取が

必要である．診断確定には菌の同定が必要である

が,PCR法によっても同定できない場合もあるた

め，病理組織所見から本症が疑われた場合は，術

後早期から長期にわたる化学療法が必要と思われ

る．また難治例に対しては，病巣廓清に加えて持

続洗浄が有効な治療法と思われた．
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小外傷による手部感染症の手術例検討

Treatmentforinfectionofthehandbylesser
●●●

1IUurles

!東邦大学整形外科，2大森赤十字病院整形外科

○関口昌之!，寺嶋博史!，馬目晃匡11
金井ゆりか2，勝呂徹！

【目的】手指の刺創や咬傷は創が小さく，安易に

加療されやすいが，化膿性腱鞘炎や骨髄炎などへ

進行し，重大な手の機能障害を引き起こすことが

ある．今回我々は過去5年間に手術を施行した手

部感染性疾患の治療成績等につき若干の検討を加

え報告する．

【対象および方法】対象は化膿性腱鞘炎13例，化

膿性骨髄炎および関節炎6例で，年齢は28～73

歳であった．受傷原因は鰊や魚骨などの刺創が9

例，人や動物の咬傷が10例であった．

【結果】起因菌は黄色ブドウ球菌が多く，他に

MRSA,γ連鎖球菌などが同定された．化膿性腱

鞘炎は全例Kanavelの4徴を認め，病期はLoudon

分類で,stage2が5例,stage3,4は各4例であっ

た．全例滑膜切除術を行い，5例に閉鎖性持続洗

浄療法を施行した．2例に腱剥離術を追加し，糖

尿病の1例は感染が鎮静化せず，末節部での切断

術を余儀なくされた．臨床成績はFlynnの機能評

価法でgood5例,fairおよびpoorが各4例であっ
た．化膿性骨髄炎および関節炎は全例受傷後当院

受診まで2週間以上を要していた．腐骨切除，病

巣郭清を行い，3例に閉鎖性持続洗浄療法を施行

した．基礎疾患は2例が糖尿病，1例がCPであり，

糖尿病の2例は術後も炎症が再燃し，1例は第5

指列の切断術を余儀なくされた．抗生剤は全例に

投与されていたが，セフェム系抗生剤単独投与例

が多く，他に合成ペニシリン，ニューキノロン系
などであった．

【考察】化膿性腱鞘炎，骨髄炎および関節炎の診

断後は積極的に観血的治療を行う必要があり，ま

た糖尿病合併例では血糖値の改善は治療上必須と

考えられた．使用抗生剤はセフェム系単独投与は

有効ではなく，特に嫌気性菌が常在菌の犬猫の咬

創には合成ペニシリンとテトラサイクリン系，マ

クロライド系抗生剤の併用が望ましいと考えられ
た．

－s140-
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Dupuytren拘縮手術症例の長期成績
SurgicalresultsofDupuytren'scontracture-A

long-termfOllow-upstudy-

'慶應義塾大学整形外科，2駒沢病院

○高尾努!，池上博泰11市川亨21

高山真一郎11吉田宏樹！

【目的】Dupuytren拘縮の手術成績に関する報告は

多いが，本疾患は拘縮の再発・伸展などがしばし

ば生じ，その評価には長期間の経過観察が必要と

考えられる．今回手術例の長期成績を調査し，再

発や成績不良の危険因子について検討したので報

告する．

【症例および方法】1978年から1993年まで

Dupuytren拘縮で手術を行った症例は62例で，うち
手術後8年以上経過観察しえた21（男20,女1）例，

27（右15,左12）手を対象とした．6例は両側例

であった．手術時年齢は50～80歳（平均64歳)，

術後観察期間は8年2カ月～20年5カ月（平均13

年8カ月）であった．手術は原則として,limited

fasciectomyを行い，症例により,Z形成,Y-V形成
等を用いた.治療成績はTubianaの評価基準を用い，

年齢，術前のstage,罹患部位，糖尿病の合併の有

無，閉創方法などとの関係について検討した．

【結果】Tubianaの評価基準で優7,良7,可5,不

可8手であった．手術時の平均年齢は優58,良66,

可63，不可68歳で比較的若年例の結果が優れて

いた．術前のstage分類は,Meyerding分類の

Einarsson変法では0度3,I度6,Ⅱ度8,Ⅲ度10

手で，0度では優2，良1手だったのに対し,III

度では優1，良3，可3，不可3手で，術前拘縮の

軽度な例の成績が良好だった．小指罹患例は22

手であったが成績に差はなかった．両側例は10

例15手に手術を行ったが，不可7手で成績が劣っ

ていた．閉創方法，糖尿病合併の有無と成績との

相関は見られなかった．また10例では術後他の

指の拘縮が新たに出現した．

【考察】今回の症例では手術時の年齢，術前の拘

縮進行度が術後長期成績に影響する危険因子とな

り得た．短期成績では全例可以上であったが，成

績不良例では術後1-3年で再発・伸展が生じ，最

終調査時には8例が不可となっており，長期の経

過観察が必要であると考えられた．

2-3-34

当科におけるDupuytren拘縮手術例の検
討

ClinicalstudyontreatmentforDupuyten's
contracture

'千葉大学整形外科，2千葉市立病院整形外科，

』安房医師会病院整形外科

○阿部圭宏11六角智之21大渕聡已21

徳永進3，廣田延大！

【目的】当院および関連施設にて手術を行った

Dupuytren拘縮症例の術後経過を調査し，その問
題点について検討したので報告する．

【対象と方法】1991年1月から2001年12月までに，

当院および関連施設にて手術を施行した38例42

手を対象とした．男性36例40手,女性2例2手で，

手術時年齢は平均52歳であった．術前の拘縮程

度はMeyerdingの分類で0度4手,1度20手,2度
14手,3度12手,4度0手であった．手術は全例

部分腱膜切除術を行い，創は一次的に閉鎖，植皮

や開放療法は行わなかった．手術成績は，手全体

としてはTubiana判定基準をもちいて評価した．

また石川らの方法に準じて，罹患指の各関節ごと

の拘縮改善度を算定し評価した．術後合併症に関

しては，再発と，他指への進展について諸家の報

告と比較，検討した．

【結果】Tubiana判定基準ではverygoodl8手，

good26手,fair8手,poorO手であった．

Meyerdingの分類との関係では,2度以下の軽症

例のほうがverygood,goodが多い傾向がみられ

たが，臨床上問題となるfairの成績は1度の症例

にも存在していた．拘縮改善率は，環指，小指の

PIP関節，特に小指PIP関節罹患例が,25.1%と

不良であった．術後の再発は4例，進展は4例で

あり，発生率は全体の20％であった．

【考察】小指PIP関節罹患例で，手術成績が劣る

傾向がみられた．再発，進展に関しては欧米諸家

の報告とにくらべ低い値であったが，本邦の報告

とはほぼ同様の値であった．再発，進展は，両手

罹患例，僥側指罹患例と罹病期間の長い例に多か

った．
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Dupuytren拘縮の手術に伴う合併症の検
討

Complicationsofthesurgicaltreatmentof

Dupuytrencontracture

!東京慈恵会医科大学形成外科，2東京厚生年金

病院形成外科

○内田満!，栗原邦弘!，増沢源造ユ

【目的】Dupuytren拘縮に対する手術では，術中・

術後に種々の合併症が生じ得る．今回我々は合併

症を発生時期により分類し，その発生頻度を調査

し，治療成績に対する影響を検討した．

【方法】1998年までの30年間に当科で手術を行な

った103例のDupuytren拘縮症例のうち，手術記

録と術後1年6カ月以上の経過観察により，術

中・術後の合併症の有無を確認できた76例89手

を対象とした.皮膚切開はSkoogに準じて行ない，
腱膜の切除は手掌ではlimited,指ではtotalに近い

fasciectomyを行なうことを原則とした．合併症は

術中・術後早期・術後晩期に分けて調査した．

【結果】Tubianaの基準による術後評価は，優30

手，良37手，可16手，不可6手であった．術中

合併症：神経損傷は4手に生じ，2手は完全断裂

で神経縫合を行ない，評価は可と不可．2手は知

覚鈍麻が回復し，評価は良．動脈損傷は2手に生

じ，1手は動脈吻合を行ない，評価はともに可．

術後早期合併症：血腫形成は3手に認め，評価は

優2手，可1手．皮層壊死は6手に認め，評価は

優2手，良l手，可2手，不可1手.painsyndrome
は8手に認め，2手は重症でRSD様の症状を呈し，

評価は不可．他は良3手，可3手．術後晩期合併

症：再発は4手に認め，再手術を行なった2手の

評価は優と良，他は可と不可．病変の非手術部位

への拡大は12手に認め，評価は優5手，良3手，
可4手．

【結論】Dupuytren拘縮の手術に伴う合併症の中で，

神経断裂，動脈断裂,painsyndromeは治療成績に

対する影響が大きいと考えられた．非手術部位へ

の病変の拡大は，術後評価への関与が比較的少な

かった．過大な手術侵襲を避けることの重要性が

示唆された．

2-3-36

糖尿病に伴う手指関節拘縮の病態につい
て

Thepathogenesisoflimitedjointmobilityin
diabeticcondition

'東京都済生会中央病院整形外科，’慶應義塾大

学整形外科

○亀山真11森澤妥11仲尾保志21

池上博泰2，高田直樹2

【目的】近年，糖尿病に手指関節拘縮(limited

jointmobility,以下LJM)を伴いやすいことが指

摘されているが，その病態は不明である．我々は

糖尿病患者のLJMを有する症例について，その

病態を検討したので報告する．

【対象および方法】1999年7月以降，当院で外傷，

感染を除く上肢の疾患で加療した糖尿病患者は

158例である．このうちLJMを認めた42例55指

(男24例，女18例）を対象とした．年齢は40歳

～83歳（平均65.0歳)，糖尿病の推定罹病期間は

3年～50年（平均18.4年),LJMの診断はtable

sign,またはprayer'ssignにより行なった．弾発

現象,A1pulleyの圧痛，あるいは手指の他動伸

展で痙痛を認めるものは腱鞘炎の存在を考え，ト

リアムシノロンの腱鞘内注入10mgを2週ごとに
最高3回まで行なった．治療前と治療後2週での

指関節のTAM(Totalactivemotion)より改善度

を検討した．以前にステロイド注入を3回行なっ

ていたもの,HbA,cが10以上で血糖コントロール
不良例には手術を行なった．糖尿病性網膜症の有

無についても検討した．

【結果】腱鞘炎の症例は31例で，27例37指にト

リアムシノロン腱鞘内注入を行なった．注入後2

週で，36指にTAMの改善を認め,15指で指の伸

展不足角0度，指尖手掌間距離Ommとなった．

Dupuytren拘縮は12例だが，素状物が拘縮の原因

であったものは5例であった．糖尿病性網膜症は

18例で，いずれも腱鞘炎の症例であった．

【考察】Ismailら(1996)は,LJMのある糖尿病症

例の手指に超音波検査を行ない，全例にA1pulley
の有意な肥厚を確認している．今回LJMと診断し

た症例の多くに腱鞘炎の症状がみられ，トリアム

シノロンの腱鞘内注入を行なった例では，可動域

の極めて良好な改善を示した．このことより

Dupuytren拘縮を除くLJMの症例では，腱鞘炎が

病態に深く関与している可能性が考えられた．
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陳旧性VoIkmann拘縮の治療体系に対する

考察

TreatmentofestablishedVolkmann'scontracmre

広島大学整形外科

○今田英明，生田

市川誠，砂川

義和，石田治，

融

【目的】津下の重症度分類の中等症，重症に属す

る陳旧性Volkmann拘縮例に対する機能再建術と

して，筋解離術を選択すべきか遊離筋肉移植術を

選択すべきかは判断に迷うところである．私たち

は第43,44回本会にて筋解離術，遊離筋肉移植

術の治療成績について発表してきたが，今回それ

ぞれの術式の適応について考察し，治療体系に関

して報告する．

【対象】1975年から2000年までの26年間に当科

にて経験したVolkmann拘縮40例のうち筋解離

術，遊離筋肉移植術のどちらか，もしくはその両

方をおこなったものは27例であり，このうち1年

以上の経過観察が可能でかつ直接検診しえた14

例（筋解離術のみ8例，遊離筋肉移植術のみ3例，

筋解離術十遊離筋肉移植術3例）を対象とした．

発症時年齢は2歳から46歳であり，1例を除き全

て'3歳以下の発症であった．

【結果】筋解離術を行った症例のうち，術前，手関

節の屈曲拘縮，前腕の回内位拘縮がなく，握力が

保たれている例では成績は良好であり，追加手術

として遊離筋肉移植は必要ではなかった．遊離筋

肉移植術を行った症例では，術後，握力が獲得さ

れ患肢を日常生活でよく使用しており，一度獲得

された機能は成長に伴い失われることはなかった．

【結論】今回の調査の結果，術前の手関節の屈曲

拘縮，前腕の回内位拘縮ならびに握力の有無は，

術式の選択にあたり重要な参考所見となることが

判明した．手関節の屈曲拘縮があり，握力のない

成人例では遊離筋肉移植術でしか機能再建は望め

ない．一方で，年少例では遊離筋肉移植術に先行

して行われた筋解離術によって手指屈曲拘縮が改

善されたことが最終成績を向上させたと考えられ

る症例もあることから，成長期の症例に対しては

まず筋解離術を積極的に行い，成績不良例に対し

て嬢痕切除と遊離筋肉移植術を行うべきであろう

と考えている．

2-3-38

前腕骨骨幹部骨折に対するminimally

invasiveplateosteosynthesis

MinimallymvasiveplateosteosynthesisfOrfOreann
fracmres

済生会神奈川県病院整形外科

○山中一良，佐々木孝，西脇正夫

【目的】われわれの行っている新鮮前腕骨骨幹部

骨折に対するminimallyinvasiveplateosteosynthesis

(以下MIPO)の手術手技を紹介し，その手術成

績について報告する．

【手術手技】骨折部の遠位および近位に1.5cmほ

どの縦切開をおこない，骨膜上を鈍的に剥離した

後，整復をしつつ，前腕のカーブに合わせたプレ

ートを遠位から挿入し，スクリューにより固定す

る．術後1，2週間程度で可動域訓練を開始する．

【対象と方法】1999年以後7例の前腕骨骨幹部骨

折に対しMIPOによる手術を行った．そのうち骨

癒合まで経過観察し得た6例を評価の対象とし

た．症例は全例男性で，受傷時年齢は20歳から

35歳（平均25歳)，閉鎖骨折5肢，開放骨折1肢，

骨折部位は中央部から遠位1/3で,AO分類によ

る骨折型はA2:2(1例は尺骨茎状突起骨折を合

併),B1:2,B3:2だった．骨癒合，合併症の

有無につき調査し,GraceandEversmannの評価法

による評価を行った．

【成績】6例全例に骨癒合が得られた．感染，神

経麻痒を生じた例はなかった．Graceand

Eversmannの評価法では,excellent5例(83%),

goodl例(17%)であった．Goodの1例は機械
に挟まれたことによる開放骨折の症例であった．

【結論】前腕骨骨幹部骨折に対するプレート固定

法は，固定性が良好なため前腕骨の生理的カーブ

を保持しつつ早期からの可動域訓練を行えるとい

う点で優れているが，露出部である前腕に大きな

皮切を必要とした．MIPOは従来のプレート固定

法の利点はそのままに，小さな手術創でプレート

固定を行うことが可能であり，骨折部に対する侵

襲も小さい．
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前腕骨の急性骨塑性変形

AcuteplasticdefOrmationoffOrearm

土浦協同病院整形外科

○尾澤英彦，石突正文

当院及び関連病院で，前腕骨の急性骨塑性変形の

6例を経験し，その治療方法，経過を検討した．

【症例】年齢は3～18歳．男性4例，女性2例．全

例尺骨の急性骨塑性変形であった．手術を施行し

た症例は5例で男性3例，女性2例．その内徒手

整復のみ行った症例は1例で，2例は徒手整復し

て経皮ピンニング，2例は骨切りして内固定を施

行．健側との比較による転位距離(A)と転位角

度(B)を受傷時，手術直後，最終経過観察時で

測定した．最終可動域は伸展・屈曲に制限はなか

った．回内外に軽度制限が見られた症例が2例認

めたが，日常生活動作に支障はなかった．

【考察】急性骨塑性変形は通常小児で生じる疾患

で,徒手整復してギプス固定を勧める報告が多い．

1974年にBordenにより初めて報告され，その後，

報告例が散見されるようになった．しかし，その

整復は非常に大きな力を要し，透視下に整復位が

一瞬得られたとしても容易に元に戻ってしまうこ

とが経験される．小児例は比較的整復されやすい

が，受傷から時間が経った症例では整復に難渋す

ることが多かった．徒手整復して経皮ピンニング

を行った症例でK-wireごと曲がってしまった症

例も見られた．弩曲が強く整復が困難な症例では

小皮切で入り骨切りして内固定を行うのが，解剖

学的整復位を得るためには最良と考えている．18

歳の症例に対して骨切り後K-wireによる髄内固

定を施行したが骨癒合が遷延したため，プレート

固定を選択すべきであったと反省している．骨端

線閉鎖後の症例には強固な内固定法が必要と思わ

れた．骨端線閉鎖前の症例では，骨癒合は良好で

K-wireによる髄内固定のみで問題ないと考える．

2-3-40

上肢疾患における低出力超音波骨折治療
器の使用経験

Clinicalresultsofsonicacceleratedfracture

healingsystemfOrupperextremitydiseases

旭川医科大学整形外科

○勝木雅俊，三上順子，松野丈夫

【目的】上肢疾患における遷延骨癒合治療と偽関

節手術後に低出力超音波骨折治療器,Sonic

AcceleratedRactureHealingSystem以下SAFHSを

使用し，良好な結果を得たので報告する．

【方法】症例は7例，男性5例，女性2例である．

疾患は手舟状骨偽関節2例（1例はproximalthird
部の偽関節，もう1例はHerbertscrew固定術後の

偽関節)，尺骨突き上げ症候群による尺骨短縮術

後1例，キーンベック病に対する榛骨矯正骨切後

1例，指基節骨粉砕開放骨折1例，手再接着後中

指MP関節固定部の骨折l例，上腕軟骨肉腫に対

するパスツール処理後の上腕骨骨接合術後1例で

ある．舟状骨偽関節の2例については，偽関節手

術（腸骨移植と内固定）後よりSAFHSを使用し

た．他の5例は遷延骨癒合と判断してからSAFHS

を使用した.SAFHSは1日20分，症例によって，

8週から12カ月間照射した．

【結果】全例SAFHS照射後骨癒合した．骨癒合期

間はSAFHS後，舟状骨偽関節術後は8週と12週，

尺骨短縮術後は6カ月，僥骨矯正骨切後は4カ月，

指基節骨粉砕開放骨折は3カ月，中指MP関節固

定部の骨折は4カ月，上腕骨骨接合術後は8カ月

であった.SAFHS使用による合併症はなかった．

【考察】骨化機序には膜性骨化と内軟骨性骨化が

ある．膜性骨化は骨芽細胞が関与し，内軟骨性骨

化は軟骨細胞と骨芽細胞が関与する.SAFHSは

軟骨細胞と骨芽細胞に直接の機械的刺激などを与

え,膜性骨化や内軟骨性骨化の過程を促進させる．

骨膜存在下の骨癒合ばかりではなく，骨膜のない

関節内骨折や骨膜が乏しいと思われる指基節骨粉

砕開放骨折やパスツール処理後の骨癒合にも

SAFHSは有効であった．

【結論】低出力超音波骨折治療器は侵襲がなく，

遷延骨癒合治療および偽関節手術後に有効と思わ

れた．
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特発性手根管症候群(CTS)の発生機序

に関する研究

TheExpressionofTenascin-CandVersicanin

tenosynobiumincamaltunnnelsyndrome(CTS)

!鈴鹿回生総合病院整形外科，ユ三重大学整形

外科

○冨田良弘!，平田仁2，森田哲正!，

藤澤幸三!，内田淳正2

【目的】CTSでは屈筋腱滑膜の増加を認めるが，

そのpathomechanismは不明である．これまでに

我々はCTSの滑膜で細胞外基質(ECM)を構成

するLargeproteoglycanの一つであるVersicanの発

現を確認した．今回さらに発生機序を解明すべ<

ECMの一成分であるTenascinの発現と病期につ

き検討した．

【対象と方法】直視下手根管開放術を施行した26

名（男3，女23,平均55歳）を対象とし，滑膜組

織におけるTenascin,Versicanの発現を酵素抗体

法で調べた．また症状の自覚から手術までの期間

により，初期群：3ケ月以内，中期群：4から6

ヶ月，長期群：7ヶ月以上の3群に分け，

Tenascin,Versicanの発現との関連を検討した．

【結果】初期群9例中3例がVersicanの強い発現を

示し7例がTenascinに強い発現を示した．中期群

7例ではVersican5例,Tenascin4例が強い発現を

示した．長期群10例ではVersican5例,Tenascin

4例に強い発現を認めた．以上よりVersicanの強

く発現する割合の高いのは中期群であり，

Tenascinでは初期群であった．

【考察】Versicanは胎児期の組織や腫瘍の先進部

位等の急速な組織容積の増大が生じる部位で強く

発現し，成人では大血管周囲などの特定の部位を

除き発現しない.Tenascinは細胞外糖タンパクの

一種であり，組織の改築される部位に発現する．

今回の結果より次の仮説が考えられる．すなわち

Tenascinの発現を引き金としてVersicanが発現し，

Versicanは強い保水力を有するので滑膜の体積が

増加すると考えた．

2-4-2

特発性手根管症候群における手根管部

MRI画像一画像面積と特発性手根管症候

群の成因について－

AmagneticresonanceimageofidiopathiccaIpal

tunnnelsyndrome;Anopinionaboutthecauseof

idiopathiccarpalmmelsyndmme

昭和大学整形外科

○池田純，稲垣

平原博庸，宮岡

克記，瀧川宗一郎，

英世

【緒言】特発性手根管症候群（以下CTS)の成因

はPhalenやKerrらが腱鞘滑膜炎の可能性を報告

したが,Schuindらは腱鞘滑膜に特記所見を認め

ないという報告をする等，一定の見解を得ていな

い．今回我々は造影MRIの画像を用いて手根管，

正中神経，腱鞘を含めた屈筋腱（以下屈筋腱群）

の横断面積，横手根靱帯の厚さを解析しCTSの

成因について検討した．

【対象】当科を受診しCTSと診断された症例中

MRIが撮像できた31手を対象とした．男性2例2

手，女性23例29手，右17例，左6例，両側4例

で平均年齢64.5歳であった．

【方法】MRIはシーメンス社製マグネトムビジョ

ンを使用．造影剤を使用し,T2強調axial像を中

心に評価した．手根管面積，正中神経面積，屈筋

腱群面積，またそれぞれの手根管に占める割合，

横手根靱帯の厚さの6項目をMRI付属の画像解析

ソフトで計測し，正常5例を比較対象とした．統

計学的評価にはt-検定を用いた．

【結果】変性型では横手根靱帯の厚さ（平均3.32±

0.48mm;正常群2.46±0.42),屈筋腱群の面積

(平均110.52±25.49mm2;正常群86.55±9.97),手

根管面積に占める屈筋腱群の面積（平均51.59±

8.86％；正常群40.53±2.36）に関して有意に増大

傾向を認めた．横手根靱帯に変化が無く，手根管

や屈筋腱群面積の増大を認めた症例は31手中13手

(42％）で，一方横手根靱帯の肥厚が有り，前者

の面積が小さい症例が7手（23％）であった．

【考察】MRI画像からみたCTSの成因には(1)滑

膜性腱鞘炎由来のものと（2）横手根靱帯の肥厚に

よる正中神経圧迫麻痒の形態をとるものとが有り，

(3)重症度の進行とともにこれら両者の所見を併

せ持つようになる混合型の3タイプが有る事が示

唆され，臨床的に（1）型は急性発症する反面自然

緩解が期待でき，（2）型は徐々に経過するが，神

経麻鹿を呈し，いずれ手術に至る傾向を認めた．
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特発性手根管症候群の保存療法後の再発

に及ぼす女性ホルモンの影響

Innuenceofsexualhormoneonrecurrenceof

idiopa巾iccarpaltunnelsyndrome

!汐田総合病院整形外科，§大師診療所，ヨ横浜リ

ハビリテーション専門学校

○佐々木正造11長田徹志11本山尚美11

渡辺利絵2，山口智，

更年期に発症した特発性手根管症候群の，保存療

法後の再発の危険度を，女性ホルモンの関与が示

唆されている他疾患の合併の有無，更年期症状，

血中ホルモン値から検討した．

【方法】閉経期前後に発症した特発性手根管症候

群（以下CTS)の女性非手術例で，追跡調査を行

った57例71手（調査時平均年齢61歳，平均追跡

期間5年1ヶ月）を対象とし,Heberden結節，バ

ネ指,deQuervain病，テニス肘の各罹患歴,hot

nushと足の冷え感の程度（中等度以上2点，中等

度以下1点，なし0点として評価)，さらに採血を

行った34例50手では調査時の血中estradiol値

(以下E2),卵胞刺激ホルモン値（以下FSH)と

CTSの再発の有無を調査した．

【結果】治療後に再発を見たのは28手（39％）で

あった．再発例と非再発例の間で初診時の神経伝

導検査上の重症度に有意差はなかった．合併症の

罹患率は再発例がHeberden結節36%,バネ指

60%,deQuervain病28%,テニス肘56%,非再

発例は同順に17%,15%,5%,24%と，全て

再発例が高かった.更年期症状の平均ポイントは，

再発例がhotflushO.8,足の冷え感0.8,非再発例

が同0.4,0.6と再発例が重度で,hotnushで有意

差を認めた．E2は90%の症例が2.5pg/ml未満で

あったが,2.5pg/ml以上であった5手中4手が再

発例であった．FSHは,60mlU/ml以上のものの

再発率が18手中4手（22％）であったのに対し，

60mlU/ml未満のものでは32手中18手(56%)

とFSHが低値のものに再発を多く認めた．すな

わち，いずれも閉経期におけるホルモンの変化が

未完了である場合に再発しやすい傾向が示唆され

た．

2-4-4

手根管症候群における男性手術例の検討

Clinicalstudyofcarpaltunnelsyndromeinmale

patients

日本大学整形外科

○豊泉泰洋，長岡正宏，龍順之助

【目的】手根管症候群は一般に女性に多発する傾

向にあり，男性例に関する報告は少ない．今回わ

れわれは自験例をもとに男性例の臨床像を検討し

た．

【方法】当院で手術した透析例を除く手根管症候

群179例224手のうち男性例23例27手について検

討した．母指球筋萎縮はなし，軽度，中等度，重

度に分類し，手術は鏡視下手根管開放術を19手

に，従来法による手根管開放術を8手に行った．

【結果】男性例は23例27手で全手術例（女性も含

む）の12.1％であった．手術時年齢は49.5±13.2

歳で女性の55.5±10.9歳と統計学的に差はなかっ

た．罹患側は右側11例，左側8例で両側例は4例

であった．両側例の内3例は左右同時に手術を行

った．両側例は男性全体の17.4％女性のそれは

26.3％であった．職業は宅配業・コックなど手を

酷使する仕事に従事するものは17手であった．

著明な屈筋腱腱鞘炎があり，手根管開放とともに

滑膜切除を行った症例が4手あり，その内3手は

手関節の弾発現象を伴っていた．母指球筋萎縮の

あったものは，男性では，なし17手，軽度6手，

中等度1手，重度3手であったが，女性ではそれ

ぞれ60手，38手，54手，45手であった．筋萎縮

の程度からみると女性の方が重症であった．手術

によりしびれ感は全例消失し元職に復帰した．

【考察】手根管症候群の男性手術例に対して言及

した報告は少ない．立花ら，小林らは男性例では

原因の明らかな症例が多く，いわゆる特発例は少

ないと述べている．自験例では，鏡視下手術例が

多いため原因精査が十分でないものもあるが，特

発性と思われる症例が意外に多かった．また，男

性では早期の職場復帰を望む症例が多く，女性に

比べて早期に手術的治療に移行されるため重症度

が異なったと考えられた．

－s146－



2-4-5

手根管症候群手術成績の検討

Surgicaloutcomeofcarpaltunnelsyndrome

山口大学整形外科

○松永経光，重冨

村松慶一，河合

充則，伊原公一郎，

伸也

【目的】手根管症候群に対して手掌内に限局する

小皮切を使用した手根管開放術(OCTR)と鏡視

下手根管開放術(ECTR)を施行した症例を比較

しその有用性，問題点を検討した．

【対象および方法】対象は1997年以降に手術を施

行し電気生理検査および術後followupデータが

揃っていた64例78手である．症例の内訳は

OCTR45例58手（男性4例4手，女性41例54手),

ECTR19例20手（男性2例3手，女性17例17手),

経過観察期間は平均1年2ケ月．手術時年齢60.5

歳（23～85)．OCTRは有鉤骨鉤のやや僥側を通

る遠位掌側手関節皮線の遠位2cmまでの約3cm

の皮切とした．手根管を開放後正中神経を周囲組

織と剥離し中枢も前腕筋膜の一部まで手根管内に

術者の小指DIPjが挿入できるまで開放した．

ECTRはtwo-portaltechniqueのChow法を使用し

た．

【結果及び考察】臨床症状はOCTRでは術後3ケ

月で55手の蝉れが軽快し，3例（5％）に残存を

認めた.ECTRでは19例が軽快し,1例(5%)

に残存を認めた．PillarpainはOCTRでは術後3ヶ

月で10例(18%)に認めECTRでは3例(15%)

に認めた.ECTRにおいては横手根靱帯を開放し

除圧するのみで正中神経の周囲との癒着はそのま

まである．それに対しOCTRでは直視下に神経を

確認出来，充分周囲組織から剥離出来るため臨床

症状において有意差が認められると推測していた

が今回の結果では明らかな差は認められなかっ

た．

2-4-6

手根管症候群における手指屈筋腱腱滑膜

切除術

TenosynovectomyoffingerflexortendonsfOr

camalmnnelsyndrome

'鶴田整形外科医院，2佐賀医科大学整形外科

○鶴田敏幸!，加藤利樹il浅見昭彦21

園畑素樹2

【目的】特発性手根管症候群(CTS)に対し，手

根管を開放せずに手指屈筋腱の滑膜組織のみを切

除する手術法で約4年間fOllowupした結果を報告

し，その成因に対する考察を加える．

【対象および方法】対象は平成9年12月より平成

10年4月まで施行した11名12手で，平均55.7歳，

術後経過観察期間は平均195週であった．手術は

局麻下に横手根支帯(TCR)近位にて手指を自動

屈曲・伸展させながら近位～遠位までの腱滑膜を

切除．切除前及び後に手根管内圧測定を行い，十

分に減圧が行われたことを確認した．

【結果】1)手根管内圧（平均):術前安静時27.4

mmHg,手指屈曲時107.1mmHg,術後安静時9.0

mmHg,手指屈曲時45.5mmHg,2)MCV(平

均）：術前5.7msec,術後1ケ月4.9msec,調査

時4.6msec,3)握力（健側比):術前61.6%,

調査時約100％，4）知覚(S-Wtest):術前4.1,

調査時3.6,5）職場復帰：平均15.6日であった．

l例1手に術後4ヶ月目で輝れが再出現し，再手

術(ECTR)を施行した．

【考察】CTSの観血的治療の目的は手根管内圧を

減少させることにあり，現在TCRの切離が行わ

れている．今回我々は手指屈筋腱滑膜を切除する

ことで減圧が十分可能であること，長期観察で再

発率が少ないことを確認した．本法の利点は

TCRを切離しないために術後の痙痛が少な<,

仕事(ADL)復帰が極めて早いことである．従

来よりCTSにおける腱滑膜の病理組織学的変化

は注目されているものの，その変性肥厚の原因は

明らかではない．CTSに狭窄性腱鞘炎の合併率が

高いこと,CTSに対し腱滑膜切除で効果があるこ

と等’屈筋腱滑膜はその全長にわたり何らかの変

化を来たしているものと考える．
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予後を左右する諸因子からみた肘部管症候
群の術前病期分類-modifiedMcGowan

分類の試み－

NewmodifiedMcGowan'sclassificationbasedon

prognosticfactors

'佐賀医科大学整形外科，ユ鶴田整形外科

○浅見昭彦11園畑素樹11肥後知子11

佛淵孝夫11鶴田敏幸ユ

【目的】肘部管症候群の術前病期分類のMcGowan

分類は日本のみならず世界的によく使用されてい

るがgradeが3つと簡便である反面,grade2に含
まれる症例の中には予後のばらつきがみられるの

が問題点である．そこで今回は予後に関連する術

前の諸因子を確かめ，より正確な予後が予測可能

な術前病期分類をmodifiedMcGowan分類として

提唱したので報告する．

【対象および方法】対象は当科および関連病院で肘

部管症候群に対する手術力流行され，術後1年以上

経過観察し得た82例92肘（尺骨神経前方移行術35

例41肘，鏡視下補助肘部管開放術44例48肘,King

変法3例3肘，手術時年齢15～93歳，平均55歳，

術後経過観察期間12～147カ月，平均55カ月）で

ある．方法は予後を左右する諸因子として年齢，

術前尺骨神経の運動神経伝導速度(MCV),合併症

の有無をあげ，それぞれMessinaの術後成績との関

連を調査し，その結果をMcGowan分類に反映し

た．

【結果】手術時年齢と術後成績の関係では，両者

に相関はみられないものの，40歳を境に成績可

の例が出現した．術前MCVと術後成績には有意

差はみられなかった（ス2＝0.92)．また，糖尿病，

頚椎症など末梢神経に影響を与える合併症を持つ

ものは成績可であった．

【考察】McGowan分類のgradelは予後良好,grade
3は優.良のものも存在するが可の例も多い．

grade2の中にはlに近いもの,3に近いものが混

在しておりこれをさらにサブグループに分ける必

要性がある．今回の結果から予後に影響を与える

因子として，40歳という年齢，合併症の存在があ

げられたのでgrade2のうちgrade2-Aを手術時年

齢40歳未満のもの,grade2-Bを手術時年齢40歳

以上のものあるいは糖尿病，頚椎症などの合併症

をもつものに細分化した．この分類法はより術後

成績が予測可能となる分類法であると思われる．

2-4-8

遅発性尺骨神経麻揮に対する深指屈筋筋

力の定量的測定の有用性

Quantitativemeasurementofnexordigitorum

profUndusmusclestrengthfOrcasesoftardyulnar

nervepalsy

I整形外科北新病院，ユ山形大学整形外科

○石垣大介11荻野利彦21高原政利21

土田浩之2，佐竹寛史2

【目的】尺骨神経麻輝に伴う環指および小指の深

指屈筋(FDP)筋力低下を，定量的に測定した報

告はまだない．演者らはピンチメータを利用した

FDP筋力の定量的測定法を考案し，本法が遅発性

尺骨神経麻痒の診断および手術後の筋力改善の指

標となり得るかを検討した．

【対象および方法】片側性の遅発性尺骨神経麻輝

に対し，手術前後に定量的FDP筋力測定を行っ

た9例を対象とした．全例男性で，手術時年齢は

15～70歳，平均49歳であった．筋力測定には酒

井医療株式会社製のピンチメータSPR-641を使用

した．測定方法は，肢位を一定にするために指用

の簡単な装具を装着し，示指から小指の各指ごと

にPIP関節伸展位,DIP関節屈曲位でピンチメー

タのバーを牽引するようにした．各指のFDP筋

力の測定値およびピンチカ，握力を患側，健側間

および手術前後で比較した．

【結果】術前のFDP筋力は，小指において健側は

平均5.2kgであったのに対し，患側は3.5kgであ

り，患側に有意な低下を認めた．また，ピンチカ

は健側5.0kgに対し患側4.1kg,握力は健側36kg

に対し患側30kgであり，いずれも患側に有意な

低下を認めた.術後は全例で自覚症状が改善した．

患側の小指印P筋力は，術後は平均4.8kgと，手

術前に比べ有意に改善した．一方ピンチカおよび

握力は術後増加した例が多かったが，手術前後で

有意差を認めなかった．

【考察】FDP筋力の定量的測定は，遅発性尺骨神

経麻痒例における術前の小指FDP筋力の低下お

よび術後の改善を検出することが可能であった．

またピンチカや握力と比較し，小指FDP筋力の

測定は，術後の筋力改善をより鋭敏に他覚的かつ

定量的に検出できる方法と考えられた．本法によ

る小指FDP筋力の測定が遅発性尺骨神経麻溥の

スクリーニングに有用である可能性を示した．
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肘部管症候群における尺骨神経伝導速度

の前腕部低下症例の臨床像

Clinicalfeaturesofdelayedmotornerve

conductionvelocityoffbrearmwithcubitaltunnel

syndrome

産業医科大学整形外科

○戸羽直樹，酒井昭典，沖本信和，

上打田内雅敏，中村利孝

【目的】肘部管症候群において，肘部管（上腕か

ら前腕）のみならず，前腕部（前腕から手部）で

運動神経伝導速度(MCV)が低下している症例

を経験することがある．前腕部MCV値の低下の

臨床的意義を明らかにする目的で本研究を行っ

た．

【方法】1979～2000年に当科で治療した肘部管症

候群111例（男性86例，女性25例，平均52歳）

である．臨床評価にはMcGowangrade(severe,

moderate,mild)を用い,MCV45m/s未満を低下

とした．

【結果】全例中，前腕部MCVが低下していた症例

は，29例（26％）であり，そのうち27例が

severe,2例がmoderateであった．前腕部MCV低

下群は正常群にくらべ有意に年齢が高く（平均

61.3歳と48歳p<0.01Mann-WhitneyUtest),罹

病期間が長かった（平均39.6カ月と25．7カ月，

p<0.01)．前腕部MCV値と年齢，罹病期間は有意

な負の相関を示したが，肘部管でのMCV値との

相関は示さなかった．全症例中,severe87例と

moderatel7例との間では，前腕部MCV値に有意

な相関を示した（平均35．3m/sと53.8m/s,

p<0.01)が，肘部管のMCV値とは差を認めなか

った．

【考察，まとめ】絞拒性神経障害は進行すると変

性が遠位に及ぶために，前腕部MCV値が低下す

ると推察されるが，その意味や臨床的意義は明ら

かではない．前腕部MCV値は肘部管でのMCV

値よりMcGowangradeとよく相関していた．また

前腕部MCV低下例は，正常例にくらべ有意に年

齢が高く，罹病期間が長かった．

2-4-10

肘部管症候群における電気生理学的分類

とその手術法の検討

Electrophysiologicalclassificationofthecubital

tunnelsyndromeanditsoperativemethods

'山口大学整形外科，2愛媛労災病院整形外科

○大藤晃11木戸健司21重冨充則11

安部幸雄!，河合伸也！

【目的】肘部管症候群の手術治療は,Osbome切離，

神経剥離,King変法，前方移行術など，様々な

方法が用いられている．今回電気生理学的所見を

中心とした分類を行い，手術治療を行った症例の

術後成績から手術方法の検討を行った．

【対象】電気生理学的に肘部管症候群と診断され

手術を行った23例28肘を対象とした．全例男性，

33～80歳，平均年齢59歳であった．手術方法は

Osborne切離・神経剥離21肘,King変法2肘，前

方移行術5肘に行っていた．King変法を行った症

例は尺骨神経脱臼を認める症例であった．全例術

前に神経伝導速度およびInchingを行った．

【結果】術前InchingでOsborneに伝導遅延を認め
た症例はOsborne切離・神経剥離を行い成績は良

好であったが，外反肘を認めた2例および

Osborneから中枢へ広範囲に伝導遅延を呈した症

例では，改善は他症例より劣っていた．また，

Osborne切離・神経剥離を行った症例の内1例に

ガングリオンによる再発を認めた．この症例は高

度の関節症を合併していた．改善不良例を4肘に

認めた．1例は肘刺激で小指外転筋筋活動電位導

出不能例，1例は末梢での伝導速度が32m/sと低

下していた症例であった．残り2例は術前Inching

で内上穎の末梢・中枢に全体的に遅延を認め，

Osborne切離・神経剥離を行った症例であった．

【考察】今回の症例の検討より,Typel:Osborne

に伝導遅延,Typell:Osbomeから中枢に及ぶ伝

導遅延,TypelII:内上顎を中心とした伝導遅延，

TypelV:末梢伝導速度35m/s以下の変性型に分

類された．術後成績より,Typel:Osbome切離

(＋神経剥離),Typell～IV:尺骨神経前方移行

術，外反肘：尺骨神経前方移行術，尺骨神経脱

臼:King変法が手術方法として良いと考えられ
た．
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肘部管症候群重症例の長期予後一神経伝

導速度計測によるフォローアップーー

Long-termprognosisofseverecubitaltunnnel

syndrome:Follow-upstudybynerveconduction

velocity

'新潟中央病院

○松崎浩徳11

坪川直人2，

整形外科，ユ新潟手の外科研究所

吉津孝衛2，牧裕2，

山本康行！

【はじめに】赤堀分類v期の重症肘部管症候群の

術後長期成績を検討した．

【対象と方法】1990年7月から1999年2月までの

肘部管症候群手術例のうち，手内筋萎縮が明らか

で，神経伝導速度計測でCMAP,SNAPともに導

出不能の13例を対象とした．内訳は男性12人，

女性1人，年齢は54歳から75歳（平均67.8）で

全例に著明な骨間筋萎縮と鷲爪変形，箸使用など

の障害を認め,Semmes-Weinsteintest(SWT)は

purpleからredであった．術後経過期間は2年8カ

月から11年3カ月（平均5年5カ月），術式は

Leannonth法4例,King変法4例，皮下前方移行5

例であった．検討項目は，しびれの有無箸使用

や書字，ボタンかけなどのADL障害，尺骨神経

伝導速度,SWTによる知覚評価，第一背側骨問

筋の萎縮，小指内転の程度などとした．

【結果および考察】追跡調査時，5例ではしびれ

が消失し，8例では軽度のしびれが残存していた．

箸の不自由さの訴えは手指OA変化の強いl例の

みで，他の4例でボタンかけに多少の不自由さを

認めたが，残りの8例ではADL障害を認めなか

った．骨間筋萎縮は4例では認めず，7例では軽

度残存し，2例では術前とほぼ不変であった．小

指の完全内転は4例で可能となったが9例では不

可能のままだった.MCVは全例計測可能で29

m/sから55m/s(平均35.4)であり，経時的に計

測し得た症例では術後1年以上経過しても回復は

続いていた.SWTはblue6例,pumle5例と改善

傾向を示したが，2例はredにとどまっていた．

これらの結果からしびれと骨間筋萎縮が残存し，

ボタンかけが不自由でSWTでredの2例を除<11

例はADL上問題のないレベルまで回復したと考

えられた．また骨間筋の脱神経性変性が進んだよ

うな症例でも長期的に観察すると神経の除圧のみ

で十分満足できる成績が得られ，またその回復は

予想よりも長期にわたっていた．

2-4-12

中高齢者における肘部管症候群の術後成

績

Longtermresultsofcubitaltunnelsyndrome

東京医科大学整形外科

○山本謙吾，諸橋彰，正岡利紀，

宍戸孝明，今給黎篤弘

【目的】肘部管症候群における年齢や原因疾患に

よる病態の特徴ならびに中高齢者における術後成

績を検討した．

【方法】対象は術後1年以上経過観察し得た肘部

管症候群107例111肢である．男性80例，女性27

例，年齢は11歳から77歳（平均46.9歳）で術後

経過観察期間は平均5.2年である．原因疾患は小

児期骨折後外反肘43肢，変形性肘関節症(OA)

45肢，習慣性尺骨神経脱臼13肢，ガングリオン3

肢，その他7肢である．術前の尺骨神経の障害の

程度および術後の成績評価は，各々赤堀の病期分

類並びに予後評価基準，横浜市大式の尺骨神経障

害評価表に基づき検討した．

【結果】手術時年齢と最終成績の間には明らかな

相関を認めた．原因疾患による術後成績に差はな

かったが40歳以上ではOAが70%を占めていた．

術前病期が軽症(1,2期）の場合は術後成績に

おいて90％以上が優，良であったが，重症例（4,

5期）では可，不可の頻度が高くなった．術前罹

病期間が3年以下の症例では可，不可の占める率

は20％以下であるが，3年以上では約40％であ

った．40歳未満では40歳以上に比べ手術にいた

るまでの期間が長い例が多いが，それにも拘らず

最終成績は比較的良好であるものが多かった．一

方40歳以上の症例は全般に手術にいたるまでの

期間が短くなっている傾向にあった．

【考察】40歳未満で手術を行った症例では40歳以

降に手術を行った症例に比べ術前罹病期間が長く

なっている傾向があったがそれにもかかわらず術

後成績は全般に良好であり，若年者では病期の進

行が緩やかでなおかつ罹病期間が長期化しても十

分に回復し得る可能性が高いことがわかった．一

方で高齢者においては短期間で重症化しやすく手

術時期を逸しないようこころがける必要がある．

年齢により術前病期の進行速度，術後の回復過程

に差があることを認識することが重要である．
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肘部管症候群に対する尺骨神経皮下前方

移動術の術後成績

Clinicalresultsofanteriortranspositionofthe

ulnarnervefOrcubitaltunnelsyndrome

大阪医科大学整形外科

○渡辺千聡，阿部宗昭，白井久也，

植田直樹

【はじめに】我々は，肘部管症候群に対し，皮下

前方移動術を第1選択としてきた．今回，その術

後成績について検討を行ったので報告する．

【対象および方法】対象は1989年から2000年まで

に尺骨神経皮下前方移動術を行った症例で，6カ

月以上経過観察が可能であった65例69肘である．

男性41例，女性24例，年齢は9歳から78歳（平

均43歳)，術後経過観察期間は6カ月から11年

(平均2年5カ月）であった．麻痒の原因は，変形

性肘関節症が23肘，外穎骨折後の外反肘変形が

ll肘，頚上骨折後の内反肘変形が8肘であった．

追加手術として関節形成術を15肘に，偽関節手

術を4肘に，矯正骨切り術を5例に施行した．術

前の障害の程度と術後の成績評価は，各々赤堀の

病期分類，予後評価基準を用いた．

【結果】優42肘，良9肘，可15肘，不可3肘であ

った．術後合併症として3例に前腕内側皮神経領

域の知覚障害が認められた．優，良群では平均年

齢が41歳で，可，不可群では平均年齢が49歳で

あり，年齢が高いほど成績が悪い傾向にあった．

また術前病期がIからIII期の例では術後成績が

優，良を占める割合は82％であるのに対し,IV,

V期では53％と重傷度の進行につれて明らかに

予後は不良となる傾向があった．

【考察】本術式は手術が簡便で侵襲が少なく，治

療成績も他の術式に劣らず良好であり，有用な術

式と考える．術前の病期分類は術後の成績に強く

影響しており,IV,V期の患者には術前に十分な

インフォームドコンセントが必要である．

2-4-14

肘部管症候群の病態と治療選択

Surgicaltreatmentbasedonthepathomechanism

ofthecubitaltunnelsyndrome

山口大学整形外科

○重冨充則，伊原公一郎，村松慶一，

坪根徹，河合伸也

【目的】肘部管症候群の病態を検討するために，

尺骨神経側面圧測定・神経緊張度評価を行った．

【対象および方法】肘部管症候群に対する尺骨神

経皮下前方移行術の術中に，尺骨神経側面圧測

定・神経緊張度評価を行った23例26手を対象と

した．対象は男19例，女4例．ガングリオンを認

めたもの2例2手，肘90．屈曲位にて尺骨神経の

亜脱臼を認めたのは11例12手であった．外反肘

によるものは無かった．全身麻酔下に上腕骨内側

上顎と肘頭を結ぶ0点とその2cm中枢(-2点）と

末梢（+2点）の3点の肘部管内に尺骨神経と骨と

の間にカテーテルトランスヂューサーを挿入し，

最大伸展位．90.屈曲位・最大屈曲位での尺骨神

経側面圧(mmHg)を測定した．またOsborne手

術後の0点と＋2点についても除圧後の変化を評

価するために同様に測定した．次いで術中インチ

ング法による電気生理学的評価を行った．尺骨神

経皮下前方移行術が行えるよう十分に尺骨神経を

中枢末梢に剥離した後，尺骨神経の緊張度を評価

した．評価法はニュートンバネ秤を用いて肘90・

屈曲位での尺骨神経を内側上穎からlcm後方へ

移動させるのに必要な力(g)とした．

【結果と考察】変形性関節症を基盤とするもので

は＋2点での最大屈曲位で神経側面圧の著しい上

昇(300mHg以上）が特徴的であった．ただし尺

骨神経の緊張度の高いものでは,Osborne手術の

みでは0点を含めて＋2点での側面圧の改善が得

られず,Osborne手術の限界を示唆した．このよ

うな尺骨神経の緊張度の高い例は5例5手に認め，

全例男性であった．肘部管症候群の病態について

はOsbomeband,外反肘，神経亜脱臼，ガングリ

オンなどの腫瘍等が認識されているが神経の緊張

度も重要な要素であり病態を考慮した治療法の選

択が重要である．
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肘部管症候群に対するピンチカ再建の検

討

Clinicalstadyofpinchreconstructionforthe

cubitaltunnelsyndrome

熊本整形外科病院

○金城政樹，田嶋光，丸田秀一

【目的】尺骨神経麻溥に対するピンチカの再建に

は母指内転再建や示指外転再建がある．当初，示

指外転機能単独再建(示指単独再建）を行ったが，

98年以降より強いピンチカの目的で母指内転，

示指外転両機能同時再建（両機能再建）を施行し

ている．

【対象と方法】94年以降，ピンチカ再建を施行し

た22例中，検診できた15例16手（男10,女5),

平均年齢は66.7歳（51～87)，尺骨神経剥離と同

時に示指単独再建を5例6手に，両機能再建を10

例に施行した．術式は示指単独再建にはNeviaser

法(N法）を両機能再建にはN法と固有示指伸筋

腱(EIP)移行を施行した．観察期間は6カ月か

ら7年3カ月平均2年10カ月であった．

【結果】pulppinchは示指単独再建で術前平均l.54

から5.27kg'､,健側の63.7%に増加，示指自動

外転は平均11.6。（5。～20｡）であった．両機能

再建では術前平均が1.74から5.39kgへ健側の

64.0％に増加，示指外転再建がtenodesisの1例で

術前0.76から2.38kgへ増加した．母指外転角は

掌側平均26.7｡(15。～40｡),僥側平均23.3。

(15。～30｡)であった.Egawa'ssignにて骨間筋

の回復傾向を認めた4例を含む．70歳以上の症例

4例中，示指単独再建のl例（健側の60％以上）

両機能再建の3例（40％未満）であった．

【結語】両法には統計学的有意差はなかったが，

示指単独再建群は6例中3例骨間筋回復傾向にあ

り両機能再建は2つの力源を利用することでより

強いピンチカを，示指外転再建がtenodesisとなっ

ても十分なピンチカを獲得でき有効であったが軽

度母指僥側外転制限を4例認めた．高齢者では比

較的侵襲の少ない示指単独再建が有効であった
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キーンベック病に対する月状骨摘出十舟

状骨一三角骨間靱帯形成術の試み－

Atrialoflunateresectionandscapho-triquetrum

ligamentousplastyfOrKienbOck'sdisease

1星ヶ丘厚生年金病院整形外科，ユリんくう総合

医療センター整形外科，3大阪厚生年金病院

整形外科

○秋田鐘弼ll島田幸造21正富隆31

河井秀夫！

【目的】Lichtman分類stageⅢ以上のキーンベック

病の症例に対して，月状骨摘出に加え，舟状骨一

三角骨間に靱帯を形成する新しい治療法を行っ

た．その治療成績を検討する．

【対象および方法】われわれは,1998年8月から

2000年5月までの間，6例にこの手術を行った．

そのうち術後2年以上経過し，直接検診可能であ

った5例を対象とした.Lichtmanの病期分類では，

stagelllが4例,stagelVが1例であった.stagelll

の1例は再手術例である．手術法は背側からの展

開で，可能なかぎり背側僥骨手根靱帯と背側手根

間靱帯を温存しながら，月状骨を摘出する．その

後腱球などは挿入せず，舟状骨と三角骨に骨孔を

あけ靱帯形成を行う．靱帯形成には長掌筋腱を用

いたのが1例，長僥側手根伸筋腱の半切を用いた

のが4例である．追跡期間は2年～3年3ヶ月，平

均2年6ケ月である．評価は,Evansの評価基準

を用いておこなった．また，臨床所見として痙痛，

可動域，握力を，し線所見としてcarpalheight

ratio(以下CHR)をそれぞれ術前後で比較した．

【結果】Evansの評価基準で,goodが4例,fairが

1例であった．全例瘤痛および可動域は術前より

改善し，握力は改善または不変であった．CHR

は1例のみ術前より減少したが，残りは不変か増

加した．

【考察】月状骨摘出は確実な除痛が得られるが，

たとえ腱球を挿入しても，有頭骨のmigrationが

危'倶される．また，近年手関節背側の靱帯の重要

性が報告されており，月状骨摘出十舟状骨-三角

骨間に靱帯を形成する方法は,stageⅢ以上のキ

ーンベック病の治療法の一つになりうると考え

る．
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キーンベック病に対する月状-三角骨間固

定術-有茎骨移植を用いて

LunotrequetralfUsionfOrKienb6ckdisease

-Utilizationwithpedicledbonegraft-

!大阪厚生年金病院整形外科，2りんくう総合医

療センター市立泉佐野病院整形外科，，星ケ

丘厚生年金病院整形外科

○正富隆!，島田幸造2，秋田鐘弼，

われわれはキーンベック病のStagelllに対して，

carpalcollapseの防止あるいは再建を目指して
1991年より有茎榛骨移植を併用した月状-三角骨

間固定術を施行し始め，その術式と短期成績を第

39回日手会にて報告した．今回その中期成績を

まとめて報告する．

【症例と方法】術後3年以上経過した症例は18例

である．男14例，女4例，手術時平均年齢34.4歳

(21歳～60歳)，平均追跡期間は4.8年（3.1～9.3

年）である．有茎骨移植として方形回内筋弁付僥

骨を用いたもの2例，第4コンパートメント内の

後骨間神経関節枝に伴走する前骨間動脈背側枝を

逆行性に用いたものl5例で，術後の除圧目的に

創外固定器を用いたもの14例，一時的STT固定

ピンを用いたもの3例である．X-P評価として骨

癒合の有無，変形性変化の有無,carpalheight

ratio(CHR)を，機能評価として手関節掌背屈，

回内外可動域，握力を健側と比較した．

【成績】4例がnon-unionとなり，そのうち1例は

再手術(月状骨切除・舟状一三角骨間靱帯形成術）

を施行した.CHRは術後6ケ月までにやや減少し，

1年以降は変化しなかったが最終的に術前のCHR

と差はなかった（術前0.44,最終0.46)．これは

non-unionに陥ったものも同様で,carpalcollapse

の進行は認めなかった．また変形性変化を生じた

ものもなかった．掌背屈は術前に比し改善を認め

たものの（術前73.5.,術後84.3。）健側比較に

おいて50.3％に制限されていた．握力は術前より

改善を認めたものの（術前51.2％）最終で健側の

72％にとどまった．

【結論】non-union例を含めてcarpalcollapseの進行

は抑止できるものの正常化するにはいたらなかっ

た．いずれの症例もmid-camaljointが良く温存さ

れるのが利点であるが,radio-caIPalでの動きは少

ない．変形性変化の進行はなかったもののさらに

観察を要する．
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Kienb6ck病に対するセラミック人工月状

骨置換術と腱球置換術

Ceramiclunateimplantscomparedwithtendon

implantsfOrKienbOck'sdisease

藤田保健衛生大学整形外科

○鈴木克侍，和田邦央，田中徹

【目的】我々 はstage3のKienb6ck病に対し，セラ
ミック人工月状骨置換術と腱球置換術を行い60

カ月以上経過した症例を比較検討した．

【対象および方法】1986～1996年までstage3の

KienbOck病に対して置換術を行い60カ月以上経

過観察した症例は15例であった．アルミナセラ

ミック人工月状骨(custom-made)を置換した症

例は9例［男性8例，女性1例，平均年齢38歳

(21～72歳)]，腱球を置換した症例は6例［全例

男性，平均年齢33歳（22～55歳)］であった．

ROM,痙痛，握力,X線所見(camalheightratio,

以下CHR,osteoarthritis,以下OA),Cooneyの手

関節機能評価につき検討した．平均調査期間は人

工月状骨置換術群が81カ月(60～144カ月),腱

球置換術群が90カ月（65～163カ月）であった．

【結果】両群ともに全例術後3カ月より術前の労

働に復帰した．人工月状骨置換術群:ROMは手

関節背屈73％から71％（術前及び最終調査時，

対健側比，平均値；以下同様)，掌屈37％から

71%,尺屈70%から80%,僥屈75%から71%,

回内80％から94％,回外97％から99％であった．

瘻痛は術前全例にみられたが最終調査時は全例消

失した．握力は45％から76%,CHRは0.46から

0.53,Cooneyの評価は55点から75点へ有意に改
善した.OAは術前術後で認めなかった．腱球置

換術群:ROMは手関節背屈75%から68%,掌屈

39％から54％，尺屈73％から81％，榛屈72％

から67％，回内83％から94％，回外98％から

98％であった．瘻痛は術前全例にみられ最終調

査時は2例に認めた．握力は38％から75％，

CHRは0.46から0.45,Cooneyの評価は55点から

65点へ有意に改善した．

【結語】術後60カ月以上経過観察したstage3の

KienbOck病症例の比較から，セラミック人工月状

骨置換術は腱球置換術より瘻痛,CHR,OA,

Cooneyの評価において良好な成績が得られた．
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進行期キーンベック病に対する腱球移
植十仮STT(SC)固定術の検討
TreatmentofadvancedKienbOck'sdiseasewith

tendonballimplantationandtemporaryscapho-

trapezio-trapezoid(STT)arthrodesis

国保中央病院整形外科

○藤谷良太郎，小野浩史，水本茂

当科では進行期キーンベック病に対し腱球移植十

仮STT(SC)固定を行ってきたので，その術後
成績を検討し報告する．

【対象および方法】当院で腱球十仮STT固定術を

行った7例で，内訳はLichtman分類typeIIIb4例
とIV3例で，男性2例と女性5例，全て利き腕の

右であった．手術時年齢は平均59歳で，術後経

過観察期間は平均1.7年であった．術後平均26日

でギプスを除去し，仮固定の抜釘は平均70日で

あった．臨床成績は日手会手関節機能評価を用い

た．レントケンでRSangleとCHRの経時的変化
を評価した．

【結果】全例で痔痛は改善し，原職に復帰した．

握力は対健側比で術前57.9％が，術後61.6%とわ

ずかに改善した．手関節可動域は掌背屈術前平均

98°が術後101。と増大していた．評価法では術

前平均44．3点が術後82．1点と改善していた．

CHRは術前平均0.55が，抜釘時0.51,6ケ月と最

終観察時0.50と経過中変化は無かった.RSangle
も術前平均60。が，抜釘時と6ケ月で59．，最終

観察時61.と大きな変化は無かった．全例RS関

節でのOA変化の進行はなかった．

【考察】進行期キーンベック病に対する腱球移植

術は，単独では手根骨のcollapseが進行しやすく，

STT固定術併用が多い．しかしSTT固定術は，手

関節の可動域減少がみられる．約2ヶ月間の仮

STT固定を行ったところ，握力および可動域の改

善を認め，抜釘後の手根骨のcollapseや関節症の
進行を認めなかった．今回の調査では経過中の

CHRとRSangleは変化せず，約2ケ月の固定で十

分であったと思われる．しかし握力の改善はわず

かで，重労働者には不向きな事があると考えられ
た．
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進行期Kienb6ck病における観血的治療一

僥骨骨切ﾚﾉ術と腱球置換術の比較検討一

Radialosteotomyversusreplacementarthroplasty
withatendonballfOrtreatmentoftheadvanced

KienbOckdisease:Aretrospectivecomparative

fbllow-upsmdy

!国立病院長崎医療センター整形外科，2いまむ

ら整形外科，3披済会長崎病院整形外科，4愛野

記念病院整形外科

○角光宏11今村宏太郎21長谷芳文31
貝田英二4

【目的】我々 は，進行期KienbOck病に対して，僥骨

骨切り術もしくは腱球置換術を適応してきた．今

回，両者の術後成績を比較することにより，その

有効性と適応の違いを検討することを目的とした．

【対象と方法】Lichtman分類stagelllBのKienb6ck
病で，僥骨骨切り術(o群）を施行した19例お

よび腱球置換術(T群）を施行した19例を対象と

した．0群の平均年齢は42.8歳，追跡期間は平均

63．6カ月,T群は平均年齢47.9歳，追跡期間は平

均29．3カ月である．術後評価は,Cooneyの
Clinical-ScoringSystemを用い，両群間の臨床成績

の差異を比較検討した．

【結果】総合評価は,O群が優2例，良4例，可8例，
不可5例，平均67.9±18.1点,T群が優'例，良4

例，可9例，不可5例，平均71.8±17.0点で，両群

間に有意差は認めなかった．また評価の各項目

(瘻痛，職業，可動域，握力）ごとの点数でも両者

に差はなかった．ただし握力（健側比）は0群が

術前473±17.9（％）が術後71.8±13.6(%),T

群が術前50.6±18.2(%)が術後73.2±23.0(%),
可動域（掌背屈の和）は0群が術前71.9±32．9

(。）が術後97.4±34.7(｡),T群が術前77.8i

29.1(｡)が術後96.8±27.2(｡)とすべて有意

(p<0.01)に改善していた．一方，各群を職種に

より重労働群と軽作業群に分けると,O群では，
重労働群（14例）が66.1±20.2点，軽作業群(5

例）が73.0±9.7点で重労働群の方がやや低い傾向

にあり,T群では，重労働群(6例）が56.7±18.9

点，軽作業群(13例）が78.8±10.8点と，有意
(p=0.0059)に重労働群の術後成績が劣っていた．

【結論】進行期KienbOck病に対する僥骨骨切り術

および腱球置換術は，ともに握力や可動域の改善

は期待できるものの，その術後成績には限界があ

り，特に重労働に従事する症例では，その適応は
慎重でなければならない．
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進行期キーンベック病に対する榛骨模状

骨切り術の長期成績一臨床成績とX線変

化の検討一

Lateralclosingwedgeosteotomyofthedistal

radiusfOradvancedstagesofKienb6ck'sdisease

!福岡大学整形外科，ユ飯田整形外科クリニック，

]福岡大学筑紫病院整形外科

○副島修!，飯田博幸2，小嶺俊3，

菊田朋朱!，内藤正俊！

【目的】当科における進行期キーンベック病

(Lichtman病期分類IIIb,IV)に対する僥骨模状

骨切り術の，長期臨床成績，ならびにx線変化に

つき検討する．

【対象・方法】術後2年以上経過観察できた7例を

対象とした．全例女性で，手術時年齢は平均57.3

歳であった.stagelllb5例･stagelV2例で，術前

後の手関節痛・復職状況・握力・手関節可動域を

調査した.X線評価として以下の項目につき術前

後の変化を検討した:radialinclinationangle

(RIA),camalheightratio(CHR),Stihl'sindex

(SI),ulnarvariance(UV),radiolunateangle

(RLA),radioscaphoidangle(RSA),scapho

lunateangle(SLA),carpalulnardistanceratio

(CUDR),lunatecoveringratio(LCR),ringto

proximalpoledistanceofthescaphoid(RPPD).ま
た術後評価として，中村らの評価基準を用いた．

術後経過観察期間は平均49.6カ月であった．

【結果】全例で除痛が得られており，現職へ復帰

していた．握力は術前平均10．5±5.3kgから

19.0i6.1kg(健側比54%から95%)と，有意に
増加していた（＜0.01)．手関節可動域も術前平

均75.0±12.9.から108.7±13.2｡(健側比61.3%

から86.9％）と，有意に増加した（＜0.04)．術

前後のX線評価では,RIA:26.0．→11.3｡(<

0.02),CHR･SI･UV・RLA･SLA:有意な変

化を認めず,CUDR:0.29→0.39(<0.002),

LCR:68.4%→84.1%(<0.002),RSA:75.1．

→67.1｡(<0.01),RPPD:0.7mm→0.9mm

(<0.01)であった．中村らの術後評価では，

good4例,fair2例,poorl例であり，さらにRSA
の改善度が中村らの術後評価点と有意に相関して

いた(<0.001).

【考察．まとめ】榛骨模状骨切り術は，進行期キ

ーンベック病に対しても良好な長期成績を維持し

ており，有用な手術法といえる．
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Kienb6ck病に対する榛尺骨短縮術の治療

成績

Radioulnarshorteningforthetreatmentof

Kienb6ck'sdisease

'新潟中央病院整形外科，z新潟手の外科研究所

○登石聡11吉津孝衛21牧裕21

坪川直人2，山本康行！

【目的】1977年田島らは,zeroおよびplus-variant

のKienbOck病に対しulnocamalabutmentsyndrome

を予防できる榛尺骨両短縮術を報告した．今回当

院で榛尺骨両短縮術後2年以上経過した症例を検

討した．

【対象と方法】当院で榛尺骨短縮術を行い，術後

2年以上経過し，直接検診可能であった8例9手

を対象とした．症例は男性4例（両側罹患1例)，

女性4例で，手術時年齢は27歳から74歳（平均

47.8歳)，追跡期間は2年2カ月から13年7カ月

(平均6年6カ月）であった．手術は僥骨を3mm

短縮,variantが+2mm以内となるように尺骨を

3～6mm短縮した．臨床評価はCooneyの評価基

準に従い判定した．病期分類はLichtman分類で

stageⅡが2例，ⅢAが3例，ⅢBが4例であった．

X線学的にはcamalheightratio(CHR)の変化に
ついて比較検討した．

【結果】癖痛は，労作時に軽度の痙痛を認める1

例以外は全例で消失していた．圧痛は全例で認め

なかった．全例元職に復帰していた．握力は術前

平均健側の55.3％が術後平均健側の78.7％と改善

がみられた．総合評価では,exellent2例,good2

例,fair5例でpoorはなかった．全例で日常生活，
就労で支障なく，患者の満足度は高かった．

CHRは術前0.50が調査時0.50と保たれていた．

MRI検査では月状骨の再血行化を認めた症例が散

見された．

【考察】本術式は手関節の圧を一定期間低下させ，

月状骨の再血行化も期待でき,stageによらない

幅広い適応をもつ有用な治療方法と考えられる．
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マイナスバリアントを伴わない

キーンベック病に対する手術療法

SurgicaltreatmentfOrKienbOckdiseasewithplus
orzeroulnarvaliance

!関西労災病院整形外科，’大阪大学整形外科

○田野確郎!，多田浩一'，吉田竹志!，
村瀬剛2，森友寿夫ユ

【はじめに】マイナスバリアントを有するキーン

ベック病に対しては，僥骨短縮骨切り術に代表さ

れるレベリング手術が行われることが多いのに対

し，プラスバリアントあるいはゼロバリアントの

症例に対しては標準的な方法はなく，種々の方法

が行われているのが現状である．今回我々はこの

ような症例に対する種々の術式を比較することに

より，各術式の問題点を検討した．

【対象】9例（男性；7例，女性；2例）平均年齢

49.6歳．術前Lichtman分類でstagell:4例，

IIIa:4例,IV:1例，また用いた術式は，僥骨

模状骨切り術3例，有頭骨短縮骨切り術3例，

radio-scapho-lunatefUsionl例，月状骨切除術2例

であった．

【結果】僥骨模状骨切り術を除くすべての術式で

可動域の悪化は認めず,また除痛効果も得られた．

僥骨模状骨切り術を行った3例において，可動域

は悪化しなかったものの，2例で手根骨の配列異

常が出現した．また術後，回外制限を認めたl例

に対し，追加手術を行った．有頭骨短縮骨切り術

を行った症例では術後早期に，レントゲンあるい

はMRI像において月状骨のremodelingが認められ
た．

【考察】プラスバリアントあるいはゼロバリアン

トのキーンベック病に対しレベリングを行った場

合，遠位僥尺関節の関節適合性に影響が及ぶと考

えられる．また過度に榛骨を短縮させた場合，尺

骨頭の突き上げが生じてしまい月状骨の圧潰の進

行を来す可能性がある．一方，有頭骨短縮骨切り

術においては，遠位僥尺関節への影響を及ぼすこ

となく月状骨の除圧をはかることが可能であり，
プラスバリアントあるいはゼロバリアントのキー

ンベック病に対し合目的な方法と考えられた．
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キーンベック病に対するthreeslice

DynamicMRI

TreeslicedynamicMRIofthegraftusedfor
KienbOck'sdisease

信州大学整形外科

○村上成道，斉藤

畑幸彦，高岡

覚，小林博一，

邦夫

【目的】我々 は，造影MRIを使用したdynamic
studyは通常の造影MRIより移植骨の血流状態を

より鋭敏に反映する検査法であることを第43回

当学会で報告した．さらに，月状骨の掌側，中央，

背側の3スライス画像を評価することで(three

sliceDynamicMRI),詳細な術前計画や術後血流

状態を計測できるのではないかと考えた．

【対象と方法】1999年以降当科で手術を行ったキ

ーンベック病で，術後1年以上,threeslice

DynamicMRIによる経過観察ができた5例（男性

4例，女性1例，平均年齢38.4歳）を対象とした．

Lichtman分類のstage3al例,3b2例に対して血管

柄付き骨移植を施行（採取部位：僥骨遠位掌側2

例，第3中手骨背側1例),stage4の2例に腱球移

植術を施行した．MRIは1.5超伝導型を使用し，

T1,T2image,Gd-DTPAを用いたdynamicMRIを

行い，月状骨掌側，中央，背側3カ所の造影効果

を画像的に術前後で確認した．

【結果】術前4例で，動脈優位相では造影が全く

認められず，1例は背側のみ造影を認めた．血管

柄付き骨移植術例は，術後6ヶ月で骨を移植した

側を優位に動脈優位相で造影を認めた．術後1年

で全例にほぼ月状骨全体の造影効果を認めた．一

方，腱球移植術症例では術後6ヶ月，1年とも動

脈優位相から造影は認めず，静脈優位相で移植腱

球周囲の造影のみ認めた．

【考察・結語】月状骨内の掌側，中央，背側のど

の部位が優位に造影されているかを知ることで月

状骨内の血流状態を詳細に検査できる可能性が示

唆された．これは，術前の血管柄付き骨移植の採

骨部位決定や，術後血流状態を観察するのに有効

であると考えられた．
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Kienb6ck病に対する僥骨短縮骨切り術後

10～25年経過例の検討

RadialshorteningfOrKienbOck'sdisease:Over

10-yearfOllow-up

'新潟大学大学院医歯学総合研究科整形外科学

分野，噺潟大学医学部附属病院形成外科

○善財慶治11柴田実21城倉雅次21

遠藤直人！

【目的】KienbOck病は比較的若年者に発症し，重

労働者に多いことから，治療法の評価には長期成

績が重要である．術後10年以上経過した僥骨短

縮骨切り術症例(plusvariant例への尺骨短縮骨切

り術合併例を含む）を検討し，報告する．

【対象および方法】対象は1976年から1991年まで

に僥骨短縮骨切り術を行ったKienbOck病症例36

例の内直接検診が可能であった14例．僥骨単独

の短縮は10例，尺骨短縮合併4例．手術時年齢は

15から58（平均33.9）歳，経過観察期間は13か

ら25（平均18.9）年，男性10例，女性4例．右9

例，左5例．術前のLichtmanstageはII5例,IIIa6

例,IIIb3例．臨床成績はCooneyの評価基準を用

い，患者の満足度，術後の前腕回旋制限発生の有

無,X-P所見(stage・carpalheightratio

(CHR)･Stihl'sindex･変形症性(OA)変化）

も検討した．

【結果】臨床成績は平均77.9点で，術前と比較で

きた13例では術後有意な改善を認めた．患者の

満足度は優10例，良4例と良好であった．前腕回

旋制限が術後新たに発生したのは2例.Stageは

10例で不変，4例で進行した.CHRは平均0.52

(術前0.53),Stihl'sindexは平均0.30(術前0.33)

と，術前後で有意な変化は認めなかった.OAが

新たに生じたのは榛骨手根骨間関節8例，遠位僥

尺関節7例であった．

【考察】StageⅢまでのKienbOck病に対する本法
は術後平均約19年時においても臨床的に良好な

成績を維持しており，月状骨の圧潰の進行を防い

でいた.OAは高率に出現するが，症状を呈する

例は少数であった．
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キーンベック病に対する榛骨骨切ﾚﾉ術の

手術成績について

RadialosteotomyfOrKienb6ck'sdisease

'弘前大学整形外科，ユ青森市民病院整形外科

○工藤悟'，藤哲】，三浦一志1，

G.IvanVallejo1,坪健司2

【目的】キーンベック病に対する手術方法は病期

によって選択されることが多く,stagell,IIIaで

は僥骨骨切り術が行われることが多かった．しか

し近年では,stagellIb,IVの進行したキーンベッ

ク病に対しても僥骨骨切り術が有用であると報告

されており，我々も1985年以後はおもに僥骨骨

切り術を行ってきた．僥骨骨切り術により痙痛は

改善され，手術成績はおおむね良好であるが,X

線所見は改善しないことがよくみられる．今回

我々は僥骨骨切り術の手術成績と画像所見の関連

について検討を行った

【対象と方法】症例は1988年から1996年までに僥

骨骨切り術を行った13例で，男性9例，女性4例

であった．手術時年齢は16～61歳（平均35歳）

であった．術前のX線所見はLichtman分類stage

IIIaが10例，Ⅲbが3例であった．術式は榛骨短縮

骨切り術を6例に，榛骨模状骨切り術を7例に行っ

た．追跡期間は1年～6年5カ月（平均2年1カ月）

だった．術後成績は中村らの分類で評価した．

【結果】術後成績は優1例，良8例，可4例であり，

僥骨模状骨切り術を行った例では良3例，可4例

と僥骨短縮骨切り術を行った例より成績が悪かっ

た．痙痛に関しては全例で改善が得られていた．

stageの進行は6例に見られ,DRUJのOAが進行
した例は8例にみられ，僥骨模状骨切り術を行っ

た例では7例全例にみられた．術後成績,DRUJ

のOAの進行に関して,CHR,Stihl'sindex,S-L

角との相関は認めなかった．

【考察】僥骨骨切り術によって痙痛は良好に改善

したが，可動域と握力の改善において短縮骨切り

術の方が良好であったため，中村らの分類では短

縮骨切り術の方が成績良好であった.CHR,

Stihl'sindex,S-L角,stageの進行,DRUJのOA

の進行は，術後成績と相関はなく,X線上の指標

の変化は濾痛改善の指標とならないことが示唆さ

れた．
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キーンベック病に対する僥骨骨切ﾚﾉ術の

手術成績－10年以上経過観察例一

Surgicaloutcomeofradialosteotomyfor

KienbOckdisease-10yearsfOllowup-

名古屋大学手の外科

○洪淑貴，中村蓼吾，堀井恵美子，

中尾悦宏，稲垣弘進

【目的】10年以上経過観察し得たキーンベック病

に対する榛骨骨切り術症例の術後成績を報告する．

【対象と方法】1979年以降当院にて手術し今回直

接検診し得た17例を対象とした．男性13例女性

4例，手術時平均年齢31.7歳，経過観察期間平均

15年3ケ月，術前ROM(手関節掌背屈）は健側

比35.1～93.3％（平均67.9％)，術前握力は15.0

～92.7％（平均63.6％）であった.Lichtman分類

はstagell3例,IIIalO例,IIIb4例であった．自

覚症状・復職状況・満足度についてのアンケート

を行い，握力,ROMについて直接検診した．単

純X線写真よりCamalheightratio(以下CHR),

Stihl'sindex(以下sI),及び月状骨の高さ・骨硬

化像・骨嚢腫・分節化・骨梁構造・関節適合性の

6項目に関して独自に考案した月状骨gradeにつ
いて検討した．総合的な評価には中村のキーンベ

ック病成績判定基準（以下N基準）を用いた．

【結果】アンケート結果では癖痛は16例で改善し，

14例では術前の職場又はスポーツに復帰した．

13例が手術に満足しており，12例は他人にもこ

の手術を勧めると回答した．術後ROMは59.2~

114.3%(平均82.1%),術後握力は45.9~

115.1%(平均88.3%)であった．CHRは改善2

例，不変12例，悪化3例,SIは改善4例，不変4

例，悪化8例，不明1例，月状骨gradeは改善8例，

不変7例，悪化1例であった.N基準では

excellent(以下E)6例,good(以下G)6例,fair

4例,poorl例であった．

【考察】術後成績はN基準EG70.6%と良好で，

特に25歳以下の7例では全例EGであった．これ

は若年者では月状骨の回復能力が旺盛で，拘縮も

生じにくいためと考えた．術後5年時の成績は

EG64.7%で，中期の良好な成績は長期にわたっ

て維持されていた．

【結論】僥骨骨切り術の長期成績は安定しており，

特に若年者においては第一選択とするべきである．
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キーンベック病に対する僥骨骨切ﾚﾉ術の

有効性

Surgicaleffectsofradialosteotomiesfor

KienbOck'sdisease

北海道大学整形外科

○岩崎倫政，三浪明男，大泉尚美，

末永直樹，加藤博之

【目的】当科では原則的に進行例も含めてキーン

ベック病に対する観血的治療法としてZeroまたは

plusulnarvariance例に対しては模状骨切り術，

minusvariance例には短縮術の僥骨骨切り術を行

ってきた．本研究の目的は当科における本術式の

臨床･X線学的成績を明らかにし，キーンベック

病に対する僥骨骨切り術の有効性を明らかにする

ことである．

【方法】症例は僥骨模状骨切り術(151ateral

closing)22例（模状群，男14,女8例,stagell6,

IIIA3,IIIB12,IV1例),僥骨短縮術(2-5mm)

19例（短縮群，男11,女8例,stagell4,HIA2,

IIIB12,IVl例）である．手術時平均年齢は模状

群で39歳，短縮群で34歳であった．術後平均経

過観察期間は模状群30ケ月，短縮群45ケ月であ

る．臨床評価はNakamuraらの評価基準よりX線

学的評価を除いたもの（21点満点),X線学的評

価は各計測parameterの変化に基づき行った．統

計学的評価はpairedt-test(p<.05)を用いて行っ
た．

【結果】術後，両群の全例において手関節痛の消

失・軽快が得られていた．模状群では術後，手関

節可動域および握力の有意な改善が得られ，臨床

scoreは平均16点(excellentl5例,good7例）で

あった．短縮群においても握力の有意な改善を認

め，scoreは平均16点(excellentl3例,good6例）
であった.X線学的評価は，模状群においてのみ

各parameterの有意な進行が認められた．

【結論】術前のulnarvarianceの程度に基づき骨切

り術々式を選択するかぎり，榛骨骨切り術は進行

例も含めたキーンベック病に対して非常に有効な

術式と考えられた．

一s158-



2-4-29

キーンベック病に対する榛骨短縮術の

MRIの検討

EvaluationofradialshorteningfOrKienbOck's

diseasebymagneticresonanceimaging

濁協医科大学整形外科

○岩本玲，長田伝重，山口哲彦，

藤田聡志，早乙女紘一

【目的】キーンベック病に対する僥骨短縮術は，

構造の複雑な手関節に侵襲を加えることなく月状

骨への外力を減ずる効果があり，症状の改善が得

られるとともに,X線上多くの手術例で月状骨の

再構築が認められており月状骨の再構築は，僥骨

短縮術後の月状骨の血流改善の結果と推定され

る．今回我々は，キーンベック病に対する僥骨短

縮術後の効果を術前後の月状骨のMRI所見にて

評価，検討した．

【対象】1995年から2001年までの6年間に僥骨短

縮術あるいは榛尺骨短縮術をおこなった9症例9

手関節を対象とした．男性6例，女性3例．平均

年齢，42歳．観察期間は，平均36カ月．術前の

Lichtman分類では,IIIa2例,IIIb3例,IV4例で

あった．施行した手術法は，僥骨短縮術5例，榛

尺骨短縮術4例であった．

【方法】Mmはl.5T超伝導装置を使用した．撮像法

はSpinecho法でT1強調画像,T2強調画像をおこな

った．手術前後のMRIでの月状骨の輝度変化を比

較し，またx線所見および手術成績を合わせ検討

した．結果：全例で術後，手関節の瘻痛は消失し

ていた．MRIでは4例に月状骨の輝度の回復が認め

られた.IIIbのl例でTI･T2強調画像で月状骨の

輝度の回復が認められたが,IIIbの1例,IVの2例

ではTl強調画像の輝度の回復は認められたものの

、強調画像での輝度の変化は認められなかった．

【考察】キーンベック病での月状骨の壊死の状況

を知るのにMRIは有用である．今回手術をおこ

なった症例の臨床所見は全例とも良好であった．

しかしMRIの月状骨の輝度変化と臨床所見は，

必ずしも一致しなかった.MRIの月状骨の輝度が

回復傾向である症例は臨床所見も良好だが,MRI

の変化がみられない症例でも臨床所見は良好なも

のがあった．したがって僥骨短縮術では,MRIの

月状骨の輝度が回復不十分な症例もあるが，臨床

結果からは有効であると考えられた．

’

2-4-30

特発性前骨間神経麻揮の予後

Prognosisofspontaneousanteriorinterosseous

nervepalsy

'東京大学整形外科，2東京逓信病院整形外科，

3浜松医科大学整形外科

○山本真一!，山本直哉Ⅲ，田尻康人!，

沖永修二2，長野昭，

【目的】神経束にくびれを有する特発性前骨間神

経麻庫（以下AINP)に対する神経線維束間剥離

術の有効性は，保存療法でも回復がみられること

から，一定の見解は未だ得られていない．これま

でに，我々は発症後18カ月以上経過した症例で

は，神経線維束間剥離術はAINPの筋力回復に有

効であると報告してきた．本研究の目的は，さら

に長期の24カ月以上経過した症例について，神

経線維束間剥離術の有効性および手術時期の影響

について検討することである．

【対象・方法】発症後24カ月以上経過観察された

AINPで，初診時の長母指屈筋（以下FPL)また

は示指深指屈筋（以下FDP1)の筋力が[O]であ

った症例を対象とした．発症後3カ月以上経過し

ても回復徴候がみられず，希望のあった症例に対

して神経線維束間剥離術を行った．手術例は13

例で，発症後経過期間は24～75カ月（平均40.4

カ月）であった．保存例は8例で，発症後経過期

間は24～101カ月（平均49.0カ月）であった．徒

手筋力検査と筋電図にて完全麻痒が確認された

FPLおよびFDPlの最終観察時の筋力を，手術例

と保存例，および発症後6カ月以内または6カ月

以降12力

た．また，

した．

【結果・考

祥の|口|視H一再

4ず71眉

問で比較し

いても比較

した症例で

は，手術例は全例［3］以上の回復がみられるの

に対し，保存例には回復のない筋があり，手術例

の筋力は保存例と比べ良好な傾向であった．手術

例両群の最終筋力に差はなかったが，早期手術例

がより早く回復する傾向があった．神経線維束間

剥離術はAINPの筋力回復に有効であると考えら

れた.AINPでは，発症後6カ月から12カ月の手

術でも，早期手術と同等の成績が期待されると考

えられた．
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前骨間神経麻痘の臨床像と治療成績の検
討

Clinicalanalysisofanteriorinterosseousnerve

palsy

1慶應義塾大学整形外科，2荻窪病院整形外科，

』川崎市立川崎病院整形外科

○仲尾保志11高山真一郎ll池上博泰11

田崎憲一2，堀内行雄］

【はじめに】さまざまな臨床像を呈する前骨間神

経麻痒は，病態はいまだ不明で，治療方針につい

ても一定の見解が得られていない．今回，当科の

症例について，臨床像や手術所見，治療経過を調

査し，治療計画について検討を加えた．

【対象と方法】対象は，当科で治療した前骨間神

経麻痒の患者32例（男14,女18)で，麻庫型は，

完全型26例，不全型6例（母指屈曲障害のみ4例，

示指屈曲障害のみ2例）であった．12例は,Vit

BIzの内服による保存療法のみで治療した．保存
療法に抵抗した20例には，肘屈曲側で前骨間神

経を展開し神経剥離を行った．麻痒の発症から手

術までの期間は，1カ月～1年6カ月（平均5.4カ

月）で，外傷や上肢の過度の使用など先行する外

的要因の存在を認めたものは10例，誘因の明ら

かでないものは10例であった．また，麻輝発症

に先がけて15例で瘻痛,2例で発熱の訴えが見ら

れた．

【結果】保存療法のみで治癒した症例は，いずれ

も初診時からl～6ヵ月以内に麻溥症状の改善傾

向が観察されたもので,1年以内にMMT4以上ま

で回復した．手術治療群では，検索した18例中8

例に<ぴれ病変が認められたが，部位はいずれも

肘レベルより中枢（0～6cm,平均2.8cm)であ

った．術後l～5ヵ月で麻輝症状の改善傾向が見

られ，術後6カ月以上経過した18例中17例で1年

以内にMMT3+以上まで回復した．

【考察】前骨間神経麻痒は，保存療法が有効と言

われているが，長期に麻溥が残り腱移行を要した

とする症例の報告も見られる．今回の調査では，

麻鹿発症後6カ月以内に麻痘症状の改善が見られ

た症例は保存療法による予後が良好であり，一方，

それ以上改善が見られない場合には，手術治療を

適応することで高率に回復が期待できることが判

明した．

2-4-32

広範囲な筋に脱神経所見を認めた前骨間，
後骨間神経麻揮の検討

Studyofanteriorandposteriorinterosseousnerve

palsywithmultipledenervatedmuscles

!日本赤十字社和歌山医療センター整形外科，

2京都大学整形外科

○麻田義之11玉置康之11坂本武志2

【目的】前，後骨間神経麻庫のうち，広範囲な筋

に脱神経所見を認めた1群の自験例につき，臨床

所見，予後について調査・検討した．

【対象および方法】対象は，9例10手(1例は両側

同時発症例）で，前骨間神経麻痘6例，後骨間神

経麻鹿3例である．男4例，女5例，年齢は平均

38.7（22～72）歳，経過観察期間は，平均1年4

ヶ月（8ヶ月～2年5ヶ月）であった．これらの

症例の，発症時の症状，電気生理学的所見，随伴

した麻痒症状，予後について調査した．

【結果】全例で，肩周辺～上腕や前腕に瘤痛を来

たし，他の症状としては，熱発が1例，感冒様症

状が2例，出産後の発症が1例であった．筋電図

上，前腕～上腕の筋に脱神経所見を認めた例が4

例，さらに肩甲帯筋にも広範囲に脱神経所見を認

めた例が5例であった．随伴症状として，他神経

支配筋筋力低下を7例に，反回神経麻輝による嗅

声をl例に認め，知覚障害は6例に認めた．発症

時の筋力は，全例で0～lと麻溥は高度であった．

最終観察時または，手術（6例：腱移行2，腱移

行十神経剥離4）施行時の筋力は,MMT3以上に

回復した例が3例4手，2以下の回復に止まった

例が3例，回復が認められなかったのが3例であ

った．神経剥離の際，くびれを認めた例は無かっ

た．

【考察】これらの症例は，くびれを認めるmono‐

neuritisとは異なった病態を呈し,Neuralgicamyo-

trophyの立花分類B群に属すると思われる．前，

後骨間神経麻痒を主徴とするが，多彩な麻庫症状

を示し，全身的要因の関与が推察された．麻溥筋

の自然回復は，必ずしも良好ではなかった．しか

し，この1群に対しては，病因の主座が，前，後

骨間神経にあるとは断定できないので，神経剥離

は行わず，回復不良の場合は腱移行での再建が妥

当と考える．
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MRI画像から見た後骨間神経麻揮の病態

と治療方針

MRIfindingsofposteriorinterosseousnervepalsy

:thepathogenesisandtreatment

'藤田保健衛生大学第二教育病院整形外科，z足

利赤十字病院整形外科，3仁科整形外科

○寺田信樹!，浦部忠久2，仁科哲雄ヨ

【はじめに】後骨間神経麻痒の病態は一般に絞扣

性神経障害と考えられているが，神経剥離術をお

こなっても神経の異常が全く認められないことも

あり不明な点が多い．今回MRI画像から病態を

検討し，治療方針について考察をおこなった．

【対象】後骨間神経麻溥患者4例4肘を対象にMRI

を撮像した．肘近位から前腕中央にかけて,T1,

T2強調像，脂肪抑制像の連続横断像を撮像し，

うちl例にはガドリニウムで造影をおこなった．

そのうち3例には筋電図検査を追加し，さらに発

症後約1年を経過しても回復不良であった1例に

は手術をおこない神経を観察した．

【結果】全例において神経周囲の筋・結合織にT2

強調画像で高輝度病変を認めた．ガドリニウムで

造影をおこなった例では同じ部位に造影効果が確

認された．筋電図結果はいずれも後骨間神経麻痒

を示唆するものであったが，特徴的な所見は認め

られなかった．回復不良な1例におこなった手術

時所見では，後骨間神経に明らかな異常所見は認

められなかった．

【考察】後骨間神経麻溥のなかには手術により

「くびれ」が確認され，その処置により改善する

例もあるが神経に全く異常を認めない例も多く，

今回手術を行った1例も後骨間神経に絞抓の所見

は見られなかった．しかし,MRIでは全例に回外

筋を中心に後骨間神経周囲の炎症が確認され，本

性に特徴的な所見と考えられた．この結果は，絞

抓性神経障害と考えるこれまでの理論とは一致せ

ず，神経周囲の炎症が神経に波及することが麻痒

の原因と考えられた．病態が炎症であるならば，

手術による除圧よりも抗炎症剤などの投与で発症

早期から炎症をおさめることが理にかなった治療

と考えられる．

2-4-34

肘部ガングリオンによる榛骨神経麻揮

Theradialnervepalsycausedbyganglionatthe
elbow

'信州大学医療技術短期大学部理学療法学科，

2相沢病院整形外科，3信州大学整形外科

○齊藤覚1，関博2，村上成道3，

小林博－3，畑幸彦3

【目的】僥骨神経麻輝をきたした肘部ガングリオ

ン症例について好発年齢，腫瘤発生部位，腫瘤発

見に有効な画像検査，などを明らかにすることを

目的とした．

【方法】診察所見，画像検査をretrospectiveに検索
した．

【結果】症例は10人で男性7人，女性3人，麻痒

発生時の年齢は38から65（平均49.5）歳であっ

た．右手罹患6人，左手罹患4人で，10例とも後

骨間神経麻痒を示した．理学所見，超音波検査，

X線撮影,CT,MRIが術前検査として行われた．

10症例の肘関節理学所見,X線検査は正常であっ

た.CTや超音波検査と比較するとMRIは，より

広い領域の検索が可能である，筋肉と腫瘤とのコ

ントラストがより鮮明である，腫瘤の内容物につ

いてより多くの情報を提供する，任意の面での撮

像が可能である，などの長所を持っていた．ガン

グリオンは2つの異なった部位に存在した．9症

例で認められたtypeAは近位僥尺関節の前方関節

包から発生し，回外筋の近位縁よりも近位に存在

した．腫瘤により後骨間神経は回外筋近位縁に対

して後方から前方に向かって圧迫されていた．1

症例で認められたtypeBガングリオンは回外筋近

位縁より末梢に存在し,X線学的に異常のない肘

関節に発生して神経麻痒を起こした症例としてこ

れまで報告はないものであった．腫瘤は回外筋近

位の筋膜から発生して回外筋内に存在し，後骨間

神経を榛骨に対して前方から後方に向かって圧迫

していた．1例は他院で，9例は当科で手術を行

い，腫瘤は肘前方アプローチにより肘前方関節包

とともに一塊として摘出された．すべての症例で

術後3カ月から8カ月で麻痒の回復が得られた．

【結論】僥骨神経麻鹿をきたした肘部ガングリオ

ンは中年に好発し，腫瘤の発生部位には2つの異

なった部位が存在した．ガングリオンの画像診断

としてMRIが最も優れていた．
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母指対立障害におけるperfectOsignの定
量的解析

ObjectiveanalysisofperfectOsignindeficiency

ofthumbopposition

!京都府立医科大学整形外科，2明治鍼灸大学

整形外科

○白須幹啓ll岡島誠一郎ll小田良11

勝見泰和2，平澤泰介2

【目的】母指対立障害の評価のひとつとして

perfectOsignが知られている．しかし,perfectO

signの判定は検者の主観的判断に左右され，定量

的に評価することは困難である.perfectOsignを

定量化することで母指対立障害の程度をより客観

的に評価することが可能である．perfectOsignの

肢位において母指および示指で囲まれる平面面積

を数値化し，母指対立障害に対する治療前後での

変化を解析した．

【方法】対象症例は母指対立障害を呈する8例10

手，手根管症候群が9手，腕神経叢損傷後の母指

対立不全が1手である．手根管症候群例には全例

手根管開放術を行い，1手のみ対立再建術を追加

した．示指尺側が基準面上に接した状態でperfect

Osignの肢位を取るよう患者に指示し，基準面に

垂直な方向からデジタルカメラを用いて撮像し

た．手術前後でのperfectOsignの肢位における母

指および示指で囲む平面をNIHIMAGEsoftware

にて面積として数値化し解析した．

【結果】9手において母指対立障害の改善ととも

にperfectOsignの肢位における母指および示指で

囲まれる平面面積も術前に比して術後で増大して

いた．術後最終経過観察時での面積は術前に比し

て平均l.43倍(1.02-2.16倍）に増大していた．

【考察】perfectOsignを母指・示指の構成する平
面面積として定量化することはより客観的に母指

対立障害を評価する指標になりうると考えた．デ

ジタルカメラを用いて外来診療中において容易に

撮像可能であり，有用な方法であると考えた．

2-4-36

圧迫性頚髄症に合併した手根管及び肘部

管症候群の検討一透析例除く－

Coexistententrapmentneuropathyandcervical

myelopathy

'大阪市立大学大学院整形外科，ユ大阪市立総合

医療センター

○岡田充弘11乗上啓21日高典昭ユ

【目的】Doublecrushsyndromeは手の外科医や脊

椎外科専門医による報告が散見される．我々は脊

椎外科と末梢神経外科とを同等の重きをおいて，

電気生理学検査も含めた診断から手術治療まで行

った圧迫性頚髄症と手根管及び肘部管症候群合併

例の検討を行ったので報告する．

【対象および方法】手術にいたった頚椎変性疾患

156例（神経根障害単独42例)，手根管症候群81

例，105手，肘部管症候群58例のうち明らかに頚

髄症を有し，臨床症状と電気生理学検査にて診断

した手根管症候群4例および肘部管症候群2例を

対象とした．男3例，女3例平均66歳（54～84）

であった．手術時期，手のしびれや手内在筋萎縮

の改善につき検討した．

【結果】手術時期は以下の3群に分類された．1．

絞掘性神経障害あるいは頚椎疾患として放置また

は保存治療うけるも頚髄長索路や髄節運動麻揮出

現のため頚髄症の手術を先行した4例．内訳は術

前より手根管症候群との合併が判明していた2

例，手術部位選択（肘部管との）を迷った1例，

後に手根管症候群合併が判明した1例である．2．

肘部管症候群術後改善が少なく，後に頚髄症合併

が判明した1例．3．頚髄症にて保存治療してい

たが，手根管症候群による栂指対立障害が出現し

開放・対立再建術を先行した1例．

【考察および結論】手根管および肘部管症候群手

術例の3.6％に頚部脊髄症を合併したが，頚部神

経根症との明らかな合併はなかった．同様に頚部

脊髄症手術例の6％に手根管および肘部管症候群

を合併した．本病態は脊椎外科と末梢神経外科の

両面からの診断および治療方針を考慮する必要が

あり，いずれも手のしびれや手内在筋萎縮の改善

は概して不良であった．手術成績に対する患者や

家族への十分な説明が必要であると思われた．
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下位神経根型胸郭出口症候群とC8神経根

症の鑑別診断一片側手内在筋に運動麻揮

を呈する疾患の中から－

Differentialdiagnosisonneurogenicthoracic

outletsyndromeandC8radiculopathy

!大阪市立総合医療センター整形外科，2大阪市

立大学大学院整形外科

○乗上啓11岡田充弘27日高典昭！

【目的】片側手内在筋に運動麻痒を呈する疾患に

下位神経根型胸郭出口症候群（以下N-TOS)と

C8神経根症（以下C8-rad)があり，これらは，

運動麻輝分布，知覚障害範囲が非常に似ており，

鑑別診断が重要である．時々，肘部管症候群と誤

診されることもある．また，手の外科と脊椎外科

の境界領域であり，あまり討論されなかった．演

者は末梢神経外科と脊椎外科をわけ隔てなく，片

側上肢神経症状を呈した疾患の診断・治療を行っ

てきたので,N-TOSとC8-radとの鑑別診断につ

いて報告する．

【対象】著者が主治医として，診断，画像診断，

電気生理学検査，手術的加療，術後経過観察を行

ったN-TOS5例,C8-rad4例．比較対照として同

時期に経験した片側手内在筋に運動麻溥を呈する

整形外科的疾患手術例は遠位型頚椎症性筋萎縮症

7例，平山病2例，手根管症候群82例，肘部管症

候群60例，尺骨神経管症候群5例の計165例であ

った．

【方法】N-TOSとC8-radの症候学的類似点と相違

点，そして診断ポイントについての検討．

【結果および考察】自他覚所見は極めて似ており，

決め手となるものはなかった．N-TOSではRoos

test,C8-radではSpurlingtestがやはり重要であっ

た．C8-radではMRIによるC7/T1椎間孔部の検索

を,N-TOSでもC7横突起肥大や頚肋を認めない

場合には,MRIによるC8-radの除外診断は必須で

あった．さらに手術にあったてはそれぞれ，前者

ではCTMが，後者では尺骨神経刺激でのRoos

test負荷によるSEP,腕神経叢造影は必須ですべ

て陽性所見が必要であった．

【結論】片側手内在筋の運動麻溥・筋萎縮例の診

断にはN-TOSとC8-radの二つの疾患を忘れては

いけない．

2-4.38

肩甲上神経麻痘の手術成績

TheresultsofsurgicaltreatmentfOrsuprascapular

nervepalsy

山形大学整形外科

○鶴田大作，高原

土田浩之，柏

政利，荻野利彦，

英雄

【目的】肩甲上神経麻痒には，ガングリオンによ

る神経圧迫があるものと，ガングリオンがないが，

電気生理学的に明かな麻輝があるものとがある．

演者らは，肩甲上神経麻痒の11例に対し，観血

的治療を行ったので，その成績を報告する．

【症例と方法】肩甲上神経麻輝に観血的治療を行

った症例は11例であり，男性10例，女性1例で

あった．手術時年齢は平均25歳（17歳～37歳）

であった．症状は肩の痛みと筋力低下であった．

罹患側は右10例，左1例であった．有症期間は平

均12ケ月(1ケ月～48ケ月）であった．手術前

に10例で鰊下筋の萎縮，全例で肩外旋筋力の著

明な低下と肩甲部に圧痛を認めた．3例では肩外

側に知覚低下がみられた．筋電図では全例に鰊下

筋の神経原性変化が認められた．終末潜時をみる

と,全例で鰊下筋での終末潜時の遅延がみられた．

7例では術前にガングリオンが認められたが，4

例では神経を圧迫する占拠性病変はみられなかっ

た．ガングリオンの存在した7例に対してガング

リオンの切除術を行い，存在しなかった4例には

肩甲上神経の神経剥離術を行った．術後経過観察

期間は2ケ月～151ケ月（平均36ケ月）であった．

【結果】ガングリオンを切除した7例では，全例

で症状が完全に消失した．一方ガングリオンのな

い4例では，2例で症状消失，2例でやや症状残存

がみられた．

【考察】ガング'ノオンのある肩甲上神経麻痒の手

術成績は極めて良好である．ガングリオンのない

肩甲上神経麻溥に対する神経剥離術も全例で症状

の改善が得られた．ガングリオンのある肩甲上神

経麻庫には手術を第一選択とすべきである．ガン

グリオンのない肩甲上神経麻曄で愁訴の強い例で

は神経剥離術を考慮すべきである．
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2-4-39

医原性末梢神経損傷一針による機械的損

傷の手術例について－

Operativecasesofiatrogenicneedle-induced

neuropathyinupperextremity

!慶應義塾大学整形外科，ユ川崎市立川崎病院

整形外科

○高山真一郎!，杉本義久'，仲尾保志!，

西脇正夫!，堀内行雄：

【目的】医原性末梢神経損傷は，複雑な問題が絡

むこともあり,本邦ではまとまった報告が少ない．

このうち針刺し事故によるものは保存的に軽快す

ることが多いが，長期間症状が持続する場合，観

血的治療を行うべきかどうかの判断は難しい．今

回われわれが行った手術例を調査し，針刺しによ

る末梢神経損傷の治療方針を検討した．

【症例】過去10年間に観血的治療を行った医原性

末梢神経損傷は40例で，針による機械的損傷は

10例であった．年齢は22歳から71歳，男性4例

女性6例で，原因はガングリオン穿刺4例（僥骨

神経浅枝2例，正中神経掌側枝，指神経)，麻酔

注射2例（腋窩部正中神経，指神経)，心臓カテ

ーテル検査2例（肘窩部正中神経)，採血2例（肘

部前腕外側皮神経）であった．主訴はいずれも痛

み・しびれ感であったが，正中神経の3例では明

らかな運動麻揮が認められた．心カテ，採血の1

例ずつ以外は全例他院での事故で，紹介され治療

にあたったが，事故から手術までの期間は2週か

ら5年と多彩であった．術中所見では，5例に

perineurialwindow(PW)が認められた．他の例

では局所の神経に癒着・硬化は見られるものの断

裂はなく，神経剥離を行った．心臓カテ例では大

きな仮性動脈瘤が形成されていたが，動脈瘤によ

る圧迫のみならず，正中神経の直接損傷も認めら

れた．術後の経過は様々であったが,PW例では

比較的速やかな回復が得られた．運動麻痒も改善

し，術前より悪化した症例はなかった．

【考察】運動麻輝，電気生理学的異常所見などが

認められない場合の手術適応は難しいが，針を刺

した際の激痛が明らかで長期間改善傾向がない場

合には,PWが原因となっている可能性もあり，

観血的治療を考慮すべきであろう．しかしRSD

様症状が強い場合，責任問題が紛糾しているなど

の場合は，慎重に対処すべきと考える．
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2-5-1

Heberden結節,Bouchard結節に対する
テーピング療法

TapingtherapyfOrHeberdennodesandBouchard
nodes

大阪医科大学整形外科

○白井久也，阿部宗昭，植田直樹，

渡辺千聡，瀧川直秀

【目的】有痛性のHeberden結節に対して積極的な

保存療法を行った報告はみあたらない．我々は，

DIP関節を軽度に固定して除痛をはかる簡便なテ

ーピング療法を考案したので紹介し，その治療成

績を報告する．

【対象と方法】対象は平成10年4月以降，有痛性

のHeberden結節に対してDIP関節のテーピング固

定を行った23例とBouchard結節に対してPIP関

節のテーピングを試みた2例である．性別は男2

例，女23例，平均年齢は57歳であった．テーピ

ングの方法は，幅細の茶色のマイクロポア(3M

社製）を用い,DIP関節を伸転位に保持して中節

基部から爪先まで背側に縦方向にテープを貼っ

た．これを少しずらしながら4枚重ね合わせて背

側に貼付することにより,DIP関節の屈曲を制限

した．罹患PIP関節には同様にPIP背側を固定し

た．治療効果は1週後に評価し，治療前を痙痛10

(痔痛なしが0）として装着時の痙痛レベルを0～

10段階で表した．また，最終調査時には患者の

意見をも聞いた．

【結果】テーピングにより，瘻痛レベルが0～3に

減少したもの3例，4～6が7例，7～9が9例,10

すなわち変化なしが6例（24％）であった．うち

Bouchard結節では効果あり，なしが各1例であっ

た．患者自身にゆだねたテーピング期間は，効果

あり例では2～3カ月のものが多かった．貼付を

中止した理由は，濡れると剥がれる，屈曲できな

いと不自由，瘻痛軽減のためが主であった．

【考察】Heberden結節は自然経過で瘤痛が軽減す

るといわれ,積極的治療が行われないことが多い．

マイクロポアによるテーピング療法は76％の患

者に除痛効果があることがわかった．本法は，安

価でみかけもよく，すぐ､に除痛が得られる利点が

あり，保存療法として積極的に試みられてよい方

法と考える．

2-5-2

ポリ-L-乳酸ピンによる指DIP関節固定術

Distalinterphalangealjointarthrodesisusingpoly-
L-lactidelod

'松寿会共和病院形成外科，2大津赤十字病院

形成外科，ヨ松寿会共和病院整形外科

○北山稔大11石川浩三21荒田順11

添田晴雄ヨ

【はじめに】ポリ-L-乳酸ピンは生体内吸収材料で

あり，抜釘が不要，約3カ月間皮質骨と同じ強度

を有する等の理由から，我々は切断指再接着時の

骨接合時に使用し，第40回本学会でも報告した．

その有用性を利用すべ<，その後は適応を拡大し

た．今回は,IPあるいはDIP関節の変形性関節症

に対する関節固定術にポリ-L-乳酸ピンを使用し

た症例につき，その結果を報告する．

【対象症例】1999年から2000年までの本院におけ

るIPあるいはDIP関節固定術は18例で，そのう

ち15例にポリ-L-乳酸ピンを用いた．うちわけは

男性11例，女性4例で，母指l例，示指3例，中

指5例，環指3例，小指3例であった．

【結果】Followup期間は最短3ケ月，最長20ケ月
平均8ケ月であった．1例を除いた14症例におい

て骨癒合が得られた．骨癒合までの期間は6～12

週であり，平均9.2週であった．合併症としては

2例に無菌性の発赤，腫張を認めたが，経過観察

により沈静化した．その他合併症は認めず，摘出

を余儀なくされた症例はなかった．

【まとめ】ポリ-L-乳酸ピンはIPあるいはDIP関節

の固定術にも有用であった．抜釘が不要で，早期

より手洗いや温浴による可動域訓練が行えるのが

特徴である．今回，我々の術式とともに若干の考

察を加えて報告する．
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2-5-3

第2手根中手関節(CM)症に対する関節
固定術

Arthrodesisfortreatmentofthesecond

carpometacarpaljomtarthrosis

1済生会神奈川県病院

整形外科，ヨ高木病院

○佐々木孝!，山中

芦田多喜男2，設楽

整形外科，2大槻外科病院

整形外科

一良ll西脇正夫ll

幸伸3

【目的】第2CM関節部の瘻痛性疾患としては，

metacamalbossがよく知られているが，通常保存

的に経過を観察するのみで対処されている．しか

しながら，強い痙痛により休職や転職を考慮せざ

るを得ない例もある．保存的治療が有効でなく，

手を強力に使う仕事への復帰を強く希望した4例

に関節固定術を行った．

【症例および方法】1981年から2000年の20年間

に第2CM関節症と診断したものは9例であった．

3ヶ月以上の保存療法で痙痛の寛解が得られず，

手の強力な使用を必須と訴えた4例に第2CM関

節固定術を行った．4例はすべて女性で，年齢は

19-26歳，右3例，左l例であった．痙痛で不可能

とされた動作は，車椅子利用のためのpushup,

そばをこれる，カメラを保持する，食器を洗う，

であった．第2CM関節直上のzigzag切開で侵入

し，第2CM関節の軟骨面を可及的に削除した後

に溝を作り，榛骨遠位部掌側よりの皮質骨海綿骨

移植を行ってKwireおよびwireを用いて固定し

た．

【成績】4例全例に第2CM関節部の無痛が得られ，

原職に復帰した．示指MP関節の軽度の瘤痛を訴

える例が1例あったが，手関節，指関節の機能制

限をきたした例はなかった．

【結論】第2CM関節の疫痛性疾患に対しては明確

な治療方針が示されていない．第1CM関節症に

比べて発生頻度が低いこと，および第2CM関節

症の概念がほとんどないためと思われる．しかし

ながら，少数例とはいうものの強い痒痛によって

日常生活や作業に支障のある例がある．一方，第

2CM関節は機能解剖学的にもほとんど可動性の

ない関節として知られており，関節固定によって

失われる機能はないものと考えられる．保存療法

に抵抗する第2CM関節症に対して，関節固定術

は有効な治療法であると考えられる．

2-5-4

母指CM関節症に対する中手骨対立位骨切
ﾚﾉ術

Opponentmetacarpalosteotomyinthetreatment

oftrapezio-metacarpalosteoarthritis

1慶友整形外科病院，2筑波技術短期大学，，慶應義

塾大学，4けいゆう病院整形外科

○奥山訓子lp伊藤恵康11辻野昭人21

高山真一郎3，飯島英二4

母指CM関節変形性関節症（以下,CM関節症）

に対し，中手骨の対立位骨切術を行い，術後成績

につき検討したので報告する．

【対象と方法】1993年11月から2000年7月までに

CM関節症と診断をうけ，関節内ステロイド注入

や装具療法など保存的治療の無効例を対象に，中

手骨の30度対立位でのclosedwedgeosteotomy,

および術後3週の外固定を行った．調査項目は痙

痛，日常生活動作，握力，満足度，母指の可動域

とした．

【結果】10例12指が対象となった．年齢は45歳

から72歳，平均60.6歳．全例女性であった．全

例で骨癒合が得られ，術後2ヶ月から33ヶ月で抜

釘を行った．瘻痛は全例で消失または軽減した．

頚髄症を合併した1例を除き，日常生活でよく手

を使用し，箸の使用や什器を持つことが可能とな

ったが，皮むきなど細かい動作，重量物の保持は

困難であった．握力は平均して健側の約80％と

なった．外観および使いやすさの点での満足度は

平均で7段階評価の2（ほとんど気にならない）

であった．母指の僥側外転掌側外転可動域は順

に，平均で51.,50.であり，全例小指の指尖部

に届いた．体重をかけることは困難だが，手のひ

らを平らな面につくことができる例が多くを占め

た．

【考察】CM関節症には関節固定術，靱帯修復．

補強術，大菱形骨切除術，人工関節置換術等多く

の手術法が提唱されており，それぞれ得失がある．

本法は簡便な手術操作で短期間に主な愁訴である

痒痛が軽減し，固定期間が短く，手術材料も安価

ですぐに入手可能であり，関節内操作や骨移植を

要しない，など利点が多い．また，術後x線所見

で関節面が開大する例がみられることから，対立

位骨切りをすることで関節荷重面が変わることが

除痛に関与していると考えている．
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2-5-5

母指CM関節症に対するtitaniumimplant

arthroplastyの治療経験
TitaniumimplantarthroplastyfOrosteoarthritisof

thecarpometacarpaljointofthethumb

太田総合病院整形外科

○金潤壽，富田泰次，六本木哲，

大橋栄，林真仁

【目的】母指CM関節は，母指球筋のすべての筋

力が集中する関節であるため，不安定性を招来し

やすい．そのため関節症を発症することが多く，

痙痛のため日常生活上種々の障害が生じる．しか

も多くの手術方法が報告されているにもかかわら

ず，いまだ統一された評価が得られていないのが

現状である．今回Swansontitaniumbasalthumb

implantを用いた関節形成術を行ったので，その

術後成績について報告する．

【方法】対象は，保存的治療に抵抗した男性l例1

手，女性4例5手の計5例6手で，手術時年齢は

43歳から83歳である．術前の病期はEaton分類の

stagellおよびIIIで，術後経過観察期間は6か月か

ら5年10か月，平均1年11か月である．手術は第

一中手骨，および大菱形骨に可及的少量の骨切除

とリーミングを行い，チタニウムインプラントを

設置し，靱帯形成を行った．これらの症例に対し

て痙痛，握力，ピンチカ，小指との対立,ADL

動作,ROMを術前，後で評価し，さらに手術の

満足度，合併症の有無，痔痛の寛解までの期間な

どを調査した．

【結果】術後癖痛は，全例改善しほとんどの症例

で消失していた．また握力，ピンチカは健側比で

70％以上に改善しており，合併症もなく患者の

満足度は高かった．しかし長期経過例ではX線所

見においてproximalmigrationが認められた．

【考察】シリコンインプラントでは術後脱臼する

例が多く見られ，シリコン滑膜炎などの問題が指

摘されているが，本法ではインプラントを大菱形

骨にはめこむ型のための脱臼することはなく，可

動性を残存させながらも除痛を目的とする，高齢

者の手術には特に適している．また本邦での報告

例は少数にすぎないが，最も長期例の中の一つと

思われる術後5年10か月の症例を中心に検討を加

え報告する．

2-5-6

皮弁を要した手部挫滅創，圧挫損傷の治

療経験

ClinicalstudyofcrushiIUurytothehandusing

napcoveragefOrskindefect

名古屋披済会病院整形外科

○佐久間雅之，木野義武，山田高士，

中島聡一，大谷博

【目的】手背部から外力が加わり皮膚欠損に対し

て皮弁をおこなった挫滅創，圧挫損傷例の治療成

績と治療上の問題点につき報告する．

【対象】手部での挫滅創，圧挫損傷21例を対象と

した．男19例女2例であり受傷時年齢は18～71

歳，受傷原因はプレスなどの圧挫損傷18例，交

通外傷によるもの3例であった．この21例の損傷

形態，治療内容および最終指可動域(%TAM)

を調査した．

【結果】皮層被覆に使用した皮弁は腹部有茎皮弁

15例，後骨間皮弁3例，肩甲皮弁2例，腱付き足

背皮弁l例であった．骨折は僥骨遠位端骨折3例，

手根骨骨折4例，中手骨骨折9例，基節骨骨折7

例であった．伸筋腱損傷14例，屈筋腱損傷3例，

神経損傷3例，動脈損傷3例であった．伸筋腱は

圧挫損傷では前腕からの引き抜き損傷の場合も多

く，治療法は一次縫合7例，腱移植2例，腱移行

5例であった．腱剥離術は8例におこなわれた．

最終的な指可動域は%TAMにて62～108(平均

82）％であった．また最終的な%TAMは腹部有

茎皮弁とその他の皮弁の比較(82%vs80%)お

よび伸筋腱の治療法の比較（一次縫合79％，腱

移植83％，腱移行84％）では有意差はなかった．

【考察】手背部皮層は伸張性に富むため欠損時に

は皮弁による被覆が選択される場合が多い．腹部

有茎皮弁でも有茎中からスプリントを併用したハ

ンドセラピーを行えば，最終可動域は良好であっ

た．また伸筋腱は損傷を受けやすいが二次的再建

を含め適切な治療をおこなえば良好な可動域がえ

られる．しかし内在筋の挫滅が高度な場合および

MP関節部の指背腱膜部まで損傷がある場合は％

TAMはよくてもMP関節の可動域制限を招きやす

いことが本外傷の問題点である．
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上肢再建に用いたFIow-Through型前外側
大腿皮弁および筋膜弁

Flow-throughantero-lateralthighnapfbrupper

extremity

'香川医科大学形成外科，2井川病院整形外科

○宗内巌!，鈴木茂彦!，伊藤理11
井川和彦2

【はじめに】前外側大腿皮弁はflow-through型とす

るのに適した皮弁のひとつであり，また，大腿筋

膜を筋膜弁として採取できるため，上肢筋腱の再

建に有用である．これらの利点を生かして上肢再

建を行った3例を報告する．

【症例ll38歳，男性．ローラーに巻き込まれて，

左前腕中央付近で完全切断を受傷．前腕再接着は

不可能な状態であり，断端部の皮層軟部組織も左

肘関節付近より著しい挫滅を受けていた．良好な

肘関節機能を温存すべく，前外側大腿皮弁による

断端部形成術を行った．大腿外側回旋動脈下行枝

を上腕動脈にintelpositionした．

【症例2】66歳，男性．コンバインに巻き込まれ

て，左肘関節から前腕にかけて全周囲に挫滅創を

受傷．上腕二頭筋腱および肘関節外側側副靱帯が

修復不可能な状態であり，前外側大腿筋膜弁によ

る肘関節屈曲機能の再建を行った．大腿外側回旋

動脈下行枝を僥骨動脈にinterpositionした．

【症例3】72歳，男性．他院にて左手背から手関

節にかけての巨大なガングリオンを切除後に，伸

筋腱を取り囲む形で滑液包炎を生じ難治化した．

滑液包壁を除去した後，伸筋腱を取り巻くように

前外側大腿筋膜弁移植を行いtendongliding

surfaceの再建を行った．大腿外側回旋動脈下行枝

をsnuffboxの僥骨動脈にinterpositionした．

【考察】いずれの症例もflow-through型遊離皮弁の
ため，再建部遠位の血行を損なうことなくより安

全な再建が可能であった．筋膜弁は柔軟性と強靱

性を併わせ持つため，上肢再建に多様な用途があ

ると考えられた．

2-5-8

血管柄付腓骨頭移植術による僥骨遠位端

の再建

Vascularizedfibularheadtransferforthe

reconstructionofdistalradius

'我孫子東邦病院形成外科，z東邦大学形成外

科，,癌研究会付属病院整形外科

○澤泉雅之!，堀江和幸11丸山優21

川口智義，

【目的】近年，僥骨遠位端の欠損に対する恒久的

な再建法として，血管柄付腓骨頭移植術が用いら

れている．しかし，腓骨頭周囲の多元的な血行支

配や，複雑な手関節機能の再建にはいまだ検討の

余地が残されており，移植する場合にいずれの血

管茎を利用するか，また，手関節の安定性を得る

ための靱帯再建方法などについては一定の見解が

得られていない．今回，前脛骨動静脈遠位側を吻

合血管とした腓骨頭移植術について，症例を供覧

し術式の工夫点などに考察を加え報告する．

【対象および方法】骨巨細胞腫により僥骨遠位端

の破壊を生じた4例に本法を用いた修復を行っ

た．手術は仰臥位で腓骨頭前方より総腓骨神経を

避けて前脛骨動静脈を確認し，骨間膜上を遠位側

/､5-8cm剥離し採取する．血管茎の剥離は下腿

近位1/3に止める．血管吻合は，前脛骨動静脈の

遠位端を僥骨動静脈と前腕遠位の浅層で吻合す

る．僥骨手根関節の修復は，初期の2例では腓骨

頭に大腿二頭筋腱をつけて挙上し，手根骨の骨孔

を通して屈伸方向の靱帯再建を行ったが，最近で

は長掌筋腱による固定を追加し二方向性に支持性

を得るようにしている．

【結果】全例4ヶ月以内に骨癒合が確認された．

術後経過観察期間は8ケ月から4年（平均2.3年）

である．初期の1例で脱臼による関節固定を余儀

なくされたが,他の3例の関節の安定性は良好で，

関節の破壊もなく日常でよく手を使用している．

【考案】前脛骨動脈を単独血行とし，逆行性にそ

の遠位端を利用する腓骨頭移植術は，移植骨の特

性を損なうことなく施行可能であることが確認さ

れた．また，二方向性に靱帯再建することが，よ

り安定した関節の再建のために重要と考えられ

る．
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上肢の組織欠損に対する血管柄付遊離組

織移植術一適応と問題点一

Reconstructionoftissuedefectsintheupper

extremitywithfreevascularizedtissuetransfer

福島県立医科大学整形外科

○鳥越均 ， 菊 地 臣一

【目的】外傷や骨・軟部腫瘍腫瘍切除後に生じた

組織欠損に対するマイクロサージャリーを利用し

た再建術は，機能の回復や整容的改善に有用な方

法である．当科では，様々な組織欠損に対して血

管柄付遊離組織移植術を応用してきた．今回，上

肢における適応と問題点について検討したので報

告する．

【対象と方法】対象は，1994年から2000年までに

当科で上肢の組織欠損に対する血管柄付遊離組織

移植術を行った16例である．男性10例，女性6

例で，手術時年齢は12歳から59歳（平均32.2歳）

であった．疾患の内訳は，外傷が9例，骨腫瘍が

6例，および軟部腫瘍が1例であった．手術部位

は，手関節より遠位部が7例，前腕部が6例，お

よび上腕部が3例であった．再建術式の内訳は，

血管柄付腓骨移植術（以下FVFG)が6例,wrap

aroundnapが3例,parascapularnap3例,scapular

napとparascapularflapの連合皮弁が2例，遊離外

側上腕皮弁が1例，およびtoetofingerが1例であ

った．上記手術における1）生着率，2）上肢機

能評価，および3）整容的満足度について検討し

た．

【結果】1）生着率：全例（100％）で完全に生着

した．2）上肢機能評価:FVFGの6例でEnneking

の機能評価で平均81.8％と高い機能が温存されて

いた．3）整容的満足度：皮弁移植を行った10例

の満足度は，60～100％（平均87％）と高い満

足度であった．

【結論】上肢の組織欠損に対する血管柄付遊離組

織移植術は，良好な患肢機能の温存と高い整容的

満足度を得ることができる有用な術式である．

2-5-10

手関節固定ロッド(WristFusionRod)
を用いたRA手関節全固定術

WristFusionRod(WFR)fOrrheumatoidwrist

arthrodesis

新潟県立瀬波病院リウマチセンター

○石川肇，村澤章，中園

遠山知香子

整形外科

清，

【目的】慢性関節リウマチ（以下,RA)で高度関

節破壊をきたし，不安定となった手関節に対する

髄内固定ロッドを用いた全固定術は，無痛の手の

支持性を獲得できる確実な方法である．われわれ

はこれまで径3mmのキルシュナー鋼線を用い，

MillenderとNalebuffの方法(1973)で全固定術を

行ってきたが，手術テクニックでいくつかの改良

すべき不都合な点があることがわかった．手根骨

の圧潰が高度な例で指間腔にロッドを出すと遠位

部の固定性が不良になること，どうしても掌屈位

固定となりがちで至適角度（中間位，背屈位）で

の固定が得られにくいことなどである．そこでわ

れわれは，外径4mmの新しいカニュレイテド

(管状）ロッドを開発し，ガイドピンを用いて正

確に第3中手骨内にロッドを埋め込めるようにし

た．またロッドの近位部にフインを付け，遠位部

に横止めピンを貫通できるようにすることでロッ

ドの回旋や移動を防止できるようにした．また材

質を適度な弾性と強度を有するチタン製とし，髄

内にロッドを埋め込んだ後，ベンダーで曲げられ

るようにした．

【対象と方法】RAの17例,20手関節に，このロ

ッドを用いて全固定術を行った．手術時年齢平均

60（34～74）歳，術後経過観察期間平均15(6~

26）力月である．脆弱な骨の場合には，ステープ

ルないしキルシュナー鋼線を補助固定として追加

した．術後4～8週間の短上肢ギプスないし手関

節固定装具による外固定を施した．

【成績】術中，特に大きな問題はなく，術後は全

例に僥骨手根関節での骨癒合が得られ，ロッドの

移動や回旋はみられなかった．第3手根中手関節

で癒合不全のみられた1例に，再固定（腸骨移植）

が行われた．

【結論】新しいロッドの使用により，固定性が高

まり，容易に至適角度での固定肢位が得られた．
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RAに対するSauve-Kapandji法の成績
Sauv6-Kapadjiprocedurefbrrheumatoidwrist

!近畿大学整形外科，§近畿大学医学部堺病院

整形外科

○大谷和裕!，宮崎浩!，菊池啓2，
浜西千秋！

【目的】慢性関節リウマチ(RA)患者における手

関節障害は比較的高頻度に認められる．回内外可

動域制限や伸筋腱断裂を生じ手術を必要とされる

ことが多い．当科では手根骨掌側脱臼や不安定性

を認めない症例にはSauve-Kapandji法を行ってい
る．今回当科におけるRA手関節障害に対する

Sauv6-Kapandji法の臨床成績を検討した．

【対象および方法】本法を行った症例のうち経過

観察可能な症例は男性2例，女性33例で，手術時

年齢は平均57歳であった．このうち12例は伸筋

腱断裂をきたしており伸筋腱の再建を行った．各

症例の術後の自覚症状（痙痛)，手関節可動域，

握力,X線学的変化について検討した．また,X

線学的に手根骨の尺側偏位，回旋および圧潰の進

行について検討した．

【結果】痙痛は不変2例を除き軽減もしくは消失

した．掌背屈角度は術前術後ともに平均61度で，

悪化は経過観察中に僥骨手根骨間の狭小化や強直

をきたした18例に認めた．回内外角度は術前平

均117度から術後160度と1例を除き改善した．

握力は術前健側比89％から術後95％となり，悪

化は7例であった．X線学的に3例を除いて遠位

僥尺関節部の骨癒合が得られた．手根骨の尺側偏

位，僥側回旋は終診時には半数で進行していた．

手根骨の圧潰は術後進行していなかった．

【結論】Sauve-Kapandji法は遠位僥尺関節障害に

対する一治療法であり，当科でも自覚症状や手関

節回内外可動域の改善を認めた.X線学的にRA

の自然経過によると考えられる榛骨手根間関節の

骨変化や手根骨の尺側偏位や僥側回旋は半数で進

行していた．

2-5-12

慢性関節リウマチに対する吸収性螺子を

使用したSauve-Kapandji法の検討
ResultsofSauv6-Kapandjiprocedureusingan
absorbablescrewfOrtherheumatoidwrist

名古屋市立大学整形外科

○窪田泰浩，関谷勇人，松井宣夫

【目的】当科ではSauve-Kapandji(SK)法をおこ
なう時にポリ乳酸製の吸収性螺子(PLLAスクリ

ュー）にて骨切りした尺骨を固定している．今回，

本法をおこなった慢性関節リウマチ(RA)患者

について検討した．

【対象および方法】対象は本法をおこなったRA

患者31関節である．手術時年齢は平均51歳，発

症から手術までの期間は平均74か月，術後経過

観察期間は平均20か月であった．術前および最

終調査時の手関節X線写真からLarsenおよび政田

分類をおこない,carpalheightratio(CHR)と

camaltranslationindex(CTI)を計測した．また術

前および最終調査時の手関節の腫脹，痙痛および

可動域を調査した．

【結果】Larsen分類は術前,gradelが1関節,IIが

6関節,IIIが6関節,IVがll関節,Vが7関節で

あり，最終調査時にはgradelが0関節,IIが3関

節,IIIが8関節,IVが10関節,Vが10関節であ

った．政田分類は術前,narrowing(N群）が12

関節,erosion(E群）が17関節,ankylosing(A

群）が2関節であり，術後はN群が7関節,E群

が13関節,A群が11関節であった．術後，痙痛，

腫脹は全例で軽減した．術前平均可動域は背屈

45．，掌屈44.,回内74.,回外74.であったが，

最終調査時には背屈43．，掌屈9．，回内85．，

回外87。となった.CHRは術前平均0.44,術後

0.41であり,CTIは術前0.27,術後0.31であった．

また，最終調査時に2例3関節でX線写真上，骨

癒合が遷延化しており，別の2例2関節でPLLA

スクリューの頭部を皮下に腫瘤として触知した．

【考察】PLLAスクリューは抜釘が不要であると

いう長所を有するが，骨吸収反応や異物反応をお

こすという報告があり，また，今回の検討のよう

に骨癒合の遷延化や皮下腫瘤を形成する症例がみ

られるため，今後も慎重な経過観察が必要である

と思われる．
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慢性関節リウマチの手関節障害に対する

Sauve-Kapandji法の治療成績
Sauv6-KapandjiprocedurefbrRheumatoidwrist

山梨医科大学整形外科

○戸島忠人，浜田良機，渡邊寛，

長澤晃樹，安藤隆

【目的】慢性関節リウマチ（以下RA)の遠位僥尺

関節(DRUJ)障害に対して我々は，尺側手根伸

筋腱による尺骨中枢断端の制動術を併用した

Sauve-Kapandji法（以下SK法）を施行している．

今回はこれらの症例の術後成績について検討した

ので報告する．

【対象・方法】対象は男2例女25例の27例32関節

で，手術時年齢は平均58歳，術後観察期間は平

均4年2カ月であった．これらにつき術前および

最終観察時における癖痛，握力および手関節可動

域について調査した．そして痙痛と回内外可動域

の改善度を点数化し，その合計により4段階の臨

床的総合評価を行った．またX線学的評価では尺

骨中枢断端の偏位度をみるulnarstumpshiftratio

(USSR)を算出し，さらにcarpalheightratio

(CHR),uinarcamalshiftratio(UCSR),palmar

carpalsubluxationratio(PCSR)を計測した．
【結果】全例で痙痛の改善が得られており，総合

評価ではExcellentl6関節,GoodlO関節,Fair5

関節,Poorl関節であった．握力は術前平均7.6

kgから術後平均8.2kgと軽度に改善,可動域では，
手関節掌屈が軽度に悪化したが，回内外は術前平

均108度から術後平均142度と改善していた．X

線学的評価では,USSRは平均15%で,CHRは

術前0.467が最終観察時には0.442と軽度減少して

いたが他のパラメーターは術前後で差を認めなか

った．

【考察】SK法は，痙痛と前腕回旋制限の改善の点

ですぐれ,Darrach法の欠点を補うものとして近

年多用されている．本法の問題点として，術後の

尺骨中枢断端の不安定性が指摘されているが，今

回の半裁した尺側手根伸筋腱による制動術を併用

した症例の検討では，尺骨中枢断端の偏位は術前

と比べて15%程度と少なく，臨床評価において

も比較的安定した成績が得られており，本法は

RAのDRUJ障害によい適応と考えられた．

2-5-14

慢性関節リウマチに対するSauve-

Kapandji法の術後成績の検討
OperativeresultsofSauve-KapandjiprocedurefOr

rheumatoidwristjoint

'奈良県立医科大学整形外科，2国保中央病院

整形外科

○小畠康宣'，福居顕宏'，矢島弘嗣!，

高倉義典11小野浩史2

【目的】我々は1989年以降，慢性関節リウマチ

(以下RA)の手関節障害に対し，滑膜切除術と共

にSauve-Kapandji法（以下SK法）による遠位僥
尺関節形成術を行ってきた．今回その術後成績を

調査したので検討し報告する．

【対象および方法】対象はSK法を施行したRA患

者33例37関節で，内訳は男性3例，女性30例，

手術時年齢は31歳～72歳（平均53.8歳）であっ

た．術後経過観察期間は1年～10年9ヵ月（平均

3年1カ月）である．臨床症状は，手関節の痙痛

と可動域を調査した．また手根骨の破壊，尺側移

動，僥側回旋，掌側脱臼およびMP関節の偏位の

指標として，それぞれCHR(camalheightratio),

UCDR(ulnocamaldistanceratio),RRA(radial

rotationangle),PCSR(palmarcarpalsubluxation

ratio),3rdMPA(第3中手骨と基節骨問のなす角

度）を,X線上にて計測して手術前後で比較した．

【結果および考察】術前の病期は,Steinbrockerの

Stage2が12例,Stage3が14例,Stage4が6例で
あった．術後骨癒合は全例で得られ，手関節部痛

は全例で改善が認められた．可動域は術前掌背屈

71．士39から術後54．±38に減少したが，回内

外は術前148．士34から術後169°±20と有意に

改善した．X線所見では,CHRは術前0.434から

術後0.405へ有意に減少し,RRAは術前55.2°か

ら術後58．6．へ有意に増加,UCDR,PCSR,

31dMPAには有意差を認めなかった．これらより，

手根骨の圧潰は予防できないものの，手根骨の尺

側および掌側偏位や手指の尺屈変形に対しては，

ある程度の防止効果を期待できるのではないかと

考えられた．
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三次元CT血管造影法による上肢血管病変
の描出

Three-dimensionalCTangiographyofthe

vasculardisordersintheupperextremity

広島大学

○砂川

市川

整形外科

融，生田

誠，福田

義和，石田治，

祥二

【目的】これまで上肢血管病変の画像診断としては，

動脈内にカテーテルを挿入して行う血管造影が行

われてきたが，近年三次元CT血管造影(3DCTA)

が行われるようになり，頭頚部あるいは胸腹部血

管病変の描出に応用されその有用性が報告されて

いる．しかし,3DCTAの上肢血管病変の画像診断

としての有用性に関するまとまった報告はない．

そこで3DCTAにより上肢血管病変，血管閉塞の

画像診断が可能か否かを調査するために，上肢で

の血管病変あるいは血管閉塞が疑われる症例に3D

CTA検査を行ったのでその結果を報告する．

【方法】対象症例は8例で，内訳は指動脈吻合部

の開存の確認目的3例，血管奇形3例，外傷性前

腕血行障害l例，関節移植術前1例であった．性

別は男性5例，女性3例で，年齢は9歳から60歳，

平均30歳であった．使用したCT装置はGE社製

QX/iLightSpeedmultisliceCTで，造影剤を静脈内

に投与した後撮影を開始しボリュームデータを

獲得，スライス厚l.25mm,再構成間隔0.63mm

で画像を再構成した後，データをワークステーシ

ョンに転送しmaximumintensityprojection法

(MIP法）とvolumerendering法(VR法）で三次
元画像を作成した．

【結果】全例で指動脈レベルまで猫出可能で，

MIP法により全例で血管閉塞の有無が確認でき，

VR法では血管奇形病変の三次元的な広がりが確

認できた．

【結語】3DCTAは動的観察ができない，動脈相と

静脈相の分離が困難な場合がある，画像の精度が

若干劣るといった短所もあるが，手技が簡単で検

査時間が短い，入院が不要である等非常に低侵襲

で，骨との関係を立体的に表示できる，一度の撮

影で種々の方向からの画像が構成可能である等多

くの長所があり，上肢血管病変あるいは血管閉塞

の確認の画像診断として，今後従来法による血管

造影に取って替わる可能性のある方法と考える．

2-5-16

手部軟部腫瘤に対する超音波検査の有用
性と限界

Usefulnessandlimitationofultrasonographyin
thediagnosisofsofttissuetumorsinthehand

'筑波記念病院整形外科，2同放射線科，3筑波

大学整形外科

○田中利和!，小川健11鯨岡結賀21

辻野昭人3，落合直之ヨ

超音波検査は非侵襲的で被爆がなく，高周波探触

子の開発やカラードプラの進歩により，表在臓器，

組織などへの応用が進み整形外科分野にも広まり

つつある．今回我々は手部皮下軟部腫瘤に対する

超音波検査についてレトロスペクテイヴな検討を

行った．

【対象と方法】1999年8月より2001年7月まで2

年間に手部軟部腫瘤摘出術を行なった42例につ

いて術前の超音波検査と病理所見とを比較検討し

た．

【結果】術前診断はガングリオン16例，嚢腫（滑

液包炎含む）5例，滑膜炎，巨細胞腫3例，脂肪

腫血管腫，異物，類皮様嚢腫，血腫，デュプー

トレン拘縮，各2例，動脈瘤，神経鞘腫，肉芽腫

各1例，術後病理診断はガングリオン10例，嚢腫

(滑液包炎含む）5例，類皮様嚢腫，異物4例，滑

膜炎3例，脂肪腫，神経鞘腫，動脈瘤，血管腫，

巨細胞腫，デユプートレン拘縮，各2例，血腫，

肉芽腫，滑膜性軟骨腫,PVS,組織球症，各1例，

となった．術後病理診断と異なった症例は13例

あり，この検査の特異性は69％であった．術前

ガングリオンの診断であった6例中，術後診断は

嚢胞性腫瘤である仮性動脈瘤1例，血腫1例，神

経鞘腫嚢胞性変化1例，充実性腫瘤である類皮様

嚢腫2例，巨細胞腫l例となった．ガングリオン

は手部に最も好発性の腫瘤でどんな部位にも発生

可能である．大きさも様々で特に小さな腫瘤で内

部エコーが不明瞭なものに術前後の診断の異なる

例が多かった．

【まとめ】手部の腫瘤の発生率は高く超音波検査

の特性を知る事で診断率の高いモダリテイーとな

り得る．また，超音波診断は非常に簡単に繰り返

し使用でき，表在性の疾患の鑑別には大変役にた

つモダリテイーであり，多くの手の外科医に使用

していただきたい．
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Dorsaloccultganglionの臨床像と超音波
画像について

Clinicalstudyandultrasonographyofdorsal

occultganglion

I聖マリアンナ医科大学東横病院整形外科，

2聖マリアンナ医科大学整形外科

○清水弘之!，別府諸兄2，中島浩志2，

松下和彦2，青木治人ユ

【目的】Dorsaloccultganglionの臨床像とその超音

波画像について検討したので報告する．

【対象】手関節痛を主訴として来院し，腫瘤を外

表から触知することが困難で超音波画像で月状骨

背側に内部均一な無エコーの陰影を認めたdorsal

occultganglionの18例を対象とした．その内訳は

男性7例，女性11例，右側14例，左側4例で，年

齢は11歳から57歳（平均30歳）であった．

【結果】手関節痛の有症期間は1カ月から10年，

平均23カ月であった．発症に誘因のある例は舟

状骨骨折後がl例，野球，ゴルフの素振り後が各

1例のみであった．手関節の運動時痛は背屈時が

8例，掌屈時が5例，掌背屈時は5例であり，圧

痛は月状骨背側に認められ，可動域は3例に痔痛

のため制限されていた．単純X線像では2例に月

状骨に嚢腫様陰影を認めた．超音波画像では最小

2×2mm,最大15×9mm,平均8×6mmの無エ

コーの陰影を認め,伸筋腱の深層で月状骨に接し，

小さい陰影は円形像として認められ，大きくなる

と伸筋腱で圧迫され平坦化していた．超音波ガイ

ド下穿刺を15例に行い，陰影の大きい3例は直視

下に行った．粘液の吸引または針先に粘液の付着

を確認できたのは15例で，粘液の確認ができな

かったのは3例であった．穿刺により瘻痛が消失，

軽減したのは16例で，不変は2例であった．穿刺

後に癖痛が再燃したのは6例で，内4例に再穿刺

を行い，他の2例と不変例1例に摘出術を行った．

【考察】本症は診断まで長期間を有し，右側に多

い傾向があり，超音波検査では2mmの陰影まで

把握可能であり診断に有用であった．また超音波

ガイド下穿刺は後骨間神経損傷を防止でき確実に

穿刺可能で，痔痛の改善消失に有効であった．

2-5-18

末梢神経疾患での麻痘筋に対するMRI-

非典型例の診断における有用性一

MRIfortheparalyzedmusclesinperipheral

neuropathies;DiagnosticvaluefOrtheatypical
cases

'東京逓信病院整形外科，2東京大学整形外科，

〕横浜労災病院整形外科

○沖永修二!，田尻康人2，川野健一2，

山本直哉2，三上容司，

【目的】私たちはこれまでに，筋のMRIが，麻鹿

の分布を非侵襲的にとらえることができる点で，

末梢神経疾患の評価に有用であることを述べてき

た．今回は，神経学的所見だけからは診断が困難

な，不全麻痒や非典型的な麻痒例において，その

診断や病態の把握に，筋のMRIの有用性がとく

に高いと考えられたので報告する．

【対象と方法】対象は6例で，神経痛性筋萎縮症

によると思われる三角筋不全麻輝1例と前鋸筋麻

輝1例，特発前骨間神経麻溥の不全型3例，高位

正中神経麻痒と後骨間神経麻溥の合併1例であっ

た.MRIの撮像には，体幹例では全身型l.5T,

上肢例では四肢専用型0.2Tの装置を用い，軸断

面でのSTIR画像またはT2強調画像を作成した．

筋の信号上昇の分布と臨床的な麻痒の分布との対

応を調べた．

【結果】全例で筋の信号上昇がみられた．三角筋

不全麻輝例，特発前骨間神経麻鹿の不全型では，

それぞれ三角筋，長母指屈筋内の一部に限局した

信号上昇がみられた．前鋸筋麻痒例では前鋸筋の

みに，高位正中神経・後骨間神経麻輝合併例では

臨床的な麻痒筋のすべてに信号上昇がみられた．

【考察】今回の症例はいずれも，臨床所見だけか

らは病態の把握が困難なものであったが,Mmに

よって全例で麻溥筋の分布を同定可能であり，不

全麻痒例では筋内の部分的な麻痒があることも容

易にとらえられた．これらの所見は針筋電図では

必ずしもとらえきれないもので,MRIの非侵襲性

以外の長所を示すものと考える．

【結論】麻溥筋に対するMRIは，非典型的な麻鹿

像を示す末梢神経疾患の評価にとくに有用であ

る．
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手指骨の内軟骨腫について

Enchondromasofthehand

山梨医科大学整形外科

○渡邉寛，浜田良機，戸島忠人，

穴 山 聡 ， 井 手隆俊

【目的】手指骨に発生した内軟骨腫の治療成績に

ついて検討したので報告する．

【対象】症例は1985年から2001年の16年間に当

科で加療した男性12例12指，女性15例15指の

27例27指である．年齢は4歳から66歳，平均33

歳．患側は右手ll例，左手16例と左側に多い傾

向をみた．発生部位は末節骨2例，中節骨7例，

基節骨11例，中手骨は7例で，指別では母指2例，

示指9例，中指3例，環指4例，小指9例であった．

初診時X線所見で病的骨折をみたものは14例，

明らかな病的骨折はないが自発痛で来院したもの

が7例，患部の腫大を訴えた症例が5例であった．

治療法は全例に対して病巣掻爬と自家骨移植を行

なった．なお内固定を行なった症例はなく，全例

術後平均約2週間の外固定のみを行なっていた．

【結果】最終観察時に圧痛や自発痛を訴えた症例

はなく，全例で骨癒合し，再発をみたものはなか

った．術後の可動域制限は4例にPIP関節の軽度

の屈曲制限をみた．採骨部である腸骨の痙痛を残

した症例はないが1例に術創部の違和感を訴えて

いた．

【考察】内軟骨腫は良性腫瘍ではあるが，再発防

止には病巣の完全な掻爬と十分な骨移植が必要で

ある．最近では鏡視下による病巣掻爬や人工骨の

使用などの報告がある．骨移植についても，手指

骨は非荷重骨であることから骨掻爬後の骨移植は

必要ないとの報告もあるが，われわれは，早期骨

癒合による骨強度の早期再獲得のために自家骨移

植を原則としている．自家骨移植は採骨部の瘻痛

や不快感を残すことや健常部に侵襲を加えるので

内軟骨腫掻爬後の自家骨移植には問題があるとさ

れている．しかし今回の検討では採骨部での問題

症例はなく，さらに人工骨は生体にとっては異物

であるので，移植骨が不足するような症例以外へ

の使用は慎重でなければならないと考えている．

2-5-20

手指に発生した腱鞘巨細胞腫

Giantcellmmorsoftendonsheathinhand

大阪医科大学整形外科

○植田直樹，阿部宗昭，白井久也

渡辺千聡

【目的】腱鞘巨細胞腫は，手足に好発し再発が危

倶される良性軟部腫瘍である．今回，臨床所見と

治療成績につき検討したので報告する．

【対象および方法】過去14年間で，病理組織にて

確定診断し，調査可能であった10例を対象とし

た．性別は男性1例，女性9例，年齢は平均44歳

(13歳～59歳）であった．罹患側は右5例，左5

例，罹患指は，母指2例，示指4例，中指2例と

環指2例であった．発症から手術までの期間は，

平均22カ月（3カ月～48カ月）で，経過観察期

間は平均6年7カ月（7カ月～14年5カ月）であ

った．臨床経過，単純x線，超音波画像および

MRI画像所見を調査し検討した．

【結果】術前8例で腫瘍の増大傾向が認めていた，

単純x線にて骨の圧痕像を3例に認めたが，骨内

への浸潤像はなかった．9例に超音波検査を行い，

全例低～中エコー輝度を示す腫瘤状病変であっ

た．内部に高エコー輝度を示したものは4例あり，

1例には内部の不均一な像を認めた．MRI検査は

6例に行い，全例,T1強調画像では均一で筋肉と

等～軽度高信号域を示した．5例には,T2強調画

像で等信号域の中に高信号域を認めた．多発例は

1例であった．手指の可動域制限は認めず，また

再発例はなかった．

【考察】MmTZ強調画像で等信号域の中に不均一

な高信号域を示す所見は，腫瘍の切除標本の割面

の所見に類似しており，本腫瘍の特徴を示すもの

と考えられた．自験例では再発はなかったが，そ

のリスクファクターとして，末節部発生例，母指

IP関節や指DIP関節の関節症変化を示す例，骨破

壊像を伴う例とskiplesionや再発例が報告さてい

る．自験例では関節症変化や骨破壊像を示すもの

はなく,skiplesionも1例しか認めなかったこと

が，再発を生じなかった理由と考えられた．
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上肢手術におけるbeta-TCPの使用経験

TreatmentfOrbonedeficitwithbeta-tricalcium

phosphate

聖マリアンナ医科大学整形外科

○新井猛 ， 別 府 諸 兄，松下和彦，

藤 田 正樹，青木治人

【目的】従来より骨腫瘍摘出後の骨欠損や骨折後

の骨欠損に対し自家骨移植が行われてきたが，近

年開発された高純度のβ-TCPの臨床使用が可能

になった.今回上肢手術においての使用経験から，

その有用性について検討した．

【対象および方法】症例は手術時にβ-TCPを単独
または自家骨と混合して骨欠損部へ使用した16

例で，男性8例，女性8例である．病名は孤立性

骨嚢腫が3例，内軟骨腫が13例であった．部位別

では上腕骨3例，手指骨13例であった．手術時の

年齢は7歳～80歳で平均37歳で，術後経過観察

期間は3カ月～3年6カ月で平均10カ月であった．

単独で使用したものが14例で自家骨と併用した

ものが2例であった．術後経時的に単純X線検査

を施行しβ-TCPの動向を調査，検討し，骨形成
の有無を評価した．

【結果】術後合併症では感染を来たしり，再発や

血液生化学検査値に異常を示した症例はなかっ

た．全例で単純X線上経過中にβ-TCPの吸収を

認め，骨形成が確認されたが，特に手指骨に使用

したlcm3未満の使用ではβ-TCPの吸収は平均2

カ月であった．上腕骨などに大量に使用した場合

は吸収および骨形成に長期間を要する傾向があっ

た．

【考察】現在臨床使用されているhydroxyapatite

(HA)は骨形成を促す作用はあるが，自家骨に置

換されないという欠点がある．一方,8-TCPは

単独で使用しても比較的早期に吸収されて自家骨

に置換し,骨形成が良好であることが確認された．

しかし，広範な骨欠損に使用する場合は自家骨と

の併用を考慮する必要があると思われた．また，

非薄化した骨皮質が改善することが確認できた．

【結語】β-TCPを単独で使用しても，骨形成が良
好であった．自家骨移植にかわる生体材料である

ことが確認された．
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手指に発生した類骨骨腫の治療成績

Surgicalresultofosteoidosteomaofthehand

琉球大学整形外科

○普天間朝上，金谷

山口隆，坂元

文則，長嶺順信，

秀行

手指に発生した稀な類骨骨腫5例の治療成績を報

告する．

【対象】症例は男1例，女4例．年齢は5歳～64歳

(平均35歳）で，術後経過観察期間は1カ月～4

年5カ月（平均1年4カ月）であった．発生部位

は母指2例（中手骨，基節骨各1例)，中指2例

(中節骨，末節骨各1例)，環指1例（基節骨）で

あった．4例は外傷後に瘻痛が出現し，その後

徐々に腫脹したため近医を受診したが，症状が改

善しなかっため当院を受診した．初診時診断はそ

れぞれ打撲，関節痛，骨折，慢性骨髄炎であった．

他の1例は腫脹に気づき近医を受診したが，異常

なしと診断され，その後他医にて骨腫瘍を疑われ

当院へ紹介された．初診から診断までの期間は6

カ月～5年であった．2例に夜間痛，3例に可動域

制限，末節骨発生のl例に爪変形を認めた．し線

像では全例に硬化像を認め4例はannular

sequestrumtypeで,3例に指節幅の増大を認めた．

【結果】1例にenbloc切除十骨移植術,3例に掻爬

+骨移植術，骨皮質の肥厚が著明な1例には骨切

除と掻爬を行った．全例において病理組織で類骨

骨腫の診断を得た．術後，全例で腫脹は消退し，

術前に瘻痛があった4例では速やかに瘻痛が消失

し，可動域制限があった3例では5カ月以内に改

善した．術後経過観察期間が1カ月の1例を除い

た4例で骨硬化が改善し，2例で指節幅が減少し

た．現在まで再発例はない．

【考察】本邦では類骨骨腫の中手骨，指節骨発生

は4.1％と稀であり，手指発生例では典型的な瘤

痛を伴わない例が多いことからBrodie骨膿瘍や内

軟骨腫と診断されたり，外傷後に瘻痛や可動域制

限が出現した場合には骨折や捻挫と診断されるこ

とが多い．指骨に骨硬化を認め痙痛や腫脹が持続

する場合は本腫瘍を念頭におくことが重要であ

る．

－Sl75－



2-5-23

当科における手の軟部腫瘍の検討一術前
診断はどの程度可能か－

Softtissuetumorsinthehands,aboutthe

possibilityofpreoperativehistologicaldiagnosis

千葉市立病院整形外科

○國吉一樹，山下武廣，六角智之，
大渕 聡己

【目的】手の軟部腫瘍の術前診断の正診率と臨床

像および補助診断における術前診断に有用な所見

の有無を調査すること．

【対象】平成3年以降に当科で手術し，病理組織

診断の確定した腫瘍および腫瘍類似疾患156例．

【方法】10例以上の例数のある組織型について，

臨床像として症例の年齢・性別・発生部位・増大

速度と，補助診断として単純X線写真・MRI･

吸引細胞診の検査成績を比較検討するとともに術

前予測の正診率を求めた．

【結果】156例のうち10例以上のものは腱鞘巨細

胞腫(a)52例，血管腫(b)22例，類上皮腫(c)

16例，線維腫(d)13例，神経鞘腫(e)11例の5

型,114例であった．これらを比較すると平均年

齢は(c)が48歳と若干高い傾向があり，性別は

(a)で女が男の3倍,(c)で男が女の4倍と傾向

として性差があった．部位は特に傾向はなかった

が(d)でDIP以遠に発生していなかった．増大

速度が患者の自覚から初診までの期間に反比例す

ると仮定すると平均で(c)が1.0年と速<,(b)

が3.9年と遅い傾向があった．単純X線は(a)で

骨変化を圧迫または浸潤像として30％と高率に

認めた.MRIでは各型に特異的な輝度変化パター

ンは見出せなかったが発生部位がある程度特定で

きた場合診断の根拠となり得た．吸引細胞診は一

部の症例での施行であったが正診率は(a)で

80％と高い傾向があった．一方，視診・触診の

みまたは各種検査の組み合わせに基づいた術前予

測の正診率は(a)60%,(b)59%,(c)50%,

(e)15%,(d)8%と全体的に低かった．

【結論】各組織型にある程度の傾向は認めるもの

の特異的な臨床像，画像所見は見出せず，正確な

術前診断は困難であった．正診率の向上のために

は吸引細胞診の施行が必須と思われたが，さらに

発生頻度，臨床像を念頭に置き，各種補助診断を

含めた総合的な判断が必要である．
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手の腫瘍-40年間の症例検討一

Tumorsofthehand-Analysisof40yearscases-

県立がんセンター新潟病院整形外科

○小林宏人，守田哲郎，伊藤拓緯，

今泉聡，瀬川博之

1961年から2000年までの40年間に県立がんセン

ター新潟病院整形外科で手術した手の腫瘍症例

は，軟部腫瘍739例，骨腫瘍92例の合計831例で

ある．これは整形外科全手術症例約2万件のうち

のほぼ4％である．手の軟部腫瘍の内訳は，ガン

グリオン539例，血管腫39例，表皮嚢腫20例，

腱鞘巨細胞腫19例，神経鞘腫18例，グロムス腫

瘍10例等の順に多い．肉腫は4例で軟部腫瘍中わ

ずか0.5％を占めるにすぎない．他に悪性黒色瞳

扁平上皮癌，基底細胞癌18例で切断術を施行し

た．皮層科で切除・植皮術を施行した例は除外し

た．骨腫瘍の内訳は，内軟骨腫73例，外骨腫8例

などが多く，悪性腫瘍は軟骨肉腫2例，癌の転移

l例と稀であった．治療成績では，再発例が問題

となる．ガングリオンの再手術は6例すべて手関

節例で再発手術率は1.13％であるが，再発の場合

他院受診をしたり，穿刺のみで対処している可能

性がある．腱鞘巨細胞腫1例（5.3％)，表皮嚢腫

l例（5％)，爪下グロムス腫瘍1例（10％）で再

発しているが,総数が少ないなかでの再発なので，

手術には充分な注意が必要である．肉腫例は広範

切除をして皮弁術を施行したので，再発もなく予

後も良好である．しかし，癌は切断端の再発はな

いが，腋窩リンパ節への転移が多く，予後は不良

である．骨腫瘍では，内軟骨腫に対して掻爬・骨

移植を行ったが，2例で再発して再手術を施行し

ている．また，軟骨肉腫例は同一人が2回再手術

をしており，再発を繰り返す場合は軟骨肉腫の可

能性に注意する必要がある．
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肘・前腕に発生した骨軟部悪性腫瘍に対

する機能再建術

Functionalreconstructionforthetreatmentof

skeletalsarcomaofelbowandfOrearm

｜札幌医科大学整形外科，z札幌医科大学保健医

療学部

○永澤雷太!，和田卓郎11磯貝哲11

石井清一'，青木光広2

【目的】肘・前腕発生の骨軟部悪性腫瘍の広範囲

切除では，機能上重要な筋腱，神経を犠牲にしな

ければならないことが多い．しかし，その具体的

な再建方法に対する報告は少ない．今回我々は，

手の外科の手技を利用して機能再建を行った4例

を報告する．

【症例と術式】症例1:64歳男性で右前腕尺側中

央皮下に発生した粘液線維肉腫の再発例．尺骨

8.5cm,EDM,EPL,FDC,FCUを合併切除した．

血管柄付腓骨移植(FVFG),PL→EPLの腱移行

を行った．症例2:61歳男性で左上腕二頭筋内発

生の小児頭大の高悪性度脂肪肉腫．前方の皮層，

上腕筋，上腕二頭筋を合併切除した．有茎広背筋

皮弁により組織被覆と肘屈曲再建を行った．辺縁

切除となった正中神経，上腕動脈には術後4日よ

りBrachytherapyを施行した．症例3:19歳女性

で上腕骨遠位部骨肉腫．術前化学療法後，後方皮

膚，上腕三頭筋，上腕筋，尺骨・僥骨神経を含め

上腕骨遠位部を関節外切除した.人工肘関節置換，

有茎広背筋皮弁，僥骨神経修復，正中神経方形回

内筋枝→尺骨神経運動枝の神経移行を行った．症

例4：48歳女性で左前腕背側の悪性線維性組織球

腫の再発例．全伸筋群,FCU,FDS,僥骨と尺骨

14.5cm,骨間膜を合併切除．FVFGによるone‐

boneforearm,腱移行による手関節・手指伸展再

建を行った．

【結果】経過観察期間は6か月～5年．症例1は他

病死したが他3例は無病生存中である．局所再発

はない.Ennekingによる患肢機能評価は全例

80％以上であった．

【考察・ポイント】肘・前腕発生の骨軟部悪性腫

瘍の治療においては，十分な広範囲切除を行って

も，遊離・有茎組織移植，腱移行，神経移植など

を組み合わせることによって，良好な上肢機能再

建が可能である．
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腕神経叢に発生した神経鞘腫

Neurilemmomaofthebrachialplexus

北海道大学整形外科

○山根慎太郎，三浪明男，加藤博之，

末永直樹，岩崎倫政

【目的】腕神経叢部に神経鞘腫が発生することは

稀ではないが，その診断・治療方法についての検

討は充分なされていない．演者らは本症に対して

手術治療を行ったのでその成績などについて報告

する．

【対象と方法】対象症例は9例であり，年齢は26

～61歳，男性：7例，女性：2例であった．9例

中7例はenucleationにより腫瘍の完全摘出が可能

であった．腫瘍が被膜に被われていなかった1例

と腫瘍が他の神経束の深部に位置した1例では

enucleationが不可能で可久的に切除した．摘出術

に際して鎖骨骨切りを5例に施行した．術後期間

は平均22カ月である．これらの症例に対して，

術前の臨床所見,MRI所見，術中所見，術後成績

を調査した．

【結果】初発症状は，無症候腫瘤：8例，上肢の

しびれ：1例であった．腫瘤上にTinel様徴候を

全例に認めた．腫瘍の術中所見では，単発性：8

例，多発性：1例であり，発生部位は神経根：4

例，上神経幹：1例，下神経幹：1例，内側神経

束：2例，外側神経束：1例であった．可及的切

除を行ったl例に腫瘍の再発を認めた．術後の神

経所見は，脱落所見なし：5例，6カ月以内の一

過性の神経麻痒：3例，腋窩神経の不全麻痒の残

存：1例であった．麻痒が残存した1例は多発性

の神経鞘腫であったが，三角筋のMMTは4で日

常生活動作に支障は少なかった．鎖骨は全例で骨

癒合した．

【考察】術前診断はTinel様徴候を有する腫瘤と

MRI画像から可能である．手術方法はenucleation

を第一選択とするが発生部位によっては可及的切

除を行う場合もあった．これらの摘出術の成績は

良好であり，罹患神経の切離や神経移植などは不

要であった．

一s177-



2-5-27

手背に発生した巨大な先天性Intravascular

PapillaryEndothelialHyper-plasiaの1例
Acaseofthegiantcongenitalintravascular

papillaryendothelialhyperplasiaoccuredinthe

dorsumofthehand

松江赤十字病院形成外科

○梶彰吾，梶ひろみ，伊木秀郎，

大石正雄

【目的】Intravascularpapillaryendothelial

hyperplasia(以下IPEHと略す）は,1923年

Massonが最初に報告し,1976年Klearkinらによ

りIPEHと提唱された血管内の血栓形成と血管内

皮の豊富な増殖を特徴とする疾患である．今回

我々は手背に発生した巨大な先天性のIPEHを経

験し，稀有と考えられたので報告する．

【症例】0歳，男児.1999年4月21日出生．生下

時より左上下肢，左体幹に単純性血管腫を認め，

また右手背には巨大な腫瘤形成を認めた．腫瘤は

血管腫様病変として経過観察としたが，増大傾向

を示し，悪性の可能性や手の機能障害の可能性な

どを考慮し，生後57日目に摘出術を施行した．

腫瘍は6cm×5cm,高さ5cmで手背のほぼ全域

を占めていた．拡張した静脈を処理しながら摘出

し，病理診断はIPEHであった．術後2年6ケ月の

現在，再発もなく手の機能も良好である．

【考察】IPEHは頭頚部，四肢に好発し，炎症や血

流の停滞によって起こる内皮細胞の増殖と考えら

れている比較的稀な疾患である．臨床的には一次

的に生じるpureformと，先行する血管病変に合

併して生じるmixedfbmに分けられるが，本症例

は先天性のものであるため不明である．過去の報

告例での本腫瘤の大きさは，平均l.5cmで，本症

例は0歳児でもあり巨大なIPEHと思われた．ま

た先天性の例は過去に報告はなく，この意味にお

いても大変稀なものと考えられる．血管肉腫も内

皮細胞の乳頭状増殖と血栓形成を認めるため鑑別

診断として重要である．

【結論】手に発生した先天性の血管腫様病変の診

断においてIPEHを考慮する必要があると考えら

れる．
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神経活動磁界測定による神経障害部位診

断一坐骨神経標本を用いた検討一

Diagnosisofperipheralnerveconductionblockby

biomagnetometer

東京医科歯科大学大学院脊椎脊髄神経外科

○福岡優子，小森博達，川端茂徳，

大久保治修，四宮謙一

【目的】末梢神経障害の検査法として，現在，電

気生理学的検査が広く用いられている．伝導障害

部位の同定にはinching法などがあるが，神経が

体表から深いところに位置する場合は，皮層上か

らの電位では正確な部位診断を行うのは困難であ

る．磁界は電位に比べて，周囲の軟部組織や骨の

影響を受けにくいため空間分解能に優れ，脳にお

いては臨床応用が進んでいる．末梢神経・脊髄に

おいても，非侵襲的で高精度な検査法として臨床

応用が期待されているが，基礎的研究の蓄積はま

だ少ない．今回我々は，摘出したウサギ坐骨神経

の急性障害モデルを用い，活動磁界測定による伝

導障害部位の診断について検討した．

【方法】家兎（日本白色種）より採取した坐骨神

経12本を用いた．リンゲル液で満たしたchamber

の液面から5mmの深さに摘出した神経を静置

し，神経遠位端より吸引電極で電気刺激した

(squarepulse,5～8mA,0.01～0.02ms,10～20

Hz).磁界測定・電位測定後，神経を強く結紮す

ることにより，伝導障害を生じさせ，再び測定を

行った．電位測定は神経上と液面で行い，神経結

紮部を中心にlOmm間隔で測定した．磁界測定

は平坦型8チャンネルSQUIDセンサーを用い

samplingrate40kHで測定し,2000～4000回加算

を行った．得られた磁場より障害部位の推定計算

を行った．

【結論】すべての標本で2峰性の磁界が計測され

た．磁界分布は四重極子パターンを呈し，神経近

位に向かい伝導速度49.5m/sで伝搬した．磁界測

定によって障害部位は平均誤差約2mmで推定可

能であったが，液面で導出した電位測定では，詳

細に障害部位を診断することは困難であった．磁

界測定は，優れた神経伝障害部位診断法となる可

能性が高いと考えられる．

2-Pc-2

ガラス化法を用いた末梢神経の凍結保存

-組織内Schwann細胞のviabilityの検討一
ViabilityofSchwanncellinvitrifiedperipheral

nerve

'慶應義塾大学整形外科，2川崎市立川崎病院

整形外科

○谷野善彦'，仲尾保志11石井聖佳I,

戸山芳昭!，堀内行雄2

【目的】われわれは，ガラス化法を用いて末梢神

経を凍結保存し，構成Schwann細胞のviabilityが

維持されることを報告してきた．今回，構成細胞

の核の活動性を利用して，組織片から構成細胞を

分離することなく凍結保存神経のviabilityを評価

したので報告する．

【材料および方法】Wistar系ラット（生後7日）の

坐骨神経片に凍結保護剤を30秒間浸透させ，液

体窒素内でガラス化凍結し，1時間の保存後に

37℃で急速解凍した．組織学的評価として，2‐

bromo-5-deoxyuridine(BrdU)含有液を浸透させ，

BrdUの取り込みを検索したほか,proliferatingcell

nuclearantigen(PCNA)の発現を神経片の横断切

片で観察した．新鮮坐骨神経片を対象とした

Schwann細胞の生存率についても検討した．

【結果】凍結保存した神経の横断切片で，核への

BrdUの取り込み,PCNAの発現陽性のSchwann

細胞が多数観察された．新鮮神経に比較した陽性

率は,BrdUが約20%,PCNAは約18%であった．

【考察】ガラス化凍結保存した神経組織内の

Schwann細胞の生存率は，これまで約10%と報告

してきたが，分解酵素を用いた従来の分離培養法

による評価では，生存していた細胞が評価過程で

死滅し，実際より生存率を低く評価している可能

性があった．今回の評価法は，組織片から

Schwann細胞を分離せずに核の活動性を利用して

viabilityを判定するものであったが，従来の2倍

の生存細胞を同定できたことから，従来法よりも

正確に組織片のviabilityを評価できると思われ

た．またガラス化法は，末梢神経組織の凍結保存

に有用であることが判明した．
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新しいphenotypeのSchwann細胞の存在
とその特性一知覚神経束に特異的に存在

するNCAM陽性細胞一

AnewphenotypeofSchwanncell-NCAM-

positivecellinsensoryfascicle-

慶應義塾大学整形外科

○斎藤治和，仲尾保志，谷野善彦，

高山真一郎，戸山芳昭

運動および知覚神経束を構成するSchwann細胞の

細胞接着分子の発現型を検索し，新しい

phenotypeのSchwann細胞の存在とその特性につ

いて検討した．

【材料および方法】成熟マウス大腿神経より運

動・知覚神経束の凍結横断切片を作製し，抗

NCAM,抗S-100,抗Ll抗体による免疫染色によ

って細胞接着分子の発現型を検索した．次に，大

腿神経を鼠径靱帯のレベルで切断し，切断直後，

切断後3日，5日，7日で遠位神経片を取り出し，

凍結横断切片を作製して，抗NCAM,抗PO抗体

による免疫染色を行った．

【結果および考察】成熟マウス大腿神経の知覚神

経束には，運動神経束には見られないNCAM陽

性細胞が存在し，その形態とS-100陽性,MAG

陰性という特徴から,myelinを形成しない

Schwann細胞と思われた．またこの細胞は，抗L1

抗体との二重染色でLl陽性であり，知覚無髄神

経線維のSchwann細胞であることが示唆された．

神経切断後の抗NCAM抗体染色では,切断後3日，

5日，7日のいずれもNCAM陽性細胞は認められ

なかったが，抗PO抗体染色ではいずれもmyelin

が染色された．このことから,NCAM陽性細胞

は，神経切断後早期に膜蛋白の変化を起こすこと

が明らかとなった．牧は神経片からのSchwann細

胞の遊走が軸索誘導能に関与していることを報告

しているが，このNCAM陽性細胞が早期に遊走

していく可能性もあり，今後検索の予定である．

【結論】1．マウス大腿神経の知覚神経束には，運

動神経束には見られないNCAM陽性Schwann細

胞が存在していた．2．このNCAM陽性Schwann

細胞は，神経切断後早期に膜蛋白の変化を起こす

ことが明らかとなった．

2-Pc-4

血管柄付尺骨神経前方移行術に伴う神経

内血流

ThechangeofintraneuralbloodnowfOllowing

anteriortranslocationofvascularpedicledulnar

nerveinpatientswithcubitalmnnelsyndrome

香川医科大学整形外科

○田中英城，香川好男，森健

【目的】肘部管症候群において栄養血管を温存し

た尺骨神経の筋層下前方移行術の際に，神経内血

行が実際どの程度保たれるのかを知ることが本研

究の目的である．

【対象・方法】対象は肘部管症候群に対して，筋

層下前方移行術を行った7例（男5，女2)，年齢

は47から85歳（平均63.9歳）の7肘（右6，左1）

であった．手術は全身麻酔下に，手術用ルーペを

使用し，神経を挙上するまでは駆血帯を使用せず

に行った．組織血流量の測定にはレーザー血流計

を使用した．測定部位は尺骨神経の上腕骨内側上

顎レベル(c点),その2cm近位(P点）および2

cm遠位(D点）で，非接触型プローブを用いて

組織血流(ml/100mg/min)を測定した．次に上

腕骨内側上顎から近位に5-7cm,遠位には5cm

にわたって栄養血管を温存したまま尺骨神経を挙

上した．尺側手根屈筋への筋枝を1本切離した．

その後，挙上前と同じ部位で測定した．

【結果】P点では挙上前3.3+/-0.9(mean+/-

SE)から挙上後3.6+/-0.9に,C点で3.1+/-

0.7から3.6＋/－0．6と殆ど変化しなかった．一方，

D点では5.5＋/-1.2から3.2＋/-0.7に低下した．

【考察】尺骨神経への栄養血管の解剖学的形態と

神経挙上に伴う血流変化には密接な関係があると

思われる．しかし，術中に尺骨神経の詳細な血管

解剖を明らかにすることは困難で，両者の関係を

確認することはできなかった．superiorおよび

inferiorulnarcollateralarteryで栄養される肘部管よ

りも近位の尺骨神経内血流は良く温存された．一

方，肘部管内での神経内血流の低下は,posterior

ulnarrecurrentartery(PURA)からの血行を温存す

ることの難しさを裏付ける結果とも考えられた．

【まとめ】肘部管より近位の神経内血流は良く保

たれるが，肘部管内では低下しやすいので，

PRUAの温存操作により一層，配慮する必要があ

る．
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運動軸索再生から見た切断神経の至適縫

合時期（ラット坐骨神経モデルを用いた

実験的研究）第2報

Theoptimaltimefbrnerverepairfacedonthemotor

axonregeneration(anexperimentalsmdybyrat's
sciaticnervemodel)Part2

!立川綜合病院整形外科，2新潟手の外科研究所，

]新潟県立吉田病院整形外科

○小泉雅裕!，牧裕2，吉津孝衛3，

坪川直人2，諸橋政人，

【目的】私達はこれまで遠位知覚神経片は近位か

らの運動，知覚再生軸索両者を強く誘導し，切断

後1週目前後がその能力が高いことを示した．そ

こで切断された混合神経の縫合時期が早いと，運

動軸索の知覚シュワン管へのmisdirectionが増加

すると考え，運動軸索の有効な機能的再生を得る

ための切|折神経の至適縫合時期に関する実験を，

筋収縮力を指標として行った．第16回日整会基

礎学術集会で報告したが，切断後4週までの縫合

では有意な差はなかった．今回は再生有髄軸索数

を指標として評価したので報告する．

【対象及び方法】8週令ウィスター系雄ラットの

脛骨神経を分岐部から約15mm遠位で切断し，

近位断端にシリコンキャップを被せ，腓骨，腓腹

神経は分岐部より近位で切断し，遠位断端を束ね

て一緒にシリコンキャップを被せた．その後脛骨

神経の近位端と腓骨，腓腹神経の遠位端を新鮮化

し，シリコンチューブを用い交差縫合した．知覚

神経である腓腹神経で再生運動軸索の

misdirectionを増やすモデルとした．切断から交

差縫合までの時間を変え0，1，2，4，8週の5群

(各n=10)を作り,6カ月後に吻合部から約5mm

遠位の部位で腓骨・腓腹神経をそれぞれ採取し，

再生有髄軸索数を計測した．

【結果】切断後0週群と1週群が他群に比べて腓腹

神経側に再生する軸索数が多い傾向を示した．

【考察】今回計測した再生軸索は運動知覚の混合

であるが，切断後縫合時期が早いと知覚シュワン

管への運動軸索の再生が多くなる可能性がある．

しかし前回の報告結果も考盧すると，神経幹に含

まれる運動軸索数が知覚に比べ極端に少ないとい

う条件でない限り，再生運動軸索のmisdirection

があっても，4週までの縫合では筋収縮力という

点では差は出ないと推定した．

2-Pc-6

ヒアルロン酸を用いた神経癒着防止に関

する研究

Experimentalstudyonthepreventionof

peripheralnerveadhesionswithhyaluronicacid

金沢大学整形外科

○納村直希，池田

萩原教夫，富田

和夫，山内大輔，

勝郎

【目的】末梢神経の術後の癒着を防止することは，

神経剥離術や神経縫合術の成績を向上させる重要

な要素の一つである．ヒアルロン酸（以下HAと

略す）は近年，炎症反応や創傷治癒に深く関与し

ていることが報告されている．我々は神経癒着に

対するHAの有用性を検討した．

【方法】日本白色家兎10羽を用いた．両側の坐骨

神経を展開し，神経床に約1cmの焼灼処置を加

え神経癒着モデルを作成し，6週間後に神経剥離

術を施行した．この際，右は神経剥離のみ

(Control群),左は神経剥離開始と同時にHAを滴

下し(HA群),HAが常に術野に存在する状態で

剥離を行った．6週間後に膝関節部で坐骨神経を

切断し，断端部を1-0絹糸で結紮した．この絹糸

を神経床と45度の角度で約1cm/sの速度で引っ

張り，癒着部が剥がれるのに要した張力(N)を

測定し，神経床との癒着の程度を評価した．また，

複合筋肉活動電位の潜時およびMasson染色によ

る組織学的検討も行った．

【結果】癒着剥離に要した張力および複合筋肉活

動電位では潜時は，それぞれControl群で7.3±1.4

N,2.1±0.2ms,HA群で3.3±0.5N,1.9±0.1ms

であり，両者ともにHA群で有意に良好な成績で

あった．また,Masson染色では，神経周囲の嬢痕

組織はHA群の方が少ない傾向にあった．

【考察】HAはムコ多糖体の一種であり，関節液

などの成分だけでなく，器官の発生や炎症におけ

る細胞の遊走・保持に関与していると言われてい

る．今回の実験では,HAは神経癒着防止に有用

であることが確認された.HAは一酸化窒素や活

性酸素,IL-lβの産生を抑制するといった作用も

報告されており，このような炎症抑制効果が癒着

軽減に役立ったものと考えられた．

【結語】HAは神経癒着予防に有効であり，神経

剥離や神経縫合時に併用してよい方法と思われ

た．
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機能MRIによる手・指運動時の大脳皮質

一次運動野について

Functionalmappingofmotorcortexinmale

volunteersduringwristandfingerexercise

-AnalysisbyfUnctionalMRI-

'東京労災病院整形外科，ユ順天堂大学整形外

科，，順天堂浦安病院整形外科

○楠瀬浩一!，宮崎弘!，富田善雅!，

岩瀬嘉志2，原章,

【はじめに】演者らは僥骨神経麻痒手における腱

移行手術前後で，機能MRI(以下fMRI)による，

手指運動時の大脳皮質一次運動野賦活部位の変化

を報告した（第42回日手会)．今回，その基礎と

なる健常人での手指運動時の一次運動野賦活部位

の同定を試みた．

【対象・方法】健常，右利きの男性10人（25～49

歳）を対象とした（全員，整形外科医師で課題運

動を十分に理解できるものと判断した)．課題運

動:1)手関節伸展,2)手関節屈曲,3)母指伸

展，4）母指屈曲，5）示指～小指伸展，6）示指

～小指屈曲，の6種の動作を，30秒間の安静・運

動を1クールとし，3クールを繰り返した．MRI

は東芝Visarthyperl.5Teslaで，撮像スライスは

前交連と後交連を結ぶ線(AC-PCline)に平行な

水平断面とし，とらえたMR信号を同スライスの

Tl強調画像に重ねて表示した．

【結果】l)大脳皮質賦活部位は，全例で右側に比

し，左側運動野に多くみられた．2）手関節運動

と母指・指運動の賦活部位が異なる傾向にあっ

た．手関節屈曲・伸展に明らかな差を認めなかっ

た．母指および指の屈曲・伸展での明らかな差を

認めなかった．3）画像としてとらえられる賦活

部位は中心溝にそった血流を反映し，これを除く

評価が必要である．

【考察・結語】近年,f-MRIを利用した脳機能の

画像化により随意運動時の大脳皮質運動野の観察

が可能となった．実際,f-MRIは血流変化をみる

もので，直接的に脳代謝を観察しているわけでは

なく，大脳皮質賦活部位周囲の静脈をとらえ，広

い範囲を示す傾向にあるが，手関節と指運動で賦

活部位に違いがみられることから，腱移行例にお

ける，術前後の大脳皮質運動野賦活部位の観察が

可能と考える．

2-Pc-8

実験的慢性瘻痛モデルにおいての深部組

織と表層組織の炎症でのニューロンの活

動性とNMDAアンタゴニストの効果

Theeffectofdeeptissueversuscutaneous

innammationonNMDAantagonist

'大阪府立母子保健総合医療センター整形外科，

2NeuroscienceProgam,UniversityofMaryland

○三木健司!，川端秀彦1，北野元裕I,

吉田礼徳',RenKe2

【目的】慢性瘻痛の発生には，皮膚表層の損傷で

は無く深部の関節や靱帯組織の損傷がより大きく

関与するのでは無いかと言うことが言われてい

る．この仮説を明らかにする．

【方法】CompleteFreund'sadjuvantをラットの深部

組織である顎関節(TMJ)または皮膚表層(Po)

に注入し，24時間後にその支配神経核でのWDR

ニューロンを記録し，それのNMDAアンタゴニ

ストに対する効果を測定し，受容野の大きさが

300mm2以上のものをLARGE,それ以下を

SMALLとした．

【結果】TMJやPOでは受容野の大きさは,300

mm2以上が見られたが，コントロールでは,300

mm2以上のものは無かった．受容野の大きさは

TMJLARGEのものでは,794.17i27.7mm2また

TMJSMALLでは125.09±15．7mm2,POLARGE

では726.7±29.4mm2,POSMALLでは,158.3=t

25.2mm2,コントロール動物では136.1=t9.4mm2

であった．これらのニューロンにNMDAアンタ

ゴニストを投与したところ,TMJLARGEでは

74％の受容野の縮小がみられた．TMJSMALLで

は48％の縮小であった.POやコントロールでは

縮小しなかった．また侵害刺激に対するニューロ

ンの応答はTMJLARGEでは68%の低下,TMJ

SMALLでは70%の低下が見られた．

【考察】これらの結果より深部組織への損傷では

表層組織への損傷と異なりその支配神経核での

WDRニューロンの応答が良くなるなど変化が見

られ，そのニューロンのNMDAアンタゴニスト

の効果にも変化が見られるなど，深部組織への損

傷がより上位中枢への痛覚伝達の経路への関与が

あることを示唆するものである．
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ラット皮膚痛覚受容器活動に対するATP

の効果

EffectofATPontheheatresponseofcutaneous

nociceptorsinrats

l名古屋大学医学部付属病院手の外科，2名古屋

大学環境医学研究所神経性調節分野

○矢島弘毅11中村蓼吾11堀井恵美子11

水村和枝2，佐藤純ユ

【目的】ATPは細胞内のエネルギー源として知ら

れているが，近年痛覚受容器細胞にそのレセプタ

ーの発現が発見された．またラットに投与すると

自発痛関連行動，アロデイニアと熱に対する痛覚

過敏反応を引き起こすことが分かってきた．ATP

は交感神経から放出されることが分かっているた

め神経因性瘻痛に関与している可能性がある．今

回，健常と慢性炎症モデル動物の皮層ポリモーダ

ル受容器(CPR)活動に対するATPの効果を調べ

た．

【方法】慢性炎症モデルとしてLewis系雄性ラッ

トの尾部皮内にフロイント完全アジュバント

(0.6mg)を投与した関節炎モデルラット(ADJ

ラット）を用いた．深麻酔下でADJラットと健

常ラットの皮層－伏在神経標本を採取た．伏在神

経の微小線維束からCPRの単一神経放電を導出

し，受容野に熱刺激を行った．3-4回の熱刺激の

後,ATP溶液を5分間受容野へ局所灌流しその効

果をみた．

【結果】健常ラットにおいて10"M,100"M,1
mM投与により放電数の上昇をみたユニットはそ

れぞれ40%(n=10),60%(n=5),100%

(n=7)であった．また，その放電数は濃度依存

性に増大した.ADJラットにおいて10"M,1
mM投与によりそれぞれ88%(n=8),100%

(n=5)のユニットが反応したが，どちらの反応

の放電数も健常ラットに比べ大きかった．健常ラ

ットのATP投与後の熱反応は1伽Mでは66%に

抑制されたのに対し,100"M,1mMではそれぞ

れ130％，246％に増強された．ADJラットの熱

反応においても1叩Mでは81％への低下が，1

mM投与により161%への増加がみられた．

【まとめ】以上の結果からATPのCPRの熱反応に

対する作用は濃度によって異なり，低濃度では皮

層痛覚受容器の興奮性を抑制し，高濃度ではその

興奮性を高める作用があることが明らかとなった．

2-Pc-10

断端神経腫に対する伴走血管による形成
抑制効果の実験的研究

Accompanyingvesselscouldpreventstump
neuromafOrmationinarabbit

'大阪市立大学整形外科，ユ暁明館病院

○中塚洋直11高松聖仁ll榎本誠21

越宗勝11山野慶樹！

【目的】これまでの有痛性神経腫の治療は，軸索

再生の抑制と，神経断端を刺激から保護する方法

とに大別される．我々は動脈壁が神経欠損部にお

ける軸索再生を誘導することより，これまでと全

く異なる方法として動脈壁が神経断端を誘導する

ことにより，断端神経腫の形成を抑制するかどう

かを検討したので報告する．

【方法】日本白色家兎（2.3～2.7kg:平均2.5kg)

7羽，14肢を用いた．両下腿外側より，前脛骨動

静脈と深腓骨神経が伴走している部位を露出．一

側は神経及び動静脈を断端がそろうよう同じ長さ

に切離し，その末梢の神経及び動静脈は近位断端

に影響を及ぼさないよう足関節部まで十分に切除

した（等長断端群)．反対側は神経近位断端より

動静脈のほうが約10mm長くなるよう遠位にて

切離，末梢は反対側と同様に切除した（長血管断

端群)．いずれの群においても，血管と神経の伴

走している部位を用いた．動静脈は8-0ナイロン

糸にて結紮してから切除し，神経断端には特に処

置は行わなかった．24週後に深腓骨神経近位断

端を採取し，その形態を肉眼的及び組織学的に観

察した．

【結果】肉眼的には等長断端群においては全例で，

梶棒状変化を認めた．一方，長血管断端群では，

動脈に沿うようにやや遠位まで再生した神経組織

を認めたが，徐々に先細りしていくのが観察され

た．組織学的には，等長断端群において梶棒状変

化した断端は先端部では膠原線維や線維芽細胞を

認め，やや中枢で神経線維やシュワン細胞及び線

維芽細胞か無構造に増生しているのが認められ

た．一方，長血管断端群では動脈周辺にやや遠位

まで神経組織の増生を認め嬢痕組織へと収束して

いくのが観察された．

【結語】神経伴走血管を長く残し，神経断端を血

管の近傍に置くことで，典型的な梶棒状変化を抑

制する事ができた．
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腓腹神経のlonggra廿を用いて治療した副
神経損傷

SurgicaltreatmentfOraccessorynerveinjurywith

longnervegraft

!京都府立医科大学整形外科，』明治鍼灸大学

整形外科

○岡島誠一郎!，小橋裕明!，小田良!，

勝見泰和2，平澤泰介2

【目的】副神経損傷は頚部リンパ節生検術あるい

は頚部軟部腫瘍切除のあとに生じる．とくにリン

パ節生検の際に副神経を損傷した場合は，後遣障

害が残存すると社会的にも大きな問題となる．今

回，腓腹神経のlonggraftを用いて治療した医原

性の副神経損傷の2例について検討した．

【方法】過去3年間で5cm以上の腓腹神経移植に

より治療した患者は2例でいずれも女性であっ

た．受傷原因は頚部リンパ節生検の際の副神経損

傷で年齢は32歳と58歳であった．受傷後6カ月

目および12カ月目に当院にて手術を施行した．

経過観察期間は1年9カ月と1年3カ月である．2

例ともに術野周囲の嬢痕組織の増生は著明であ

り，特に受傷後12カ月目に手術を施行した症例

は近位断端および遠位断端の同定が困難なほどの

畷痕形成が認められた．2例ともに同側の遊離腓

腹神経移植により加療し,6cmおよび10cmの神

経移植を行った．

【成績】術後3カ月および4カ月目より肩外転角度

の改善が見られるようになり術後5カ月から6カ

月でほぼ健側と同等な可動域が得られた．最終経

過観察時には僧帽筋の筋萎縮もほぼ改善してお

り,MMTもほぼ健側と同程度であった．

【結論】頚部リンパ節生検術の際の副神経損傷は

著明な嬢痕形成と比較的広範な神経損傷を伴うこ

とが多い．副神経の近位端を新鮮化した時に，神

経移植を行うか，端々縫合を行うかは判断に迷う

ところである．これまでわれわれが経験した症例

の中で十分な筋力が回復しない症例では僧帽筋の

筋緊張あるいは痙痛を訴える症例が散見された．

今回の経験で比較的長い神経移植でも良好な術後

成績が得られることより十分に近位端を新鮮化し

神経縫合を行うことが肝要であると考えられた．

2-Pc-12

断端神経腫形成の抑制に関する実験的研

究一血管柄付き脂肪内への神経断端包埋
法一

ThestudyofrestraintofstumpneuromafOrmation

bythevascularizedfat

1大阪暁明館病院整形外科，z大阪市立大学整

形外科

○榎本誠'，中塚洋直2，越宗勝2，

高松聖仁2，山野慶樹2

【目的】神経腫は指肢の切断後に発生し，しばし

ば激しい痛みを有し臨床において問題となる事も

多い．その治療や予防策として，これまで骨内包

･埋法や静脈内挿入法等が報告されている．しかし

実際の臨床においては骨内への包埋は困難な部位

もあり，それは静脈内挿入法においても同様であ

る．そこで我々は比較的容易に全身のどの部位で

も使用することのできる脂肪の利用を考え，神経

断端を血管柄付きの脂肪内に包埋するモデルを用

いて断端神経腫の発生が抑制されるかどうか検討

を加えた．

【方法】日本白色家兎の膝窩部で腓腹神経を露出

し，腓腹神経を脛骨神経の分岐部から1.5cm遠位

部で切離した．腓腹神経の末梢側は遠位まで十分

に剥離し切除した．次に膝窩部の脂肪を栄養動脈

と共に血管柄付き脂肪として挙上し，腓腹神経の

断端面を脂肪によって十分に包み8-0ナイロン糸

にて固定した（脂肪内包埋群,n=10)．また，

コントロールとして腓腹神経を同様に切除しその

断端を放置したものを作成した(コントロール群，

n=10).術後24週目に両群の腓腹神経断端を採取

し検討を加えた．肉眼的には神経断端の梶棒状変

化の有無を観察した．組織学的にはH-E染色及び

抗neurofilament抗体による免疫染色を行い光学顕

微鏡にて観察した．

【結果】肉眼的にはコントロール群では8例にお

いて梶棒状変化を認めた．一方，脂肪内包埋群で

は10例全例において梶棒状変化は認めなかった．

組織学的にはコントロール群では神経断端からの

著明な再生神経線維の増生を認めたが，脂肪包埋

群では再生神経繊維の増生はほとんど認めなかっ

た．

【結語】血管柄付き脂肪による神経断端の包埋は

断端神経腫の形成を抑制すると考えられ，断端神

経腫予防の一つの方法となり得ることが示唆され

た．
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陳旧性月状骨脱臼に対する手術療法

Operativetreatmentfbroldlunetedisplacement

藤田保健衛生大学整形外科

○鈴木克 侍 ， 和 田 邦央，田中徹

【目的】陳旧性月状骨掌側脱臼に対して4例は観

血的整復，2例はセラミック人工月状骨置換術を

行った．受傷より手術までの期間と術式の選択，

成績につき報告する．

【対象および方法】1994～2000年まで初療医で見

落とされ，陳旧例となった月状骨掌側脱臼は6例

であった．受傷より手術まで15日～8週間（平均

5週間）経過した4例［全例男性，平均年齢34歳

(25～54歳)］は観血的整復，受傷より手術まで

15～38カ月（平均27カ月）経過した2例［全例

男性，平均年齢38歳（37～59歳)］はセラミッ

ク人工月状骨置換術を行った．6例とも手根管症

候群を合併していた．瘤痛，しびれ感，知覚

(Semmes-Weinstein),ROM,握力,X線所見

(CHR),Cooneyの手関節機能評価につき検討し

た．平均調査期間は観血的整復群が35カ月（20

～46カ月），置換術群が79カ月（72～86カ月）

であった．

【結果】観血的整復群：痒痛は術前全例にみられ

たが最終調査時はl例のみに長時間労働後に認め

た．しびれ感は術前全例（＋）から術後全例（一)，

知覚は術前全例紫から術後全例緑に改善した．

ROMは指TAM,手関節背屈，掌屈，回内，回外

と全て改善した．握力は23％から84%,CHRは

0.48から0.57,Cooneyの評価は23点から73点に

改善した．置換術群：濾痛，しびれ感は術前全例

にみられたが最終調査時は全例消失した．知覚は

術前全例紫から術後全例緑に改善した．ROMは

術前後で著明な変化はなかった．握力は39％か

ら68%,CHRは0.45から0.51,Cooneyの評価は

40点から75点に改善した．

【考察および結語】陳旧性月状骨掌側脱臼に対し

て諸家の報告にもあるように，受傷から手術まで

8カ月以内では観血的整復，それ以上経過した場

合はセラミック人工月状骨置換術を行い良好な成

績が得られた．

2-Pd-2

母指CM関節および大菱形骨とその周辺関

節の撮影法の検討

X-rayphotographictechniquefOrperitrapezium

joint

'奈良県立医科大学整形外科，ユ同救急医学

○福居顕宏!，稲田有史2

【目的】母指CM関節症の撮影方法としてはこれ

までに種々報告されているが母指CM関節に尺骨

側の皮層陰影が重なったり，母指CM関節に濃度

差が見られたり，第1中手骨基部のずれにより，

CM関節面が明瞭に描出されなかった．そこで

我々は母指CM関節および大菱形骨とその周囲関

節面を描出する為の固定具を考案したので報告す

る．

【対象】健常者50名（20歳から59歳，男性7名，

女性43名）を対象とし，母指CM関節と大菱形

骨の周囲関節について各々の関節面が明瞭に描出

されているかを検討した．固定具は，前腕傾斜角

度40度，回内角度40度，母指と示指の開放角度

40度とした．

【結果】皮層との重なりがないのは50名中50名，

第1中手骨基部の重なりは44名に見られた．大菱

形骨と第1中手骨関節裂隙は47名，大菱形骨と舟

状骨関節裂隙は36名，大菱形骨と小菱形骨関節

裂隙は49名，大菱形骨と第2中手骨関節裂隙は

47名，大菱形骨とすべての周囲関節裂隙は34名

で皮層と重なりがなく第1中手骨基部が重なり，

かつ大菱形骨と第1中手骨関節裂隙が明瞭に描出

できたのは41名であった．皮膚との重なりがな

く大菱形骨と第1中手骨，舟状骨，小菱骨，第2

中手骨の関節裂隙を全て明瞭に描出できたのは

34名であった．皮膚との重なりがなく第1中手骨

基部が重なり，かつ大菱形骨と第1中手骨，舟状

骨，小菱形骨，第2中手骨の関節裂隙を全て明瞭

に描出できたのは33名であった．大菱形骨周囲

骨の関節裂隙全てを明瞭に描出する為に固定具を

作成した結果，明瞭に描出できたのは50名中34

名であった．

【まとめ】大菱形骨周囲関節面を描写する方法と

して，固定具を使用した方法は第1選択に用いて

も良いと思われた．
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－時的経皮固定法による部分手関節固定

術の試み

Partialcarpalarthrodesisbytemporary

percutaneousfixation

北里大学東病院整形外科

○小林明正，二見俊郎，只野功，

藤田護，脇田隆司

【目的】部分手関節固定術は手根不安定症，

KienbOck病，変形性関節症などに行われている．

しかしどの関節を固定するか一定の見解は得られ

ていない．さらに恒久的な関節固定術は手関節可

動域制限を生ずる可能性が高い．われわれは，ど

の関節を固定するのがよいかを知る目的で経皮的

にKirschner鋼線(K鋼線）を数本刺入し，一時的

に手根骨間関節を固定する方法（仮固定法）を試

みた．短期間の経過観察ではあるが，その結果を

preliminaryrepo抗として報告する．

【対象・方法】症例はKienbOck病2例(14歳女性

でLichtmanstagellla,20歳女性でLichtmanstage

II),手根不安定症3例(45歳女性,16歳男性，

13歳女性）であった．全例，手関節の痙痛，運

動時痛，可動域制限を認めた．これら5例に対

し麻酔下でX線透視を用い，手根骨のalignment

を整復しつつ，径l.2～1．5mmのK鋼線を数本経

皮的に刺入し，外固定を併用した.K鋼線は6～

8週で抜去し，手関節の可動域訓練を開始した．

KienbOck病例には舟状・大小菱形骨関節を，手根

不安定症には三角・有鈎骨関節，舟状・月状骨関

節を固定した．

【結果】術後の経過観察期間は3～50か月である．

全例手関節痛は改善した．手術直後の1例（13歳

女性）を除く4例では関節可動域（術前平均

100．→術後平均149。），健側比での握力（同

47％→74％）も改善した．一方,X線所見では

明らかな改善は認めていない．このため，現在追

加手術は行わず経過観察中である．

【結論】本法は一時的にしる臨床症状の改善が得

られる．本法の利点は，1）侵襲が少なく術式が

簡単なこと，2）骨端線存在例では骨端線への損

傷が少ないこと，3）本法有効時には，恒久的な

固定術の参考となること，4）無効時には，他の

治療法を選択する余地があることなどである．

2-Pd-4

遠位僥尺関節不安定症に対する再建法の

生体工学的解析

KinematicanalysisofreconstructionmethodsfOr

distalradioulnarjointinstability

'慶應義塾大学整形外科，2メーヨークリニック

○中村俊康',RichardBerger2,藤田正樹21
Kai-NanAn2

【目的】不安定となった遠位僥尺関節の軟部組織

再建法は確立していない.Adams法,Scheker法，

Hui-Linscheid法,Nakamura法の4つの再建法を自

家考案のwrist-fOreannsimulatorを用いて解析，検

討した．

【方法】新鮮死体上肢10肢を用い,simulatorに固

定した.80Nの回内外トルクを手に負荷し，回

内筋，回外筋に加重をかけ，無負荷，協調負荷，

拮抗負荷下での前腕他動回内外運動を行った．正

常,TFCC+骨間膜腱様部の切離，各再建法施行

後の榛尺骨の相対運動を記録し，正常と比較した

純粋な僥骨の尺骨に対する変位のみをinstability

indexとして抽出した．

【結果】TFCC+骨間膜切雛では正常に比べ回内位

で僥骨掌側への変位が，回外位では榛骨背側への

変位が検出された．回内位において無負荷では

Adams法,Nakamura法が病的な変位を有意に制

御した．協調負荷の回内位では4法とも病的変位

を制御したが，全回内領域で統計学的に有意だっ

たのはAdams法,Nakamura法のみであった．

Scheker法,Hui-Linscheid法は回内30度位のみで

有効であった．拮抗負荷では各再建法とも有効で

あったが，統計学的に有意だったのは回外運動で

のAdams法のみであった．回外位では無負荷，

協調負荷，拮抗負荷のいずれも有効な再建法はな

かった．

【結語】TFCC+骨間膜を切離した重度前腕軟部組

織損傷モデルに対し，回内位では僥尺靱帯の掌背

側を再建するAdams法,Nakamura法は比較的有

効であった.回外位では有効な再建法はなかった．

このことからTFCC再建術に対しTFCCと骨間膜

切離が重度すぎること，回外位で骨間膜の機能が

発揮されていることが示唆された．
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2-Pd-5

榛骨頭前方脱臼と尺骨頭掌側脱臼を合併

した1例

Acaseofvolardislocationoftheulnarheadand

anteriordislocationoftheradialhead

長野松代総合病院整形外科

○瀧澤勉

尺骨頭掌側脱臼と僥骨頭前方脱臼を合併し2ヶ月

放置された後，観血的治療を行い良好な成績が得

られた症例を経験したので報告する．

【症例】50歳，女性．平成12年4月27日，他人の

足に引っかかり転倒し受傷した．左肘痛があり近

医受診，捻挫としてシーネ固定を4週間受けたが

軽快せず，6月30日当科受診した．初診時，左肘

および手関節に腫張と痙痛が見られ，前腕は回外

位で肘および手関節に可動域制限が見られた．痙

痛により握力の低下も見られた．x線所見で尺骨

頭掌側脱臼および僥骨頭前方脱臼が見られた．骨

折はなかった．7月11日全身麻酔下に観血的整復

を行った．尺骨頭を観血的に整復したが，容易に

脱臼しさらに僥骨頭も整復されなかった．僥骨頭

を観血的に整復し，断裂した輪状靱帯を縫合する

ことで僥骨頭の安定化が得られた．尺骨頭を整復

し前腕遠位で榛尺骨間をキルシュナー鋼線で固定

した.TFCの断裂はみられなかったが掌側の僥尺

靱帯の断裂がみられ縫合した．術後2週間ギプス

固定の後，肘の屈伸を開始した．術後4週でキル

シュナー鋼線を抜去し，手関節および肘のROM

訓練を行った．術後1年3ヶ月の現在，可動域制

限はほとんどなく痔痛も見られない．またx線上

良好な整復位が得られている．

【考察】僥骨頭前方脱臼と尺骨頭掌側脱臼の合併

は非常に稀であり，さらに受傷後2ケ月以上放置

された症例はみられなかった．観血的治療で良好

な成績が得られたが,早期診断治療が必要である．

2-Pd-6

音楽家に発生する手の障害・傷害につい
て

Handdisordersandinjuriesofmusicians

防衛医科大学校整形外科

○根本孝一，有野浩司，加藤直樹，

田中優砂光，冨士川恭輔

今回，自衛隊○○中央音楽隊の隊員52名の健

康調査を行ったので報告する．楽器の種類は，管

楽器43例，ピアノ2例，コントラバスl例，ハー

プ1例であった．現在何らかの症状を有する者は

19人（37％)，過去に有した者は10人（19％）

であった．その内，上肢の症状を有する者は14

人（27％)，過去に有した者は7人（13％）であ

り，部位別では，肩3例，肘5例，手関節10例，

手指6例であった（重複あり)．

また，音楽家の手の障害・傷害に関して，受診

症例21例（1995-2001）を検討したので報告する．

年齢は14歳から74歳（平均43歳）で，性別は男

7人，女14人であった．演奏活動の程度は，職業

音楽家11人，音楽教師2人，学生4人，アマチュ

ア4人であった．楽器の種類は，ピアノ8例，バ

イオリン3例，クラリネット3例，ギター2例，

およびトロンボーン，サックス，ビオラ，ハープ，

ハーモニカ，大正琴，三味線が各1例ずつであっ

た（重複あり）．疾患別では，ばね指3例,Focal

dystonia3例，内軟骨腫2例，指骨骨折2例,TFCC

断裂2例，および指骨骨折後変形癒合・屈筋腱癒

着，榛骨骨端線早期閉鎖，軟部腫瘍，関節リウマ

チ,Heberden結節，母指CM関節症，狭窄性腱鞘

炎,FCU腱周囲炎，肘部管症候群，手根管症候

群が各1例ずつであった（重複および疑診を含

む)．治療は保存的治療を原則としたが，手術を

8例に行った．術式の内訳は，腫瘍摘出術3例，

腱鞘切開術2例，仮骨延長術1例，矯正骨切術・

腱剥離術1例,King変法1例，手関節鏡1例であ

った（重複あり)．

音楽家の手の障害・傷害の診療には特別な配慮

が必要であり，欧米では専門分化されつつある．

今後，日本においてもその対応を進める必要があ

る．
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2-Pd-7

上肢変形を有する骨形成不全症患者の機
能評価

FunctionalanalysisofupperlimbdefOrmitiesin

osteogenesisimperfecta

自衛隊札幌病院整形外科

○尼子雅敏，今井智仁，津田悦史

骨形成不全症患者の臨床は，下肢変形に対して矯

正手術が普及しているが，上肢変形に対しては保

存療法にとどまり，積極的な治療の対象とならな

いことが多い．しかしそれら変形を伴う上肢の機

能は十分満足いくものかどうかは検討されていな

い．

【目的】上肢変形を有する骨形成不全症患者の上

肢機能を評価する．

【対象ならびに方法】骨形成不全症患者159名

(Sillencetypel:51名,typelll:33名,type
IV:75名）を対象とした．初診時年齢は6カ月

から20歳，平均8.2歳であった．初診時X線を用

いて，変形角度を計測した．機能評価は握力測定

とPediatricEvaluationofDisabilitylnventory(PEDI)

を用いて行った.PEDIは若年者を対象とした包

括的な臨床機能評価法で,self-careとmobilityに
関する評価点数を比較検討した．

【結果】握力は変形が強くなるに従って有意に低

下していた．PEDIはself-careがSillencel,IV型

では80％であるのに対し,III型は73%と軽度低

下していた．mobilityはI型が80%,IV型が60%,

Ⅲ型が47％と変形の強さに従って機能が低下し

ていた．

【考察ならびに結語】骨形成不全患者の上肢変形

はselfLcareに関する機能はある程度の維持されて

いるものの,mobilityに関する機能が大きく障害

されていた．変形矯正などの積極的治療による

mobility機能の改善が期待される

2-Pd-8

手関節周囲軟部組織損傷に対するDorsal

ulnararteryflapを用いた治療経験

Treatmentofsofttissuedamageinthewristlesion

bydorsalulnararterynap

大阪市立大学整形外科

○五谷寛之，山野慶樹，恵木丈，

岡田充弘，米田昌弘

【はじめに】我々は，手関節周囲の高度な軟部組

織損傷において，初期治療時や二期的剥離術の際

の嬢痕除去後に生じた軟部欠損の修復にDorsal

ulnararteryflap(以下DUAF)を用いて，良好な

結果を得ているので報告する．

【対象および方法】症例は7例で，前腕の不全切

断，自傷等すべて前腕から手関節部位で血行再建

を要した症例であった．受傷機転は電気鋸1例，

プレス3例，自傷によるスパゲッティリスト2例，

熱傷1例であった．年齢は16-43歳（平均35歳）

であった．初回手術時にDUAFを用いた症例は3

例で，二期的腱，神経剥離の際に用いた症例は4

例であった．DUAFは後尺骨動脈を血管茎とし，

尺側手根屈筋の中で通常3つに分枝するがその

内，中枢に向かう上行枝を重視する．これを確認

後，血管茎の長さが豆状骨を中心に2-4cmで

あることを念頭に欠損部との位置関係で皮弁のデ

ザインを決定する．皮弁を回転させ，手関節周辺

の軟部組織欠損や嬢痕除去部に腱や神経を覆うよ

うに被覆した．2例では，皮弁内の静脈をレシピ

エント側の皮静脈と吻合した．

【結果】血管茎は全例に確認できた．全例有茎皮

弁として使用し，この内3例はfascialflapとして

用いた．術後nap部は下部の組織と強い癒着はな

く，再度の腱剥離，神経剥離を要する症例はなか

った．全例で術前より機能回復がみられたが，

Chenの評価で分類するとGradelが3例,2が1例，

Grade3が3例，であった．

【考察】外傷後前腕受傷部に硬い嬢痕形成が起こ

り一旦腱や神経と皮層が癒着を起こすと治療に難

渋する．同一術野から皮弁を採取できる本法は，

有茎で手根管部から手背を含む手関節周辺の軟部

組織欠損を被覆でき，主幹動脈を犠牲にせずにす

み，手技も他の皮弁に比べ比較的容易な有用な手

技と考える．
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2-Pd-9

皮下1回注入法における麻酔剤の拡散状態

ExtentofagentdiffUsioninsubcutaneoussingle

iniection

'佐賀医科大学整形外科，ユ大牟田記念病院整

形外科，ヨ鶴田整形外科

○園畑素樹!，長嶺里美2，鶴田敏幸3，

浅見昭彦!，佛淵孝夫！

【目的】我々は，指ブロックの際に皮線上皮下1

回注入指ブロック法を用いている．本法は，安全，

低侵襲，簡便であり，実効性に優れる方法として

第44回本学会で報告した．これまでに1回注入指

ブロック法の薬剤の広がりについてはCadaverを

用いた実験の報告があるが，皮下法については

Lowらの手掌部での報告しか無い．そこで今回，

健常者を対象に造影剤を用いて手掌部皮下法

(sP法:SubcutaneousatPalm法）と皮線上皮下法

(SC法:SubcutaneousatCrease法）とにおける麻

酔剤の拡散状態について調査したので報告する．

【対象・方法】健康成人5名（男性4名，女性1名，

平均29歳)，のべ14指．左右の中指にSP法,SC

法に準じてイソビスト240：50％，2％キシロカ

イン：50％の混合液を注入した．注入量はそれ

ぞれ1,2,3mlとした．レントゲン撮影を注入

直後から注入10分後まで経時的に行った.2指に

おいてCT撮影を施行した．

【結果】前後像において,SP法はある一定の境界

以上遠位には拡散しなかった．SC法は，ある一

定の境界以上近位には拡散しなかった.SP法と

SC法では薬剤の広がる範囲がほとんど重複して

いなかった．側面像においてSC法は，基節骨よ

り背側にはほとんど拡散していなかった．拡散範

囲は，時間経過による違いはあまり無く，注入量

により決まっていた.CT像では,SP･SC法共

に腱鞘内には拡散していなかった．

【考察】SP法･SC法の造影剤の拡散の境界とな

っているのは，みずかき靱帯横走線維の皮膚方向

への線維部であり,SC法における造影剤の背側

への境界は，みずかき靱帯弓状線維部であった．

SC法は麻酔剤が一定の場所に拡散するため，よ

り安定した麻酔効果が期待できると思われた．

2-Pd-10

第1中手骨血管柄付き骨移植の手根骨への

応用

Vascularizedfirstmetacarpalbonegraftforthe

camalbonesurgery

埼玉成恵会病院埼玉手の外科研究所

○福本恵三，児島忠雄，平瀬雄一，

池田博生，武井照江

【目的】1997年Yucetrkらは第1背側中手動脈

(FDMA)を茎とする第1中手骨からの血管柄付

き骨移植の舟状骨偽関節への応用を報告した．今

回舟状骨偽関節4例，キーンベック病2例に応用

したので報告する．

【症例】舟状骨偽関節の症例はMRIで著明な血流

の低下を認めた4例で，男3例女1例，年齢は20

から63歳，平均33歳であった．本法による骨移

植を掌側から行い，舟状骨の掌屈変形を矯正し，

腸骨または携骨からの遊離骨移植を追加，

Herbertscrewで固定した．キーンベック病の症例

は35歳と61歳の男2例で,Stage3a・本法による

骨移植を背側から行い，僥骨からの海綿骨移植を

追加,STT仮固定術を併用した．移植骨の大きさ

は10×5×5mmから15×7×5mmであった．

【成績】舟状骨偽関節の症例では3例で骨癒合が

得られ，骨癒合までの期間は6週，8週及び28週

であった．キーンベック病の2例は痙痛なく元職

に復帰,Mayowristscoreは術前30点から術後80

点及び40点から75点,Carpalheightratioは術前

553％から術後58.8％及び54.8％から55.2％と改

善した．

【考察】本法の利点は骨移植を背側，掌側どちら

からでも移植できること,FDMAが確実に存在す

ることである．しかし第1中手骨から採骨可能な

骨量が比較的少ないという欠点がある．そのため

舟状骨偽関節では初期の症例で骨癒合が得られな

かった．最近の症例では採取部に人工骨を移植し

大きめに採骨している．

【結論】FDMAを茎とする第1中手骨血管柄付き

骨移植はキーンベック病に対しては有用であった

が，舟状骨偽関節に対しては移植骨量が不足しが

ちなため骨癒合が遷延したり，癒合を得られない

症例があった．
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1。 9：00～9：50

日本手の外科学会

第8回春期教育研修会

抄録

4月13日（土）

プログラム

屈筋腱損傷の治療

札幌医科大学保健医療学部青木光広…

2.10:00～10:50母指CM関節の外傷と変形性関節症の治療

北海道大学整形外科三浪明男．．

S191

．……･S191

3．11：00～11：50上肢神経損傷の治療

金沢大学整形外科池田和夫…………S192

4．13：00～13:50手指PIP関節損傷の治療

帝京大学医療技術学部黒島永嗣”………･S192

5．14：00～14：50整容を考慮した手の再建

新潟大学大学院形成・再建外科学分野柴田実･･･ S193

6．15：00～15：50リウマチ医からみたリウマチ手の治療方針

新潟県立瀬波病院リウマチセンター石川肇“･………S193



1

屈筋腱損傷の治療-Noman'sland内屈

筋腱縫合術と後療法について－

札幌医科大学保健医療学部理学療法学科

○青木光広

この報告の目的は，実験的に計測された縫合部

機械特性を基に，屈筋腱縫合術と後療法について

概念を整理することである．我々はヒトおよびイ

ヌの深指屈筋腱を用いてさまざまな腱縫合法を行

い，屈筋腱の縫合部張力を計測した．その結果，

基本的概念として腱縫合部の張力は用いた縫合糸

の数に比例して増大することを確認した．具体的

には4-0ポリエステル糸を用いてヒト屈筋腱を縫

合した場合,腱縫合部を横切る縫合糸の数が2本，

4本，6本，8本と増加すると縫合部張力は少なく

とも2kgf,4kgf,6kgf,8kgfと増加する．鋭利な

切傷による腱断裂を愛護的腱縫合法と他動指運動

で治療する場合は，2本の縫合糸による腱縫合つ

まりKessler法,Tsuge法が伝統的に用いられてい

る．しかし，術後に早期自動運動を行う場合には

強固な腱縫合法が必要となる．すなわち，複数糸

による縫合（4本ないし8本の縫合糸を用いた縫

合）が行われる．注意すべき点は，如何なる腱縫

合法の抗張力も指尖ピンチがもたらす張力12kgf

を超えないこと，縫合糸の数が多くなると腱縫合

部が膨化し腱の滑動を妨げること，きれいに縫合

された場合の縫合部張力が必ずしも大きくないこ

とである．そこで，我々は手技的に臨床応用が可

能で最も強固な縫合法をいくつか選択し，ビーグ

ル犬の屈筋腱を用いて腱縫合部の力学特性を検討

した．選択した方法はHatanaka法(2-0縫合糸を

用いたgraspingKessler法),Yoshizu法,Tsai法，

cross-stitch&Kessler法,TripleKessler法(Kessler

を連続して3回行う方法）である．太い縫合糸が

効果的に腱を把持できるのか，複数の縫合糸が緊

張初期から断裂に至るまで有効に働くのか，腱上

縫合が何処まで効果的なのか，最大破断張力はい

くらかを検索し，臨床応用の方法論を述べる．
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母指CM関節の外傷と変形性関節症の治療

北海道大学整形外科

○三浪明男

母指手根中手(CM)関節は大菱形骨と第1中手骨に

より構成される鞍状関節である．本講演では母指

CM関節の解剖，関節周囲の靭帯構造,CM関節

の外傷および変形性関節症に対する治療について

述べる．

【解剖】母指CM関節は単純な鞍状関節ではなく，

大菱形骨の関節面はcentralridgeを中心に一方では

concave，他方はconvex形状を呈し，極めて複雑

な形態を呈している．また関節周囲の靭帯構成体

については諸説が存在しているが,anterioroblique

ligamenが関節の安定性に最も重要であることに
関してはほぼコンセンサスが得られている．これ

らの事実によりCM関節は大きな可動性を有する

一方,不安定性が発生しやすいこととなる．

【外傷】中手骨基部の骨折としては有名なBennett

骨折のほかにRoland骨折，粉砕(T字状）骨折な

どが存在する．大菱形骨骨折としては単純な縦骨

折,軸圧が加わったことにより発生する陥没骨折，

結節部を含めた剥離骨折などが存在する．治療法

として経皮的K鋼線固定や観血的整復・内固定法

の実際について報告する．

【亜脱臼・変形性関節症】亜脱臼から変形性関節症

に至る詳細な病期分類についてEatonが提唱してい

る．手術としては変形性関節症が存在していない

亜脱臼例に対しては靭帯再建術あるいは第1中手

骨基部模状骨切り術を行っている．軽度の関節症

変化のみの例に対しては第1中手骨基部模状骨切

り術を行っている．高度の関節症変化が存在して

いる例に対しては関節形成術と靭帯再建術を組み

合わせたBurton(LRTI)法か関節固定術を好んで行

っている．どちらの方法を選択すべきかについて

は年齢，性，職業などを考慮して決定している．

以前Ashwo曲人工関節置換術を行った時期もあっ

たが，シリコン滑膜炎，インプラントの破損など

が高頻度に発生しており，現在は用いていない．

実際の手術法とその留意点などについて報告する．
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上肢神経損傷の治療

金沢大学整形外科

○池田和夫

【はじめに】末梢神経損傷は，手の外科医にとっ

て重要なテーマのひとつであり，本学会でも基

礎・臨床を問わず発表演題の多い分野である．そ

の中でも，上肢神経損傷は直接手の機能に結びつ

くため，適切な治療の習得が必要である．ここで

は，外傷による正中，僥骨，尺骨神経損傷につい

て述べる．腕神経叢損傷は，それだけで一つのテ

ーマとなるため，今回の話には含めない．

【評価】神経幹連続性損傷の診断は困難であるが，

それ以外の診断は容易である.術後回復の評価は，

Highet法に準じて評価する．知覚評価には2-PD,

Semmes-Weinsteinテスターを用いる．運動は徒手

筋力検査に準じて行う．

【手術】手術用顕微鏡下に，神経断端を確認する．

神経上膜の栄養血管の位置を参考にしながら，神経

束を合わせる．神経上膜と周膜の両方に糸をかけて

縫合をする．挫滅切断や陳旧例の場合には，断端を

新鮮化するため,神経束の識別や適合が困難になる．

また，縫合部の緊張が強い場合には，神経移植を考

慮することもある．近接関節の屈曲により緊張を緩

めて端々縫合する場合でも，その関節を完全伸展し

て縫合糸が切れるようでは，神経移植に変更するの

力塑ましい．移植神経には腓膳申経が一般的に用い

られるが，指神経に対する移植の場合，内側前腕皮

神経や後骨間神経終末枝も利用される．

【成績】小児の成績は良く，高齢になるに従い不

良となる．高齢者では，一期的な腱移行術を考慮

する場合もある．正中神経は知覚が，尺骨神経と

僥骨神経は運動の回復が問題となる．顕微鏡下の

手術が発達した現在においても,misdirectionな

しに完全回復を得るのは困難であり，今後の研究

が必要である．

【展望】人工神経の開発が進んでおり，いずれ臨

床応用がされるものと考える．端側縫合や神経幹

の一部を利用する方法や，われわれの神経延長術

や神経癒着防止の試みについても，述べたい．
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手指PIP関節損傷の治療

帝京大学医療技術学部

○黒島永嗣

手指PIP関節の機能障害は手全体の機能を著し

く損なう．DIP関節が強直した機能障害とPIP関

節固定の状態を比較するとその重要性は明らかで

ある．さらに，環指や中指のPIP関節を伸展位で

保持すると他の指の屈曲が障害される(quadriga

syndrome)．このように，指PIP関節損傷の影響

はその指だけにとどまらない．

一方,PIP関節とその周囲には，わずかな皮下

組織内に複雑な構造物があり，かつ機能的に精綴

なバランスの上で成立している.EDC腱は中央

索としてPIP関節の中節骨側に終止，側索はその

両側を走行して中節で合流し終索となってDIP関

節を伸展する．したがってPIP関節レベルでの伸

展機構損傷や癒着は，ただちにボタン穴変形を含

む重篤なROM制限を生じる．同様に屈筋腱鞘ま

で穿破する損傷では，早期運動を行わずに放置す

れば狭い腱鞘内でFDS・FDP腱が癒着して，ま

ったく滑動性を失う．次に側副靭帯を含む関節包

に着目すると，一側の靭帯損傷は変形と不安定性

を生じ，掌側板損傷を固定治療すれば関節腔の消

失による著しいROM制限や拘縮を生じる．

このようにPIP関節損傷全体から見ると，関節

面や骨の損傷は,X線写真で確認できるごく一部

の損傷にすぎず，その治療には絶えず周囲組織と

の関連を考えなければいけない.PIP関節損傷の

治療は，前述した周辺組織の特性から，一般には

可能な限り早期運動を可能にするものがよい．研

修会では以上の観点から,PIP関節の機能と構造，

ボタン穴変形の病態と治療，関節（内）骨折の治

療の基本とK-wire牽引を利用した早期運動療法，

関節破壊または固定となった症例の再建に焦点を

当てる．
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整容を考慮した手の再建

新潟大学大学院医歯学総合研究科

可塑性機能制御講座形成・再建外科学分野

○柴田実

上肢は露出部であり，機能とともに整容が重要

な部位でもある.われわれ日本人は白人と異なり，

一般に手術癩痕が目立ちやすいので，季節により

露出部位の範囲は異なるが指先から肩まで,常に，

整容を考慮した治療方針を立てる必要がある．最

先端の爪は文化の違いにより，整容面の重要さは

異なるがヨーロッパでは男女を問わす，爪専門に

手入れをする店があるほど爪の手入れは重要と考

えられている．手の外科疾患の中でも頻度の多い

指尖損傷は爪の生理を理解した上で爪甲の変形を

きたさないように初期治療を施す必要がある．ま

た，一旦生じた爪変形を適切に治療できなければ

ならない．

指背部，固有手部背部からはさまざまな皮弁を

挙上でき，手の外傷治療に有用であるが採取後に

生ずる嬢痕を意識し，トータルのバランスを考慮

した治療をしなければならない．また，前腕や上

腕からも有用な皮弁を遊離，あるいは逆行性の血

行付きで挙上することができるが，やはり皮弁採

取部位の嬢痕形成を常に意識して治療方針を立て

る必要がある．しかしながら，これらの手の再建

に有用な上肢から挙上する皮弁採取部位の問題点

をできるだけ避けるためには,形成外科的な考え，

手法を導入する必要がある．

原則として上肢で植皮を要する皮弁採取は

salvage手術などに限定すべきであるが，層ごと

にきちんとした中縫いを行えば目立たない線状懐

痕にできるので，一次的に創閉鎖できる大きさの

皮弁採取であれば，その適応範囲を狭める必要は

ないと考えられる．これまで，皮層縫合のみで良

いとされた手掌の創閉鎖も適切な皮下縫合を行え

ば，どこが手術創なのか解らないほどのできあが

りとなる．こうした，整容を意識した治療方針の

建て方と，形成外科的手法を取り入れた創閉鎖に

ついて述べる．
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リウマチ医からみたリウマチ手の治療方

針

新潟県立瀬波病院リウマチセンター

○石川肇

慢性関節リウマチ(RA)は，原因不明の慢性

の全身性炎症疾患で特徴的な関節病変を示す．

RA患者の手部は発症早期から罹患し，関節炎に

よる瘻痛や腱鞘炎による手指屈曲障害，ばね指な

どが生ずる．そして，病期の進行とともに関節破

壊を伴う関節の変形，不安定性，亜脱臼さらに腱

断裂などが原因で様々な機能障害を生じてくる．

RA手の手術は，薬物や装具などによる全身お

よび局所の保存的治療に抵抗し，6カ月以上持続

する癖痛，不安定性，変形が原因で自立性を維持

できなくなった把持機能障害に対し適応となる．

全身の多関節罹患のみられる場合には，下肢関節

の機能再建によって自立歩行ないし車椅子での移

動が可能になってから行われるのが原則である．

但し，腱断裂，絞抓性神経障害が生じている場合

には早急に手術を前提に治療が行われるべきであ

る．

把持機能のキージョイントとなる手関節の再建

は，母指，手指よりも優先される．手術術式は，

術前に罹患関節のX線写真から関節破壊の程度を

Larsenのグレード分類を用いて評価し,RAのタ

イプや隣接および対側関節の状態を考慮に入れて

決定する．手術治療の有効度の最も高い術式は，

手関節滑膜切除と伸筋腱再建,手関節部分固定術，

カパンジー手術（棚形成)，母指IPまたはMP関

節固定術，屈筋腱腱鞘滑膜切除で，ついで手関全

固定術,MP関節形成術(Swanson)などである．

RA手の手術の目的は，痙痛を除去し手のバラ

ンスと機能を改善することにある．術者は，十分

な滑膜切除を行い,RAに特徴的な脆弱な骨や軟

部支持組織を愛護的に扱うことが必要である．全

身の薬物療法によるコントロールを基盤にし，術

後のリハビリテーションを含めた手術治療に対す

る患者の高いモチベーションが良好な結果を導き

出すに重要な要素となる．
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演者索引

AmadioPl-Pa-8

AnK-N1-Pa-8,1-Pb-8,

2-Pe-4

BergerRAl-Pb-8,2-Pd-4

BliniM2-3-19

ChoiAKY2-2-9

ClaytonPl-Pa-6
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GiesenT2-3-19

HungLK2-2-9
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l-SII-3,1-2-3,

磯貝

磯貝

市岡

市川

市川

哲
孝
也
亨
誠

典
直

【あ行】

青木孝文

青木治人

l-3-14,2-3-27

l-3-21,2-5-17,

2-5-21

2-SIII-1,2-SVI-8,青木光広 市村春充



井 手隆俊

伊藤理

伊 藤和 生

伊藤聖子

伊藤聰一郎

内田淳正2-5-19

2-5-7

2-3-16

2-SIV-6

l-Pc-3,2-SV-3,

2-2-8,

2-5-24

l-3-14,2-3-27

l-3-13

l-SI-3,1-SII-5,

2-SIII-9,2-5-4

1-4-27,2-2-19,

2-4-2

1-2-12,2-2-5,

2-4-27

1-5-16,2-Pd-2

1-2-2,2-SW-9,

2-3-3

2-SVI-4

1-3-2,1-5-13,

l-Pb-l

2-2-6,2-4-5,

2-4-14

2-Pd-7

2-2-14

2-5-24

1-3-7

l-4-19,2-3-l,

2-4-12

l-4-22,1-4-26

1-3-2

2-3-37

L1-6,1-2-9,

2-4-20

l-2-14,1-4-12

l-4-2,1-4-10,

2-SVI-5,2-3-15,

2-4-28,2-5-26

2-3-18

2-Pc-7

2-2-3

2-SIII-2,2-4-29

1-Pa-4,1-Pc-8,

1-Pc-9,2-SV-4,

2-SV-9,2-4-1

2-3-35

2-SII1-9,2-SV-l

1-2-15

l-Pc-2

1-SII-1,2-SV-5,

2-4-33

2-2-13,2-2-20,

2-Pe-8

1-2-8

1-3-22

2-Pc-10,2-Pc-12

2-4-25

1-Pc-10,2-4-35,

2-Pc-11

2-2-10

2-4-36,2-4-37,

2-Pd-8

2-3-13，2-5-16

2-2-14

2-4-30,2-5-18

1-Pa-2,2-4-8,

2-4-38

1-2-23

1-4-16,2-2-24

1-4-1,2-4-9

1-4-14

1-3-19,1-3-20

1-5-2,1-Pb-10,

2-3-11

2-SHI-10

2-2-23

1-Pc-7,2-5-4

2-4-3

1-Pb-2,2-SII1-2,

2-4-29

1-4-7,1-4-17

1-Pa-9

2-3-12,2-SV-8,

2-Pc-6

1-SII-8,1-5-1,

2-3-39

1-Pc-2

2-4-35,2-Pc-11

1-2-21,2-3-13,

2-5-16

1-SH-9,2-SV-2

1-2-10

2-3-2,2-4-19,

2-5-14

1-4-17

1-4-13,1-5-16,

2-3-4

岡 田 正 道

岡田充弘内田満

内西兼一郎

内山茂晴

内山善康

浦部 忠 久

小川

沖

沖永

荻野

健

貞明

修二

利彦

伊藤拓緯

伊藤博元

伊藤みりえ

伊藤恵康 恵木丈

荻原

荻本

沖本

奥田

奥津

奥野

晃
作
和
樹
郎
昭

弘
晋
信
良
一
宏

江島

江尻

榎本

遠藤

史
一
誠
人

晃
荘
直

稲垣克記

L

稲 垣弘進

’

稲 田有史

井 上五郎 大 石 正 雄

大泉尚美

大 井 宏 之

大川隆太郎

大串一彦

大久保治修

大茂壽久

大 角 秀 彦

2-5-27

2-4-28

2-SIH-5,2-SIII-10

l-4-13,2-3-4

1-SII-5

2-Pc-l

l-4-1

1-Pa-4,1-Pc-8,

1-Pc-9,2-SV-9

2-2-3

2-SVI-3,2-5-11

2-5-6

l-2-26

1-2-17

l-SI-5

l-5-17

2-SIII-8

2-2-6

2-3-28

l-3-17,1-5-17

2-5-5

2-4-10

2-3-34,2-5-23

1-2-2,2-SVI-9,

2-3-3

l-2-1,1-5-2,

2-3-11

2-SV-7

1-Pc-2

1-2-24

1-4-22,1-4-26

1-4-14,1-5-8,

奥村

奥村

奥山

長田

長田

也
徹
子
志
重

修
訓
徹
伝

井上

井上

淳一
一

伊原公一郎

夏哉

龍介

直希

田
田
村

長
長
納

今井智 仁

今井浩

今泉聡

今泉泰 彦

今給黎篤弘

太田憲和

大 谷 和 裕

大谷博

大塚健

大塚聖視

大塚宏

大西量一郎

大 西 信 樹

大野晃靖

大野博史

大 野 義 幸

大 橋 栄

大藤晃

大渕聡已

大間知孝顕

尾澤英彦
［

尾高

小田

落合

光昭

良

直之

今 城靖明

今谷潤也

今田英明

今村宏太郎

夫
俊
史

光
英
浩

越智

尾上

小野

岩 崎一夫

岩 崎倫政

小野宏之

面 川 庄 平岩澤

岩瀬

岩部

岩本

直
志
平
玲

幹
嘉
昌

【か行】

甲斐秀顯

貝田英二

香川好男

柿木良介

笠島俊彦

梶彰吾

大 迎 知 宏

1-3-ll

1-2-9,2-4-20

1-5-6,2-Pc-4

1-2-19,2-2-18

2-2-12

2-5-27

岡正典

岡義範

岡崎真人

小 笠 博 義

岡島誠一郎

上新 淑文

植 田直樹

l-3-l

1-Pb-7,2-4-13,

2-5-1,2-5-20

E1-1

2-SV-2

薄井正道

内尾 祐司



裕
勲
貴

雅
淑

小泉

光嶋

洪

菊田朋朱

菊地臣一

菊池啓

菊地淑人

城崎和久

木佐貫修

岸本晃司

北輝夫

北井淳

北澤健

北澤久也

喜多島出

北 野 継 弐

北 野 元 裕

北野陽二

北村三穂

北山稔大

北山 吉 明

木戸健司

木 下 裕 介

木 野 義 武

木原仁

木 村 一 雄

木村修司

木村長三

木 村 友 厚

木村元

木森研治

清重佳郎

９
５

１

。
■
且

》
Ⅱ
且
７

８
１
１
‐
Ｖ
８
‐
０
‐
４
８

２

３
２
２
１
２
６
，
１

川
測
似
５
２
乱
２
５
４
Ｎ

Ｃ

測
艸
沖
２
２
４
Ｌ
２
４
２
２

１
＆
１
２
２

別
和
韮
肌
川
加
州
州
川
“
抑
魂
輔
Ⅲ
塊
塊
Ⅶ
刈
兜
鋤
冊
汎
加
刈
羽
陥
叫
Ⅲ
加
剛
淵
刈
兜
沁
鯏
判
剥
洲
期
い
い
Ⅲ
釧
州
川
剛
卿

９

（
ｕ
〆
（
ｘ
Ｕ
，
，
，
９

５
６
３
，
Ｌ
ｓ
６
２
８
ｌ
，
９
３
‐
０
６
５
７

１

－
一
一
・
ロ
一
一
一
一
車
一
一
一
一
一
一
口
ロ
一
一
一
一
一
一
一
一

一
一
口
一
一
一
一
一
一
ロ
一
一
一
一
一
一
一
・
一
ロ

２
２
２
１
１
２
２
２
２
１
１
２
２
２
２
１
２
２
２
２
１
１
１
１
２
１
２
１
２
２
１
１
２
２
２
１
１
２
１
１
２
１
２
２
２
１

敏

み
正
雄
雄
一
俊
和
一
浩
利
典
樹
樹
豊
之
か
則
夫
行
聡
弘
雅
之
男
真
俊
郎
也
夫
久
彦
義
吉
一
志
一
一
明
徳
彦

ろ
典
良
英
憲
雅
泰
秀
彰
貞
大
利
直
秀
博
り
文
和
雅
内
博
幹
雅
達
伸
秀
基
重
智
恵
秀
岳
弘
健
正
茂
秀

ひ
ゆ
田
部

谷
地
月
木
見
戸
藤
藤
藤
藤
藤
藤
藤
井
谷
子
野
石
石
打
島
村
山
森
田
合
井
勝
上
口
崎
島
那
西
野
野
端
端

梶
梶
加
柏
香
勝
勝
加
加
加
加
加
加
加
加
金
金
金
釜
上
上
上
神
上
亀
嘉
苅
河
河
川
川
川
川
川
川
川
川
河
川
川

2-Pc-5

2･SIV-6

l-SI-9,1-4-3,

2-2-5,2-4-27

2-2-2,2-3-26

1-3-24,1-5-18,

2.SIV-4,2-SIV-5,

2-Pd-10

l-3-1

1-Pc-1,2-Pc-10,

2-Pc-12

2-2-18

2-2-20,2-Pd-8

1-2-4,2-2-1

1-Pb-4

2-SIII-6

1-Pb-3

1-3-25

1-5-8,2-Pc-11

2-3-2,2-5-14

1-SI-5,2-Pd-3

1-Pa-1

l-3-25

1-3-9，2-4-24,

2-4-34

2-5-24

1-3-15

2-4-21

1-Pc-4,1-Pc-5,

2-SV-10

2-Pc-l

2-SIII-8

1-2･10,2-4-21

l-3-22,2-5-9

2-2-10,2-5-ll

1-4-4,1-4-17

2-2-22

2-2-22

2-SIV-6

1-3-26

l-5-l

2-3-18

2-3-28

l-3-19

1-5-3

1-2-22,2-Pc-8

2-3-8

2-3-16

2-5-2

L1-5

1-4-23,2-4-10

1-2-16

1-SH-2,2-5-6

E2-2,1-Pb-5

1-2-10

l-5-7

2-3-15

1-Pa-9

1-3-21

1-5-7

1-3-10,1-4-24,

2-3-24

2-5-5

1-4-16,2-2-24,

2-4-15

腰野富久

児 島 忠 雄

小島哲夫

越宗勝

郎
之
宗
晃
彦
均
渉
明
宣
正
一
勉
一

俊
寛
顕
治
裕
康
明
康
博

小竹

五谷

古月

後藤

後藤

後藤

後藤

小橋

小畠

小林

小林

小林

小林

小林宏人

小松哲郎

小嶺俊

小見山貴継

小森博達

近藤真

壽
樹

潤
政城

金
金

【さ行】

察詩岳

齊藤覚

望

学

結賀

浩一

悟

一樹

勝裕

秀明

泰浩

邦弘

理秀

昌弘

永嗣

健人

草野

櫛田

鯨岡

楠瀬

工藤

國吉

久保

窪田

窪田

栗原

黒木

黒坂

黒島

黒住

2-SIII-3

2-2-7

2-5-16

2-2-25,2-Pc-7

2-3-10,2-4-26

2-5-23

1-2-lO

l-3-l

l-3-18,2-5-12

1-4-9,2-3-35

1-2-10

1-3-7

1-SH-7,1-Pa-1

l-4-20

2-SVI-4

l-3-9,2-4-24,

2-4-34

l-Pc-4,1-Pc-5,

1-Pc-7,2-SV-10,

2-Pc-3

1-SI-2,2-SIn-5,

2-SIII-10

2-2-10

l-Pa-10,2-2-15

1-Pb-1

1-Pb-2,2-4-29

l-4-1,2-4-9

1-4-22,1-4-26

斎藤治和

斎藤英彦

斎藤政克

斉 藤 正 伸

佐伯祐司

早乙女紘一

酒 井 昭 典

酒井和裕



坂 井健介

坂井宏成

堺慎

酒井 康生

坂中秀樹

坂野 裕昭

坂本和陽

坂本武志

坂本敏浩

坂元 秀行

佐久間雅之

笹益雄

佐々井陽子

笹尾 三郎

佐々木正造

佐々 木孝

鴫田

嶋田

嶋村

清水

清水

定地

白井

夫
亘
正
時
之
雄
也

隆
克
弘
茂
久

1-2-18

2-3.11

2-3-22

2-SV-2

l-2-16,2-2-13

2-2-2,2-3-26

1-2-4,2-2-1

2-4-32

1-5-8

2-5-22

1-SII-2,2-5-6

l-3-21

1-3-23

1-3-21,1-Pb-5

2-4-3

l-4-4,L3-1,

2-3-38,2-5-3

2-4-8

L1-2

1-5-10

1-3-15

2-Pc-9

2-3-22

1-2-23

1-3-14,2-3-27

2-5-8

l-5-15

l-3-7

【た行】

高井宏明

高尾努

高 岡 邦 夫

高 岡 孝 典

高木健太郎

高岸憲二

高木治樹

高木正之

高 木 理 彰

高倉義典

高 下 光 弘

高嶋理

高須誠

高瀬勝己

高田直樹

高橋雅足

高橋正憲

高橋勇二

高橋義雄

高 畑 直 司

高原政利

l-5-ll

2-2-10

1-4-18,1-Pa-7

l-3-17,1-'17

2-5-17

1-SII-3

l-Pb-7,2-4-13,

2-5-1,2-5-20

l-5-1

2-4-35

l-2-18

2-4-25

l-4-20

l-2-11,1-Pb-9

2-3-33

1-3-9,2-4-24

1-4-13,2-3-4

2-3-5

1-3-25

2-SVI-3

1-Pb-5

1-3-10

2-3-2,2-5-14

2-3-17

1-5-11

1-2-4,2-2-l

1-4-19,2-3-1

2-3-36

1-3-27

1-2-24

2-SIII-5,2-SIII-10

2-SIV-6

2-3-22

1-Pa-2,2-4-8,

2-4-38

1-Pc-1,2-Pc-10,

2-Pd-12

1-Sn-1,1-SH-5,

l-2-24,1-3-8,

1-4-7,1-4-17,

2-SIII-9,2-SV-1,

2-3-23,2-3-30,

2-3-33,2-4-31,

2-4-39,2-5-4,

2-Pc-3,

l-4-27,2･2-19,

2-4-2

1-Pb-7,2-5-1

2-Pd-5

1-3-24,2-Pd-10

l-2-6,1-5-9,

2-3-20,2-3-21

1-5-6

1-4-15,1-Pa-6,

2-2-16

1-4-13,2-3-4

1-SH-1,1-4-4,

2-4-31

l-4-18

1-4-16,2-2-24,

白坂

白須

白濱

城倉

神野

律郎

幹啓

正博

雅次

泰

末 永 直 樹 1-4-2,1-4-10,

2-SVI-5,2-3-15,

2-4-28,2-5-26

1-SI-6

l-2-16

2-4-39

2-3-32

2-4-18,2-Pd-1

2-5-7

l-3-13

1-Pc-3,2-SV-3

l-3-17

l-SI-6,1-SII-3,

1-2-3,2-3-9,

2-3-37,2-5-15

l-4-23

l-2-9,2-4-20

1-4-12

佐竹

貞廣

佐藤

佐藤

佐藤

佐野

佐野

澤泉

澤泉

澤辺

澤村

寛史

哲郎

攻

克巳

純

和史

倫生

卓哉

雅之

一馬

悟

杉田

杉本

杉本

勝呂

鈴木

鈴木

鈴木

鈴木

鈴木

砂川

樹
武
久
徹
侍
彦
孝
澄
康
融

直
義
克
茂
正
真

高松聖仁

高山真一郎

椎 木栄－

椎名喜美子

塩之谷香

重冨 充 則

金
谷

砂
角
角

藏
宏
一

光
光
昭

l-4-23

l-3-27

2-3-7

l-3-23,2-2-6,

2-4-5,2-4-10,

2~4-14

1-4-13,2-3-4

2-4-12

2-5-3

1-3-13

l-Pc-3,2-SV-3,

2-2-8,2-Pc-l

2-3-22,2-3-29

1-4-14

2-4-2s

2-SV-7

l-3-6

1-Pa-10,2-2-15,

2-4-16,2-4-17

瀬川

関

関口

関口

関谷

善財

千馬

博之

博

順輔

昌之

勇人

慶治

誠悦

瀧川宗一郎2-5-24

2-4-34

2-SIV-2

2-3-32

1-3.18,2-5-12

2-4-25

2-2-11

重松

宍戸

設楽

篠原

四宮

浩司

孝明

幸伸

孝明

謙一

直秀

勉

照汀

英二

瀧川

瀧澤

武井

竹内

竹内豊計

竹口輝彦柴田

柴田

柴田

鴫

島田

島田

定
子
実
弘
一
造

節
充
賢
幸

副島

添田

園田

園畑

修

晴雄

広典

素樹

己
■
且
，

２
７

口

４
４

・

２
２７‐
９

１８
２
１
６
．
ｌ

み
＆
ａ
４
Ｐ
乱

一
一
口
一
口
一

１
２
２
２
２
２

近
一

俊
憲

嶋
崎

竹
田

反町武史 田 島 克 巳

田鴫光



鳥越均1-3-22,2-5-9坪川直人2-4-15

2-SVI-l

2-4-30,2-5-18

1-5-3,2-4-23

1-SI-5,2-Pd-3

2-SIV-2

l-3-16

1-5-5

2-SV-2

1-2-18

1-2-1,1-5-2,

1-Pb-10,2-3-11

1-Pc-3,2-SV-3

2-4-18,2-Pd-1

2-3-13,2-5-16

1-5-6,2-Pc-4

2-Pd-6

1-Pa-6,1-Pb-6

2-3-8

2-SIII-4

2-3-30,2-Pc-2,

2-Pc-3

2-3-31

1-5-8

2-SHI-2

2-SVI-2,2-3-29

2-3-8

1-Pc-2

2-4-32

1-SH-6,2-SIII-3,

2-SV-6,2-4-11,

2-4-22,2-Pc-5

1-5-10

2-4-14

2-3-17

2-4-38

2-4-6,2-4-7,

2-Pd-9

多治見新造

田尻康 人

多田浩－

只野功

館正弘

立花新太郎

立岩裕

蓼沼拓

田 中 邦彦

田中寿一

【な行】

内藤正俊

長 井 卓 志

永井正弘

中尾悦宏

子
徹
弘
作
幸

貞
大
敏

坪田

坪根

津村

鶴田

鶴田

1-2-8,2-4-21

2-SIII-7

1-4-2,1-4-10

1-SI-9,1-2-12,

1-4-3,2-2-5,

2-3-7,2-4-27

1-Pc-10

1-SI-1,2-3-14,

2-4-4

2-3-14

1-Pa-10

1-SII-5,1-2-24,

l-Pc-4,1-PC-5,

1-Pc-7,2-SV-1,

2-SV-5,2-SV-10,

2-3-30,2-3-36,

2-4-31,2-4-39,

2-Pc-2,2-Pc-3

1-3-27

l-2-15

1-3-27

2-2-2,2-3-26

1-5-12,2-5-13

2-5-25

1-3-25

1-SII-2,2-5-6

2-2-15

2-SIn-7

1-4-6

2-5-17

1-Pb-4

2-5-10

l-2-18

1-2-9,2-4-20

1-Pc-1,2-Pc-10,

2-Pc-12

1-5-5

l-5-7

1-4-27

1-SI-7,1-2-23,

2-4-30

l-3-14

2-3-9

1-3-16

2-Pd-9

長岡孝則

長岡正宏寺井祐司

寺 浦 英 俊

寺嶋博史

寺島洋一

寺 田 信 樹

寺本憲市郎

照屋徹

田野確郎

1-5-13

1-2-16

2-3-32

2-SIV-2

2-SV-5,2-4_33

2-SHI-7

2-2-3

1-3-12,1-5-3,

2-4-23

田中順 三

田中徹

田中利 和

田中英 城

田中優砂光

田中康 之

谷口泰徳

谷口良 康

谷野善彦

聡哉

昌浩

保志

長尾

長尾

仲尾

土 井 一 輝 1-2-20,1-2-25,

1-2-26,1-2-27,

1-3-4,1-3-23,

2-SIV-1,L3-2,

2-3-6

2-4-22

E1-2,2-3-10,

2-4-26

2-2-23

2-5-10

2-3-34

1-5-12,2-5-13,

2-5-l9

1-Pc-5,2-SV-10

2-4-9

1-5-13

1-3-11

1-4-8

2-2-8

2-3-12,2-SV-8,

2-Pc-6

2-5-5

2-SV-4,2-4-1

2-2-25,2-Pc-7

1-Pc-4,1-Pc-5,

1-Pc-7,2-SV-10,

2-Pc-2,2-Pc-3

2-4-4

中川種史

中川浩之

仲木右京

中小路真

長 澤 晃 樹

永澤雷太

中島一郎

中島聡一

中島俊秀

中島英親

中島秀人

中島浩志

中島義和

中園清

永 田 見 生

長 谷 芳 文

中塚洋直

谷脇

玉井

玉井

玉井

玉置

玉木

玉置

祥通

和夫

和哉

進

哲也

哲朗

康之

登石

藤

聡
哲

藤真太郎

遠山知香子

徳永進

戸島忠人

千野博之

中條武秀

千代倉吉宏

2-SVI-4

1-SII-4

l-3-19,1-3-20

木
羽
肥
部
松
岡
田

栩
戸
土
戸
戸
冨
富

弘和

直樹

俊之

正博

泰介

秀樹

勝郎

津下健哉

辻野昭人

l-5-7,2-SVI-7

1-SI-3,2-5-4,

2-5-16

2-Pd-7

1-Pa-2,2-4-8,

2-4-38

l-5-10,2-2-17

l-3-25

l-2-17

2-3-12

l-2-1,1-Pb-10

2-SIII-4

2-3-5,2-3-7

2-4-26

津田悦史

土田浩之

男
義
郎
昭

幸
一
俊

中土

中西

中西

長野

彦
郎
志
行
郎
弘
二
司

芳
一
大
弘
二
康
賢
健

健

田
屋
屋
屋
深
吉
田

土
士
士
土
常
恒
角
坪

泰次

良弘

善雅

芳昭

田
田
田
山

宮
田
一
畠
吉
田
戸 義人

正寿

健一

里美

中原

中増

中道

長嶺豊泉泰洋



長嶺

中村

中村

中村

中村

中村

中村

順信

智

純次

慎一

孝志

利孝

俊康

２
１
１
９
，
軋
弧
山
ａ
Ｏ
２
別

タ
ー

刎
剛
跡
例
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口
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２
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２
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州
脱
弛
刈
剛
陥
肋
肌
刈
兜
刈
墹
加
塊
測
洲
淵
別
別
別
刈
剥
囎
剥
彫
糾
別
Ⅶ
卿

２
，
４
０
６
‐
１
２
９
９
１
７
，
４
Ｌ
９

－
一
一
一
一
一

一
ロ
一
一
一
ロ
幸
一
一
｝
一
一
一
口
一
一
一
一
一
一
一
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２
２
１
１
２
１
１
１
２
１
２
１
１
１
２
２
１
１
２
１
２
１
２
２
１
１
２
１

冊目

１
夫
行
雄
重
二
徹
均
渉
彦
典
介
敏
機
輝
秋
之
仁
章
孝
一
苗
志

垳
教
博
英
和
健
幸
泰
陽
久
良
一
千
博
真
剛
香
栄

Ｉ

ｌ
ｌ
ｌ

ｌ
ｌ
ｌ

ｌ
ｊ
ｊ

ｌ
原
詰
本
谷
谷
谷
中
中
部
部
場
田
中
西
岡
田
田

萩
橋
橋
長
長
長
畑
畑
畑
服
服
馬
浜
浜
浜
林
林
原
原
原
原
原

2-5-22

1-3-5

L2

1-SII-4

l-2-19

l-4-1,2-4-9

E2-1,1-4-4,

1-4-17,2-Pd-4

1-4-15,1-Pa-6,

1-Pb-6,2-2-16

1-S1-9,1-2-12,

1-4-3,2-2-5,

2-3-7，2-4-27,

2-Pd-9

l-Pb-1

2-2-ll

2-3-18

1-3-14,2-3-27

1-Pa-10,2-2-15

2-SIV-6

，
９

１

１

４

Ｖ

２
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１
９口

，

７
４

Ｖ
３
ｇ
３
Ｚ
Ｊ
５
２
３

Ｓ
３
２
３
４
２
３
３
３

口
ロ
一
唾
一
一
一
一
一

２
１
１
２
２
１
１
１
２

平地一彦

平野健一

庸
仁
三
旬
大

博
知
隆
延

原
松
山
瀬
田

平
平
平
広
廣中村誠也

福居顕宏中村蓼吾 1-5-16,2-5-14,

2-Pd-2

2-Pc-1

2-2-19

l-2-3,2-5-15

1-3-24,1-5-18,

2-Pd-10

2-SVI-4

l-2-26

1-Pc-6

1-3-7,1-Pb-10

2-Pd-6

2-SV-4,2-4-1

2-SIII-2,2-4-29

1-Pb-8,2-5-21,

2-Pd-4

2-Pd-3

2-4-19

L1-8

l-5-11

1-2-14,1-4-12

1-SI-5,2-Pd-3

1-SI-8,2-5-22

2-2-22

1-4-18

福岡

福島

福田

福本

子
雄
二
三

優
一
祥
恵

名越充

成田裕一郎

成松 巌

南野 光彦

難波二郎

難波祐三郎

藤井克之

藤井裕之

藤 井 裕 子

藤岡宏幸

冨士川恭輔

藤 澤 幸 三

藤田聡志

藤田正樹

新津守

西源 三郎

西浦 康正

西尾泰彦

西岡弘記

西川真 史

西坂文章

西 島直城

西田淳

仁科哲雄

西 村行秀

西脇正夫

1-2-21

1-2-17

1-2-21

1-2-7

l-4-9

2-SVI-6,2-3-10

2-2-10

2-2-18

1-4-18,1-Pa-7

2-4-33

l-2-23

1-3-8,2-2-21,

2-3-38,2-4-39,

2-5-3

1-4-9

1-3-20

藤田護

藤谷良太郎

藤野圭司

藤 本 理 代

藤原雅雄

二 見 俊 郎

普天間朝上

古田和彦

古 町 克 郎

肥 後 知 子

日高典昭

2-4-7

1-3-26,2-2-13,

2-4-36,2-4-37

1-4-20

2-2-14

2-SV-8

l-4-16,2-2-24

1-Pc-10

招待講演1

l-4-14,2-4-35,

2-Pc-ll

l-3-24,1-5-18,

2-SIII-6,2.SIV-3,

2-Pd-10

1-Pb-5

1-Pa-4,1-Pc-8,

l-Pc-9,2-SV-4,

’’
1

康博

和典

茂

伸幸

永徳

祐司

泰介

高
野
木
井
川
澤

日
日
檜
平
平
開
平

稔
夫

邦
節

宮
宮

ノ
ノ

ー
一
一
一 平敷貴也

別府諸兄 Ｌ
弧

６
２
１

－
一
一

３
３
５

－
一
一

１
１
２

1-Pb-5,

2-5-21根本孝-1-4-6,2-Pd-6

根本高幸2-SVI-4

保 坂 正 美

佛淵孝夫

堀井恵美子

1-3-15

2-4-7,2-Pd-9

1-SI-9,1-2-12,

l-4-3,2-2-5,

2-3-7，2-4-27,

2-Pc-9

2-2-21

l-sn-1,1-sII-5,

野口 政隆

野田 知之

野々村秀彦

信田進吾

野 村智 史

乗 上啓

2.3-31

1-4-5

1-3-17

1-3-15

2-SIV-2

1-3-26,2-4-36,

2-4-37

平瀬雄一

平田和明

平 田 仁 堀内極

堀内行雄



哲正

晃造

哲郎

寿夫

義明

浩治

彰

政積

政人

森田

森田

守田

森友

守都

森谷

諸橋

諸橋

諸橋

2.SV-4,2-4-1

2-2-3

2-5-24

1-Pb-4,2-4-23

1-3-2

2-SII1-5

1.4.1乳2-4-12

L1-7

2-Pc-5

三浦一志

三上順子

三上容司

三河義弘

三木健司

水関隆也

水谷一裕

水 谷 善 弘

水 村 和 枝

水 本 茂

溝口知行

道中泰典

三ツロ秀幸

三浪明男

2-3-10,2-4-26

2-3-40

2-5-18

1-SII-4

1-2-22,2-Pc-8

2-SVI-7

1-3-11

1-5-11

2-Pc-9

2-4-19

l-3-1

2-3-31

1-2-2,2-3-3

1-2-7,1-4-2,

1-4-10,1-4-11,

2-SIII-8,2-SVI-5,

2-2-12,2-3-15,

2-4-28,2-5-26

1-4-15,1-Pa-6,

1-Pb-6,2-2-16

l-2-7

l-2-21

1-4-27,2-2-19,

2-4-2

l-2-15

l-Pb-3

2-5-11

2-2-25,2-Pc-7

2-3-5

1-3-12

2-SV-9

1-3-8,1-4-4,

2-SHI-9,2-SV-1,

2-3-23,2-4-31,

2-4-39,2-Pc-2

2-5-8

2-2-2,2-3-26

堀江和幸

本田淳

制
登
獺
儲
裕

まロ
ー
田
田

前
前
牧
牧

1-3-13

1-4-20

2-SHI-4

1-SII-6,2-SIII-3,

2-SV-6,2-4-11,

2-4-22,2-Pc-5

1-4-7

2-4-12

1-2-6,1-4-6,

1-5-9,2-3-20,

2-3-21

2-4-16,2-4-17

2-3-35

1-3-18,2-5-12

1-4-14

2-4-11

2-SIII-10

2-5-17,2-5-21

1-5-14

l-3-26

2-2-4

1-Pc-6

2-4-5

1-5-5

2-3-40

1-Pa-9

2-2-21

2-3-30

1-5-14

l-2-19

1-Pc-8,1-Pc-9

1-SII-4

2-3-32

l-Pb-10

1-4-16,2-2-24,

2-4-15

1-3-22

1-SI-4

2-5-8

【や行】

矢島弘毅 1-SI-9,1-2-12,

1-4-3,2-Pc-9

2-SW-2,2-2-22,

2-3-2,2-3-29,

2-5-14

1-2-11

1-2-6,1-4-21,

1-5-9,2-3-20，

2-3-21

2-2-2,2-3-26

1-2-16

1-5-3

1-2-1,1-5-2,

2-3-11

1-3-ll

2-SW-3

l-SII-1,2-SIII-9

2-Pc-6

2-2-18

1-Pc-3,2-SV-3

2-4-3

2-5-22

2-SIII-2,2-4-29

1-5-18,2-SHI-6,

2-3-25

1-3-7

1-5-5

2-5-23

2-3-28

l-SII-2,2-5-6

1-Pa-10

1-2-24,2-3-38,

2-5-3

2-5-26

l-Pc-1,2-2-13,

2-2-20,2-Pc-10,

2-Pc-12,2-Pd-8

矢島弘嗣

夫
紀
洋

聡
利
和

田
岡
田

牧
正
政 安井夏生

安 田 匡 孝

南川義隆

隆

源造

宣夫

健志

浩徳

康江

和彦

博明

英樹

芳和

芳郎

経光

智美

丈夫

博明

経世

崇史

泰一

衛

毅

晃匡

宗司

秀一

正富

増沢

松井

松尾

松崎

松崎

松下

松下

松田

松田

松田

松永

松永

松野

松野

松林

松村

松村

松本

松本

間部

馬目

圓尾

丸田

重幸

良典

孝次

博美

安竹

安原

谷内

柳田

三浪三千男

宮内幸男

宮 岡 英 世

篤
典
浩
弘
徹
司
元

忠
芳
隆

宮坂

宮坂

宮崎

宮崎

宮田

宮本

宮本

泰
章
裕
輔
之
勇
智
隆
彦
仁

義
大
知
哲
利

柳原

梁瀬

矢部

山内

山川

山口

山口

山口

山口

山口

巌
伸
徳
道

道
成

宗内

宗定

村岡

村上

2-5-7

1-4-8

1-4-12

1-3-9,1-5-5,

2-4-24,2-4-34

2-5-10

1-Pb-4,2-4-23

1-4-22,1-4-26

2-3-2

1-3-23,2-2-6,

2-4-5,2-4-14

子
宏
廣
司
士
明
良

京
武
仁
高
秀
一

山崎

山崎

山下

山下

山田

山田

山中

章
剛
弘
一
一

和
景
慶

村澤

村瀬

村田

村田

村松

山根慎太郎

山野慶樹
美
充
健
妥

尚
敏

山
瀬
澤

本
百
森
森

丸谷

丸山

丸山

人
行
優

雅
俊

2-4-3

1-Pa-8

1-5-6,2.Pc-4

2-3-36



山 本謙吾 l-4-19,2-3-l,

2-4-12

1-SI-7,2-4-30

1-2-14

2-4-30,2-5-18

l-Pc-6

2-2-23

2-3-31

2-SHI-3,2-4-11,

2-4-22

吉田礼徳

吉田玄

吉田純

吉田澄子

吉田竹志

吉 田 宏 樹

吉田佑一郎

吉 津 孝 衛

l-2-22,2-Pc-8

2-2-20

1-3-6

2-2-11

1-5-3,2-4-23

2-3-33

1-4-22,1-4-26

1-SII-6,2-SIII-3,

2-SV-6,2-4-11,

2-4-22,2-Pc-5

2-SIn-4
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2-2-20,2-Pd-8

l-4-23
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2-3-27

2-3-34,2-5-23

2-5-5山本

山本

山本

山本

山本

山本

山本

真一

剛史

直哉

晴康

久司

博司

康行

【わ行】

脇田隆司

和田邦央

和田卓郎

1-SI-5,2-Pd-3

2-4-18,2-Pd-1

2-SW-8,2-3-16,

2-5-25

1-5-14

2-4-13,2-5-1,

2-5-20

1-4-9

1-5-12,2-5-13,

2-5-19

1-2-25,1-2-27,

1-3-4

1-5-2

2-4-3
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田
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吉
吉
米
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渡辺規光

渡邊寛

横井
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好井

吉川

達夫
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覚

泰弘

【ら行】

龍順 之 助

領家 幸 治
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l-3-17

2-SVI-7

2-SV-7

l-3-8,2-2-21

渡邊政男

2-3-14,2-4-4

2-SV-2 渡 辺 良 継

渡辺利絵
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併催学会

その他のお知らせ
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第14回日本ハンドセラピイ学会学術集会のご案内

第45回日本手の外科学会会長吉津先生ならびに日本手の外科学会諸先生のご支援により，第
14回日本ハンドセラピイ学会学術集会を下記のごとく開催させていただきます．

今回は「慢性関節リウマチ」をテーマとし，ハンドセラピイの技術向上のために役立てたいと
考えております．

ご多用の折りとは存じますが，是非とも一人でも多くの手の外科の先生にご参加いただき，ご
指導，ご助言を賜わりますようご案内申し上げます．

記

時：平成14年4月lO日（水)(日本手の外科学会の前日）

所：新潟県民会館小ホール（日本手の外科学会会場の隣）

マ：‘|曼性関節リウマチ

費：医師無料（抄録集代は別途500円いただきます）

セラピスト5,000円（抄録代含）

※本会参加のセラピストは，日本手の外科学会の参加が無料となります

日
場
テ
参

■■■■■

加

プログラム

開会式9：30～9：40

一般演題

座長三重県身体障害者総合福祉センター

9：40～10:40

永田穣OTR

1．遠位榛尺関節における前腕回内・外運動と手関節肢位の関係に

つい て

愛 野 記念病院田崎和幸OTR

2、術後のハンドセラピイ経過中に発症した屈筋腱狭窄性腱鞘炎

東京手の外科・スポーツ医学研究所阿部幸一郎OTR

3，切断指再接着術後におけるEarlyProtectiveMotionProgramの経験
山 口 県立中央病院山本悟RPT

4、2本の足趾移行術後に良好なADLを獲得したデグロービング損

傷の一例

埼玉成恵会病院仲林理子RⅥ

5．スプリント装着時における手関節の歪みに関する検討

整形外科 進藤病院大場耕-OTR

6・ウェストポーチ型簡易肩装具の試作一弛緩性麻痒タイプ脳卒中

後遺症者の肩関節亜脱臼予防（良肢位保持）を目的に－

燕労災病 院 松 本 潔 O T R

特別講演

'|曼性関節リウマチ罹患手に対する外科的治療

日本大学整形外科教授

10：50～ll:50

龍順之助先生

司会新潟こばり病院後藤道子OTR



13：00～13:40

13:50～15:40

15：40～16:00

教育講演

慢性関節リウマチ罹患手の手術前後のセラピイ

新潟県立瀬波病院 水越真優美先生

司会聖隷浜松病院奥村修也OTR

主題演題およびデイスカッシヨン

座長札幌医科大学医学部附属病院坪田貞子OTR

l・手指伸筋腱移行術後の減張位早期運動法による術後セラピイの

経験

弘前記念病院福井朋子OTR

2.RAでの尺骨頭骨切り術前後のADLについて

聖隷浜松 病院松崎康江OTR

3・RAの手関節形成術前後のADL

関西医科大学病院阪口純OTR

4・慢性関節リウマチの更衣動作に関連する上肢機能の検討

聖マリアンナ医科大学病院辻幸子OTR

5・慢性関節リウマチに対するスプリント療法

大阪医科大学附属病院藤原英子OTR

6・RAに対する作業時用スプリントの装着状況

弘前記念病院藤田夕美子OTR

閉会式

学術集会事務局：〒951-8520新潟市旭町通りl-754

新潟大学医学部附属病院理学療法部

OT関田真弓

TELO25-227-2744(OT室直通）

FAXO25-227-2743



第25回末梢神経を語る会のご案内

「第25回末梢神経を語る会」は「第45回日本手の外科学会」の開催される新潟で行います．
今回は「末梢神経基礎の新知見」を主題として，下記のごとく開催することになりました．多数
の先生方のご出席をお待ちいたしております．

記

日時：平成14年4月12日（金)18:30～20:30

（第45回日本手の外科学会2日目終了後）

会場：新潟市民芸術文化会館劇場（第45回日本手の外科学会第2会場）
新潟県新潟市一番堀通町3-ITELO25-224-7000

テーマ：「末梢神経基礎の新知見」

講演:1．羊膜細胞の神経再生医療への応用と期待

国 立 精 神 ・ 神 経センター神経研究所桜川宣男

2．神経機能の要，モーター分子群KIFs:遺伝子，構造，動態，機能および
疾患について

東京大学大学院医学系研究科分子細胞生物学専攻細胞生物学・解剖学

廣川信隆

※会場費として1,000円を徴収させていただきます．

※本会は日本整形外科学会教育研修会として認定（認定医資格継続単位：計2単位）されており
ます（講演1,講演2:各1単位).

※｢受講証明書」をご希望の先生は受付にてお渡しいたします（但し認定医に限ります)．
※研修医で単位取得希望の先生は「研修手帳」をご持参ください．

※受講料は1単位につき1,000円を当日受付にて申し受けます．

共催：末梢神経を語る会

エーザイ株式会社

第25回末梢神経を語る会

世 話 人 落 合 直 之

宮坂芳典

牧裕



第40回手の先天異常懇話会開催のご案内

手の先天異常懇話会を第45回日本手の外科学会会期中に開催いたします．

問題症例などを持ち寄っていただき自由に討論する会です．前回のアンケート結果に基づき今回

は講演を行わず，症例検討のみとして十分に討論していただきます．

多くの方々の参加をお待ちしております．

なお，会の進行を円滑に行うため提示していただく症例の数と概要をあらかじめ把握しておく

必要がありますので，前もって応募していただくようお願いいたします．また発表された症例に

ついて，懇話会での症例検討の内容を含めた簡単なまとめを後日提出して頂き，日手会誌に掲載

したいと考えています．

会期：平成14年4月12日（金）午後13:00～14:00

会場：第3会場（新潟市民芸術文化会館スタジオB)

演題：症例検討

応募方法：平成14年3月末日までに郵送もしくはE-mailで症例の概要を写

真とともにお送り下さい．なお，症例数の関係で当日に検討で

きなかった症例につきましては，先天異常委員会にて検討のう

え，後日ご報告させていただきます．

郵送先：〒594-llOl大阪府和泉市室堂町840

大阪府立母子保健総合医療センター整形外科川端秀彦

E-mail:肱@mch.pref.osakajp

＊当日はスライドをご準備下さい．発表者の方は時間までにスライド受付までお越し下さい．

日本手の外科学会先天異常委員会

委員長川端秀彦
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日本手の外科学会雑誌

編集

第19巻第1号 平成14年3月1日発行

第45回日本手の外科学会学術集会

会長吉津孝衛

発行所 名古屋市天白区音聞山1013

日本手の外科学会事務局

有限会社ヒズ・プレイン

TEL(052)836-3511

FAX(052)836-3510

〒468-0063
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鎮痛･抗炎症･解熱剤

ロキソニゴ慧罰
劇薬･指定医薬品一般名:ロキソプロフェンナトリウム鰯薬価基準収載

|【禁忌】(次の患者には投与しない｜
'こと）（1）消化性潰瘍のある患者｜
|(2)菫篤な血液の異常のある患者！
|(3)菫篤な肝障害のある患者(4)｜
|菫篤な腎障害のある患者(5)菫’
1篤な心機能不全のある患者（6）｜

|本剤の成分に過敏症の既往歴の｜
,ある患者(7)ｱｽピﾘﾝ喘息(非ス｜
|ﾃﾛｲド性消炎鎮痛剤等による喘｜
|息発作の誘発)又はその既往歴｜
|のある患者(8)妊娠末期の婦人｜
L,,=｡._－－‐__________---------」

【効能又は効果】

①下記疾患並びに症状の消炎.鎮痛慢性関

節リウマチ､変形性関節症､腰痛症､肩関節周

囲炎､頸肩腕症候群②手術後､外傷後並び

に抜歯後の鎮痛･消炎③下記疾患の解熱．

鎮痛急性上気道炎(急性気管支炎を伴う急

性上気道炎を含む）

【用法及び用量】

効能又は効果①．②の場合通常､成人にロキ

ソプロフェンナトリウム(無水物として)1回60mg，

l｢13回経口投与する。頓用の場合は､1回60～

120mgを経口投与する。なお､年齢､症状によ

り適宜増減する｡効能又は効果③の場合通常、

成人にロキソプロフェンナトリウム(無水物として）

1回60mgを頓用する。なお､年齢､症状により

適宜増減する。ただし､原則として1日2回までと

し､1日最大180mgを限度とする。また､空腹時

の投与は避けさせることが望ましい。

【使用上の注意】

1槙重投与(次の患者には慎重に投与すること）

(1)消化性潰瘍の既往歴のある患者(2)非ス

テロイド性消炎鎮痛剤の長期投与による消化性

淌瘍のある患者で､本剤の長期投与が必要で

あり､かつミソプロストールによる治療が行われて

いる患者(3)血液の異常又はその既往歴のあ

る患者(4)肝障害又はその既往歴のある患者

(5)腎障害又はその既往歴のある患者(6)心

機能異常のある患者(7)過敏症の既往歴のあ

る患者(8)気管支喘息の患者(9)高齢者

2.重要な基本的注意(1)消炎鎮痛剤による治療

は原因療法ではなく対症療法であることに留意

すること。(2)慢性疾患(慢性関節リウマチ､変

形性関節症)に対し本剤を用いる場合には､次

の事項を考慮すること｡ア長期投与する場合に

は定期的に臨床検査(尿検査､血液検査及び

肝機能検査等)を行うこと｡また､異常が認めら

れた場合には減量､休薬等の適切な措置を講

ずること｡イ薬物療法以外の療法も考慮すること。

(3)急性疾患に対し本剤を用いる場合には､次の

事項を考慮すること｡ア急性炎症､癖痛及び発

熱の程度を考慮し､投与すること｡イ原則として

’'1－の薬剤の長期投与を避けること｡ウ.原因療

法があればこれを行うこと。(4)患者の状態を十

分観察し､副作用の発現に留意すること｡過度の

体温下降､虚脱､四肢冷却等があらわれることが

あるので､特に高熱を伴う高齢者又は消耗性疾

恩を合併している患者においては､投与後の患

者の状態に十分注意すること。(5)感染症を不

顕性化するおそれがあるので､感染による炎症に

対して用いる場合には適切な抗菌剤を併用し､観

察を十分行い慎重に投与すること。(6)他の消

炎鎮痛剤との併用は避けることが望ましい。（7）

高齢者には副作用の発現に特に注意し､必要最

小限の使用にとどめるなど慎重に投与すること。

3.相互作用

併用注意(併用に注意すること）

クマリン系抗凝血剤(ワルファリン)､スルホニル

尿素系血糖降下剤(ﾄﾙブﾀﾐド等)､ニューキノ

ロン系抗菌剤(エノキサシン等)､リチウム製剤(炭

酸リチウム)､チアジド系利尿薬(ヒドロフルメチ

アジド､ヒドロクロロチアジド等)。

4.副作用（本項には頻度が算出できない副作用

報告を含む｡）総症例13,486例中副作用の報告

されたものは409例(3.03％)であった｡その主な

ものは､消化器症状(胃･腹部不快感､胃痛､悪心・

嘔吐､食欲不振等225％)､浮腫･むくみ(0.59％)、

発疹･葦麻疹等(0.21%)､眠気(0.10%)等が報

告されている。〔新医薬品等の副作用等の使用成

績の調査報告書(第6次)及び効能追加時〕（1）

重大な副作用l)ショック(頻度不明):ｼｮｯｸを起

こすことがあるので観察を十分に行い､異常が認

められた場合には直ちに投与を中止し､適切な処

置を行うこと。

2)溶血性貧血(頻度不明)､白血球減少(頻度

不明)､血小板減少(頻度不明）:溶血性貧血、

白血球減少､血小板減少があらわれることがあ

るので､Ⅲl液検査を行うなど観察を十分に行い、

異常が認められた場合には直ちに投与を中止し、

適切な処置を行うこと。

3)皮膚粘膜眼症候群(頻度不明）:皮膚粘膜

眼症候群(Stevens-Johnson症候群)があらわ

れることがあるで､観察を十分に行い､異常が認

められた場合には直ちに投与を中止し､適切な

処置を行うこと。4)急性腎不全(頻度不明)､ネ

フローゼ症候群(頻度不明)､問質性腎炎(頻度

不明):急性腎不全､ネフローゼ症候群､問質性

腎炎があらわれることがあるので､観察を十分に

行い､異常が認められた場合には直ちに投与を

中止し､適切な処置を行うこと｡また､急性腎不

全に伴い高カリウム血症があらわれることがある

ので､特に注意すること。5)問質性肺炎(頻度

不明):発熱､咳嗽､呼吸困難､胸部X線異常､好

酸球増多等を伴う問質性肺炎があらわれること

があるので､このような症状があらわれた場合に

は直ちに投与を中止し､副腎皮質ホルモン剤の

投与等の適切な処置を行うこと｡6)消化管出血

（頻度不明）:重篤な消化性潰瘍又は小腸、

大腸からの吐血、下血､血便等の消化管出

血が出現し､それに伴うショックがあらわれる

ことがあるので､観察を十分に行い､これらの症

状が認められた場合には直ちに投与を中止し､適

切な処置を行うこと｡7)肝機能障害(頻度不明)、

黄疸(頻度不明):肝機能障害(黄疸､AST(GOT)

上昇､ALT(GPT)上昇､ｿー GTP上昇等)､劇症肝

炎があらわれることがあるので､観察を十分に行

い､異常が認められた場合には中止するなど適

切な処置を行うこと。8)喘息発作(頻度不明)：

喘息発作等の急性呼吸障害があらわれることが

あるので､観察を十分に行い､異常が認められた

場合には､本剤の投与を直ちに中止し､適切な

処置を行うこと。

(2)重大な副作用(類薬)再生不良性貧血:他

の非ステロイド性消炎鎮痛剤で､再生不良性

貧血があらわれるとの報告がある。

●上記以外の使用上の注意は

添付文書をご覧下さい。

③薑懲鰄鯏
（セ)01.8(01.8）
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嬢蕊馨:蕊蕊蕊熱灘謹謹
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薯”鶴…”蕊 蕊蕊識熱蕊繍塞職礁
入眠剤性健忘呼吸抑制があらわれることがあり議す。※承認された効能効果：不眠症(精神分裂病及び躁うつ病に伴う不眠症は除く）

曽刊ｽﾘざ錠蹴b"
Mysle庶爵…'簾驚瀞霊異繍雰繍驚鷺；

[禁忌(次の患者には投与しないこと)］”"；

(1)本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者
(2)菫篤な肝障害のある患者[代謝機能の低下により血

中濃度が上昇し､作用が強くあらわれるおそれが
ある｡］

(3)重症筋無力症の患者[筋弛緩作用により症状を悪化
させるおそれがある｡］：を:"，＃

(4)急性狭隅角緑内障の患者[眼圧が上昇し､症状を悪
化させるおそれがある｡］

[原則禁忌(次の患者には投与しないことを原則とする
が､特に必要とする場合には慎重に投与すること)］

肺性心､肺気腫､気管支喘息及び脳血管障害の急性期な

どで呼吸機能が高度に低下している場合【呼吸抑制に
より炭酸ガスナルコーシスを起こしやすい｡］

.笛~---. 幹 I''L､f-‘‘n

基

不眠症(精神分裂病及び躁うつ病に伴う不眠症は除く）

|<効能効果に関連する使用上の注意＞
'本剤の投与は､不眠症の原疾患を確定してから行うこと。なお､精神分裂病’

|あるいは躁うつ病に伴う不眠症には本剤の有効性は期待できない。

串蕊議用法・用量篭熱…:::::::､､蕊二目ﾆﾆﾆﾆﾆﾆ
1,,1,11難ﾆﾆﾆﾆﾆーﾆ

通常､成人には酒石酸ゾルピデムとして1回5～10mgを就寝
直前に経口投与する｡なお､高齢者には1回5mgから投与を開
始する｡年齢､症状､疾患により適宜増減するが､1日10mgを
超えないこととする。

使 用上の注意（抜粋）

1.慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

(1)衰弱患者[薬物の作用が強くあらわれ､副作用が発現しやすい｡］
(2)高齢者

(3)心障害のある患者[血圧低下があらわれるおそれがあり、心障害のあ
る患者では症状の悪化につながるおそれがある｡］

(4)肝障害のある患者(｢禁忌｣の項参照）
(5)腎障害のある患者(排泄が遅延し､作用が強くあらわれるおそれがあ

る｡］

(6)脳に器質的障害のある患者[作用が強くあらわれるおそれがある｡］

2.重要な基本的注意

(1)本剤の投与は継続投与を避け､短期間にとどめること｡やむを得ず継
続投与を行う場合には､定期的に患者の状態､症状などの異常の有無
を十分確認のうえ慎重に行うこと。

(2)本剤を投与する場合､就寝の直前に服用させること。また､服用して就

寝した後､患者が起床して活動を開始するまでに十分な睡眠時間が

とれなかった場合､又は睡眠途中において一時的に起床して仕事等
を行った場合などにおいて健忘があらわれたとの報告があるので、
薬効が消失する前に活動を開始する可能性があるときは服用させな

いこと。

(3)本剤の影響が翌朝以後に及び､眠気､注意力･集中力･反射運動能力な
どの低下が起こることがあるので､自動車の運転など危険を伴う機

械の操作に従事させないように注意すること。

3相互作用

併用注意(併用に注意すること）

麻酔剤､中枢神経抑制剤(フェノチアジン誘導体､バルビツール酸誘導体
等)､アルコール(飲酒)､リファンピシン

4.副作用

総症例1,102例(精神分裂病及び躁うつ病に伴う不眠症を含む)中､副作用
（臨床検査値の異常変動を除く)は190例(172％)に348件報告され､主な副
作用は､ふらつき44件(4.0％)､眠気38件(3.4％)､頭痛31件(2.8％)､倦怠感
31件(2.8％)､残眠感29件(2.6％)､悪心23件(2.1％)等であった。
臨床検査値の異常変動は､ALT(GPT)上昇1.5％(12/778)､γ-GTP上昇1.1％
（8/702)､AST(GOT)上昇1.0％(8/777)､LDH上昇1.0％(7/700)等であった。

（承認時：2000年9月）

(1)重大な副作用
l)依存性､離脱症状:連用により薬物依存(頻度不明)を生じることがあ
るので､観察を十分に行い､慎重に投与すること。また､連用中にお
ける投与量の急激な減少ないし投与の中止により、反跳性不眠､い

らいら感等の離脱症状(0.1～5％未満)があらわれることがあるの
で､投与を中止する場合には、徐々に減量するなと慎重に行うこと。

2)精神症状:錯乱(0.1～5％未満)､幻覚､興奮､脱抑制(各0.1％未満)等の
精神症状があらわれることがあるので、患者の状態を十分観察し、
異常が認められた場合には投与を中止すること。

3)一過性前向性健忘:一過性前向性健忘(服薬後入眠までの出来事を
覚えていない､途中覚醒時の出来事を覚えていない)(0-1～5％未満）
があらわれることがあるので､服薬後は直ぐ"就寝きせ､睡眠中に起
こさないように注意すること。

4)呼吸抑制呼吸抑制(頻度不明)があらわれることがある。また､呼吸機
能が高度に低下している患者に投与した場合､炭酸ガスナルコー
シスを起こすことがあるので､このような場合には気道を確保し、

換気をはかるなと適切な処置を行うこと。
D､1.2000年12月改訂(新様式第2版）

その他の使用上の注意等につきましては、
製品添付文書をご参照下さい。

麺.販売鋤

毘罵慧勲罵鰯溺織鱈ポ株式会社
貢料漏求先:藤沢薬品工薬株式会社⑨商禰権者sqnofI～synfheIqbo･ﾌﾗﾝｽ

作成年ﾉ･'2001年7"

B



だ

炎剤モヒラード軟盲経皮複合消

〔使用上の注意〕

1.副作用

総投与症例3133例中、24例(0.77％)に副作用が認められ、

主なものは発赤7件(0.22％)、癌痒7件(0.22％)、発疹7

件(0.22％)、皮膚炎7件(0,22％)、皮膚刺激2件(0.06％）

等であった。（再評価結果）

その他の副作用

注)症状があらわれた場合には使用を中止すること。

2.適用上の注意

投与部位：潰蕩、びらん面への直接塗擦を避けること。

眼には使用しないこと。

〔効能･効果〕

変形性関節症(深部関節を除く)、関節リウマチによる小

関節の腫脹･癖痛の緩解、筋・筋膜性腰痛、肩関節周州炎、

腱・腱鞘・腱周囲炎、外傷後の癖痛・腫脹・血腫

〔用法・用■〕

通常、1日l～数回適量を蜷擦又はガーゼ等にのばして

貼付する。

症状により密封法を行う。

〔包装〕

チューブ 109，509，109×10，259×10，259×40

509×10，509×40

●詳細は添付文書をご参照ください。

資料請求先

画 マルホ株式会社
大阪IIj北'又｢|'ik1丁日5－22
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〔禁忌(次の患者には使用しないこと)〕

(1)出血性血液疾患(血友病､血小板減少症､紫斑病等）

のある患者〔本剤に含まれるヘパリン類似物質は

血液凝固抑制作用を有し、出血を助長するおそ

れがある〕

(2)僅少な出血でも重大な結果を来すことが予想さ

れる患者〔本剤に含まれるヘパリン類似物質は血

液凝固抑制作用を有し、出血を助長するおそれ

がある〕

(3)サリチル酸に対し過敏症の既往歴のある患者

過敏症柱）

0.1～5％未満

発赤、痩痒、発疹、皮膚炎

0.1％未満

皮膚刺激等
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劇薬､指定医薬品､要指示医薬品

Liple｡INJECTION
蝕誰驚壼蕊雪式篝"）

A彗謡ｴﾙﾌｧーﾏ株式会社
大阪市中央区平野町2‐6‐9

〈資料請求先〉製品情報部

〒541-0047大阪市中央区淡路町2-5-6

LlP－(B5)2001年11月作成

※〈薑告＞〈禁忌〉〈効能又は効果＞〈用法及び用量＞

〈使用上の注意＞等の詳細については、

製品添付文書をご参照ください。

〈薬価基準収載〉
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システム

●使用部位に合わせて解剖学的な形状にデザインされています。

●非常に薄く(厚さ0.6mm～1.1mm)作られていますので、

患者さんの不快感を減少させます。

●セルフタッピング、セルフドリリングのスクリューは、
戸

挿入が容易で引き抜き強度も優れています。

医療用具承認番号20800BZYOO625000

20300BZYOO240000

医療用具許可番号13BYO697

輸入総発売元

TEL,078(291)8661(代）

TEL､0878(33)9121(代）

TEL､082(243)5371(代）

TELO92(475)1211(代）

TEL､096(322)9011(代）

横浜営業所／TEL､045(476)1771(代）

名古屋営業所／TEL､052(731)5020(代）

金沢営業所／TEL､076(223)8805(代）

京都営業所／TEL,075(352)4110(代）

大阪営業所／TEL､06(6399)9730(代）

札幌営業所

盛岡営業所

仙台営業所

さいたま営業所

千葉営業所
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神戸営業所

高松営業所

広星営業所

福岡営業所

熊本営業所
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を含む副作川が認められた。

主な畠ﾘ作川は､腹部不快感（15例:2.0％)､卜．痢(8例;1.1％)、嘔気(6例:0.8％).腹痛(4

例:0.5％)群であった｡また､臨床検杏値の巽崩･変動としては､血中艇機リンの上昇(3例:

0.4％)等であった。

（1）重大な副作用

1）消化性潰瘍(0.1％未満）

剛察を-|-分に行い.異‘肘があらわれた場合には投与を中止し､適切な処置を行うこと

＊*2)肝機能障害､黄疸(頻度不明）

禁忌(次の患者には投与しないこと）
（1）菫篤な腎障害のある患者〔排泄が阻害さ

れるおそれがある。〕
(2)骨軟化症の患者〔骨軟化症力f悪化するお

それがある。〕
(3)妊婦又は妊娠している可能性のある婦人

〔｢妊婦､産婦､授乳婦等への投与」の項
参照〕

(4)小児〔｢小児等への投与｣の項参照〕
(5)本斉l1に対し過敏症の既往歴のある患者

等を伴う肝機能障害や黄疸がlLT(GPT）、γ÷GTP,AI-Pの上昇．ﾍST(GOT

行い､異常が認められた場合には投与をあらわれることがあるので､観察を十分に

'|'|kし､適切な処慨をｲjうこと。

(2)その他の副作用

次のような副作用が認められた場合には､必要に応じ.減量､投与111止等の適切な処笹を
ﾉｰｰ･=L
f丁？－－．

5％以上’0.1％～5％未満｜（〕'1％未満｜|頻度不明

[－1渇､消化,ｲ<良(Wも

たれ感）

下燗､'飲使,嘔気､暇'''二､服揃、

食欲不振､胸やけ､便秘､､11

内炎(門．あれ､LI臭等)､W炎

腹部ｲﾐ

快感

消化器

効能･効果､用法用量(抜粋）菊鴬譲箪蕊*"蕊溌蕊蕊'鳥
○骨粗霧症

本剤の吸収をよくするため､服錐前後2時間は食物の摂取を避けること。

通常､成人には､ｴﾁドﾛﾝ酸二ナトリウムとして200mgをlplI'1､食|川に経11投与する｡投
与期|川は2週間とする。I1f役jj､までの期間は10~12週間として､これをlク÷ﾙとして1IlillUl

的間歌投4歩を行う。

なお､和砿の場合(骨塩趾の減少の程度が強い′蝋将．あるいは骨粗鰹症による安静時I:.}発

痛及び'1常生活の運動時揃が非常に強い患者)には4“mgをlI-Illl】|､食間に経口投与.す
ることができる｡投与期間は2週間とする。再投7までの期間は10~12週間として､これをl

クールとして周肋的間欧投与をｲ｢う。

なお､年齢､症状によ')適宜琳減できるが､1日400mgを超えないこと｡
用法･用量に関連する使用上の注意

○骨粗霧症の場合

(1)本剤は竹の代謝回転を抑制し､骨形成の過秘で類骨の石灰化遅延を起こすことがあ

るcこの作用は投与量と投与期間に依存しているので､用法(周期的間歌投与:2週間

投与,10～12週間休薬)及び用量を遵守するとともに､患肴にⅡj法･用量を遵守す

るよう指導すること。

(2)400m鰹投ｹー にあたっては以下の点を十分老噸すること｡

l)竹塩Iitの減少の程度が強い患者〔例えばDXA法(QDR)で0.6509/cm未満を'1

安とする〕であること。

2)骨粗浬症による安静時脚発痛及び日常生活の連動時痛が非常に強い患者であること｡

(3)1日400mgを投与する場合は､200mg投与に比べ腹部不快感等の消化器系副作
用があらわれやすいので､慎亜に投与.すること。

鍾嬬上の注議《抜粋湫迩ｲ職論:r魔郡》;:!":繩:::溌一1癖"誰;",,,,-ﾆﾆﾆE-.,,,,, _,,,目1ｺｰ'

1.慎重投与(次の患者には慎重に投与すること）

(1)腎障客のある患者〔排泄が阻害されるおそれがある｡〕

(2)消化性浪癌又はその既往歴のある患昔､腸炎の患者〔本剤のi§な､11作用はiri化器

系であるため､症状が悪化することがある｡〕

2.重要な基本的注意

○骨粗羅症の場合

(1)本剤の適川にあたっては､liﾒﾉk省｢老人性･''1.机腿症の予防及び治擦法に関する総合

的研究班｣の診断基堆(竹は減少の有無､什折の有無､腰行揃のｲj-廷などの総合に

よる)郡を参考に･胃･粗煙症と確定診断された.也番を対象とすること。

(2)患門･には適切な栄餐状態､幹にｶﾙｼｳﾑとピﾀﾐﾝDの適切な摂取を保持するように

指導すること｡

3.相互作用

併用注意(併用に注意すること）

同時(服薬前後2時間)に併用(摂取)しないこと｡

（1）食物､塒に'1量乳や乳製IYIのような高カルシウム食

(2)カルシウム､鉄､マグネシウム､アルミニウムのような金属を多く含むミネラル入I〕ビタミン

剤又は制酸剤群

〔本ﾘの投j”ij後21I|川以Iﾉ､1は摂取及び服川を避けること｡本斤11はカルシウム群と

錐体を作ること､また動物上験で非絶食役'j･によI)､吸収が杵しく低下することが硴

1選されている『〕

4副作用

○ 骨細 髭斥

承忍までの臨床試験におけるI凋従例数747例'''44例(5.9％)に臨床検在値の異常変動

血管浮腫､郡麻疹過敏症’｜発疹､機痒

入l-Pの上昇AST(GOT)､ALT(GPT）

ｿ.GTP,LDHの~L昇一
肝雇

BUN,クレアチニンの.'二ｹI必尿器 頻尿､排尿1N雛

＊＊

縮神

神経系

めまい･ふらつき､不眠、

掘戦､知覚減退(しびれ）

弧(1W

脱.毛、

関節痛1
心悸充進

(動悸）

浮腫､ほてり(顔面紅潮､

熱感等)､多汗､倦怠感、

耳鳴､胸痛

血中挺

機リン

の上昇

発熱､咽喉灼熱感
＊＊

＊

その他

灘このような症状があらわれた場合には投!』-を1'1止すること。

5.高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので減厳するなど注意すること｡

B,妊婦､産婦､授乳婦等への投与

(1)ﾗｯﾄ(SD系)における器官形成期投与試験において､高用量で胎児の骨格異常の発

生が拙'fされているので､冊陶#又は妊娠しているⅡJ能性のある蹄人には投与しないこと

(2)動物実験で吐乳111へ移ｲ】息することが報告きれているので､投与.'11は授乳を避けさせる

こと．

7.小児等への投与

小児における骨成長に影響をjjえる可能性があり､また､小児において10~20mg/kg/日の

長期投与によ')､くる病様症状があらわれたとの観告があり､安全性が確立していないので

投与しないこと。

B,適用上の注意

薬剤交{､1．時

PTP包装の推剤はPTPｼｰﾄから取り出Lて服川するよう指導すること｡

(PTPｼー ﾄの誤飲により､硬い鋭角部が食通喝li膜へ刺入し､更には穿ｲLを起こして縦隅

洞炎等のdlt晦な合併症を併稚することが報告されている。）

**2000年11"改訂(－:改占1箇所､第5版)､＊2000年3月改,汀

■骨粗髭症に関する使用上の注意の詳細､その他の効能･効果､用法用量、
使用上の注意|こつきましては製品添付文書をご参照ください。

骨代謝改善剤・薬価基翠収戯
刷塞･掴定薩錘易･要指示医薬品(.f里一睡銚臼の処方せん･掘示により唾用すること）

回￥爪、刺m200象 Didrnel｡ｴﾁドﾛﾝ酸二ﾅﾄﾘｳﾑ錠

一一一一一一§製造発売元（資料‘

I繍薙灘.…※今住右製薬
Trademarkandproductunde「|･censel｢omProcler＆GらmblePharmaceuticals･Inc.，U､S､A

|《製晶に関する識闘い含わご篭》<すり情報ｾﾝﾀ-TEL:06-6229.5600
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◆人工指関節グロメット付

◆C.S、E.人工稜形骨

◆リストジョイントグロメット付

◆チタン人工月状骨

◆チタン人工舟状骨

◆ チタンベーサルサム

◆チタン人工榛骨頭

◆人工足趾関節グロメット付
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MEDICAL
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AWriqhtMedicalGroupCompany

蕊蕊鍵。

ライト･メディカル･ジャパン株式会社
東京本社TEL:03-3538-0471/FAX:03-3538-0472

東京営業所TEL:03-5767-8130/FAX:03-5767-8131

大阪営業所TEL:06-4803-5921/FAX:06-4803-5923

福岡営業所TEL:092-437-5315/FAX:092-437-5317

医療用具承認番号20700BZYOOO38000･20700BZYO1236000･14800BZYOOOO5000･15300BZYOO112000･15600BZYOO495000･15700BZYO1217000



TitaniumDistalRadiusPlatingSystem
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特性

●1.6mm厚プロファイル・スクリュー＆プレート

●遠位側にある複数の穴

●アナトミカルデザイン＋マルチプルなタイプとサイズ

●2.7mmコーテイカルスクリュー

●クロスヘツド型スクリュー

三tⅣ肥F"
LEIBINCER

輸入販売元：

日本ストライカー株式会社
T151-0053東京都渋谷区代々 木3-25-3TEL(03)5352-9080三tⅣにF

JAPAN

http://www.stryker.co.jp

島TEL（082）235－3205

岡TEL（092）434－6470
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なかなか気づきにくいことだけど

みんな､誰かに助けられてる。

花がきれいに咲けるのも、

水を与える誰かがいるから。

そんな"誰か"は､いつもあなたのそばにいますか？
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新潟県長岡市東蔵王2－6－2S

埼玉県熊谷市河原町1－40

TEL（025)244－8644

TEL（0258)25-2BOO

TEL（048)527－6221

FAX（025)244-B664

FAX（0258)25－2811

FAX(048)527-6223



筋･骨格系疾患の
トータルケアを目指Lズ

WYETHLEDERLEJAPAN

U本ワイスレダリーは､筋･骨格系疾患のトータルケアを目指し、

有川性の高い治療薬の開発と提供､医療関係者の方々 や忠荷さんへの幅広い学術情報の提供など
多方面からのアプローチを｢Arthro-Care｣とfi付け､このコンセプトのもと､今後さまざまな活動を進めてまいります。

私たちのこれからにどうぞご期待ください。

経皮吸収型繭痛消炎剤(無臭性)…非ステロイド性鎮痛･抗炎症副原冨~壼壺面経皮吸収型鍾痛消炎剤抗ﾘｳﾏﾁ剤l騨症壺品■掃示区醒'|

回レタッチ° 刀ズﾃﾗﾂｸ患珊すバケル劃.§霊ﾘｳﾏﾄﾚ,ﾘ奴｡雑ル
フェルピナク貼付剤畢邑■準収砿 工トドラク捜蔑価基埋収賊 フエルビナク剛剤薬価基軍収眠

､星!‘r､一四“砧万せん-■矛［よﾜ倭■ずること

メトトレキサーﾄｶﾌﾟｾﾙ蕊価墨翠収■

函E琴各製品の効能･効果､用法･用量および曹告､禁忌を含む使用上の注意等については､製品添付文書をご参照ください。

腰
<資料旧求先＞

日本ワイスレダリー株式会社
〒104－0031東京都中央区京橋一丁~目10番3号 2000年11月作成

注射用セフェム系抗生物質製剤略号CTM

皇蕊曾クピ図ヌポリヨ。
“■？"鱗"＝静注用1gﾉ、グS･19パｯグG鍵ゞ鍵灘灘蕊謎ゞ

蕊

（0102：B52



Hylandlmmuno

鴎X忙画

生物学的組織接着剤

シール医茎団

Tisseel |薬価蟇準収載~’
効能･効果用法･用量､禁忌を含む使用上の注意等については添付文言をご参照ください。

[資料請求先］バクスター株式会社八イランドイムノ事業部〒102-B46B東京都千代田区六番町4番地TELO3(5213)5200
ROOO75

リヌ戯
薬価基準収載

ﾌノ
§

薮ｵｷｻｾﾌｴﾑ系抗生物質製剤《
指定医薬品,要指示医薬品注'）

フルマリ其ｷｯﾄ静注用19;
注射用フロモキセフナトリウムFlumariげ略号FMOX;

唾ぺ罐ﾛﾛ。

鱗
鍵蕊

岨
郎
愛

鶏.傘・蕊瀞:〃

主1）注意一医師等の処方せん・指示により使用すること 押
謀
嚥
評
＃
蝿
沖
蝉
洋
蟠
坤■薬価基準収載■｢効能‘効果｣,｢用法･用量｣,｢禁忌｣,｢原則禁忌」

｢使用上の注意｣等については添付文書をご参照下さい。

蓬[資料請求先〕塩野義製薬株式会社製品情報部〒541-0045大阪市中央区道修町3-1-8 母
唖
博
唖
詫
十
認
●
蝿
●
沙
詫
◇
聴⑱嘉烈篭饗讓 2000.11作成B52⑨:騒録商橡



※｢効能･効果｣､｢用法･用量｣、

「禁忌｣、「使用上の注意｣等

については最新の添付文言

をご参照ください。:-:虫共

関 節機能改善剤［
指定医薬品

又ペニー肌

|薬価基準収載｜

ディスボ

販売［頁料請求先］

認無蠕鴬稚蕊蕊『研

バイアル
製造

アベンティスファーマ株式会計
〒107-8465東京都港区赤坂二丁目17番51号

CSU12422001．5

Suvenyl(ﾋｱﾙﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ関節内注射液）

… 雫 胃 一 ”

蝿
溌
鞄
溌
罐
琿
《

新
発
売

織辮

鰯

騨蕊

鍵

鑑
寺唱嘩

尋一

溌鰯

骨粗霧症治療剤

ポﾅﾛ銚錠5mg
垂面亟轍隠会社‐‐＜アレンドロン酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物錠＞

劇薬・指定医薬品・要指示医薬品(注意：医師等の処方せん・指示により使用すること）

※効能･効果用法･用量､禁忌を含む使用上の注意等詳細については､製品添付文書をこ覧ください。

商鞭ポナロン／Bonalon'j3Ihごr世gigにr世dIr“ごml｢卜､〔}｢凡1心rEk&（､<).11nご･.Whil哩h､鵬cS【iIli()n.M,US』4－

資料請求先：医薬事業本部学術情報部
〒100‐8585東京都千代田区内幸町2‐1‐1

BN~｢032(KK)01082001年8月作成

灘総辮

…翻駐

瀧 鵜欝鐸

薬価基準収載



回

り使用すること

川
(ベラプロストナトリウム錠）

●効能･効果､用法･用臺､禁忌､使用上の注

意等の詳細は､製品添付文書をご参照く
ださい。

製造発売元〔資料請求先〕

③科研製薬株式会社
〒113-8650東京都文京区本駒込二丁目28－8

（2001年9月作成）99X

き

：､月､謎△:△:-:｡:△:.:b

簿簿調

葱

;万有製薬から骨細霧症治療薬群:1
蹄E::l

誰R:＃

黙；
: 蕊．．，．P

::：雲認然猟･I峰!;;』’

_’:I:I＝砿I蕊穰’鍬’’’;’ｮ曾冒::含

窺蕊懲懲蕪聯

命驚講腰製
ホームページhttp：／／www･banyu.co､jp/
のｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾅﾝバｰ:1193（い･い･＜･ｽﾘｰ）

⑰TrademarkofMerck&CO.,lnc･WhitehouseStation,N,』.,U､S､A､

2001年7月作成o7-02FSMO1-J-1725J



|指定医薬品｜

下行性瘻痛抑制系賦活型
瘻痛治療剤(非オビオイド、非シクロオキシケナーゼ阻害）

ノイロトロビシ．錠
<薬価基準収載〉

[効能・効果］

帯状庖疹後神経痛、変形性関節症、腰痛症

頸肩腕症候群、肩関節周囲炎

〈効能･効果に関連する使用上の注意〉
帯状癒疹後神経癖に用いる燭省は､帯状瓶疹痛発症後軸月以上経遇した患者を対巣
とすること､4請状抱疹癌発症後蹴月未漉の患者に対款る効果は検証されていない.）

'，1, _』,', ,，11;

[用法・用量］

通常､成人1日4錠を朝夕2回に分けて経口投与する。
なお､年齢､症状により適宜増減する。

〈用法§馬量に関連する使用上の注意＞｡…
帯状痴疹機神経痛に対じては§蝿間で効果の認めぢれない場合ば漫黙ど投薬を続け
ないよう注意すること。：:

|禁忌(次の患者には投与しないこと):本剤に対し過敏症の既往歴のある患者’

三曲廟を求め､未知に挑戦する－

4
『

し日本臓器製薬
〒弘1-畔E大匿市中宍厘平面2丁目Y昼2■日鮪(6釦3]O“1代

資料請求先：日本日睾巽薬株式会社学術部

｢使用上の注意｣などについては添付文■を

ご参照ください。

●モーラスの主薬ケトプロフェンは､すぐれた鎮痛抗炎症
作用を有し､水性蟇剤からの放出性･経皮吸収性に
すぐれている。

●モーラスは､従来品に比べ「におい」の指標となる

揮散成分が70%以上低減した。

●モーラスは､関節部などの屈曲伸展部位にも貼付

できる粘着性･伸縮性を有する製剤である。

●副作用発現率は2.04%(141/6,90B例)で主な
副作用は局所の皮膚症状であった。

奪託
…
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【禁忌】（次の患者には使用しないこと）
（1）本剤の成分に対して過敏症の既往歴のある患者。
(2)アスピリン喘息(非ステロイド性消炎鎮痛剤等に

よる喘息発作の誘発)又はその既往歴のある患者。
［喘息発作を誘発するおそれがある｡］

蕊鍵蕊議

懲;
篭瀧蕊;鐘

…

■効能･効果
下記疾患並びに症状の鎮痛消炎

変形性関節症､肩関節周囲炎､腱腱鞘炎､腱周囲炎､上腕骨上顯
炎(テニス肘等)､筋肉痛､外傷後の腫脹瘻痛一

■用法･用量

1日2回患部に貼付する。

■使用上の注意

1慎重投与(次の患者には慎菫に使用すること）
気琶支喘息のある患者｡[アスピリン喘息憲耆が潜在しているお
それがある｡］（重大な副作用の項参照）

2.重要な基本的注意

（1）消炎鎮痛斉|｣による治療は原因療法ではなく､対症療法であ
ることに淫意すること。

（2）皮膚の感染症を不顕性化するおそれがあるので､感染を伴
う炎症に対して用いる場合には適切な抗菌剤又は抗真菌

剤を併用し､観察を十分に行い慎重に投与すること。

（3）慢性疾患(変形性関節症等)に対し本剤を用いる場合には
薬物療法以外の療法も考慮すること。また患者の状態を
十分に観察し､畠|｣作用の発現に留意すること。

．:．そのｲ色の便弓上の注意については添付文書を参照してください

使いやすさ､さらにアップ。
フィルムセンターカットでさらに貼りやすい。

経皮鎮痛消炎剤

干一ラスMO箙臘。
指定医薬品

ケトプロフェン0．3％
資料請求先③久光製薬株式会社学術部

〒100-6221東京都千代田区丸の内1-11-1PCPビル21F
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劇薬・指定医薬品／非ステロイド性消炎･鎮痛剤ノンローー、ジーロロローグロゴへ…〃雨局聖

壱〃鼎鋸伽飛ノ
つ Hmg

ロルノキシカム製剤

効能効果､用法･用三､禁忌を含む使用上の注意､用法･用量に関連する使用上の注意については､製品添付
文言をご参照ください。

雷大正製薬株式会社
〒170-8633東京都豊島区高田3-24-1冠(03)3985-1111
http:"www・taisho.co.jp[資料請求先］ ２
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薬 価基準収載

【禁忌（次の患者には投与しないこと）】

1消化性潰瘍のある患者（ただし､I慎重投与｣の項参照）［消化性潰瘍の発現が報告されているため、

消化性潰瘍を悪化させることがある］

2.菫篤な血液の異常のある患者［ヘモグロビン減少､赤血球減少､白血球減少､血小板減少が報告

されているため､血液の異常を悪化させるおそれがある］

3菫篇な肝障害のある患者［肝機能異常が報告されているため､肝障害を悪化させるおそれがある］

4菫篤な弩障害のある患者［腎障害を悪化させるおそれがある］
5.菫篤な心機能不全のある患者［心機能不全を悪化させるおそれがある］

a菫篤な高血圧症のある患者［巾庁上昇が報告されているため､血圧をさらに上昇させるおそれがある］
7本剤の成分に対して過敏症のある患者

8アスピリン喘息（非ステロイド性消炎鎮痛剤等による喘息発作の誘発）又はその既往歴のある

患者［菫篤な喘息発作を誘発するおそれがある］

9妊娠末期の婦人［「妊婦、産婦、授乳婦等への投与」の項参照］
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経皮吸収型鎮痛・消炎剤
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製品特性

1.フルルビプロフェンを含有する第2世代の経皮吸収型鎮痛･消炎貼付剤です6

2.炎症組織(筋肉、滑膜など)への移行性が良好です(ヒト)。

3.強力な抗炎症鎮痛作用を示します(ラット)。

4臨床成績における改善度(中等度改善以上)は、変形性関節症56.6％(1,437/2,540例)、

肩関節周囲炎67.7％(399/589例)、腱･腱鞘炎、腱周囲炎74.4％(244/328例)、

上腕骨上顎炎67.4％(151/224例)、筋肉痛722％(592/820例)、

外傷後の腫脹･瘻痛80.5％(1,151/1,430例)です6

5副作用発現率は1．74％(326/18,764例)でした。

その主な副作用は､瘤痒(1.16％)、発赤(1.12％)、発疹(0.54％)等でした(再審査終了時)。

重大な副作用として､｢喘息発作の誘発(アスピリン喘息)｣が報告されています6

禁忌(次の患者には使用しないこと）

（1）本剤又は他のフルルビプロフェン製剤に対して過敏症の

既往歴のある患者

(2)アスピリン喘息(非ステロイド性消炎鎮痛剤等による喘

息発作の誘発)又はその既往歴のある患者

［喘息発作を誘発することがある］

【効能・効果】
~Fi氾疾患並びに症状の触りiii･消炎

変形性関節＃lt,肩関節li'll川炎､腱･IMWi'i炎､腱周|〃l炎､上腕'|!l･上蛎

炎(テニス肘聯)､筋肉ｿ|＃､外傷後のl､脹痙浦

【用法・用量】
1l｣2回､思部に貼付する。

【取扱い上の注意】

1.規制区分：指定|災錐1W,

2.貯法:(1)遮光した気密容器に保存

(2)室温保存

3.使用期限：外箱及び'ﾉ1袋に衣》Jt(3年）

4.その他：開封後は|)H封口のチャックをきちんとしめること。

【包装】
120枚(6枚×20)14()枚(7枚×20)600枚(5枚×120)

600枚(6枚×100)7()0枚(7枚×100)

製造発売元・資料請求先

○二禦融式会社
http://wwwmikasaseiyakucojp/

詳細は添付文書等をご参照ください。また禁忌を含む使用上の注意の改訂に十分にご留意ください
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効能･効果
末梢性神経障害、

ビタミンB,2欠乏による巨赤芽球性貧血(注射液500浬gのみ）
<効能・効果に関連する使用上の注意〉

本剤投与で効果が認められない場合､月余にわたって漫然と使用すべきでない。

用法･用量
錠500戸g:通常、成人は1日3錠（ﾒｺパﾗﾐﾝとして1日1,500ﾒg）を3
回に分けて経口投与する｡ただし､年齢及び症状により適宜増減する。

錠250"g:通常、成人は1日6錠(ﾒｺパﾗﾐﾝとして1日1,500戸g）を3
回に分けて経口投与する｡ただし､年齢及び症状により適宜湖減する。

細粒:通常､成人は1日3包(ﾒｺパﾗﾐﾝとして1日1,500脚g）を3回に分
けて経口投与する｡ただし､年齢及び症状により適宜増減する。

注射液500ﾉ』g(末梢性神経障害の堀合）:通常､成人は1日1回1アンプル(メ
コバラミンとして500jzg）を週3回､筋肉内または静脈内に注射する。ただし､
年齢及び症状により適宜増減する。

注射液50”g(巨赤芽球性貧血の場合):通常､成人は1日1回1アンプル(ﾒ
ｺパﾗﾐﾝとして500坪g）を週3回、筋肉内または静脈内に注射する｡約2
カ月投与した後､維持療法として1～3カ月に1回1アンプルを投与する。

使用上の注意
1．内服剤

1．副作用

総症例15,180例中､146例(0.96％)の扇I作用が報告されている。(副作
用発現頻度調査終了時）

3．その他の注意

水銀及びその化合物を取り扱う識業従事者に長期にわたって大垂に投

与することは避けることが望ましい。

2．注射剤

＊ ＊1．副作用

総症例2.872例中、13例(0.45％)の副作用が報告されている。(再審査

終了時）

＊＊(1)重大な副作用(頻度不明）

アナフィラキシ一様反応血圧降下、呼吸困難等のアナフィラキシ

ー様反応を起こすことがあるので、観察を十分に行い、このよう

な症状があらわれた場合には､直ちに投与を中止し､適切な処囲

を行うこと。

(2)その他の副作用

().1％未満

Jト

注）このような症状があらわれた墹介は､投与を｢1｢11Zする。
2 ．適用上の注意

(1)投与時

光分解を受けやすいので､開封後直ちに使用するとともに､遮光に

留意すること。

(2)筋肉内注射時

筋肉内に投与する場合は､組織･神経などへの影響を避けるため､

下記の点に注意すること。

1)同一部位への反復注射は避けること。なお､未熟児、新生児､乳児､

小児には特に注意すること。

2)神経走行部位を避けるよう注窓すること。

3)注射針を刺入したとき､激痛を駅えたり､血液の逆流を見た場合
には、直ちに針を抜き、部位をかえて注射すること。

(3)アンプルカット時
本品はﾜﾝボｲﾝﾄｶｯﾄｱﾝブﾙであるが､アンプルのカット部

分をエタノール綿等で清拭してからカットすることが望ましい。

＊1997年5月改訂

＊＊1998年11月改‘il

’
|過敏症’｜発疹

＊2．適用上の注意

薬剤交付時(錠）

PTP包装の薬剤はPTPｼｰﾄから取り出して服用するよう指導する

こと｡（PTPｼｰﾄの誤飲により､硬い鋭角部が食道粘膜に刺入し、

更には穿孔をおこして縦隔洞炎等の重篤な合併症を併発することが報
告されている）

●ご使用に際しては添付文書をご参照ください。

末梢性神経障害治療剤

K 唖釦壬忌蕪柔,Ⅱ維嘗、/“と｣
ヒューマン・ヘルスヶァ企業

資料lﾙ求先:医薬企画部メチコバール係

、

Ⅱ-K'㈹11
錠500ﾒz9．錠250"g/細粒/注射液500"g

メコバラミン製剤

<薬価基準収載〉

過敏症注）

その他

発疹

弧痂、発熱感

緬度イミIﾘ］

発汗、筋|ﾉJ1ﾉ1注射部位の癖
ﾙ荷・砿糸

消化器

0,1～5％未瀧

食欲不振､悪心・嘔吐.下痢

0.1％状潤


