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第46回日本手の外科学会学術集会

◇ 吟

2003年4月18日(金)，19日(土）名古屋国際会議場（名古屋市）

会長中村蓼吾

日本手の外科学会
士
心

ニ
ニ
ロ

今
云

エ
テ日 J・Jpn，SOC、Sur9．Hand



|IllllllllllllllllllII’’’’’’’’’’''’’’''''’’’'1IIllllllIlllI'’’’'''''’’’'111'’’’’’’'''’’’’’'1IlllllllIIllllllllIIllllllIIlllllIIlllllllllIlllllllllllllllIl''’’’''’’'’’’’’111’’’’’1llllllllllIllllllllllll

庭~～

循環器系のプロスタグランジン

慢 閉塞痂こおけ．

らびに

安静時嫁言痛あ改善に
血行再建術言後の

血流>維捺二

注射用プ､黄ずi芽イーヴ
注射用アルプロスタジルアルファデクス

ロ ．丁
劇薬

指定医薬品

要指示医薬品注）

薬価呈準収載

禁忌（次の患者には投与しないこと）

(1)菫篤な心不全､肺水腫のある患者

〔心不全、肺水腫を増悪させることがある｡〕

(2)出血(頭蓋内出血、出巾性眼疾患、消化管鼎血、喀血

等)している患者〔出巾春助長するおそれがある｡〕

(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)本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

■効能･効果1.動脈内投与,世,M動脈閉塞症(バージャー病､閉
塞性動脈硬化樅)における四肢没揚ならびに安静時ｿ冬痂の改善Ⅱ､静

脈内投与1.振勤瓶における末柿ll11行|職祥に伴う自覚挑状の改善なら

びに末梢術環･hl'経･連動機能障桝のl'il復2.血行W雌術後の血流

維持3.動脈|ﾉ､]投一'j-が不適と判断きれる,|幽性動脈閉抄i理,1;（バージャー

瓶､閉塞‘ド|ﾐ動脈砿化症)におけるlﾉLI肢油揚ならびに安11i畑I綱塔痂の改稗

■用法･用量l.動脈内投与L本IY11管(アルプロスタジル20"g)
を生理食塩液5mLに溶かし、通常成人1，量アルプロスタジルとして

10～15"g(およそ0．1～0.15n9/kg/分)をインフユージヨンポンプを用

い持続的に勅脈|ﾉjへ注射投与する。2.症状により0.05～02，9/kg／

分の間で通'|,[1'11城する。11.静脈内投与1.通常成人ll''11,1:本,1,'12～

3管(アルプロスタジル40～60"g)を!附液500mLに溶解し、2時間か

けて点滴静注する(5～lOng/kg/分)｡なお､投与.速度は休垂1kg

2時間あたり1.2"gをこえないこと。2.投与回数はllll～2M．

3.症状により過'1‘12増減する。

■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)心不全のある胆汁〔心不全の増強傾lnjがあらわれる

との報告があるので､ｲ盾環状態に対する観察を|-分に行い､,|興亜に投

与すること｡](2)砿症糖尿炳峨折-["il莫症など脆弱I[ll栂からの出血を

助長することがある｡〕（3）州血傾If1jのある患苛〔出血を助長するおそ

れがある｡](4)W泄瘍の合併旅及び既往歴のある,世判･[川血を助長

するおそれがある｡〕(5)抗血小板剤、血栓溶解剤、抗凝血淵Ijを投与中

の患者(｢相lf作川｣の項参照）(6)緑内障､眼庄允進のある忠者〔動物

実験(ウサギ)で1恨圧上昇が報i'『きれている｡〕(7)I仔不全の慰者〔腎

不全を増悪することがある｡〕(8)!{.｝j齢荷（｢重要な基本''1勺注意」の項

参照）2.重要な基本的注意(1)水剤による治療は対姉旅法であり投

与中止後再燃することがあるので注意すること。(2)心不全、肺水II型

があらわれることがあるので､輸液:1,{:に翻意するとともに、術蝿状態（血

圧、脈拍等)を-|-分に卸察すること。また、動悸、胸fl',冒しさ、呼吸困難、

浮腫等の姉状があらわれた場合には本剤の投与を『'1,|､､するなど､適切

な処世を行うこと。特に高齢者は心機能等生理機能が低卜･しているの

で､患者の状態を観察しながら恢爪に投与すること。(3),|型,性勅脈閉

ツ腱症におけるI几I肢淌暢の改善を治旅Iil'1勺とする場合、i'縦脈内投与は

注)注意一医師等の処方せん･指示により使用すること。

肋脈内投与に比し治旅効果がやや劣るので､助脈内投ﾉﾉ･が非適応と

､|j断される患者(間位IIIL特閉塞例など)又は動脈内投ﾉｰ操作による障

‘ili畠が､期待きれる沿旅'-.の効果を上まわると判断される,哩粁にｲ｣諸うこと。

3.相互作用併用注意(併用に注意すること）

薬剤キ'1群｜臨床症状･拙拙方法｜機序･危険1大I丁。

抗血小板剤

アスピリン、‐チークロピジン

シロスタゾール

血栓溶解剤

ウロキナーゼ

抗凝血剤
ヘノ§'ノン、ワルファ'ノン

薬剤

によ

強を

あるく

分に

節す‘
こと【

これらの猟

することに

傾lbJの坤ﾘj

おそれが歩

観察を|･タ観察を｜

川量をi淵

注意する

と併用

りlllllⅡ

きたす

f｣.い

〉なと

本剤は]Ⅲ小板凝集能

を 抑 制 す る た め 、 類

似の作ﾉ'1を持つ薬剤

を併川することによ

り作川を1W強するこ

とが考えられる。

4.副作用く動脈内投与＞副作用は465例巾220例(47.31%)につい

て408件の報告があり、主な副作用は注射祁位では浮腫･脈脹145件

(31.18％)、鈍り1W･柊揃115件(24-73％)、発赤57件（12.26％)、熱感・

発熱51件(1097%)、および注射部位以外では発熱11件(2.37%)な

と、である。(承認時迄のj樅及び1982年10月迄のMll作jlI棚度報iif結果)〈静脈内投与＞

Mﾘ仲川は2,200例!|1221例（10.05％)について318件の報i!rがあり、

iﾐな剛作用は注射祁位では血符揃77件（3.50％)、静脈炎13件

(0.59％)、痙揃16件(0.73％)、発赤97件(4．41％)、および注射部位

以外では悪心･IIM11I二16件(0.73％)、頭ｿiW･頭重11件(0.50％)などであ

る。({I僻稀終r時)(1)重大な副作用1)ショック、アナフィラキシ一

様症状ショック､アナフィラキシ一様症状(いずれも額度不lﾘI)があらわ

れることがあるので、捌察を-'一分に行い、111[圧低下、意識障害、呼吸

i木|雌、発疹等があらわれた場合には投'j-を'|1[lこし、適切な処iifiを行う

こと。2）心不全、肺水腫心不全、肺水脈（いずれも減度ｲくIJI)があ

らわれることがあるので、観察を-1.分にｲ｣暑い、異常が認められた場合

には投与を中止し、適切な処世を行うこと。3）脳出血､消化管出巾

脳川IIIl(観度不Iﾘl)、油化椅出血(0.05％)があらわれることがあるの

で、観察を十分にｲ]譜い、異常が認められた場合には投.ﾗー を!|].l1兵するこ

と。4)無頼粒球症､白血球減少無噸粒球症、白血球減少(いずれも

棚皮不明)があらわれることがあるので､観察を|-分に行い、拠常が認

められた場合には技'j,を111止し、適切な処樅を行うこと。5)肝機能障

害､黄疸AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTPの上昇等を伴う肝機能

障害や黄痙があらわれることがある（頻度不明)ので､観察を|-分に行

い、異常が認められた場合には本剤の投ﾉj-を中止するなど、適切な処

胱を行うこと。6）問質性肺炎間衝'眺川|j炎(頻度不明）があらわれる

ことがあるので､仙察を｜-分に行い、発熱､咳嗽､呼吸|水l雌等があらわ

れた場合には投'j-を'l'111し、副将皮質ホルモン剤の投'ﾌｰ弊の適切な

処Mfiを行うこと。

●その他の使用上の注意等､詳細は製品添付文言を

ご参照ください。

●禁忌､使用上の注意の改訂に十分ご留意ください。

冊蛎顯罵騨会社
製造発売元

資料請求先

021201
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ランチョンセミナーⅢT､J・ScrewSy､emを用いた靱帯再建手技

開催のご案内

第46回日本手の外科学会学術集会ランチョンセミナーⅢは，田中寿一先生（兵庫医

科大学整形外科）のご講演に加え，ワークショップ形式の実技セミナーを企画してお

ります．

運営の都合上，本セミナーへの参加は事前申込による先着順（50名を予定）とさせ

ていただきます．ご希望の方は下記によりお申込ください．

第46回日本手の外科学術集会

会長中村蓼吾

記
〃

日時：平成15年4月18日（金)12:40～13:40

《
云 場：名古屋国際会議場1階イベントホール内

参加費：無料（但し，第46回日本手の外科学会学術集会に参加する方に限ります）

※日本整形外科学会教育研修資格継続単位l単位ご希望の方は，別途1,000円をお支払ください

講師：田中寿一先生（兵庫医科大学整形外科）

セミナー内容:T.J.Screwの構造，適応・手技とそのコツなど．実際に模型を使用して

練習していただきます．

参加申込：裏面の参加申込書に必要事項をご記入のうえ，事務局宛お送りください．

締切日：お申し込みは，3月15日（土）までにお願いします．

ただし，先着順に定員50名になり次第，締め切らせていただきます．

参加の可否は，参加申込書下欄の確認害でご連絡させていただきます．

催：第46回日本手の外科学会学術集会

メイラ株式会社

土
〈

申込み・お問合せ先

第46回日本手の外科学会学術集会登録事務局

有限会社ヒズ・プレイン内

〒468-0063名古屋市天白区音聞山1013

TELO52-836-3511/FAXO52-836-3510

E-mail:nagoya46@jssh.grjp



第46回日本手の外科学会学術集会登録事務局FAXO52-836-3510

申込み締切：3月15日（土）必着

ランチョンセミナーIHToJ.ScrewSystemを用いた靱帯再建手技

参加申込書

ふりがな

氏名

勤務先

連絡先：口勤務先n自宅
〒

TEL

E-mail:

日整会単位：口要、不要

F A X

※下記は事務局使用欄です．何も書かないでください．

確 認害



財団法人中山科学振興財団

第12回・平成15年度褒賞・助成候補者募集

詳細はホームページhttp:"Www.nakayamashoten.cojp/(4月10日UP)をご覧ください．

平成15年度テーマ「手と指」

ヒトをはじめとする霊長類の手と指は，これを使って外界の事物と直接的に接触し，外界から

の作用を確認するための最も重要な運動・感覚器官である．触れること，掴むこと，そして触れ

たり掴んだりしたものを操作すること，あるいはこれを避けることは，生物体が環境に適応して

生きてゆくために必須の能力である．今日，このような能力の源泉である手と指に関する研究は，

手と指の構造，発生，進化，そしてその機能と機能障害を対象とするにとどまらず，ニューロン

ネットワーク研究やロボットエ学における研究の対象ともなっている．さらに，手と指のもつざ

まざまな文化的な意味は，文化人類学やコミュニケーションの研究対象ともなっている．今年度

のテーマ「手と指」は，これらすべての分野の研究を対象とするものである．「手と指」にかかわ

る幅広い分野の研究者からの応募を求めたい．

犀~画~實~天~罰］名300万円(他薦による）
＊本年度テーマに関する人間の科学について，優れた業績を残した研究者であること．

両面寳葵厨司】名Ⅱ00万円(他薦による．原則として応募締切時40歳未満）
＊本年度テーマに関する人間の科学について，独創的な研究をしていること．

耐~壷~莇~詞若干名50~200万円
＊本年度テーマに関する人間の科学について，独創的な研究を対象とする．

眉漂麦蔬莇詞
＊人間の科学に関する将来有望な研究者であり，国際的な振興に役立つこと．当該年度中に渡

航の予定があること．なお，本年度テーマに直接関係のないものも選考対象としますが，単

に学会出席のみの応募は原則として認めません．

①海外渡航助成若干名10～50万円

②海外研究者受入助成若干名10～50万円

応募期間：2003年4月15日（火）～6月15日（日）（必着）

発表：2003年9月23日（火）

応募方法：応募要項など詳細は下記ホームページをご覧ください．申請書類はそこからダウンロ

ードするかFAXにてご請求<だきい、

http:"www.nakayamashoten.coqjp/(4月10日より）

正迦X:03-S804-2112(4月10日より）

〒113-8666東京都文京区白山2-25-14（中山書店内）

財団法人中山科学振興財団事務局
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－第46回日本手の外科学会一

学術集会に関するアンケート

学術集会にご参加の有無にかかわらずご回答くだきいますようお願いします．

1．学術集会の会期について

今回は学術集会会期を従来の木曜日・金曜日から，金曜日・土曜日に変更しました．このことに

ついてお尋ねします．

口今回の方が参加しやすい

口従来の方が参加しやすい

□どちらともいえない

2． 学術集会に

口参加した 口参加しなかった

※学術集会にご参加の方にお尋ねします．

1．演 題 数 多 す ぎ る 適当

2．会場数 多すぎる 適当

少ない

少ない

3．日程について

□2日間でよい □3日間にし，会場数を少なくすべき

4．演題の内容について

すべての演題内容についてのご意見を自由にお書きください．

5．その他自由にご意見をお書きください．

必ずいずれかに○印をお付けください
rーーー ー---ーーーーー一・・･・・・･･＝－0口‘ﾛ、‐‐－，■'ー‘ﾛ,!・・~・ロ･･･ロ一・口一・・一一一‘■,一一・・一一一‘■・・・~‘一・■‘一一一一一・■'一一一一一一・・･････ロロロロローロ･･･!■、｡一一一一一一一一・・'－1･’1．．－－－－－－－－－---

大 学勤務病院勤務開業その他（）I卒後年
一一ーーーーー－－ーーーー‐ーーー■■一一一一一-一一－一一一ーー■■■■一一一一＝一一一一一一－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一■■■■ー■■■■一一一一一一一一一一一一一一一一■■一一一一一一一一一一一一一一－－－－－－－－－－一一一一一一一

学術集会会場の総合受付にご提出していただくか，

日本手の外科学会事務局宛FAX(052-836-3510)でお送りください．



第46回

日本手の外科学会学術集会

プログラム・抄録集

一
云
《
云

長
期
場

中村蓼吾（名古屋大学手の外科学教授）

平成15年4月18日（金）・19日(土）

名古屋国際会議場

名古屋市熱田区熱田西町1－1

TELO52-683-7711(代）

《
云

日本手の外科学会第9回春期教育研修会
一
云
《
云

期
場

平成15年4月20日（日）

名古屋国際会議場白烏ホール



第46回日本手の外科学会学術集会プログラム委員

青木 光広

石田治

今村宏太郎

落合直之

金谷 文則

黒島永嗣

酒井直隆

瀧川宗一郎

田中英城

中 島英親

西島直城

平瀬雄一

堀内 行雄

水関隆也

村 上恒二

麻生邦一

石突正文

薄井正道

香月憲一

河井秀夫

斉 藤覚

貞廣哲郎

田鴫光

富田泰次

中土幸男

西田淳

平田仁

牧裕

三浪三千男

矢島弘嗣

池田和夫

伊藤聰一郎

岡義 範

勝 見 泰 和

川端 秀彦

斎藤英彦

鈴木康

多田 浩一

仲 尾 保 志

長野昭

橋詰博行

福居顯宏

政田和洋

南川義隆

梁瀬義章

石黒隆

伊原公一郎

荻野利彦

加藤博之

清重佳郎

酒井和裕

関谷勇人

田 中 寿 一

長岡正宏

西川真史

浜田良機

二 見俊 郎

松下和彦

宮坂芳典

龍順之助

（敬称略，

(60名）

五十音順）
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第46回 日本手の外科学会の開催にあたって

会長中村蓼吾
（名古屋大学手の外科学教授）

これまでに名古屋大学で手の外科学会を主催させていただいたのは，第21回（昭和53

年中川正会長)，第31回（昭和63年三浦隆行会長）の2回ございます．今回,15年

ぶりに会員の皆様のご支援により，名古屋で開催できますことは名古屋大学手の外科，整

形外科同門の慶びとするところでございます．

今回は，名古屋国際会議場を会場に4月18日（金），19日（土）の2日間に学術集会を

行い，20日（日）に教育研修会を開催します．

第46回日本手の外科学会の基本理念は「21世紀手の外科の挑戦と展望」といたしまし

た．学術面からは，「21世紀に何をすべきか，何が求められているか」を追求する会にで

きないかと考え，プログラム編成に努めてきました．また，運動器外科でのidentityをさ

らに高めることと同時に，医学の他分野や社会から確かなidentityを認められるよう努力

することもなすべき一つと考えました．

招待講演Iでは名古屋大学上田教授（口腔外科）に“広がる再生医療の世界”と題し

講演していただきます．先生は平成14年12月に第5回国際組織工学学会会長を務めた研

究者であるだけでなく，社会的活動にも積極的に取り組まれJ-TEC社などの立ち上げの

オルガナイザーでもあります．手関節領域では，ワシントン大学（シアトル）のTrumble

先生が"Intra-articularFracmresandMalunionsofDistalRadius"と題して招待講演Ⅱを行い

ます．先生はバイオメカニクスに精通した臨床家です．バルセロナのGarcia-Elias先生は

"CurrentConceptandPerspectivesofCarpallnstability"と題し，招待講演Ⅲを行います．欧

州，米国の両方のオーソリティーから豊富な学識に基づいた講演が聴けるものと楽しみに

しております．また，フィラデルフィアハンドセンターのOsterman先生が"Advanced

WristArthroscopyNowandintheFuture"の題で18日（金）にイブニングレクチャーを行い，

ざらに19日（土）のシンポジウムに参加します．またバンコクからSongcharoen先生をお

招きし"NerveTransferfOrBrachialPlexuslnjuries''の題で19日（土）にイブニングレク

チャーを担当していただきます．このほかイブニングレクチャーでは弘前大学藤哲教

授，北海道大学三浪明男教授，聖隷浜松病院手の外科・マイクロサージャリーセンター

長斎藤英彦先生の講演を予定しております．

シンポジウムI"手の外科とAdvancedTechnology''には遺伝子解析，遠隔手術，ド

ラッグデリバリーシステムなどの最先端の研究者にご講演をいただきます．たとえ1人で
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あっても新たな手の外科の展望を切り開く契機をつかんでいただければ，慶びとすると

ころです．シンポジウムⅢでは“手関節障害への挑戦と展望”と題し，近年の手関節外

科の成果を発表していただきます．

パネルディスカッションにはI."手の外科の社会対応一専門医制をどう考える

か－"，Ⅱ．“先天異常手の治療の工夫"，Ⅲ．“末梢神経外科の新戦略"，Ⅳ．“手のリハ

ビリテーションの工夫'',V."上肢CRPSの診断と治療”の5題を用意しました．社会対

応では専門医認定制協議会理事長酒井紀先生（東急病院院長）にお話いただく予定

です．またCRPSでは真下節先生（大阪大学麻酔科教授),小川節郎先生（日本大学麻

酔科教授)，宮岡等先生（北里大学精神科教授）が参加されます．18日（金）のラン

チヨンセミナーでは昨年好評であった“開業医大いに語る”を見習い“開業医・勤務医

大いに語る－DaySurgery-"を予定しました．

このほか手の先天異常懇話会，名古屋大学整形外科石黒直樹教授の“整形外科領域

における消炎鎮痛治療：関節症の病態と痙痛治療”と田中寿一先生の"T.J.ScrewSystem

を用いた靱帯再建手技”を予定しました．田中寿一先生の講演は事前申し込みとなりま

す．別紙にてご案内いたしますのでお早めに申し込みくだきい、19日（金）のランチョ

ンセミナーでは中村純次先生の“手の外科における保険診療"，名古屋大学環境医学研究

所佐藤純助教授の"CRPSのとらえ方",烏居修平名古屋大学形成外科教授の“皮

弁一最近の進歩一”の3題を予定しました．

いずれの企画におきましても座長をお願いしている先生をはじめ，多くの先生にご協

力いただきました．厚く御礼申し上げます．

一般演題は361題と最多数の申し込みをいただきました．プログラム委員の先生方の採

点結果から322題（採用率89.2％）を採用させていただきました．

併行開催行事の末梢神経を語る会は18日（金）に行います．18B(金）イブニングレ

クチャーと末梢神経を語る会が終了後の午後7時から全員懇親会を予定しました．多くの

手の外科の大家，大先輩と知り合いになれる，よい機会になります．また同門会などの

計画がありましたら，一旦全員懇親会でお集まりいただき，喉をうるおしてからおでか

けいただければ幸いです．多数ご参加くだきい、

教育研修会は20日（日）になります．日整会のリウマチ1単位も予定しました．第15

回日本ハンドセラピイ学会学術集会は20日（日）に開催します．

このように沢山の企画を用意しました．学会が実りあるものとなりますよう更に努力

する所存です．多くの先生のご参加をお待ちいたします．
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1．参加者へのお知らせ

1．参加登録

名古屋国際会議場1階アトリウムロビーの総合受付で4月18日（金)･19日（士）

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さい．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．

※事前登録をお済ませの方は，受付で参加登録章をご提示のうえ，ホルダーをお受

け取りください．

※第9回春期教育研修会については，4月20日（日）は午前8：30から名古屋国際会

議場4号館1階白烏ホール前で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．所定の申込害に記入後，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

名古屋国際会議場1階アトリウムロビーに設置いたします．

4．呼び出し

緊急の場合のみ各会場でサブスライドによる呼び出しをいたします．イベントホー

ル内のメディアセンター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

会員は必ずご持参ください．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

巻頭に綴込んでありますアンケートは必ずご記入のうえ，アンケート回収箱にお入

れいただくか，学術集会にご参加きれない方は事務局宛FAXでお送りください．

9．全員懇親会

4月18日（金）午後7時からイベントホール内において全員懇親会を開催いたしま

す．参加費は無料です．是非ご参加<だきい、

－11－



2．発表者へのお知らせとお願い

口演発表

1．今回の口演発表につきましてはPCのみの発表とさせていただきます．

1．演者ご自身のラップトップコンピューターをご持参ください．

なお，外部出力に特殊なコネクターが必要な場合はコネクターもご持参いただ

くようお願い申し上げます．事務局でPCの用意はしておりませんので,MO,

CD-R,フロッピー,Zipなどデータのみのお持込はできません．

2．メディアセンターで，お持込いただきましたPCをRGBモニターに接続し，出力

を確認してくだきい、また，発表セッション30分前までに各自次演者席にPCを

ご持参いただきますようお願いします．

※詳細はホームページ上でご案内しておりますので，ご参照ください．

2．口演時間

一般演題は口演6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きい、

3．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．

4．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Ⅱの発表時間は10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．

3．受付

メディアセンターの試写機で頭出しを行い，発表30分前までに提出してくだきい、

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

検討のうえで，ビデオライブラリーに加えぎせていただくことがありますので，あ

らかじめご了承ください．

－12－



ポスター演題

1．設営および撤去

設営時間4月18日（金）8：00～9：30

撤去時間4月19日（土)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しま

す．

2．演題発表用ボードについて 20cm70cm

← 崖一

3．

演題No． 演題名，所属，演者名

180cm

本文

熱鯨蘆鰹轆鶚臺""I
ください（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．

発表について

発表，討論は座長の指示により行ってく発表，訂揃は哩反の宿不によりイ丁ってく－
90cm

ださい．

発表時間は3分，討論2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．

優秀演題賞について

ご発表いただいた演題の中から，優秀な演題に対し表彰を行います．

優秀賞は4月18日（金）16：50に総合受付に掲示し発表します．

表彰は閉会式で行いますので，受賞者の方は総合案内にお立ち寄りいただき，閉会

式にご出席いただきますようお願いします．

－13－



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15分前までに次座長席にご着席<だきい、

ポスター演題はポスター会場前の受付で資料をお受け取りください．

2．進行は時間厳守でお願いします．

発言される皆様へ

1．あらかじめマイクの前に立って，

潔に発言してくだきい、

2．単なる追加発言はご遠慮ください．

座長の指示に従い所属・氏名を述べたのち簡
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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．

2．受講単位は1演題（1時間）につき1単位です．

※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．

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害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．なお，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きい、

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，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17日（木）11：30～15：00

会場：名古屋マリオットアソシアホテル17階楠の問

〒450-6002名古屋市中村区名駅1-1-4

TELO52-584-1111

評議員会

日時：4月17日（木）15：30～18：00

会場：名古屋マリオットアソシアホテル16階アイリス

総 《
云
両
口
今
云

時：4月18日（金)15:40～16:50

場：第1会場（名古屋国際会議場センチユリーホール）

6．併催学会のお知らせ

第41回手の先天異常懇話会

日時：4月18B(金)12:40～13:40

会場：第5会場

参加費:1,000円

※昼食をご用意します．

第26回末梢神経を語る会

日時：4月18日（金）17：00～19：00

会場：第2会場

参加費:1,000円

第15回日本八ンドセラピイ学会学術集会

日時：4月20日（日）9：40～15：30

会場：名古屋国際会議場141.142会議室

参加費：医師（日手会会員）無料（抄録集代は別途500円いただきます）

会員3,000円

非会員5,000円

学生 500円
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日整会教育研修単位が認定されております．

日時：4月20日（日）8：30～15:30

会場：名古屋国際会議場4号館1階白鳥ホール

参加費：参加費2,000円

※受講単位が不要な場合でも，参加費の納入は必要です．

受講料：演題1～3（完全受講で）2単位2,000円

演題41単位1,000円

演題5～6（完全受講で）1単位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さい．

プログラム

受付開始

榛骨遠位端骨折の治療

酒井和裕（山口県立中央病院整形外科）

絞拒性神経障害の診断と治療

池田和夫（金沢大学整形外科）

麻揮手の再建

橋爪長三（新生病院）

リウマチ手伸筋腱障害の治療

政田和洋（大阪労災病院整形外科）

上肢先天異常の治療

多田浩一（関西労災病院整形外科）

手根不安定症の診断と治療

堀井恵美子（名古屋大学手の外科）

8:00~

1．8：30～9：20

2．9：30～10:20

3．10:30～11:20

4．12:30～13:30

5．13：40～14：30

6．14：40～15：30
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下記ビデオはポスター会場（名古屋国際会議場イベントホール）で閲覧できます．

なお，希望きれる会員には実費（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．

2002年度最新版
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巻数 タイトル 講師

1 腱移行術 津下健哉

2 手の外科医に必要な皮弁の挙上法 土田芳彦他

3 僥骨遠位端骨折に対する種々の手術的治療法 斎藤英彦他

4 鏡視下手根管開放術 奥津一郎他

5 手関節鏡 玉井和夫他

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

福居顯宏

黒島永嗣

7 HerbertScrewによる舟状骨偽関節手術 井上五郎

8 腕神経叢損傷全型麻蝉の再建手術:DoubleFreeMuscleTransmr法（新版） 土井一輝

9 リウマチ手関節の手術 政田和洋

10 母指再建術①② 川端秀彦他

11 母指再建術③④ 稲田有史他

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

13 手の外科手術手技（1） 哉
治

健
研

下
森

津
木

14 手の外科手術手技（2） 哉
治

健
研

下
森

津
木

15 手の外科手術手技（3） 哉
治

健
研

下
森

津
木

16 手の外科手術手技（4） 哉
治

健
研

下
森

津
木

17 手の外科手術手技（5） 哉
治

健
研

下
森

津
木

18 手の外科手術手技（6） 哉
治

健
研

下
森

津
木

19 手の外科手術手技（7） 哉
治

健
研

下
森

津
木

20 指尖切断の被覆法 土井一輝他



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,m1,1,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,Wlkmann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ANewSensoryFlapfbrReconstructionoftheSevere'IIplnjury:
UniqueFIowNeurovascularlslandFlap

MasyukiSawaizmm,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,Fi9.1,Fig.2…，′Ihblel,'IHble2…，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,BeckenbaughRD,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:LichtmanDM,ed.TheWdstandits

Disorders,Philadelphia,WBSamdersCo: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．
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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

註①；論文分類区分

A、 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

A－4筋・腱

A-5神経

A-6血管

A-7骨

A-8関節

A-9皮層

A-10その他

有限会社ヒズ・プレイン内

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

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痙性麻痩

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
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第46回日本手の外科学会学術集会日程表
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ボスター設営手関節障害

座長：石突正文

1-4-1～5

腱鞘炎

座長：浦部忠久

1-5-1～6

開会式

手根管症候群1

座長：奥津一郎
1-3-1～5

手根管症候群2

座長：勝見泰和
1-3-6～9

ビデオ1

手の手術

座長：松下隆
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TFCC2

座長：平山隆三

1-4-10～13手根管症候群3

座長：前田登

1-3-10～13

手根管症候群4

浅見昭彦1-3-14～16

末梢神経損傷

座長：中土幸男
1-3-17～21

パネルディスカッション11

先天異常手の

治療の工夫

座長：荻野利彦
堀井恵美子

1－P2-l～7

シンポジウムI

手の外科とAdvancedTechnology
座長 ： 越 智 光 夫

池田和夫
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第46回日本手の外科学会学術集会プログラム

【第旧4月18日（金） b

第1会場

8：40～8：50開会式 会長中村蓼吾（名古屋大学手の外科）

8：50～9：50招待講演I

座長：中村蓼吾（名古屋大学手の外科）

広がる再生医療の世界

名古屋大学大学院医学研究科頭頚部感覚器外科学講座（顎顔面外科）上田実．．…･Sl

10

1-Sl-1

l-S1-2

l-S1-3

1-S1-4

1-Sl-5

l-S1-6

00～12－12：30シンポジウムI手の外科とAdvancedTechnology

座長：越智光夫（広島大学整形外科）

池田和夫（金沢大学整形外科）

手の外科領域の神経磁界計測

順天堂大学整形外科岩瀬嘉志他……

遠隔手術

東京大学大学院工学系研究科産業機械工学専攻光石衛

胎内手術

広島大学整形外科石田治他・…・・

TissueEngineeringによる組織再生のための微量細胞増殖因子の定量

慶應義塾大学整形外科仲尾保志他……

コラーゲンを用いた成長因子のドラッグデリバリーシステム

住友製薬（株）製剤技術研究所前田美穂

骨・関節疾患の遺伝子解析とテーラーメイド医療

一臨床から基礎へ，基礎から臨床へ－

理化学研究所遺伝子多型研究センター

変形性関節症関連遺伝子研究チーム池川志郎

-31-
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13：50～15：30パネルデイスカッションI

手の外科の社会対応一専門医制をどう考えるか一

座長：藤澤幸三（鈴鹿回生総合病院整形外科）

高山真一郎（慶應義塾大学整形外科）

1-Pl-1日本の専門医制度の現状と問題点

専門医認定制協議会酒井紀……S5

l-Pl-2専門医制をどう考えるか一米国手の外科学会専門医制度(CAQ:CertificateofAdded

Qualification)の現状から－

聖マリアンナ医科大学整形外科別府諸兄他……S5

1-P1-3保険制度から見た手の外科専門医制度の必要性

小郡第一総合病院整形外科土井一輝……S6

1-Pl-4サブスペシャリテイとしての手の外科専門医一学会在り方検討委員会の立場から－

大阪医科大学整形外科阿部宗昭……S6

1-P1-5開業医からみた手の外科専門医制度

麻生整形外科クリニック麻生邦一……S7

l-P1-6形成外科医の立場から

新潟 大学形成外科柴田実……S7

《
云15：40～16：50総

17：00～18：00イブニングレクチャーI

座長：薄井正道（東北海道病院整形外科）

EL1-1上肢における骨延長術

弘前大学整形外科藤哲……S8

ELl-2上肢における血管柄付き骨移植術

北海道大 学 整 形 外 科 三 浪 明 男 他 … … S 9

18：00～19：00イブニングレクチャーII

座長：金谷文則（琉球大学整形外科）

EL2AdvancedWristArthroscopy-NowandintheFuture-

ThePhiladelphiaHandCenter,Philadelphia,PA,USAA.LeeOsterman……S10

全員懇親会（於イベントホール）19：00～
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第2会場

8：50～9：50ビデオ1手の手術

座長：松下隆（帝京大学整形外科）

1-2-l骨性マレット指に対する小切開ピンニング法の実際

日本医科大学整形外科青木孝文他……Sll

l-2-2手術用手袋とK-wireを利用した早期運動可能なPI円骨折牽引療法

帝京大学整形外科黒島永嗣……S11

1-2-3自家考案皮下腱鞘切開刀によるばね指の手術手技

東京歯科大学市川総合病院整形外科高橋正憲他……S12

l-2-4指尖部切断再接着術一静脈吻合の意義と重要性一

小郡第一総合病院整形外科服部泰典他……S12

l-2-5新しい再接着一指尖爪部切断例に対するgraft-napの実際一

埼玉成恵会病院・埼玉手の外科研究所平瀬雄一他……S13

l-2-6舟状骨偽関節に対する血管柄付き骨移植術の手術手技

奈良県立医科大学整形外科小畠康宣他……S13

9：50～10：40ビデオ2Kienb6ck病の手術

座長：貝田英二（愛野記念病院整形外科）

1-2-7創外固定器牽引によるキーンベック病の治療経験

会津中央病院整形外科古月顕宗他……S14

1-2-8キーンベツク病に対する圧迫プレートシステムを用いた榛骨短縮骨切り術

新潟手の外科研究所牧裕他……S14

l-2-9外傷後壊死に陥った月状骨に対する僥骨よりの血管柄付き骨移植

県 立三 室病院整形外科福居顯宏他……S15

l-2-10KienbOck病に対する僥骨からの有茎血管柄付き骨移植術

奈良県立医科大学整形外科重松浩司他……S15

l-2-11キーンベツク病に対する有茎僥骨移植を用いた月状-三角骨間固定術

大 阪 厚 生 年 金病院整形外科正富隆……S16

10：50～12：30シンポジウムIIKienb6ck病の手術（ビデオ）

座長：多田浩一（関西労災病院整形外科）

中尾悦宏（名古屋大学手の外科）

1-S2-1Lichtmanstage3Bキーンベツク病に対するSTT関節固定術

大阪労災病院整形外科安田匡孝他……S16

l-S2-2有茎血管柄付僥骨移植によるキーンベツク病の治療

小郡第一総合 病 院 整 形 外 科 土 井 一 輝 他 … … S 1 7

1-S2-3血管柄付き僥骨移植によるキーンベック病の治療成績

北野病院整形外科藤尾圭司他……S17

l-S2-4進行期キーンベツク病の治療一腱球移植術十仮sTT(sc)固定術一

奈良県立医科大学整形外科矢島弘嗣他……S18
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1-S2-5キーンベツク病に対する月状骨摘出と舟状-三角骨間靱帯形成術

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……S18

l-S2-6KienbOck病に対するセラミック人工月状骨置換術

藤田保健衛生大学整形外科鈴木克侍他……S19

12：40～13：40ランチョンセミナーI開業医・勤務医大いに語る－DaySurgeⅣ一

座長：貞廣哲郎（医療法人ハンズ高知フレッククリニック）

土井－輝（小郡第一総合病院整形外科）

LSl-IDaysurgeryserviceに現状の日本の医療保険情勢の中で取り組むための問題点
医療法人ハンズ高知フレツククリニック貞廣哲郎……S19

LSl-2整形外科デイサージヤリーの現況と問題点

小郡第一総合病院整形外科土井－輝……S20

LSl-3Daysurgeryに対する200床以上の病院の経営的立場から

熊本機能病院整形外科中島英親……S20

LS1-4一人開業医におけるdaysurgery

麻生整形外科クリニック麻生邦一他……S21

LSl-5外来膝鏡視下手術

奈良新大宮整形外科藤澤義之……S21

13：50～14：40模骨遠位端骨折1

座長：柳原泰（山王病院整形外科）

1-2-12僥骨遠位端骨折の地域疫学調査（岩手県）

鴬宿温泉病院整形外科薄井知道他……S22

l-2-13骨密度の減少と榛尺骨遠位端骨折の予後について

中 野 総 合病院整形外科冨岡秀樹他……S22

l-2-14軟部組織損傷を伴う榛骨遠位端関節内骨折のX線,CT像の検討

清恵会病院整形外科寺浦英俊他……S23

1-2-15受傷時X線による僥骨末端骨折の不安定性スコアの有用性について

福岡大学筑紫病院整形外科塩田悦仁他……S23

l-2-16僥骨遠位端骨折変形治癒に伴う手根骨配列異常

名古屋大学手の外科矢崎尚哉他……S24

14：40～15：30模骨遠位端骨折2

座長：佐々木孝（済生会神奈川県病院整形外科）

l-2-17Non-bridge型創外固定器による僥骨遠位端骨折の治療

東邦大学第二整形外科戸部正博他……S24

1-2-18高齢者の不安定型僥骨遠位端骨折に対するnon-bridging創外固定術の術後成績

横須賀北部共済病院整形外科坂野裕昭他……S25

l-2-19X線透過性non-bridging型Compack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……S25
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l-2-20

1-2-21

極小non-bridgingtype創外固定器を用いた僥骨遠位端骨折の短期治療成績

-X線成績とADL障害について－

大田原赤十字 病 院 整 形 外 科 山 部 英 行 他 … … S 2 6

僥骨遠位端骨折に対するnon-bridging創外固定法の治療成績

新潟県立中央病院整形外科 田 中 英 城 他 … … S 2 6

17：00～19：00 第26回末梢神経を語る会

19：00～ 全員懇親会（於イベントホール）

－35－



第3会場

8：50～9：40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-l手根管開放術後の手掌部痛の検討

金沢大 学 整 形 外 科 池 田 和 夫 他 … … S 2 7

1-3-2手根管症候群における横手根靱帯の切離部位と術後pillarpainとの関係

東京逓信病院整形外科沖永修二他……S27

l-3-3手根管症候群手術時にみられた正中神経反回枝の変異

い まむら整形外科医院今村宏太郎……S28

1-3-4特発性手根管症候群における母指球筋枝走行パターンの検討

白河厚生総合病院整形外科立原久義他……S28

1-3-5手根管症候群における正中神経掌側皮枝領域の知覚障害一第2報：電気生理学的検討－

札幌医科大学整形外科和田卓郎他……S29

9：40～10：20手根管症候群2

座長：勝見泰和（明治鍼灸大学附属病院整形外科）

l-3-6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一第2報一

虎の門病院整形外科中道健一他……S29

l-3-7手根管症候群患者における正中神経内圧と手根管内圧

日本赤十字社医療センター整形外科奥津一郎他……S30

1-3-8鏡視下手根管開放術と従来法の術後正中神経機能に対する影響

諏訪赤十字病院整形外科内山茂晴他……S30

1-3-9手根管症候群に対する鏡視下法と従来法の比較-Prospectiverandomizedsmdy:第3報一

福島県立医科大学整形外科江尻荘一他……S31

10：30～11：10手根管症候群3

座 長：前田登（東海病院整形外科）

1-3-10石灰沈着による手根管症候群

友 紘 会 総合病院整形外科難波二郎他……S31

l-3-ll弾擢指を伴った手根管症候群の臨床的および組織学的検討

佐 賀医科大学整形外科石井英樹他……S32

1-3-12弾発指を合併した手根管症候群の検討

熊本機能病院整形外科原田香苗他……S32

l-3-13特発性手根管症候群に合併した狭窄性腱鞘炎の検討（第2報）

鈴鹿回生総合病院整形外科森田哲正他……S33

11：10～11：40手根管症候群4

座長：浅見昭彦（佐賀医科大学整形外科）

1-3-14長期血液透析患者における再再発手根管症候群に対する浅指屈筋腱抜去術

日本赤十字社医療センター整形外科喜多島出他……S33
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1-3-15

l-3-16

ギオン管をpulleyとして利用した新しい母指対立再建術

愛野記念病院整形外科

投球時の骨頭と広背筋腱による腋窩神経障害

慶友整形外科病院

辻本律他……S34

辻野昭人他……S34

11：40～12：30末梢神経損傷

座長：中土幸男（国立長野病院整形外科）

1-3-17指神経損傷治療例の検討

大 垣 市 民病院整形外科千田博也他……S35

l-3-18指尖部有痛性神経腫に対する神経血管柄付き島状皮弁を用いた治療

京都大学整形外科柿木良介他……S35

1-3-19神経端側吻合の臨床応用

三重大学整形外科平田仁他……S36

1-3-20知覚神経の端側縫合

新潟県立新発田病院整形外科岩渕泰宏他……S36

1-3-21人工神経による四肢末梢神経損傷への臨床応用

奈良県立医科大学救急医学稲田有史他……S37

12：40～13：40ランチョンセミナー1I

座長：龍順之助（日本大学整形外科）

LS2 整形外科領域における消炎鎮痛治療：関節症の病態と瘻痛治療

名古屋大学整形外科石黒直樹……S38

13：50～14：50肘部管症候群

座長：立花新太郎（虎の門病院整形外科）

1-3-22透析患者における肘部管症候群の発症について

釧路赤十字病院整形外科射場浩介他……S39

l-3-23Prospectivestudyによる肘部管症候群術後回復過程の検討

東京大学整形外科川野健一他……S39

1-3-24Semmes-Weinsteintestを用いた肘部管症候群の術後感覚機能の検討

浜松医科大学整形外科大村威夫他……S40

l-3-25小皮切による肘部管症候群の治療成績

駿河台日本大学病院整形外科長岡正宏他……S40

1-3-26内視鏡視下肘部管開放術の術後成績一内側上顎切除術併用症例の検討一

医療法人鶴田整形外科鶴田敏幸他……S41

1-3-27肘部管症候群に対する尺骨神経皮下制動前方移動術の治療成績

東 北 労 災 病院整形外科信田進吾他……S41
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14：50～15：30画像診断

座長：>中永修二（東京逓信病院整形外科）

1-3-28月状骨に発生した襄腫様骨透亮像-X線所見と臨床像について－

北里大学東病院整形外科小林明正他……S42

l-3-29AhandCTを用いた舟状骨humpbackおよび月状骨，舟状骨の位置関係

l-3-30

l-3-31

三豊総合病院整形外科

上腕骨外上穎炎の超音波診断

大分県済生会日田病院整形外科

変形性肘関節症における3D-CTの有用性

広島大学整形外科

19：00～ 全員懇親会（於イベントホール）

－38－

阿達啓介他……S42

西岡英次他……S43

梶原了治他……S43



第4会場

8：50～9：40手関節障害

座長：石突正文（土浦協同病院整形外科）

1~4-1手関節僥側部痛の病態一舟状骨-大小菱形骨間関節の重要性一

小郡第一総合病院整形外科安部幸雄他……S44

1-4-2高齢者は，若年者と比べて，僥骨S状切痕の遠位尺側への傾斜が緩やかになり，

尺骨ヴァリアンスが大きくなる

香川労災病院整形外科大茂壽久他……S44

1-4-3尺骨突き上げ症候群における手根骨の運動

名古屋大学手の外科建部将広他……S45

1-4-4尺骨茎状突起衝突症候群(ulnarstyloidimpactionsyndrome)の治療経験

兵庫医科大学整形外科奥野宏昭他……S45

1-4-5尺骨と僥骨短縮骨切り術後の遠位僥尺関節変化の比較

新潟中央病院整形外科小泉雅裕他……S46

9：50～10:30TFCC1

座長：香月憲一（国立大阪病院整形外科）

l-4-6手関節三角線維軟骨複合体(TFCC)障害に対するMRIマイクロスコピーコイル

の使用経験

筑波記念病院整形外科田中利和他……S46

1-4-7TFCC損傷に対する保存療法の検討

慶應義塾大学整形外科小野宏之他……S47

1-4-8UInavarianceが三角線維軟骨複合体損傷ならびに鏡視下手術成績に及ぼす影響

弘前大学整形外科工藤悟他……S47

l-4-9FoveaでのTFCC損傷による遠位僥尺関節不安定症の診断と治療

北 野 病院整形外科藤尾圭司他……S48

10：30～11:10TFCC2

座長：平山隆三（旭川赤十字病院整形外科）

1-4-10TFCC損傷と合併症の治療について

神戸・北野異人館通クリニック柴田節子他……S48

1-4-11外傷性TFCC損傷に対する鏡視下縫合術

岡 山大学整形外科三輪啓之他……S49

1-4-12尺骨茎状突起基部のTFCC損傷に対する直視下縫合術

札幌医科大学整形外科相木比古乃他……S49

l-4-13尺骨突き上げ症候群に対するSennwald法の治療成績

岩手医科大学整形外科古町克郎他……S50
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11：10～12:10DRUJ

座長：橋詰博行（岡山大学整形外科）

1-4-14遠位僥尺関節不安定症に対する定量評価の新しい試み－第1報正常編一

聖マリアンナ医科大学整形外科松岡珠理他……S50

l-4-15遠位僥尺関節stiffnessに対する動的安定化機構

北海道 大 学 整 形 外 科 藤 本 理 代 他 … … S 5 1

1-4-16遠位僥尺関節不安定症に対する尺骨短縮骨切り術の効果一機能解剖を中心に－

聖マ リア ンナ 医科大学整形外科笹尾三郎他……S51

1-4-17遠位僥尺関節背側脱臼に対する観血的治療の検討

熊本整形外科病院田嶋光他……S52

1-4-18遠位僥尺関節掌側脱臼の治療経験

熊本整形外科病院整形外科米嵩理他……S52

1-4-19遠位僥尺関節障害に対するSauve-Kapandji法の長期成績

名 古 屋大学手の外科稲垣弘進他……S53

13：50～14:30Kienb6ck病1

座長：瀧川宗一郎（昭和大学豊洲病院整形外科）

l-4-20実験的骨壊死のMRI信号変化

慶應義塾大学整形外科長田夏哉他……S53

1-4-21キーンベック病に対する僥骨骨切り術後のX線学的検討

名古屋 大 学 手 の 外 科 洪 淑 貴 他 … … S 5 4

l-4-22キーンベツク病女性例の検討

北 里 大 学 東病院整形外科只野功他……S54

1-4-23キーンベツク病に対する僥骨骨切り術の臨床成績に影響を与える術前因子

北海道大学整形外科岩崎倫政他……S55

14：30～15:10Kienb6ck病2

座長：浜田良機（山梨大学整形外科）

1-4-24キーンベツク病に対する有頭骨短縮術の治療成績

兵庫医科大学整形外科大迎知宏他……S55

1-4-25KienbOck病に対する僥骨模状骨切り術-Volartiltの変化からみた術後成績の検討一

五 島 中 央病院整形外科角光宏他……S56

l-4-26舟状骨無腐性壊死に対する血管柄付き第2中手骨移植術の検討

済生会新潟第二病院整形外科牧野正晴他……S56

l-4-27キーンベツク病に対する血管柄付き骨移植術の手術成績

信州大学整形外科村上成道他……S57

19：00～ 全員懇親会（於イベントホール）
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第5会場

8：50～9：50腱鞘炎

座長：浦部忠久（足利赤十字病院整形外科）

1-5-1腱鞘炎発症におけるELAM-1(E-selectin)の関与について

藤田保健衛生大学第二教育病院整形外科寺田信樹他……S58

1-5-2弾発指皮下腱鞘切開手術

日本赤十字社医療センター整形外科本村朋英他……S58

1-5-3外傷を契機に発症した手指慢性滑膜性腱鞘炎の治療経験

国 立 大 阪 南病院整形外科辺見俊一他……S59

l-5-4PercutaneousTriggerFingerRelease-SafetyandEfficasy-

Dept.ofOrthopaedicsandTraumatology,PrinceofWalesHospital,HongKong

CHWong他………S59

1-5-5ド・ケルバン病の新しい診断法一短母指伸筋腱テストー

麻生整形 外科クリニック麻生邦一……S60

1-5-6短母指伸筋の筋腹の入り込みが原因と思われるdeQuervain病

長野松代総合病院整形外科瀧澤勉……S60

9：50～10：50麻痒と再建

座長：清水克時（岐阜大学整形外科）

l-5-7職業音楽家のフオーカル・ジストニアの病像と治療

宇都宮 大学 工学 部バ イオ メカニクス研究室酒井直隆……S61

1-5-8片麻痒手における爪形態の左右差

関東労災病院整形外科小林康一他……S61

l-5-9脳血管障害例の手指変形，ボタン穴，白鳥頚変形発生の考察

北条病院島津晃他……S62

1-5-10麻痒肩に対する多数筋移行術の術後成績

山 口 大学整形外科橋本貴弘他……S62

1-5-11頚髄症による上肢機能障害に対する再建法の検討

高知医科大学整形外科野口政隆他……S63

1-5-12高位僥骨神経麻庫・上腕二頭筋機能不全合併例に前腕回外再建を行った2例

琉球大学整形外科長嶺順信他……S63

10:50～12:30パネルディスカッションII先天異常手の治療の工夫

座長：荻野利彦（山形大学整形外科）

堀井恵美子（名古屋大学手の外科）

l-P2-1母指形成不全症に対する小指外転筋移行術

-MP関節安定性と母指回内機能獲得を目的とした改良法一

慶應義塾大学 整 形 外 科 高 山 真 一 郎 他 … … S 6 4

1-P2-2母指形成不全に対する母指化術の成績

山 形 大学整形外科荻野利彦他……S64
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1-P2-3

1-P2-4

1-P2-5

1-P2-6

1-P2-7

合指症手術の工夫

長野赤十字病院形成外科岩澤幹直……S65

合指症手術後のweb上昇を防止するための皮弁形成の工夫

埼玉成恵会病院．埼玉手の外科研究所児島忠雄……S65

Type別，母指多指症の長期術後成績

国立東名古屋病院整形外科牧野仁美他……S66

母指多指症二次変形の成因と治療

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……S66

手指の先天異常に対する遊離足趾移植術の工夫

岡山大学形成外科光嶋勲他……S67

12：40～13：40第41回手の先天異常懇話会

13：50～14：30先天異常1

座長：泉類博明（泉類整形外科）

1-5-13母指多指症例一術後長期経過例の検討一

広島県立広島病院整形外科渡捷一他……S67

1-5-14短母指外転筋移行を要した浮遊型母指多指症について

山形大学整形外科柏英雄他……S68

l-5-15植皮片の位置と指のバランスを考慮した合指症手術

東京慈恵会医科大学形成外科内田満他……S68

1-5-16対立可能な三指節母指に対する過剰指節骨切除術

整形外科北新病院石垣大介他……S69

14：30～15：10先天異常2

座長：渡捷一（広島県立広島病院整形外科）

l-5-17裂手治療上の問題点

広島大学整形外科鈴木修身他……S69

1-5-18当科における尺側列形成不全の分類

東 京 慈 恵 会 医科大学形成外科岸陽子他……S70

l-5-19尺骨に発生したfOcalcorticaldepression(仮称）

国立大阪病院整形外科香月憲一他……S70

l-5-20骨形成不全症患者の上肢変形治癒の実態と治療戦略

自衛隊札幌病院整形外科尼子雅敏他……S71

19：00～ 全員懇親会（於イベントホール）
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イベントホール

12：40～13：40ランチョンセミナーIII

座長：井上五郎（豊橋市民病院整形外科）

LS3T.J.ScrewSystemを用いた靱帯再建手技

兵庫医科 大学整形外科田中寿一……S72

ポスタ一A会場

17：00～17：35バイオメカニクス

座長：今枝敏彦（藤田保健衛生大学公衆衛生学）

1-Pa-1MRIによる正常手関節の運動解析

愛光整形外科早川克彦他……S73

l-Pa-2MRIを用いた生体手関節における非侵襲的3次元キネマテイクス研究

大阪大学整形外科後藤晃他……S73

1-Pa-3僥骨遠位端骨折に対する各種掌側プレートの固定力：生体力学的研究

濁協医科大学整形外科長田伝重他……S74

1-Pa-4僥骨遠位端骨折に対する鋼線固定法における骨片支持部の力学的強度

一髄内鋼線固定法と経骨片鋼線固定法の比較一

新居浜立花外科病院整形外科佐伯祐司他……S74

l-Pa-5榛骨遠位端骨折後の背屈変形治癒がDRUJに及ぼす影響ついて－航yj"ostudy-

昭和大学整形外科平原博庸他……S75

1-Pa-6前腕回旋制限に対する至適な回旋骨切り部位

大阪医科大学整形外科白井久也他……S75

l-Pa-7Bone-IOM-Boneを用いた新しい骨間膜の再建方法（第3報)-KinematicStudy-

聖マリアンナ医科大学整形外科藤田正樹他……S76

17：35～17：55舟状骨骨折

座長：角田賢二（整形外科つのだクリニック）

1-Pa-8Acutrakscrewによる舟状骨骨折の治療

みつわ台総合病院整形外科戸島忠人他……S76

1-Pa-9舟状骨骨折に対するBoldscrewの使用経験

戸田中央総合病院整形外科諸橋彰他……S77

1-Pa-10Cannulatedheadlesscompressionscrewを用いた舟状骨骨折の治療

岩手医科大学整形外科田島克己他……S77

1-Pa-11舟状骨偽関節に対する手術療法の工夫

聖マリアンナ医科大学整形外科松下和彦他……S78
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17：55～18：25手関節

座長：坂田桿教（埼玉県立大学保健医療福祉学部）

1-Pa-12尺骨茎状突起骨折に関する生体力学的検討

慶應義塾大学整形外科中村俊康他……S78

1-Pa-13遠位僥尺関節掌側不安定症に対する新しい靱帯再建術

披済会長崎病院整形外科長谷芳文他……S79

l-Pa-14月状骨周囲脱臼の治療経験

尾道市立市民病院整形外科織田道広他……S79

1-Pa-15若年スポーツ選手に発症した有頭骨無腐性壊死の2例

福岡大学整形外科副島修他……S80

1-Pa-16骨壊死に対する血管束移植術におけるFGF-2単回投与の効果について

広島大学整形外科中前敦雄他……S80

1-Pa-17中手骨頚部からの血管柄付骨移植によるキーンベツク病の治療経験

医真会八尾総合病院整形外科面川庄平他……S81

18：25～18：50榛骨遠位端骨折

座長：吉田健治（聖マリア病院整形外科）

1-Pa-18骨延長を要した僥骨遠位骨端線早期閉鎖の経験

駒沢病院整形外科市川亨他……S81

1-Pa-19Non-bridgingtype創外固定器(Compack)の僥骨遠位端骨折固定力における実験的研究

順天堂大学附属順天堂伊豆長岡病院整形外科宮原真他……S82

l-Pa-20中高年者の僥骨遠位端骨折に対するmodifiedKapandjipinning

-固定する鋼線の本数がX線学的成績に与える影響一

帯広 厚生病院整形外科西尾泰彦他……S82

1-Pa-21僥骨遠位骨端離開に対するintra-fOcalpinnmg

済生会山形 病 院 整 形 外 科 清 重 佳 郎 … … S 8 3

l-Pa-22僥骨遠位端骨折に対する掌側からのintrafOcalpinning

青森市民病院整形外科坪健司他……S83

19：00～ 全員懇親会（於イベントホール）

－44－



ボスターB会場

17：00～17:25Dupuytren拘縮

座長：楠瀬浩一（東京労災病院整形外科）

1-Pb-1Dupuytren拘縮modelにおけるγ-interferonのa-SmoothMuscleActin産生抑制の機序

大阪医科大学整形外科田中公生他……S84

1-Pb-2Dupuytren拘縮の術後成績に影響を与える因子の検討－新しい病期分類の提案一

千葉大学整形外科阿部圭宏他……S84

l-Pb-3当科におけるDupuytren拘縮症例の検討-RegionalFasciectomyについて－

大津赤十字病院形成外科齊藤晋他……S85

l-Pb-4当院におけるDupuytren拘縮手術例の検討

日本医科大学整形外科六郷知行他……S85

1-Pb-5Dupuytren拘縮に対する部分的開放療法

東京都済生会中央病院整形外科亀山真他……S86

17：25～17：45マイクロサージヤリー

座長：福居顯宏（奈良県立三室病院整形外科）

1-Pb-6ポリ-L-乳酸ピンによる切断指の骨接合一長期経過例のピンの吸収について－

共和病院形成外科荒田順他……S86

l-Pb-7切断指再接着における偽関節例の検討

金沢医科大 学 形 成 外 科 島 田 賢 一 他 … … S 8 7

l-Pb-8Hemipulpnapによる指腹部軟部組織再建

東京慈恵会医科大学形成外科松井瑞子他……S87

1-Pb-9前腕重度外傷例に対する腱剥離，腱移植後の皮弁移植術による組織再建

大阪市立大学整形外科五谷寛之他……S88

17：45～18:00CRPS

座長：川端秀彦（大阪府立母子保健総合医療センター整形外科）

1-Pb-10疾痛の研究における新しい動物実験モデル

ー細胞外電極記録における長時間観察ラットー

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……S88

l-Pb-11ラットCCImono-neruopathyモデルの異所性発火に対するノイロトロピンの抑制効果

旭川医科 大学整形外科中村智他……S89

1-Pb-12整形外科的手術の適応となったCRPStypel8症例の検討

大阪大学生体機能調節医学講座（麻酔科）井上隆弥他……S89

18：00～18：15再生医療

座長：稲田有史(奈良県立医科大学救命救急センター・救急医学）

l-Pb-13肋骨肋軟骨移植術に関する実験的研究

HandCenterofWesternNewYork,Dept・ofOrthopaedicSurgery,

StateUniversityofNewYork,Buffalo佐藤和毅他……S90
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l-Pb-14

l-Pb-15

ヒツジ間葉系幹細胞を用いたバイオ月状骨

マサチューセッツ大学医学部

Tissueengineeringによって作成した再生指骨の長期結果

一超高分解能X線断層撮影法を用いた検討－

近畿大学形成外科

野々村秀彦他……S90

磯貝典孝他……S91

18:15～18:45腫瘍

座長：田中英城（新潟県立中央病院整形外科）

1-Pb-16腱鞘ガングリオン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……S91

1-Pb-17上肢腫瘍におけるMRIの有用性

小郡第一総合病院整形外科エマニユエルエストレラ他……S92

l-Pb-18局所前進皮弁による粘液襄腫切除後の被覆の経験

青森市民病院整形外科小川太郎他……S92

1-Pb-19中手骨骨腫瘍に対し再建術を要した2症例についての検討

関西医科大学整形外科葵賢一他……S93

1-Pb-20上肢に発生した良性骨腫瘍におけるリン酸カルシウム骨ペーストの使用経験

北海道大学 整形 外科 山根 慎太 郎他 …… S9 3

1-Pb-21手の良性骨腫瘍に対するリン酸カルシウム骨ペーストの使用経験

吉本整形外科外科病院整形外科成川功一他……S94

19：00～ 全員懇親会（於イベントホール）
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ポスターC会場

17：00～17：20腱1

座長：山中一良（済生会神奈川県病院整形外科）

1-Pc-11,130人の新生児検診における強直母指の発生時期に関する前向き調査

山形県立日本海病院形成外科菊地憲明他……S95

l-Pc-2乳酸-カプロラクトン共重合体膜の腱癒着防止効果

広島大 学整形外科山本佳史他……S95

1-Pc-3化学的に変えたヒアルロン酸をコーティングした腱鞘外腱の滑走抵抗

飯田市立病院整形外科百瀬敏充他……S96

1-Pc-4陳旧姓深指屈筋腱断裂に対するPulvertak法の成績

北 海 道 大学整形外科石倉久光他……S96

17：20～17：40腱2

座長：石黒隆（いしぐろ整形外科）

1-Pc-5長母指屈筋腱縫合術後症例に対する早期自動運動療法の治療成績

済 生 会 川 内病院整形外科恒吉康弘他……S97

l-Pc-6ステロイド投与中の膠原病患者に生じた僥骨遠位端骨折変形治癒後の屈筋腱皮下断裂

香川医科 大学整形外科加地良雄他……S97

l-Pc-7豆状三角関節症による屈筋腱皮下断裂の治療経験

昭 和伊 南総 合病院整形外科土金彰他……S98

l-Pc-8MRIを用いたリウマチ手関節における伸筋腱断裂の予後予測

大阪市立大学整形外科惠木丈他……S98

17：40～18：05先天異常1

座長：北山吉明（北山クリニック）

1-Pc-9脛骨列形成障害の成立過程における組織学的観察

山形大学整形外科大辻美和子他……S99

l-Pc-10短指症の病態に関する研究：短指症マウスにおける指節骨の分析

山形大学整形外科金内ゆみ子他……S99

1-Pc-11縦軸性形成障害における手根骨発現について

東京慈恵会医科大学柏病院形成外科杉山敦樹他……S100

1-Pc-12合指に対する開放療法の経験

名古屋市立大学整形外科関谷勇人他……S100

1-Pc-13骨性合指症に対する創外固定器を用いた横方向延長分離法の試み

慶 應 義 塾 大学整形外科仲尾保志他……S101

18：05～18：30先天異常2

1-Pc-14上羽法による裂手症治療の経験

座長：木下行洋（木下整形外科・形成外科）

長崎大学形成外科田中克己他……S101
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l-Pc-15

l-Pc-16

l-Pc-17

l-Pc-18

裂手症の病態と治療

東京慈恵会医科大学附属第三病院形成外科

先天性伸筋腱中央索形成不全の治療経験

大阪市立総合医療センター整形外科

浮遊母指に対する新しい再建法

札幌医科大学整形外科

風車翼手の治療経験

東京都立清瀬小児病院整形外科

19：00～ 全員懇親会（於イベントホール）
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黒木知子他……S102

日高典昭他……S102

北村三穂他……S103

斎藤治和他……S103



1第2日 4月19日（土） ，
第1会場

8：20～9：20招待講演11

座長：生田義和（広島鉄道病院）

SL21ntra-articularFractureandMalunionsoftheDistalRadius

Dept.ofOrthopaedics,UniversityofWashington

SchoolofMedicine,Seattle,WA,USAThomasE.Trumble ・・S105

9：20～10：20招待講演ⅢI

座長：玉井進（西奈良中央病院）

SL3CurrentConceptandPerspectivesofCarpallnstability

MarcGarcia-E|iasInstituteKaplan,Barcelona,SpainMarcGarcia-E|ias･･･…S106

10：30～12：00パネルデイスカツシヨンIⅢ末梢神経外科の新戦略

座長：牧裕（新潟手の外科研究所）

平田仁（三重大学整形外科）

2-P3-1遺伝子導入療法を用いた同種神経移植における拒絶反応抑制

北海道大学整形外科吉岡千佳他…・

2-P3-2神経前駆細胞移植による末梢神経の再生

広島大 学整形外科村上健他・…

2-P3-3神経接合法と緩徐伸展法

与那原中央病院整形外科渡慶次学他・…

2-P3-4神経端側縫合

新潟大学形成外科柴田実他…・

2-P3-5外傷性腕神経叢麻痒に対する肩および肘機能再建術

一正中神経および僥骨神経部分神経移行術一

星ケ丘厚生年金病院整形外科河井秀夫他…・

2-P3-6神経移行術と筋肉移植術による全型腕神経叢損傷の手指機能再建

小郡第一総合病院整形外科服部泰典他…．

指定発言 PanupanSongcharoen

S107

S107

S108

S108

S109

SlO9

13：20～15：00シンポジウムIIIA手関節障害への挑戦と展望1

座長：梁瀬義章（田附興風会北野病院整形外科）

藤哲（弘前大学整形外科）

2-S3-1手関節のキネマテイクス:/"Wvo3次元運動解析

大阪大学整形外科森友寿夫他……SllO

2-S3-2RBSMを利用した手関節応力解析

名古屋大学手の外科堀井恵美子他……SllO
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2-S3-3

2-S3-4

2-S3-5

2-S3-6

舟状骨骨折に合併した舟状月状骨間靱帯断裂一手関節鏡による診断と治療一

新潟手の外科研究所坪川直人他……S111

舟状月状骨靱帯損傷に対する経皮的ピンニング治療の成績

弘前大学整形外科西川真史他……Slll

ReconstmctionofStaticScapho-lunateDissociationwithBone-ligament-boneGrafting

ThePhiladelphiaHandCenter,Philadelphia,PA,USAA.LeeOsterman……S112

症候性月状三角骨間不安定症の診断と治療

名古屋大学手の外科塩之谷香他……S112

15：00～17：00シンポジウムⅢB手関節障害への挑戦と展望2

座長：別府諸兄（聖マリアンナ医科大学整形外科）

渡辺健太郎（名古屋披済会病院整形外科）

2-S3-7手関節障害に対するSauv6-Kapandji法，尺骨短縮術一適応，手術手技そして合併症一

広島県身障者リハビリテーションセンター水関隆也他……S113

2-S3-8尺骨短縮術の長期成績

名古屋大学手の外科中尾悦宏他……S113

2-S3-9遠位僥尺関節変形性関節症に対するSauv6-Kapandji手術の長期成績

北海道大学整形外科三浪明男他…･･･S114

2-S3-10尺側手根伸筋腱半裁腱を用いた手関節TFCC再建法

慶應義塾大学整形外科中村俊康他……S114

2-S3-llUlnarExtrinsicLigamentIIljury:DiagnosisandTreatment

ThePhiladelphiaHandCenter,Philadelphia,PA,USAA・LeeOsterman……S115

2-S3-12進行したKienbOck病に対する手術法の変遷と工夫

慶應義塾大 学 整 形 外 科 池 上 博 泰 他 … … S 1 1 5

2-S3-13奈良医大におけるキーンベツク病に対する治療の変遷と工夫

奈良県立医科大学整形外科矢島弘嗣……S116

17：00～17：15閉会式
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第2会場

8：20～10：20パネルディスカッションIV手のリハビリテーションの工夫

座長：木野義武（名古屋被済会病院整形外科）

阿部宗昭（大阪医科大学整形外科）

2-P4-l拘縮手に対するセラピイの工夫と実践

大阪医科大学附属病院リハビリテーション科櫛辺勇……S117

2-P4-2指骨・関節損傷後のリハビリテーションの工夫

名古屋披済会病院整形外科渡邉健太郎他……S117

2-P4-3屈筋腱縫合術後に行う運動療法の工夫

-Tenodesismotionを用いた早期他動屈曲・伸展介助運動－

札幌医科大学保健医療学部理学療法学科青木光広他……S118

2-P4-4腱剥離後のリハビリテーションの工夫

新潟手の外科研究所牧裕他……S118

2-P4-5末梢神経修復後のリハビリテーション

三 重大学整形外科平田仁他……S119

2-P4-6切断指再接着後のリハビリテーシヨンー早期運動療法について－

山口県立中央病院整形外科酒井和裕他……S119

10：30～11：20榛骨遠位端骨折3

座長：田嶋光（熊本整形外科病院）

2-2-1僥骨遠位端関節内骨折に対する治療法の検討一創外固定とプレート固定一

凋 協 医 科 大学整形外科藤田聡志他……S120

2-2-2僥骨遠位端骨折に対する掌側プレート･Intra-fOcalpinning併用法のX線学的検討

興 生 総 合 病院整形外科河野正明他……S120

2-2-3高齢者不安定型Colles骨折に対するリン酸カルシウム骨ペースト併用掌側プレート法

の治療成績

馬場記念病院整形外科釜野雅行他……S121

2-2-4榛骨遠位端骨折に対する観血的治療成績

中 京 病院整形外科加藤斉他……S121

2-2-5観血的治療を行った僥骨遠位端骨折の成績

函館中央病院整形外科多田博他・・…･S122

11：20～12：00檮骨遠位端骨折4

座長：清重佳郎（済生会山形病院整形外科）

2-2-6高齢者の僥骨遠位端骨折に対する保存療法の治療成績と問題点

昭和大学整形外科富田一誠他……S122

2-2-7Smith型僥骨遠位端骨折における手指伸展障害の検討

荻窪病院整形外科岡崎真人他……S123

2-2-8中高年女性僥骨遠位端変形治癒骨折に対する矯正骨切り術

札 幌 医 科 大学整形外科磯貝哲他……S123
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2-2-9 関節面に陥凹を伴う僥骨遠位端骨折変形治癒に対する関節内矯正骨切り術

東京大学整形外科河野慎次郎他……S124

12：10～13：10ランチョンセミナーIV

座長：吉村光生（吉村整形外科医院）

LS4手の外科における保険診療(vl)

東京厚生年金病院形成外科中村純次……S125

13：20～14：50パネルディスカッションv上肢CRPSの診断と治療

座長：二見俊郎（北里大学東病院整形外科）

落合直之（筑波大学整形外科）

2-P5-1CRPSと交感神経：ラット痛覚線維活動に対する交感神経興奮の影響

名古屋大学手の外科矢島弘毅他……S126

2-P5-2上肢CRPSの診断と治療一神経ブロックと早期作業療法の立場から－

京都府立医科大学整形外科岡島誠一郎他……S126

2-P5-3神経因性瘻痛に対する治療一手術療法の立場から一

川崎市立川崎病院整形外科堀内行雄他……S127

2-P5-4上肢CRPSの診断と治療一ペインクリニックの立場から－

大 阪大学麻酔科真下節……S127

2-P5-5Dmgchallengetestの立場から

日本大学麻酔科小川節郎……S128

2-P5-6精神科の立場から

北里大学精神科宮岡等……S128

15：00～16：00イブニングレクチャーIII

座長：吉津孝衛（新潟手の外科研究所）

EL3手のスポーツ外傷・障害：発生メカニズムの解析と予防

聖隷浜松病院手の外科・マイクロサージヤリセンター斎藤英彦……S129

16：00～17：00イブニングレクチャーIV

座長：長野昭（浜松医科大学整形外科）

EL4NerveTransferfOrBrachialPlexuslnjurieS

Dept.ofOrthopaedicSurgery,MahidolUniversity,Bangkok,ThailandPanupanSongcharoen…S130
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第3会場

10：30～11：00マイクロサージャリー1

座長：西源三郎（愛知県厚生連海南病院整形外科）

2-3-1爪母レベルでの切断指再接着指の爪変形

愛知県厚生連海南病院整形外科住田篤紀他……S131

2-3-2指背部皮層・腱・関節複合損傷の治療

豊橋市民病院整形外科井上五郎他……S131

2-3-3両先天性内反手に対するVilkki法の経験

東北海道病 院整形外科薄井正道他……S132

11：00～11：40マイクロサージヤリー2

座長：黒島永嗣（帝京大学整形外科）

2-3-4足趾移植による母指再建

岡山大学形成外科山下修二他……S132

2-3-5上肢における血管柄付き骨移植術の検討

弘前大学整形外科國吉一樹他……S133

2-3-6手に対する遊離合併型組織移植

岡山大 学形成外科伊藤聖子他……S133

2-3-7ToleranceInductiontoCompositeTissueAllograftsinMixedChimericSwine

Div・ofPlasticSurgery,UniversityofPittsburgh,

Pittsburgh,PA,USA.WPAndrewLee他……S134

12：10～13：10ランチョンセミナーV

座長：富田泰次（太田総合病院整形外科）

LS5CRPSのとらえ方

名古屋大学環境医学研究所神経性調節分野佐藤純……S135

13：20～14：10手・上肢外傷

座長：島田幸造（りん<う総合医療センター

市立泉佐野病院整形外科）

2-3-8手における外傷性動脈瘤の治療経験

平塚市民病院整形外科吉川泰弘他……S136

2-3-9手のコンパートメント症候群

北海道整形外科記念病院平地一彦他……S136

2-3-10上肢スポーツ外傷例の治療経験

東京慈恵会医科大学形成外科栗原邦弘他……S137

2-3-ll小外傷から発生した上肢重症感染症の経験

日本赤十字社和歌山医療センター整形外科麻田義之他……S137

2-3-12手および上肢の巻き込み損傷の検討

関 西 労 災 病院整形外科中村吉晴他……S138
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14：10～14：50前腕外傷

座長：岡義範（東海大学大磯病院整形外科）

2-3-13尺骨頭骨折の検討

慶應義塾大学整形外科西脇正夫他……S138

2-3-14小児前腕骨骨幹部骨折に対する治療

山 口 労 災病院整形外科山本久司他……S139

2-3-15前腕骨変形治癒後の回旋制限の治療

関 西 労 災病院整形外科吉田竹志他……S139

2-3-16僥尺関節脱臼を伴わない前腕bipolar損傷の検討

さいたま市立 病 院 整 形 外 科 杉 木 正 他 … … S 1 4 0

14：50～15：40指外傷1

座長：高橋正憲（東京歯科大学市川総合病院整形外科）

2-3-17手指中節骨中央索付着部骨折の治療経験

岡山済生会総合病 院 整 形 外 科 今 谷 潤 也 他 … … S 1 4 0

2-3-18母指MP関節側副靱帯裂離骨折に対する治療経験

太田総合病院整形外科金潤壽他……S141

2-3-19手指中節骨基部T型骨折の治療法(Kwirenexion-extensionblock併用法）

済生会神奈川県病院整形外科佐々木孝他……S141

2-3-20当院における母指MP関節靱帯損傷手術症例の検討

名古屋披済会病 院 整 形 外 科 北 野 陽 二 他 … … S 1 4 2

2-3-21陳旧性母指MP関節尺側側副靱帯再建術の工夫

東 海大学整形外科原山大樹他……S142

15：40～16：30指外傷2

座長：鈴木正孝（あいせい紀年病院整形外科）

2-3-22側副靱帯付着部より末梢の手指基節骨骨頭頚部骨折の治療経験

岐阜大学整形外科大野義幸他……S143

2-3-23指基節骨および中手骨骨折に対するextensionblockcasting法

駿河台日本大学病院整形外科佐藤多賀子他……S143

2-3-24PIP関節背側脱臼骨折に対する経皮経屈筋腱的ピンニング

中通総合病 院 整 形 外 科 千 馬 誠 悦 他 … … S 1 4 4

2-3-25基節骨・中手骨骨幹部骨折変形治癒に対する骨切り術

荻窪病院整形外科田崎憲一他……S144

2-3-26手指の部分骨軟骨損傷に対する骨軟骨移植一成人例への応用と工夫一

広島手の外科・微小外科研究所木森研治他……S145
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16

2-3-27

2-3-28

2-3-29

30～17ゞ17：00指外傷3

座長：鈴木康（岐阜県立岐阜病院整形外科）

腱鞘内1回注入指神経ブロック法の効果発現機序の検討

一腱鞘内に注入された麻酔剤は効果を発現するのか？－

佐賀医科大 学 整 形 外 科 園 畑 素 樹 他 … … S 1 4 5

PIP関節拘縮の治療

-Kirshnerwireによる牽引とCompassPIPjointhingeによる可動域訓練を併用した方法一

島根県立中央病院形成外科沢辺一馬他……S146

TotalAnteriorTeno-arthrolysisfOrtheTreatmentofStiffBentFinger

PoliclinicoMultiMedica-Milano,Italy LorisPegoli他 ……S146
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第4会場

10：30～11：10腱損傷1

座長：加藤博之（北海道大学整形外科）

2-4-1有鉤骨鉤状突起偽関節に伴う小指屈筋腱皮下断裂の検討

国立長野 病 院 整 形 外 科 山 崎 宏 他 … … S 1 4 7

2-4-2ZoneⅢ～Vにおける多数指浅深指屈筋腱両腱損傷の治療成績

名古屋披済会病院整形外科佐久間雅之他……S147

2-4-3Siliconrodを用いた2段階屈筋腱再建術の検討

慶 應 義 塾大学整形外科森澤妥他……S148

2-4-4長母指伸筋腱皮下断裂の腱移植術による再建

東京手の外科・スポーツ医学研究所高月整形外科山口利仁他……S148

11：10～12：00腱損傷2

座長：平瀬雄一（埼玉成恵会病院形成外科）

2-4-5当科における，屈筋腱修復後運動療法の実際

九州労災病院整形外科畑中均他……S149

2-4-6手掌部深指屈筋腱断裂への橋渡し腱移植後の早期自動屈曲．伸展療法

新潟手の外科研究所吉津孝衛他……S149

2-4-7Zonel屈筋腱断裂修復術後早期運動療法の成績と再断裂例の検討

聖隷浜松病院手の外科マイクロサージャリーセンター高橋勇二他……S150

2-4-8Zonel,2における深指屈筋腱単独断裂に対する一次修復術:ModifiedKleinert法の成績

北海道大学整形外科加藤博之他……S150

2-4-9手関節zoneVⅡにおける多数指伸筋腱断裂に対する早期運動療法の検討

関西医科大学整形外科中村誠也他……S151

12：10～13：10ランチョンセミナーVI

座長：光嶋勲（岡山大学形成再建外科）

LS6 皮弁一最近の進歩一

名古屋 大 学 形 成 外 科 鳥 居 修 平 … … S 1 5 2

13：20～14：00腕神経叢損傷1

座長：伊原公一郎（山口大学整形外科）

2-4-10肋間神経交叉縫合術後，肘屈曲は呼吸と完全に分離するか？

せんぼ東京高輪病院整形外科中川種史他……S153

2-4-ll肋間神経移行術による肘屈曲機能再建の麻痒型別成績

東京大学整形外科田尻康人他……S153

2-4-12副神経移行術と肋間神経移行術を併用したC5,6型腕神経叢損傷例の術後成績

横浜労災病院整形外科三上容司他……S154

2-4-13鎖骨下動脈損傷を伴った腕神経叢損傷の治療経験

小 郡 第 一 総 合病院整形外科池田慶裕他……S154
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14：00～14：30腕神経叢損傷2

座長：野口政隆（高知医科大学整形外科）

2-4-14外傷性腕神経叢麻痒と脊髄損傷合併症例の検討

星ヶ丘厚生年金病院整形外科秋田鐘弼他……S155

2-4-15遊離筋肉移植術後検査としての筋電図の役割

一腕神経叢損傷患者の肘屈曲再建において－

広 島大学整形外科砂川融他……S155

2-4-16遊離筋肉移植術のリハビリテーシヨン

小郡第一総合病院リハビリテーシヨン科渡邊政男他……S156

14：30～15：20腫瘍1

座長：露口雄一（箕面市立病院整形外科）

2-4-17手の軟部腫瘍に対する穿刺吸引細胞診の経験

日本医科大学整形外科北川泰之他……S156

2-4-18手・前腕部に発生した軟部腫瘍

大 阪 医 科 大学整形外科植田直樹他……S157

2-4-19骨変化をきたした手指部軟部腫瘍症例の検討

金沢大学整形外科橋本典之他……S157

2-4-20手関節掌側ガングリオンの手術成績

北海道勤医協苫小牧病院整形外科畑中渉他……S158

2-4-21手根骨に発生した有痛性骨内ガングリオンの治療経験

慶應 義塾大学整形外科林俊吉他……S158

15：20～16：00腫瘍2

座長：西田淳（岩手医科大学整形外科）

2-4-22上肢に発生した神経鞘腫の病態と術後成績の検討

東京医科大学整形外科高瀬勝己他……S159

2-4-23上肢発生神経鞘腫の治療成績

山口大学整形外科伊原公一郎他……S159

2-4-24自家骨移植を併用した手指内軟骨腫の治療成績

土 谷 総 合 病院整形外科今田英明他……S160

2-4-25榛骨骨腫瘍切除後の広範囲骨欠損に対する血管柄付き腓骨移植

山口大学整形外科村松慶一他……S160

16：00～16:50CRPS

座長：伊藤恵康（慶友整形外科病院）

2-4-26僥骨遠位端骨折に合併したRSDの治療成績

山口大 学整形外科大野晃靖他……S161

2-4-27上肢CRPSに対するケタミン軟膏療法

山口大学整形外科重冨充則他……S161
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2-4-28

2-4-29

2-4-30

CRPSタイプ2に対する末梢神経刺激療法

医療法人有光会サトウ病院整形外科古瀬洋一他……S162

脊髄後根進入部遮断術と後根切断術を併用して瘻痛緩和が得られた

上肢複合性局所瘻痛症候群症例の経験

高知医科大学整形外科

RSD交通事故判例の賠償科学的検討

板橋中央総合病院整形外科

－58－

池本竜則他……S162

小久保亜早子他…S163



第5会場

10：30～11：10舟状骨骨折

座長：南川義隆（松原メイフラワー病院整形外科）

2-5-1手関節軟骨損傷からみた舟状骨腰部骨折のメカニズム

神野病院整形外科日高康博他……S164

2-5-2舟状骨偽関節の3Dコンピユーターシミユレーシヨン手術

大 阪 大学整形外科村瀬剛他……S164

2-5-3DTJscrewを使用した舟状骨偽関節手術の治療成績

兵庫医科大学整形外科戸祭正喜他……S165

2-5-4月状骨および月状骨周囲脱臼の治療成績

長崎大学整形外科櫛田学他……S165

11：10～11:40RA1

座長：政田和洋（大阪労災病院整形外科）

2-5-5減張位早期運動を用いた関節リウマチの手指伸筋腱皮下断裂の治療

一手術後5年以上経過した例の検討一

慶 應 義 塾大学整形外科池上博泰他……S166

2-5-6RA手指伸展障害を来したMP関節伸筋腱脱臼例の検討

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他……S166

2-5-73DCT画像でとらえたリウマチ手関節不安定性と伸筋腱断裂との関連

新潟県立瀬波病院リウマチセンター整形外科石川肇他……S167

13：20～14:00RA2

座長：牧野正晴（済生会新潟第二病院整形外科）

2-5-8手関節偽痛風発作例の検討

和歌山県立医科大学整形外科谷口泰徳他……S167

2-5-9リウマチ上肢における末梢神経障害治療上の問題点

広島県身障者リハビリテーションセンター整形外科市川誠他……S168

2-5-10手関節リウマチに対するsilasticsheetarthroplastyの併用が及ぼす治療予後の検討

奈良県立医科大学整形外科河村健二他……S168

2-5-ll慢性関節リウマチ手関節に対する関節固定術-AOwristfusionplateとK-wireの比較一

横須賀北部共済病院整形外科岡崎敦他……S169

14：00～14:40RA3

座長：村上恒二（広島大学保健学科作業療法学）

2-5-12リウマチ母指列のXP変化

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森本理芽子他……S169

2-5-13Acutrakbonescrewを用いたRA母指の関節固定術

大阪労災病院整形外科政田和洋他……S170
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2-5-14RA手指関節滑膜切除術の検討

（財）甲南病院加古川病院整形外科

2-5-15関節リウマチ手指に対するシリコンインプラントの適応

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

中川夏子他……S170

宗宗伸他……S171

14：40～15:20RA4

座長：二ノ宮節夫（埼玉医科大学整形外科）

2-5-16慢性関節リウマチにおけるSauve-Kapandji法後の手関節，手指，および

肘関節破壊のx線的検討

富山医科薬科大学整形外科長田龍介他……S171

2-5-17リウマチ手関節に対する新しい棚形成術の3年以上の成績

宝塚第一病院整形外科藤田悟他……S172

2-5-18関節リウマチに対する人工肘関節全置換術後の手関節のX線学的検討

東邦大学整形外科関口昌之他……S172

2-5-19高度肘関節機能障害に対する人工肘関節置換術の治療経験

聖マリアンナ医科大学整形外科新井猛他……S173

15

2-5-20

2-5-21

2-5-22

2-5-23

2-5-24

2-5-25

20～16-16：20関節症

座長：伊地知正光（鈴木病院整形外科）

Heberden結節の検討一第2報：手術的治療の短期成績一

埼玉成惠会病院埼玉手の外科研究所福本恵三他……S173

手指MP関節症

榛原町立総合病院整形外科武内亜紀子他……S174

透視装置を用いた母指CM関節の伽vivo動作解析

名戸ケ谷 病 院 整 形 外 科 三 浦 俊 樹 他 … … S 1 7 4

母指CM関節症に対する靱帯再建術の治療成績

札幌医科大学整形外科金谷耕平他……S175

母指CM関節症に対するThompson法の治療成績

大分整形外科病院菊田朋朱他……S175

伸筋腱皮下断裂をきたした1次性遠位僥尺関節症におけるCPPD沈着症

信州大学保健学科理学療法専攻齊藤覚他……S176
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ポスタ一A会場

8：20～8：45 手指外傷1

座長：楠正敬（くすのき整形外科）

2-Pa-1Lockingfingerの3例

緑 成 会病院整形外科齋藤則夫……S177

2-Pa-2自殺企図で生じた前腕での外傷性仮性動脈瘤の2例

土浦協同病院整形外科尾澤英彦他……S177

2-Pa-3PNB分類に基づく指尖損傷の治療

香川医科大学形成外科宗内巌他……S178

2-Pa-4bFGFを利用した難治性指尖潰瘍の治療経験

香川医科大学形成外科小野寺正征他……S178

2-Pa-5手指末節骨の骨延長法

日本医科大学整形外科澤泉卓哉他……S179

8：45～9：15 手指外傷2

座長：西島直城（静岡県立総合病院整形外科）

2-Pa-6指背側の皮膚欠損に対する皮弁症例の検討

東京慈恵会医科大学柏病院形成外科武石明精他……S179

2-Pa-7Peronealnapによる手・指の軟部組織欠損の再建

吉本整形外科外科病院整形外科木佐貫修他……S180

2-Pa-8陳旧性骨性malletfingerに対するtensionbandwiring法の経験

南洲整形外科病院園田昭彦他……S180

2-Pa-9骨性マレツト指に対する石黒法における，整復位獲得と骨癒合に影響を及ぼす

因子の検討

産業医科大学整形外科戸羽直樹他……S181

2-Pa-10指節関節固定におけるAcutrakbonescrewの使用経験

東京医科大学形成外科松村一他……S181

2-Pa-ll手指の関節固定術

土浦協同病院整形外科尾澤英彦他……S182

9：15～9：40手指外傷3

座長：田崎憲一（荻窪病院整形外科）

2-Pa-12ハイドロキシアパタイトコーテイングInterferencescrew(TJscrew)を用いた

靱帯再建の力学的・組織学的検討

兵庫医科大学整形外科常深健二郎他……S182

2-Pa-13第4,5CM関節損傷の受傷メカニズムおよび解剖学的検討

聖マリアンナ医科 大 学 整 形 外 科 吉 田 亮 他 … … S 1 8 3

2-Pa-14DIPおよびIP関節内末節骨陥没骨折に対する経皮経骨髄的整復法

済生会神奈川県病院整形外科山中一良他……S183
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2-Pa-15

2-Pa-16

手指PIP関節内骨折のための新しい牽引法とその牽引力

帝 京 大学整形外科烏濱智明他……S184

髄内釘1本のみを用いた中手骨骨折に対する髄内釘固定法

角谷整形外科病院形成外科石河利広他……Sl84

9 40～1010：00手指外傷4

座長：彦坂一雄（東京専売病院整形外科）

手指骨骨折に対するプレート固定法の検討

多根総合病院整形外科児玉成人他……S185

ModularHandSystemの使用経験

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……S185

基節骨・中手骨骨折に対するlow-profileplatesystemの使用経験

日本医科大学多摩永山病院整形外科南野光彦他……S186

重度の小児上腕骨穎上骨折に伴う神経血管損傷に対する治療

2-Pa-17

2-Pa-18

2-Pa-19

2-Pa-20

昭和大学整形外科 稲垣克記他……S186

－62－



ポスターB会場

8：20～8：45末梢神経1

座長：伊藤聰一郎（東京医科歯科大学疾患遺伝子実験センター）

2-Pb-1前腕部における正中神経の分枝形態に関する解剖学的検討（第1報）

大 阪 市 立 大学整形外科米田昌弘他……S187

2-Pb-2神経磁界測定による不完全伝導ブロック部位診断一坐骨神経標本を用いた検討－

東京医科歯科 大学整形外科福岡優子他……S187

2-Pb-3末梢神経癒着防止に対するヒアルロン酸の有用性

金沢大学整形外科納村直希他……S188

2-Pb-4ウサギの坐骨神経刺激による末梢神経複合活動磁界

東 京 労 災 病院整形外科富田善雅他……S188

2-Pb-5絶縁針を用いた電気刺激が末梢神経再生に及ぼす影響

明 治 鍼 灸 大学整形外科北條達也他……S189

8：45～9：05末梢神経2

座長：新井健（国立療養所村山病院整形外科）

2-Pb-6末梢神経緩徐伸張時におけるナトリウムチャネルの動態

筑波大学整形外科市村晴充他……S189

2-Pb-7末梢神経慢性伸張における神経細胞体の病態

金沢大学整形外科山内大輔他……S190

2-Pb-8有連続性神経損傷に対する神経バイパス法による軸索再生

駒沢病院整形外科川島秀一他……S190

2-Pb-9肋間神経移行後の上腕二頭筋に現れた負荷補償反射

筑波大 学整形外科作田直記他……S191

9：05～9：30末梢神経3

座長：高井宏明（町立上那賀病院整形外科）

2-Pb-10非ウイルスベクター(HVJ-リポソーム法）を用いた中枢および末梢神経組織への

逆行性遺伝子導入の有効性について

防衛医科大学校整形外科加藤直樹他……S191

2-Pb-ll単一細胞遺伝子発現解析による終末シユワン細胞特異的遺伝子の単離

京都府立医科 大 学 整 形 外 科 小 田 良 他 … … S 1 9 2

2-Pb-12ラミニンベプチドを吸着したキトサンチユーブは神経再生を促進する

東京医科歯科大学疾患遺伝子実験センター伊藤聰一郎他……S192

2-Pb-13再生医療を応用した末梢神経損傷の修復

-bFGF処理生体吸収性polymertubeを用いた末梢神経欠損部の架橋－

大阪市立大学整形外科高松聖仁他……S193

2-Pb-14血液-神経関門の機能動態

浜松医科大学整形外科大村久美子他……S193
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9：30～9：55 末梢神経4

座長：禁詩岳（東京慈恵会医科大学整形外科）

2-Pb-15Nervetomuscleneurotizationにおけるシユワン細胞移植の効果

三重大学整形外科福田亜紀他……S194

2-Pb-16チユービングを用いないシユワン細胞含有バイオ人工神経の工夫

マサチューセッツ医科大学

テイツシユーエンジニアリングセンター小見山貴継他……S194

2-Pb-17ハイブリッド型人工神経のための遺伝子導入シユワン細胞の作製

慶應義塾大学整形外科栩木弘和他……S195

2-Pb-18NG2発現の変化からみた腰神経叢損傷モデルにおける神経幹内側副発芽の可能性

2-Pb-19

国立療養所村山病院整形外科

末梢神経再生における繊維芽細胞の役割

三重大学整形外科

－64－

新井 健他……S195
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ボスターC会場

8：20～8：35同種移植

座長：和田卓郎（札幌医科大学整形外科）

2-Pc-1四肢同種移植におけるH-Y抗原の発現

山口大学整形外科村松慶一他……S197

2-Pc-2トランスジエニツクラツトを用いた同種四肢移植のmicrochimerism

山口大学整形外科黒川陽子他……S197

2-Pc-3ICOS/B7-RPlシグナル阻害による複合組織移植片生着延長効果の検討

北海道大学整形外科永井正弘他……S198

8：35～8：55手根管症候群1

座長：関谷勇人（名古屋市立大学整形外科）

2-Pc-4急性手根管症候群の本邦報告例の検討

松井整形外科松井猛……S198

2-Pc-5僥骨遠位端骨折後に発症した手根管症候群

駿河台日本大学病院整形外科豊泉泰洋他……S199

2-Pc-6僥骨遠位端骨折に続発した手根管症候群の臨床像

北海道大学 整 形 外 科 林 未 統 他 … … S l 9 9

2-Pc-7手根管症候群における病因学的考察一手指屈筋腱筋腹の関与について_

関西労災病院整形外科田野確郎他……S200

8：55～9：30手根管症候群2

座長：内山茂晴（諏訪赤十字病院整形外科）

2-Pc-8手根管症候群再再発例に対する浅指屈筋腱切除と手根管内圧の関係

日本赤十字社医療センター整形外科吉田綾他……S200

2-Pc-9小皮切手根管開放術例に対する神経伝導速度検査結果の経時的変化

豊橋市民病院整形外科大間知孝顕他……S201

2-Pc-102皮切による皮下手根管開放術の成績

倶知安厚生病院整形外科武田泰他……S201

2-Pc-11手根管開放術における術中手根管内圧の検討一鏡視下法と従来法との比較－

福島県立医科大学整形外科江尻荘一他……S202

2-Pc-12短母指外転筋障害を伴う手根管症候群に対する鏡視下手根管開放術の検討

小郡第一総合病院整形外科中塚洋直他……S202

2-Pc-13手根管症候群長期血液透析例の観血手術後再発例と鏡視手術後再発例に対する

鏡視手術成績

日本赤十字社医療センター整形外科浜中－輝他……S203

2-Pc-14手根管症候群におけるCamitz法

東京労災病院整形外科楠瀬浩一他……S203
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9 30～99：55 絞拒性神経障害

座長：宮坂芳典（宮城野病院整形外科）

前骨間神経麻痒の臨床的検討－とくに“くびれ”について－2-Pc-15

2-Pc-16

2-Pc-17

2-Pc-18

2-Pc-19

佐賀医科大学整形外科

回内筋症候群の原因について

福岡大学筑紫病院整形外科

当科における肘部管症候群の治療成績

近畿大学整形外科

術後上肢神経麻痒の5症例

京都大学整形外科

胸郭出口症候群の治療経験

名古屋市総合リハビリテーションセンター
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整形外科

浅見昭彦他……S204

松崎昭夫他……S204

大谷和裕他……S205

松本泰一他……S205

岡 本 秀 貴 他 … … S 2 0 6



The46thAnnualMeetingof
theJapaneseSocietyhrSurgeryoftheHand

1】I･IlIIrl【&11，

Rooml

8：40～8:500peningRemarks

8:50～9:501nvitedLecturel

RecentAdvancesofTissueEngineeringTherapy

Moderator:R･NAKAMURA

MinomUEDA……SI

10：00～12:30SymposiumIAdvancedTechnologyfbrHandSurgery
Moderators:M・OCHI

K･UKFDA

l-Sl-1NeuromagneticMeasurementsinHandSurgery

YoshiyukilWASE,etal.……S2

l-S1-2Tele-surgery

MamoruMITSUISHI……S2

l-SI-3FetalSurgery

OsamulSHIDA,etal.……S3

l-S1-4MeasurementofMicroDoseofTrophicFactorsfOrTissueEngineering
YasushiNAKAO,etal.……S3

1-Sl-5Collagen-basedDrugDeliverySystemfOrGrowthFactors
MihoMAEDA……S4

1-Sl-6GeneticAnalysisofCommonBoneandJointDiseases

ShirolKEGAWA……S4

13：50～15:30PanelDiscussionlPromotionSystemonCommunity:LicenceofHand
Specialist

Moderators:K･FUJISAWA

S.TAKAYAMA

l-P1-lThePresentSituationoftheJapaneseMedicalSpecialties
OsamuSAKAI……S5

1-P1-2HowabouttheSubspecialtyCertification？InViewofCert耐cateofAddedQualification

inSurgeryoftheHand

MoroeBEPPU,etal.……S5

l-P1-3SiginificanceofHandSurgerySpecialtyinJapaneseMedicalSystem
KazuteruDOI……S6

l-Pl-4HandSurgerySpecialistasanAddedQualification
MuneakiABE……S6

l-Pl-5MeritsoftheCertificationBoardofHandSurgeryfbraPractitioner
K u n i i c h i A S O … … S 7

l-Pl-6CertificateofAddedQualificationfbrHandSurgeons
MinoruSHIBATA……S7

15：40～16:50BusinessMeeting(fOrJSSHMembers)
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17：00～18:00EveningLectureI

ELl-1DistractionBoneLengtheningintheUpperExtremity

ELl-2VascularizedBoneGraftintheUpperExtremity

18：00～19:00EveningLectureII

EL2AdvancedWristArthroscopyNowandintheFuture

Moderator:M・USUI

SatoshiTOH.｡…･S8

AkioMINAMI,etal.……S9

Moderator:F･KANAYA

A.LeeOSTERMAN･･･…S10

Room2

8：50～9:50VideoPresentationlSurgicalTechniqueofHandSurgery
Moderator:T.MATSUSHITA

1-2-1Semi-closedlntrafOcalPinningMethodfOrBonyMalletFingers
TakafUmiAOKI,etal.……Sll

1-2-2SimpleTractionwithUsingK-wiresandSurgicalGIovefOrPIPJFracture
NagatsuguKUROSHIMA･･･…Sll

l-2-3MinimumlnvasiveSuljeryofSnappingFingerwithaNewlyDesignedKnife
MasanoriTAKAHASHI,etal.……S12

1-2-4SignificanceofVenousAnastomosisinFingertipReplantation
YasunoriHATTORI,etal．……S12

l-2-5PracticalGuideofGraft-flapfbrAmputationatNailBedLevel
YuichiHIRASE,etal．……S13

1-2-6VascularizedPedicledBoneGraftfOrScaphoidNonunion

YasunoriKOBATA,etal.……S13

9：50～10:40VideoPresentation2Kienb6ckDisease

Moderator:E･KAIDA

l-2-7Kienb6ckDiseaseTreatedbySkeletalTraction

KensoKOZUKI,etal.……S14

l-2-8RadiusShorteningfOrTreatmentofKienbOckDisease
YutakaMAKI,etal.……S14

l-2-9VascularizedRadialBoneGraftfOrtheTreatmentofLunateNecrosis

AkihiroFUKUI,etal.……S15

l&2-10SurgicalTreatmentoftheKienb6ckDiseaseUsingPedicleVascularizedBoneGraft
fromtheDistalRadius

KqjiSHIGEMATSU,etal.……S15

1-2-11Luno-triquetralFusionwithPedicledBoneGraftfbrKienb6ck'sDisease
TakashiMASATOMI……S16

10：50～12:30SymposiumllKienbiickDisease(VideoPresentation)
Moderators:K･TADA

E･NAKAO

l-S2-lScaphotrapezio-trapezoidArthrodesisfOrtheTreatmentofLichtmanStage3BKienbOck'sDisease
MasatakaYASUDA,etal.……S16

l-S2-2PedicledVascularizedBoneGraftfromtheRadiusfOrKienbOck'sDisease

KazuteruDOI,etal．……S17

l-S2-3ClinicalResultofVascularizedPedicleGraftfromtheDistalRadiusinKienbOckDisease

KeUiFUJIO,etal.……S17

l-S2-4TreatmentofAdvancedKienb6ck'sDiseasewithTendonRolllmplantationand

TemporaryPartialWristFixation
HiroshiYAJIMA,etal．……S18
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l-S2-5

1-S2-6

LunateExcisionandScapho-triquetrumLigamentPlastyfbrAdvancedKienb6ck'sDisease

HiroyukiOHI,etal.……S18

CeramicLunatelmplantfbrKienbOck'sDisease

KatsUjiSUZUm,etal.……S19

12:40～13:40LuncheonSeminarIHotTalkaboutDaySurgerybyHandSurgeonsin
PracticeandinDuty

Moderator:T・SADAHIRO

K・DOI

LSl-lDaySurgeryServicesofHandSurgeryinthePresentEnvironmentofJapaneseNationalHealth
Insurance

TetsuroSADAHIRO……S19

LS1-2PresentStateofOrthopaedicDaySurgeryattheOgoriDaiichiGeneralHospital
KazuteruDOI．…・・S20

LS1-3DaySurgely

HidechikaNAKASHIMA．.．…S20

LSl-4MeritsofDaySurgeryinaOutpatientClinic

KuniichiASO,etal.……S21

LSl-5ArthroscopicKneeSurgeryinanOutpatientClinic

YoshiyukiFUJISAWA……S21

13：50～14:40DistalRadiusFracturesl

Moderator:Y.YANAGIHARA

1-2-12LocalEpidemiologyofDistalRadiusFracturesinlwatePrefecture

TomomichiUSUI,etal.……S22

1-2-13RelationshipBetweenDecreasedBMDandDisplacementofFractureafterReposition
intheDistalEndofRadiusandUInar

HidekiTOMIOKA,etal.……S22

1-2-14RadiogaphicandComputedTomographicAnalysisofSoftTissuelnjuriesinDistalRadialFractures

HidetoshiTERAURA,etal.……S23

l-2-15UsefUlnessofthelnstabilityScorefOrDistalRadiusFracturesUsingRadiographsatlniury

EtsUjiSHIOTA,etal.……S23

l-2-16CarpalMalalignmentinMalunitedFracturesofDistalRadius

NaoyaYAZAKI,etal.……S24

14：40～15:30DistalRadiusFractures2

Moderator:T.SASAKI

1-2-17TreatmentfOrDistalRadiusFractureUsingNon-bridgeTypeExternalFixtator

MasahiroTOBE,etal.……S24

1-2-18Non-bridgingExternalFixationfOrUnstableFractureoftheDistalRadiusintheAdvancedAge

HIiroakiSAKANO,etal.……S25

1-2-19DevelopmentoftheRadiolucentVersionCompack

-Non-bridgingTypeExtemalFixatorfbrRadiusEndFracture-

KozoMORITA,etal.……S25

1-2-20Short-termOutcomeFollowingOperativeTreatmentofDistalRadiusFracturesUsingVerySmallNon-

bridgingTypeExternalFixator-RadiographicAssessmentandDisabilitiesinDailyLiving-

EikoYAMABE,etal.……S26

1-2-21TreatmentofDistalRadiusFracturesUsingNon-bridgingExternalFixation

HidekiTANAKA,etal．……S26

17：00～19:00The26thMeetingfOrPeripheralNerveProblems
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Room3

8：50～9:40CarpalTunnelSyndromel
ModeratOr:I.OKUTSU

1-3-lOpenCarpalTunnelReleasewithDoublelncisionCausesLittlePillarPain

KazuolKEDA,etal.……S27

1-3-2RelationshipbetweenthePlaceoflncisionontheTransverseCarpalLigamentandPillarPainafter

CamalTunnelRelease

ShljiOmNAGA……S27
1-3-3AnatomicalVariationsoftheRecurrentBranchoftheMedianNelve

KotarolMAMURA……S28

1-3-4ClinicalStudyontheBranchingPattemsoftheThenarMotorBranchoftheldiopathic

CarpalTunnelSyndrome

HisayoshiTACHIHARA,etal．……S28

1-3-5ElectrophysiologicalStudyofthePalmarCutaneousBranchoftheMedianNerveinCamalTunnel

Syndrome

TakuroWADA,etal.……S29

9：40～10:20CarpalTunnelSyndrome2
Moderator:Y・KATSUMI

1-3-6MeasurementofMedianNerveCross-sectionalAreafOrtheDiagnosisofldiopathicCaIpalTunnel

Syndrome

KenichiNAKAMICHI,etal.……S29

1-3-7RelationshipbetweenMedianNervePressureandCarpalCanalPressureinCarpalTunnelSyndrome
Patients

IchiroOKUTSU,etal.……S30

1-3-8EffectofEndoscopicandOpenCarpalTunnelReleaseonPostoperativeMedianNerveFunction

ShigehamUCHIYAMA,etal．。。…・S30

1-3-90utcomeofCamalTunnelReleasewithEndoscopicorOpenSurgery

-AProspectiveRandomizedStudy:Part3-

SoichiEJIRI,etal．……S31

10：30～11:10CarpalTunnelSyndrome3
Moderator:N.MAEDA

1-3-10CarpalTunnelSyndromeduetoCalciumDeposition

JiroNAMBA,etal

l-3-llClinicalandPathohistologicalStudyofCamalTunnelSyndromewithTenosynovitis

HidekilSHII,etal

l-3-12EvaluationofCarpalTunnelSyndromeAssociatedwithSnappingThumborFingers

KanaeHARADA,etal

l-3-13EtiologyofAssociationbetweenStenosingTenosynovitisandCamalTunnelSyndrome

AkimasaMORITA,etal
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11：10～11:40CarpalTunnelSyndrome4
Moderator:A.ASAMI

l-3-14RemovalofRexorDigitrumS叩erficialisTendonsfbrSecondRecurrentCamalTunnelSyndromein

Long-tennHaemodialysisPatients

IzumKITAJIMA,etal.……S33

l-3-15NewMethodofOpponensplastyinCamalTunnelSyndrome

RitsuTSUJIMOTO,etal.……S34

1-3-16AxillaryNeuropathybyLatissimusDorsiandHumeralHeadinThrowingAthletes

AkihitoTSUJINO,etal.……S34
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11：40～12:30PeripheralNervelnjurieS
Moderator:Y･NAKATSUCHI

l-3-17ClinicalResultofDigitalNervelIUury

SendaHIROYA,etal.……S35

1-3-18ATreatmentfOrPainfillNeuromasintheTipofFingersUsingaReverseNeurovascularlslandFlap

RyosukeKAKINOm,etal.……S35

l-3-19ClinicalApplicationofEnd-to-sideNeurorrhaphy

HitoshiHIRATA,etal．……S36

1-3-20End-to-sideAnastomosisofSensoryNerve

YasuhirolWABUCHI,etal.……S36

1-3-21ArtificialNerveRepairfbrPeripheralNervelnjuriesinExtrenties

YujilNADA,etal.……S37

12：40～13:40LuncheonSeminarlI

Moderator:J・RYU

LS2AntilnflammaryTherapyinOrthopaedics:PathophysiologyofArthropathyandTreatment
NaokiISHIGURO……S38

13：50～14:50CubitalTunnelSyndrome
MOderator:S・TACHIBANA

l-3-22CubitalTunnelSyndromeinHemodialysisPatients

KousukelBA,etal．……S39

1-3-23RecoveryCourseofCubitalTunnelSyndromeafterOperation:Long-termProspectiveStudy
Ken-ichiKAWANO,etal.……S39

1-3-24PostoperativeSensoryRecoveryinCubitalTunnelSyndromeEvaluatedbySemmes-Weinstein
MonofilamentsTest

TakaoOMURA,etal.･･･…S40

1-3-25MinimallncisionProcedurefOrCubitalTunnelSyndrome

MasahiroNAGAOKA,etal.……S40

1-3-26EndoscopicCubitalTunnelDecompressionwithMedialEpicondylectomy

ToshiyukiTSURUTA,etal.･･･…S41

1-3-27ClinicalResultsofStabilizedAnteriorSubcutaneousTranspositionoftheUInarNervefOrCubital

TunnelSyndrome

ShingoNOBUTA,etal.･･････S41

14：50～15:30Imagings
Moderator:S.OKINAGA

1-3-28RadiolucentSpotsintheLunate

AkimasaKOBAYASHI,etal.……S42

l-3-29MeasurementoftheScaphoidHumpbackandRelationshipbetweentheScaphoidandtheLunateby
DeltaHandCT

KeisukeADACHI,etal.……S42

l-3-30UltrasoundExaminationofLateralEpicondylitisoftheElbow

EUiNISHIOKA,etal.……S43

1-3-31UsefUlnessof3D-CTfOrtheEvaluationofOsteoarthritisoftheElbowJoint

RyQjiKAJIWARA,etal.……S43

Room4

8：50～9:40WriStDisorders

Moderator:M.ISHIZUKI

l-4-IAnalysisofRadialSidedWristPain

YukioABE,etal.……S44

l-4-2TheSigmoidNotchlnclinationandtheUlnarVarianceDependontheAge

ToshihisaOSHIGE,etal.……S44
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CarpalBoneMotioninUlnocarpalAbutmentSyndrome

MasahiroTATEBE,etal.…･･･S45

TreatmentoftheUInarStyloidlmpactionSyndrome

HiroakiOKUNO,etal．……S45

TheComparisonofOsteoarthriticChangeoftheDistalRadioulnarJointofUlnarShortening

andthatofRadialShortemng

MasahiroKOIZUMI,etal.……S46

9：50～10:30TFCC1

Moderator:K・KAZUKI

l-4-61nitialClinicalExperienceofMRIMicroscopyCoiltoTriangularFibrocartilageComplex

ToshikazuTANAKA,etal.･･････S46

l-4-7ConservativeTreatmentfOrTriangularFibrocartilageComplexlIUury

HiroyukiONO,etal.……S47

l-4-8ThelnnuenceofUlnaPlusVarinavefbrTFCCTearandClinicalResultofArthroscopicSurgery

SatomKUDOH,etal.……S47

l-4-9DiagnosisandTreatmentfOrDRUJInstabilitywithAvulsionoftheTFCC廿omtheUInarFovea

KeijiFUJIO,etal.……S48

10:30～11:10TFCC2

Moderator:T･FIIRAYAMA

l-4-10TreatmentofTFCCandCombinedlljury

SetsukoSHIBATA,etal.……S48

l-4-llArthroscopicSurgeryfOrTraumaticTFCCInjuries

HiroyukiMIWA,etal.……S49

l-4-120penRepairofUInarAvulsionoftheTriangularFibrocartilageComplex

HikonoAIm,etal.……S49

l-4-13ArchedUlnarShorteningOsteotomyfOrUInocarpalAbutmentSyndrome

KatsuroFURUMACHI,etal.……S50

11：10～12:10DRUJ

Moderator:H.HASHIZUME

l-4-14ANewMethodofQuantitativeEvaluationfOrtheDistalRadioulnaJointlnstability

JuliMATSUOKA,etal.……S50

l-4-15DynancStabilizersoftheStiffnessofDRUJ

MichiyoFUJIMOTO,etal.……S51

1-4-16TheEffectsofUInaShortningProcedurefOrlnstabilityoftheDistalRadioulnarJoint

-FunctionalAnatomy-

SaburoSASAO,etal.．…｡･S51

l-4-170perativeTreatmentfOrDorsalDislocationandSubluxationoftheDistalRadioulnarJoint

HikamTASHIMA,etal.……S52

l-4-18TreatmentofPalmarDislocationoftheDistalRadioulnarJoint

TadashiYONETAKE,etal.……S52

l-4-19Long-timeFollow-upofSauv6-KapandjiProcedurefbrDistalRadioulnarOsteoarthropathy

HironobulNAGAKI,etal.……S53

13：50～14:30KienbickDiseasel

Moderator:S・TAKIGAWA

l-4-20TheChangesinMRSignalIntensityofNecroticlntercalatedBone:AnExperimentalStudy

NatsuyaOSADA,etal.……S53

l-4-21SurgicalOutcomeofRadialOsteotomyfbrKienb6ckDisease-RadiologicalEvaluation-

ShukukiKOH,etal.･･････S54

l-4-22Kienb6ckDiseaseinFemale

IsaoTADANO,etal.……S54
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l-4-23PredictorsofClinicalResultsofRadialOsteotomesfOrKienbOck'sDisease

NorimasaIWASAKI,etal S55

14:30～15:10Kienb6ckDisease2

Moderator:Y・HAMADA

1-4-24AClinicalResultofCapitateShorteningfbrKienbOck'sDisease

TomohiroOMUKAI,etal.……S55

1-4-25RadialCIosingWedgeOsteotomyfOrKienbOckDisease-AClinicalStudyfbrChangeofBiplane
ArticularlnclinationofRadius

MitsuhiroSUMI,etal．……S56

l-4-26AsepticNecrosisoftheScaphoid,ReconstructedwithVascularizedSecondMetacalpalBoneGraft

MasaharuMAKINO,etal．……S56

l-4-27TreatmentofKienbOckDiseasewiththeVascularizedBoneGrafts

NammichiMURAKAMI,etal.……S57

Room5

8：50～9:50Tenosynovitis
Moderator:T.URABE

l-5-1TheExpressionofELAM-lonTenosinovitis

NobukiTERADA,etal.……S58

1-5-2SubcutaneousLigamentousSheathReleasefOrSnappingFinger

TomohideMOTOMURA,etal.……S58

l-5-3ChronicTenosynovitisoftheHandCausedbyTrauma

ShunichiHENMI,etal.……S59

l-5-4PercutaneousTriggerFingerRelease-SafetyandEfficasy-

CHWong,etal.……S59

l-5-5NewDiagnosticTestfOrdeQuervainDisease
KuniichiASO……S60

l-5-6MuscleBellyofExtensorPollicisBrevisAssociatedwithdeQuervainDisease
TsutomuTAKIZAWA……S60

9：50～10:50UpperArmPalsyandReconstruction
Moderator:K.SHmⅥIZU

1-5-7SymptomandTreatmentfOrtheFocalDystoniaAmongProfessionalMusicians
NaotakaSAKAI……S61

l-5-8AsymmetryofRngerNailsinHemiplegia

KoichiKOBAYASHI,etal.……S61

l-5-9ExaminationfOrFingerTransfOnnationofCerebrovascularDiseasePatients

AkiraSHIMAZU,etal.……S62

l-5-100utcomeoftheMultipleMuscleTransferfOrtheReconstructionofParalysedShoulder

TakahiroHASHIMOTO,etal.……S62

1-5-llReconstructionofUpperExtremityFunctioninCervicalMyelopathy

MasatakaNOGUCHI,etal．……S63

1-5-12TwoCaseReportsofReconstructionofForearmSupinationfbrHighRadialNervePalsywith

DysfUnctionofBiceps

JunshinNAGAMINE,etal．……S63

10:50～12:30PanelDisucussionllNewTrendsintheTreatmentofCongenital
Direrences

Moderators:T･OGINO

E・HORII

l-P2-1AModifiedAbductorDigitiMinimiOpponensplastyinCongenitalHypoplasticThumb

ShinichiroTAKAYAMA,etal.……S64
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ResultsafterPollicizationfOrHypoplasticThumb

ToshihikoOGINO,etal.……S64

SomeRefinementsinSyndactylyOperation
MotonaolWASAWA……S65

CurrentDesignofFlapsAvoidingPost-operativeWebCreepinginSyndactyly
TadaoKOJIMA……S65

Long-timeFollow-upofSurgicalOutcomeinThumbPolydactyly
HitomiMAKINO,etal．……S66

CauseandTreatmentofSecondaryDefbrntyafterOperationfOrPolydactylyoftheThumb
HidehikoKAWABATA,etal.……S66

FreePartialToeTransfersfOrCongenitalAnomariesoftheHand

IsaoKOUSHIMA,etal.。…。。S67

２
３

一

一

２
２
Ｐ
Ｐ

一

一

１
１

l-P2-4

l-P2-5

l-P2-6

l-P2-7

12：40～13:40The41stMeetingfOrCongenitalHandDifferences

13：50～14:30CongenitalDiffbrencesl
Moderator:H・SENRUI

1-5-13ThumbPolydactylia-Long-termFollow-upafterSurgery-

ShoichiWATARI,etal.……S67

l-5-14FloatingTypeThumbPolydactylyTreatedwithAbductorPolicisBrevisTendonTransfer
HideoKASHIWA,etal．……S68

l-5-15SurgicalTreatmentofSyndactylyConsideringLocationofGraftedSkinandSymmetryoftheTwo

Fingers

MitsumUCHIDA,etal．……S68

1-5-16SurgicalOutcomesofExcisionofAccessoryPhalanxfOrOpposableTriphalangealThumb

DaisukelSHIGAKI,etal．…･･･S69

14：30～15:10CongenitalDifWerences2
Moderator:S・WATARI

l-5-17SurgeryfOrtheCleftHand

OsamSUZUKI,etal．……S69

1-5-18ClassificationofOurCasesontheUInarRayDefficiency

YokoKISHI,etal．……S70

1-5-19FocalCorticalDepressionoftheUIna

KenichiKAZUKI,etal.……S70

l-5-20Upper-limbDefOrmityandSurgicalStrategyonChildrenwithOsteogenesislmperfecta
MasatoshiAMAKO,etal．……S71

EventHall

12：40～13:40LuncheonSeminarlII

Moderator:G・INOUE

LS3ATechniqueofTendonGraftReconstructionandTenodesisUsingTendonJunctionScrewSystem

(TJSystem)inHandSurgery
JuichiTANAKA……S72

PosterA

17：00～17:35Biomechanics

Moderator:T・IMAFDA

l-Pa-II)IvjvoKinematicStudyofNormalWrist

KatsuhikoHAYAKAWA,etal.……S73

l-Pa-2NoninvasiveThreeDimensionalKinematicsoftheWristJointUsingMRI

AkiraGOTO,etal.……S73

－74－



l-Pa-3 ComparisonofDifferentVolarPlatesFixationfOrtheDistalRadiusFracture:

ABiomechanicalStudy

De可uOSADA,etal.……S74

MechanicalStrengthofPinPurchaseofPercutaneousPinningfOrDistalRadiusFracture

YUjiSAEKI,etal.……S74

TheEffectofDorsallyAngulatedMalunionDistalRadiusFracturesontheDRUJ

HirotsuneHIRAHARA,etal.……S75

AppropriateRotationalOsteotomySitefOrLimitationofForeannRotation

HisayaSHIRAI,etal.……S75

ANewReconstructionMethodoftheForearmIOMUsingBone-IOM-BoneGraft(The3rdReport)

-KinematicStudy-

MasakiFUJITA,etal．……S76

l-Pa-4
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６
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１

l-Pa-7

17：35～17:55ScaphoidFractures
Moderator:K・TSUNODA

l-Pa-8ScaphoidFractureTreatedwithAcutrakScrew

TadahitoTOSHIMA,etal.……S76

1-Pa-9TreatmentfbrScaphoidFracturewithBoldScrew

AkiraMOROHASHI,etal．……S77

l-Pa-10TreatmentfbrScaphoidFractureUsingCannulatedHeadlessCompressionScrew

KatsumiTAJIMA,etal.……S77

l-Pa-llSurgicalTreatmentofScaphoidNonunion

KazuhikoMATSUSHITA,etal．……S78

17：55～18:25Wrist

Moderator:T.SAKADA

1-Pa-12RelationshipbetweenUlnarStyloidFractureandDRUJInstability

ToshiyasuNAKAMURA,etal．……S78

1-Pa-13ReconstructiveProcedurefOrVolarlnstabilityoftheDistalRadioulnarJoint

YoshifUmiNAGATANI,etal.……S79

1-Pa-14TheTreatmentofCaseswithPerilunateDislocation

MichihiroODA,etal.……S79

l-Pa-15AvascularNecrosisoftheCapitateinTwoYoungAthletes

OsamuSOEJIMA,etal.……S80

l-Pa-16EffectofaVoluslnjectionofFibroblastGrowthFactor-2(FGF-2)inaNecroticBonewithVascular

Bundlelmplantation

AtsuoNAKAMAE,etal.……S80

l-Pa-17VascularizedBoneGraftfiFomtheSecondMetacarpalNeckfOrKienb6ckDisease

ShoheiOMOKAWA,etal.……S81

18：25～18:50DistalRadiusFractures

Moderator:K.YOSHIDA

l-Pa-18BoneLengtheningfOrPrematureEpiphysealClosureoftheDistalRadius

TourulCHIKAWA,etal.……S81

l-Pa-19ABiomechanicalStudyofFixationStabilityofNewNon-bridgingExternalFixator(Compack)fOr
DistalRadiusFracture

ShinMIYAHARA,etal．……S82

1-Pa-20ModifiedKapandjiPinningfbrDistalRadiusFracturesinOldAdults:InnuencesoftheNumberof

WiresonRadiologicalResults

YasuhikoNISHIO,etal.……S82

1-Pa-211ntra-fOcalPinningfOrEpiphysealSeparationoftheDistalRadius
YoshiroKIYOSHIGE……S83

l-Pa-22VolarlntrafOcalPinningfOrDistalRadiusFracture

KenjiTSUBO,etal.……S83
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17：00～17:25DupuytrenContracture
Moderator:K・KUSUNOSE

l-Pb-lMannerofDownregulationofq-smoothMuscleActinProductioninMyofibroblastbylnterferon-)'

KouseiTANAKA,etal.……S84

1-Pb-2EvaluationofFactorslnnuencingSurgicalOutcomeofDupuytrenDisease

-ANewPreoperativeClassificationfOrDupuytrenDisease-

YoshihiroABE,etal.……S84

l-Pb-3RegionalFasciectomyfbrDupuytren'sDisease

SusumuSAITO,etal．……S85

l-Pb-4ClinicalStudyofDupuytren'sContractureonOperatedCases

TomoyukiROKUGO,etal．……S85

l-Pb-5PamalOpenMethodintheTreatmentofDupuytrenContracture
MakotoKAMEYAMA,etal.……S86

17：25～17:45Microsurgery
Moderator:A･FUKUI

1-Pb-60steosynthesisinDigitalReplantationUsingaBioabsorbableRod

JunARATA,etal.……S86

l-Pb-7NonunionafterDigitalReplantation

KenichiSHIMADA,etal.……S87

l-Pb-8FreeHemipulpFlapfOrUseinRecOnstructionofFingerPulp

MizukoMATSUI,etal.……S87

l-Pb-9ReconstructionofSoftTissuebynapsafterScarTissueResectionCombinedwithTenolysisor

TendonGraftinSevereForearmlnjuries

HiroyukiGOTANI,etal．．｡…・S88

17：45～18:00CRPS

Moderator:H.KAWABATA

l-Pb-10NewMethodfOrExperimentalPainAnimalModel(ContinuousExtracellularRecording)

KenjiMIKI,etal.……S88

l-Pb-llThelnhibitoIyEffectofNeurotropinonEctopicFiringofCCIMono-neuropathyModelinRats

SatoruNAKAMURA,etal.……S89

l-Pb-12EightSurgicalCaseswithComplexRegionalPainSyndrome(CRPS)

TakayalNOUE,etal．……S89

18:00～18:15ReconstructiveMedicine

Moderator:Y・INADA

l-Pb-13ExperimentalStudyonCostalOsteochondralGraft-HistologicalFindingsandBiochemicalStudyof

MatrixComponentintheGraftCartilage-

KazukiSATO,etal.……S90

l-Pb-14TissueEngineeredLunateUsingSheepBoneMa汀ow-derivedMesenchymalStemCells

HidehikoNONOMURA,etal．……S90

l-Pb-15AnalysisoftheTissue-engineeredPhalanxUsingUltraMicrotomography

NoritakalSOGAI,etal.……S91

18：15～18:45Tumors

Moderator:H･TANAKA

l-Pb-16ClinicalStudyandUltrasonographyofGanglionoftheRexorTendonSheathsofFingers

HiroyukiSHmilZU,etal.……S91

l-Pb-17TheUseofMmintheEvaluationofUpperExtremityTumors･

EstrellaEMMANUEL,etal．．．…･S92

l-Pb-18LocalAdvancementFlapCoverageafterResectionofMucousCyst

TaroOGAWA,etal.……S92

l-Pb-19ReconstructiveSurgeryfOrtheBoneTumoroftheMetacarpalBone

KenichiOE,etal.……S93
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l-Pb-20

l-Pb-21

TreatmentofBenignBoneTumorwithCalciumPhosphateCement

ShintaroYAMANE,etal．……S93

AClinicalStudyofTumoroftheHand

KoichiNARIKAWA,etal.……S94

PosterC

17：00～17:20Tendonl

Moderator:K・YAMANAKA

l-Pc-lAProspectiveStudyfbrSoCall"Congenital"TriggerThumbBasedontheMedicalCheckfbrl,130
Newbonlnfants

NoriakimKUCHI,etal．……S95

1-Pc-2ExperimentalStudyofL-lactide-co-E-caprolactoneCopolymerasAnti-adhesionMembranefOrFlexor
Tendon

YoshifUmiYAMAMOTO,etal.……S95

1-Pc-3GlidingResistanceofExtrasynovialTendonCoatedwithChemicallyModifiedHyaluronicAcid

ToshimitsuMOMOSE,etal．……S96

l-Pc-4ResultsofPulvertaft'sProcedurefOrOldFDPTendonLaceration

HisamitsulSHIKURA,etal.．．…・S96

17：20～17:40Tendon2

Moderator:T.ISHIGURO

1-Pc-5ClinicalResultofEarlyActiveMotionExerciseafterFlexorPollicisLongusRepair

YasuhiroTSUNEYOSHI,etal.……S97

1-Pc-6DelayedFlexorTendonRaptureafterDistalRadiusFractureinCollagenDiseasePatients
YoshioKAJI,etal.……S97

1-Pc-7SubcutaneousFlexorTendonRuptureduetoPisotriquetralArthritis

AkiraTSUCHIKANE,etal.……S98

1-Pc-8PrognosisofExtensorTendonRuptureinRheumatoidWristUsingMRI

TakeshiEGI,etal.……S98

17:40～18:05CongenitalDifferencesl
Moderator:Y.KITAYAMA

l-Pc-9HistologicalObservationintheDevelopingLimbLeadingtoTibialRayDeficiencies

MiwakoOTSUJI,etal.……S99

1-Pc-10StudyofBrachydactylylllness-AnalysisofPhalangealDevelopmentonBrachypodismMice-
YunkoKANAUCHI,etal.……S99

1-Pc-llCarpalBonesintheLongitudinalDysplasia

AtsukiSUGHIYAMA,etal.……S100

1-Pc-12TheOpenTreatmentfOrtheReleaseofSyndactyly

IsatoSEKIYA,etal.……S100

1-Pc-13SeparationofBonySyndactylyafterTransverseDistractionUsingExternalFixator

YasushiNAKAO,etal.……S101

18：05～18:30CongenitalDifferences2
Moderator:Y・KINOSHITA

l-Pc-14TreatmentofCleftHandswithUeba'sMethod

KatsumiTANAKA,etal.……S101

1-Pc-15PathogenesisandTreatmentofCleftHand

TomokoKUROKI,etal.……S102

1-Pc-16CongenitalHypoplasiaofExtensorTendonCentralBand

NoriakiHIDAKA,etal.……S102

l-Pc-17NewMethodfOrCongenitalFroatingThumb-SplittingofMetacarpalBone-

MihomTAMURA,etal．……S103

1-Pc-180perativeCasesofWindblownHand

HarukazuSAITO,etal.……S103
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Rooml

8：20～9:201nvitedLecturelI

Moderator:Y.IKUTA

SI'21ntra-articularFracturesandMalunionsoftheDistalRadius

ThomasE・TRUMBLE……S105

9:20～10:201nvitedLectureIII

SL3CurrentConceptandPerspectivesofCamallnstability

Moderator:S･TAMAI

MarcGARCIA-ELIAS……S106

10:30～12:00PanelDisucussionlIINewStrategiesofPeripheralNerveSurgery
Moderators:Y.MAKI

H.HIRATA

2-P3-1TheApplicationofGeneTherapyfOrlmmunosuppressioninAllogeneicNerveGraft

ChikaYOSHIOKA,etal.……S107

2-P3-2TransplantedNeuronalProgenitorCellsPromoteNerveRegeneration

TakeshiMURAKAMI,etal.……S107

2-P3-3NerveReconnectionandGradualLengthening

ManabuTOKESHI,etal.……S108

2-P3-4EndtoSideNerveCoaptation

MinoruSHIBATA,etal.……S108

2-P3-5MedianNerveinPartTransfertotheMusculocutaneousNerveandRadialNerveinPartTransferto

theAxillaryNervetoReconstructElbowandShoulderFunctionfbrtheBrachialPlexusUpperType

PalsywithRootAvulsion

HideoKAWAI,etal．……S109

2-P3-6RestorationofPrehensionwithMultipleNerveTransferandFunctioningFreeMuscleTransfer

FollowingCompleteAvulsionofBrachialPlexus

YasunoriHATTORI,etal.……S109

SpecialComment PanupanSONGCHAROEN

13：20～15:00SymposiumllIACurrentChallengesandPerspectionsfOrWrist
Disordersl

Moderators:Y.YANASE

S・TOH

2-S3-1KinematicsoftheWristJoint:I"vivo3-dimensionalMotionAnalysis

HisaoMORITOMO,etal.……S110

2-S3-2AnalysisofForceTransmissionthroughWristJointUsingRBSM

EmikoHORII,etal．……S110

2-S3-3ScapholunateLigamentTearComplicatedwithScaphoidFracture-ArthroscopicExaminationand
Treatment-

NaotoTSUBOKAWA,etal.……S111

2-S3-4ResultsofPercutaneousPinningfOrlIjuryofScapholunateInterosseousLigament

ShirjiNISHIKAWA,etal.……Slll

2-S3-5ReconstructionofStaticScapho-lunateDissociationwithBone-ligament-boneGrafting
A.LeeOSTERMAN……S112

2-S3-6TreatmentandDiagnosisofCasesofSymptomaticLunotriquetrallnstability

KaoriSHIONOYA,etal.……Sll2
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15：00～17:00SymposiumlllBCurrentChallengesandPerspectionsfOrWriSt
Disorders2

Moderators:M・BEPPU

K･WATANABE

2-S3-7Sauve-KapanqiProcedureandUInashorteningOsteotomy-Indications,SurgicalTechnique,and

Coplications-

TakayaMIZUSEKI,etal．．…･･S113

2-S3-8Long-temFollow-upStudyofUlnarShortening

EtsuhiroNAKAO,etal.……Sll3

2-S3-9Long-termResultsofSauv6-KapanqiProcedurefbrOsteoarthritisoftheDistalRadioulnarJoint

AkioMINAMI,etal.……S114

2-S3-10ReconstructionoftheTriangularFibrocartilageComplexUsingHalfslipoftheExtensorCamiUlnaris
Tendon

ToshiyasuNAKAMURA,etal.……S114

2-S3-llUInarExtrinsicLigamentlIUury:DiagnosisandTreatment
A.LeeOSTERMAN……Sll5

2-S3-12KeioExperiencesfOrtheTreatmentofAdvancedKienb6ck'sDisease

HiroyasulKEGAMI,etal.……S115

2-S3-13NaraExperiencesofOperativeProceduresfOrtheTreatmentofKienbOckDisease
HiroshiYAJIMA……S116

17：00～17:15CIosingRemarks

ROom2

8：20～10:20PanelDisucussionlVNewTrendsinHandRehabilitation

Moderators:Y・KINO

M・ABE

2-P4-1PracticalTherapyfbrHandContractures
IsamuKUSHIBE……S117

2-P4-2RehabilitationofFracturesandLigamentousIIUuriesoftheDigits

KentaroWATANABE,etal．……S117

2-P4-3TherapistAssistedTenodesisMotionExerciseafterFlexorTendonRepairinZonell

MitsuhiroAOm,etal.……S118

2-P4-4PostOperativeTreatmentafterFlexorTenolysis

YutakaMAKI,etal.……S118

2-P4-5RehabilitationfbrPeripheralNerveRepair

HitoshiHIRATA,etal.……S119

2-P4-6EarlyRehabilitationafterDigitalReplantation

KazuhiroSAKAI,etal.……S119

10：30～11:20DistalRadilISFractures3

ModeratOr:H.TASHIMA

2-2-1ClinicalResultsofDistalRadiusFracture-ComparisionbetweenExtemalFixationandPlateFixation-

SatoshiFUJITA,etal.……S120

2-2-2CombinationofVolarPlateFixationandlntra-fOcalPinningfOrDistalRadiusFractures

MasaakiKAWANO,etal.．.…・S120

2-2-3PalmarPlatingwithCalciumPhosphateBonePastefOrUnstableColle3FracturesinElderlyPeople

MasayukiKAMANO,etal.……S121

2-2-40perativeTreatmentofFractureofDistalRadius

HitoshiKATO,etal．……S121

2-2-5ResultsofOpenReductionandlnternalFixationofDistalRadiusFractures

HiroshiTADA,etal．……S122
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11：20～12:00DistalRadiusFractures4

Moderator:Y･mYOSHIGE

2-2-6ReviewoftheConservativeTreatmantfOrtheDistalRadiusFracturesinGreatAge

KazunariTOMITA,etal.……S122

2-2-7DisturbanceofFingerExtensioninSmith'sFracture

MasatoOKAZAKI,etal．……S123

2-2-8CorrectiveOsteotomiesfOrDistalRadiusMalunitedFracturesinMiddleandAdvancedAgedFemales

SatoshilSOGAI,etal.……S123

2-2-9IntraarticularOsteotomyofDistalRadialMalunionswithaDepressedArticularSurface

ShinjiroKONO,etal.……S124

12：10～13:10LuncheonSeminarlV

LS4MedicallnsuranceinHandSurgery(VI)

Moderator:M.YOSHIMURA

JunjiNAKAMURA……S125

13：20～14:50PanelDisucussionVDiagnosisandTherapyofCRPSintheUpper
Fxtremities

Moderators:T・FUTAMI

N.OCHIAI

2-P5-lCRPSandSympatheticNerve:InfluenceofSympatheticExcitationonRatNociceptiveFiberActivity

HirokiYAJIMA,etal.……S126

2-P5-2NerveBIockandHandTherapyfbrCRPS(RSD)

SeiichiroOKAJIMA,etal.……S126

2-P5-3TreatmentfOrCRPSinUpperLimbfromtheStandpointoftheOperation

YukioHORIUCHI,etal.……S127

2-P5-4ComplexRegionalPainSyndrome:DiagnosisandTreatment
TakashiMASHIMO.．…・S127

2-P5-5PhannacologicalTestinPainAnalysisandinSelectionofTreatmentMethod
SetsuroOGAWA……S128

2-P5-6PsychosomaticApproachtoPain
HitoshiMIYAOKA……S128

15:00～16:00EveningLectureIII
MOderator:T.YOSHIZU

EL31niuriesandOveruseDisordersoftheHandandWristinSport:MechanismoflIUuryandPrevention
HidehikoSAITO……S129

16:00～17:00EveningLectureIV

EL4NerveTransferfbrBrachialPlexuslnjurieS

Moderator:A.NAGANO

PanupanSONGCHAROEN……S130

Room3

10:30～11:00MicroSurgeryl
Moderator:G.NISHI

2-3-1NailDefbrmityinCasesofReplantedDigitofFinger-tipAmputationattheNailBedLevel

AtsunoriSUMITA,etal.．…．.S131

2-3-2TreatmentofAbrasionlnjuryoftheDorsumoftheFinger

GorolNOUE,etal．……S131

2-3-3BilateralCongenitalClubHandsTreatedbyVilkkiMethod

MasamichiUSUI,etal.……S132
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11：00～11:40Microsurgery2
Moderator:N・KUROSHIMA

2-3-4ThumbReconstructionUsingToeTransfers

ShUjiYAMASHITA,etal.……S132

2-3-5VascularizedBoneGraftstotheUpperExtremities-AnExperienceofl2Cases-

KazukiKUNIYOSHI,etal.……S133

2-3-6FreeCombinedTissueTransfersinHand

SeikolTO,etal．……S133

2-3-7TolerancelnductiontoCompositeTissueAllograftsinMixedChimericSwine

WPAndrewLEE,etal.……S134

12：10～13:10LuncheonSeminarV

LS5WhatisComplexRegionalPainSyndrome？

Moderator:Y･TOMITA

JunSATO……S135

13：20～14:10UpperExtremityTrauma
Moderator:K・SHIMADA

2-3-8TraumaticAneurysmoftheHand

YasuhiroYOSHIKAWA,etal．……S136

2-3-9CompartmentSyndromeoftheHand

KazuhikoHIRACHI,etal.……S136

2-3-10CharacteristicsandTreatmentsofSportslnjuriesoftheUpperExtremities

KunihiroKURIHARA,etal.……S137

2-3-llSeriouslnfectionoftheUpperExtremityCausedbyLesserInjuries:AReportofThreeCases

YoshiyukiASADA,etal.……S137

2-3-12High-energyRollerlnjuriestotheHandandtheUpperExtremity
YoshiharuNAKAMURA,etal.……S138

14：10～14:50Forearmlnjuries
Moderator:Y.OKA

2-3-131ntra-articularFractureoftheUInarHead

MasaoNISHIWAKI,etal.……S138

2-3-14FracturesofShaftofRadiusandUlnainChildren

HisashiYAMAMOTO,etal.……S139

2-3-15CorrectionOsteotomyfbrMalunionofForeannFractures

TakeshiYOSHIDA,etal.……S139

2-3-16BipolarlnjuryoftheForearmwithoutDislocationoftheDRUJ
TadashiSUGIm,etal.……S140

14：50～15:40Fingerlnjuriesl
Moderator:M.TAKAHASHI

2-3-17TreatmentoftheCentralSlipAttachmentFracture

JunyalMATANI,etal．。…｡．S140

2-3-18TreatmentofAvulsionFracturesattheThumbMetacarpophalangealJoint

JunjuKIN,etal.……S141

2-3-19TreatmentfOrTTypeFracturesofBaseofMiddlePhalanges-CombinedKWireFIexionBlockand
ExtensionBIock-

TakashiSASAm,etal.……S141

2-3-20ClinicalResultofSurgicalTreatmentinCollateralLigamentllliuryoftheMetacarpophalangealJointof
theThumb

YQjiKITANO,etal.……S142

2-3-21ReconstructionofUlnarCollateralLigamentatMetacarpophalangealJointoftheThumb

HirokiHARAYAMA,etal.……S142
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15：40～16:30Fingerlnjuries2
Moderator:M・SUZUKI

2-3-22CondylarFracturesofProximalPhalangesDistaltotheCollateralLigament'sAttachment

YoshiyukiOHNO,etal.……S143

2-3-23TheConsarvativeManagementofHandFracturebyExtensionBlockCasting
TakakoSATO,etal.．．…・S143

2-3-24PercutaneousPinningThroughtheFlexorTendonfOrDorsalFracture-dislocationoftheProximal

IntemhalangealJointoftheFinger

SeietsuSENMA,etal.……S144

2-3-25CorrectiveOsteotomyfbrtheMalunitedFractureoftheProximalPhalangealorMetacamalShaft
KenichiTAZAKI,etal．……S144

2-3-260steochondralGrafiingfOrPartialOsteochondralDamegeoftheFingerJoints

KenjiKIMORI,etal.……S145

16:30～17:00FingerInjuries3
Moderator:Y・SUZUKI

2-3-27EvaluationofAnestheticEffectofTransthcalDigitalNerveBIock

MotokiSONOHATA,etal.……S145

2-3-28TreatmentfOrthePIPJointContractures-distractionwithKirschnerWireandExercisewithCompass

PIPJointHinge

KazumaSAWABE,etal．……S146

2-3-29TotalAnteriorTeno-arthrolysisfOrtheTreatmentofStiffBentFinger

LorisPEGOLI,etal.．｡…・S146

Room4

10：30～11:10Tendonlnjuriesl
Moderator:H・KATO

2-4-1ClosedRupturesoftheFlexorTendonoftheLittleFingerSecondarytoFracturesoftheHookofthe
Hamate

HiroshiYAMAZAKI,etal.……S147

2-4-2SurgicalOutcomeofMultipleFlexorTendonlnjuriesinZonellltoV

MasayukiSAKUMA,etal.……S147

2-4-3ATwo-stagenexorTendonReconstructionbyUsingSiliconRod

YasushiMORISAWA,etal.……S148

2-4-4TheTendonGraftingfOrtheClosedRuptureoftheExtensorPollicisLongus

ToshihitoYAMAGUCHI,etal.……S148

11:10～12:00Tendonlnjuries2
Moderator:Y・HIRASE

2-4-5AggressiveActiveMobilizationFollowingZone2RexorTendonRepair

HitoshiHATANAKA,etal.……S149

2-4-6EarlyActiveorControlledMobilizationFollowingBridgeTendonGraftingfOrProfUndusTendon

InjuriesinPalm

TakaeYOSHIZU,etal.……S149

2-4-7EarlyMotionExercisefOrZonelRuptureofFingerFlexor,ResultsandAnalysisofRe-ruptureCases

YujiTAKAHASHI,etal.……S150

2-4-8PrimaryRepairoflsolatedFlexorDigitorumProfimdusTendonLacerationinZoneland2:Resultsof
ModifiedKleinertMethod

HiroyukiKATO,etal.……S150

2-4-9EarlyControlledMobilizationofMultipleExtenserTendonlnjuryinZoneVII

MasayaNAKAMURA,etal.……S151
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12：10～13:10LuncheonSeminarVI

LS6RecentAdvancesinFlapSurgery

Moderator:I.KOSHIMA

ShuheiTORⅡ ｡。S152

13：20～14:00BrachialPlexuslnjuriesl
Moderator:K･IHARA

2-4-10CanElbowFlexionbeCompletelylndependentfromRespirationafterlntercostalNerveCrossSutureto
theMusculocutaneousNerve？

TanefUnNAKAGAWA,etal.……S153

2-4-llAnalysisoftheResultsofElbowFlexolplastyUsingIntercostalNeIveTransferAccordingtotheTypes

ofBrachialPlexuslnjury

YasuhitoTAJIRI,etal.……S153

2-4-12ResultsofAccessolyandlntercostalNerveTransferinC5,C6PreganglionicBrachialPlexusLesion

YQjiMIKAMI,etal.……S154

2-4-13ExperienceofBrachialPlexusl可urywithSubclavianArteryTrauma

KeisukelKEDA,etal.……S154

14：00～14:30BrachialPlexuslnjuries2
Moderator:M・NOGUCHI

2-4-14CombinedBrachialPlexusandSpinalCordlnjuries

ShosukeAKITA,etal.……S155

2-4-15RoleofPostoperativeElectrophysiologicalStudyintheProspectoftheOutcomeafter
FreeMuscleGraft

ToruSUNAGAWA,etal.……S155

2-4-16RehabilitationofBrachialPlexuslnjuryafterFreeMuscleTransfer

MasaoWATANABE,etal．．．…・S156

14：30～15:20TumorSl

Moderator:Y.TSUYUGUCHI

2-4-17ClinicalExperienceofHneNeedleAspirationCytologyfOrSoftTissueTumorsoftheHand

YasuyukimTAGAWA,etal．……S156
2-4-18SoftTissueTumorsoftheHandandForeann:Reviewof99Cases

NaokiUEDA,etal．……S157

2-4-19SoftTissueTumoroftheHandwithBoneLesion

NoriyukiHASHIMOTO,etal.……S157

2-4-20ResultsofSurgicalTreatmentfbrthePalmarWristGanglions

WataruHATANAKA,etal.･．…・S158

2-4-21TheTherapyofPainfUllntraosseousGanglioninCamalBones

ToshikichiHAYASHI,etal.……S158

15：20～16:00Tumors2

Moderator:J.NISHIDA

2-4-22ClinicalPathologyandTherapeuticResultsofNeurinomawhichOccurredtoanUpperExtremity

KatsumiTAKASE,etal.･…・・S159

2-4-23SchwannomaintheUpperExtremity

KoichirolHARA,etal.……S159

2-4-24SurgicalResultofEnchondromawithBoneGraft

HideakilMADA,etal.……S160

2-4-25VascularizedFibularGraftingfOrReconstructionafterResectionoftheRadialBoneTumor

KeiichiMURAMATSU,etal.……S160
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16：00～16:50CRPS

Moderator:Y･ITOH

2-4-26TreatmentfOrRenexSympatheticDystrophyCombinedwithUnstableFractureoftheDistalRadius
TeruyasuOHNO,etal.……S161

2-4-27AnalgasicEffectsofKetamineOintmentfbrPatientswithComplexRegionalPainSyndrome

onUpperExtremity
MitsunoriSHIGETOMI,etal.……S161

2-4-28PeripheralNerveStimulation(PNS)fOrCRPSType2
YoichiKOSE,etal．……S162

2-4-29DorsalRootEntryZoneLesionandDorsalRootRhizotomyfOrPatientwithCRPSTypel

ofUpperextremity

TatsunorilKEMOTO,etal.……S162

2-4-30AnalysisofJudicialCasesasRegardsRSD(ReflexSympatheticDystrophy)
AsakoKOKUBO,etal．……S163

Room5

10:30～11:10ScaphoidFractureS
Moderator:Y.MmAMIKAWA

2-5-lChondralLesionsShowtheMechanismofScaphoidFractures

YasuhiroHIDAKA,etal．……S164

2-5-23DComputerSimulationofSurgeryfbrtheScaphoidNonunion

TsuyoshiMURASE,etal.･｡…・S164

2-5-30perativeResultsofScaphoidNonunionTreatedbyDTJScrew
MasakiTOMATSURI,etal．……S165

2-5-4TreatmentofLunateandPerilunateDislocations

ManabuKUSHIDA,etal．……S165

11：10～11:40RA1

Moderator:K・MASADA

2-5-5Tension-reducedEarlyMobilizationfOrReconstructionofExtensorTendonRuptureintheRheumatoid

Hands-ClinicalStudyofMinimum5-yearFollow-up-

HiroyasUIKEGAMI,etal.……S166

2-5-6StudyofExtensorDislocationCausingFingerExtensionDisturbanceinRheumatoidPatients

TakayaMIZUSEm,etal.……S166

2-5-7RelationshipbetweentheRheumatoidWristlnstabilityandExtensorTendonRupturewiththeUseof

3DCTImage

HajimeISHIKAWA,etal.……S167

13：20～14:00RA2

Moderator:M･MAKINO

2-5-8ClinicalStudiesofPseudogoutAttackintheWrist

YasunoriTANIGUCHI,etal.……S167

2-5-9PeripheralNeuropathyRelatedtoRheumatoidArthritis

MakotolCHIKAWA,etal.……S168

2-5-10SilasticSheetArthroplastyfbrRheumatoidArthritisoftheWrist

KeIUiKAWAMURA,etal.……S168

2-5-llArthodesisoftheRheumatoidWrist-ComparisonofAOWristFusionPlateandK-wire-

AtsushiOKAZAm,etal.……S169

14：00～14:40RA3

2-5-12RadiographicChangesofRheumatoidThumb
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Moderator:T・MURAKAMI

RikakoMORIMOTO,etal.……S169



2-5-13

2-5-14

2-5-15

SmallJointArthrodesisUsingAcutrakBoneScrewinRheumatoidThumb

KazuhiroMASADA,etal．……S170

AStudyofSynovectomyoftheFingerJointsinRheumatoidArthritis

NatsukoNAKAGAWA,etal.……S170

SurgicallndicationofSiliconeImplantfOrRheumatoidFinger

ShinMUNESADA,etal.……S171

14：40～15:20RA4

Moderator:S・NINOMIYA

2-5-16RadiogaphicEvaluationofSauve-KapandjiProcedureontheRheumatoidWrist

RyusukeOSADA,etal．．…・・S171

2-5-17ANewShelfOperationoftheWristJointinPatientswithRheumatoidArthritis

-MorethanThree-yearFollow-up-

SatoruFUJITA,etal．……S172

2-5-18RadiologicEvaluationoftheWristafterTEAinPatientswithRheumatoidArthritis

MasayukiSEKIGUCHI,etal.……S172

2-5-19TreatmentofRheumatoidElbowsandOsteoarthritisoftheElbowsbyTotalElbowArthroplasty

TakeshiARAI,etal.……S173

15：20～16:200steoarthritis

Moderator:M.IJICHI

2-5-20Heberden'sNodes・TheSecondReport:Short-tennResultsoftheSurgicalTreatment
KeizoFUKUMOTO,etal.……S173

2-5-210steoarthritisoftheMetacamophalangealJointintheHand

AkikoTAKEUCHI,etal.……S174

2-5-22/"vivoFluoroscopicEvaluationofKinematicsofThumbBasalJoint
ToshikiMIURA,etal.……S174

2-5-23LigamentReconstructionArthroplastyfOrBasalJointArthritisofThumb
KoheiKANAYA,etal．……S175

2-5-24Thompson'sSuspensionArthroplastyfOrThumbTrapeziometacarpalArthritis
TomomimKUTA,etal.……S175

2-5-25CPPDDepositioninPrimaryDRUJArthrosisAssociatedwithExtensorTendonRupture
SatomSAITOH,etal．……S176

PosterA

8：20～8:45HandandFingerlnjurieSl

2-Pa-IAReportofThreeCasesofLockedFinger

2-Pa-2PseudoaneurysmaofForearmCausingSuicide

2-Pa-3ThePNBClassificationfOrTreatmentofFingertiplnjuries

2-Pa-4TheUseofbFGFfOrComplicatedFingertipUlcers

2-Pa-5LengtheningoftheDistalPhalanx

Moderator:M・KUSUNOKI

NorioSAITO……S177

HidehikoOZAWA,etal.……S177

GanMUNEUCHI,etal.……S178

MasayukiONODERA,etal.……S178

TakuyaSAWAIZUMI,etal.……S179

8：45～9:15HandandFingerlnjuries2
Moderator:N.NISHIJIMA

2-Pa-6FlapSurgeryfOrDorsalSkinDefectofFingers
MeiseiTAKEISHI,etal.……S179

2-Pa-7ReconstructionfOrtheSkinDefectoftheHandandFingerUsingFreePeronealFlap

OsamuKISANUKI,etal.……S180
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2-Pa-8

2-Pa-9

2-Pa-10

2-Pa-11

TreatmentofOldMalletFractureswithTensionBandWiring

AkihikoSONODA,etal．……S180

StudyoftheFactorsContributingtoCorrectRepositionandBoneUnioninlshiguro'sProcedurefOr
MalletFracture

NaokiTOBA,etal．……S181

IntemhalangealJointFusionUsingAcutrakBoneScrew

HajimeMATSUMURA,etal.……S181

ArthrodesisofFingerJoint

HidehikoOZAWA,etal.……S182

9：15～9:40HandandFingerlnjuries3
MOderator:K･TAZAKI

2-Pa-12HistologicalandBiomechanicalEvaluationofanlnterferenceScrewfbrTendonReattachment

KelUiroTSUNEMI,etal.……S182

2-Pa-13AnatomyandPathomechanicsof4thand5thCMCJointlnjuries

RyoYOSHIDA,etal．……S183

2-Pa-14PercutaneousReductionfOrDepressedFractureofDistalPhalanxinDIPandlPJoints

KazuyoshiYAMANAKA,etal.……S183

2-Pa-15TheNewTractionMethodandTractionForcefOrPIPJFractureTreatment

TomoakiTORIHAMA,etal.……S184

2-Pa-16TreatmentofMetacamalFractureswithNODEAnchoringSystem

ToshihirolSHIKO,etal.……S184

9：40～10:00HandandFingerInjuries4
Moderator:K･HIKOSAKA

2-Pa-17TreatmentofMetacaIpalandPhalangealFractureswithPlatingMethod

NarihitoKODAMA,etal.．…

2-Pa-18ClinicalStudyofModularHandSystem

HajimeKIMURA,etal.…・

2-Pa-19TreatmentofMetacarpalandPhalangealFractureswithLow-plfilePlateSystem

MitsuhikoNANNO,etal.…・

2-Pa-20TreatmentfOrNervelnjuriesAssociatedwithSupracondylarFracturesinChildren

KatsunorilNAGAm,etal.････

S185

S185

S186

S186

PosterB

8：20～8:45PeripheralNervel
Moderator:S･ITOH

2-Pb-1BiometryoftheBranchesoftheMedianNerveintheForeann

MasahiroYONEDA,etal.……S187

2-Pb-2DiagnosisoflncompleteConductionBIockUsingBiomagnetometer

YukoFUKUOKA,etal.……S187

2-Pb-3ExperimentalStudyfOrPreventionofNeuralAdhesionUsingHyaluronicAcid
NaokiOSAMURA,etal.……S188

2-Pb-4MultichannelDetectionofEvokedMagneticCompoundActionFieldsofSciaticNerveinRabbit

YoshimasaTOMITA,etal.……S188

2-Pb-5ThelnnuenceofElectrostimulationUsinglnsulatedNeedletoPeripheralNerveRegeneration

TatsuyaHOJO,etal.……S189

8：45～9:05PeripheralNerve2
MOderator:T.ARAI

2-Pb-6ChangesinClusteringofSodiumChannelFollowingGradualNerveElongationinRatSciaticNerve

HammitsulCHIMURA,etal.……S189

2-Pb-7NerveCellBodyResponsestoGradualEIongationofPeripheralNerves

DaisukeYAMAUCHI,etal.……S190
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2-Pb-8

2-Pb-9

AnExperimentalStudyonNerveBypassGraftfbrNeuroma-in-continuity

HidekazuKAWASHIMA,etal.……S190

LoadCompensationRenexinBicepsBrachiiMuscleAfterlntercostalNerveTransfer

NaokiSAKUTA,etal.……S191

9：05～9:30PeripheralNerve3
Moderator:H・TAKAI

2-Pb-10EfficientGeneTransferfromlnnervatedMuscleintoRatPeripheralandCentralNervousSystemsUsing
aNonviralHVJ-liposomeMethod

NaokiKATO,etal.……S191

2-Pb-llIsorationofSpecificMarkersfbrTeminalSchwannCellUsingaSingleCellPCRMethod

RyoODA,etal.……S192

2-Pb-12TheChitosanTubeAdsorbedLamininPeptidesFacilitatesNerveRegeneration
SoichirolTOH,etal．……S192

2-Pb-13ExperimentalStudyofPeripheralNeIveRegenerationinBioabsorbablePolymerTubewithbFGF

KiyohitoTAKAMATSU,etal.……S193
2-Pb-14BIood-nerveBarrier

KumikoOMURA,etal．……S193

9：30～9:55PeripheralNerve4
Moderator:S・SAI

2-Pb-15NervetoMuscleNeurotizationwithSchwannCellTransplantaion

AkiFUKUDA,etal.……S194

2-Pb-16TissueEngineeredNerveof3-dimensionalAdultSchwannCells

TakatsuguKOMIYAMA,etal．……S194

2-Pb-17GeneticallyModifiedSchwannCellfbrTissueEngineeredPeripheralNerve

HirokazuTOCHIGI,etal.……S195

2-Pb-18TransitionofNG2ChondroitinSulfateProteoglycanRepresentationinDamagedLumbalNervePlexus

inwhichRegeneratingAxonsareGoingintolmpairedPartfromlntactPart

TakeruARAI,etal.……S195

2-Pb-19RoleofPerineurialFibroblastinthePeocessofPeripheralNerveRegeneration

TsuyoshiNAGAKURA,etal.……S196

PosterC

8：20～8:35Allograft
Moderator:T・WADA

2-Pc-ITheBehaviorofMale-specificMinorHistocompatibilityAntigeninRatWholeLimbTransplantation

KeiichiMURAMATSU,etal.……S197

2-Pc-2MicroChimerismonLimbTransplantationUsingGFPTransgenicRats

YokoKUROKAWA,etal.……Sl97

2-Pc-3ProlongedSurvivalinRatCompositeTissueAllograftswithMonoclonalAntibodyAgainst

anlnducibleCostimulator(ICOS)

MasahiroNAGAI,etal．……S198

8：35～8:55CarpalTunnelSyndromel
Moderator:I.SEKIYA

2-Pc-4AcuteCarpalTunnelSyndromeinJapan
TakeshiMATSUI……S198

2-Pc-5CarpalTunnnelSyndromeafterDistalRadialFracture

YasuhiroTOYOIZUMI,etal.……S199

2-Pc-6CarpalTunnelSyndromeFollowingDistalRadiusFracture

MitoHAYASHI,etal.……S199

2-Pc-7PathogenesisofCarpalTunnelSyndrome-IsFlexorTendonMusclatureaFactoroftheSyndrome?-
KakuroDENNO,etal.……S200
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8：55～9:30CarpalTunnelSyndrome2
Moderator:S・UCHIYAMA

2-Pc-8TheRelationshipbetweenCarpalCanalVolumeandCarpalCanalPressureinRe-recurrentCarpal
TunnelSyndrome

AyaYOSHIDA,etal.……S200

2-Pc-9GradualChangeofResultofNerveConductionStudyfOrCasesPerfomedCarpalTunnnelRelease
withSmalllncision

TakaakiOHMACHI,etal.･･････S201

2-Pc-10SurgicalResultsofTwolncisionTechniquefbrCarpalTunnelSyndrome
YasushiTAKEDA,etal.……S201

2-Pc-111nterCamalCanalPressureDuringEndoscopicorOpenCarpalTunnelRelease
-ComparativeStudy-

SoichiEJIRI,etal.……S202

2-Pc-12CarpalTunnelSyndromewithAbductorPollicisBrevisDamageTreatedwithEndoscopicRelease
HirotadaNAKATSUKA,etal.……S202

2-Pc-13ClinicalRecoveryRatesinEndoscopicRe-operationofRecurrentCasesafterOpenandEndoscopic
CarpalCanalDecompressioninLOng-tennHemodialysisPatients

IkkiHAMANAKA,etal.……S203

2-Pc-14Camitz'sMethodontheHandsofCarpalTunnelSyndrome
KoichiKUSUNOSE,etal.……S203

9:55EntrapmentNeuropathy
Moderator:Y・MIYASAKA

"Hourglass-likeFascicularConstriction''intheAnteriorlnterosseusNervePalsy
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招待講演I

広がる再生医療の世界

RecentAdvancesofTissueEngineeringTherap)

名古屋大学大学院医学研究科頭頚部感覚器外科学講座・顎顔面外科

上田実

最近，再生医学が大きな関心を集めている．その背景には脳死移植がドナー不足（1997年の法律化以

降，20例）のため遅々として進まないことがある．移植医療は，第三者の死（同種移植）か自分の体の

損傷（自家移植）が前提の医療であった．したがって，ドナーの確保が困難な状況では，人工臓器生体

材料に頼るほかはない．しかし人工材料を生体組織と同じように機能させるのは無理があり，おのずと適

応に限界があった．

このような状況下で，再生医療が登場した．再生医療では人工材料や生体組織のかわりに，増殖能があ

り多分化能をもつ幹細胞を使用する．ごく少量の幹細胞を増幅し損傷部位に導入することで正常組織を再

生させることができる．

再生医療では，いかに大量にかつ必要な数の幹細胞を確保するかが重要であり，今後は胚性幹細胞(ES

細胞）の活用や体内にある体性幹細胞の研究が脚光を浴びるものと考えられる．

幹細胞が確保されたとしても，生体組織が再生するとは限らず，移植後に生体と類似の環境を準備しな

ければならない．そのためには細胞増殖と分化の足場となる細胞外基質が必要である．皮膚のコラーゲン

や骨のアパタイトがそれに相当する．幹細胞はそれらの基質のなかで三次元的な増殖が可能になる．この

ような幹細胞と細胞の足場材料の組み合わせから組織再生させる技術はテイッシュエンジニアリング（組

織工学）と呼ばれている．組織工学をつかって再生が可能な組織は，皮膚，骨，軟骨，角膜，神経などが

あり，一部は臨床応用がはじまった．さらにはこれらの再生組織は規格化された培養技術が完成してるこ

ともあり，大量生産が可能になっている．そこで一種の外科用デバイスとして製造販売する再生医療産業

が興りつつある．

一方，肝臓や心臓のように複雑な機能と構造をもつ臓器の再生技術はいまだ実現していない．これらの

臓器は皮膚や骨のような単一の細胞からできているのではなく，血管，神経導菅など多数の細胞から構

成され，また立体構造が構築されなければならない．したがってこの場合の戦略としては，臓器発生を成

熟個体の中で再現する必要があり，万能性のある胚性幹細胞なしでは実現は難しい．

以上のように，人体再生は組織レベルでの再生は相当部分まで可能になっているが，臓器レベルになる

と一層の発生生物学の進歩が不可欠で，実現までの道のりは長いといわねばならない．

本講演では，これまでに実用化の段階まで達した組織工学研究を紹介し，将来の臓器再生にいたるスト

ラテジーを展望してみたい．同時に，欧米を中心に活発な動きをみせている再生医療産業の可能性と課題

について，演者の経験を交えて紹介する．
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手の外科領域の神経磁界計測

NeuromagneticMeasurementsinHandSurgery

'順天堂大学整形外科,2NTTドコモマルチメディ

ア研究所メディア制御研究室，3広島大学整形外

科

○岩瀬嘉志!，益子拓徳2，安間基雄ll

富田善雅!，中西一義，

手の外科領域の末梢神経機能検査は電位計測が一

般に行われている．電流があれば必ず磁界が発生

するので磁界計測もそれと同様の意味を持つと考

えられる．しかし電気刺激による末梢神経誘発磁

界は大変小さく通常のコイルを使った磁束計では

計測が困難であった．地磁気の10億分の1とい

う微小な磁界まで計測可能な超伝導量子干渉素子

を利用した磁束計が実用化されたのは1970年代

のことである．当初脳機能研究に専ら利用されて

いたが，最近10年間で末梢神経や脊髄の機能診

断に用いることを目的とした研究が盛んに行われ

るようになってきた．磁界は伝播に導体を必要と

しないため対象物と離れたところに計測点が設置

でき簡単に多点計測が可能である．このため1度

の誘発磁界計測で神経の走行・興奮を時間的空間

的に把握し，尚且つ障害部位と程度を立体的に表

示できる．われわれの研究では，動物実験の障害

モデルで末梢神経障害部位の同定に成功し，臨床

でも同様に末梢神経障害患者の障害部位の同定，

MRIとの合成に成功した．脳磁界計測もまた手の

外科領域で意義ある研究が期待できる．腕神経叢

損傷で肋間神経移行を行った患者の再建機能動作

時の大脳皮質1次運動野の活動域のわれわれの計

測結果では,術後に皮質地図の改変が示唆された．

この他にも超伝導量子干渉素子の従来にない超高

鋭敏度事象計という側面から，時間的空間的顕微

鏡として神経機能の基本的研究に役立つものと考

えられる．このように様々な可能性の広がる末梢

神経・脊髄磁界計測であるが，まだ研究者は国内

外に僅かである．この分野の研究には多くの経費

がかかりまた臨床目的に即した機器設計，調整に

は医師と，物理学者・工学者の共同研究体制が不

可欠である点が研究者の門戸を狭めている原因と

考えられる．今後日本が世界をリードする研究領

域に発展させるためにも多くの研究者の参加でき

る体制をいかにつくるかが重要である．

1-S1-2

遠隔手術

Tele-surgery

東京大学大学院工学系研究科産業機械工学専攻

○ 光 石 衛

【目的】構築した遠隔低侵襲手術システムの構成，

豚の胆嚢摘出手術実験とその結果について報告す

る．

【方法】構築した遠隔低侵襲手術システムは，サ

ージェリ．サイト，マルチメディア・コックピッ

ト，コミュニケーション・システムとから成る．

内視鏡からの映像，術場全体の映像，バイタル・

サインは術者の存在するマルチメディア・コック

ピット内の大型ディスプレイ，および，術者の手

元の小型ディスプレイに提示される．マスタ・マ

ニピュレータは左右両手用が存在し，スレーブ・

マニピュレータで検出される力が術者に帰還可能

となっている．マスタ・マニピュレータの動作情

報により，スレーブ・マニピュレータが動作する。

また，フットスイッチによる切替えによって内視

鏡の視線方向を変えることが可能である．スレー

ブ．マニピュレータは三本の腕を有し，左右二本

の腕が鉗子を把持し，中央の腕が内視鏡を把持す

る．すべての腕はトロカールの挿入点が機構的に

不動点となっている．

【結果】実験では東京都文京区の東京大学にマル

チメディア．コックピットを，静岡県富士宮市の

動物実験施設にサージェリ・サイトを配した．両

者の距離は，約150kmである．また，対象を豚

とし胆嚢摘出手術を行なった．両サイト間を三本

のISDN回線で接続し，その内2本(256kbps)

で映像．音声を送受信し，残りの1本(128kbps)

で制御情報の送受信を行なった．まず，左手で胆

嚢を把持し右手で剥離を行ない，その後，胆嚢管

切除，胆嚢切雛，胆嚢回収を行なった．胆嚢管切

除，胆嚢切離ではスレーブ・マニピュレータ右手

に電気メスを装着した．構築したシステムを用い

て上記の一連の操作が可能であった．なお，画像

情報の伝達時間の遅れは約350ms,制御情報の

片道の遅れは約50msであった．
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胎内手術

FetalSurgery

'広島大学整形外科，ユ広島鉄道病院

○石田治'，越智光夫11生田義和2

【はじめに】胎内手術については,1918年Mayer

が犬の胎仔を用いて卵巣摘出の実験を報告したの

が最初とされ，1980年代から様々な基礎実験が

行われてきた．演者らは胎生期の個体の修復能力

を利用して，組織欠損を修復することを臨床応用

するために骨軟骨に関する一連の実験的研究を行

ってきた．それらを紹介するとともに今後の展望

について述べる．

【術式】胎内手術のうち，胎仔の一部を子宮外に

出し，手術を行ったのち子宮内に返納する方法で

ある．つまり，手術用顕微鏡下に子宮壁を切開し，

胎仔後肢を子宮外に露出して操作を行う．

【結果】実験1：脛骨切除ラットに対する腓骨移

行：脛骨を切除後，腓骨骨頭を大腿骨穎間部に移

行した．移行した腓骨骨頭は大腿骨穎間部関節面

によく適合し，誕生後に手術した症例に比べると

はるかに適合性が良好であった．実験2：腓骨骨

頭の同所性移植：腓骨骨頭を一旦，周囲組織から

完全に剥離，摘出ののち，旧位に戻した．移植組

織は生存し，骨端軟骨は温存されていた．実験

3：成長軟骨板を含んだ遊離移植骨の成長：成長

軟骨板を含んだ腓骨を摘出後，異所性移植を行っ

た．成長軟骨板は生存し，内軟骨性骨化による骨

長軸成長に関与することが判明した．

【まとめ】演者らは僥側列形成不全をはじめ，各

種の欠損を生じる手の先天異常の治療に胎内手術

が応用できないかと研究を続けてきた.その結果，

胎内で手術操作を加えた場合の個体の優れた組織

修復能力は証明されたが，問題点は生存率（実験

1：65％，実験2:11%,実験3:35%)であ

る．生存率に関しては操作に細心の注意を払い，

保温や羊水の温存に努めることで生存率の向上は

期待できる．今後もより臨床に近いモデルを作成

し，臨床応用に向けて検討を重ねてゆく予定であ

る．
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TissueEngineeringによる組織再生のた
めの微量細胞増殖因子の定量

MeasurementofMicroDoseofTrophicFactors

fOrTissueEngineering

慶應義塾大学整形外科

○仲尾保志，大串一彦，森澤妥，

斉藤治和，高山真一郎

【はじめに】これまでわれわれは,Schwann細胞

を3次元培養したハイブリッド型人工神経を用い

て，末梢神経の再生を誘導してきた．今後この人

工神経には,DrugDeliverySystemなどを応用し

て，さまざまな細胞増殖因子を付加することが必

要と考えているが，神経再生に関係する栄養因子

の微量なしベルでの動態は十分に解明されていな

い．今回,RT-PCR/HPLC法を用いて，神経切断

後の支配組織における微量な神経栄養因子の定量

を試み，経時的変化を観察したので報告する．

【方法】5週齢ICRマウス(n=7)の坐骨神経を

切断後，0～4週で腓腹筋と下腿後面皮層を採取

し，あらかじめ濃度がわかっているdeletionRNA

を内部標準として加えてから,AGPC法により組

織からtotalRNAを抽出した．次にtotalRNAをテ

ンプレートとし,oligodT-primerを用いて逆転写

反応を行い,cDNAを作製した．さらにこの

cDNAをテンプレートとして神経栄養因子(NGF,

BDNF,NT-3)に特異的なprimerを用いて26

cycleのPCR反応を行い，このPCR産物をHPLC

により濃度を測定した．

【結果・考察】あらかじめRNA量がわかっている

内部標準とクロマトグラムのピークの高さを比較

することで，採取した組織中に含まれる微量な

RNA量を測定することができた．神経切断後4

週までに，支配筋では,BDNF>NT-3>NGFの

順で神経栄養因子の経時的増加が観察され，特に

BDNFでは，健側の筋で計測したコントロール値

に比べて約4倍に増加していた．一方，皮層につ

いては増加傾向が観察されなかった．今回の実験

で，組織中の微量な細胞増殖因子の動態の追跡が

可能であることが判明し，この技術は将来の

TissueEngineeringによる組織再生に有用と思われ
た．
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コラーゲンを用いた成長因子のドラッグ

デリバリーシステム

Collagen-basedDrugDeliverySystemfOrGrowth

Factors

住友製薬（株）製剤技術研究所

○前田美穂

ドラッグデリバリーシステム(DDS)とは，必要

な薬物を必要量，必要な時間，必要な部位に作用

させることにより，副作用を抑えて最大の効果を

発揮させる技術であり，その基本技術の一つがコ

ントロールドリリースである．近年，多数の生理

活性蛋白が発見され，治療への応用が期待される

にもかかわらず，実際に医薬品として用いられる

ものが少ない理由として，生体内での消失が速い

ために十分な治療効果を発現しないことが挙げら

れる．徐放化により最適な薬物濃度を維持するこ

とができれば確実に治療効果が発揮できるだけで

なく副作用の防止が可能となる．我々は生体内分

解性の天然高分子であるコラーゲンを担体に用い

た徐放性製剤の開発を株式会社高研と共同で行

ってきた．コラーゲンは有機溶媒や熱を用いるこ

となく成型加工が可能であり，不安定な蛋白を失

活させることなく様々な剤形に製剤化することが

できる．中でも我々が開発したミニペレットは直

径0.9mm長さlcmのロッド状に成型したもので

あり投与器具により通常の注射同様に投与可能な

実用的剤形である5これまでにIFN-aをはじめ

様々な生理活性蛋白に応用し，数日から数週間に

亘る徐放化を達成してきた．コラーゲン製剤は全

身のみならず局所投与製剤としても有用であり，

例えばbFGFミニペレットのウサギ大腿骨骨欠損

モデルでの骨形成促進やhGHフイルムのマウス

皮層全層欠損モデルでの創傷治癒促進効果は，薬

物単独では無効であったものがコラーゲン製剤と

して局所に投与することにより薬効が引き出され

たと言える．このように消失が速く作用部位特異

性のない細胞増殖因子をコラーゲン製剤により局

所有効濃度を維持することにより局所因子として

の本来の作用の発揮が可能となる．本技術は薬物

治療のほか将来の再生医療分野へも応用が期待さ

れる．
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骨・関節疾患の遺伝子解析とテーラーメ

イド医療一臨床から基礎へ，基礎から臨

床へ

GeneticAnalysisofCommonBoneandJoint

Diseases

理化学研究所遺伝子多型研究センター変形性関節

症関連遺伝子研究チーム

○池川志郎

ヒトゲノムのシーケンス解析の急速な進展によ

り，医学研究は新たな局面一ポストシーケンス時

代を迎えている．ヒトゲノムプロジェクト

(HumanGenomePrQject)により蓄積された膨大

なゲノム情報，シーケンス情報の活用は医学・医

療にbreakthroughをもたらすと期待されている．

中でも大きな期待が寄せられているのが，『あ

りふれた』疾患(commondisease)一遺伝的要因

(複数の感受性遺伝子）と，環境要因の総和の影

響により発症する多因子遺伝病一の遺伝的要因の

解明，感受性遺伝子の同定である．我々は日本全

国の多くの整形外科医の協力のもと，変形性関節

症(OA),椎間板変性症など骨・関節のcommon

diseaseの遺伝的要因の解明に取り組んでいる．

commondiseaseの遺伝的要因の解明には,1)

knowledge-basedアプローチ，いわゆる候補遺伝

子アプローチと，2）遺伝統計学的手法による

position-basedアプローチがある．いずれにおいて

も，患者検体，臨床サンプルが研究の出発点であ

り，確かな臨床診断，大量の患者検体の獲得など

臨床家の協力が成功の鍵を握っている．臨床と基

礎一ベッドサイドとベンチサイドの密接な連携が

不可欠である．

本発表では，我々の研究室で目下進行中のOA

の遺伝的要因へのアプローチ，すなわち，1）骨

系統疾患などのモデル疾患や，変形性股関節症家

系の解析を出発点にした候補遺伝子の相関解析

と，2）一塩基多型(SNP)をはじめとする遺伝

子多型を用いたゲノムワイドの相関解析の経験を

もとに，骨・関節疾患の遺伝子解析と，それを出

発点とするevidence-basedmedicine,テーラーメ

イド医療について検討してみたい．
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日本の専門医制度の現状と問題点

ThePresentSituationoftheJapaneseMedical

Specialties

専門医認定制協議会

○酒井紀

わが国の專門医制度は，社会的に機能している欧

米諸国の専門医制度とは大きな違いがある．欧米

諸国の専門医制度は，すでに半世紀以上も前から

医師の卒後研修制度の一環として定着し社会的に

認知された医療制度として診療科ごとに制定さ

れ，専門医の認定も全て第三者的な機関によって

適正に行われている．これに対して，わが国では

公的に機能してきた専門医制度は存在せず，多く

の学会が独自に立ち上げ，独自に認定してきた私

的な専門医認定制度であり，医療のなかで医師の

専門性を明確に位置づけられるものにはなってい

なかった．

平成14年4月，長年の願望であった専門医の

広告などについて，厚生労働省は広告規制を緩和

して，広告可能な専門医資格基準を定め，これを

満たす学術団体が認定する専門医の広告を一定の

条件のなかで可能にした．この厚生労働省の専門

医表示は，専門医資格を認定する団体の基準とし

て法人格の有無研修期間，試験の実施，資格の

更新制度などの明確化，学会活動や会員名簿の公

開などの条件を満たす必要があるが，しかし，専

門医研修の内容，専門医のあり方，方向性など質

を審査する明確な規定は示されていない．

現在，專認協加盟の学会のなかで，広告可能な

専門医を認定している学会は，基本領域のほかに

subspecialtyの学会などが考えられるが，今回の

専門医広告の解禁は，患者への情報公開につなが

り，専門医制度をもつ学会の社会的な責任が，

益々重くなると考えられる．医療の質が問われて

いるなかで，専門医制度の確立はわが国の医師教

育の充実につなげる必要がある．
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専門医制をどう考えるか一米国手の外科

学会専門医制度(CAQ:Certificateof

AddedQualification)の現状から一

HowabouttheSubspecialtyCertification？In

ViewofCertificateofAddedQualificationin

SurgeryoftheHand

聖マリアンナ医科大学整形外科

○別府諸兄，青木冶人

米国の手の外科学会の専門医制度(AQSH:

CertificateofAddedQualificationsinSurgelyofthe

Hand)は,1982年にASSH(AmericanSocietyfOr

SurgeryoftheHand)とAAHS(American

AssociationfbrHandSuIgeIy)の要請に基づき正式

な検討が開始された．その後，多くの討論がなさ

れ1986年米国整形外科学会，米国形成外科学会，

米国外科学会の3学会にその権限が与えられ，

1989年に第1回の試験が施行された．現在まで

13年間にわたり継続的に行なわれている．この

CAQSHを取得するための資格は,1)前述の3学

会の何れかの専門医の資格と，少なくとも2年間

の手の外科の臨床経験．2）1年間の指定研修病

院でのHandFellowshipの経験.3)1年間に肘か

ら末梢の上肢臨床症例125例の報告．4）その他，

医師免許証などの一般的な諸条件．受験料は

1400ドルで，マルチプル・チヨイスによる試験

である．10年に1回この資格は，試験による更新

が必要となる．この制度により1）手の外科医が

専門家として社会的に認知される．2）医師には

経済的に，また患者さんには医療の質の向上にな

る．3）手の外科学の発展に寄与できる，などが

期待された．昨年のASSHの学会で，米国の手の

外科医に意見を聞いたところ,CAQSHに関する

評価は意見が分かれていた．日本の医療保険制度，

専門医制度は米国とは異なるので，そのまま

CAQSHを取り込むことはできない．本邦におい

て専門医資格を認定する団体の条件を満たしうる

日本整形外科学会と日本形成外科学会の学会認定

専門医制度の方向が実際的であり，今後さらに，

具体的な検討が必要である．
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保険制度から見た手の外科専門医制度の

必要性

SigmificanceofHandSurgeIySpecialtyinJapanese

MedicalSystem

小郡第一総合病院整形外科

○土井一輝

手の外科専門医制度がないために生じる保険診療

上のデメリットとして以下のことがある．1．手

術の施設基準への専門医制度の導入されたが，日

手会会員には何の規制緩和特典もない．2．専門

医の広告規制緩和がなされ，専門医の掲示が可能

になったが，手の外科専門医の宣伝は不可能であ

る．3．早期リハビリテーションに手の手術後の

リハビリは含められていない．更に，これから波

及する問題として，4．すべての手の外科手術は

日整会が認識しなければ，日形会専門医の領域に

なる可能性がある．5．日手会は学問研究の場の

みとなる．6．保険上でのメリットがなければ，

日手会の存在価値がなくなる．この問題を解決す

るためには，専門医協議会に，基本専門医（整形

外科 か形 成外 科）の上積み研修方式の

subspecialtyとしての手の外科専門医制度を認定

してもらうしかない．そのためには，私たちは手

の外科医の存亡をかけて，専門医制度を緊急に確

立しなければならない．協議会が提出した専門医

制度を満たす基準としての9項目の内，日手会を

財団法人にするための基金の調達，専門医試験な

ど制度の整備を今日にも始めなければいけない．

更には，日手会の専門性が保険診療における医療

費抑制の面で貢献していることの実証も行政を動

かすためには必要である．

1-P1-4

サブスペシャリティとしての手の外科専

門医一学会在ﾚﾉ方検討委員会の立場か
～

b-

HandSurgerySpecialistasanAddedQualification

大阪医科大学整形外科

○阿部宗昭
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日本手の外科学会内で手の外科専門医が話題に上

がり始めたのはつい最近のことであり，昨年4月

の医療費改訂に伴う手術に関する施設基準と広告

に関する規制緩和がその背景にある．平成12年7

月に学会在り方検討委員会が立ち上がり，21世

紀に向けて日手会はどうあるべきが討議されてき

ているが，その中で，手の外科専門医に関しては

部会を設けて集中的に討議し，委員会としての大

凡の結論が出されている．日手会として，会員の

技術と知識の向上を目指して専門医制を設けるこ

とは意義のあることであり，情報を開示すること

で患者が専門医を選択できることになれば，手の

外傷や疾患を被った患者にとっても有益なことで

あり，社会的な要請であることは意見が一致して

いる．しかし，昨年4月の広告規制緩和によって

専門医広告が解禁されたものの，広告できるのは

専門医認定制協議会（専認協）に加盟する学会に

限られ専認協への加盟が困難な日手会としては，

日手会独自の専門医性の実現は極めて難しいのが

現実である．現時点で可能なのは親学会である日

整会あるいは日形会のsubspecialityとして日整会

あるいは日形会認定手の外科専門医制を目指すの

が現実的ではなかろうかとの結論である．本パネ

ルではこのような結論に至った経緯を説明し，討

論を通じて日手会内でのコンセンサスを得たいと

考えている．
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開業医からみた手の外科専門医制度

MeritsoftheCertificationBoardofHandSurgery

fOraPractitioner

麻生整形外科クリニック

○麻生邦一

開業医からみた手の外科専門医制度診療所を開設

するにあたりまず考えたことは，私という整形外

科医をいかに患者さんに知っていただくかという

ことであった．勤務医のときには考えもしなかっ

たが，患者さんが自分の身体を預ける医者の中身

を知らずに受診することには不安があって当然で

ある．「私はこういう整形外科医です」と知らし

めるために，履歴書から取得した資格証をあらか

た院内に表示している．手の外科を勉強し，試験

に合格して,手の外科専門医の資格を取得すれば，

手の患者さんは安心して診察を受けることになろ

う．しかし患者さんがある医院を訪れるか否かは

口コミの力が圧倒的に大きいので，専門医の資格

を取っても増患には簡単には結びつかないだろ

う．来院して院内の表示を見てやっぱり手の外科

専門医だと安心することには役立つと思う．資格

や経験が診療報酬に反映されなければ意味がない

という意見もあるが，今般医療法の改正により手

術の施設基準を設け混乱を来たしていることの二

の舞になることは必定であり，またただ報酬のた

めに資格をとるという心根には賛成しかねる．専

門医制度の本来の目的は，医学の研讃を積み，

個々の医師の臨床能力を高め，質の高い医療を国

民に施すことにあると考えている．同時に手の外

科学会専門医制度は，本学会にとっても，日本の

手の外科のレベルが向上し，会員が増えることに

もつながり，そのmeritは大きいと考えられる．
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形成外科医の立場から

CertificateofAddedQualificationforHand

Surgeons

新潟大学形成外科

○ 柴 田 実

【目的】2002年春の広告規制の緩和，情報公開制
度の転換により，手の外科専門医制度の導入の必
要性が叫ばれており，どのような制度力塑ましい
のか，形成外科の立場から検討を加える．
【方法】現時点において我が国の専門医制度の客
観性と整合性を検討し，すでに手の外科専門医制
度が実施されているアメリカ学会と比較し，形成
外科医の意見を中心に調査・検討してみた．
【結果】まず，学会とは独立した第三者機関とし
ての専門医認定制協議会（専認協）において1）
呼称（指導医，登録医，認定医，専門医）の統一
を行うこと，2）標準化した資格基準の設定が不
可欠であると考えられる．
次に，各種学会の区分を明確にする必要がある

がこれまでの專認協の調整案では三区分となり
I.基本領域学会：内科系，外科系（整形外科学
会，形成外科学会を含む)，中央診療系
II.subspecialtyの学会：整形外科専門医および，
形成外科専門医はすでに日本医学会で認知されて
いる．

Ⅲ、上記以外の学会：日本神経学会，日本リハビ
リテーション学会等からなる．
手の外科専門医制度はIIIに属し，わが国にお

いては整形外科と形成外科が基本の学会となり，
区分IIの整形外科あるいは形成外科としての専門
医資格を得た後に，より高度の専門分野としての
区分III手の外科專門医の資格を付加するのが最
も妥当と考えられる．アメリカに置ける手の外科
専門医制度はアメリカ手の外科学会(ASSH)で
時間をかけて草案，検討され，整形外科，形成外
科，外科の3基本科(primaryboard)と第三者評
価機関であるAmericanBoardofMedicalSpecialties
(ABMS)の認知を受けてCertificateofAdded
Qualification(CAQ)inSurgeryの制度が発足し，
1989年に最初の試験が施行され，昨年資格継続
試験が行われた．しかしながら，アメリカ手の外
科医の意見聴取では，他の整形，形成外科医への
排他的傾向となりむしろ反感をうける反面，手の
外科専門医として実質的に享受できる利点がない
と考える意見が大半であった．
【考察】専認協が区分Ⅲに対する専門医制度（ア
メリカにおけるCAQ)をまず，設定する必要が
あり，これに基づく教育・経験についての共通基
準を設定し，高度の専門医育成を目的とした手の
外科専門医制度設定を検討する必要がある．具体
的には一年以上の手の外科専門研修(fellowship),
日常診療における一定数以上の手の外科患者数が
あることなどを受験資格とした試験制度を検討す
べきと考えられる．

H
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上肢における骨延長術

DistractionBoneLengtheningintheUpperExtremity

弘前大学整形外科

藤哲

【目的】上肢における広範囲骨欠損，難治性偽関節および指骨欠損あるいは短縮の再建においては骨延長

法も一つの選択肢として既に確立した方法である．上肢における骨延長による再建手術の適応，手技のポ

イントおよび問題点について述べる．

【上肢骨延長の適応】軟骨無形成症における両上腕延長，外傷後広範囲骨欠損，骨端線損傷による脚長不

等，外傷・骨腫瘍に起因する前腕における榛尺骨不等による遠位あるいは近位僥尺関節傷害または不適合

性，内反手など先天性形成不全，外傷後切断または先天性形成不全による指短縮など．

【当科症例の概略】上腕延長：3例5肢（外傷後骨欠損1例，軟骨無形成症2例)，前腕延長8例（多発性骨

軟骨腫2例，先天性4例，外傷性2例)．全例で，仮骨延長法を行い目的とした延長が得られた．

指骨延長(外傷後27例39指，先天性7例13指，腫瘍1指）41指で仮骨延長法，12例で延長後骨移植を

行った．仮骨延長例の5例で骨移植を必要とした．

【考察およびまとめ】上肢の骨延長においては，仮骨延長法が第一選択とされるが，症例によっては，延

長後骨移植を行なういわゆるWagner法に比べ治療期間が長くなるという点や仮骨形成が不良な例がある

ことが問題となる．小児症例では，疾患および延長距離に関係なく良好な成績が得られる．しかし指骨延

長では,20mm以上の延長が必要な成人外傷例では，仮骨形成は不良であった．また骨切りレベルも成績

に影響し，末梢レベルは好ましくなく，できれば近位レベルが望ましい．そのためには関節を挟んだ固定

が必要となるが，関節に軽度牽引をかけることができるよう創外固定を改良し行なっている．
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上肢における血管柄付き骨移植術

VascularizedBoneGraftintheUpperExtremity

'北海道大学整形外科，2福井医科大学整形外科

○三浪明男11加藤博之11岩崎倫政11

石川淳-11藤本理代2

【はじめに】血管柄付き骨移植術は欠損性骨髄炎，悪性骨軟部腫瘍切除後の骨欠損などの再建に広く行わ

れており，良好な成績が報告されている．しかし，上肢における血管柄付き骨移植術のまとまった報告は

少ない．本講演では肩甲骨，腸骨，腓骨を用いた上肢における血管柄付き骨移植術の実際と適応・問題点

などについて紹介する．

【血管柄付き肩甲骨移植術】肩甲骨は血管柄付き骨のdonorとして形成外科領域ではよく用いられており，

血管柄として肩甲回旋動脈が使用されることが多い．著者らの施設では肩甲骨の下端外側部より骨に侵入

する角枝を用いた肩甲骨移植を好んで行っている．肩甲骨外側縁の骨とともに広背筋・前鋸筋などを有茎

として鎖骨あるいは上腕骨，肘関節までの骨欠損・軟部組織欠損の補填，機能的筋肉移植を行ったり，遊

離として用いることも可能である．

【血管柄付き腸骨移植術】腸骨は大きな鼠径皮弁を付けることができ,donorのmorbidityが最も少ない血

管柄付き骨のdonorである．血液柄が短いなどの技術的困難性に加えて深腸骨回旋動脈を用いると腸骨へ

の血管供給は良好であるが,皮弁への血行の信頼性が低いことなど，最近は余り用いられなくなっている．

特に上肢の骨欠損例には腸骨の採取長が短いこともあり，用いられることは少なくなってきている．

【血管柄付き腓骨移植術】腓骨は上腕骨や前腕骨の長大な骨欠損例に最もよく用いられているdonorであ

る．著者らの施設においても最も多くの症例の経験がある．また腓骨頭を用いて上腕骨頭や僥骨遠位端を

置換することにより肩関節や手関節形成術を行うことも可能である．さらに腓骨を用いた肩関節，手関節

固定術なども行なわれる．
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AdvancedWristArthroscopyNowandintheFuture
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ThePhiladelphiaHandCenter,Philadelphia,PA,USA

A.LeeOstennan

Wristarthroscopyhasrevolutionizedthediagnosisandtreatmentofwristpathology

Diagnostically,wristarthroscopypermitsthemostaccurateassessmentofthearticularchondralsurfaces,the

integrityoflheintrinsicandextrinsicligaments.AndthecompetenceoftheTFCC.Itthusprovidesthebestanswer

lochronicwristpainwhoseetiologyeludesothel・imagingtechniques.

Therapeutically,theindicationsibrwristarthroscopycominuetoexpand.Advancedproceduresincludethetreatment

ofintra-articularfracturesofthedistalradiusandofthescaphoid;thestabilizationofinterosseusligamentinjuries;

1herepairofdebndemenloftheTFC;waterresectionofthedislaluina;jointcontracturerelease;ganglionectomy;

andpl･oximalrowcamectomy.

Inthefulure,arlhroscopicshrinkagemayprovideimpl･ovedsolutionstoligamentstability,whilearthroscopic

arthrodesismaylessenthemorbidilyofpartialandfullwristfusion.Wilhsuchpossibilities,thefullpotentialofwnst

arthroscopyisyettoberealized.

－SIO－
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骨性マレット指に対する小切開ピンニン

グ法の実際

Semi-closedIntrafOcalPinningMethodfOrBony

MalletFingers

日本医科大学整形外科

○青木孝文，澤泉卓哉，伊藤博元

【目的】骨性マレット指に対する治療法として，

我々が実施してきた小切開ピンニング法の実際の

手技について供覧する．

【対象と方法】症例は年齢10～70歳の男17例，

女8例である．方法はイメージ透視下でDIP関節

の背側直上に約7mmの小切開を加え,terminal

extensorの周囲を十分に剥離する．次に該当指の

側面像を確認し，母床骨片を末梢に十分に徒手的

牽引しつつ，小エレバトリウムで背側骨片を母床

に押し付け整復する．骨折部の適合性を確認しな

がら0.7mm径のK-wireをハンドドリルで2本，

なるべく「ハの字」になるように刺入して手術を

終了する.DIP関節のみをアルミシーネで中間位

に固定し，術後2週でシーネを除去して自動運動

を許可.K-wire刺入部は患者自身に石鹸洗浄させ，

ゲンタシン軟膏を塗布，バンドエイドで保護させ

る．K-wireは術後4週で抜去して経過観察した．

【結果】経過観察期間は平均6カ月で，臨床成績

を蟹江の評価基準により判定すると,Excellentl4

例,Good7例,Fair2例,Poor2例であった．

ExcellentとGoodを成績優良群,FairとPoorを不

良群とすると，手術までに8週を経過したもの，

骨片の大きさが関節面の30％以下のものは成績

不良であった．

【考察】骨性マレット指に対する手術治療法は石

黒法が代表的なものであるが，術後4～6週は

DIP関節を固定しなくてはならない．骨片が小さ

い場合には本法は技術的に困難であるが，術後2

週から可動域訓練を行いうる点で有利である．症

例を適切に選べば有用な治療法と考えられる．

1-2-2

手術用手袋とK-wireを利用した早期運動
可能なPIPJ骨折牽引療法

SimpleTractionwithUsingK-wiresandSurgical
GIovefbrPIPJFracture

帝京大学整形外科

○黒島永嗣

【目的】指PIP関節骨折に対して簡便さと調節性

を高めた新しい牽引法を考案し，1995年から利

用してきたのでビデオで紹介する．

【新工夫の牽引法】K-wireを基節骨頭と中節骨遠

位に骨長軸に直交するように刺入し，2本のK-

wireを直角に曲げて互いに向き合わせフレーム状

にする．重なったK-wireに，太いナイロン糸を

巻き付け摺動可能にする．K-wire両端のhookに，

手術用手袋の指部分を引っ掛けて牽引．亜脱臼は

整復を保持しながら,K-wireフレーム下を通過す

るようK-wireを刺入追加する．榛尺屈変形には，

手袋の伸張量を変えて片側張力を微調整して対処

する．僥尺側への転位は，片側皮質骨のみを貫通

したK-wireを曲げてフレーム内に納めることで

転位を整復保持する．

【結果】本法でPIP関節内骨折5例(16～52歳）

を治療した．受傷から2ヶ月～1年の陳旧性背側

脱臼骨折2例では両側側副靱帯を切除した．手術

翌日から自・他動運動を開始．経過中，粉砕骨片

や軸偏位を整復するように，手袋の伸張量（7～

20mm)を加減した．K-wireは平均5.2週(4～6)

で抜去した．術後平均8.4ケ月（4～12）で，自

動ROM5～100｡(伸展不足0～20,最大屈曲90

～110）であった．

【考察】牽引に利用する滅菌した手術用手袋とK-

wireはどの施設でも利用できる．さらに牽引に用

いる手袋の伸張量を、m単位で変えることで，牽

引力を微調整できることも利点である．牽引法で

は,K-wireを互いに向き合わせて小型化したので，

指包帯のみでかさばらず早期ROM訓練が可能で

あった．ビデオでは陳旧症例の側副靱帯処理と後

療法の実際も紹介する．

－Sll－
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自家考案皮下腱鞘切開刀によるばね指の

手術手技

MinimumlnvasiveSurgeryofSnappingFinger

withaNewlyDesignedKnife

'東京歯科大学市川総合病院整形外科，2慶應義塾

大学整形外科

○高橋正憲'，三笠貴彦'，小野宏之'，

高尾努2，臼田修二2

我々は第25回日本手の外科学会で「自家考案皮

下腱鞘切開刀によるバネ指の治療経験』を発表し

た．その後も本法による治療を行ってきたが，手

技上および確実性に問題があり成績が向上しなか

った．2年前より切開刀のみによる手技から自家

考案プローブを用いて腱鞘および腱を充分プロー

ビングした後に切開刀を用いる手技に変え，安全

性・確実性が向上した．今回は我々が行っている

手技につきビデオで紹介する．

【手技】1）弾発部位と程度を充分確認し，弾発部

のやや中枢に局所麻酔を行う．2)AIPulleyの入

口部より約5mm中枢に約3mmの皮切を加える．

3）皮切部よりプローブを挿入し腱および腱鞘を

充分プロービングし，腱鞘入口部を確実に確認す

る．4）腱鞘切開刀を腱と平行に挿入し，腱表面

を滑らせて腱鞘入口部に刃を挿入する．5）刃が

入口部に確実に入った事が確認されたら，切開刀

を掌側末梢にずらしながら腱鞘を切開する．6）

患指の自動屈伸がスムースに出来れば切開刀を抜

去して，創縫合は行わずガーゼを厚めに当てる．

【後療法】術直後より患肢を挙上して指の自動屈

伸をさせる．術後2日後には圧迫包帯を除去し，

4日後には創の状態が良ければバンドエイドで指

を使用させる．

【症例および結果】症例は女子23例，男子9例で，

年齢は33歳～78歳，罹患指は母指19,示指3，

中指6，環指4である．成績は本法のみで治癒し

たもの28例，オープンにしたもの2例，局所に

違和感を残したもの2例である．

【考察】成績不良でオープンにしたものを検討す

るとAlpulleyの入口部が充分切開されていなか

った．その結果を踏まえ，プローブでAIPulley
入口部を確実に確認することで成績は向上した．

神経損傷などの合併症は経験していない．

-Sl2-
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指尖部切断再接着術一静脈吻合の意義と

重要性一

SignificanceofVenousAnastomosisinFingertip

Replantation

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】指尖部切断再接着術は現在では多くの施

設から良好な成績が報告されている．本発表では

当院での成績，特に静脈吻合の重要性について焦

点をあてて報告し，その手術手技をビデオで供覧

する．

【方法】1996年より当院で行った指尖部完全切断

再接着術は58例66指であった．男性41例女性

17例，平均年齢は38.6歳(1～84),zonelが46

指,zone2が20指であった．母指が14指，示指

が16指，中指が14指，環指が14指，小指が8指

であった．

【成績】zonelは39指(85%),zone2は18指

(90％)，全体では57指（86％）が生着した．静

脈吻合は,zonelは38指(83%)zone2は全例で

可能で，6指で静脈移植が必要であった．失敗の

原因はzonelの5指では挫滅によると考えられる

動脈血栓，2指で篭血のため壊死になった．zone

2では動脈血栓と静脈血栓がそれぞれ1指であっ

た.zonelで動脈血栓により失敗した5指を除い

た41指の中39指が生着，34指（83％）で静脈吻

合が可能であり，最終的にうっ血せずに生着した

ものは31指（76％）であった．

【考察および結論】指尖部切断再接着術，特に

zonelの最大の技術的問題点は静脈吻合である．

潟血や医用ヒルの使用により生着させることも可

能であるが，確実な生着と，患者と医療サイドに

とって負担の少ない術後管理のためには，徹底的

に静脈吻合を行う努力をするべきである．掌側皮

下静脈の使用と12－0ナイロン糸による最大倍率

での吻合が重要で，必要があれば静脈移植も考慮

する．われわれの静脈吻合の成績は満足できるも

のであり，長時間の手術と高度なウルトラマイク

ロサージャリーの技術が必要とはなるが，その意

義と重要性は高い．
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新しい再接着一指尖爪部切断例に対する

graft-flapの実際一

PracticalGuideofGraft-napfOrAmputanonatNail
BedLevel

'埼玉成恵会病院・埼玉手の外科研究所，2高月整

形外科・東京手の外科スポーツ医学研究所

○平瀬雄-1"児島忠雄1"福本恵三11

山口利仁2

【目的】指尖部切断で切断された指尖部組織が存

在している新鮮損傷例では切断された組織の再接

着術が最適応であるが血管吻合を行なう再接着術

だけが選択できる方法ではない．血管吻合による

再接着が難しい爪部切断例に対し，新しい再接着

の方法としてgraft-nap(仮称）の手術手技を紹介
する．

【方法】指尖部切断の再接着の選択可能な方法と

しては，（1）血管吻合による再接着術（2）

compositegraft(3)graft-nap(仮称）が考えられ

る．血管吻合による再接着術は成功すれば劇的な

方法ではあるが，技術的に困難で不幸にも生着し

ない場合には切断指の全てが失われやすいという

問題点がある．一方,compositegraftは簡便な方

法であるが生着にはバラツキがあり，その簡便さ

故に適応の拡大が図られると生着率は低下してし

まう．しかし，小児では生着率が高く有用な方法

であるといえる．さらに3番目のgraft-napは指掌

側は皮弁で再建し，その上に切断された組織から

採取した爪床と骨をcompositegra仇として移植す

る方法である．この方法はcompositegraftの手技

の応用ともいえるが，接着面積が大きく，移植組

織は小さいので単純なcompositegraftよりも生着
率は高い．

【結果】現在までに爪部切断例36指に応用した．

部分的生着も含めて保存的に経過観察できた生着

率は80％で，従来法と比べると明らかに高い生

着率を残した．

【結論】graft-napでは切断組織の有効利用となり，

移植組織の全てが失われることも少ない．血管吻

合による再接着よりも簡便で,compositegraftより
も生着率が高いという利点を持つ．確実に生着で

きるような状態を除いては爪部切断例では従来法

よりgraft-flapの方が有用性は高いとおもわれる．

複数切断例などの代表的な臨床症例を示しつつ，

この手術手技の適応と実際をビデオで供覧する．

-S13-
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舟状骨偽関節に対する血管柄付き骨移植

術の手術手技

VaScularizedPedicledBoneGraftfOrScaphoid

Nonunion

奈良県立医科大学整形外科

○小畠康宣，矢島弘嗣，重松浩司，

河村健二，高倉義典

【目的】舟状骨偽関節のうち，近位骨片の壊死が

疑われる症例は，従来の骨移植術では確実に骨癒

合が得られるとは言い難い．そこで我々はそれら

の症例に対して壊死に陥った骨のrevascularization

と，早期の骨癒合に最も有利と考えられる血管柄

付き骨移植術をZaidembergらの方法に準じて施

行しているので，その手術手技についてビデオで

紹介する．

【手術手技】SnuffBoxを中心に，手関節の僥背側

の弓状切開にて進入する．伸筋支帯を切開しEPB

とAPLを掌側に,ECRLを尺側によけると，僥骨

動脈より反回して走行する1,2intercompartmental

supraretinaculararteryが確認できる．この血管を

血管束として剥離し，移植に必要な骨片をデザイ

ンする．骨膜がはがれないように注意してノミを

用いて骨弁を挙上する．次に舟状骨の背側の関節

包を切開し偽関節部を展開，掻爬して移植骨の母

床となるように骨溝を作製する．僥骨遠位端より

採取した海綿骨とともに骨弁をはめ込み，

Herbertscrew,綱線にて固定する．偽関節部の状

況により掌側から骨移植を行う場合は血管束を僥

骨動脈起始部まで剥離したのち僥側側副靱帯を一

旦切離し掌側に誘導し移植する．

【結果および考察】現在までに本法を施行した症

例は10例で全例男性であった．内訳はHerbe江法

の失敗例が3例,MRIにて近位骨片の壊死が疑わ

れた症例が7例であった．固定法はK-wireを3例

に,Herbertscrewを5例に用い，内固定を行わな

かったものが2例であった．これらの症例のうち

1年以上の経過観察を施行し得た4例中3例には3

カ月以内の骨癒合が得られたが，1例には骨癒合

が得られず,fOur-coumerfUsionを行った．この症

例では内固定が充分でなかったと思われ，血管柄

付き骨移植といえども可能な限り強固な内固定を

すべきであると考えられた．
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創外固定器牽引によるキーンベック病の

治療経験

KienbOckDiseaseTreatedbySkeletalTraction

会津中央病院整形外科

○古月顕宗，原孝，サツキヤイソラマン，

高須誠，坂本和 陽

【目的】キーンベック病の治療についてはStageま

たはUInarvarianceにより多くの方法が報告され

ている．我々 はStagel(Lichtman)4症例とStage

2，3症例に対して創外固定器による牽引を用い

ての治療を行ったので，以上治療方法，結果，適

応について検討報告する．

【症例と方法】Stagel,4例は全例男性で年齢は

27歳から70歳平均42.8歳で発症期間は平均4ケ

月であった．Stage2,3例は1例が女性で年齢は

42歳から55歳平均43.5歳で，発症期間は平均11

ケ月であった．そのうちStagelの2例に対して

は牽引治療の前に保存的治療を行った．牽引は僥

骨月状骨間関節が3から4mmが開大する程度で

期間は最低3週間から6週間行った．

【結果】Stagelの4症例は牽引後4日からll日で

圧痛の軽減が見られた．牽引後平均3年3ヶ月現

在，全例に圧痛，運動痛はなく，手関節可動域は

術前伸展平均47.5度から85度，屈曲平均57度か

ら73度，握力は平均健側の51%から93%と明ら

かな改善が見られた．しかしStage2の3症例は

牽引除去時では症状は完全に消失していたが，そ

の後3から6カ月後には症状の再発がみられ，ま

たX線所見でもStageの進行が見られたので，僥

骨短縮術を行った．

【結論】虚血のみで骨の破壊がまだ生じていない

Stagel症例については創外固定器による強固な
固定と牽引減圧により，血行再生が得られ月状骨

の壊死の進行が阻止できたと考えられた．しかし

骨破壊がすでに進行しているStage2症例につい

ては持続した減圧が得られる僥骨短縮術等治療が

必要と思われた

1.2-8

キーンベック病に対する圧迫プレートシ

ステムを用いた檮骨短縮骨切ﾚﾉ術

RadiusShorteningforTreatmentofKienb6ck
Disease

新潟手の外科研究所

○牧裕，坪川直人，吉津孝衛

【目的】私たちはキーンベック病進行例に対して

も,ulnaminusvariant例には僥骨短縮を,zeroま

たはplusvariant例に対しては榛骨尺骨両側短縮を

長年行い，安定した成績を得ている．キーンベッ

ク病の原因は不明だが，この手術の目標は僥骨月

状骨間関節の軸圧を減少させることである．私た

ちの短縮骨切り術は，長軸方向に直角に単純に骨

切りし，圧迫プレートを用いて内固定を行う．今

回ビデオでこの手術方法とそのコツを紹介する．

【手術方法】僥骨の骨切り部は僥骨月状骨間関節

から5～6cm付近とし，前腕遠位1/3掌側を

Henryのアプローチで展開する．瑞穂社製の新大

式圧迫プレート（今後瑞穂Jプレートシステムに

入る)7cm5穴を僥骨前面に置き，骨切り部の位

置を決め，切除する骨の幅を長軸に垂直に，でき

るだけ正確に印付けする．次にプレートの最も遠

位のホールと，圧迫器固定用の骨切り部のすぐ近

位のホールをドリリングする．遠位のホールにス

クリューを入れ，やや緩めてプレートを90°回

してよけておき，骨切りを行う．ミニドライバー

ボーンソーを用い，歯の厚みを考盧しながら2

mm,3mmと必要な切除幅を,2本の骨切り線が

平行になるよう確かめながら交互に歯を入れ切り

取る．次にプレートを戻し遠位のスクリューを締

め，圧迫器をスクリューで固定し，骨切り部に圧

迫をかける．この時骨切り面がぴたりとあうよう

微調整し，プレートと骨切り部の骨をペアンでお

さえておくとスクリュー挿入操作時の骨接合面の

ずれを防止できる．近位2本のスクリューを止め，

圧迫器除去部にもう1本，骨切り部の遠位にもう

1本のスクリューを入れて接合を終了する．骨膜

と筋を元にもどし，皮層を縫合してギプス固定を

4週間行う．
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1-2-9

外傷後壊死に陥った月状骨に対する榛骨

よしﾉの血管柄付き骨移植

VascularizedRadialBoneGraftfOrtheTreatment

ofLunateNecrosis

1県立三室病院整形外科，ユ国保中央病院整形外科，

3奈良県リハビリテーションセンター，』水本整形

外科

○福居顯宏'，小野浩史2，中河庸治3，

水本 茂 4

【目的】月状骨骨折後，壊死に進行する症例に対

しては種々の手術方法が報告されている．今回，

外傷後に月状骨が壊死に陥った症例に対して，僥

骨から血管柄付き骨移植を施行した．術後1年で

は良好な結果を得たので，手術方法をビデオで供

覧する．

【症例】15歳男性，右月状骨壊死．平成11年1

月に右手を突いて以後放置していた．平成11年7

月に当科へ受診した．可動域は手関節屈曲60・

伸展40..,握力は22.2kg(左25.3kg)であった．
レントゲンでは一部月状骨の圧壊が見られ

KienbOck病のLichtmanWissのレントゲン分類で

はStagellIaでfragmentationが認められた.MRI

ではT1でlow,T2でhighの中で一部lowな部位

が見られた．平成11年8月に2,3inter

compartmentalsupraretinaculararteryと4thextensor

compartmentalarteryを温存して僥骨の一部を採取

した．血管柄付き僥骨を反転して月状骨の壊死骨

を掻破した部位に月状骨内に移植した.Kirschner

wire固定後にギプスを5週間装着した．術後1年

の手関節可動域は屈曲80．，伸展55°と改善し，

手関節痛が消失した．術後1年のレントゲンでは

CHS32/60,Stahlindex7/18となり,CTで

廿agmentationの癒合を認めた．

【考察】今までにKienbOck病8例に対して2,3inter

compartmentalsupraretinaculararteryあるいは4th

extensorcompartmentalarteryを栄養とする僥骨を

移植し全例に改善を認めた．今回，外傷後壊死に

陥った月状骨に対しても血管柄付き僥骨移植を施

行し良好な結果を得た．

1-2-10

Kienb6ck病に対する僥骨からの有茎血管

柄付き骨移植術

SurgicalTreatmentoftheKienbOckDiseaseUsmg

PedicleVascularizedBoneGraftfromtheDistal

Radins

奈良県立医科大学整形外科

○重松浩司，矢島弘嗣，小畠康宣，

河村 健二 ，高 倉義 典

【目的】われわれは初期および中期のKienb6ck病

に対して，血管束移植によるrevascularization

procedureを適応してきた．近年，この血管束移

植にかわって僥骨遠位端からの有茎血管柄付き骨

移植術を試みている．本術式をビデオを用いて解

説し，手術成績について報告する．

【手術方法】手関節背側に僥側を頂点としたL字

状切開を加え展開する．移行に用いる血管柄は，

Zeidenbergらが舟状骨偽関節に対して報告した1,

2intercompartmentalsupraretinaculararteryである．

月状骨への移植は舟状骨に比べより長い血管柄が

必要であるため原法より移植骨は近位側で採骨す

る．採取骨は僥骨茎状突起より近位2cmの部位

から近位に向かい約10×5mmの骨片を採取す

る．この際血管束に幅約2～Smmの骨膜をつけ

挙上することで安定した移植が可能となる．関節

包を切開し，露出した月状骨に背側よりドリルで

骨孔を作成し壊死組織を掻爬する．同部に海面骨

を少量充填し，さらに移植骨を挿入する．移植骨

に内固定は行わず，イメージ下にSTT関節仮固

定術を行い月状骨の除圧を行う．

【症例】対象は男性4例，女性1例の5例で，手術

時年齢は平均30歳であった．症状発現から手術

までの期間は平均13ヶ月であった.Lichtman分

類ではstageIIIaが4例，Ⅲbが1例であった．ギ

プス固定を術後約1ケ月行い，術後3～4ケ月で

仮固定を除去した．術後平均経過観察期間は15

ケ月である．

【結果】瘤痛は全例で消失し，握力は術前23.5kg

から術後34.8kgに回復し，手関節掌背屈は術前

97.5から術後115に改善した.X線学的に月状骨

の圧壊の進行は1例もみられなかった．

【結論】僥骨遠位端からの有茎血管柄付き骨移植

術は，月状骨の圧壊が少ない早期，中期の

Kienb6ck病に対して良い適応があると考えられ

た．
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1-2-11

キーンベック病に対する有茎僥骨移植を

用いた月状-三角骨間固定術

Luno-triquetralFusionwithPedicledBoneGraft

fbrKienb6ck'sDisease

大阪厚生年金病院整形外科

○正富隆

機能的に無症状な先天的月状三角骨間癒合症をヒ

ントに,StageⅢに対して血管柄付僥骨移植を併

用した月状-三角骨間（以下L-T)固定術を施行し

てきた．その術式と短期成績を第39回日手会，

中期成績を第45回日手会にて報告した．今回は

ビデオを用いてその術式の実際を詳しく紹介し，

前回報告した中期成績を含めて報告したい．

【術式】背側正中縦切開にて進入．伸筋支帯を第

4区画で開き，後骨間神経終末枝と伴走する血管

束を確認する．これは第3-4区画間中隔へ向けて

走行するので，区画を開くときには中隔を傷つけ

ないよう中央から切開をはじめることが肝要であ

る.血管束が骨間膜と僥骨の境界を横切る付近で，

後骨間神経とともに焼灼・切離する．血管束を中

心に幅7mm～lcmの移植骨をデザインし，ノミ

にて十分な深さで僥骨を矩形に骨切りする．近位

骨切縁から幅に一致したノミを差し入れ，十分な

深さで海綿骨を遠位に向けて手で押し切りながら

軟骨下骨まで到達させ，そこでノミをテコとして

骨片をゆっくり挙上すると遠位部の骨皮質が骨折

する．そこからスピッツメスにて骨膜を鋭的に剥

離して関節包と連続させたまま関節切開する．月

状骨の壊死骨はエアドリルなどを用いて可及的に

切除し，軟骨下骨のみのこす．L-T間の関節面を

切削し,三角骨背側に有茎骨の移植床を形成する．

ここでイメージ下に手根骨のalignmentを確認し

ながらK-wireでSC,STT,TH間をpinningする．

月状骨の空隙に腸骨より海綿骨を充填，中央には

腸骨皮質をstrutboneとして移植後,L-T間を

bridgingするように有茎僥骨片を移植する．

【後療法】4週間のギプス固定の後，自動運動を

許可する．その後1ヶ月は手関節固定装具を装着

し,K-wireは術後約3ヶ月から半年で抜去する．

手関節への負荷は術後半年以降，許可する．

1-S2-1

Lichtmanstage3Bキーンベック病に対す
るSTT関節固定術

Scaphotrapezio-trapezoidArthrodesisforthe

TreatmentofLichtmanStage3BKienbOck's
Disease

'大阪労災病院整形外科，2大阪暁明館病院整形外

科

○安田匡孝11政田和洋11竹内英二11

安藤佳幸2

Watsonらは，月状骨の圧壊による二次的なrotary

subluxationofthescaphoid(RSS)がキーンベック

病(K病）における瘤痛の原因であり,STT関節

固定術が有効であると報告した．この術式は，

technicaldependentであり，いくつかの重要なポ

イントがある．しかし，本邦においてその術式が

正確には伝わっていない．ビデオにより本術式を

紹介し，成績を報告する．

【手術手技】手関節僥背側で，僥骨茎状突起先端の

レベルに約3qnの横皮切を加える．僥骨茎状突起を
部分切除する.ECRLとEC冊の問からSTT関節に

到達する．舟状骨周囲の滑膜切除をする.STT関節

を新鮮化する．約5nmのスペーサーを関節に設置，

手関節を最大榛屈位，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．自動的に

舟状骨は立ちすぎないようになる．僥骨末梢の僥背

側より，海綿骨を採取し，関節に圧迫移植する．月

状骨は温存する．3週ずつの上腕以下，前腕以下の

thumbSmcaとする．骨癒合確認後，ピンを抜去する．

【症例と方法】対象はLichtmanstage3BのK病10

例（平均手術時年齢：41歳，平均術前期問：1

年11ケ月，平均術後観察期間：4年1ケ月）であ

る．瘤痛，握力，手関節可動域，変形性関節症の

有無を調べた．

I結果】全例において瘻痛は消失した．平均握力

は21kgf(健側:28kgf,術前:15kgf).平均手

関節可動域は，伸展：59度（健側：75度，術

前：56度)，屈曲：33度（健側：78度，術前：

35度）であった．最終観察時（最長：9年）に，

変形性関節症を認めなかった．

【考察】舟状骨周囲に滑膜炎を認めたことより，

stage3Bの痒痛は月状骨由来ではな<RSS由来であ
る可能性がある.K病の長期自然経過予後は良好と

されるが，本法は，より早期の除痛を得るために有

効な手段である．
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1-S2-2

有茎血管柄付僥骨移植によるキーンベッ

ク病の治療

PedicledVascularizedBoneGraftfromtheRadius

fbrKienbOck'sDisease

小郡第一総合病院整形外科

○土井一輝，安部幸雄，服部泰典，

池田慶裕，関寿大

【目的】キーンベック病に対する僥骨からの有茎

血管柄付骨移植について手術手技を供覧する．

【症例】52歳男性，右手キーンベック病である．

術前の臨躰症状はMayoWristScore65点であり，

画像診断はLichtman分類ⅢA,CHR53%(健側

55％）であり,SLangle50度であった．

【手術】Bishopの方法に準じて,5+4ECAを血管

茎とする有茎血管柄付僥骨移植を行った．5ECA

の逆行性血行支配による4ECAの骨付僥骨移植を

デザインした．両血管吻合部の中枢で前骨間動脈

背側枝を結紮切断し，血管茎を剥離，挙上した．

月状骨の背側粗面にエアードリルで小穴を開け，

軟骨および軟骨下骨を残すように，可及的に壊死

した月状骨を掻破，摘出した．月状骨骨欠損に近

似したサイズの僥骨をマイクロドリルにて骨切，

採取した.K-wireによるSTT関節の仮固定を行

った後に，駆血帯解除後,移植骨の血行を確認し，

移植骨を月状骨骨欠損に挿入した．この際，血管

径に圧迫が加わらないように注意し，更に，掌側

皮切より，移植骨を牽引し，できるだけ掌側へ移

植骨が位置する工夫を行った．最後に，創外固定

を僥骨と第2中手骨に固定し，手術を終了した．

創外固定は術後6週で除去,STT固定のK-wireは

術後6週で抜去した．

【結果】術後1年の状態で，臨躰症状はMayo

WristScore90ポイントで優であり，し線所見は

月状骨の圧潰の進行はなく,CHR53%,SLangle

50度である．

【考察】現在までに，本法を7例に行ったが，本

法は術後骨癒合が完成するまで，一定期間，月状

骨への免荷が必要である．術式のポイントとして

は，移植骨の血行を，月状骨骨欠損部へ挿入後も

維持できるように，移植骨の採取，挿入方法を工

夫することである．

1-S2-3

血管柄付き僥骨移植によるキーンベック

病の治療成績

ClinicalResultofVascularizedPedicleGraftfrom

theDistalRadiusinKienbOckDisease

北野病院整形外科

○藤尾圭司，大室智士，梁瀬義章，

松島正弘

【はじめに】キーンベック病の手術法としては

様々な方法が報告されている．それぞれ良好な成

績を得ているが，可動域，月状骨の形態，手根骨

配列の改善という目的は達成されていない．我々

は，1998年よりstage3a,bに対してBishopらが

報告した伸筋腱区画間動脈を茎とする血管柄付き

僥骨移植を行い，比較的良好な結果を得ているの

で報告する．

【手術方法および症例】透視下に舟状骨を背屈し

た状態でSTTをK-wireで固定する．先に舟状骨を

伸展させて充分に月状骨のスペースを作ることが

大事である．次に背側より伸筋腱4，5区画間動

脈を同定し逆行性血管柄付きの骨を採取する．次

に背側の関節包を．の字上に切開し月状骨を露出

する．サージアトーム，鋭匙で硬化した壊死骨を

十分に掻爬する．月状骨は卵の殼状になりこれを

慎重に縦軸に方向に開大し，月状骨の長軸の長さ

を回復させる．次に移植骨を月状骨の高さが維持

できるよう皮質骨が長軸と平行になる向きに叩き

込む．術後は4週間ギプス固定とし，6-8週間で

S.T.T.のK-wireを抜去した．症例は9患者10手で

平均年齢は28.2歳，男性8手，女性l手であった．

術前stage分類では3bが8例,3aが2例であった．

これらについてcooney変法による臨床評価，術前

後のCHR,SL角によるX-P評価を行った．

【結果】臨床成績は術前平均50点が術後平均83.3

点へと改善した.CHRは術前平均0.51が術後

0.58へ改善したが，最終評価時0．54となった．

SL角は術前平均57.9が術後38.7と改善したが最

終評価時45.1となった．

【考察】stage3a,bに対する血管柄付き僥骨移植

の治療成績は良好で，可動域，瘤痛に関して満足

すべき成績を得ている．S.T.T固定は移植骨圧潰

を防ぐ､という意味では必要であったが，手根骨配

列改善という面では必ずしも満足すべき成績では

なく，今後の検討課題である．
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1-S2-4

進行期キーンベック病の治療一腱球移植

術十仮STT(SC)固定術一

TreatmentofAdvancedKienbOck'sDiseasewith

TendonRolllmplantationandTemporaryPartial

WristFixation

奈良県立医科大学整形外科

○矢島弘嗣，小畠康宣，重松浩司，

河村健二，高倉義典

【目的】われわれは1991年以降，進行期のキーン

ベック病に対して腱球移植術と仮手根骨(STT,

sc)固定術を適応し，良好な成績を得ている．

今回本手術手技をビデオで紹介し，その術後成績

について報告する．

【手術方法】手関節背側の横切開で進入し，月状

骨に達する．メスとリューエルを用いて月状骨を

摘出した後，手関節をやや背屈位で舟状骨から大

菱形骨および小菱形骨から舟状骨にpinningを行

う．イメージあるいはレントゲンで確認後，鋼線

を切って皮下に埋没する．次に短榛側手根伸筋腱

を摘出し，これを腱球として作製，月状骨を摘出

したスペースに挿入する．関節包および皮唐を縫

合後,bulkydressingとする.1週後に抜糸し，術

後トータル4～5週間のギプス固定を行う．

【症例および結果】21例に対して本法を施行し，

術後1年以上経過観察し得た19例を対象とした．

男性は7例，女性は12例で，年齢は24歳から72

歳，平均51歳であった.Lichtman分類はstage

IIIbが11例,IVが8例であった．仮固定術として

STT固定を行ったものは17例で，残りの2例は

SC固定を行った．STT固定は通常の鋼線で,SC

固定は吸収ピンを用いて行った．術後経過観察期

間は1年から5年6カ月，平均2年10カ月である．

術後手関節痛は全例軽快し，9例では全く認めな

かった．手関節の掌背屈域は術前92から103に，

握力は術前平均12.4kgから18.6kgに回復した．

Carpalheightは術前と比べ8例において減少を示

したが，その程度は軽度であった（術前平均

0.473から術後平均0.463)．関節症性変化の進行

は2例に認めたが，うちl例は吸収ピンを用いた

症例のSC関節においてみられた．

【結論】LichtmanstagelVおよびⅢbで月状骨の分

節化がみられる症例に対して，腱球移植術十仮

STT固定術は有用な手術方法と考えられた．

1-S2-5

キーンベック病に対する月状骨摘出と舟

状-三角骨間靱帯形成術

LunateExcisionandScapho-triquetrumLigament

PlastyfOrAdvancedKienb6ck'sDisease

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，斎藤英彦，高橋勇二

【目的】キーンベック病の手術治療の基本は月状

骨を温存する治療であるが，分節化が非常に強い

例や，その治療法が失敗に終わった場合，月状骨

摘出術を選択することはやむをえない．この問題

点は月状骨を摘出した間隙へ有頭骨が嵌入してい

ずれ手関節変形を来すことで，腱球挿入や部分手

関節固定の併用が行われてきた．演者は新たに舟

状骨と三角骨間に靱帯形成を加えることにより問

題を解決できると考え，96年10月に初めてこの

手術を行った．今回は実際に手術法を紹介するの

が目的である．

【手術法】手関節の背側と掌側から展開する．背

側展開から舟状骨～三角骨の手根骨近位列を広く

展開し壊死した月状骨を摘出する．掌側展開から

掌側に残存する月状骨の摘出と，僥骨近位部の展

開を行う．手根管症候群合併例では皮切を延長し

手根管開放を行う．靱帯形成に用いる長掌筋腱は

15cm以上できる限り長く採取する．創外固定器

を装着し手根骨の矯正と十分なcarpalheightを保

持する．靱帯形成のための骨穴を舟状骨と三角骨

に背側から掌側に向かって作成する．さらに僥骨

遠位端掌側面から背側のLister結節近位部に向か

い，掌側の1つの穴から背側は2つの穴になるよ

う骨穴を作成する．ついで長掌筋腱を背側から舟

状骨と三角骨を通しさらに僥骨遠位端掌側面から

背側に通し，できるだけ強い緊張をかけて腱の両

端を縫合する．また必要があれば月状骨摘出の空

隙に腱球を挿入しても良い．

【結果・考察】02年7月まで6例に治療を行った．

経過観察期間の最長は5.5年で，特に除痛にすぐ

れ，術後3～6ヶ月で全例復職可能であった．可

動域・握力は健側の80％は期待でき，レントゲ

ン上のcamalheightratioの維持も長期間可能であ
った．やむをえず月状骨摘出をする場合，舟状

骨-三角骨間靱帯形成を追加することは推奨され

る手術法である．
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1-S2-6

Kienb6ck病に対するセラミック人工月状

骨置換術

CeramicLunateImplantfbrKienbOck'sDisease

藤田保健衛生大学整形外科

○鈴木克侍，柴田邦央，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を行ってきた．術式と成績

を報告する．

【対象と方法】1989～2001年にstage3の
KienbOck病に対し多結晶アルミナセラミック人工

月状骨置換術を行った症例は18例で，男性14例，

女性4例，平均年齢39.2歳（19～72歳）であっ

た．人工月状骨のうち8例はcustom-made,10例

はready-madeで作製した.ready-madeはcustom‐

madeによる人工月状骨10個(KienbOck病8例，

陳旧性月状骨脱臼2例）を計測し，左右各々L,

M,Sの3サイズに規格品化したものである．人

工月状骨は掌側，背側に靱帯,関節包に縫合する

孔を各2個有する．手術方法は掌側および背側の

両側進入で展開し，関節包・靱帯を．の字形に切

開・挙上し，月状骨を摘出した．骨片の取り残し

がないかチェックし，人工骨の孔に2号ナイロン

糸を背側2本，掌側2本通した．人工月状骨を挿

入後，ナイロン糸で背側・掌側の関節包・靱帯へ

強固に縫合固定した．さらに，背側・掌側の関節

包と靱帯を強固に縫合閉鎖した．後療法は，前腕

ギプス固定3週間，その後前腕装具を2か月間装

着した．軽作業は術後4週から装具を装着して開

始した．重労働は術後3か月に装具を除去してか

ら開始した．調査項目は癖痛,ROM,握力,X

線所見でcamalheightratio(CHR),Cooneyの手
関節機能評価であった．調査期間は平均52カ月

(12～164カ月）であった．

【結果】全例術後3カ月より術前の労働に復帰した．

痙痛は術前に全例認めたが，術後全例消失した．

ROMは術後に手関節掌背屈，榛尺屈と回内が有意

に改善した．握力は50．1％（対健側比）から

65.7%,CHRは0.46から0.49,Cooneyの評価は48.9

から74.2に術前と比較して術後有意に改善した．

【結語】stage3のKienb6ck病に対してセラミック

人工月状骨置換術は有効な手術法である．
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LS1-1

Daysurgeryserviceに現状の日本の医療
保険情勢の中で取ﾚﾉ組むための問題点

DaySurgeryServicesofHandSurgeryinthe

PresentEnvironmentofJapaneseNationalHealth
Insurance

医療法人ハンズ高知フレッククリニック

○貞廣哲郎

はじめに，アメリカで医療の潮流となっている

daysurgeryを厚生労働省も導入したがっているか

に見える．このpanelの目的は,daysurgeryを比

較的導入しやすいと思われる手の外科領域で行う

際の問題点を，患者さんサイドと医療者サイドか

ら見て浮き彫りにし，会員諸先生の今後の取り組

みの参考としていただく事である．演者は，高知

医科大学付属病院勤務時代にはbedの確保ができ

ない時にはやむをえず肘関節形成術，腱移行術，

神経縫合，腱縫合術などは日常的に通院での手術

を行っていた．しかし，安全性の確保，緊急時の

対応等は極めて不十分であったと言わざるをえな

い．そこで開業に際してopensystemとしてbedを

貸していただく交渉をしたがhospitalfeeと

surgeryfeeがreasonableに設定されていない状況

では病院にかなりの負担をかけるか，自分が無料

で手術をさせていただくしかなく，そのような状

態が長く続けられるとは思えず有床診療所として

開業したいきさつがある．さて，われわれ医療者

にとって入院施設をもつmeritはdaysurgeryでは

準備や管理のために人員を配置しても経費が出な

いが,入院扱いでは経費が出る点である．そして，

言うまでもなく何かの時にはより安全に管理でき

る．一方,demeritは持つからには活用しなけれ

ばならない．そのことがもう一方で患者側にとっ

てのdemeritとして，必要以上の入院の強要とな

る可能性を秘めている．ここに基準として

clinicalpathが必要とされてくる．以上のような

現状を示しつつ，今後の医療情勢を睨みながら手

の外科におけるdaysurgeryを論じたい．



LS1-2

整形外科デイサージャリーの現況と問題
点

PresentStateofOrthopaedicDaySurgeryatthe

OgoriDaiichiGeneralHospital

小郡第一総合病院整形外科

○土井一輝

当院では，平成11年7月から，整形外科デイサ

ージャリー(DS)を開始し，平成12年1月より

DSセンターを開設し，整形外科を主体とし，全

外科領域でのDSを積極的に行っている．過去3

年3ヶ月のDSの実績を元に，整形外科における

DSの実施方法，実態，問題について報告した．

DSは従来行われていた外来手術の延長といった

簡単なものではなく，患者・外科医・麻酔医・ナ

ースコーディネーター(NC)のチーム医療を主

体とする，新しいシステムの構築が必要である．

特に,DSの中心をなすNCの役目が重要である．

DSは患者本位の医療の観点から，今後益々普及

するであろうが，手術術式から画一的にDSを行

うべきでなく，患者個々の条件に合わせて，適応

を決定するべきである．病院経営の面から減収を

危‘|具する意見も聞くが,在院日数の短縮，効率化，

差別化により，患者数の増加が見込めるメリット

がある．それにも増して，保険医療の患者負担増

や，経済不況による長期休暇の制限などの要因も

あり，日本でも生き残りをかける医療施設ではデ

イサージャリーは取り入れざるをいれないシステ

ムである．

LS1-3

Daysurgeryに対する200床以上の病院の
経営的立場から

DaySurgery

熊本機能病院整形外科

○中島英親

2000年4月に短期滞在手術が認められ，2002年4

月に多少改善きれ，麻酔医の条件も緩くなってき

ている．整形外科の短期手術の場合，基本料1の

半月板切除，手根管症候群．基本料2の関節鼠摘

出術，半月版切除術，靱帯断裂縫合術が適応とな

る．短期手術が認められた施設は，基本料1，基

本料2の手術のすべてをしなければなりません．

患者の状態で短期手術か入院手術か決められませ

ん．平成14年4月から9月までの手根管症候群の

外来手術は21名で平均60900円です．これを短

期手術基本料1で計算すると，平均87410円で

26510円の差額生じる．将来的に急性期の病院を

目指す当院にとって検討すべき価値は十分であ

る．手根管症候群において，1999年1月から12

月の外来手術13名，入院手術は101名．2000年

の外来手術20名，入院手術110名．2001年の外

来手術22名，入院手術149名である.2001年の

指の側副靱帯断裂の縫合21名，肘の側副靱帯断

裂縫合ll例である．現状で,250床の病院では，

入院患者数確保，患者単価増加，平均在院日数の

短縮を考えた場合，現状の方が優位といえる．手

根管症候群で，働いてる人で，手術後すぐに仕事

に復帰できない人が入院を希望する場合の説得が

難しい．生命保険に入っている人で，入院を希望

する人も説得が難しい．もっと自己負担が大きく

なると変わってくると思われる．鏡視下半月版切

除術でも同じことが言える．
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LS1-4

一人開業医におけるdaysurgery

MeritsofDaySurgeryinaOutpatientClinic

'麻生整形外科クリニック，z内田整形外科医院

○麻生邦一!，内田芳雄ユ

【目的】開業してもまだメスは捨てたくないと思

っている整形外科医は多いだろうし，実際外来診

療でも手術をしないと治らない症例にたくさん遭

遇する．演者は1994年に無床診療所を開設して

以来，積極的に外来手術を行ってきた．その経験

から一人開業医でどのように外来手術を行ってい

るか，そして手術が成功するためにはどうすべき

かについて私見を述べたい．

【手術概要】手術は毎日午後診療開始前に1例ず

つ行っており，時には午前診療前にも行うことが

ある．年間200例くらいで上肢が約65％を占め，

下肢が約25％，体幹・顔・頚が約10％を占める．

この他に提携先の病院で年間約70例の全麻，腰

麻の症例の手術を行っている．

【daysurgelyのmeritとdemerit】開業してみて外来

手術を希望する患者さんが予想以上に多いことが

わかった．患者さんにとって仕事，家事，育児な

ど通常の生活を続けながら治療を受けられる

meritは大きい．また医療費が明らかに安いこと

もmeritとして頷けることである．一方医療機関

側からみても，手術技術料が高くなり，日帰り手

術の加算がみとめられている今日，手術を行うこ

とは経済的にも問題はない．しかし手術後に帰宅

するために，不安が残ることは否めないし，術後

の異変に早く気づいて的確な処置をすることがで

きにくいdemeritはある．

【成功の条件】外来手術が成功するためには，患

者さんとのrapport(信頼関係）を日頃から十分築

いておくことが重要であり,infOrmedconsentが

必須であることはいうまでもない．そして自信の

ある麻酔で自信のある手術をすることが大事なこ

とと考える．自信が持てるようになるためには，

勉強する，準備を完壁にする，術前診断を可及的

に詳しく明確にする，手術手技のimagetraining

をするなどを心がけている．

LS1-5

外来膝鏡視下手術

ArthroscOpicKneeSurgeryinanOutpatientClinic

奈良新大宮整形外科

○藤澤義之

膝の手術の多くが外来で可能となった要因として

最大のものは関節鏡の発達および鏡視下手術の進

歩発展であり，ついで麻酔法である．これらを円

滑に行うには，患者の理解，医療従事者の協力，

熟達した手技などが必要なことはいうまでもな

い．演者は1981年より本手術を1650例行ってお

りその有用性について度々報告してきたが，本邦

では未だ余り普及していない．その理由として考

えられることは体制，麻酔法，手技面，帰宅後の

不安，採算性などであろう．膝に対する麻酔法と

しては全身，静脈，腰椎，硬膜外，局所，神経ブ

ロックなどがあるが，除痛性（時間，ターニケッ

ト使用なども)，患者との意思疎通，人手，費用，

外来としての受容性，安全性，手技面などを考慮

すると現時点では腰椎麻酔が最良である．主たる

合併症としての頭痛が25GQuinkepoint脊麻針使

用による外来施行1590例中39例(2.5%)にみら

れたが，外来施行がその要因ではなかった．現在

はさらにその発生率減少を目指して27Gwhitacre

needle(pencilpoint)を使用している．現時点で
は前十字靱帯再建術や骨折手術などは適応外とし

ているためか鏡視下手術を外来で行ったからとい

って入院例に比し不都合を生じたことはない．将

来，靱帯や骨折手術，人工関節置換術などの術中

術後の除痛に有効な麻酔法の開発や全身状態の管

理面を含め出血などのコントロールが可能となれ

ば，膝の手術は外来でできないものはない時代も

来ることが予想される．
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1-2-12

榛骨遠位端骨折の地域疫学調査（岩手県）

LocalEpidemiologyofDistalRadiusFracturesin

IwatePrefecture

I鴬宿温泉病院整形外科，ユ栃内病院整形外科

○薄井知道!，久保谷康夫!，星秀逸ユ

【目的】本邦では小児から高齢者までの一貫した

僥骨遠位端骨折の疫学調査の報告はない．そこで

岩手県4市，1町の調査を行ったので報告する．

【対象・方法】対象は1994年1月～95年12月の2

年間に調査地域（人口計20万人）に発生した僥

骨遠位端骨折604例，609手(1～89歳，平均

39.2歳）で，男263例（平均20.3歳)，女341例

(平均54.3歳）であった．年代別，性別，受傷原

因，左右別，月別，関節内骨折，転位別発生率に

ついて16歳未満を小児群,16歳以上65歳未満を

中間群，65歳以上を高齢者群として検討した．

統計学的検討には臆2検定，標準化罹患比を用い

た．

【結果】発生率は人口1万人に対し15人（小児群

33,中間群8，高齢者群25）で，性別では男14,

女17/1万人（小児群；男48,女18,中間群；男5,

女11,高齢者群；男8,女36)であった．受傷原

因は小児群ではスポーツ・遊戯中36％，自転車

で転倒19%で，中間，高齢者群では歩行時転倒

が72，98％であった．左右別は左53%(P<

0.05）（小児群56％，中間群44％，高齢者群

58％)，両側例0.8％で，冬季発生は小児群1l%,

中間，高齢者群43，42％であった．骨折線が関

節内に及ぶものは42.7％（小児群1.3%,中間群

62.3％，高齢者群74．8％）で，初診時転位は

65.4％（小児群56.1%,中間群63.7%,高齢者群

81.7%)に認めた．小児群は末梢側の背側転位と

掌側転位数に差はなかったが，中間，高齢者群は

背側転位が87,95%(P<0,01)にみられた．

【考案・結論】小児から高齢者までの一貫した疫

学調査の報告はAllfram,Bengner(マルモ）と

Wong(シンガポール）でみられるが，本調査結

果の年齢階級別発生率グラフの形状はマルモと類

似していた．本邦では小児，高齢者群において同

時期の萩野（鳥取）の報告とほぼ同様の形態を呈

していた．
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1-2-13

骨密度の減少と榛尺骨遠位端骨折の予後

について

RelationshipbetweenDecreasedBMDand

DisplacementofFractureafterRepositioninthe

DistalEndofRadiusandUlnar

'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2，四宮謙一ヨ

【目的】高齢者の増加に伴い骨粗霧症が社会的問

題となり，軽微な外傷による骨折が増加している．

中でも榛・尺骨遠位端骨折は頻度の高い骨折であ

る．高齢者の榛・尺骨骨密度と，骨折型および骨

癒合時における転位の関係について検討した．

【方法】対象は1998年5月から2002年6月までに

当院外来を受診した榛・尺骨遠位端骨折患者95

人の女性（50-94歳，平均70.6歳）と非骨折患者

1432人(50-96歳，平均68.7歳）である．骨折患

者の平均経過観察期間は4．8ケ月である．アロカ

製DCS-600を用いたDXA法で，榛・尺骨の遠位

1/3部分（以下R3,U3)と1/10部分（以下R10,

U10)の計4箇所で骨密度を測定した．骨折型の

分類にはFrykman分類を用い，骨密度と骨折型の

相関についてMann-Whitney法で検定した．また，

骨折時と骨癒合時のX-Pでradiallength(RL),

radialinclination(RI),palmartilt(PT)を測定し，

骨折後の転位と骨密度の関係についてSpearman
の相関係数により検討した．

【結果】骨密度は，榛・尺骨共に遠位l/3部分と

l/10部分で同様な減少パターンを示し,80歳以

上の年代で骨折群が非骨折群に比較して有意に低

下していた．また,Frykman分類3型のgroupの

BMDに対して，他の骨折型のBMDは有意に低値

であった．R3とR10の骨密度はいずれもRLの減

少と相関し，またRLはRIおよびRTと相関があ

った．

【まとめ】中高年者の榛尺骨遠位端骨折のrisk

factorとして,BMD以外の要因も考慮するべきで

はあるが,BMDは骨折整復後の僥骨短縮と相関

があり，予後を決める重要な因子である．



1-2-14

軟部組織損傷を伴う僥骨遠位端関節内骨

折のX線,CT像の検討

RadiographicandComputedTomographicAnalysis

ofSoftTissuelnjuriesmDistalRadialFracmres

清恵会病院整形外科

○寺浦英俊，坂中秀樹，安原良典，

杉本 武

【目的】僥骨遠位端関節内骨折に対して手関節鏡

視下整復固定術(ARIF)が施行されるにしたが

い，軟部組織損傷が高率に合併していることが明

らかになってきた．術前のX線,CT像と術中の

関節鏡所見による軟部組織損傷とを比較すること

により，術前画像から実際の軟部組織損傷を予測

しうるかについて検討した．

【方法】2001年10月からの1年間にARIFを施行

し軟部組織損傷も診断した僥骨遠位端関節内骨折

のうち60歳以下の12例を対象とした．症例の内

訳は男性9例，女性3例，年齢18～58歳（平均

41.1歳)，骨折型はAO分類ではC1:9例,C2:

3例,FIykman分類ではⅢ型:3例，ⅥI型:2例，
VⅢ型：7例であった．術前にX線,CT検査を

施行し,ulnarstyloidprocess,sigmoidnotch,

lunatefacet,midradialridge,scaphoidfacet各部位

の骨折の有無を確認，術中の軟部組織損傷と比較

した．

【結果】12例中TFCC損傷は6例,SLIL損傷は9

例,LTIL損傷は5例であった．骨折部位から考

えると,sigmoidnotch骨折ではTFCC損傷を合併
している確率が高く（8例中6例；75％），

midradialridge骨折ではSLIL損傷を合併している
確率が高かった（5例中5例;100%).lunate

facet骨折,scaphoidfacet骨折,ulnarstyoidprocess

骨折では明らかな傾向は認めなかった．骨折部位

はmidradialridge骨折をもっとも多く認めた．

LTIL損傷についても明らかな傾向は認めなかっ

た．

【結論】僥骨遠位端関節内骨折に伴う軟部組織損

傷は術前の画像診断によりある程度の推測が可能

である．

1-2-15

受傷時X線による僥骨末端骨折の不安定
性スコアの有用性について

UsefUlnessofthelnstabilityScorefOrDistalRadius

RacmresUsingRadiographsatlnjuly

福岡大学筑紫病院整形外科

○塩田悦仁，松崎昭夫，古賀崇正，

松永和剛

【目的】受傷時X線と年齢だけで僥骨末端骨折の

不安定性を評価するLafOntaineのInstabilityscore

(ActaOrthopBelg,55:203-216,1989)の有用性を
検討した．

【方法】1993年10月から2001年9月までに

ConeheadwedgingscrewによるIntra-fOcal固定手技
で加療し12か月以上経過観察できた60手（女36

例，男24例，平均年齢54.5歳）を対象とした．

骨折型はFrykman分類でI型5手,II型4手，Ⅲ

型4手,IV型4手,V型13手，Ⅵ型7手,VⅡ型9

手,VIII型14手であった．受傷時X線より20.以

上の背側転位，骨幹端の粉砕，関節内骨折，尺骨

骨折を各1点，年齢60歳以上を1点として

Instabilityscore(0-5点）を求めた．治療成績は

GartlandandWerley改訂評価基準(Demeritpoint)

を用い,Instabilityscoreとの相関，各項目の関与

について検討した．

【結果】全体の治療成績は優19手，良41手で可

や不可はなかった．合併症は腱損傷が1手,RSD

がl手であった．InstabilityscoreとDemeritpoint

には強い相関が認められた(R=0.864).項目別

では骨幹端の粉砕，関節内骨折，尺骨骨折は夫々

強い関与が認められた(P<0.0001)が，背側転

位(P=0.0322)と年齢(P=0.0403)はやや関

与が弱かった.Instabilityscore5点の症例では成

績が劣っていた(Mann-WhitneyUtest,P=

0.0052)．

【考察】受傷時X線と年齢だけから不安定性を評

価するInstabilityscoreは僥骨末端骨折の治療計画

をたてる上で簡便で有用な目安になると考えられ

た．Instabilityscore5点の症例ではより強固な固

定法を選択し，慎重な後療法を考盧すべきと思わ

れた．
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僥骨遠位端骨折変形治癒に伴う手根骨配

列異常

CarpalMalalignmentinMalunitedFracturesof

DistalRadius

名古屋大学手の外科

○矢崎尚哉，中村

中尾悦宏，稲垣

蓼吾，堀井惠美子，

弘進

【目的】僥骨遠位端骨折後の変形が，手根骨配列

にどのような変化を及ぼすかを調べたので報告す

る．

【対象と方法】1986年より2001年に当科で治療

を行った僥骨遠位端骨折変形治癒のうち，背屈変

形型で,Frykman分類Type1,11の関節外骨折，

またはTypelllのうち関節面に向かう骨折線に転

位のない30例を対象とした．X線側面像でvolar

tilt(VT),radio-lunateangle(RLA),radio-

scaphoidangle(RSA),capitatetranslationratio

(CTR)を測定，正面像ではradialinclination(RI),

ulnarvaliance(UV),carpalulnardistanceratio

(CUDR)を測定し，健側と比較検討した.CTR

は僥骨背側骨皮質を通る線を基準にして，有頭骨

の位置を表した．

【結果】VT≧－15(平均-12.0)の症例をA群

(14例),VT<-15(平均-27.7)の症例をB群

(16例）として分析した．結果は(A群,B群，

健側）の順に示す.VT=(-12．0±2.1,-

27.7±8.0,13.9±3.4),RLA=(-9.9±7.3,-

19.1±9.0,4.2±6.2),RSA=(51.7±7.5,

47.li9.7,57.6i8.9),CTR=(2.7±17.0,-

21.2±33.6,62.8±9.4),RI=(21.9±4.0,

18.2±6.8,29.0±3.4),UV=(2.5=t1.6,5.0jz

2.0,1.1±1.1),CUDR=(0.45±0.04,0.45

0.07,0.39±0.04).A/B両群で統計学的有意差が

みられたのは,RLA(p<0.01),UV(p<0.01),

CTR(p=0.02)で,RSAに有意差はみられなか
った．

【まとめ】僥骨遠位関節面が背屈変形することに

より，月状骨は背屈し，有頭骨が著明に背側転位

する傾向にあった．VTが減少しても，舟状骨は

ほとんど変化せず,B群で軽度の背屈がみられた．

VIが減少しても,CUDRはあまり変化しなかっ

た．

1-2-17

Non-bridge型創外固定器による僥骨遠位
端骨折の治療

TreatmentfbrDistalRadiusFractureUsingNon-

bridgeTypeExternalFixtator

'東邦大学第二整形外科，2順天堂伊豆長岡病院整

形外科，，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金子和夫21

宮原真2，柳原泰3

【目的】不安定型Colles骨折に対する創外固定法

はligamentaxis効果により不安定骨折の整復保持

する治療法で,Colles骨折に対する治療法として

普及してきた．しかし，骨癒合までの期間，手関

節を固定することは術後の後療法が遅れるばかり

でなく，時に反射性交感性ジストロフイー（以下

RSD)の発生が起こる事もある．今回われわれは

Non-bridge型創外固定器による不安定型Colles骨

折の治療経験を従来のbrige型創外固定器との比

較を交えて報告する．

【方法】2002年4月よりnon-bridge型創外固定器

による治療を行った不安定型Colles骨折は男性2

例2骨折，女性13例14骨折の計16骨折で年齢は

42～82歳（平均63.6歳）であった．使用した

non-bridge型創外固定器はCompack創外固定器で

創外固定の装着期間は4～7週（平均5.2週）で

あった．斎藤のpointsystem,術前，術直後，術

後4カ月での関節可動域，握力,X線計測，術後

合併症についてPoingfix創外固定器を使用した不

安定型Colles骨折120例と比較対照を行った．

【成績】斎藤のpointsystem,関節可動域，握力で

はnon-bridge型はbridge型に比べて有意に優れて

おり,X線計測でもnon-bridge型は骨癒合が確認

できてから除去するため，術後の再転位例は認め

なかった.non-bridge型の合併症はRSDが1骨折，

僥骨神経浅枝の刺激症状が5骨折であった．

【結論】Non-bridge型単独で対応し得る骨折型は

限られ，現機種の改良の必要性もあるが，従来の

bridge型と比べるとその長所は大きく，不安定型

Colles骨折の治療の一つとして有用である．
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高齢者の不安定型僥骨遠位端骨折に対す

るnon-bridging創外固定術の術後成績
Non-bridgmgExtemalFixationfbrUnsmbleRacmI℃

oftheDistalRadiusintheAdvancedAge

'横須賀北部共済病院整形外科，2横浜市立大学整

形外科

○坂野裕昭11石川博之ll岡崎敦11

村田淳'，酒井直隆ヨ

【目的】高齢者の不安定型僥骨遠位端骨折に対し

non-bridging創外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60歳以上の掌側骨皮質の粉

砕していない不安定型僥骨遠位端骨折にて，

Ho伽an2compact創外固定器を用いnon-bridging

創外固定術を行った23例で，年齢は平均68歳

(61～92)．受傷側は右11例，左12例，平均経過

観察期間は1年1カ月であった．創外固定法は

non-bridging単独を原則としたが,AO分類C2.3

の2例にbridgingとnon-bridging併用を行った．骨

移植術は行わなかった．創外固定器装着期間は平

均6.4週でを除去した．これら症例に術後成績と

して受傷時と整復時，固定器抜去時，調査時で

PalmarTilt(PT),UInarVariance(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，ハーフピンの

緩みも調査した．

【結果】PTは受傷時-12.8±15度が整復時9.0i

3.5度(p<0.001),除去時8.3=t3.8,調査時

8.2±4.2度と整復位は良好に獲得，保持された．

UVは3.6±3.1mmがl.3±1.1mm(p<0.01),

1.9±1.6mm(p<0.01),2.1±1.7mmと良好に

整復位は獲得されたが固定中に有意に短縮を認め

た．しかし，臨床的には最小の範囲内であった．

可動域は背屈76±10度，掌屈73±12度，回外

82士6度，回内83士6度と良好に回復した．斉

藤のポイントシステムはExcellentl9例,Good4

例であった．合併症はなかった．ピンの緩みを1

例に認めたが，整復位の保持は良好であった．

【結論】高齢者の僥骨遠位端骨折は骨粗議症を基

盤とした低エネルギー損傷であるためNon-

bridging固定術においてはピンの緩みに伴う再転

位が危‘|具されたが，固定性は良好で整復位も保持

され良好な術後成績が得られことより，高齢者に

も有用な創外固定法と思われる．

1-2-19

X線透過性non-bridging型Compack倉I外
固定器の開発

DevelopmentoftheRadiolucentVersionCompack

-Non-bddgingTypeExfmalRxatorfbrRadiusEnd

Fracmle-

'佐野厚生総合病院整形外科，:平塚市民病院整形

外科，3伊勢慶應病院整形外科

○森田晃造1，岩部昌平17太田憲和11

吉 川 泰 弘 2 ， 照 屋 徹 3

われわれは不安定型僥骨遠位端骨折の治療用に，

末梢骨片の僥側よりピンを刺入して固定するnon‐

bridging型のCompack創外固定器を開発し，その

使用経験について昨年の本学会にて報告した．本

創外固定器の問題点の1つとして，遠位クランプ

部がチタン製のため，装着中に側面X線像で骨折

部の状態を把握しにくいことがあげられた．この

問題点を解消するために，今回われわれは遠位ク

ランプ部をX線透過性に改良した創外固定器をフ

オーエスメディカル社と共同開発し使用してい

る．今回この固定器を紹介すると共に使用経験に

ついて報告する．ラジオルーセントCompack創

外固定器（仮名称）は遠位クランプ部の材質を従

来のチタン製から,X線透過性で耐熱性，耐薬剤

性に優れ強度の高いポリエーテルエーテルケトン

(PEEK)製に変更した．滅菌・消毒については従

来品と同様の扱いが可能である．現在まで不安定

型僥骨遠位端骨折10例に使用した．遠位クラン

プがx線透過性になったことで，術中の整復確認

および固定位置の決定が容易となった．ピンの固

定性は十分で整復保持に不安を感じた症例はなか

った.X線写真による術後経過の観察も容易とな

った．通常の側面像ではチタン製のピン固定螺子

やロッド連結部により関節面(volartilt)が確認

しにくいことがあったが,撮影時に10～15末梢，

榛側からX線を照射することにより，確認が可能

であった．術後評価でも従来型のクランプに比し

遜色ない結果が得られた．本創外固定器はこの改

良によりnon-bridging型の利点を損なうことなく，

装着中の固定状態を確認できるようになり，従来

型に比し有用である．
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極小non-bridgingtype倉ﾘ外固定器を用い
た僥骨遠位端骨折の短期治療成績-X線

成績とADL障害について一

Short-tennOutcomeFOllowingOperativeTIeatment

ofDistalRadiusFracturesUsingVerySmallNon-

bridgingTypeExternalFixator-Radiographic

AssessmentandDisabilitiesinDailyLiving-

!大田原赤十字病院整形外科，2済生会宇都宮病院

整形外科，，慶應義塾大学整形外科

○山部英行!，松村崇史2，田島康介2，

高橋勇一朗2，森澤妥ヨ

【目的】不安定型僥骨遠位端骨折の治療として，

低侵襲かつ早期社会復帰が可能なnon-bridging

type創外固定器の使用が普及し始めている．我々

は2002年4月より極小non-bridgingtype創外固定

器(EBI社製MiniFixator)を用いた治療を行って

いるが，その特性，治療成績について報告する．

【対象と方法】本器は重量37g,全長7cmと小型

軽量であり，遠位骨片には1.6mmもしくは2mm

のピンを刺入可能であり，ピンクランプ間はball

jointにて結合されるという特性を持つ．本器を用

い手術を行い，術後6カ月以上経過観察が可能で

あった不安定型僥骨遠位端骨折10例（男性5例，

女性5例，関節内骨折7例）を対象とした．受傷

時平均年齢は47歳，平均経過観察期間は8ヵ月

であった．最終診察時のX線からSarmientoの評

価法によりX線成績を評価した．臨床的評価は装

着中の愁訴,ADLについての主観的評価，およ

び斉藤の評価法を用いた治療成績評価を行った．

【結果】X線成績評価ではExcellent3例,Good7

例でありFair,Poorの症例は認めなかった．また

関節内のstepoffは平均0.3mmであり,congruity

は良好であった．装着中の愁訴は瘻痛，握力低下

が多く,1例のRSD例を除き感染例，手指の拘縮

例は認めなかった．具体的なADLではピンの蓋

あけ，雑巾絞りといった握力と回内外を要する動

作を困難とする例が散見されたが，中には包丁を

使った料理が可能な例もあり，全体的には早期社

会復帰可能な印象を受けた．斉藤の評価法では

Excellent5例,Good4例,Fairl例であり治療成

績は良好であった．

【考察】従来よりも小型軽量の創外固定器を用い

ることで装着中の愁訴,ADL障害も少なく良好

な術後成績を得ることができ，本法は早期社会復

帰に有用な治療法と思われた．特に小型であるこ

とはADL上大きなアドバンテージであることが

わかった．

1-2-21

僥骨遠位端骨折に対するnon-bridging倉リ
外固定法の治療成績

TreatmentofDistalRadiusFracturesUsingNon-

bridgingExternalFixation

i新潟県立中央病院整形外科，2香川医科大学整形

外科，

○田中英城11香川好男21加地良雄21

森健2

僥骨遠位端骨折に対する手関節を固定しないnon‐

bridging創外固定の治療成績を報告する．

【使用機種】初期の2例にはOrthofix指用創外固定

器を用いた．それ以後は中島メディカル社製の長

さ87mm,重さ369(4本のピンを含む）の創外

固定器を使用した．後者は遠位骨片の掌側と背側

に1本づつ，近位の骨幹部には長軸方向に2本の

チタン製ピンで固定し，骨折部はポールジョイン

トを介して固定を行うものである．

【対象】2000年10月以降の2年間に本法で治療し

た僥骨遠位端骨折は16例あった．内訳は男6，女

10で，年齢は18-81歳（平均58歳),骨折型は

関節外Colles骨折が5,関節内粉砕Colles骨折が

10,関節内粉砕Smith骨折がlであった．

【方法】まず骨折部を観血整復しK鋼線で内固定

(11骨折),またはintra-fOcalpinningや経皮鋼線刺

入（5骨折）で整復位を得ておく．次に伸筋支帯

の第2区画からX線透視下に遠位骨片の関節面に

近接してradialinclinationとpalmartiltに合わせて

ピンを2本，さらに近位側の骨幹部に2本刺入し

て創外固定器を装着する．合併した尺骨遠位端骨

折11のうち8骨折を内固定した．腸骨移植を1に

行った．術後から可動域運動を許可し，6-8週で

創外固定を除去した．

【結果】術後3－29ケ月（平均8.7ケ月）後の10関

節の斉藤の評価では優6，良4であった．骨折部

で2mm短縮が4,3mm短縮が2骨折あった．尺

骨茎状突起の骨接合しなかった3骨折は偽関節と

なった．神経や腱損傷，感染などなかった．

【考察。まとめ】創外固定器の装着前に骨折部の

整復内固定ができていることが本法適応の必須条

件である．短縮防止には骨折部で骨皮質を確実に

適合させることにより，ある程度可能である．尺

骨茎状突起骨折も同時に固定すべきである．手関

節の運動を制限しない本法の短期成績はおおむね

良好である．
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1-3-1

手根管開放術後の手掌部痛の検討

OpenCarpalTunnelReleasewithDoublelncision

CausesLittlePillarPain

l金沢大学整形外科，z富山県立中央病院整形外科

○池田和夫'，納村直希ll萩原教夫11

富田勝郎!，横山光輝2

【目的】鏡視下手根管開放術(ECTR)の場合，

日常生活への復帰が早いことが報告されている．

これは主に，手掌部痛（いわゆるpillarpain)が

少ないからである．われわれは，手掌部小皮切手

根管開放術(1-0CTR),手掌部と手関節部の2本

の小皮切手根管開放術(2-0CTR)と,Chowの2-

portalECTRの3群を比較検討したので報告する．

【方法】1-OCTRが14例,2-0CTRが9例,ECTR

が5例であった.1-0CTRでは，手掌部に3cmの

縦皮切を入れ，筋鉤で皮下を持ち上げ中枢まで直

視下に横手根靱帯を切離した.2-0CTRでは，手

掌部には2cmの縦皮切，手首皮線のlcm近位に

lcmの横皮切を入れた．その問を特殊な鉤で，

手掌腱膜と横手根靱帯の間を剥離し皮下組織を傷

つけないように挙上展開した．鉤の下に展開され

た横手根靱帯を直視下に切離した.Chowの2-

pol･talECTRは原法に準じた．術後10日目,1,2,

3か月目で手掌部の横手根靱帯直上を直径12mm

の円板を付けたPullScaleで圧迫した．瘤痛を訴

える圧痛閾値(N)を計測した．この計器では最

大30Nまで計測できる．

【結果】1-0CTRでは，順に12=t5．9,16±6.9,

21±8．1，27士5．8と瘤痛閾値は高くなり，回復

していく経過が明らかとなった．2-0CTRでは，

順に21士8．4，30±0．0，30士0．0，30±0．0と，

術後Iか月で圧痛は消失していた.ECTRでは，

順に28±2．4，30士0．0，30±0．0，30士0．0であ

った.1-0CTRでは，術後2か月までは有意差を

もって2-0CTRとECTRよりも瘻痛閾値は低かっ

た．2-0CTRとECTRの問に有意差はなかった．

【考察】30Nでは包丁を扱える程度の回復であっ

た.1-OCTRでは，直視下に横手根靱帯を切るた

めには，手掌腱膜も切離し皮下組織を損傷しなく

ては展開できない．2-0CTRで痙痛が少なかった

のは，手掌腱膜上のほとんどすべての皮下組織を

温存できたからと考えた．
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1-3-2

手根管症候群における横手根靱帯の切離

部位と術後pillarpainとの関係
RelationshipbetweenthePlaceofIncisiononthe

TransverseCarpalLigamentandPillarPainafter

CarpalTunnelRelease

I東京逓信病院整形外科，‘東京大学整形外科，

3横浜労災病院整形外科

○沖永修二11田尻康人21星川淳人21

原由紀則2，三上容司3

【目的】手根管症候群の術後の愁訴として問題と

なる，いわゆるpillarpainの発生機序は明らかで

ない．この研究の目的は，横手根靱帯の切離部位

を変えることがpillarpainに影響を及ぼすかを調

べることによって,pillarpainの発生機序を推測

し予防に役立てることにある．なおpillarpainの

定義については異論があるが，ここでは母指球あ

るいは小指球基部の運動痛，圧痛を総合した痛み

とした．

【対象と方法】電気生理学的に確定した特発性手

根管症候群患者で，女性の利き手例19名19手を

無作為に2種類の手術法に割り付けた．手術は同

一皮切で，感覚神経枝の温存と手掌腱膜の切離を

最小限にすることに注意して靱帯を展開し，靱帯

の切離部位を通常通り靱帯の尺側におく群9手と

そこから約1.5cm僥側におく群10手とに分けた．

握力，母示指問の鍵ピンチカ，創とそれをはさむ

母指球，小指球基部3部位の圧痛閾値，手根部全

体の圧痛閾値を経時的に計測し，それぞれが術前

値に回復するまでの期間，3部位問の閾値の関係

を調べた．圧痛閾値は，電気式圧力計を測定部位

に当て，患者自身が痛みを我慢してそれを押すこ

とのできる最大値とした．

【結果】両群間で握力，ピンチカ，手根部圧痛閾

値の回復期間に有意な差はなかった．3部位間で

圧痛閾値が最も低い部位は，術後2週では両群と

も創部であったが，その後尺側切離群9手では全

例小指球側であったのに対し，榛側切離群10手

では，母指球6手，母指球と小指球均等2手，小

指球2手と分かれた．

【結論】横手根靱帯を従来よりも僥側で切離する

ことはpillarpainを変化させる可能性がある．



1-3-3

手根管症候群手術時にみられた正中神経

反回枝の変異

AnatomicalVariationsoftheRecurrentBranchof

theMedianNerve

いまむら整形外科医院

○今村宏太郎

【はじめに】手根管症候群に対する手術的治療を

行う際，正中神経反回枝の変異に遭遇し神経損傷

の危険性を認識させられることがある．そこで今

回，手術例を対象として反回枝の変異について調

査，検討したので報告する．

【対象および方法】対象は従来法にて手術を行っ

た156例200手である．男50例女106例，年齢は

36歳より88歳（平均59.5歳）であった．手術野

内で反回枝と屈筋支帯の関係，反回枝の数および

正中神経本幹からの分岐部などを拡大鏡を用いて

観察した．

【結果】反回枝と屈筋支帯の関係をPoiselの分類

に従ってみてみると，屈筋支帯の末梢で反回枝が

分岐するExtraligamentoustype(E群）は188手，

屈筋支帯の下，すなわち手根管内で反回枝が分岐

するSubligamentoustype(S群）は6手，反回枝

が屈筋支帯を貫通するTransligamentoustype(T群）

は6手であった．反回枝の数は，1本158手,2本

34手，3本7手，4本l手であった．反回枝が2本

以上存在するものの割合はE群18.1%,S群

66.7%,T群66.7%とS群とT群で高かった．反

回枝が正中神経本幹の僥側より分岐するものは

190手，中央僥側寄りのものは6手，中央からの

ものは4手であった．中央僥側寄りおよび中央か

ら分岐するものの割合はE群2.1%,S群83.3%,

T群16.7％とS群で高かった．両側例44例中，

屈筋支帯との関係が左右で異なったものは2例，

本数が違ったものは5例，分岐部が違ったものは

2例であった．

【考察】T群の割合は6手3％と少数ではあったが，

神経損傷を防ぐためには，まず反回枝の変異の可

能性を常に念頭に置き，索状物や脂肪組織など疑

わしいものがあれば丹念にその部分を剥離するこ

とが重要であると考える．

1-3-4

特発性手根管症候群における母指球筋枝

走行パターンの検討

ClinicalStudyontheBranchingPatternsofthe

ThenarMotorBranchoftheldiopahcCaIpalTumel

Syndrome

I白河厚生総合病院整形外科，：松村総合病院整形

外科

○立原久義11鈴木幹夫11横村伸夫11

田山信敬2

【目的】手根管症候群（以下CTS)手術例にみら

れた正中神経母指球筋枝の分岐・走行に関する報

告は散見されるが，それらは過去の手術記録や術

中写真をretrospectiveに検討したものが多い．し

かし我々の同様な調査では，不明瞭な手術記録や

多人数の術者間での異なった認識により，信頼の

得られるdataは少なく検討できなかった．そこで

我々はCTSに対し，統一した分類のもとに，限

られた3人の術者でprospectiveに母指球筋枝の分

岐パターンを観察してきたので報告する．

【対象】1990年以降，当科または関連施設にて透

析例や鏡視下手術例を除き，手根管開放術を施行

した51例69手(男性11例16手,女性40例53手)，

平均年齢57.4歳（39～83歳）であった．

【方法】手術は全例，伝達麻酔や全麻下で拡大鏡

視下にて行い，母指球筋枝の走行パターンを確認

した．樋口の分類（福島医学雑誌32巻3-4号，

1982）に従って母指球筋枝の走行パターンを分別

し,(1)正常例（剖検例）との比較.(2)走行パ

ターンと臨床的重症度（浜田の分類）の関連（3）

樋口の分類とは別にFlexorretinaculum(以下FR)

貫通の有無と重症度との関連を検討した．

【結果】樋口の分類に従うと，標準型1:39例

(56.5％)，2：17例（24.6％)，3：1例（1.4％)，

特異型：12例（17.4％）であり,CTS例と正常

例との間で頻度の有意差は認めなかった．走行パ

ターンと重症度との間に関連は認めなかった．ま

たFRを貫通していたものは7例(10.1%)であ

ったが，重症度との関連は認めなかった．

【考察】従来報告されているような母指球筋枝の

大きな変異は少ないものと考えられた．また，筋

萎縮の強い症例に母指球筋枝の変異例が多いとは

言えなかった．しかし統計学的に有意差は認めな

かったもののFRを貫通しているものが母指球筋

の萎縮が強く，重症度の高い傾向にあった．
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1-3-5

手根管症候群における正中神経掌側皮枝

領域の知覚障害一第2報：電気生理学的検

討一

ElectrophysiologicalSmdyofthePalmarCutaneous

BranchoftheMedianNerveinCarpalTunnel

Syndrome

l札幌医科大学整形外科，2札幌医科大学保健医療

学部

○和田卓郎！，磯貝哲!，金谷耕平11

相木比古乃!，青木光広2

【目的】母指球の知覚を支配する正中神経掌側皮

枝(PCBm)は手根管を通過しない．したがって，

手根管症候群では母指球の知覚は正常に保たれる

はずである．しかし，実際には手根管症候群の

34％に母指球の知覚異常が存在することを，

我々は報告した．問題は，母指球の知覚異常が

PCBmの独立した障害によるものかどうかであ

る．今回我々は,PCBmを電気生理学的に評価し，

知覚評価，手術所見と比較した．

【方法】術前にPCBmの知覚評価と電気生理学的

評価がなされた手根管症候群13例20手（男l例，

女12例）を対象とした．平均年齢は51歳（34～

77歳）であった．母指球の知覚評価にはS-Wテ

ストを用いた．電気生理学的評価は，sensory

nerveactionpotential(SNAP)を導出することに

よって行った．手術は手掌内皮切で正中神経の除

圧を行った.PCBmのSNAPに異常が認められた

症例では,PCBmを展開し所見を確認した．

【結果】対象とした20手のうち，母指球に知覚異

常が確認されたのは8手（40％）であった．この

うちPCBmのSNAPに異常が認められたのは2例

であった．1例ではSNAPが導出されず，他の1

例では健側と比較して振幅が著しく小さかった．

前者ではPCBmが正中神経本幹と併走する部位

で，後者では皮下でPCBmの絞拒が観察された．

PCBmの剥離も併せて行った．術後は，全例で母

指球を含めた正中神経領域の知覚異常が改善し

た．

【考察・ポイント】30～40％の手根管症候群には

母指球の知覚異常が認められた.これらの中には，

少数例ではあるがPCBmに独立した絞拒のある例

が存在した．その診断にはSNAPの導出が有効で

ある.PCBmのSNAPに異常がみられる例には，

術中にPCBmを確認すべきである．

1-3-6

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一第2報一

MeasurementofMedianNerveCross-sectionalArea

fortheDiagnosisofldiopathicCarpalTunnel

Syndmme

虎の門病院整形外科

○中道健一，立花新太郎

【目的】第45回日手会でわれわれは，特発性手根管

症候群(cTs)において，超音波検査(Us)による

正中神経の手根管近位部での腫大（近位偽神経腫）

の検出に診断的価値があることを報告した．しかし

その後の検討で,神経の形態変化には個人差があり，

腫大を手根管近位部ではなく中央部から遠位部に認

める症例があることがわかった．この場合近位部の

評価のみでは診断できないことになる．このことよ

り，神経の腫大を単一レベルではなく多レベルで評

価することが診断能を高めうるのではないかと考

え，より正確な診断法の確立を試みた．

【対象と方法】術前精査目的にUSを実施した特

発性CTS70女性94手と対照200女性200手を対象

とし，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，手関節皷髪（近位偽神経腫レベル)．

対照群の平均十2標準偏差を異常値とする診断基

準を各レベルで設定した．さらにすべてのレベル

の腫大を反映する指標としてレベル1-3の断面積

の平均値(MeanCarpalNerveArea,MCNA)を

求め,これについても同様に診断基準を設定した．

各診断基準の感度と特異度を計算し，精度をカイ

ニ乗検定を用いて比較した．

【結果】診断基準，感度/特異度（％）はレベル

1>13mm2,72/97;レベル2>11mm2,60/97;

レベル3>14mm2,80/97で，レベル3での感度

が最も高かった.MCNA>13mm2を用いると

94/97と有意に感度が改善した．

【ポイント】多レベルでの評価とMCNAの利用に

より，さらに正確なCTSのUS診断が可能となる．

具体的な方法として，レベル3でまず測定を行い

結果が陰性の場合，レベル1，2での測定・

MCNAの算出が勧められる.USは簡便・無痛で

外来診療時の併用により即時診断を可能にする有

用な補助診断法と考える．
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手根管症候群患者における正中神経内圧

と手根管内圧

RelationshipbetweenMedianNervePressureand

CarpalCanalPressureinCarpalTunnelSyndrome
Patients

日本赤十字社医療センター整形外科

○奥津一郎，浜中一輝，喜多島出，

吉田綾，二ノ宮節夫

【目的】手根管症候群の術前診断，鏡視手術の除

圧効果を知るために，手根管内圧測定が行われて

いる．今回，正中神経の術前圧迫の程度，および

術後の除圧程度を手根管内圧が如何に反映してい

るのかを検討した．

【症例および方法】対象は，157手である．患者

の平均年齢は58.5歳（20～86）である．正中神

経内圧測定は22G,手根管内圧測定は14Gの

Angiocathを用いて術前と術後（屈筋支帯と

DHFFR切離後）にcontinuousinfUsiontechniqueを

用いて，安静位と奥津テスト肢位で行った．測定

は30秒間行い，最大値を測定値とした．相関に

ついてはKendall'srank-correlationcoefficient(r

(k)と記す）を用いた．

【結果】安静位における術前の平均手根管内圧士

標準偏差(SD)は65±29.6mmHg,同様に正中

神経内圧は51±25.7mmHgで，正中神経内圧と

手根管内圧には相関があったr(k)=0.1331

(p<0.05).術後の正中神経内圧(25±13．0

mmHg)と手根管内圧(2.6=t2.7mmHg)には相

関がなかった．奥津テスト肢位における術前の正

中神経内圧（157±58.4mmHg)と手根管内圧

(160±65.0mmHg)には相関がなかった．術後

の正中神経内圧（89±38.2mmHg)と手根管内

圧（28士19.8mmHg)は相関があったr(k)=

0.1598(p<0.01).

【考察】正中神経内圧測定と手根管内圧測定を比

較すると，手根管内圧測定が容易である．したが

って，術前の手根管症候群の診断には，安静位に

おける手根管内圧を測定し，また，術後の正中神

経の除圧程度を知るためには奥津テストにおける

手根管内圧を測定すれば正中神経の状態を反映す

る事が明かとなった．

1-3-8

鏡視下手根管開放術と従来法の術後正中

神経機能に対する影響

EffectofEndoscopicandOpenCarpalTunnel

ReleaseonPostoperativeMedianNerveFunction

諏訪赤十字病院整形外科

○内山茂晴，伊坪敏郎

【目的】特発性手根管症候群に対するChow法に

よる鏡視下手根管開放術(ECTR)の合併症に関

して多くの報告があるが，その原因として術者の

手術手技によるものが多いとされている．しかし

適切な手術手技が行われても神経損傷が生ずる可

能性がある．われわれはECTRとOCTRにおいて

術後神経損傷の頻度を比較し,ECTRの適否につ

いて考察した．

【方法】症例は特発性手根管症候群に対して行っ

たECTR108手のうちの最初の20手を除いた88

手とOCTR65手である．平均経過観察期間，年

齢はそれぞれECTR9.4ケ月,57歳,OCTR

ll．1ケ月,60歳であった．両群において術前後

の自覚症状，理学的所見，神経伝導速度(NCV)

を記録した（術後は1,3,6,12ケ月).自覚症

状では術前になかった手指のしびれの出現,増悪

母指の運動障害増悪，理学的所見では知覚障害の

範囲，程度,NCVでは術前と比べての遅延を調

べた．両群において明らかに通常の経過と異なり

術前より増悪したと思われる項目を有するものの

数をX自乗検定で比較した.ECTR,OCTRの創
部の知覚障害は除外した．

【結果】ECTRでは15手,17%,OCTRでは1手，

l.5%で手術により生じたと思われる正中神経損

傷の所見が認められた．この頻度の差は統計学的

に有意であった(p<0.05).

【考察】ECTRでは一過性或いは1年以上持続した

神経損傷や，自覚症状に現れないNCV遅延など

神経損傷機構は一様ではない.NCV測定誤差，

遅延の臨床的解釈など考慮しなければならない問

題はあるが,ECTR(Chow法）では手術手技の

如何に関わらず神経損傷を引き起こす可能性は

OCTRより高いと考える．
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手根管症候群に対する鏡視下法と従来法

の比較-Prospectiverandomized

study:第3報一

OutcomeofCaIpalTunnelReleasewithEndoscopic

orOpenSurgely-AProspectiveRandomzedSmdy:
Part3-

福島県立医科大学整形外科

○江尻荘一，菊地臣一，矢吹省司，

鳥越均，丸谷雅人

【目的】我々は前回の本学会で，特発性手根管症

候群（以下CTS)に対する鏡視下法（以下ECTR)

と従来法（以下OCTR)の術後3ヶ月までの短期

治療成績を比較して報告した．今回は，術後12

ヶ月までの治療成績について比較検討した．

【対象と方法】CTS患者46例56手を対象とした．

症例を，無作為にECTR(奥津法）群とOCTR群

の2群に振り分けた．各群の内訳は,ECTR群が

23例30手（男性2手，女性28手）で，平均年齢

は61歳（42～82歳）であった．一方,OCTR群

は23例26手（男性2手，女性24手）で，平均年

齢は58歳（41～74歳）であった．2群問の年齢

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1,3,6,12ケ月の時点で行い，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Ⅱ）について2群間で比較検討した．

【結果】自覚症状の改善に関しては，術後全ての

時点で2群間に有意差は認められなかったが，

ECTR群にのみ術後1ケ月の時点で2手(6%)に

症状の悪化が認められた．このうち1例は術後12

ヶ月の時点でも，指神経の固有支配領域に限局し

た症状が残存しており，指神経損傷例と考えられ

た.TLは,OCTR群では全例が術後経過とともに

改善した．一方,ECTR群では術後1ヶ月の時点

で3手（10％)，3ヶ月の時点では1手（3％）に

術前と比べてTLの悪化が認められた．しかし，

術後6ケ月と12ケ月の時点では全例が術前より改

善しており，2群間に有意差は認められなかった．

【考察】術後12ヶ月までの経過観察で明らかにな

った点は,1)ECTRとOCTRの治療成績に有意

差は認められないが,ECTRでは術後に自覚症状

や電気生理学的所見が術前より悪化する例が存在

する．2）悪化例でも3～6ケ月で回復する，と

いうことである．これらの事実は，今後CTSの

手術方法を選択する際に十分に考慮する必要があ

る点と考える．
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石灰沈着による手根管症候群

CalpalTunnelSyndromeduetoCalciumDeposition

1友紘会総合病院整形外科，2大阪大学整形外科，

3市立芦屋病院整形外科，4関西労災病院整形外科

○難波二郎11村瀬剛21森友寿夫ﾕ，

大野博史3，田野確郎』

【目的】腫瘍や石灰化などの手根管内の占拠性病

変によって生じる手根管症候群は比較的まれであ

る．我々は手根管内に発生した石灰化病変が誘因

となって発症した手根管症候群を7例経験したの

で報告する．

【対象】年齢49～73歳，男性2例，女性5例．既

往歴に特記すべき事なく，病歴にて最短4ヶ月間

から3年間の母指，または示指，中指のしびれを

長期間にわたって自覚していた．現症にて全例に

正中神経領域の知覚異常を認め,Tinelsign陽性

であった．画像上,X-P,CTにて手根管内，有頭

骨掌側に一致した石灰化像,MRIにて同部にT1,

T2ともにlow-intensityのmasslesionを認めた．

【手術および経過】石灰化巣にともなった手根管

症候群の診断のもと手術を施行した．横手根管靱

帯を開放すると滑膜の軽度増生と手根管底部，僥

骨舟状有頭靱帯に付着する白色弾性軟の石灰化腫

瘤を確認した.正中神経はこれにより圧迫をうけ，

仮性神経腫を形成していた．6例において石灰化

巣を摘出し組織学的分析を施行し，5例に生化学

的分析をした．術後，外固定は施行せず，手指の

しびれは術後，徐々に改善した．

【解析】組織学的には膠原線維内に石灰沈着巣と

異物型巨細胞を認めた．生化学的分析（赤外線吸

収スペクトロメトリー）では各石灰化巣は主に塩

基性リン酸カルシウム(BCP)を含んでいた．含

有率は25から100%までの範囲であった．

【考察】石灰沈着による手根管症候群はまれで，

沈着の機序など不明な点が多い．本症例群は比較

的長い経過で発症し孤立性の大きな石灰沈着を認

め，また組織所見，生化学的分析より石灰成分の

主体はBCPと判断される．石灰腫瘤は僥骨舟状

有頭靱帯の有頭骨付着部に局在しており，靱帯付

着部炎との関連が示唆される．
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弾溌指を伴った手根管症候群の臨床的お

よび組織学的検討

ClinicalandPathohistologicalStudyofCarpal

TunnelSyndromewithTもnosynovitis

佐賀医科大学整形外科

○石井英樹，浅見昭彦，園畑素樹，

佛 淵孝夫

【目的】手根管症候群に弾擢指がよく合併するこ

とは，経験的に知られている．いずれにおいても，

腱滑膜炎が原因であるという説があるが，いまだ

解明されていない．今回我々は，弾擢指を合併し

た症例の特徴を病理組織所見も含め，検討したの

で，報告する．

【対象】1988年から2002年までに当院にて，観血

的治療を行った特発性手根管症候群のうち，滑膜

を採取しえた60例81手で，内訳は男性17例23

手で，女性43例58手，手術時年齢は28から88

歳，平均58.1歳であった．

【方法】まずこれらの症例のうち，弾擢指の合併

頻度を調査した．それらの症例のうち1）年齢，

2）性差，3）糖尿病の合併，4）他の絞拒性末梢

神経障害の合併，5）滑膜組織像について検討し

た．

【結果】弾溌指の合併は15例（25％）で認められ

た．それらの年齢は50歳から84歳，平均65.5歳

であった．男性5例，女性10例であった．糖尿

病の合併は4例で，肘部管症候群などの合併は1

例も認めなかった．滑膜組織は特異的な所見を，

弾溌指合併例に認めることができなかった．

【考察】今回対象とした症例のうち，弾撰指の合

併は60例中15例（25％）と高率に見られた．ま

た平均年齢は非合併群と比べ，高くなっていた．

腱滑膜炎が手根管症候群の一因であるという説が

あるが，病理所見においては弾溌指合併例に，炎

症細胞浸潤が強いなどの，明らかな特徴を認めな

かった．

1-3-12

弾発指を合併した手根管症候群の検討

EvaluationofCarpalTunnelSyndromeAssociated

wimSnappmgThumborFmgers

熊本機能病院整形外科

○原田香苗，中島英親，寺本憲市郎，

長 井卓 志， 星野 秀士

【目的】手根管症候群(CTS)には同側手におい

てしばしば弾発指が合併する．今回我々は手根管

開放術(CTR)と同時または前後して弾発指に対

する腱鞘切開(TSR)を行った症例を調査，検討

したので報告する．

【対象および方法】平成7年から14年6月までに

当院で特発性CTSの診断にてCTRを行った875

手(OCTR254,ECTR621)のうち,CTRの前後

3年以内にTSRが施行された83例101手（男性21

例24手，女性62例77手）を対象とした．これら

について弾発指発症指,TSR施行時期を調査し，

CTR前後に評価しえた72手について，正中神経

伝導速度(NCV)の改善度を弾発指非合併例と

比較した．またCTRの術式によって術後弾発指

発症率,NCVの改善度に違いが出るかを検討し

た.CTR後の平均観察期間は360日である．

【結果】TSR指は母指が最も多<(51),ついで中

(42)，環（23)，示（12)，小（4）指で26手は複

数指であった.CTR前にTSRを施行した11手の

うち4手（36.4％）はCTR後にもTSRが追加さ

れていたが,CTRと同時TSRの47手では,4手（

8.5％）のTSR追加であった．CTR後TSRは51

手で，51％は半年以内，25％が半年から1年以

内にTSRが施行されていた.CTR+TSR手は

OCTRが15.4%で,ECTR(10%)に比べ多か

ったが,CTR後のTSR施行率は，両者間に有意

差はなかった.NCVではCTR+TSR群の術前M

波終末潜時がCTR単独群に比べて有意に延長し

ていたが術後改善度に有意差はなく，また

ECTR+TSR群とOCTR+TSR群間にも改善率の

有意差は認めなかった．

【考察】弾発指を合併するCTSは,NCV改善度に

おいて非合併例と差がなく,CTRの術式による

違いもみられない.但し狭窄が強い重症例が多く，

ECTRは困難な症例もあるため注意を要する．
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特発性手根管症候群に合併した狭窄性腱
鞘炎の検討（第2報）

EtiologyofAssociationbetweenStenosing

TenosynovitisandCamalTunnelSyndrome

'鈴鹿回生総合病院整形外科，ユ三重大学整形外科

○森田哲正!，藤澤幸三!，冨田良弘11

平田仁2，福田亜紀2

【目的】我々は第40回本学会にて特発性手根管症

候群（以下CTS)に合併した狭窄性腱鞘炎は通常

の狭窄性腱鞘炎とは発生機序が異なることを組織

学的に示した．今回は両者を病因学的に比較検討

したので報告する．

【方法】1999年以降当科で狭窄性腱鞘炎（ばね指

およびdeQuervain病）の診断で治療された症例

は588例であった．これらを対象としてCTSの既

往またはその後の発生を調査し,CTS合併例，非

合併例とを比較検討した．

【結果】66例(11%)にCTSを合併していた．そ

の内訳は男性13例，女性53例で，腱鞘炎発症時

平均年齢は66歳であった．罹患指は母指57,示

指7，中指26,環指11,小指2,deQuervain病8

であった．また単独発症は38例，複数発症は28

例であった．基礎疾患としては糖尿病を合併して

いるものを18例（27％）に認めその内11例

(61％）が複数発症であった．また発症時期に関

してはばね指が先行したものは5例で，同時期発

症のものが8例,CTSの発症が先行したものが53

例であった．一方CTSを発症しなかった残りの

522例の内訳を示す．男性は143例，女性は378

例で，腱鞘炎発症時年齢は55歳であった．罹患

指は母指200,示指28,中指147,環指97,小指

17,deQueIvain病165であった．また単独発症は

447例，複数発症は75例であった．複数発症例の

うち47例が調査可能であり糖尿病を合併してい

るものは12例（25％）であった．

【結論】今回の結果よりCTS合併例は非合併例よ

り高齢で,かつ複数発症例が多いことがわかった．

またばね指発症後にCTSを続発することは少な

いことがわかった．また糖尿病を合併した手根管

症例では狭窄性腱鞘炎が多発する可能性があり注

意を要する．
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長期血液透析患者における再再発手根管

症候群に対する浅指屈筋腱抜去術

RemovalofHexorDigitmmSuperficialisTendons

fOrSecondRecurrentCarpalTunnelSyndromein

Long-tennHaemodialysisPatients

日本赤十字社医療センター整形外科

○喜多島出，奥津一郎，浜中一輝，

吉 田 綾 ， 本 村 朋 英

【目的】長期血液透析患者に発症する手根管症候

群は，原因が透析アミロイドーシスであるため，

術後に再再発を来たしたり，また屈筋腱の滑走障

害をきたし，手指の機能を著しく障害する．その

ため手根管の開放では対処できない症例が存在す

る．このような手根管症候群の症例に対して

1995年以後，浅指屈筋腱(FDS)抜去術を施行し

ているので，本法の有効性について検討する．

【対象と方法】1995年4月より2002年6月までの

期間に，再再発手根管症候群に対しFDS抜去術

を施行した27症例30手（男性12手，女性18手）

を対象とした．平均年齢は57.4歳，平均透析期

間は25.0年，平均追跡期間は1.0年であった．い

ずれも手根管症候群の再再発症例であり屈筋腱機

能障害，母指対立障害や手指のしびれ，知覚障害

を呈していた．手術は局所麻酔下に行った．手関

節近位に約3cmの横皮切，示指より小指までの

MP関節掌側に各々約1cmの横皮切を加えてFDS

I～1Vを抜去した．術前後の自覚症状，示指から

小指の指尖手掌距離(TPD),握力，電気生理学

的検査所見について検討した．

【結果】自覚症状は全例で改善を認めた．平均

TPDは示指4.3cmから2.0cm,中指4.7cmから

1.7cm,環指4.5cmから2.0cm,小指4.4cmから

2.3cmと改善した．また握力は平均5.0kgから

15.0kgへと改善した．術前DMLは平均11.0ms

から5.1msへ改善した．合併症は無かった．

【考察】長期血液透析患者に発症する再再発手根

管症候群に対するFDS抜去術は，腱滑走障害を

改善し，また同時に電気生理学的にも回復を得る

ことが可能である．再再発手根管症候群に対し

FDS抜去術は有効な方法と考えられた．
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ギオン管をpulleyとして利用した新しい
母指対立再建術

NewMethodofOpponensplastyinCarpalTunnel

Syndrome

愛野記念病院整形外科

○辻本律，貝田英二，田崎和幸

【はじめに】我々 は重度手根管症候群(完全変性型）

に対する母指対立再建術を積極的に行っており，

その有用性については本学会で報告してきた．ギ

オン管をpulleyとして利用することにより簡便で
有用な母指対立再建術を考案したので報告する．

【対象】2001年1月より本方法を用いて行った母

指対立再建術16例18手のうち6カ月以上経過観

察が可能であった11例11手を対象とした．男性

2例2手，女性9例9手，手術時年齢は56～81歳

(平均71.8歳）で，術後経過観察期間は6～18カ

月（平均8.9ヵ月）であった．術式はCamitz変法

5例,Riordan変法6例であった．

【術式】まずCamitz法･Riordan法に準じて移行

腱を採取する．つぎにギオン管をpulleyとして利

用しギオン管に移行腱を通し掌側に引き抜く．最

後に手関節軽度屈曲位，母指最大掌側外転位で移

行腱を長母指伸筋腱にinterracingsutureする．ギ

プス固定3週間の後OT訓練を開始する．

【調査項目】母指僥側外転角，母指掌側外転角，

pulppinch力,Kapanjiテスト，ボタン掛け動作の
各項目を調査した．

【結果】母指僥側外転角41.→45.,母指掌側外

転角34.→49｡,pulppinchJ]3.5kg→4.0kg,

Kapanjiテスト5点→8.9点，全例ボタン掛け可能
となった．

【考察】従来のCamitz法はpulleyなしで皮下を通

るためbowstringingを生じ，移行腱が短母指外転

筋の走行よりも僥側となるため母指内旋や対立動

作の改善が少ない傾向にある．また,Riordan法

のpulley作成方法として種々 の方法が報告されて
いるが，煩雑なものも多い．われわれのpulley作

成方法はギオン管を通すだけであり非常に簡便で

あり，また移行腱の走行も短母指外転筋の走行と

ほぼ一致するため母指対立再建術にはより有効で

あると考えられた．術後合併症としてギオン管症

候群は生じていない．
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投球時の骨頭と広背筋腱による腋窩神経
障害

AxillaryNeuropathybyLatissimusDorsiand

HumeralHeadmThrowmgAmletes

'慶友整形外科病院，2川崎市立川崎病院

○辻野昭人'，伊藤恵康11奥山訓子11

堀内行雄2

【目的】投球時加速期からフォロースルー期に肩

周囲に瘻痛としびれを来す病態に，腋窩神経障害

がある．その障害部位は関節窩後縁から四辺形間

隙とされているが，われわれはそれより近位の広

背筋腱停止部にも病変を認めた症例を経験し治療

してきたので報告する．

【対象】投球時肩に痙痛としびれを来し投球困難

となり，腋窩神経領域に知覚低下を認めBennett

病変のない症例を対象とした．患者はすべて男性

の野球選手で，肩関節のストレッチと筋力増強訓

練に効果を示さない9例であった．手術時年齢は

12～23歳（平均18歳）で，三角筋筋力の低下は

認めなかった．

【結果】肩関節は水平屈曲制限と前方への不安定

性を有した．7例には腋窩からの進入により，コ

ッキング肢位で腋窩神経血管束が骨頭と広背筋停

止部腱で狭窄されるのが確認され，広背筋腱の部

分切離と神経血管束剥離によりこれを解除した．

2例は腋窩からの進入で狭窄所見がなかったた

め，後方から四辺形間隙に進入し，狭窄を解除剥

離した．術後数日で知覚障害は消失した．術後3

週目からキャッチボールを許可し，全力投球は1

ヶ月で可能となった．投球時の瘻痛としびれは軽

快した．

【考察】投球による腋窩神経障害の原因には，

Bennett病変がある．これは関節窩後縁骨練によ

る腋窩神経の圧迫である．またBennett病変の認

められない症例は，四辺形間隙症候群としてとら

えられてきた．われわれは今回，広背筋腱停止部

と骨頭によりコッキング肢位で腋窩神経が狭窄さ

れる病態を示した．四辺形間隙症候群との術前鑑

別は困難であるが，コッキングから加速期にかけ

て痙痛が強い例に広背筋の関与が多いと思われ，

今後投球障害肩の診断に際し考慮する必要がある

と考える．
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指神経損傷治療例の検討

ClinicalResultofDigitalNerveIIljury

'大垣市民病院整形外科，2奥田整形外科

○千田博也11藤吉文規11千葉剛裕11

室秀紀'，奥田敏治塾

【目的】指神経損傷症例に対しては現在積極的に

顕微鏡視下での神経縫合が行われることが一般的

となってきており,概ね良好な経過が期待される．

指神経縫合術後の知覚の回復状況と自覚症状につ

き調査を行ったので検討する．

【方法】1995年2月から2001年9月までの期間に

当科において神経縫合術を行った指神経損傷症例

は，再接着例・血行再建が必要な不全切断例を除

くと42例55指で，このうち直接検診を行い得た

22例27指につき検討した．男性18例女性4例，

年齢16から76（平均42.1）歳，損傷指は母指6，

示指8，中指7，環指1，小指5指であった．端々

縫合が25指に，後骨間神経，内側前腕皮神経の

移植がそれぞれ1例ずつ行われた．3例は神経損

傷後の知覚異常に対し受傷して2ヶ月から2年経

過後に行い，他はすべてprimaryまたはdelayed
primaryに縫合術を行った．経過観察期間は7カ

月から7年8ケ月，平均2年10ケ月だった．自覚

症状，知覚評価,ADLの障害につき調査を行っ

た．

【成績】ADLに大きな制限を及ぼす異常感覚を訴

える症例はなかったが，ほとんどの症例で知覚の

障害は存在し，細かな動作，負荷のかかる作業等

では損傷指をかばって行う症例がみられた．知覚

評価ではSemmesWeinsteintestで#6から14,平

均7.6（健側5.8),moving2PDが3から14,平均

6.2mm(健側3.2),static2PDが4から15,平均

9.1mm(健側4.0)であった．

【結論】純粋な知覚神経である指神経の損傷は顕

微鏡視下での縫合によりある程度の回復が期待で

きるが，残存する知覚の障害の為軽度だが何等か

の不自由を訴える症例が存在した．高齢，神経移

植例,secondaryrepairが成績不良因子と考えられ
た．
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指尖部有痛性神経腫に対する神経血管柄

付き島状皮弁を用いた治療

ATreatmentfOrPainfUlNeuromasintheTipof

FmgersUsmgaReverseNeurovascularIslandHap

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】今回我々は指尖部有痛性神経腫に対し指

基部より，神経血管柄付き逆行性島状皮弁を挙上

し，皮弁内の神経と神経腫切離後の神経断端を縫

合することにより，良好な成績を得たので報告す

る．

【症例】症例は男性5症例5指，女性1症例l指，

罹患指は，母指，環指各2症例，示指，中指各1

症例であった．手術時の患者の平均年齢は，43

歳であった．受傷原因は，全例指尖部の挫滅創で，

受傷後4症例で有痛性神経腫に対して手術的加療

を受けていた．受傷より神経腫切除，神経血管柄

付き逆行性島状皮弁での被覆までの平均期間は

8.5ヶ月であった．

【手術】母指以外の4指に関しては，掌側指動脈

を血管茎とし，うち3指で背側指神経を，残りの

1指では掌側指神経背側枝を皮弁内に含むよう

に，神経血管柄付き逆行性島状皮弁をMP関節遠

位側面部より採取した．指尖部でTinel様瘤痛を

示す部分の萎縮した皮層を切除し，その下層で神

経腫をともなった神経断端を見つけだし，神経腫

切除後の指神経断端と皮弁内に含めた神経とを縫

合した．皮層切除部は島状皮弁にて被覆した．母

指の2症例では母指背側皮下動静脈を茎とした皮

弁に僥骨神経背側枝が含まれるように母指MP関

節中枢尺側に作成した．母指指尖部の神経腫切除

後の指神経断端と皮弁内の僥骨神経とを縫合し，

母指皮層欠損部は皮弁にて被覆した．

【成績】6指中4指で指神経に縫合糸が掛けられて

おり，その末梢部に神経腫ができていた．術後全

例とも指尖部のTinel様痙痛は消失した．また術

後1年での島状皮弁部におけるSWテストでは全

例でbluezone以上の回復をしめした．

【結論】神経血管柄付き島状皮弁術は指尖部神経

腫にたいする有効な治療法と考える．

I
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神経端側吻合の臨床応用

ClinicalApplicationofEnd-to-sideNeurorrhaphy

三重大学整形外科

○平田仁，長倉

明田浩司，内田

剛，福田亜紀，

淳正

【目的】神経端々吻合，自家神経移植にかわる方

法として神経端側吻合の研究が盛んに行われてい

る．また，諸外国では端側吻合の臨床応用も始ま

っている．我々も動物実験を繰り返し行い，軸索

再生機序,perineurialwindowの意義などに関して

検討を行ってきた．その結果,perineurialwindow

を併用する事で知覚神経のみならず運動神経の再

生も期待できる事，運動神経の再生は局所での側

副発芽による事,perineurialwindowにより軸索再

生が促進される事を明らかにした．これらの結果

を受け症例を選び神経端側吻合を臨床例にも適応

してきたので，治療結果を報告する．

【症例および結果】神経端側吻合を用いた症例は

4例である．内訳は母指不全切断により榛側指神

経が5cmに亘り欠損した陳|日性指神経損傷を認

める50歳男性例（症例1)，開放性肩関節脱臼骨

折に合併し腋窩神経，僥骨神経の非回復性神経損

傷を生じた45歳男性例（症例2)，交通事故にて

前腕伸筋群が広範に欠損した20歳男性例（症例

3)，交通事故でC5-7根引き抜き損傷を受傷した

35歳男性例（症例4）である．何れもperineurial

windowを作製した上で神経端側吻合を行ってい

るが，ドナー神経は症例1では尺側指神経とし，

症例2では腋窩神経を正中神経に，僥骨神経を尺

骨神経に対し吻合し，症例3では機能的遊離薄筋

移植を尺骨神経をドナーに行った．症例4は尺骨

神経をドナーとした．症例2－4では吻合に際し

神経束を分離し電気刺激を行いできるだけ機能的

に問題のない神経束を選択した.症例1ではSW

では正常域まで回復したが,2PDは16mmに留ま

った．症例2，3では筋力3の回復が得られたが，

明らかに過誤支配を認めた．症例4では術後うつ

状態が強くリハビリテーションが進まず，筋電図

学的には回復してきているが，筋力は2に留まっ

ている．
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知覚神経の端側縫合

End-to-sideAnastomosisofSensoryNerve

'新潟県立新発田病院整形外科，2燕労災病院整形

外科，3新潟手の外科研究所

○岩渕泰宏11成沢弘子21牧裕31

吉津孝衛3，坪川直人ヨ

【目的】神経端側縫合の実験的研究より，正常神

経からこの側面に縫合した遠位神経断端に向かい

軸索が再生することが明らかになった．しかし知

覚再建に関する神経端側縫合の臨床報告は少な

い．今回母指再接着時に固有指神経を端側縫合し

た2症例の術後経過を報告する．

【方法】症例1は58歳の女性．右母指のMP関節

レベルでの引き抜き切断である．母指の固有指神

経は端々縫合出来ず，示指の僥側固有指神経の1

本のfuniculusの側面に切開を加えperineurial

windowを開け，母指の尺側固有指神経の遠位断

端を縫合した(epinuerialsuture)．症例2は55歳

の男性．左母指のMP関節レベルの引き抜き切断

である．これも症例lと同様の端側縫合を行った．

【成績】2症例とも母指に知覚が出現するのは術後

6か月と，一般的な端々縫合症例と比べ遅かった．

知覚出現時より患者の知覚認識は，母指を示指と

認識するのではなく，本来の母指と認識していた．

術後4年の現在，2症例とも知覚はSemmes-

WeinsteintestでDiminishedprotectivesensation

(4.08と4.31）まで回復した．示指の知覚には特に

異常はなかった．

【結論】神経引き抜きという悪条件と50歳代とい

う症例の年齢を考慮しても，この端側縫合の成績

は悪くない．端側吻合端からすぐに軸索再生が開

始した場合の予想知覚出現時期と比較し，母指の

知覚出現が遅れたことと，患者が初めから母指と

知覚認識した点から(neurovascularislandflapで

は術後本来の支配域から移行指への知覚の変換は

無い)，再生軸索は示指の固有指神経の軸索から

sproutしたのではなく，そのかなりの部分は本来
母指を支配していた知覚神経の軸索近位部から示

指の固有指神経線維束に沿って道筋を変えて伸長

した可能性も否定できない．
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人工神経による四肢末梢神経損傷への臨

床応用

AmficialNerveRepairfbrPeliphelalNerveInjuries
inExtremties

'奈良県立医科大学救急医学，2京都大学再生医科

学研究所臓器再建応用分野，，奈良県リハビリテ

ーションセンター神経内科，4奈良県立医科大学

皮層科

○稲田有史11清水慶彦21中村達雄21

森本茂3，山科幸夫4

【はじめに】コラーゲンスポンジで内腔を充填し

たPGA(Polyglycolicacid)tubeによる人工神経を

四肢末梢神経損傷の再建に応用したので報告す

る．

【症例ならびに方法】症例は，37例58神経，男性

24例女性13例で，年齢は13-67歳，移植部位は2

顔面6足50手指，神経欠損例での緊急手術は5神

経，亜急性期3例のこりはすべて陳旧性再建であ

った．手術は,2002年4月から開始され，人工神

経の長さは,10-90mm,形状は完全な円筒形，

楕円形，紡錘形に分けられ，直径は円筒形で0.7‐

13mm,楕円形で5×10mm,紡錘形は,3-1mm

へのものを作製して臨床応用に当てた．対象とな

った神経は，指神経の軸索一本から，坐骨神経ま

で四肢末梢神経全般に及んだ．手指指神経への臨

床適応は,知覚S2以下で，強い寒冷時瘻痛を伴

う切断指再接着後一年以上の例をまず対象とし

た．その後実験結果をもとに，正中神経，尺骨神

経損傷へ適応を拡大させた．評価には，緊急例を

除いて，電気生理学的検査，サーモグラフイ，

laserDopplerlmageFIowmeter(LDIF)と理学的所

見を用いた．

【結果】全例が，感染生じず創治癒が得られた．

寒冷時痔痛はサーモグラフィ,LDIF,理学的所

見とも改善を術後1ヶ月から2ヶ月の早期に改善

し，理学的所見でも著明な改善を示した．三年前

の正中神経損傷の一例でも8cmの人工神経移植

後，三ケ月で臨床点数44点が96点(Carroltest)

に改善した．初期例の結果を示す．他の症例も順

次術後評価中である．

【結論】アテロコラーゲンスポンジで内腔を充填

したPGA(Polyglycolicacid)tubeによる人工神経

を人手指・足部知覚神経欠損修復に用い，短期で

の神経回復を客観的に証明し得た．
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関節症の病態と瘻痛治療

PathophysiologyofArthropathyandTreatment

名古屋大学医学系研究科機能構築医学運動形態外科学整形外科

石黒直樹

関節症は軟骨の喪失により起こる病態である．軟骨組織は豊富な基質と少数の軟骨細胞から成立するき

わめて特殊な組織である．病因については関節軟骨基質分子異常に由来する関節症と正常軟骨が加齢と繰

り返し外力による代謝変化により関節症に至るものの二つが考えられ，遥かに後者の頻度が高いとされて

いる．また，軟骨は血管・神経を欠き，自己修復能力に乏しい組織である．近年は分子生物学的な進歩が

関節症の軟骨破壊について分子レベルでの検討を可能となり，飛躍的に病態に対する知見が深まった．軟

骨基質の主要構成物質であるコラーゲン，プロテオグリカンの関節症病態での代謝変化が解明されつつあ

る．これら物質は軟骨の粘弾性・強度維持に必要な物質である．関節症ではこれを破壊する酵素メタロプ

ロテアーゼ(MMP)が従来知られていた．これに加えて，近年新しい酵素群ADAMTSファミリーに所属

するアグリカナーゼ－1，－2が発見された．これら分解系酵素の関節症進行における役割が明らかとな

り，阻害物質の治療法への応用力研究されている．一方臨床的には外来受診患者の主訴は痙痛であること

が多く，保存治療の主目標は痙痛管理である．薬物治療の主体にはNSAIDsが重要な位置を占めることは

言うまでもない.NSAIDsについても新たな知見に基づく薬剤開発が始まりつつある．しかし，痔痛管理

の基本は速やかな鎮痛であることに変わりはない．急性瘻痛に比較し時に関節症に見られる慢性痩痛は障

害原因がはっきりしない事が多く，また有益な障害情報を提供する本来の目的も失っている場合が多い．

この場合瘤痛そのものが治療対象となる．関節症保存的治療に当たっては慢性瘻痛における問題点が良く

理解した上で，個々の症例にあった瘻痛管理，治療手段の必要性を理解することが重要である．本講演で

は関節症の病態・進行と治療対象としての瘻痛について概説し，その治療・管理における要点を述べる．
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透析患者における肘部管症候群の発症に

ついて

CubitalTunnelSyndromeinHemodialysisPatients

'釧路赤十字病院整形外科，2札幌医科大学整形外

科，，釧路赤十字病院内科

○射場浩介'，木村重治'，西川哲裕3，

和田卓郎2，山下敏彦ユ

【目的】血液透析患者に手根管症候群が合併する

ことはよく知られている．しかし，肘部管症候群

との合併に関する報告は少ない．今回，我々は透

析患者における肘部管症候群の合併頻度およびそ

の病態を調査した．

【対象および方法】当院の全透析患者53人中診察

可能であった50人を対象とした．性別は男性29

例，女性21例で，平均年齢は58歳（28歳から82

歳）であった．肘部管症候群は1）肘部管のTinel

徴候2）尺骨神経領域の知覚障害の有無で診断

した．肘部管症候群と診断した症例について1）

尺骨神経領域のシビレ，瘻痛の有無2）第一背

側骨間筋萎縮の有無3）尺骨神経の運動神経伝

導速度(MCV)の測定4)手根管症候群の合併

の有無5）透析歴とシャントとの関連性につい

て検討した．手術を行った例について，手術所見

と神経周囲組織の病理学的検討もおこなった．

【結果】肘部管症候群と診断した患者は15人であ

った．このうち尺骨神経領域にシビレ，瘻痛を訴

え外来を受診した患者は2例のみであった．他の

13例は尺骨神経領域に自覚症状や苦痛を感じて

いなかった．14例で骨間筋の萎縮を認め,MCV

は測定が可能であった8症例全例で45m/sec未満

に低下していた．10例に手根管症候群の合併を

認めた．手術症例の病理組織的検索で神経を圧迫

していた周囲組織にアミロイド沈着を認めた．

【考察】透析患者における肘部管症候群の発症は

50例中15例と高頻度であった．そのうち10例は

手根管症候群との合併例であった．手術症例の病

理組織にアミロイドの沈着をみとめた．これは手

根管症候群と同様の機序により肘部管症候群が発

症した可能性が示唆された．自覚症状に乏しい原

因として，内科的疾患等の症状が強いため肘部管

症候群の症状に苦痛を感じなかった可能性があ

る．
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Prospectivestudyによる肘部管症候群術
後回復過程の検討

RecoveryCourseofCubitalTunnelSyndrome

afterOperation:Long-tennProspectiveStudy

東京大学整形外科

○川野健一，田尻康人，山本真一，

山本直哉，原由紀則

【目的】prospectivestudyにより肘部管症候群の術

後経過を調査し，その経過と予後との関連を検討

した．

【対象と方法】肘部管症候群の術後2年以上の経

過観察が可能であった15例（男性9例，女性6例）

を対象とした．平均年齢は52.1歳，追跡期間は

25から90ケ月（平均52.5ケ月)，術式はKing変

法14例，筋層下前方移行術l例であった．術前

の重症度は赤堀分類にて3期（中症群）6例，4

および5期（重症群）9例であった．単独の検者

が,MMTにより小指外転筋(ADQ),第1背側骨

間筋(IOD1)の筋力を,Semmes-Weinsteintest

(SW)および静的2点識別覚テスト(2PD)によ

り小指の感覚機能を術後定期的に調査した．SW

はgreen,blue,pumle,redで分類した．

【結果】ADQとIOD1の筋力はほぼ同様の回復過程

を示した．中症群では80％で術後1年以内に筋力

の回復が見られた．全例で2年以内に回復が終了

し，〔4〕以上となった．重症群では，筋力回復の

あった5例中の4例で術後1年以内に回復が開始し

たが，2年以内に回復の終了したのは半数であっ

た.SWは中症群全例で正常となった．6例中5例

で1年以内に回復が開始し,2年で回復が終了した．

重症群の3例で術後の回復はなかった．その他の6

例中5例は正常に回復した．6例で術後1年以内に

回復が開始したが，6例中3例で術後2年以後も回

復が続いた.2PDについては中症群では全例2年

以内に6mm以下となった．重症群では2例のみ正

常となったが，術後経過は多様であった．

【考察】筋力およびSWについて，中症群は予後

良好であり，筋力の回復は1年以内に始まり，2

年以内に終了する傾向にあった．重症群では，1

年以内に回復がなければそれ以後も回復しなかっ

た．回復する例では1年以内に回復が見られたが，

その半数で2年目以後も回復が続き，長期にわた

り経過を追う必要があった．
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Semmes-Weinsteintestを用いた肘部管

症候群の術後感覚機能の検討

PostoperativeSensoryRecoveryinCubitalTunnel

SyndromeEvaluatedbySemmes-Weinstein

MonofilamentsTest

浜松医科大学整形外科

○大村威夫，長野昭，荻原弘晃，

佐野倫生，西村行秀

【目的】肘部管症候群における感覚機能の術後回

復経過を知る目的でSemmes-Weinsteintest(SW)

にて感覚を評価，検討した．

【方法】肘部管症候群に対し手術を施行し，術後

2年間追跡可能であった6例，術後1年間追跡可

能であった5例，計11例を対象とした．男性7例，

女性4例，平均年齢は60±1l.3歳，術前の

McGowan分類ではGradell5例,GradeIII6例で

あった．評価として術前，術後1，3，6，9，12，

24カ月においてSW,動的2PD,MCV測定を行

った．

【結果】Gradellでは，小指基節，中節では術前防

御知覚の脱失(sw#11～20)であったが，小指

中節で最も早く1カ月にて有意に改善,小指基節，

末節，環指基節，中節で3カ月より術前値と比し

有意に改善し，術後6カ月で正常(SW#1～4)

に回復した.Gradelllでは，小指基節，中節で術

後6カ月，小指末節，環指のすべての領域で術後

9ヵ月より術前値と比し有意な改善を示した．以

後回復傾向を示したものの，術後24カ月では，

環，小指の改善は触覚の低下(SW#5,6)に留

まった．2PDはGradellで術後6カ月,Gradelll

では術後9ヵ月より有意な改善を示した.Grade

IIでのMCVは術後3カ月より有意な改善を示し，

術後12カ月では50.9m/secであったが,Gradelll

では術後6カ月より有意な改善を示すも，術後24

カ月では44.3m/secであった．

【結論】SWtestにおいてgradellでは術後1ヵ月

以降で有意に改善し，半年で正常に回復するのに

対して,gradeⅢでは術後6カ月以降に有意な改

善がみられ，以後徐々に改善するが，術後2年に

おいても，正常には回復しなかった．

1-3-25

小皮切による肘部管症候群の治療成績

MinimallncisionProcedureforCubitalTunnel

Syndrome

'駿河台日本大学病院整形外科，2日本大学整形外

科

○長岡正宏!，龍順之助ユ

【目的】小皮切による尺骨神経の除圧のみで治療

した肘部管症候群の治療成績を検討した．

【方法】当院で小皮切による手術を行った肘部管

症候群のうち1年以上経過観察できた症例を対象

とした．症例は26例で，その内訳は男性15例女

性11例，罹患側は右側12例左側14例で，手術時

年齢は18歳から71歳平均49.2歳であった．肘

部管症候群の原因は変形性肘関節症によるもの

l3例，肘周辺骨折後に発症したもの9例，滑車上

肘筋1例，特発性3例である．手術は肘部管

Osborne靱帯直上に3cmの皮切を加え，中枢側よ

り尺骨神経を同定，直視下に靱帯を切離するもの

である．術前重症度と術後成績は赤堀の評価を用

いて検討した．経過観察期間は12カ月から58カ

月，平均17.7カ月であった．

【結果】1．術前の重症度は1期3例,11期6例,111

期8例，Ⅳ期7例,V期2例であった．術後は優

14例，良8例，可4例で不可はなかった．術前の

重症度が高いほど予後不良である点は他の術式と

大差なかった．術前かぎ爪変形を呈したものは

10例あったが，術後の変形は不変1例，軽快5例，

消失4例であった．握力は術前26.1±11.1kgから

術後32.3=t8.6kg(p<0.01)に,keypinch力は

術前4.5±2.2kgから術後6.3±1.9kg(p<0.01)

に増加した.Semmes-Weinsteintestは術前後で23

例に調べられたが，そのmarkingは不変1例,1

段階改善9例，2段階2例，3段階5例，4段階以

上改善6例であった．術後合併症として，脱臼し

た尺骨神経が硬いものにあたると寓痛を訴える大

工の1例を経験した．本術式を途中で変更し創を

拡大した症例は2例であった．

【結論】肘部管症候群には多くの術式があるが，

小皮切による小侵襲手術で満足すべき成績であっ

た．
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内視鏡視下肘部管開放術の術後成績一内

側上顎切除術併用症例の検討一

EndoscopicCubitalTunnelDecompressionwith

MedialEpicondylectomy

'医療法人鶴田整形外科，ユ佐賀医科大学整形外科

○鶴田敏幸11可徳三博11浅見昭彦21

園畑素樹2

【目的】1994年9月以来，肘部管症候群に対し鏡

視を利用した小皮切での尺骨神経開放術を施行し

てきた．そのうち，この小皮切内で直視下に内側

上穎切除術を併用した症例の術後成績を検討し

た．

【方法】対象は1994年9月から2002年4月までに

上記手術を施行した103例109肘である．男性74

例80肘，女性29例29肘，手術時年齢は平均58.2

歳であった．罹病期間は平均14．6ケ月，術後経

過観察期間は平均35.5ヶ月であった．肘部での

尺骨神経伝導速度は平均27.7士13.Om/sec.,握力

は25.5±10.8kg,McGowan分類でgrade-1-が3肘，

grade-2-が51肘,grade-3-が55肘であった．

【結果】術後神経伝導速度は平均45.9±8.6m/sec.,

握力は37.0=tlO.kgと改善，術後総合評価

(Messina)は優35肘，良64肘，可は10肘で，不

可はなかった．また，再手術例はなく，合併症も

認めなかった．

【考察】小皮切（約3cm)による鏡視下肘部管開

放術に，内側上穎切除を併用した，その術後成績

は他の術式（血管柄付尺骨神経前方移行術,King

変法等）とほぼ同等と考えられた．この小皮切の

中で内側上穎の切除をおこなうことは危険と考え

られる．しかしこの部位の皮層は可動性が大きく

十分に尺骨神経を剥離し，血管テープ，筋鉤等で

完全に保護した上でpiecebypieceに慎重に内側上

穎の切除をおこなうことで安全に遂行できるもの

と考える．再発，再手術例もなく，靱帯損傷，血

管・神経損傷等の合併損傷もなく，この小皮切で

も十分に良好な成績をおさめることができる．内

視鏡視下肘部管開放術は，内側上穎切除術を併用

しても最小侵襲手術の利点を十分生かしうる方法

と考える．

1-3-27

肘部管症候群に対する尺骨神経皮下制動

前方移動術の治療成績

ClinicalResultsofStabilizedAnteriorSubcutaneous

TranspositionoftheUlnarNeIvefOrCubitalTunnel

Syndmme

東北労災病院整形外科

○信田進吾，佐藤克巳，小松哲郎，

千本英一，森優

【目的】私達は尺骨神経の緊張が強い肘部管症候

群に対して，筋膜slingにより神経を制動する皮

下前方移動術(Eatonら,1980)を行ってきた．今

回その治療成績を検討した．

【対象と方法】1992年以後の肘部管症候群の手術

症例153例156肢の中で皮下制動前方移動術を行

ったのは21例21肢であり，術後6カ月以上経過

観察しえた16例16肢を対象とした．男性11例，

女性5例で年齢は平均47歳である．外反肘を9例

に，ガングリオンを3例に認め，術中に神経の強

い緊張を認めた．臨床的病期の赤堀分類は2期が

2例，3期が3例，4期が6例，5期が5例であった．

電気診断はインチング法により肘部で尺骨神経を

刺激し，小指外転筋(ADM)の複合筋活動電位

(CMAP)を導出して振幅と潜時を分析し,ADM-

CMAPの導出不能例には尺側手根屈筋(FCU)の

CMAPを分析して治療成績と比較した．術後経過

観察期間は平均19カ月である．手術は繊維性

bandを切離して尺骨神経を剥離し，内側上顎を

底部としたl.5cm四方の筋膜slingを屈筋筋膜よ

り作成して，前方皮下に移動した尺骨神経の後方

でslingを皮下に縫着して神経を制動した．

【結果】赤堀の評価法で判定した治療成績は優6

例，良5例，可5例，不可0例と概ね良い成績で

あり，重症の4期と5期では優1例，良5例，可5

例であった．術前のADM-CMAPの振幅（対側

比％）は良群の平均4％，可群の3％と比べて優

群は33％と有意に大きかった.ADM-CMAPが導

出できた13例の中で術後電気診断を行った9例

は潜時の改善を示した．ADM-CMAPが導出不能

の3例中1例は術後CMAPが導出可能となり,1

例はFCU-CMAPの振幅と潜時が改善した．

【考察と結論】本法は侵襲が小さく手技が簡便で，

治療成績と電気診断での改善がともに良好であっ

た．外反肘やガングリオンの合併例で神経の緊張

が強い症例に対して優れた術式であると考える．
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月状骨に発生した襄腫様骨透亮像-X線

所見と臨床像について一

RadiolucentSpotsintheLunate

北里大学東病院整形外科

○小林明正，二見俊郎，只野功，

脇田隆司，井村貴之

【目的】手根骨のx線像で嚢腫様の骨透亮像をま

れであるが認めることがある．われわれは，その

x線像と臨床症状とが必ずしも一致しないことに

注目してきた．今回，手関節正面x線像において

月状骨に発生した周囲に硬化像を有する嚢腫様骨

透亮像に関し検討したので報告する．

【対象・方法】症例は関節リウマチ，血液透析例

など全身疾患を除く男性6例，7手，女性7例，8

手の計13例，15手で年齢は16～68歳であった．

初診時手関節痛を訴えていた（有症状例）のは7

手で，他の疾患や偶然にx線撮影して認められた

(無症状例）のは8手であった．骨透亮像の位置

と臨床症状の有無，経過観察例におけるx線上の

骨透亮像の変化，手術症例での病理組織学的診断

などに関し検討した．

【結果】骨透亮像の位置に関しては，舟状骨側に

存在する例(s型),三角骨側に存在する例(T型),

月状骨のほぼ中央に存在する例(c型）の3型に

分類された.S型は9手で有症状例6手，無症状

例3手,T型は3手で各々1手,2手,C型は3手

で各々1手，2手であった．手術せずに1年以上

(1～8年）経過観察し得たのは6手で,S型2手，

T型3手,C型1手であった．観察期間中,X線

像で骨透亮像の拡大・縮小などの変化は認めなか

った．手術はS型の有症状例4手に行った．病巣

掻爬，骨移植術を行い，全例症状は改善した．病

理組織学的診断は2手がガングリオンであった．

【結論】月状骨の骨透亮像の発生位置は3型に別

けられた．s型が最多で有症状例が多い傾向を示

した．X線陰影が類似していても症状には差異を

認めた．

1-3-29

AhandCTを用いた舟状骨humpbackお
よび月状骨，舟状骨の位置関係

MeasurementoftheScaphoidHumpbackand

RelationshipbetweentheScaphoidandtheLunate

byDeltaHandCT

'三豊総合病院整形外科，2徳島大学整形外科，

3町立上那賀病院整形外科

○阿達啓介'，遠藤哲I,長町顕弘11

安井夏生2，高井宏明＄

【目的】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ることを昨年の

本学会で報告した．今回,AhandCTを用い正常

舟状骨humpbackおよび月状骨，舟状骨の位置関

係につき検討したので報告する．

【対象および方法】対象は正常手舟状骨13例であ

る．△handCT法で得られた舟状骨断層のうち中

央部のスライスを用いBainらの報告したdorsal

scaphoidangle(DSA),Height-to-lengthratio

(Ht/Ltratio)を計測した．さらに月状骨遠位関節

面の掌側，背側関節縁が最も明瞭に描出されるス

ライスを選びこの2点を結ぶ線を遠位月状骨関節

面とした．月状骨関節面と舟状骨近位背側面のな

す角(PSLA),および舟状骨遠位背側面のなす角

(DSLA)を計測した．

【結果】DSAは140.3±7.1｡,Ht/Ltratioは0.52

0.04であった．またPSLAは65.7±8.5｡,DSLA

は26.0士10.6.であった．

【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再現性の

高い正確な長軸断像を得ることは難しくこれまで

は定性的な評価を行っているにとどまっていた．

Bainらは独自の舟状骨長軸CT撮影方法を用い

DSA,Ht/Ltratioを報告している．我々 の結果と

比較すると平均値はほぼ同様の値であるが標準偏

差は我々の方法が小さかった．これはBainらの

撮影方法に比べ△handCT法ではより正確に安定

した舟状骨長軸断像が撮影できているためと考え

られた．
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1-3-30

上腕骨外上穎炎の超音波診断

UltrasoundExaminationofLateralEpicondylitis

oftheElbow

'大分県済生会日田病院整形外科，2聖マリア病院

整形外科，，久留米大学整形外科

○西岡英次'，吉田健治2，永田見生3

【はじめに】上腕骨外上顎炎の診断は臨床的所見

により，比較的簡単であが，画像診断として超音

波検査が有用であるかどうかについて検討した．

【対象および方法】対象は14症例15肘関節（男

性8例，女性6例）であった．年齢は40歳-60歳，

平均45.4歳であった．罹病期間は1ケ月-3年，平

均11.4ケ月であった．正常例(10例,20肘関節）

についても検討した．プローブは7.5MHzのプ

ローブを使用した．基本画像を確認するために，

解剖屍体の肘部のECRB,EDCの走行を確認した．

ECRBを腱付着部まで縦切では，上椀骨小頭と僥

骨頭の一部が確認できる．EDCの縦切では上椀

骨小頭と僥骨は一直線上に見える．このことをふ

まえ，外側上穎を通るECRB,EDCの縦断像，外

側上穎上の横断像を検討した．

【結果】症状が6ケ月以上のものでは，4例中3例

(75％）のものがEDC,ECRBの腱付着部ともに

腫脹しており，腱のhighecho像と腱の周囲のlow

echo像を示していた.2年以上の罹病期間がある

2例はいずれも著明な所見を呈していた．このう

ち1例ではMmでもT2強調像でhighindensityを

認めた．6ケ月以下のものではEDC付着部に上記

所見がみられたものが4/11(36%),ECRB付着

部が2/11(18%)であった．

【考察】我々が以前に行った難治性の上腕骨外上

穎炎の手術では,ECRB,EDC付着部は腫脹して

おり，腱部はfibroblasticな組織像を呈していた．

このことより，難治性の上腕骨外上穎炎の超音波

像では，腱の腫脹がlowecho像として見られ，

腱自体の変性変化が腱の高echo像としてみられ

たのではないかと思われ，手術適応の決定等に応

用される可能性が示唆される．

1-3-31

変形性肘関節症における3D-CTの有用性
Usefulnessof3D-CTfortheEvaluationof

OsteoarthritisoftheElbowJoint

広島大学整形外科

○梶原了治，越智

砂川融，鈴木

光夫，石田治，

修身

【目的】変形性肘関節症の術前評価に用いられる

画像としては，単純X線,X線断層撮影,CTな

どが挙げられる．演者らは任意の角度に画像を再

構成することが可能な3D-CTの変形性肘関節症

における骨鰊や遊離体の描出に対する有用性につ

いて検討したので報告する．

【対象】1999年12月から2002年10月までに3D-

CTを撮影した変形性肘関節症10例を対象とし

た．年齢は平均41歳（26～61歳）で性別は男性

9例，女性l例であった．8例に観血的治療（直

視下関節形成術）を行った．

【機種】CTの機種は主にLightSpeedQX/I,

GeneralElectricMedicalSystemsを使用した．撮影

条件はスライス厚1.25mm,1回転スキャン時間

は1秒,X線条件は120kv,160mAとした．画像

構築ワークステーションはZioM900workstation

(Amin)を使用した．

【方法】整形外科専門医3名と整形外科非専門医3

名を読影者とした．単純X線と3D-CTを順に読

影し，遊離体の数と骨鰊の有無を部位別に記録し

た.遊離体と骨鰊の有無について部位別の検討と，

読影者別の検討を行った．

【結果および考察】単純x線に比較してすべての

読影者において3D-CTの方が数多くの遊離体の

診断が可能であった．骨鰊の診断においては肘頭

の内外側と肘頭窩では単純X線と比較して3D-CT

の方が描出に優れていた.3D-CTは遊離体の存在

や骨疎の存在部位を的確に評価でき，皮切やアプ

ローチなどの術前計画を立てるうえで有用な補助

診断法であると思われた．
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1-4-1

手関節僥側部痛の病態－舟状骨-大小菱形
骨間関節の重要性一

AnalysisofRadialSidedWristPain

小郡第一総合病院整形外科

○安部幸雄，土井一輝，服部泰典，

池田慶祐

【目的】舟状骨-大小菱形骨間関節(STT)の手関

節僥側部痛に対する関連性を調査した．

【対象・方法】当科にて各種手関節疾患のために

手関節X線前後，側面撮影を施行された136例に

対し徒手検査にて僥側部（舟状骨周囲）の瘻痛の

有無を判定し,X線上STTの狭小化や硬化像，

嚢腫変化がみられたものをOA変化ありとして以

下3群に分類した．1群:OAあり・瘻痛あり,2

群:OAあり．瘻痛なし,3群:OAなし・瘻痛

あり．また僥骨-舟状骨角(RL)を測定し舟状骨

掌屈変形との関連性を調査するとともに，手術を

行った9例の鏡視所見も併せて検討した．

【結果】1群：9例，2群：15例，3群：19例で全

体に占めるOAの割合は17.6%,痔痛を有する

OAは6.6%,X線上OA変化のない痙痛例は

14.0％，僥側部痛症例の中でのOA頻度は32.1%

であった．各群の平均RL角は63度,61度,64

度であった．手術例では2例のみがX線上OAが

明らかであったが，鏡視では9例全例にSTTに滑

膜炎，軟骨びらんや軟骨欠損とともに，舟状骨一

月状骨間靱帯（以下SLIL)の部分～全断裂を確

認した．

【考察】STTは手関節におけるOA変化の好発部

位である.原因は舟状骨の掌屈変形による剪断力，

母指からの直接の荷重伝達による影響が考慮され

るが今回の調査では静的状態での舟状骨の掌屈は

著明ではなかった.STTのOA変化が必ずしも瘤

痛発現の原因ではなかったものの,X線変化の明

らかでない僥側部痛症例の鏡視所見においてSTT

の病的変化は明白でSLILの断裂とともにOA変

化の明らかな2例と類似していた．以上より僥側

部痛の病態はSLIL損傷とSTTの病的変化と推察

した．
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1-4-2

高齢者は，若年者と比べて，榛骨S状切

痕の遠位尺側への傾斜が緩やかになしﾉ，

尺骨ヴァリアンスが大きくなる

TheSigmoidNotchInclinationandtheUInar

VarianceDependontheAge

'香川労災病院整形外科，2産業医科大学整形外科

○大茂壽久'，酒井昭典2，沖本信和2，

戸羽直樹2，中村利孝ヨ

【目的】本研究の目的は,sigmoidnotchinclination

(sl)の形態とulnarvarianceが，若年者と高齢者

で異なるか否かを明らかにすることである．

【方法】手関節に外傷や疾患がなく，全身的疾患

のない102人（男性57人，女性45人，平均年齢

49.2歳)，150手関節を対象とした．手関節正面

の単純x線撮影を行い，遠位僥尺関節の棲骨側の

傾斜であるSIとulnarvarianceを計測した．若年

者（30歳以下）群と高齢者（60歳以上）群にお

けるそれらの値を比較した．

【結果】SI値は平均3.1｡(-32｡～27｡,遠位が

尺側に傾斜するものを正の値とした),ulnar

variance値は平均0.2mm(-6mm～4mm)であ

った.SI値とulnarvariance値は，有意な負の相関

を示した(R八2=0.33,p<0.01).若年者群のSI

値は平均7.9。（-20｡～27｡)，高齢者群のSI値

は平均0.3。（-32｡～20｡）であり，高齢者群は

若年者群と比較してSI値が有意に小さかった

(p=0.007byMann-WhitneyUtest).一方で，若

年者群のulnarvariance値は平均-0.3mm,高齢

者群のulnarvariance値は平均0.6mmであり，高

齢者群は若年者群と比較してulnarva血､Ce値は有

意に大きかった(p=0.008byMann-WhitneyU
test).

【結論】SI値とulnarvariance値は，有意な負の相

関を示した．高齢者群は，若年者群と比較して，

SI値は小さくなり,ulnarvariance値は大きくなっ

た．



1-4-3

尺骨突き上げ症候群における手根骨の運

動

CarpalBoneMotioninUInocarpalAbutment

Syndrome

名古屋大学手の外科

○建部将広，中村

中尾悦宏，矢島

蓼吾，堀井恵美子，

弘毅

【はじめに】尺骨突き上げ症候群は尺骨の近位手

根骨に対する緩衝機構が失われることにより，月

状骨軟骨面やTFCの変性を生じ，尺側手関節痛

を生じるとされる．また，しばしば手関節の可動

域制限が見られる．その原因についてレントゲン

機能撮影を用いて検証した．

【対象】当院にて治療を行った尺骨突き上げ症候

群のうち，術前に両側の手関節機能撮影（正面・

側面・背屈位・掌屈位・僥屈位・尺屈位）を施行

されていた40例（男23例，女17例，平均年齢

34.2歳）を対象とし，術前の可動域と，レントゲ

ン機能撮影にて，掌屈位・背屈位でのradiolunate

angle(以下RLA),lunate-3rdmetacamalangle(=

capitolunateangle,以下CLA),および僥屈位・尺
屈位での僥骨一第3中手骨角および僥骨一月状骨

角,lunate-coveringratio(以下LCR)を計測した．

【結果】術前の可動域は掌背屈可動域において健

側：平均131.6.に対し患側：平均113.8｡,榛尺

屈可動域において健側：平均67.0.に対し患側：

平均56.3.と有意差を認めた．レントゲン機能撮

影において掌背屈間で,RLAとCLAの変化量の

比率は患側・健側ともにRLA47%,CLA53%と

差を認めなかった．榛尺屈間では，僥骨一第3中

手骨角に対する僥骨一月状骨角の変化量に有意差

はなく（健側40％，患側41%),LCRの変化は

健側が48％変化するのに対して，患側は35％と

有意に減少していた．

【考察】可動域制限は,radiocarpaljointで生じて

いると予想していた．しかし，角度比としては

radiocarpal,midcarpalともに同様に制限されてい

た．尺骨突き上げ症候群でみられる可動域制限は

機械的なものでなく，他の要因で生じていると考

えられた．

1-4-4

尺骨茎状突起衝突症候群(ulnarstyloid

impactionsyndrome)の治療経験
TreatmentoftheUInarStyloidlmpactionSyndrome

兵庫医科大学整形外科

○奥野宏昭，田中寿－，戸祭正喜，

大迎知宏，圓尾宗司

【目的】手関節尺側部痛を来す疾患に，三角線維

軟骨複合体(TFCC)が損傷を受ける尺骨突き上

げ症候群が広く知られている．しかし別の病態と

して尺骨茎状突起が三角骨とimpingementを来し

痔痛を生じる尺骨茎状突起衝突症候群(ulnar

styloidimpactionsyndrome)がある．しかしこの
症候群の概念は尺骨突き上げ症候群よりも浸透し

ておらず，本邦においてまとまった報告例も少な

い．今回，尺骨茎状突起衝突症候群と診断し，手

術を行い良好な治療成績が得られた症例を経験し

たので若干の考察を加え報告する．

【方法】対象は男性2例，女性7例の9例で平均年

齢19歳（13～32歳）であった．原因はバレーボ

ールによるもの7例，剣道1例，転倒が1例であ

った．診断には単純X線,MRI,関節造影を行い，

治療は尺骨茎状突起部分切除を行った．

【成績】全例において症状は軽快し，元のスポー

ツレベル，職業に復帰した．

【考察】手関節尺側部痛の診断・治療に関しては，

その手関節尺側部の解剖学的な複雑さから，適切

な診断とそれに基づいた治療が重要である．本症

候群の診断において，尺骨茎状突起のx線学的計

測,Mmで三角骨の輝度変化の有無に加え関節造

影時の動態撮影，特に手関節回外・最大尺屈位で

尺骨茎状突起と三角骨のimpingementを来し，そ

の際の瘤痛の再現性が重要であると考える．また

治療においては，小皮切による尺骨茎状突起の部

分切除で十分対処可能であり，かつ低侵襲である

と考える．

【結論】手関節尺側部痛を主訴とする場合，尺骨

茎状突起衝突症候群の関与も疑うべきである．今

回経験した症例においては全例，症状が軽快し良

好な成績が得られ，本症に対する治療は尺骨茎状

突起部分切除が適当であると考えられる．
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尺骨と榛骨短縮骨切り術後の遠位僥尺関
節変化の比較

TheComparisonofOsteoarthriticChangeofthe

DistalRadioulnarJointofUInarShorteningand

thatofRadialShortening

'新潟中央病院整形外科，噺潟手の外科研究所

○小泉雅裕1，吉津孝衛2，牧裕2，

坪川直人2，山本康行，

【目的】尺骨突き上げ症候群に対する尺骨短縮骨

切り術とキーンベック病に対する僥骨短縮骨切り

術は共に術後の遠位僥尺関節（以下DRUJ)の適

合性が変わる術式である．これによる変形性関節

症（以下OA)の発生に両術式で差があるかX線

像と臨床所見をもとに比較検討した．

【対象と方法】対象は以下の2群とした．群1：

尺骨短縮術を行った10例11手，男性8例，女性

2例，手術時年齢17～59歳（平均47歳)．術前

のulnarvarianceは2～8mm(平均5mm)で，骨

短縮量は3～5mm(平均4.7mm),経過観察期間

3～14年（平均8年)．群2：僥骨短縮術を行っ

た10例10手，男性8例，女性2例，手術時年齢

19～56歳（平均35歳)．術前のulnarvariance

は－2～Omm(平均-1mm)で骨短縮量は2～

4mm(平均3mm),経過観察期間は6年～13年

(平均10.5年)．これに対し手関節x線正面像で

DRUJのOAの有無，榛骨尺側切痕の尺骨長軸に

対する傾斜角（以下sl),尺骨頭の形状とOAの

関連を検討した．またCooneyの手関節評価基準

による臨床評価を行った．

【結果】群1の11手中7手にOAを認めた．術前

軽いOAがあった5手はOAが進行したが痛みは

なかった．群2の群10手中1例に軽いOAを認め

た．群1のSIは－3。～-44。（平均-21｡),

群2は－1°～19°（平均4。）で，対応する尺

骨頭の形状も異なる．臨床評価は群1で優7手，

良4手，群2で優6手，良4手と両群とも良好で，

x線上の変化があっても痛みはなかった．

【考察】尺骨短縮術群の方が僥骨短縮術群より術

後のOA変化は強かった．これには短縮量の差の

他TFCCに緊張をかける前者の方がDRUJ内圧を

高くした可能性もある．また僥骨尺側切痕の最も

尺骨頭よりの辺縁が尺骨頭の最も周径の大きい部

位に近くなるほどDRUJの変形が強くなる傾向を

示した．
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手関節三角線維軟骨複合体(TFCC)障害

に対するMRIマイクロスコピーコイルの

使用経験

InitialClinicalExperienceofMRIMicroscopy

CoiltoTriangularFibrocartilageComplex

'筑波記念病院整形外科，z筑波記念病院放射線科，

3筑波大学放射線科，4筑波大学整形外科

○田中利和11鯨岡結賀21吉岡大31

西浦康正4，落合直之‘

【はじめに】MmはTFCC(triangularfibrocartilage

complex)断裂の診断に利用されてきたが，その

画像は不明瞭なものが多かった．今回我々は，直

径47mmのマイクロスコピーコイルを用いた高

分解能MRIを撮像し，手関節造影，関節鏡所見

と比較し，その有用性について検討した．

【方法】対象は，マイクロスコピーコイルを用い

てTFCCの高分解MRIを撮像した40例中，関節

造影と関節鏡を行ったTFCC損傷6例とした．年

齢は15歳から55歳（平均33歳)，罹患側は右3

左3で,GRET2*強調画像(TR/TE/FA=368-

661/9.2-16/30-40),STIR画像(TR/TMR=4245-

4390/90-95/150-170),FSEプロトン密度強調画像

(TR/TE=1076-2335/15)を用い3方向撮影した．

画像の評価は障害部位を1）榛骨付着部，2）デ

ィスク部，3）月状骨，三角骨付着部，4）茎状突

起付着部の4箇所に分けて行い,a)背側,b)掌

側にも分けて検討した．

【結果】マイクロスコピーコイルを用いたMRIで

は6例全例に信号変化が複数認められた［部位別

1）4例，2）4例，3）3例，4）6例,a)6例b)4

例]・関節造影ではディスク部と茎状突起付着部

の断裂を指摘できなかった症例が各2例あった．

関節鏡では背側アプローチのため背側病変が観察

できず，月状三角骨付着部の断裂は2例で周囲に

生じている滑膜炎病変から損傷を推察するにとど

まった．

【結論】マイクロスコピーコイルを用いた高分解

能MRIは,TFCCに対して現在使用されている関

節造影，関節鏡というモダリテイの観察しにくい

病変を描出しうると思われた．今回症例数が少な

く，さらに症例数を重ねる必要がある．
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TFCC損傷に対する保存療法の検討

ConservativeTY℃atmentfbrTIiangularRbrocartilage

ComplexlnjuIy

'慶應義塾大学整形外科，2静岡赤十字病院

○小野宏之'，中村俊康'，牧田聡夫2，

西脇正夫1，高山真一郎！

【目的】TFCC損傷の治療に際して手術療法に関

しては多くの報告がなされているが保存療法に関

して詳細な検討を加えた報告は少ない．今回，

我々は装具療法を中心として治療を行った症例を

調査し，適応および治療成績について検討した．

【対象】1998年以降，手関節尺側部痛を主訴に当

科を受診し,TFCCstresstestが陽性であり,Mm

でTFCCの断裂を認め,6カ月以上の経過観察が

可能であったものを対象とした．症例数は31例

(男17例，女14例)，初診時年齢は16歳から66

歳で平均38.6歳であった．装具は手関節固定装

具もしくは当科にて考案したTFCCbandを使用し

た．装具療法のみの例を1群（22例)，手術に至

った例を2群（9例）と分類した．瘻痛改善度は，

優：瘻痛が消失したもの，良：瘻痛があるが

ADLに支障のないもの，可：瘤痛がありADL上

装具を必要とするもの，不可：装具が無効であっ

たもの，として4段階に最終調査時に評価した．

また発症後より受診までの期間，装具装着期間，

DRUJ不安定性との関係についても検討した．

【結果】発症後から受診までの期間は1群では平

均15.6週（1～104)，2群では36.6週（3～103）

と2群の方が長かった．装具装着期間は1群で平

均17.1週であった．装具で充分な改善が得られ

ず手術に至った9例での経過観察期間は平均21.3

週（8～40）と有意差はなかった．初診時21例

にDRUJの不安定性が認められ,12例が保存療法

で改善した．1群の瘻痛改善度は優11例，良9例，

可1例であった．

【考察】発症後早期に装具を装着した例では

DRUJの不安定性が解消され経過良好で，一方，

手術例は発症後から受診までの期間が長く，

DRUJの不安定性が持続した例であった．
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UInavarianceが三角線維軟骨複合体損傷

ならびに鏡視下手術成績に及ぼす影響

ThelnfluenceofUlnaPlusVarinavefOrTFCC

TearandClinicalResultofArthroscopicSurgery

'弘前大学整形外科，2むつ総合病院整形外科

○工藤悟11西川真史11成田俊介21

三浦一志1，藤哲！

【目的】ulnaplusva血､Ceは尺骨突き上げ症候群の
主たる原因であるとの考えから，それに対する治

療法としては尺骨短縮骨切り術を第一選択とする

報告が多い．これに対し，共同演者の西川は，痔

痛原因となっている三角線維軟骨複合体(TFcc)

の処置を第一選択とすべきであると，昨年の当学

会で発表したが，議論を残すところである．今回

我々 はTFCCの損傷とulnaplusvarianceとの関連

を検討し，更にTFCC鏡視下手術の結果にulna

varianceが影響するかどうかを評価した．

【対象および方法】対象は鏡視下にTFCC損傷を

治療した97例で，男性44例，女性53例である．

平均年齢は35．8歳（11～80歳）であった．

Zachee法による縫合を5例に施行し，他は鏡視下

部分切除を行った．術後成績は木戸らの判定基準

で優68例，良22例，可3例，不可4例であった．

対照となるTFCC正常群は，外傷のない手関節で

鏡視下にTFCCが正常であることを確認できたも

のとするため，鏡視下治療を行った手関節ガング

リオン症例を対象とした．鏡視下ガングリオン切

除例は46例で，男性15例，女性31例である．平

均年齢は39.4歳（13～83歳）であった．

【結果および考察】TFCC損傷群のulnavarianceは

平均+2.0mm(-3～8mm)で,TFCC正常群

のulnavarianceは平均-0.3mm(-4～3mm)

であり，統計学的有意差をもってTFCC損傷例に

ulnaplusvariance例が多いことが確認された．し

かし,TFCC損傷例におけるulnavarianceの程度

と術後成績には相関関係は認めず，優と良を合わ

せて92.8％と良好な成績であった．よってTFCC

損傷はulnaplusvariance例に発生しやすいものの

治療法としての鏡視下TFCC手術はulnaplus

varianceであっても有用であることが示唆された．
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FoveaでのTFCC損傷による遠位榛尺関

節不安定症の診断と治療

DiagnosisandTreatmentfOrDRUJInstabilitywith
AvulsionoftheTFCCfromtheUlnarFovea

北野病院整形外科

○藤尾圭司，梁瀬義章

【目的】外傷によるTFCC損傷が原因で起こる遠

位僥尺関節不安定性の診断，治療には難渋するこ

とが多い．我々は,Foveaでの損傷による遠位僥

尺関節不安定症の症例を鏡視下に縫合し良好な成

績を得たので報告する．

【対象および方法】遠位僥尺関節不安定症の診断

は一定していない．我々は，回内外時のclickお

よび脱臼感，があり,MRI,DRUJ関節造影で

Fovea損傷を認め，手関節側面ストレス像で背側

へ尺骨頭の半分以上が転位するものを今回の対象

とした．症例は16例（男性9例，女性7例)，平

均年齢27.9歳（16歳から43歳)，受傷から手術ま

での期間は平均85日（33日から184日),術後平

均観察期間は207日であった.MRIにおいては全

例T2強調像でFoveaでの高輝度を，関節造影で

は全例DRUJの造影で造影剤のFoveaへの漏出が

認められた．鏡視下にTFCCの中央に円状に開窓

し,Foveaの部分をdebridementし，尺骨茎状突起

基部から尺骨骨幹部に骨孔をあけて縫合した．ギ

プスは上腕から回外位で3週間固定した．これら

の症例について，瘤痛，可動域，握力，仕事，ス

ポーッヘの復帰を調べた．

【結果】術後平均観察期間は6カ月で痙痛は1例

をのぞいて完全に消失．可動域は2例で回内がや

や制限されていた．握力は対側に比べやや減少し

ていた．2例で術前にあったpianokeysignが残存
したが症状とは関連しなかった．1例をのぞいて

元のスポーツ，職場に復帰した．

【考察および結語】TFCCFoveaでの損傷による遠

位僥尺関節の診断と治療は未だ確定していない

が，慎重な診察とDRUJの造影,MRIの組み合わ

せにより診断は可能と思われた．手術は鏡視下の

縫合が可能で，良好な成績を得ており，選択すべ

き治療法の一つと考える．
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TFCC損傷と合併症の治療について

TreatmentofTFCCandCombinedlnjury

'神戸・北野異人館通クリニック，2済生会吹田病

院

○柴田節子'，黒川正夫ユ

【目的】TFCC損傷とその合併症の治療につき検

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78例を対象とした．合併症はLT損傷25

例，尺骨突き上げ症候群19例,SL損傷5例，僥

骨遠位端骨折4例，榛骨遠位端骨折変形癒合3例，

尺骨遠位端骨折2例，三角骨骨折2例，舟状骨骨

折l例，ガレアッチ骨折1例であった.TFCC損

傷に対しては，辺縁断裂(GroupS1)59例中52

例に縫合術を，うち39例に鏡視下縫合術を行い，

中央部の断裂(GroupS2)19例には鏡視下部分切

除術を行った．鏡視下縫合術は34例にS-wireを

用いたinside-out法を施行した．LT損傷のうち19

例に鏡視下pinningを,3例に靱帯縫合術を,3例

にLT固定術を行った．尺骨突き上げ症候群19例

に尺骨短縮術を,SL損傷5例に鏡視下pinningを，

僥骨遠位端骨折変形癒合3例に僥骨矯正骨切術を

行い，僥骨遠位端骨折3例・三角骨骨折1例・ガ

レアッチ骨折1例に骨接合術を行った.SL･LT

の鏡視下pinningは，手根中央関節の鏡視下に関

節面を合わせて施行した．

【結果】TFCC損傷GroupSlのうち縫合術を行っ

た症例と,GroupS2は経過良好であった．合併症

による愁訴を残した症例は認めなかった．

【考察】TFCC損傷の合併症にはLT損傷が比較的

多いが，ともすれば見逃されがちである．我々は

榛骨手根関節と共に手根中央関節の鏡視も行い，

TFCC損傷に合併するSL・LT損傷の有無を確認

している．鏡視下SL･LTpinningは,SL･LT

損傷の治療に有効と考える．TFCC辺縁断裂には

inside-out法が有用であるが，今後アンカーの開

発などを検討中である．
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外傷性TFCC損傷に対する鏡視下縫合術

ArthroscopicSurgeryfbrTraumaticTFCCInjuries

岡山大学整形外科

○三輪啓之，橋詰

河原一仁，井上

博行，西田圭一郎，
一

【目的】今回我々は，外傷性TFCC損傷のうち

Palmer分類1B,1Dに関して，独自に開発した縫

合法を施行したのでその方法と成績について述べ
る．

【対象および方法】対象は過去5年間に鏡視下手術

を施行した60例64手のうち縫合術を施行した34

手である．術前の臨床所見としては圧痛部位，可

動域，握力，有痛性クリック，ストレステストの

項目を，画像診断として単純X線,MRIおよび関

節造影を検討した．手術適応は3ヵ月以上の保存

的療法に抗する瘻痛があるもので鏡視分類は

Palmer分類ClasslB(21例),ClasslD(13例）に対

して鏡視下縫合術を施行した.ClasslBの縫合法：

21G針を関節外から関節内に刺入し，その内腔よ

り独自に開発したloopneedleを2～3本関節内に挿

入する．それにより出来たループの中に2-0PDSを

通した21G針を誘導する.PDSをloopneedleで関
節外に引き抜き，関節外でマットレス縫合を行う．

ClasslDの縫合法:18G針を関節内TFCC僥側縁に

刺入し，榛骨の尺側に当てる．0.9mmC-wileで僥

骨遠位端に骨穴をあけてその中にloopneedleを通
す．それにより出来たループの中にClasslBに対す

る方法と同様にPDSを通す．榛側に引き抜き関節

外でマットレス縫合を行う．後療法は2週間固定

の後，手関節掌背屈，榛尺屈，肘屈曲運動を開始

し，6週間から回内，回外運動を加え，固定除去し

た．術後成績評価は木戸らの判定基準に従った．

【結果】ClasslBの成績は，優11例，良7例，可2

例，不可0例であり,1Dでは，優5例，良8例，

可0例，不可l例であった．そのうち3例には

secondlookを施行して，再断裂の無い事を確認し

ている．

【考察】鏡視下手術の決定は病態の進行度とさら

に患者の要求に応じて行う．鏡視下縫合術には技

術的困難を伴うが，我々の方法を用いれば比較的

容易に縫合可能と考える．
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尺骨茎状突起基部のTFCC損傷に対する
直視下縫合術

OpenRepairofUInarAvulsionoftheTriangular

FibrocartilageComplex

'札幌医科大学整形外科，z札幌医科大学保健医療

学部理学療法学科

○相木比古乃!，和田卓郎'，金谷耕平ll

磯貝哲11青木光広ユ

【はじめに】外傷性の三角線維軟骨複合体（以下

TFCC)損傷に対する手術治療は，その損傷部位

によって異なる．尺骨茎状突起基部損傷に対して

は縫合術や尺骨短縮術がなどが報告されているが

一定の見解がない．今回我々は直視下にてTFCC

尺骨茎状突起基部損傷に対する縫合術を行い治療

成績を評価した．

【対象と方法】1999年から2001年の間に直視下

TFCC縫合術を行った9例を対象とした．男性6

例6手，女性3例3手，手術時平均年齢は32.8歳

(14-54歳）であった．罹患側は右5手，左4手で

あり，8例で明らかな外傷歴があった．全例で

ulnocamalstresstestが陽性で,MRIにてTFCCに

輝度変化が認められた．症状発現から手術までの

期間は平均10.2カ月（2-60ケ月）であった．術後

平均経過観察期間は20ケ月（10－31ケ月）であ

った．断裂部位は関節鏡で確認し，9例全例で尺

側の辺縁断裂がみられた．4例はTFCCの変性所

見がみられた．手術は鏡視下にTFCCの状態を確

認後，直視下で尺骨小窩に骨孔をあけ,pullout

縫合した．調査項目は痙痛，可動域，握力，職場

復帰で，治療成績はMayoModifiedWristScoreを

用いて優，良，可，不可の4段階にて評価した．

【結果】治療成績は優3例，良3例，可3例であっ

た．可の3例は全例とも鏡視にてTFCCの変性所

見が見られ，うちl例は単純X線でulnarvariance

が+4mmであった．

【考察】我々 は保存療法に抵抗し,MRIで尺骨茎

状突起基部に異常信号を認め,TFCCを鏡視した

際に，緊張が低下しているものに対して直視下で

の縫合術を行っている．今回の成績不良例は

ulnocarpalabutmentを合併しており，この様な症

例に対しては尺骨短縮術が必要と考える．
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尺骨突き上げ症候群に対するSennwald法

の治療成績

AI℃hedUnarShorCningOsteotomyfbrUlnocarpal

AbutmnentSyndmme

岩手医科大学整形外科

○古町克郎，田島克巳，西田

嶋村正

淳，

【目的】尺骨突き上げ症候群に対してSennwald法

による尺骨の短縮骨切り術の治療成績を報告し術

式の特徴，適応を検討する．

【対象と方法】対象は尺側手関節痛を主訴とする，

22歳から56歳（平均40.5歳）の男性6例で，全

例尺骨variantでMRI,関節鏡などでabutmentに

よる関節軟骨の変性を認めた．発症要因として，

3例では転倒，捻挫などの外傷歴があり，2例で

は職業上の過使用が認められた．関節鏡，関節造

影または術中の直視下所見でPalmertypeAの

TFCC損傷の合併を3例に,typeB損傷の合併を3

例に認めた．術式はSennwaldに準じ背側進入で

尺骨遠位部とTFCCを展開しアーチ状骨切り後，

typeB損傷ではTFCCの修復を施行し，尺骨を短
縮してvarianceとアライメントを調整し，螺子固

定した．後療法として，肘下シーネ固定のまま術

後早期から回内外運動を開始し，3週後より可動

域訓練等を施行した．

【成績】Cooneyのwristscoreにて全例優で,2-4か

月で自衛官，部品加工，塗装工，大工，消防士，

ガソリンスタンド勤務，に現職復帰した．

Varianceは術前2-7mmから術後0-1mmへ改善

し,inclinationofsigmoidnotchとinclinationof

ulnarsheat(Sagennan),の適合性の改善をみとめ
た．

【考察とまとめ】SennwaldはTypeBのTFCC損傷

に対する尺骨のアーチ状骨切り術を報告した．本

法は，尺骨短縮によるvarianceの改善とTFCCの

処置とを同時に施行できる，遠位僥尺関節のアラ

イメントをある程度矯正できる，などの特徴があ

る．尺骨突き上げ症候群は本法のさらに良い適応

と思われた．
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遠位僥尺関節不安定症に対する定量評価
の新しい試み一第1報正常編一

ANewMethodofQuantitativeEvaluationfOrthe

DistalRadioulnaJointInstability

'聖マリアンナ医科大学整形外科,2Departmentof

OrthopedicSurgery,MayoClinic,3Departmentof

Radiology,MayoClinic,40rthopedicBiomechanics

Labaoratory,MayoClinic

○松岡珠理',RichardA.Bergelg,

KimberlyK.Amrami3,Kai-NanAn4

【目的】遠位榛尺関節（以下DRUJ)不安定症で

は前腕回内・回外負荷時に瘻痛が起こることが多

いが，その評価方法は確立していない．これまで

DRUJ不安定症の診断に関する報告が散見される

が前腕回内・回外負荷時にDRUJの不安定性を定

量的に調べた報告は見られない．また，前腕の回

旋力や回旋の方向とDRUJの不安定性の関係を調

べた報告も見られない．そこで今回，前腕回内・

回外負荷をかけながら両側同時にDRUJのCT撮

影ができる治具を考案し，尺骨に対する僥骨の回

旋と転位を計測した．また左右差と前腕回内外ト

ルクとの関係も検討したので報告する．

【対象と方法】対象は両側上肢に外傷歴を持たな

い右利きの健常者51人102肢である．年齢は22

歳から45歳（平均28歳)，男性24人，女性27人

である．考案したCT撮影用の治具を用いて，前

腕回内外中間位，回内60.,回外60.の各肢位で

被検者が等尺性の最大回内・回外負荷をかけた状

態と，負荷をかけない状態で両側同時にDRUJ横

断像を撮影した.CT画像より尺骨に対する僥骨

の背側および掌側への回旋と転位の関係を

InstabilityIndexを用いて定量した．前腕回内外ト
ルクの測定もCT撮影とほぼ同様の方法で行っ

た．被検者は前腕回内外中間位，回内60.,回外

60.の各肢位で等尺性の最大回内負荷および最大

回外負荷をかけ，トルクセルを用いて値を測定し

た．

【結果】最大回内負荷および最大回外負荷，およ

び負荷が無い状態とも各肢位における僥骨の尺骨

に対する動きのパターンは左右対称であり，また

定量的評価が可能であった．

【考察】最大回内・回外負荷時における被検者の

僥骨の尺骨に対する動きを知ることは,DRUJ不

安定症が疑われる患者を評価する上で有用である

と考える．
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遠位榛尺関節stiffnessに対する動的安定
化機構

DynamicStabilizersoftheStiffilessofDRUJ

北海道大学整形外科

○藤本理代，末永

岩崎倫政，三浪

直樹，加藤博之，

明男

【目的】独自に開発した荷重をかけた際の変位量

を連続的に定量可能なペン型の装置を用いて遠位

僥尺関節のstiffnessを計測し，前腕筋収縮が

stifrnessに与える影響について検討する．

【対象と方法】手関節痛の既往のない正常男性10

名，20手関節（年齢24-28歳，平均26.4歳）を対

象とし，1人の検者がそれぞれ3回ずつ以下の測

定を行った．両前腕回内位・中間位・回外位のそ

れぞれの肢位において,ECU非収縮群（以下，

非収縮群),ECU収縮群（以下，収縮群）および

ECU･PQ・FCU収縮群（以下，両収縮群）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，尺骨遠位端の変位量をコンピューターに入力

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，各肢位での相違を検討した．

【結果】Stiffnessは回内位非収縮群で平均0.063

N/mm(平均0.034-0.105N/mm)であり，収縮群

および両収縮群ではstiffnessはそれぞれ1.05倍，

3.25倍に増加した．中間位では非収縮群で平均

0.084N/mm(0.042-0.161N/mm)であり，収縮群

および両収縮群ではstiffnessはそれぞれ1.01倍，

1.38倍となった．回外位では非収縮群で平均

0.091N/mm(0.054-0.154N/mm)であり，収縮群

および両収縮群ではstiffnessはそれぞれ1.17倍，

2.01倍となった．また左右差は認められなかった．

【まとめ】遠位僥尺関節の背側から掌側への

stiffnessはECU単独収縮時には変化は少なく，

PQ･FCUも筋収縮した際に増加する．
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遠位僥尺関節不安定症に対する尺骨短縮

骨切ﾚﾉ術の効果一機能解剖を中心に－

TheEffectsofUInaShortningProcedurefor

InstabilityoftheDistalRadioulnarJoint

-FunctionalAnatomy-

'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

○笹尾三郎!，木原仁2，別府諸兄'，

平田和明3，青木治人！

【はじめに】今回我々は，遠位僥尺関節不安定症

に対する尺骨短縮骨切り術の効果発現メカニズム

を解明するために，手関節尺側の解剖学的および

組織学的検討を行ったので報告する．

【対象・方法】肉眼的解剖は系統解剖屍体40体70

手関節を用いた．掌側と背側の靱帯を解剖し各々

の付着部を同定した．また組織学的検討は5体7

手関節を用い，薄切切片にH-E染色とAzan染色

を施し肉眼的解剖所見を基にTFCCの靱帯構造を

中心に光学顕微鏡的に検討した．

【結果】TFCC掌側の靭帯は三次元構造を呈して

おり，尺骨月状骨靱帯(UL)は短僥骨月状骨靱

帯(SRL)のさらに掌側に存在していた．尺骨三

角骨靱帯(UT)は掌尺側と背尺側に存在し，背

側では尺骨手根伸筋腱腱鞘床を横切るように三角

骨背側に付着していた．また，尺骨茎状突起には

背側の遠位僥尺靱帯にも付着していた.UTの肉

眼的な走行形態はTypel:尺骨手根関節と豆状

三角骨関節に交通のない例が32例,Type2:交

通のある例が38例に分類できた．またSRLとUT

の走行形態は,Typel:各々 が交差して走行して

いる例が45例,Type2:平行に走行している例

が25例に分類できた．

【考察・結語】手関節掌尺側の靱帯構造は，過去

の報告では2次元で捉えられ，手関節掌側から観

察した靱帯構造と関節内所見が一致していた．し

かし，実際は三次元構造を示しており関節鏡視下

でULと云われる靱帯はSRLの可能性が高いと示

唆され，背側のUTはECU腱鞘床の一部であると

思われた．また，遠位榛尺靱帯浅層成分は背側遠

位榛尺靱帯の一部であった．近年,TFCC損傷に

よる遠位僥尺関節不安定症に対して尺骨短縮骨切

り術が施行されているが，その効果はこれら靱帯

成分の緊張変化が有効に作用していると考える．
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遠位僥尺関節背側脱臼に対する観血的治

療の検討

OperativeTreatmentfOrDorsalDislocationand
SubluxationoftheDistalRadioulnarJoint

熊本整形外科病院

○田嶋光，米嵩

玉井誠，丸田

理，問端 卓，

秀一

【目的】遠位僥尺関節背側（亜）脱臼（以下

DRUJ)に対しては，成因である尺骨茎状突起骨

折あるいはTFCC断裂に対する修復術が確実であ

る．自験例手術例より成因，手術法，結果につい

て検討する．

【対象方法】89年から02年までの手術例は9歳か

ら71歳，男22例女9例の31例31手．損傷型は新

鮮例25例陳旧例6例で，僥骨遠位端骨折合併11

例Galleazzi骨折6例単独脱臼13例手関節開放脱

臼合併1例．手術法は僥骨に対しプレート6例

buttressplate3例創外固定6例(内buttressplate3例）
K-鋼線1例矯正骨切りl例で,DRUJでは尺骨茎

状突起固定9例(TBW法5例螺子4例)TFCCの

尺骨小窩への縫着13例（一部例で茎状突起の小

骨片含む）僥側縁での縫合1例病態不明で背側で

の縫縮3例僥尺骨間固定のみ4例処置なし1例で

あり，他5例に伸筋支帯による補強追加，1例を

除き全例に榛尺骨間固定，5例にTFCC縫着時金

属アンカーを使用した．

【結果】日手会手関節機能評価による術後6カ月

以上で症状固定となった28例で,Excellentl3例，

Good7例,Fair6例,Poor2例であった．陳旧例，

僥骨遠位端高度関節内粉砕骨折例で不良であっ

た．

【結論】新鮮例では，僥骨整復内固定後回内外で

安定例は榛尺骨間固定でもよいが，不安定例，茎

状突起骨折例では骨接合,TFCC修復術が確実で

ある．陳旧例では尺骨小窩でTFCC断端が搬痕化

連続し識別が困難であるが，近位断端を剥離同定

し縫着する．確認できない時は背側部を縫縮し有

茎弁とした伸筋支帯で補強する．金属アンカーに

よるTFCC縫着法は容易確実である．保存的，放

置例による亜脱臼遣残例では症例により障害の程

度は種々であった．
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遠位榛尺関節掌側脱臼の治療経験
TreatmentofPalmarDislocationoftheDistal

RadioulnarJoint

熊本整形外科病院整形外科

○米嵩理，田嶋光，城石達光，

問端卓，玉井誠

【目的】外傷性遠位僥尺関節（以下DRUJ)脱臼

の多くは背側脱臼であり，掌側（亜）脱臼は稀で

ある．自験例9例についての概要を報告する．

【対象および方法】対象は1995年から2002年の

掌側脱臼例，年齢は8歳から82歳．男1例，女8

例．左7例，右2例の9例9手．初診時新鮮例6例，

陳旧例3例であった．新鮮例6例全例が僥骨遠位

端骨折骨例で骨接合術を行った．8歳，16歳の若

年者2例はピンニング固定，他の4例は創外固定

に加え人工骨移植を行い，内2例はそれぞれピン

ニング，掌側プレートを併用した.DRUJに対し

ては，尺骨茎状突起骨折のない3例中1例は未処

置，1例は榛尺骨間固定のみ，1例は術中にTFCC

の断裂を確認，縫合し，榛尺骨間固定を行った．

尺骨茎状突起骨折例3例中2例は榛尺骨間固定に

加え，それぞれピンニング固定,tensionband

wiring固定を行い，他1例は見逃し例であった．

陳旧例3例は，それぞれSauve-Kapandji法，尺骨

短縮術，僥骨矯正骨切り術を行った．僥骨矯正骨

切り術を行った例に尺骨茎状突起骨折を認め，

tensionbandwiring固定，回旋固定ピンニングを

併用した．

【結果】新鮮TFCC縫合例l例に再脱臼を認めた．

再脱臼例，見逃し例，陳旧例で初診時からRSD

を認めていた例の3例に高度の手指拘縮を認め

た．

【結語】新鮮例に対する治療はまず僥骨の整復を

行った上，尺骨茎状突起骨折があれば必ず骨接合

術を行うことが重要であった．陳旧例で拘縮が高

度な例はsalvage手術適応の1つと思われた．創
外固定使用例ではx線側面像にて掌側脱臼の診断

が困難であり，見逃し例がl例あった．本損傷は

多様であり症例ごとの治療法の検討が必要であっ

た．
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遠位榛尺関節障害に対するSauve-Kapandji
法の長期成績

Long-timeFollow-upofSauv6-KapanqiProcedure

fbrDistalRadioulnarOsteoarthrropathy

名古屋大学手の外科

○稲垣弘進，中村

中尾悦宏，矢崎

蓼吾，堀井恵美子，

尚哉

【はじめに】遠位榛尺関節障害に対しSauve-

Kapandji法を行い5年以上経過観察した症例の長

期成績について検討した．

【対象および方法】症例は13例で男性7例女性6

例，手術時年齢は20～67歳平均45歳，術後経過

観察期間は5年～16年9カ月平均10年3カ月であ

った．内訳は榛骨遠位端骨折変形治癒9例，

Gale""i骨折3例，尺骨頭単独脱臼l例であった．

手術法に関してはl例を除いて腱制動術は行なわ

なかった．検討項目は瘻痛（手関節,Ulnar

Stump,肘関節),可動域（手関節，前腕，肘関

節)，握力，職業復帰，日手会手関節機能評価，

X線検査(UlnarStumpの転位方向,Ulnar

Distance,RadioulnarDistance,UInarGap,UInar

Shift,肘関節所見など）である．

【結果および考察】手関節痛は術前中等度5例高度

8例から術後なし2例軽度10例中等度1例となり全

例に改善を認めた.UInarStumpについては遠位端

の圧痛4例，近位端の不安定感2例が認められた．

可動域は殆どの症例で改善し統計学的有意差を認

めたのは手関節掌背屈，前腕回内外であった．握

力は全例改善し有意差が認められた．職業は1例

を除いて全例現職に復帰した．手関節機能評価は

術前F4例P9例から術後E7例G1例F5例であり全

例改善し術前の状態と関連があった．肘関節痛を

訴えた例はなかったが，1例に術後x線にて僥骨頭

の軽度OA変化を認めた．UlnarStumpのX線所見

では僥側掌側方向に転位する傾向がありScalloping
は2例に認められたが，手関節僥尺掌背屈による

転位に一定の傾向はなかった．RUDは術前より縮

小傾向にあった.UD,UGは術直後と長期経過後

を比較すると縮小する傾向にあった．UInarShiitは

術前後で殆ど変化はなかった.SK法により痙痛，

可動域，握力の改善と活動性の向上が長期的に期

待できる．しかし問題点として経過中にUlnar

Smmpの不安定性による障害を2例に認めた．
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実験的骨壊死のMRI信号変化

TheChangesinMRSignallntensityofNecrotic

IntercalatedBone:AnExperimentalStudy

慶應義塾大学整形外科

○長田夏哉，中村俊康，菊地淑人，

高山真一郎，戸山芳昭

【目的】キーンベック病のMRIでの信号変化の要

因は明らかではない．今回われわれは実験的骨壊

死モデルを作製し，信号変化の要因を検討した．

【方法】生後8-12週，体重1.5-2.5kgの日本白色家
兎32羽を用いた．静脈麻酔下に立方骨と踵骨を

一塊として摘出し液体窒素に5分間浸した後，大

腿部皮下に挿入した．モデル作製後3日・1週．

4週・8週．12週．16週．20週で足根骨のMRI

撮像(SE法T1･T2強調画像）を行ない,MRス

ペクトロスコピーで骨髄内の脂肪と水の信号比を

測定した．測定後10％ホルマリンで固定後，脱

灰，中和し,HE染色で組織像を検討した．

【結果】病理組織においては3日群では壊死像は

認められず，1週群で部分的に，4週群では完全

な壊死像を認めた．8～16週群では髄内に線維化

と新生血管を認め，20週群の1例で壊死の回復像

が認められた．MRIはTl強調像で3日群では軽

度の信号低下，1週群では斑状の明らかな信号低

下を認めた．4．8．12．16週群では大部分が

全体的に低信号であった．20週群の1例では等信

号となった.T2強調像は4週群で高信号を呈し，

8～16週群では低～高信号が混在する斑状の信

号変化を，20週群では全例でほぼ等信号となっ

ていた．脂肪信号比（％）は3日群では平均

50.5％で，正常足根骨とほぼ同じであった．1週

群以降は30～14％へ漸減し，20週は平均5.6％

と明らかに脂肪信号比は低下していた．

【考察】骨壊死におけるTl強調画像での信号低下

は骨髄内の脂肪の相対的減少を反映し，骨髄内の

脂肪が完全に再生しない限り回復しない．T2強

調像はvariationが多く，浮腫や線維化など様々 な

状態に影響されるが，壊死回復にともない等信号

化した．したがって骨壊死の診断にはT1強調像

が，回復の判定にはT2強調像での信号の正常化

が有用と思われた．
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キーンベック病に対する僥骨骨切ﾚﾉ術後

のX線学的検討

SurgicalOutcomeofRadialOsCotomyfOrKienbOck

Disease-RadiologicalEvaluanon-

名古屋大学手の外科

○洪淑貴 ， 中 村

中尾悦宏，矢島

蓼吾，堀井惠美子，

弘毅

【目的】キーンベック病に対する僥骨骨切り術後

の月状骨の形態の変化を検討すること．

【対象】1975～98年に手術した片側例l側例中4年

以上経過観察した39例で，男性31例女性8例，平

均年齢31歳（11～60歳)，経過観察期間11年11

ケ月（4年～21年8ケ月)，術前Lichtman分類は

sta"I4例,nll例,InA8例，Ⅱ旧16例であった．
【方法】月状骨の形態および内部構造を評価する

スコアを用い，改善群，不変群，悪化群に分けて，

年齢，罹病期間，経過観察期間，術前掌背屈角度，

可動域・握力健側比を比較した．単純X線像で月

状骨の形態・分節化のパターン,OA変化とその

頻度を調査した．

【結果】術前スコアがExcellent･Good(以下EG)

で最終診察時Fair・Poor(以下FP)となった悪

化群7例と,EGを維持した不変群16例を比較す

ると，前者は術前掌屈角度が有意に悪かった．術

後側面像は，良好な形態を維持する群13例，や

や僥骨関節面に不整がある群7例，中央で2分し

掌背方向に広がる群5例，掌側3分の1で分節し

離解した群8例，減高した群3例,collapse群3例

に分類できた．僥骨関節面の骨鰊21例，関節裂

隙狭小化7例を認めた．

【考察】月状骨スコアは高さ，硬化像.cyst・分

節化の有無，骨梁構造，関節適合性を評価する．

術前スコアEG23例中1/3が最終診察時FPとなっ

たが，予測するには術前掌屈角度が指標となる．

月状骨が中央で2分する群は有頭骨によって骨片

が掌背方向に押し出され，掌側3分の1で分節す

る群は掌側骨片が背側骨片によって手関節伸展時

に押し出され，さらに掌側の靱帯によって牽引さ

れるため特有のパターンをとると考えた．関節適

合性が悪い症例でもOA変化は軽度で長期間観察

してもほとんど進行しなかったが，これは月状骨

関節軟骨の形状が比較的保たれ，骨切りによって

荷重が僥側にシフトしたためと考えられた．

1-4-22

キーンベック病女性例の検討

KienbOckDiseaseinFemale

北里大学東病院整形外科

○只野功，二見俊郎，小林明正，

藤田護，井村貴之

【目的】キーンベック病は，青壮年男性に好発す

る疾患であり女性は比較的稀である.今回我々は，

キーンベック病女性例の臨床像の特徴および治療

上の問題点を検討したので報告する．

【対象】症例は，15例，15手である．初診時年齢

は13～80歳（平均41歳)，経過観察期間は6か

月～122か月（平均44か月)，初診時の症状は手

関節痛が8手，手根管症候群(CTS)が4手，無

症状で偶然見出されたのが3手であった．

Lichtman分類では,stagelll手,11112手,IV2手
であった．20歳以下（若年者）の5手は全例手関

節痛を症状としてX線像でいずれもⅢ以上であ

った．21歳～60歳以下の症例は6手で，3手

(II1手,III2手）が手関節痛を症状とし,2手

(Ⅲ2手）は無症状で偶然発見され，1手(111)は

CTS症状を訴えた．高齢者(61歳以上）は4手

(III2手,IV2手）で3手はCTS症状を有し1手は

無症状であった．

【結果】若年者の5手中2手に一時的STT固定術

(仮固定術)，2手に恒久的STT固定術を行い瘤痛

は軽快した．仮固定術例は恒久的固定術に比し手

関節の可動域制限は軽度であった．1手は5か月

の装具療法で痩痛は軽快した．21歳～60歳以下

の6手は恒久的STT固定を1手，月状骨，有頭骨

間固定1手，経過観察3手，装具療法1手で装具

療法のl手を除く全例で症状は軽快した．高齢者

の4手中CTS症状を呈した3手に手根管開放術の

みを行い月状骨に対する治療は行わなかった．

【結論】若年者では手関節痛を有するが，高齢者

ではCTS症状を主訴とする例が多い．また無症

状で偶然発見される例があった．手関節痛を主訴

とする男性例と異なる例があるのが特徴である．

若年者には仮固定術などの手術侵襲の少ない治療

法を選択すべきである．
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キーンベック病に対する僥骨骨切ﾚﾉ術の

臨床成績に影響を与える術前因子

PredicmrsofChnicalResultsofRadialOsfotomes

fOrKienbOck'sDisease

北海道大学整形外科

○岩崎倫政，三浪

加藤博之，末永

明男，大泉尚美，

直樹

【目的】キーンベック病に対する榛骨骨切り術の

臨床成績に影響を与える因子については未だ，一

定の見解は得られていない．本研究の目的は，当

科でキーンベック病に対し僥骨骨切り術を施行し

た症例の術前データ解析を行い，術後臨床成績に

影響を与える術前因子を明らかにすることであ

る．

【方法】対象は41例41手関節．術式はulnar-zero/-

plusvariance例に対し施行した僥骨模状骨切り術

22例(Lichtmanstagell,6例;IIIA,3例;IIIB,

12例;IV,1例),ulnar-minus例に行った僥骨短

縮骨切り術19例(stagell,4例;IIIA,2例；

IIIB,12例;IV,1例）である．手術時平均年齢

は36歳，平均経過観察期間は38ヵ月であった．

統計学的解析は，術後臨床スコア(total21)を従

属変数とし，術後臨床成績に影響を与えると予測

される術前の各因子を独立変数とし(11因子),

multipleregressionanalysisを用いて行った

(p<.05).

【結果】術後臨床スコアは平均16.1(10-21)であ

った．本解析において，統計学的に術後臨床スコ

アを低下させていた因子は男性例(p=.049),年

齢，特に55歳以上の高齢者例(p=､009),術前

手関節可動域の低下例(p=.039)であった．一

方,stageおよび術式は他の因子と比較し，術後

臨床スコアに有意な影響は与えていないと考えら

れた．

【結論】キーンベック病に対する僥骨骨切り術の

術後臨床成績に影響を与える因子としては，男性

例，55歳以上の症例，術前手関節の著明な低下

例と考えられた．これら因子のなかでも，統計学

的に手術時年齢が術後臨床成績に最も影響を与え

る術前因子と思われた．

-S55-

1-4-24

キーンベック病に対する有頭骨短縮術の

治療成績

AClinicalResultofCapitateShorteningfor
Kienb6ck'sDisease

'兵庫医科大学整形外科，2やました整形外科

○大迎知宏11田中寿-11山下仁司21

戸祭正喜!，奥野宏昭！

【はじめに】キーンベック病，特に進行期症例に

対する手術方法に関しては未だ様々な意見の分か

れるところである．我々 は従来null/plusvariance

症例に対しても僥骨短縮術を行っていたが，術後

に生じた遠位僥尺関節障害や偽関節発生の経験か

ら，以降null/plusvariance症例に対しAImquestの

提唱する有頭骨短縮術と有頭有鉤骨固定術を行っ

てきた．その成績につき若干の考察を加え報告す

る．

【対象・方法】本法を施行した15症例のうち，術

後6ヶ月以上経過観察し得た11症例11手（男性

7例，女性4例経過観察期間6ケ月～4年4ケ

月：平均25.7ケ月）を対象とした．年齢は16～

66歳（平均44．2歳）．術前のX線評価では

Lichtman分類でStage2:2例,3A:2例,3B:

7例で,ulnarvarianceはnull4例,plus7例であっ

た．手術は約2mmの有頭骨短縮に加え，有頭

骨・有鉤骨間のdecorticationと骨移植を行い，

HerbertscrewまたはDTJscrewで内固定を行った．

術後は約4週間の外固定の後，可動域訓練を開始

した．

【結果・考察】術後評価はEvansの臨床評価基準

を用いた.good3例,fair6例,poor2例でvery

poor症例はみられなかった．特に瘻痛に関しては

全例術前に比べ改善がみられた．X線評価は

Stage,Carpalhightratio,Stihlindex,Radio-

scaphoidangleを検討した．stageの進行は1例の

みに認めた．術後に月状骨の陥没が進行する症例

があったが，臨床評価との相関は認めなかった．

偽関節，感染症の合併は認めなかった．

症例の大半がStage3Bにもかかわらず安定した

術後成績が得られた．本法は僥骨模状骨切り術に

比べ小侵襲で，外固定期間がきわめて短く，有用

な手術方法であると思われた．
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Kienb6ck病に対する榛骨模状骨切ﾚﾉ術一

Volartiltの変化からみた術後成績の検討一

RadialClosingWedgeOsteotomyfOrKienbOck

Disease-AClinicalStudyfOrChangeofBiplane

ArticularlnclmanonofRadius-

'五島中央病院整形外科，2いまむら整形外科，3披

済会長崎病院整形外科，』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』

【目的】KienbOck病に対する僥骨模状骨切り術と

して,radialinclination(以下RI)を15減少させ

るradialclosingwedgeosteotomyを施行している

が，術後のRIの変化にはばらつきが多く，この

ことはvolartilt(以下VT)にも少なからず変化を

きたしている可能性がある．そこで今回，僥骨模

状骨切り術施行例の術前後のVTを計測し，僥骨

関節面のbiplaneでの傾斜の変化が術後成績に与

える影響について検討した．

【対象と方法】僥骨模状骨切り術を施行した

KienbOck病36例を対象とした．年齢は平均40歳，

追跡期間は平均4年，病期はstagellが4例,stage

ⅢAが15例,stagelllBが17例であった．術後成

績は中村の評価基準で判定し，術後のR1,VTお

よびその変化量と術後成績との関係について検討

した．

【結果】VTは術前平均10.6.が術後平均11.1。と

両者に差はなかったが，個々の症例でみると，不

変例は8例のみで，16例が掌屈位，12例は背屈

位に変化していた．次に，各病期ごとに術後成績

との関係を調査したが，両者に有意な関係は認め

なかった．さらに僥骨一月状骨間の側面像での適

合性から検討すると，適合性良好群(19例）で

は，やはり有意な関係はみられなかったが，適合

性不良群（17例）では，術後のVTおよびその変

化量ともに術後成績との間に有意な相関(p<

0.05）が認められ，また,RIおよびVTの2要因

からみた重回帰分析では,RIが減少し，かつVT

が掌屈方向へ増加するほど，術後成績も向上する

傾向が認められた(p<0.05).

【結論】適合性が不良なstagelllBまでのKienbOck

病に対して，僥骨模状骨切り術を行う際には,RI

をできるだけ減少させるradialclosingに加えて，

VTを掌屈方向に増大させるvolarclosingを加味し

たbiplaneosteotomyも成績向上の一手段となり得

る可能性が示唆された．

1-4-26

舟状骨無腐性壊死に対する血管柄付き第2

中手骨移植術の検討

AsepticNecrosisoftheScaphoid,Reconstructed

withVascularizedSecondMetacarpalBoneGraft

'済生会新潟第二病院整形外科，Z新潟手の外科研

究所，，新潟県立吉田病院

○牧野正晴!，吉津孝衛2，牧裕2，

坪川直人2，諸橋政人］

【はじめに】舟状骨無腐性壊死はまれな疾患であ

り，そのため一定の治療方法はない．演者らは壊

死骨を血管付き骨で置換することにより骨の再生

が誘導され治癒が可能になると考え，3例に血管

柄付き第2中手骨移植術を施行した．

【症例および方法】手術方法はすでに発表したの

でここでの重複はさける．症例1,28歳女性，無

職．右手関節痛発現後10ヶ月で壊死骨掻爬後に

10×7×3mmの血管柄付き骨および遊離海綿骨

を移植した．同様の手術を症例2，25歳女性理学

療法士，左手関節痛発現後3年，症例3，50歳女

性事務職右手関節痛発現4ヶ月後に対してもお

こなった．3例とも明らかな外傷の既往はなく，

術前の単純レントゲン線（以下し線）像では舟状

骨近位2/3の硬化像，圧塊像が認められ,MRIの

Tl強調像では結節部以外は低輝度を呈しており，

特発性の舟状骨無腐性壊死と診断した．

【結果】術後経過期間は症例1,2,3,それぞれ

40，27，9カ月である．術前の手関節痛は消失し，

可動域はほぼ同じであった．握力は術前と同じか

増大していた．し線像では1部硬化像を残した修

復像がえられ，術後早期のMRIでは移植骨の存

在が確認され，経過例では移植骨周囲にも骨の再

構築が起こっていることが認められた．

【考察】本疾患は骨折後の無腐性壊死との鑑別が

必要である．特発性では明らかな外傷の既往がな

い事，し線像で病巣が結節部以外の舟状骨全体に

広く及んでいる事，変形治癒や偽関節形成が認め

られない点から鑑別可能である．治療方法として

は前関節症期であれば舟状骨の温存を図るべきで

あり，壊死骨を有血行骨で置き換えることが理論

的である．今回の検討からそれが証明されたと考

える．その方法として，血管柄付き第2中手骨移

植術は罹患手関節だけの手術操作で済む実際的な

低侵襲手術である．
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キーンベック病に対する血管柄付き骨移

植術の手術成績

TreatmentofKienbOckDiseasewiththe

VascularizedBoneGrafts

!信州大学整形外科，ユ信州大学医療短期大学理学

療法科，3信州大学医学部付属病院リハビリテー

ション部，』国立長野病院整形外科

○村上成道!，斉藤覚璽，小林博--11

畑幸彦3，中土幸男‘

【目的】当科ではキーンベック病のLichtman分類

stage3症例を中心に血管柄付き骨移植術を施行し

ている．今回，術後2年以上経過観察し得た症例

の臨床成績を検討し，術後X線,MRIにより評

価したので報告する．

【対象と方法】1989年から2000年に血管柄付き骨

移植術を施行したキーンベック病12例を対象と

した.Lichtman分類stage3a9例,3b3例，男性7

例，女性5例，平均年齢37歳（21～58歳)，術

後平均経過観察期間は4.2年であった．血管柄付

き骨の採取部位は僥骨遠位掌側2例，第3中手骨

背側10例であった．術後臨床成績はEvansの評価

法で行った．術後単純X線でcarpalheightratio

(CHR)と関節症性変化を観察した．全例に術後

MRIを施行し，月状骨の状態を評価した．

【結果】術後全例が現職に復帰した．臨床成績は

good8例,fair4例であった．関節可動域，握力

は術前に比し有意に改善した.X線写真上,2例

に著明なCHRの低下を認めた．これら症例では，

月状骨圧壊の進行を認め，軽度の関節症性変化を

認めた．他の症例でも，完全に正常な骨梁構造に

改善した症例はなく，一部に骨硬化像を伴う変化

を認めたが，圧潰の進行は認めなかった．術後

MRIは,3年ほどで正常のシグナルに近づく傾向

を認めたが，完全に周囲の他の手根骨と同等の信

号を示すことはなかった．

【考察】術後CHRの低下を認めた症例は56歳，

58歳と比較的高齢者であり，移植した血管柄付

き移植骨の質の問題は考慮すべき点と考えられ

た．その他の症例ではX線,MRI所見上完全に

正常な月状骨と同じ信号には改善しなかったが，

CHRの変動もなく，臨床成績も良好であり，月

状骨は構造的に安定した状態になっていると考え

られた．
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腱鞘炎発症におけるELAM-1(E-selectin)

の関与について

TheExpressionofELAM-lonTenosinovitis

'藤田保健衛生大学第二教育病院整形外科，2足利

赤十字病院整形外科

○寺田信樹!，松岡元法!，浦部忠久ユ

【はじめに】腱鞘炎の発症には機械的刺激だけで

なく様々な要因が関与していると考えられる．

ELAM-1(E-selectin)は白血球の血管内皮への接

着に関与する，炎症に関連した接着分子である．

我々はこのELAM-1が腱鞘炎の発症にも関与して

いるものと予想し，バネ指手術時に採取した腱鞘

組織を材料に，免疫組織化学的にELAM-1発現を

観察し検討した．

【対象】21例21指のバネ指症例に対して，手術時

に切開切除したAlプーリーを検体とした．各検

体につき連続切片を作成し,Hematoxylin-Eosin染

色,CD31染色,ELAM-1染色を施し光学顕微鏡

下に観察した．CD31陽性を示す血管の中で，

ELAM-1に陽性を示すものの比率を求め比較検討

した．

【結果】バネ指腱鞘は密な線維性組織であるため，

腱鞘自体に含まれる血管成分はごく僅かであった．

しかし，腱鞘周囲の疎な結合組織には多くの血管

成分が観察された．これらの腱鞘および腱鞘周囲

組織に含まれた血管におけるELAM-l陽性率は

20％-50％であり，平均30.2%,SD7.8%であった．

【考察】ELAM-1は血管内皮細胞に発現し，白血

球を血管内皮に緩やかに接着させる作用をもつ接

着分子である．細菌性炎症などの際にも炎症早期

に発現し，この発現がきっかけとなり白血球が血

管外へ漏出すると考えられている．一般に，正常

組織血管ではELAM-1は発現していないと考えら

れており，免疫組織化学的には少量の発現であっ

ても何らかの異常変化と捉えることができる．バ

ネ指腱鞘周囲の血管にに20％-50％の確率で

ELAM-1が発現していることを明らかにした今回

の研究結果は，腱鞘炎発症にELAM-1発現が関与

している可能性を示唆するものと考えられた．し

かしながら，正常腱鞘におけるELAM-1の発現状

況についてのデーターはなく，今後検討すべき重

要な点であると考えている．

1-5-2

弾発指皮下腱鞘切開手術

SubcutaneousLigamentousSheathReleasefOr

SnappingFinger

日本赤十字社医療センター整形外科

○本村朋英，奥津一郎，喜多島出，

瀬尾 理利 子， 吉田 綾

【目的】当科で行っている弾発指に対する皮下腱

鞘切開手術の有用性について検討する．

【対象と方法】弾発指に罹患し2001年7月以降に

当科を受診した患者で，皮下腱鞘切開手術を施行

した60例121指の再発と合併症の有無を調査し

た．また，このうち20例24指については術前・

術後の可動域を測定した．

【結果】手術は，1指につき2%lidocainel～2ml

の局所麻酔下に皮肩切込針を用いて行った．術

前・術後の平均可動域は，母指IP関節で術前

53｡が術後72｡,MP関節では71･が75.へ，他の

指ではDIP関節で56｡が57｡,PIP関節で75。が

84｡,MP関節では68｡が68。と改善が認められた．

手術を受けた121指中4指は再発のため初回手術

後平均1016日で再度皮下腱鞘切開手術を受けて

いた．再発は全例透析患者であった．今回の手術

後追跡調査では再発および合併症は無かった．

【考察】1指につき皮膚に1～数カ所切込針を刺入

して，皮下で靱帯性腱鞘を切離する本法は，外来

診察室で容易に行える．空気止血帯の使用は不要

であり，創保護期間は1日である．手術翌日より

手指を濡らすことも可能で手指の使用制限は全く

無い．問題としては直視下の腱鞘切開手術に比べ

て神経血管損傷や腱損傷の可能性が高そうな事や

靱帯性腱鞘の切り残しが危倶される事がある．当

科では本法を安全に行える様に，当初USE

systemを用いて鏡視下に皮下腱鞘切開を行い，十

分手術法をマスターするようにしている．皮下腱

鞘切開手術は今回の調査結果からも，手の外科の

知識があり，手の解剖を熟知した者が行えば，危

険は少なく低侵襲で有用な術式であると考える．
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外傷を契機に発症した手指慢性滑膜性腱

鞘炎の治療経験

ChronicTenosynovitisoftheHandCausedby

Trauma

'国立大阪南病院整形外科，2市立泉佐野病院整形

外科，，市立芦屋病院整形外科，‘友紘会総合病院

整形外科

○辺見俊一'，斉藤正伸'，島田幸造2，

大野博史3，難波二郎‘

【目的】外傷を契機に発症した手指慢性滑膜性腱

鞘炎の8症例につき検討したので報告する．

【対象】症例は8例（男4例，女4例)，年齢は25

～69歳（平均46歳)，全例鰊や魚の歯による刺

創など外傷歴があった．前医にて抗生剤投与が行

われたがいずれも無効で，4例は腱鞘内ステロイ

ド注射がおこなわれ症状悪化し紹介受診となっ

た．発症から受診までの期間は3～4ヶ月（平均

3.4ヶ月）であった．血液検査上炎症反応を示し

た症例はなく，ツベルクリン反応は4例中2例で

陽性であった．これらの症例に対し診断と治療を

かねて腱鞘滑膜切除術をおこない，術直後より抗

酸菌感染症を考え約6ヶ月間化学療法を行った．

平均追跡期間は12ケ月（6～20ケ月）であった．

【結果】l例を除き再発は認めなかった．再発し

た1例は術後3ヶ月で再手術と感受性のある薬剤

に変更し，その後再発は認めていない．病理組織

所見では非特異的な慢性炎症像で，一般細菌培養

は全例陰性，4例に抗酸菌に対するPCR法をおこ

なったが菌の同定は出来なかった．抗酸菌培養で

4例非定型抗酸菌と同定され,Mycobacterium

(M.)marinum3例,M.avium-intracellulare

complexl例であった．この内の1例は8週目に集

落の形成を認めDNA-DNAhybridization(DDH法）

により同定できた．生化学検査による同定はさら

に4週間遅れた．

【考察】外傷を契機に発症し，抗生剤が無効で血

液検査上炎症反応を認めない慢性滑膜性腱鞘炎は

非定型抗酸菌感染を念頭に入れ治療をおこなわな

ければならない．診断確定には培養検査および

DDH法などの遺伝子工学技術を利用した検査法

が有用であった．

1-5-4

PercutaneousTriggerFingerRelease

-SafetyandEfficasy-

DepartmentofOrthopaedicsandTi･aumatology,

PrinceofWalesHospital,HongKong

○CHWong,PCHo,LKHung

【ObjectivelToevaluatepercutaneousreleaseof

triggerfingers,itsefficacyasanofficeprocedureand

itslongtennsuccessandcomplications.

【MethodandMaterialsISinceMayl999,atotalof

91digitsin84patients(75females,9males)aged27

to81yearshavebeenfOllowedupfOrmorethanone

year.Theaveragefbllow-upperiodwas7.2months.

Therewere20thumbs,6index,51middleandl4ring

fingers.

0.5tolmlofl%lignocainewasinfiltratedintothe

skinoverlyingthethickenedAlpulley.Anl8-gauge

needlewasusedtodividetheA1pulley.

Thepatientswerethenassessedattwo,fiveand

twelveweekspostoperatively.ThiswasfOllowedby

reassessmentatvariousintervalsuptol8month.

【ResultslOfthe91digits,3thumbsandlmiddle

fingerwereconvertedtoopenrelease.After6months,

theaveragepainscorewaslessthanl.Therehave

beennorecurrenceoftriggering,nodeteriorationin

therangeoffingermovement,nomjuriestothedigital

nerveorsignificanttendondamage.

【ConclusionlPe]℃utaneoustriggerfingerreleasehas

provedtobeasafeandeffectivemethodoveralonger

tennfOllowup.Scarcomplicationwasminimal.The

degreeofpatientsatisfactionascomparedtoopen

releaseisyettobeevaluated.
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ド・ケルバン病の新しい診断法一短母指

伸筋腱テストー

NewDiagnosticTestfOrdeQuervainDisease

麻生整形外科クリニック

○麻生邦一

【目的】deQuervain病の診断は，僥骨茎状突起部

の圧痛，腫脹とFinkelsteinテスト陽性にて比較的

容易であるが，病態として重要な短母指伸筋腱

(EPB)炎を区別する方法として新しい徒手診断

法を考案したので報告する．

【方法】診断手技は，手関節最大背屈位にて母指

を能動的に最大伸展させると，痔痛が誘発される

テストであり，ここではEPBテストと仮称する．

【対象】2001年1月より2002年10月まで経験し

た90例のうち，手術所見もしくは腱鞘内ステロ

イド注射著効により診断が確定された30例を対

象とした．手術症例は15例，注射症例は15例で

あった．

【結果】Finkelsteinテストは,30例すべて陽性で

あった．岩原一野末の徴候は，陽性47％，軽度

陽性（軽い痛み）33％，陰性20％とやや陽性率

が低かった．EPBテストは,29例,97%が明ら

かな陽性を示し，1例が軽度陽性を示した．手術

所見では，15例中13例において隔壁をみとめ，

EPB腱の著明な腱鞘滑膜増殖をみとめた．

【考察】岩原一野末の徴候は，手関節を最大掌屈

し母指を能動的に最大外転し，瘻痛を誘発するテ

ストであるが，主として長母指外転筋腱(APL)

に負荷をかける手技であるが故に，瘻痛を誘発す

る確率が低くなり，また痩痛の程度が軽くなるも

のと考えられる．逆にEPBテストは，腱鞘炎の

主体であるEPBに負荷をかける手技であるが故

に，ほとんど全例に陽性であり，また痙痛の程度

が強くなると考えている．

【結論】deQuervain病の診断において,EPBテス

トは陽性率が極めて高く，本症の本態がEPB腱

鞘炎であることの証左になりうるし，また治療に

おいても予後を推測する手がかりにもなるものと

考えている．

1-5-6

短母指伸筋の筋腹の入ﾚﾉ込みが原因と思

われるdeQuervain病

MuscleBellyofExtensorPolUcisBIevisAssociated

withdeQuervamDisease

長野松代総合病院整形外科

○瀧澤勉

【はじめに】短母指伸筋の筋腹が第1コンパート

メントに入り込むことが原因と思われたde

Quervain病の症例がみられたので報告する．

【症例】症例は4症例で，男性1例，女性3例，年

齢は男性が38歳，女性が25歳，35歳，50歳であ

った．罹患側は右1例，左3例で，35歳の女性症

例は反対側を他医で手術されていた．各症例とも

第1コンパートメントに圧痛がみられ，

Finkelsteintestが陽性であった．保存治療を行っ

たが軽快しないため手術治療を行った．

手術所見．局所麻酔下に腱鞘切開を行った．各

症例とも腱鞘の肥厚は軽度であった．第1コンパ

ートメントが完全に開放されたのを確認した．術

中，手関節を尺屈，母指を屈曲した肢位すなわち

Finkelsteintestの肢位で，短母指伸筋の筋腹が第1

コンパートメントに大きく入り込むのが確認され

た．各症例とも術後の経過は良好で，症状は消失

し再発も認めていない．

【考察】deQuervain病は第1コンパートメントの

狭窄性腱鞘炎で，日常診療で多く遭遇する疾患の

一つである．本症は短母指伸筋腱の絞拒が主因と

考えられており術中所見で腱鞘および滑膜の肥厚

が見られる．今回報告した4症例はいずれも腱鞘

の肥厚はわずかで，短母指伸筋の筋腹が第1コン

パートメント内に大きく入り込むのが確認され，

本現象がdeQuervain病の要因となったと考えら

れた．腱の筋腹が要因で絞槐性神経障害がみられ

た報告はみられるがdeQuervain病の要因となっ

たとの報告は渉猟し得た限りではみられず，今後

は本現象が稀な現象であるかどうか検討する必要

があると思われた．
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職業音楽家のフォーカル・ジストニアの

病像と治療

SymptomandTreatmentfOrtheFocalDystonia

AmongProfessionalMusicians

宇都宮大学工学部バイオメカニクス研究室

○ 酒 井直隆

【目的】職業音楽家のフォーカル・ジストニアは

病像が特殊で治療が困難である．これまでに本症

と診断された自験例60例の病像と，保存的治療

について報告する．

【対象と方法】1995年から2001年までに治療した

職業音楽家のフォーカル・ジストニアは60例で

あり，平均年齢は33歳，男24．女36例であった．

発症年齢は平均29歳で，発症から受診までの期

間は平均3年3ヶ月であった．楽器別ではピアノ

が48例と最も多く，弦楽器が4例（バイオリン2，

ビオラ1，ハープl),管楽器が6例（クラリネッ

ト2，フルート2，オーボエ1,ファゴット1),

打楽器が2例（マリンバ1，ティパニー1）であ

った.ジストニアの症状の特殊性について検討し，

保存的治療として異常運動の起こる演奏パターン

を低速度で行うSIowDownExeI℃iseを1日10～30

分間行わせた．訓練中の演奏速度はメトロノーム

で記録させ，訓練効果の指標とした．

【結果】演奏中の特定の手指運動パターンで異常

運動が出現したものが57例，運動制御が困難とな

ったものが3例であった．異常運動が出現したの

は右38・左30指であり，指屈曲が50指，伸展18

指であった．異常運動の出現する指は母指4．示

指17．中指18．環指17．小指12指であった．ピ

アニスト48例中では音階演奏で異常運動が出現す

るものが21例，オクターブ17．和音10･トリル

9．アルペジオ7例であった．SIowDownExercise

が有効であったのは47例で，いずれも訓練開始後

3ヶ月から7ケ月の間に演奏速度が上昇し始め，

平均1年7ヵ月後に本人が正常であると認める演

奏速度の80％まで回復することができた．

【結論】職業音楽家のフォーカル・ジストニアは

異常運動が起こる特定の演奏パターンがあり，こ

れにSIowDownExerciseを行わせることで良好な

治療結果を得た．

1-5-8

片麻痒手における爪形態の左右差

AsymmetryofFingerNailsinHemiplegia

!関東労災病院整形外科，2帝京大学整形外科

○小林康一‘，黒島永嗣2

【目的】第45回日本手の外科学会で母指は利き手

の爪が非利き手の爪より「横長」であると報告し

た．同時に測定した最大ピンチカはこの左右差と

相関せず，爪の形態を決定している後天的因子を

特定できなかった．爪形態に関与する因子を検索

するために，日常の手の使用状態に明確な左右差

を持つ片麻溥の両手の爪を観察測定した．

【対象と方法】脳卒中による片麻痒の男性14人と

女性6人（上肢BrunnstromStagel:17人Stage

6：3人）の全指の爪を計測した．発症からの期

間1ケ月～1年の15人をA群，2年～12年の5人

をB群とした．ビデオカメラと指の距離を5cm

に固定して，それぞれの爪を指の背側正面・側面

と遠位軸方向正面を撮影した．コンピューター上

に以上の画像を取り込み，自作ソフトで爪長さ

比＝爪長さ/爪最大幅，軸の爪高さ比＝軸の爪高

さ/爪郭間距離，側面の爪高さ比＝側面の爪高さ／

側面の爪長さ,僥尺側の爪郭のなす角度を求めた．

左右差にはpairedt-testを用いた．

【結果】AB両群全体では麻痒側は爪長さ比(全指),

軸の爪高さ比（示指以外)，側面の爪高さ比（母

示小指）が有意に大きく，爪郭の角度（全指）が

有意に小さかった(p<5%～0.01%)．一方，発

症1年以内のA群では爪長さ比（母指以外)，軸

の爪高さ比（母示指以外)，爪郭の角度（全指）

が有意差を示し(p<5%～0.01%),側面の爪高

さ比（全指）は有意差がなかった．

【考察】爪形態の左右差は健常人では母指のみに

観察されたが，今回対象とした片麻鹿では全指で

認めた．麻痒手の爪は健側と比較して「縦長」で

｢末広がりが少な」<長軸方向にも横軸方向にも

｢カール」が強かった．しかし母指爪の縦長変化

と全指長軸でのカールは短期間の麻揮では認め

ず，これらの変化には長期の時間を要すると推測

した．
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1.5-9

脳血管障害例の手指変形，ボタン穴，白
鳥頚変形発生の考察

ExaminationforFingerTransformationof

CerebrovascularDiseasePatients

'北条病院，2大阪市立心身障害者リハビリテーシ

ョンセンター，3大阪市立大学リハビリテーショ

ン部，4大阪市立大学整形外科

○島津晃11大草良夫21中士保31

五谷寛之4，米田昌弘4

【目的】脳血管障害患者の手指変形の発生因子に

ついて考察をし，その予防に役立つ情報を得る．

【症例】脳血管障害片麻揮例のBmnnstromstagel-

5の105例（50-96歳，男58％・発病後1年以上経

過し，変形の固定した症例)．

【結果】指変形は指伸展変形5例，軽度屈曲変形

48例，中等度屈曲変形39例，高度屈曲変形13例．

MP関節側副靱帯拘縮12例，ボタン穴変形7例，

MP関節屈曲例（類ボタン穴変形)10例，白烏頚

変形33例,MP関節伸展例（類白鳥頚変形)2例

であった．

【考察】発生に関与した因子．1，深指屈筋の強い

屈曲痙直これはDIP関節の屈曲仕事量は低下す

る．従って,DP関節の他動的過伸展を制動せず，

ボタン穴変形因子となる.DIP関節の屈曲仕事量

の低下は正常成人の指を固定して伸展強制力を加

えて得た実験結果からこの因子の存在を明らかに

した.2,DIP関節の屈曲変形．変形性関節症，

malletfinger.60-93歳の正常手の132例，また，

健側手を調べ共に30％の高率にこの変形を認め

た.DIP関節の屈曲変形は指伸展力が回復すると，

PIP関節の過伸展を誘い，白鳥頚変形の因子にな

る.3,MP関節屈曲拘縮は背側腱膜の中央索を

通じてPIP関節に働き過伸展，そして白鳥頚変形

の因子となる.4,Brunnstromstagelが遷延して

指を伸展位に固定しているとMP関節の側副靱帯

拘縮を起す．

【結論】脳血管障害患者の手指変形では，痙性麻

痒による筋力バランスの不均衡以外に上記の因子

が加わる．

1-5-10

麻痒肩に対する多数筋移行術の術後成績

OutcomeoftheMultipleMuscleTransferfOrthe

ReconstructionofParalysedShoulder

山口大学整形外科

○橋本貴弘，重冨

村松慶一，河合

充則，伊原公一郎，

伸也

【目的】神経麻輝による肩挙上不能例に対して多

数筋移行術を行ったので，その臨床成績を報告す

る．

【方法】対象は，1993年以降に神経麻痒による肩

挙上不能例に対し肩関節機能再建の目的で多数筋

移行術を行った9例9肩である．原疾患の内訳は，

頚椎症性筋萎縮症が5例，腕神経叢麻痒（外傷性

麻痒3例，分娩麻痒1例）が4例であった．対象

年齢は頚椎症性筋萎縮症群が平均63歳（47～

75)，腕神経叢麻痒群が平均26歳（17～39）で

あった．術後経過観察期間は，全例6ヶ月以上と

した．

【結果】頚椎症性筋萎縮症群については，高齢で

他疾患の合併のためにリハビリテーションを十分

に行えなかった1例を除く4例において，全例

160度以上の自動挙上が可能となった．日整会肩

関節疾患治療成績判定基準による臨床評価では平

均88点（78～95）であった．これに対し，腕神

経叢麻溥群の術後成績は概して不良で自動挙上に

よる可動域は外傷性麻痒例で平均80度（60～

100)，分娩麻痒例で135度と，外傷性腕神経叢麻

揮例よりも分娩麻痒例において比較的良好な成績

であった．

【結論】麻溥肩に対する肩関節機能再建術として

の多数筋移行術は，年齢が比較的若年の頚椎症性

筋萎縮症例と分娩麻痒例においては良好な成績が

期待できる．
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1-5-11

頚髄症による上肢機能障害に対する再建

法の検討

ReconstructionofUpperExtremityFunctionin

CervicalMyelopathy

高知医科大学整形外科

○野口政隆，谷脇祥通，坪屋英志，

谷俊一，山本博司

【目的】圧迫性の頚髄病変に起因する上肢の麻痒

性機能障害に対しては，先ず頚髄に対する除圧手

術が行われるが，十分な麻痒の回復が得られず，

ADL上有用な上肢機能が得られない例が見られ

る．我々はこのような症例に対して積極的に機能

再建術を行ってきたので，検討を加え報告する．

【症例】症例は男性2例，女性1例である．手術

時年齢は平均53（48-61）歳であった．原因疾患

はC6/7レベルに起因するradiculomyelopathyが1

例,C3-7レベルに起因するcervicalspondylotic

amyotrophyが1例,C2-7のOPLLが1例であった．

上肢機能障害発生から頚椎除圧手術までの期間は

3カ月から2年2カ月であり，頚椎除圧手術から

上肢機能再建までの期間は2カ月から1年4カ月

であった．再建した機能は指伸展機能が2例，肘

屈曲機能が1例であった．再建方法はRiordanの

変法による腱移行を行ったのが2例,Steindler変

法を行ったのが1例であった．

【結果】上肢機能再建後の経過期間は1年から2

年5ヵ月である．全例有効な筋力が得られ,ADL

機能は改善した．指伸展機能を再建した1例では

術前尺骨神経麻痒も合併していたが，手内在筋の

機能も経時的に改善し,Steindler変法を行った1

例においても肘屈曲筋力,ROMは経時的に改善

した．

【考察および結語】上肢の麻溥性機能障害の原因

が圧迫性の頚髄病変にある場合，頚髄の除圧を行

っても麻痒筋の十分な筋力回復が得られない例が

ある．電気生理学的検査などから麻痒筋の筋力回

復の予後が不良と予想され，移行する筋の筋力が

MMTにて4以上となれば，積極的に筋腱移行な

どにより，手指，肘機能の再建を行ってADL機

能の改善に努めるべきである．また長期的にも麻

痒筋の回復により，更なるADL機能の向上が期

待できる．

1-5-12

高位僥骨神経麻痒・上腕二頭筋機能不全

合併例に前腕回外再建を行った2例

TwoCaseReportsofReconstructionofForearm

SupinationforHighRadialNervePalsywith

DysfUnctionofBiceps

'琉球大学整形外科，2豊見城中央病院整形外科

○長嶺順信ll金谷文則11普天間朝上11

安里英樹1，新垣晃2

【はじめに】高位僥骨神経麻痒に対して手関節・

手指の伸展再建は行われるが，上腕二頭筋腱によ

り回外できるため回外再建の必要はない．今回，

高位僥骨神経麻源・上腕二頭筋機能不全の合併例

で回外不能なためADLの障害が高度な症例に対

して尺側手根屈筋腱を僥骨背側に移行する

Steindler法を行い良好な成績を得たので報告す

る．

【症例】症例1：41歳，男性．交通事故にて右上

腕骨開放骨折および筋皮・榛骨神経断裂，正中神

経損傷を受傷した．他院にて骨接合されたが感染

性偽関節となり当院に紹介された．上腕骨々接合

後，広背筋移行による肘屈曲再建を行い，僥骨神

経麻痒に対しては屈筋腱移行により手関節・手指

伸展再建を行った．手関節・手指伸展は可能とな

ったが，前腕回外が不能で把持動作や洗顔動作が

困難であったためSteindler法を施行した．術後

17か月で前腕自動回外70.,回内70｡,MMT3と

なり，把持動作や洗顔動作が容易になった．症

例2：59歳，男性．ワイヤーロープに右上腕を

巻き込まれて，上腕骨開放骨折および上腕二頭筋

断裂と僥骨神経断裂を受傷した．他院にて骨接合

のみを施行されたが偽関節となり当院に紹介され

た．骨接合と上腕二頭筋断裂に対して腱移植術を

行ったが，前腕自動回外20｡,MMT2であったた

め，屈筋腱移行による手関節・手指伸展再建と同

時にSteindler法を施行した．術後7か月で前腕自

動回外70｡,MMT3と改善した．

【結語】高位僥骨神経麻痒・上腕二頭筋機能不全

の合併例では回外不能によるADL障害が大きい．

手関節・手指伸展再建術に加えてSteindler法によ

る前腕回外再建を行うことにより良好な回外機能

を獲得することができた．
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1-P2-1

母指形成不全症に対する小指外転筋移行

術-MP関節安定性と母指回内機能獲得を

目的とした改良法一

AModifiedAbductorDigitiMininOpponensplasty

inCongenitalHypoplasticThumb

慶應義塾大学整形外科

○高山真一郎，仲尾保志，池上博泰，

渡辺理，関敦仁

【はじめに】先天性母指形成不全症Blauth分類II

およびⅢaの治療の基本は母指の対立再建で，小

指外転筋(ADQ)移行術が広く行われている．

しかし母指MP関節の動揺性が著しい例では，つ

まみ動作で母指が榛屈し，良好な機能は得難い．

われわれはこの問題点を解消する目的で改良法を

考案した．

【術式の要点】ADQを長く利用するため，その停

止部をできるだけ末梢で切離し，さらに起始部を

豆状骨から剥離，榛側に移動させ固定する．移行

筋は，長母指伸筋腱と基節骨間を通してMP関節

尺側の関節包および母指内転筋腱に縫合する．こ

れにより，掌側外転だけでなく母指に対する回内

効果とMP関節尺側の安定性獲得を目指した．

【症例および結果】母指MP関節の著明な動揺性

を伴う,Blauthll型およびIII型の10症例12手に

対して本法を行った．症例は男児4例，女児6例

で，右8手，左4手，手術時年齢は2歳から9歳

平均4.6歳で，Ⅱ型2手，Ⅲa型8手，Ⅲb型2手で

あった．IIIbでは第4中足骨移植によりCM関節

を再建後，2期手術で本法を施行した．全例で，

移行筋は母指MP関節尺側に縫着可能であった．

また4例で長母指屈筋腱の再建，4例で第1指間

の形成を加えた．術後期間は平均23カ月で，全

例MP関節の安定性と対立機能の改善が得られ，

母指と示・中指指腹が対向した．移行筋が壊死に

陥った例はなかったが,1例で長母指伸筋腱との

癒着による伸展拘縮が見られた．

【考察】母指MP関節の動揺性は母指形成不全症

の一要素で，つまみ動作障害の原因となる.MP

関節安定化を目的とした術式は多いが，本法は手

技的にも容易で，母指の回内効果も得られる．同

様な発想で，短母指外転筋停止部を基節骨背側を

回してMP関節尺側に移行する方法を考案し，母

多指症や分娩麻痒4例の対立再建に試みたので，

合わせて報告する．

1-P2-2

母指形成不全に対する母指化術の成績

ResultsafterPollicizationfOrHypoplasticThumb

I山形大学整形外科，2札幌医科大学整形外科

○荻野利彦!，高原政利!，石垣大介11

佐々木淳也11北村三穂2

【目的】僥側列形成障害の部分症である母指形成

不全に対して行った母指化術の機能的予後を調査

した．また，予後に影響を与える因子を検討した．

【症例と方法】母指化術を行った26例のうち僥側

列形成障害以外の3例および2年以上の経過観察

が不可能であった5例を除いた18例23手を対象

にした．症例は，男12例，女6例，手術側は右9

例，左4例，両側5例である．手の変形はBlauth

分類3型1手，4型11手,5型8手，複数指欠損1

手，五指手2手であった．術前に指可動制限が認

められたのは7手であった．僥骨欠損が存在し母

指化術の前に中心化術を行った例が8手であっ

た．母指化と同時に植皮を行った例が2手，追加

手術として関節再固定術2手,Brand法十対立再

建術2手，中手骨回転骨切り術l手，内転筋再建

術1手であった．手術時年齢はl.2歳～5.8歳，平

均2.4歳であった．これらの例に対して，つまみ

動作，母指化した指の可動域と使用頻度,利き手，

つまみ力を調べた．また，術前の指可動制限およ

び僥骨欠損の有無と成績の関係を調査した．術後

経過観察期間は2年～19年，平均7.0年であった．

【結果】母指を用いてのつまみ動作は術前23手全

例で不可能であったでが，術後は，再建母指と残

りの全指で可能（優)16手,2指で可能（良)4

手,1指で可能（可)3手であった．母指の自動

運動はIP関節で可能17手,MP関節で可能20手

であった．自動運動が可能な例の平均可動域は，

IP関節で－5．，屈曲42｡,MP関節で伸展2｡，屈

曲39.であった．再建母指の使用頻度は，つまみ

動作時常に使用：17手，時々使用：6手であっ

た．片側手術例9例中で手術側が利き手である例

が2例存在した．片側罹患の再建母指を用いたつ

まみ力の健側比は平均48％であった．術前に指

可動制限と僥骨欠損のある例で成績不良例の割合

が多かった．
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1-P2-3

合指症手術の工夫

SomeRefinementsinSyndactylyOperation

長野赤十字病院形成外科

○岩澤 幹直

合指症は，単純な2指間の皮層癒合から複数の指

に指数の増減を伴う合指症まで多様な病態があ

り，患者ごとに十分な検討が必要で，手術にも多

様性がある．2指間の合指症手術については，歴

史的に多数の手術法が述べられ，出尽くしが感が

ある．私達は，多くの2指間皮層合指に適応しや

すいと考えられる藤田らの報告した背側M型皮

弁による指間形成と罹患指へ均等な量の植皮術を

標準にしている．しかし，この方法のみでは解決

できない症例で，以下のような工夫を合わせてお

こなっているので報告する．1）指数減少のない

多指，合指，裂手症に見られる指列配列異常に伴

う合指症の手術での健側手掌紋理をもとにしたデ

ザイン法．多指，合指，裂手症の指配列の異常の

手術時，健側手掌の皮層紋理をフイル用紙に採取

し，遠位，中央，近位手掌皮層線を再現する事で

指配列デザインの基礎にする方法は，みだれた指

の位置関係,指間の深さまた皮層不足分を術前中
に評価するために有用な手段である．片側罹患例

だけでなく，年齢に応じた大きさの掌側紋理をフ

イルム用紙にあらかじめ準備しておけば，両手罹

患例でも応用可能と考えられる.2)Ape並症候群
での示指，中指，環指3指の指先骨性合指の分離

時，指先に4つの指腹皮弁を挙上し側方に移行す

る事により，骨露出部の被覆と側爪郭の形成を行

う．3）中手骨癒合症,Ape戒症候群の母指変形に

対する矯正骨きり術に併用する肋軟骨移植．1歳

児でも肋軟骨の採取は容易で，支持組織として十

分である．我々の経験は少数ではあるが，小子化

傾向のなか，各施設で経験する症例数も減少して

いく事を考えると，合指症手術について経験的な

方法より客観性のある再現性の高い方法を検討し

てく必要性を感じる．
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1-P2-4

合指症手術後のweb上昇を防止するため

の皮弁形成の工夫

CurrentDesignofFlapsAvoidingPost-operative

WebCreepinginSyndactyly

埼玉成恵会病院・埼玉手の外科研究所

○児島忠雄

【目的】理想的な合指症の手術は，初回の手術で

合指が分離されて，成長に伴う拘縮が起こらない

ようにすることである．そのために，分離の際の

デザインに種々の工夫が行われてきた．なかでも

指間のwebの上昇を如何に防止するかについて，

努力が払われてきた．背側矩形皮弁で指間を形成

し，掌側は大きなzigzag切開で一側の指基部を皮

弁で，他側を遊離植皮で被覆する方法を行ってき

たが，長期遠隔成績でwebの上昇をみる症例が意

外に多いことが確認された．そこで分離に際し他

側にも小三角弁を加える方法やY形背側矩形皮弁

法を行ってきた．

【方法】Moss&Foucherは指の側面基部に基底を

有する小三角弁を掌側から起こし，矩形皮弁の両

側に移動し，指間を形成すれば,webの上昇をき

たさないと報告した.演者はこの方法を取り入れ，

一側を大きな三角皮弁で覆うとともに，他側に小

三角皮弁を応用した．また，症例に応じて，演者

が考案したY形背側矩形皮弁法を応用した．

【成績】埼玉手の外科研究所開設以来，合指を呈

する手先天異常は18例で，うち，狭義の合指症8

例，合短指症2例,CCRS4例，アルトログリポー

シス3例,Ape前症候群1例であった．他病院での

術後のweb上昇に対して二次的に行ったのは2

例・3手であった．従来の方法を行った8例・11

手・15指間のうち,4例･6手･7指間では軽度

のweb上昇を認めた．小三角弁を応用した10

例．11手･12指間では，最長3年であるが，

webの上昇を認めていない．また,Y形背側矩形

皮弁法の症例でも良好な結果が得られた．

【結論】小三角皮弁併用法とY形背側矩形皮弁法

は術後のwebの上昇を確実に防止できると考えら

れる．これらの方法の利点，欠点，手技上の注意

点について述べる



1-P2-5

Type別，母指多指症の長期術後成績
Long-timeFollow-upofSurgicalOutcomein

ThumbPolydactyly

'国立東名古屋病院整形外科，2名古屋大学手の外

科

○牧野仁美'，堀井恵美子2，中村蓼吾2

【目的】母指多指症の術後経過は一般的に良好で

あると言われているが，長期経過観察を行うと二

次再建術を要する症例もかなりあり，また，多数

回の手術にも関わらず予後不良な症例があること

も報告されている．それらを明らかにする目的で

Wasseltype別の治療成績を検討した．

【方法】2002年10月現在，10歳以上の母指多指

症例のうち浮遊型を除き，追跡調査が可能であっ

た109例（平均年齢13.2歳）を対象とした．術後

成績は多田の評価法変法を用いた．末節骨分岐型

(Wasseltypel&2),基節骨分岐型(Wasseltype

3＆4)，中手骨分岐型(Wasseltype5&6)に分

類し，それぞれの治療成績を比較した．

【結果】術後成績で良以上のものは，末節型で94

％，基節型58％，中手型44％と分岐高位が近位

である程成績は不良であった．分岐高位別に成績

不良因子に着目すると，末節型では手術創や爪の

変形など形態に関する不満足が成績不良の主な要

因であった．基節型では両母指の基節骨が骨性に

癒合しているtype3,type4のうち基節骨基部が

軟骨性に癒合しているもの，および中手骨と基節

骨が軟骨性に癒合しているもの，僥側尺側の両指

が低形成なものが予後不良であった．中手骨型で

は骨軸偏位およびMP関節の不安定性が，将来的

な変形と不安定性の進行の大きな要因となってい

た．

【考察】母指多指症の術後成績は分岐高位・形態

よりある程度予測が可能で，手術方法に関わらず

予後が不良である症例が存在する．将来的に発生

しうる変形や機能障害を考慮し，適切な初回手術

を行うこと，家族にも病態を理解してもらうこと

は，母指多指症の治療を行っていく上で必要不可

欠である．

1-P2-6

母指多指症二次変形の成因と治療

CauseandTIeatmentofSecondaryDefbrmityafter

OperationfOrPolydactylyofthe'I11umb

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，

三 宅 潤 一

母指多指症の術後の経過を追ってゆくと患児が成

長するにしたがって残存母指に徐々に変形を生じ

ることがある．今回，その原因を明確にする目的

で我々の経験した母指多指症術後変形例を再検討

したところ，母指多指症の術後に成長に伴って変

形が発生するメカニズムにはいくつかのパターン

があることに気付いた．

1．abnonnalgrowthcongenital

残した母指自体にabnormalityが残存し，成長の

対称性が損なわれている．

2.abnonnalgrowthacquiI℃。

過剰指を切除したために残存指にpartialgrowth

a面estを生じた．

3．inbalanceofmuscles

内外転，屈曲伸展のバランスが不良である．

4．repetitivestressindailylife

繰り返すピンチがIP関節の安定性を損ない，変

形を助長する．

5.multipleanomaly

屈筋腱や伸筋腱の低形成や,deltaphalanxなどの

奇形要素が残存して変形を来たす．

6.technicalproblem

小児のsmallnessに基づく手術の困難さが不十分

な初回手術となって変形をもたらす．

7.diHicultiesinrehabilitation

リハビリテーション施行に当たって協力が得られ

ないために生じた変形．

の7項目に大別された．通常，ひとつの症例でこ

れらの要素を複数所有している．これらの治療は

困難なことも多く，その予防がより大切である．
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1-P2-7

手指の先天異常に対する遊離足趾移植術
の工夫

FreePartialToeTiansfersfOrCongenitalAnomalies
oftheHand

岡山大学形成外科

○光嶋勲，難波祐三郎，伊藤聖子，
山下修二

【はじめに】先天性手指欠損例に対して血管付き

部分足趾移植術を用いた治療法を行ってきたので

術式の適応，その工夫などについて若干の知見を

報告する．

【症例と方法】6歳から33歳までの10症例に対し

て12移植片を用いた形成術を行った．その内訳

は，浮遊栂指3症例，先天性爪欠損3例，絞槐輪

症候群に伴った指欠損4例，栂指低形成2例であ

った．選択した術式は，第2趾移植6例，血管付

き爪移植3例，血管付き関節移植1例，広背筋穿

通枝と血管付き肩甲骨弁1例，広背筋皮弁と肩甲

骨の合併移植1例であった．手術結果は全ての症

例において移植片の壊死，採集部の合併症などは

なかった．

【考察】先天性指欠損例に対してこれまでは遊離

足趾移植を用いた再建術はあまり行われていな

い．しかし，より正常な形を再建するためにはこ

の方法は必須である．手術適応としては，先天性

爪欠損に対する血管付き足趾爪移植．浮遊母指に

対しては，当初第2足趾の血管付き関節複合皮弁

移植を行っていたが，採取部の変形があるため最

近はより犠牲が少ない広背筋穿通枝皮弁と血管付

き肩甲骨弁の合併移植に変えつつある．更に先天

性絞拒輪症候群などによる手指の全欠損例であっ

ても長い第2趾移植を用いれば整容的に満足でき

る手指を形成可能なことがわかった．

【まとめ】手指の欠損を伴った先天異常に対して

血管付き遊離部分足趾移植術は極めて重要な治療

法と思われる．
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1-5-13

母指多指症例一術後長期経過例の検討一

ThumbPolydactylia-Long-termFollow-upafter

Surgery-

広島県立広島病院整形外科

○ 渡捷一，中村光宏，増本あや

演者が1967年広島大学整形外科学教室へ入局以

来35年間に経験した母指多指症々例は326例で

あった．このうち1989年県立広島病院に移って

からの症例は53例にすぎないが，この間に大学

病院時代の手術症例を追跡し，成長終了後の最終

結果を知ることが出来たので若干の考察を加えて

報告する．

演者は母指多指症の病態分析を行うとともに過去

の手術症例を調査し，各病態と手術手技を対比さ

せ，手術療法を系統化した．これらを要約すれば

1．多指成分の発育良好で同大の症例では分岐部

のいかんを問わず一側の指骨と爪を残し，いわゆ

る二分併合はしない．ただし切除側は骨抜き皮弁

とし，指先部の軟部組織量を増加させる．2．多

指成分がともに発育不良の場合，各々の利用でき

る部をよせ集めて母指を単一化する．しかし指骨

や爪の併合は極力避ける．3．僥側成分が発育不

良で切除する場合でも切除側は骨抜き皮弁とし，

尺側成分に添加して母指僥側の軟部組織量を増加

させる，等が主なものである．

演者はほぼ20年間一貫して，以上の方針のもと

に手術を行ってきた．術後経過期間は最長23年

にわたるが術後成績は特殊な症例で手技に問題の

あった場合を除いて，5年以内の短期成績はすぐ

れている．しかし10年を越えるころになると

様々な問題が生じてくる．

即ち軟部組織と爪や指骨のバランスが悪くなり，

指先部が小さくスリムで母指多指の術後に特有の

姿で終わるものが多い．

母指多指は母指の形成障害であり，その障害は成

長の終了するまで続くものであって，形成障害そ

のものは外科的手術によって消し去ることの出来

るものではないことを痛感した．母指多指症の手

術療法には限界のあるものではあるがその限界の

なかにはさらなる改善を必要とすることも多いの

ではなかろうか．



1-5-14

短母指外転筋移行を要した浮遊型母指多

指症について

FloatingTypeThumbPolydactylyTreatedwith
AbductorPolicisBrevisTendonTransfer

山形大学整形外科

○柏英雄，土田

佐々木淳也，荻野

浩之，高原政利，

利彦

【目的】母指多指症は分岐高位によりWassell~

6型，過剰指に自動運動のない浮遊型，その他に

分類される．従来より,Wassell～6型について

の治療方法はその分岐高位別に詳細に論じられる

ことが多かったが，浮遊型については単なる切除

のみで問題がないとされてきた．しかし，浮遊型

母指多指症の術後に尺側偏位を来した症例を経験

した．以降注意深く観察すると浮遊型母指多指症

においても短母指外転筋の腱成分が浮遊母指に付

着している症例が少なからず存在することに気づ

いた．こうした症例に対して我々は短母指外転筋

の腱移行を行った．過去に浮遊型母指多指症に対

して腱移行を行ったとする報告は我々が蒐集した

限りない．今回，短母指外転筋の腱成分を有する

浮遊型母指多指症について検討を加えたので報告

する．

【症例と結果】症例は母指多指症浮遊型の6例．

短母指外転筋の腱成分が浮遊型の僥側母指に付着

していた．これを切離して尺側母指の伸展筋膜に

縫合した．経過は良好で術後に尺側偏位を来した

症例はなかった．

【考察】浮遊型母指多指症は単純切除のみで全く

問題がないとされその術式について論じられるこ

ともなく安易に切除されることが多い．しかし，

広茎性の浮遊型母指多指症には短母指外転筋の腱

成分が付着していることがあり，この場合，切離

した腱をそのままにすると術後に伸筋のアンバラ

ンスから尺側偏位を来す恐れがあることは十分に

考えられる．従って，こうした症例では確実に短

母指外転筋の腱移行を行う必要があると考えられ

た．

1-5-15

植皮片の位置と指のバランスを考慮した
合指症手術

SurgicalTreatmentofSyndactylyConsidering

LocanonofGrafrdSkinandSymmetlyoftheTwo

Fmgers

東京慈恵会医科大学形成外科

○内田満，栗原邦弘，篠田明彦，

黒木知子，鈴木文恵

【目的】第38回の本学会において合指症手術の遠

隔成績を報告し，予想より多い術後の合併症を認

めた．今回それらの合併症を考慮して，合指の分

離方法を改良し，短期術後成績ではあるが，良好

な結果を得ているので報告する．

【方法】指間は背側矩形皮弁あるいは背側と掌側

の2つの三角皮弁により形成し，分離した指の側

面に各々6-8個の小皮弁がほぼ対称の位置に縫合

されるようにデザインを行う．皮層の余剰の程度

により，4-6個所の皮層欠損部を生じるが，ここ

には脛骨内果下部より遊離全層植皮を行う．対象

は完全合指症9例（男6例女3例）11手（皮層性

合指8手，骨性合指3手）であり，手術時年齢は

5カ月から1歳1ヵ月，平均8ヵ月であった．

【結果】10カ月から5年8カ月，平均3年2カ月の

経過観察を行った結果，指間底部掌側縁の上昇を

3手に認めたが，綴痕拘縮，指の側屈偏位および

回旋変形，皮弁のbulkinessは認めなかった．植

皮片の状態は，6手でほとんど色素沈着を見なか

ったが，5手にごく軽度の色素沈着を見た．しか

し植皮片の大部分は分離した指の側面に位置し，

指を閉じた状態では，従来の背側矩形皮弁と大き

な掌側三角皮弁による指間分離方法に比較して，

はるかに目立たない．分離した指は小皮弁が対称

的に入るため，皮弁のbulkinessは目立たず,2指

は良いバランスを保っていた．

【考察と結論】植皮片は脛骨内果下部から採皮す

ることにより色素沈着を軽減できるが皆無ではな

い．可及的に植皮片を指側面に限局させることの

意義は大きい．指間底部掌側縁の拘縮による上昇

は，掌側縁の縫合線の形態が関与するが，背側・

掌側の2つの三角皮弁を用いることは，この点で

も有用である．今後術後経過観察を続け，さらに

改善点を検討していきたい．
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1-5-16

対立可能な三指節母指に対する過剰指節

骨切除術

SurgicalOutcomesofExcisionofAccessory

PhalanxfOrOpposableTriphalangealThumb

'整形外科北新病院，2山形大学整形外科，3札幌

医科大学整形外科

○石垣大介'，荻野利彦2，北村三穂3，

和田卓 郎 3

【目的】対立可能な三指節母指は多くの場合母指

の尺側偏位を認める．その手術法の一つとして過

剰指節骨切除術があるが，術後の成績不良例を検

討した報告は少ない．今回，著者らが本症に対し

過剰指節骨切除術を行った症例の成績を調査して

報告する．

【対象および方法】三指節母指に対し過剰指節骨

切除術を行い，術後2年以上経過を観察しえた10

例15指を対象とした．男性7例，女性3例で，罹

患指は右8指，左7指であった．三指節母指のタ

イプ分類では1型が7指，2型が7指，3型が1指

であった．手術時年齢は生後10カ月から9歳，

平均2.7歳であった．術後経過観察期間は2年か

ら11年，平均6年であった．検討項目はIP関節

可動域,X線像上の基節骨と末節骨の角度，およ

び本人，家族の満足度について調査した．

【結果】術後のIP関節の可動域は，伸展はいずれ

も0．で，屈曲は35･から90.,平均64.であった．

術前の母指の偏位は全例尺側偏位であった.X線

像上の指偏位角度は術前25°から60.,平均33°

であったのに対し，術後は0．から30.,平均8．

で,1指を除き改善した.10．以上の偏位を残し

たものは6指あり，このうち2指で関節部の骨化

を認めた．偏位が残存した6指をみると,1型が

3指，2型が3指であり，手術時年齢は2歳未満が

3指，5歳以上が3指であった．偏位の改善がな

かった1例を除き，患者は結果に満足していた．

【考察】対立可能な三指節母指に対する過剰指節

骨切除術は概ね良好な結果が得られた．指偏位の

遺残の原因としては側副靱帯のゆるみと不十分な

骨切除が考えられるが，今回の結果からは病型や

手術時年齢との明らかな関係は見い出せなかっ

た．側副靱帯の処理法や術後の固定期間を工夫す

ることにより，成績向上が期待できると考えられ

た．
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1-5-17

裂手治療上の問題点

SurgeryfbrtheCleftHand

'広島大学整形外科，2広島鉄道病院

○鈴木修身'，石田治ll砂川

越智光夫'，生田義和2

融11

【目的】裂手の手術においては，整容的には裂隙

の閉鎖，合併する合指の分離，機能的には母指を

中心とするつまみおよび把持動作の改善にある．

しかし単純な1指列欠損以外ではつまみや把持動

作を獲得することが困難な場合もある．今回本症

に対する手術の問題点について検討を行ったので

報告する．

【対象および方法】1986年から2001年までに当科

で裂手患者42名（男27名，女14名）の52手に

手術を行った．1指列欠損が47手，2指列欠損が

4手，3指列欠損が1手であった．1指列欠損47

手のうち，母示指の合指があるのが6手，Cross‐

boneを有するのが6手あった．手術は通常1歳前

後で行うようにしている．単純な1指列欠損に対

しては第2中手骨移行と裂隙の閉鎖を基本とし

た.母示指に合指がある例ではその分離を行った．

2指列欠損に対しては裂隙の閉鎖を行い，症例に

よっては第1中手骨回旋骨切り（6手中4手）を

追加した．環指が低形成であった3手と中指が低

形成であった1手で，骨延長を行った．3指列欠

損例では，第1中手骨回旋骨切りと腱移行術を行

った．

【結果】単純な1指列欠損では，整容的にも機能

的にも安定した成績が得られていた．しかし母示

指の合指が合併している場合では，母指の内転位

拘縮，示指の低形成により，母示指間でのつまみ

動作が困難となる問題が生じていた．これに対し

ては機能良好な指間でのつまみ動作で対応してい

た．2指裂欠損例では整容的には改善していたが，

自転車や鉄棒など両手での把握動作は困難であっ

た．3指列欠損例は1例のみであったが，つまみ

動作は僥側指と尺側指の側方で可能であったが，

大きなものの把持は困難であった．

【結語】母示指に合指のある場合や示指が低形成

の症例では，つまみ動作に支障が生じることがあ

る．



1-5-18

当科における尺側列形成不全の分類

ClassificationofOurCasesontheUlnarRay

Defficiency

'東京慈恵会医科大学形成外科，2東京慈恵会医科

大学第三病院，3町田市民病院形成外科

○岸陽子11栗原邦弘11黒木知子2P

大村愉巳，

【目的】1968年11月より2002年10月までに当科

を訪れた尺側列形成不全症39例44手につきその

表現型およびX線所見から分類を行い，検討を加

えたので報告する．

【対象】1968年11月より2002年10月までに当科

を受信した尺側列形成不全症39例44手を対象と

した．

【方法】尺骨欠損，肘関節に関しては，日本手の

外科学会の分類法を用いた.手指の欠損の程度は，

欠損の少ない順に第4，5中手骨癒合をtypel,第

5中手骨欠損をtype2,第4,5基節骨癒合をtype

3，小指欠損をtype4,第4中手骨欠損をtype5,

第3，4中手骨癒合をtype6,環，小指欠損をtype

7，第3中手骨欠損，第2，3基節骨癒合をtype8,

中，環，小指欠損をtype9,示，中，環，小指欠

損をtypelOとし,10型に分類した．

【結果】症例は39例44手で，男25例，女14例と

男に多く，右側22手，左側9手，両側5例と右側

に多かった．家族歴のあるものは，1例のみであ

った．尺骨，肘の異常が認められた症例は13例

で1aが6手,1bが3手,1c3bが3手,1b3cが1手

であった．尺側指列に関しては,typelが4手，

type2が2手,type3が1手,type4が5手,type5

が1手,type6が3手,type7が7手,type8が1

手,type9が2手,typelOが1手であった．

【考察】当科では尺骨欠損のない症例が70％をし

めているが，その手指の状態は様々であった.la,

lbは症例数が少なく判断は出来なかった．ただ

lcに関しては手指の表現型はtype9,typelOと最

も悪く他の報告と一致し，尺骨の形成障害が強い

ほど手指の形成は障害されている．僥側列形成不

全が合併することもあるが，これは血管の発生に

関する研究からも尺骨に近接した僥骨の形成障害

に誘導されたものと考えられた．

1-5-19

尺骨に発生したfocalcorticaldepression
(仮称）

FocalCorticalDepressionoftheUIna

'国立大阪病院整形外科，2くすのき整形外科，

3国立大阪病院臨床検査科

○香月憲一1，楠正敬2，河原邦光3，

廣島和夫'，大園健二！

【目的】尺骨の成長障害に伴う前腕の弩曲変形は

尺側列形成不全や,neurofibromatosis,exostosis

等で散見されるが，我々はこれまで報告されたこ

とのない全く異なる原因により片側性の前腕弩曲

変形をきたした5症例を経験したので報告する．

【症例】症例は1965-2000年に経験した男児2例，

女児3例，初診時年齢は2-8歳平均5歳．一卵

生双生児の妹のみに発症した例が1例あった．全

例内反肘を伴う前腕の弩曲変形を主訴として来院

し，外傷歴はなく片側性で他のいずれの部位にも

先天異常を認めない．レントゲン像は全例全く同

様で尺骨遠位骨幹端部に掌尺側から背僥側に向か

う極めて特徴的な模状の部分的骨欠損像を認め，

尺骨は短縮し掌尺側に弩曲，榛骨頭はいずれも脱

臼していた．変形が残存するも骨欠損部が経年的

に消失した例があった．組織像は部分的骨欠損像

に一致して骨膜様の組織が二重に折れ込んだ状態

で骨髄内に陥入しており，遠位は成長軟骨帯にお

よんでいた．

【考察】今回報告した症例の類似報告として1985

年Bellらが報告した脛骨近位部に特徴的なレント

ゲン像を有し，内反膝を呈するfocal

fibrocartilaginousdysplasiaがあるが，彼らの報告

例とは組織像が異なる．我々の症例では骨髄内に

迷入した異常組織は骨端線に及んでおり，線維軟

骨は存在しない．本疾患の成因として胎生期に何

らかの原因で尺骨遠位骨端線付近で局所的に何ら

かの組織が骨髄内に迷入し，その部分の骨形成が

障害された結果として尺骨が掌尺側に弩曲し，成

長とともに二次的に僥骨頭が脱臼し，前腕の変形

や内反肘が生じたものと考える．本疾患は外傷性

の骨膜反応や腫瘍との鑑別が必要で，治療として

は尺骨を仮骨延長法によって三次元的に矯正し，

同時に僥骨頭脱臼の整復を図るのが最も良い方法

であると考える．
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骨形成不全症患者の上肢変形治癒の実態

と治療戦略

Upper-limbDefOrmityandSurgicalStrategyon

ChildrenwithOsteogenesislmperfecta

'自衛隊札幌病院整形外科，2シユライナーズ小児

病院整形外科

○尼子雅敏!，今井智仁!，津田悦文11

FrancoisFassier2,ReggieHamdy2

【目的】骨形成不全症(ol)の上肢における骨折

や変形は，外科的治療の対象とならずその実態に

ついて明らかにされていない．しかし変形の強い

患者の機能的な問題点が明らかとなり，矯正手術

や予防的手術の適応が拡大される可能性が出てき

た．そこで治療計画の資とすべく,OI患者の上

肢の変形や外科的治療歴などの実態を調査した．

【対象と方法】1995年から2000年までShriners

HospitalfbrChildrenを受診したOI患者159人を対

象とした．Sillenceの分類ごとに骨折や変形の頻

度を算出し，それらにに対する外科的治療の実態

を調査した．

【結果】Sillencel型の51例のうち上肢を骨折した

のが17例（33％）で，変形治癒が1例存在した．

II型は周産期に死亡するため対象になかった．Ⅲ

型の33例のうち変形をきたしたのは28例（86％）

で，強い変形をきたす例が多数認められた．手術

を行った5例の固定性は不良であった．IV型の

75例中骨折は46例（61％）に発生し，変形が残

存したのは31例であった．それらの変形は保存

的治療によって発生していた．外科的治療は14

例で行われ，そのうち変形矯正手術は3例で変形

は消失していた．それ以外は骨折の髄内釘固定が

行われ，術後は変形をきたしていなかった．

【考察と結論】I型は通常より上肢骨折の頻度は

高いものの，保存的治療で変形は生じていなかっ

た.III型はいずれの治療でも強い変形が残存し

ており,Bisphosphonateの早期投与などによる骨

密度の改善をまず検討する必要がある．IV型は

保存的治療で変形が生じており，髄内釘の固定性

も十分であることから，手術適応の拡大による変

形発生率の低下が期待できる．
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T.J.ScrewSystemを用いた靱帯再建手技

ATechniqueofTendonGraftReconstnlctionandTenodesisUsingTendonJunction

ScrewSystem(TJSystem)inHandSurgery

兵庫医科大学整形外科

田中寿一

【目的】小関節靱帯再建用に独自のinterferencescrew(TendonJunctionscrew=TJscrew/MEIRA.CO.)と手

技をより簡素・均一化するための手術附属器具を開発し(TJscrewsystem),本領域の靱帯再建・腱固定

に用い，良好な結果を得ている．本system手技の実際とpitfallに付き述べる．

【対象と方法】2002.12までの疾患別内訳は靭帯再建例は，母指MP関節側副靱帯，肘側副靱帯再建，指節

関節側側副靱帯，母指CM関節靱帯，肩鎖靱帯再建など，腱固定例は手関節腱固定，指関節制動，母指対

立再建，などである．材料:TJscrewはチタン製で，構造はテーパー形で，海綿骨に噛み込むように溝を

十分に深くかつ，腱成分を傷つけないように，ネジ山は丸みを持たせてある．サイズは“，3．5，3，2．5
mmの4種類（各2種の長さ）である．附属器具は移植腱の太さを測定する計測ゲージ，穴あきK-wire,

各サイズの中空drillなどである．手技：移植腱のサイズを測定後，元の位置にguideのK-wireを刺入，適

合するdnllにて骨孔を作成，移植腱に緊張を掛け，皮質骨片を介在させ固定する．

【結果】皮質骨(RA,骨粗霧症）や腱(HD)の脆弱性のあった3例を除き安定した靱帯付着部が再建でき

た．

【考察・結語】靱帯再建術では，移植腱が1)元の付着部に,2)適当な太さで，繊維方向が一致し,3)

適度の緊張を有し，4）強固な固定力（初期，生理学的）であることが条件である．手の外科領域におけ

る靱帯再建において本systemを用いることで，簡便で最小侵襲で，これらを満たす，理想的な再建が可能

となった．本セミナーでは，動物実験の正常と類似した4層構造もった靱帯付着部再建の力学・組織結果

や，本systemを用いた臨床例を供覧し，その有用性とさらに広がる応用の可能性つき言及する．
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MRIによる正常手関節の運動解析

I"vjlﾉoKinematicStudyofNormalWrist

'愛光整形外科，2藤田保健衛生大学整形外科

○早川克彦'，中根高志11柴田邦央2

【目的】手関節は8個の手根骨より構成されてお

り，その運動は掌背屈と僥尺を行う複雑な関節で

ある．今回われわれは，健常人に対しMRIによ

る手関節の主に近位手根骨の運動解析をおこなっ

たので報告する．

【方法】X線撮影にて骨傷，関節症がない健常人8

例に対してMRI撮影を行った．全例男性であり

年齢は31から49歳平均36.9歳であった．撮影は

日立社製永久磁石0.3Teslaにて行った．撮影方法

は特製装具を用い前腕中間位で固定を行い，掌背

屈で計9肢位にてT1強調像で撮影を行った．各

肢位にて舟状骨，有頭骨，三角骨の長軸での矢状

断像を同時に撮影しradio-lunate,capitate-radius,

capitate-lunate,radio-scaphoid,radio-triquetrum

angleを計測し検討した．

【成績】手関節背屈運動では舟状骨，月状骨，三

角骨全てに掌屈角度より大きく，手関節の掌背屈

角度に対する近位手根骨割合は，舟状骨：62％，

月状骨：44％，三角骨42％であった．手関節背

屈運動における僥骨手根関節の割合は46％であ

り，手根中央関節においては54％であった．手

関節掌屈運動においては，僥骨手根関節が40％

であり手根中央関節は60％であった．

【結論】Mmによる正常手関節の運動解析を試み

た．手関節掌背屈運動において舟状骨（76°）の

掌屈角度は月状骨（54｡)，三角骨（51｡）よりも

多かった．僥骨手根関節と手根中央関節において

手関節掌背屈に占める割合は手根中央関節の割合

が多く，特に掌屈においては顕著であった．

1-Pa-2

MRIを用いた生体手関節における非侵襄

的3次元キネマティクス研究

NoninvasiveThreeDimensionalKinematicsofthe

WristJointUsingMRI

大阪大学整形外科

○後藤晃，森友

菅本一臣，吉川

寿夫，村瀬剛，

秀樹

【目的】手関節のキネマテイクスは主に新鮮屍体

標本を用いた加viIIU実験によって研究されてき

ており，生体を用いた手関節の3次元キネマテイ

クス研究の報告はない．今回我々は大阪大学で独

自に開発したコンピューターソフトを用いて，3

次元MRI画像から生体手関節の3次元キネマテイ

クスを非侵襲的に解析を行った．健常手関節にお

ける，遠位および近位手根列の各手根列群内での

手根骨のmvivo3次元キネマテイクスを調査した

ので報告する．

【方法】健常者5名の5手関節．前腕回内外中間

位，肘関節屈曲90°の状態で手関節の掌背屈運動

(最大掌屈位～40｡～20｡～0｡～20｡～40｡～最大

背屈位)，榛尺屈運動（最大尺屈位～40｡～30。

～20｡～0｡～10｡～最大僥屈位）の各7ポジショ

ンでMm撮影を行った．撮影条件はTE2.3TR33

Flipangle45とした．得られた3次元MRIデータ

から独自に開発したソフトウエアを用いて各手根

骨並びに僥骨，尺骨の骨領域のみを抽出し，それ

ぞれの3次元骨モデルを作成した．異なる肢位で

の骨モデルをautomaticにmatchingさせる事によ

って，各手根列群の動きを測定した．

【結果】遠位手根列群は，掌背屈運動，榛尺屈運

動において殆ど動きがなくほぼ一介となって動い

ていた．近位手根列群は，月状骨，三角骨間では

一介となって動いていたが，舟状骨，月状骨間は

かなりの可動性を有した．以上の事から手根骨群

は遠位手根列群，舟状骨，月状骨，三角骨群の3

パートの複合運動と考えられた．また，榛尺屈運

動では近位手根列は遠位手根列に対し斜め45方

向の動きを呈していた．
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1-Pa-3

榛骨遠位端骨折に対する各種掌側プレー

トの固定力：生体力学的研究

ComparisonofDifferentVolarPlatesFixationfbr

theDistalRadiusFracmre:ABiomechanicalSmdy

潤協医科大学整形外科

○長田伝重，藤田聡志，岩本玲，

富沢一生，早乙女紘一

【目的】最近，背側粉砕型(Collestype)僥骨遠位
端骨折に対して掌側プレートが用いられている

が，その固定力については不明である．われわれ

は背側プレート固定で起こりうる伸筋腱の問題を

回避し，かつ，より強固な固定力を得ること目指

して，新しい掌側用プレートを開発した．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，新開発の掌側プレートと現在臨床で用いら

れている2種類の掌側プレートの固定力を明らか

にすることである．

【対象と方法】新開発のプレートはチタン製で，

その遠位部で19度掌側傾斜があり，遠位端部の

スクリューホールにはネジが切ってありrocking

機構となっている．プレートに軸圧が加わったと

きに背側へ弩曲することを防ぐためにプレートの

厚みを2mmとしている．標本にはホルマリン処

理された屍体の榛骨18本を用いた．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3群に分け，各群6例づ

つ掌側プレート固定した．1群:AO/ASIF掌側用

DistalRadiusPlate,2群：掌側用SymmetryPlate,

3群：新開発プレート．標本をTensilon万能試験

機に設置し，僥骨関節面に直径22mmの金属球

を接触させて弾性限界まで軸圧をかけた．得られ

たグラフのload-displacementcurveから剛性と弾

性限界力を算出した．

【結果】全例プレートは背側に屈曲変形した．剛

性(N/mm)の平均は1群:214.3,2群:203.6,

3群：357.9であった．弾性限界力(N)の平均は

1群：1612，2群：1564，3群：2565であった．

数例で榛骨骨端部のスクリューあるいはピンの弛

みを認めたが，骨幹部でのスクリューの弛みは全

例で認められなかった．

【結論】3群が最も剛性が高く，強固なプレート

であった．

1-Pa-4

僥骨遠位端骨折に対する鋼線固定法にお

ける骨片支持部の力学的強度一髄内鋼線

固定法と経骨片鋼線固定法の比較一

MechamcalStrengthofPmPur℃haseofPeI℃utaneous

PmmngfbrDistalRadiusFracmIe

'新居浜立花外科病院整形外科，2岡山大学整形外

科，3今治三木病院整形外科

○佐伯祐司11橋詰博行21井上－2

村 上 敬 朋 3

【目的】僥骨遠位端骨折における鋼線固定法の力

学的強度は，内固定法の差異と同様に鋼線が遠位

骨片を支持する部位(PinPurchase;以下PP)の

強度に大きく影響を受ける．今回，我々の開発し

たNODEanchoringsystemによる髄内鋼線固定法

における髄内ピンのPPである榛骨遠位関節の軟

骨下骨と，従来の経骨片鋼線刺入固定法における

Kirschner鋼線のPPである榛骨遠位骨幹端の背側

骨皮質の破断強度をそれぞれ比較検討した．

【対象・方法】し線上異常病変を認めない7対の

屍体僥骨（58～96歳，男4女3）を用いた．

QDR-2000を用いてBMDを測定後，遠位関節面

から1.5cm近位で切離し，遠位骨片を荷重装置に

固定した.NODEsystemのピン(1.8mm)を用い

た髄腔内からの舟状骨窩と月状骨窩の穿孔破断強

度と,Kirschner鋼線(1.8mm)を用いた遠位骨

幹端背側皮質骨の僥側および尺側皮質骨をCut-out

する際の破断強度を,AutographS-2000(荷重測

度4mm/min)を用いて測定した.PairedSmdentt-

testを用いて統計学的な両者の差違を比較し，各

破断強度の値とBMDとの相関を調べた．

【結果】軟骨下骨の強度は平均352.6N(舟状骨

窩；400.1,月状骨窩；301.4)，背側骨皮質の強

度は平均206.7N(僥側;170.6,尺側;242.8)で，

有意差を認め(P<0.05),各破断強度とBMDの

間には明らかな正の相関を認めた．

【考察】高齢者における脆弱骨折の代表である僥

骨遠位端骨折に対する治療法には，侵襲が低く，

かつ力学的強度の高いPPを選択できる方法が望

ましく,NODEanchoringsystemはこの条件を満

たす．
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1-Pa-5

榛骨遠位端骨折後の背屈変形治癒がDRUJ

に及ぼす影響ついて一mI"frostudy-
TheEffectofDorsallyAngulatedMalunionDistal

RadiusFracturesontheDRUJ

'昭和大学整形外科,2MayoClinic,Biomechanics

Lab・,3MayoClinic,Orthopedics

○平原博庸',PatriciaG.Neale2,Yu-TeLin2,

WilliamP.Cooney3,Kai-NanAn2

【目的】新鮮凍結屍体を用い，僥骨の背屈変形の

程度がDRUJの回旋に与える影響についてに検討

したので報告する．

【方法】上腕中央で切断された8屍体（右4肢，

左4肢，男性3，女性5，平均年齢73.4歳）を用

いた．肘関節90度屈曲位にて，前腕骨が垂直に

なるように上腕骨と尺骨を固定し，中手骨にピ

ンを貫通させMayofOrearmsimulatorに連結し設

置した.FCR,ECRL/B,上腕筋，回外筋，円回

内筋,方形回内筋の6筋腱を負荷筋として用いた．

回内外運動は中手骨に貫通させたピンを介して

モーターにより行なった．手根伸筋，屈筋は手関

節を安定化させるためそれぞれ0.3kgの持続的負

荷をかけた．コンピューター制御(LabVIEW)

によって回内筋群，回外筋群を作動させない状

態，および反協調運動としてこれらを作動させた

状態（各筋とも3kg負荷）の二つの環境を作っ

た．僥骨変形治癒モデルはtiltingangleのみを変

形要素とし，正常,dorsaltiltingangleO｡,10｡,

20．，30．，40｡の6条件を作製し，骨切り部の固

定は創外固定器を用いた．また尺骨茎状突起骨折

合併例を考慮し,TFCC切断後における同6条件

モデルも作製した．回内外運動における回旋角度

と，トルクセルから得られたトルク値のデータを

同調させ連続収集し，解析した．

【結果】回内外筋非負荷の状態では，回内方向に

は30.以上，回外方向には30.以上の背屈変形で

DRUJに対するトルク値は有意に上昇した．また

回内外筋を反協調性に負荷させた状態でも同様の

結果となった.TFCC切断後はいずれの状態でも

トルクは減少した．統計学的有意差はないが，回

内外筋を非協調性に負荷させた場合，回外方向へ

は10.の背屈変形で10Ncmのトルク値の上昇を

みた．臨床上洗顔やコインを受け取るときなどの

回外動作困難の一因と考えられた．
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1-Pa-6

前腕回旋制限に対する至適な回旋骨切レノ

部位

AppmpriafRotanonalOsteotomySiffbrLintation

ofRreannRotation

'大阪医科大学整形外科,2WestVirginia大学整形

外科

○白井久也11阿部宗昭11植田直樹11

渡辺千聡',JaiyoungRyu2

【目的】前腕骨骨折後や分娩麻痒等による前腕回

旋制限に対して前腕骨回旋骨切り術が適応される

ことがあるが，至適な骨切り部位は明らかではな

い．回旋骨切り術を行う場合，僥骨と尺骨でどち

らが有効か，また，骨切りレベルはどのレベルが

適切かを調べた．

【方法】新鮮凍結上肢標本10肢を用い，上腕骨を

固定して手部に一定の力を加えて前腕末端で回内

外可動域を測定した．僥骨と尺骨の近位1/3と遠位

1/3の4部位（4群）で骨切りを行いプレート固定

した．骨切り部位の1ヵ所は末梢骨片を15度，30

度回内または回外させ特殊プレートに変更して固

定し，回旋骨切り術前後の回内外可動域を測定し

た．残り3部位でも同様の操作を行い，4群におけ

る術後可動域の差を分散分析にて比較した．

【結果】15度回外骨切り術では尺骨骨切り群は僥

骨骨切り群より回外可動域の増加が有意に大き

く，回内の減少が有意に小さかった．30度回外

骨切り術でも同様の結果であった．15度回内骨

切り術では4群で回内の増加に有意な差はなかっ

たが，尺骨近位1/3骨切り群は僥骨骨切り群より

回外の減少が小さかった．30度回内骨切り術で

は4群で可動域の差はなかった．実験に用いた正

常骨では，得られる回旋域の増加は術中の回旋量

より小さく，術後の回旋アークは減少するものが

多かった．

【考察】回外骨切り術は，回外の増加が大きく，

回内の減少が小さい尺骨を選択するのがよいと考

える．尺骨骨切り部位は近位と遠位では有意な差

はなかったが，骨癒合の点からは近位の方が適当

と考えられた．回内骨切り術は15度骨切り術の

結果からは尺骨近位1/3での骨切りが適当であ

る．尺骨近位1/3が有利な結果を示したのは，こ

の部位は骨間膜起始より中枢であるため，回旋に

よる周囲組織への影響が小さかったことが考えら

れた．
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1-Pa-7

Bone-IOM-Boneを用いた新しい骨間膜の

再建方法（第3報)-KinematicStudy-
ANewReconstructionMethodoftheForeannlOM

UsingBone-IOM-BoneGraft(The3rdReport)

-KmematicSmdy-

'聖マリアンナ医科大学整形外科,2MayoClinic,
BiomechanicsLab.

○藤田正樹',RichardA.BergeIe,

MichaelSauerbiela,中村俊康2,Kai-NanAn2

【目的】前腕骨間膜腱様部の再建方法に関しては

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．今回我々が考案したBone-

IOM-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,CruralIOM,ForeannIOM

(AllograftModel)の各々 を用いた各再建方法間で，

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

およびForearmlOMreconstructionは他の二つの

Tendonreconstructionより安定した前腕回旋運動

を再現した．なかでもForeannlOMreconstmction

は同肢位にて最も安定した前腕回旋運動を再現し

た．

【考察および結語】Bone-IOM-Boneを前腕骨間膜

再建材料に用いることにより，前腕Isometricarea

を包括した骨間膜再建が可能になり，より安定し

た前腕回旋運動を再現するができた.Allograftが

使用可能な状況下ではForearmlOMが，不可能な

状況下ではCrurallOMが再建材料の第一選択と考

えた．本方法は極めて有効な前腕骨間膜再建方法

の一つと考える．

1-Pa-8

Acutrakscrewによる舟状骨骨折の治療

ScaphoidFractureTreatedwithAcutrakScrew

iみつわ台総合病院整形外科，2山梨大学整形外科

○戸島忠人11井上悟11長沢晃樹21

穴山聡2，浜田良機2

【目的】Acutrakscrewを用いて治療した舟状骨骨

折例の治療成績から，その有用性と問題点につい

て検討した．

【対象・方法】2000年9月から現在までの男17例，

女1例の計18例で，手術時年齢は平均22歳，術

後観察期間は平均6ヵ月である．症例の内訳は新

鮮舟状骨骨折10例(A1:1例,A2:5例,B1:

1例,B2:3例),舟状骨偽関節8例(D1:5例，

D2:3例）であった．舟状骨骨折10例中7例で

小切開からのScrew刺入を行い，偽関節の8例で

は，6例で掌側模状骨移植術を，2例で十字型骨

移植術を施行した．

【結果】舟状骨偽関節の1例を除き，17例全例で

術後6カ月までに骨癒合を得た．この17例では，

最終観察時，軽度の可動域制限と間歌的な手関節

部痛を各1例にみたが，日常生活や仕事の障害と

なる症例はなかった．Screwの術中の固定性は18

例全例とも良好であったが，骨癒合不良の1例に

術後5カ月で弛みを認めた．またminiAcutrak

screwを用いた2例で術中にガイドワイヤーの折

損が発生していた．

【考察】Acutrakscrewはtaper形状をしたheadless,

cannulatedtypeのScrewで,fullthreadによるSc1℃w

設置位置の選択幅の広さやvanablethreadpitchに

よる強固な固定性などの特徴を有する．われわれ

の経験でも，骨折部位や骨折型にあわせてScrew

の長さやサイズを選択することで，術中の骨折部

の固定性は良好で，1例を除いて全例に良好な結

果を得ていた．しかし従来のminiAcutrakscrew

は，そのガイドワイヤーが0.7mmと細く，術者

の意図する部位への刺入が困難であったり，ドリ

リングの際に折損するなどのトラブルを経験し

た．現在その径は0.9mmに改良されているもの

の，骨移植施行例では慎重な操作が肝要である．

【結語】Acutrakscrewは舟状骨骨折の有用な固定

材の一つといえる．
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1-Pa-9

舟状骨骨折に対するBoldscrewの使用経

験

TreatmentfOrScaphoidFracmrewithBoldScrew

'戸田中央総合病院整形外科，2東京医科大学整形

外科

○諸橋彰11高瀬勝己21山本謙吾21

今給黎篤弘2

【目的】舟状骨骨折の治療に対して良好な成績が

報告されているHerbertscrew(HS)であるが，

専用ジグの設置という手技的な難しさも指摘され

ており，そのため近年HSと同等の固定力を持ち

cannulationが可能となったScrewが開発されてい

る．我々 はNewdeal社のBoldscrewを使用し，良

好な結果を得たので報告する．

【対象および方法】症例は2001年から2002年に

かけて手術加療を行った舟状骨骨折新鮮例8例，

偽関節例3例である．新鮮例は男性6例，女性2

例，年齢は平均25.8歳，骨折型はHerbe前分類A2

4例,B11例,B22例,B51例であった．偽関節

例は全例男性，年齢は平均22歳，骨折型はD11

例,D22例であった．ギプス固定期間は新鮮例

で平均3.6週，偽関節例で6.5週，平均経過観察

期間は新鮮例5.9か月，偽関節例7.2か月であっ

た．これらに対し日手会手関節障害の機能評価基

準にて機能評価を行った．

【結果】新鮮例，偽関節例，全例において骨癒合

が得られた.機能評価は新鮮例ではExcellent7例，

Goodl例，偽関節例ではExcellent2例,Goodl

例であった．

【考察】Boldscrewの特徴は先端のScrewのピッチ

が近位の約2倍あり，またガイドワイヤーが直径

l.0mmであるが通常のK-wireよりも硬く，たわ

みが少ないことなどがある.cannulatedtypeの舟

状骨ScrewとしてHerbertWhipplescrew(HWS)

があるが，ネジ山が浅く固定力が劣るため，近年

HS,HWSの問題を改善したScrewが種々 開発さ

れ，その良好な成績が報告されている．我々は

Boldscrewを使用し，症例数は少ないが現在のと

ころ良好な結果を得ており，舟状骨骨折に対して

の有用性は高いと思われた．

1-Pa-10

Cannulatedheadlesscompression

screwを用いた舟状骨骨折の治療

TreatmentfbrScaphoidFracmreUsingCannulated

HeadlessCompI℃ssionScI巳w

i岩手医科大学整形外科，2鹿角組合総合病院整形

外科

○田島克己11古町克郎11盛田哲郎21

嶋村正！

【目的】舟状骨骨折の内固定材料として2000年1

月以降Boldscrew(BS),Acutrak(AS),headless

bonescrew(HBS)を使用している．これらを用

いた舟状骨骨折の治療成績，Screwの特徴につい

て報告する．

【対象・方法】対象は2000年1月以降手術を行い4

週間以上経過観察し得た舟状骨骨折14例15手で，

手術時年齢は平均26.0歳であった．受傷から手術ま

での期間は1日～11カ月であった．骨折型はHeIMt

分類B1:2手,B2:6手,B4:3手,C:4手であ

った．使用Sc1℃wはBS10手,AS3手,HBS2手であ

った．術後はB4の3手に3～6週平均5週,Cの1

手に13週(B4初回手術後の救済手術例,AS使用),

単独骨折2手に2，3週の固定を行った．挿入側の骨

片力糎いB1にはheadscIew部(HS)の短いBSを使

用した．術後X線像による骨癒合時期,Qoneyらの

評価基準を用いた臨床成績について検討した．

【結果】骨癒合は15手すべてに認められた．骨癒

合までの期間は11手で5～8週平均6.6週で,2

手では11週,13週であった．残りの2手（両側

例）は術後4～13週の間来院せず癒合時期の確

認はできなかった．臨床成績は優13手，良1手，

可1手であった．

【考察】舟状骨骨折の治療として経皮的に

cannulatedscrewを挿入する方法を用いることによ

り関節を開けることなく手術力垳えるようになり，

外固定を省略もしくは短縮することにより早期に

可動域が改善したため良好な成績が得られた．ま

た，挿入側骨片の短い症例では,HSの短いス,クリ

ューを使用することによりHSが骨折部を越える危

険性を回避することが出来ると考える.ASは他の

スクリューより若干太いため癒合不全を生じた場

合の救済手術に有用であると考えている．

【結論】舟状骨骨折に対しcannulatedscrewを経皮

的に挿入することにより固定期間を短くすること

ができ，良好な成績を得ることができた．
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1-Pa-11

舟状骨偽関節に対する手術療法の工夫

SurgicalTreatmentofScaphoidNonunion

聖マリアンナ医科大学整形外科

○松下和彦，別府諸兄，新井

藤 田正樹，青木治人

猛，

【目的】従来，われわれは舟状骨偽関節に対して，

掌側より骨移植してHerbertsclewで固定する方法

を選択してきた．しかし，成績不良例がみられた

ことより平成13年3月より骨移植法などの方法

を改良し，かつAcutracscrewで内固定するように

術式を変更した．その結果，短期的ではあるが良

好な結果を得ているので従来の方法による成績と

比較し報告する．

【対象】対象は，掌側より骨移植してHerbert

screwで固定したHerbert群14例，後述するよう

に術式を改良してかつAcutracscrewで固定した

Acutrac群10例の計24例である．骨折型は全例，

Herbert分類のDであった．経過観察期間は，

Herbert群で平均1年9カ月,Acutrac群で平均11

カ月であった．術式は掌側侵入により偽関節部を

掻爬して台形の移植骨骨片をScrewで固定した．

主な術式の改良点は，1．移植骨と舟状骨の皮質

骨同士があたるとそれ以上圧迫力が加わらないの

で，移植骨を皮質骨の分だけ掌側にわずかにずら

して挿入し，骨が密着して骨間隙がないことを確

認するようにしたこと，2．内固定材として

Acutracscrewを用いたこと，などである．

【成績】骨癒合についてみるとHerbert群では

apparentunion9例,soundunion,doubtfillunion各

2例,non-unionl例であったが,Acutrac群は全例

apparentunionであった．骨癒合までの期間は

Herbe亜群では平均5～6カ月,Acutrac群では2～

3カ月であった．

【結論】今回術式を改良して治療成績が向上した

理由として，1．移植骨を皮質骨の分だけ掌側に

わずかにずらして挿入することにより，皮質骨同

士があたらず骨片に圧迫力が加わりやすく，かつ

骨が密着しやすくなったこと，2．Acutracscrew

の使用により骨片に圧迫力が加わりやすく，かつ

固定力にすぐれていたこと，などの理由があげら

れる．
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尺骨茎状突起骨折に関する生体力学的検
討

RelationshipbetweenUlnarStyloidFracmreand

DRUJInstability

'慶應義塾大学整形外科，2ニユーヨーク州立大学

バッファロー校

○中村俊康',OwenJ.Moy2,ClaytonA.Peimelg

【目的】尺骨茎状突起骨折は良く遭遇する手関節

外傷であり，遠位僥尺関節(DRUJ)不安定性に

関与すると考えられるが，生体力学的に検討した

報告は少ない．今回われわれは尺骨茎状突起骨折

の部位とDRUJの不安定性の関連について検討し

た．

【方法】新鮮死体標本10体10上肢を用いた．中

間位，回内外60.位の榛尺骨間の正確な位置をあ

らかじめ2本のK-wireでマークし，前腕中央部で

離断した．尺骨を回旋可能な自家考案の固定台に

榛尺骨を固定し，荷重試験器に設置した．小骨鋸

を用いて尺骨茎状突起を先端部骨折(tip:n=
10)，中央部骨折(middle:n=8),基部水平骨

折(basehorizontal:n=7),小窩を含む基部斜

骨折(baseoblique:n=3)の順に切離し，基部

水平骨折7手関節では三角靱帯小窩起始部の追加

切離を加えた．回内外中間位，回内60．，回外

60.位での掌背方向でのDRUJ支持性（荷重-変位

曲線）を毎秒l.25mmの速度で各切離後に計測し

た．一定変位に対する茎状突起切離後の荷重の減

少率から支持性への寄与率を計算した．［結果お

よび考察］中間位では先端部骨折や中央部骨折で

はDRUJ支持性への寄与は少なく，不安定性を認

めなかったが，基部水平，基部斜骨折で有意な不

安定性の増加を認めた．回内位および回外位では

基部斜骨折のみで不安定性を認めた．追加的な三

角靱帯切離では有意なDRUJ不安定性を呈した．

このことから，尺骨茎状突起骨折では小窩部を含

む大骨片ではDRUJ不安定性が必発で，基部水平

骨折の場合，三角靱帯小窩部損傷を合併しないと

DRUJ不安定性を生じないことがわかった．また

先端部骨折や中央部骨折では通常DRUJ不安定性

を誘発しないことが考えられた．
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遠位僥尺関節掌側不安定症に対する新し

い靱帯再建術

ReconstructiveProcedurefOrVolarlnstabilityof

theDistalRadioulnarJoint

'披済会長崎病院整形外科，2いまむら整形外科

○長谷芳文11今村宏太郎2

陳旧性の遠位僥尺関節亜脱臼および不安定症の治

療は難しく，特に掌側に対しては良い再建法がな

いのが現状であろう．今回，我々 はHui-Linscheid

法，吉津一牧法を参考に尺側手根伸筋腱(ECU)

を用いた新しい靱帯再建術を考案し良好な成績を

得たので報告する．

【症例1】35歳，男性，調理師.1997年1月バイ

ク事故，初診時x線写真にて骨折および脱臼は確

認されず経過観察．しかし，6週間しても手関節

痛が残存し，回外時にclickと手関節部で骨がず

れるような感じが生じるようになった．既往歴と

して高校生の頃，前腕骨骨折があった．術前のx

線およびCT写真で僥骨骨間部に掌側凸の変形が

あり，通常の側面像では遠位僥尺関節の脱臼はな

いが，回外負荷時（バーベル保持）に尺骨頭の掌

側亜脱臼を認めた．この症例に対して靱帯再建術

を行った．停止部を温存したECUの半切腱を尺

側頭のfOveaから頚部の掌側に向けて作製した骨

トンネルを通し，同腱で尺骨を掌側より背側に引

き上げるようにして僥骨の背側に逢着した．縫合

は最大回外位で行い，回外40度でK鋼線による

仮固定と，5週間のギプス固定を追加した．術後

10ケ月，手関節の背屈70度，掌屈60度，回内80

度，回外70度．握力は右43kg,左48kgで瘻

痛なく原職に復帰していた．

【症例2】36歳，女性，看護士．小学5年の頃，

前腕骨骨折の既往がある．数年前より誘因なく前

腕の回内外時にclickと瘻痛が生じるようになっ

た.X線およびCT写真で回外時に尺骨頭が掌側

に亜脱臼するのが確認できた．症例lと同様の手

術をおこない，術後1年で再発はない．

【考察】本術式は術後に軽度の掌屈，回外制限が

生じるが，遠位僥尺関節は良好に制動される有用

な術式と考えられる．

1-Pa-14

月状骨周囲脱臼の治療経験

TheTreatmentofCaseswithPerilunateDislocation

'尾道市立市民病院整形外科，2寺岡記念病院整形

外科，3岡山大学整形外科

○織田道広1，廣岡孝彦ll小坂義樹21

橋詰博行ヨ

【目的】月状骨周囲脱臼は，靱帯損傷を合併し手

根不安定症を残すことがある．その予防のために

は靱帯修復術の必要性が強調されてきているが，

いまだ議論のあるところである．また，見逃され

陳旧例になると治療に難渋することがある.今回，

月状骨周囲脱臼の症例を経験したのでを報告す

る．

【方法】平成9年から14年までに治療を行った月

状骨周囲脱臼新鮮例5例，陳旧例1例（右3例，

左3例）を対象とした．性別は全例男性で，年齢

は27歳から69歳（平均48.5歳）であった．損傷

型は,Green&O'B面enの分類では,I型（月状骨

周囲背側脱臼）3例,II型（経舟状骨月状骨周囲

背側脱臼）3例であった．経過観察期間は5カ月

から2年5カ月（平均12.3カ月）であった．治療

法は,I型に対しては徒手整復しギプス固定を行

V,,II型に対しては徒手整復の後，舟状骨骨折の

骨接合術を行った．また，陳旧例には近位手根列

切除術を行った．臨床成績は日手会の手関節機能

評価基準で評価した．

【結果】x線評価は，3例に舟状骨月状骨間（以下

S-L)の2.5mm以上の開大を認め，そのうち1例

はDISI変形をきたしていた．臨床評価は，

excellentl例,good4例,fairl例であり，握力の

改善が充分ではなかったが,全例原職に復帰した．

【考察】I型では，3例ともS-Lgap2.5mm以上の

開大を認め，そのうち1例はDISI変形きたしてい

た．臨床成績は，比較的良好であったが，手根不

安定症の発生を防止するためには,S-L靱帯の修

復を考慮する必要があると考えられた.II型では，

新鮮例の2例とも舟状骨の骨接合術を行い，術後

にS-Lの解離をきたした症例はなかった．陳旧例

の1例は，観血的整復が困難と判断し，近位手根

列切除術を選択し比較的良好な臨床成績が得られ

た．
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若年スポーツ選手に発症した有頭骨無腐

性壊死の2例

AvascularNecrosisoftheCapitateinTwoYoung
Athletes

'福岡大学整形外科，2大分整形外科病院

○副島修11内藤正俊11石河利之11

馬場尚樹!，花村達夫ユ

【目的】有頭骨無腐性壊死はまれな疾患であり，

その治療法・予後に関しては不明な点が多い．今

回我々はスポーツにて発症したと思われる2例を

経験し，良好な短期結果を得たので報告する．

【症例】症例はいずれも16歳男子で，スポーツ種

目はバレーボールと野球である．数ヶ月前からの

左および右手背部痛にて前医で保存的加療を受け

るも軽快なく，当科紹介受診した．いずれも手関

節運動時痛を訴え，手背部に軽度の腫脹・圧痛，

可動域制限・握力低下を認めスポーツ活動が不能

であった.X線では1例で有頭骨近位部の硬化・

圧潰像を認めたが，他の1例では異常を認めなか

った.MRIでは2例とも有頭骨に一致した異常所

見を認めた.X線変化を認めた症例には有頭骨近

位部の部分切除とドリリングを行い，他の1例に

はドリリングのみ施行した．術中採取した有頭骨

骨片の病理検査より，2例とも骨壊死と診断され

た.術後は1週間のシーネ固定後リハビリを行い，

2ヶ月後よりスポーツ復帰を許可した．それぞれ

術後6ヶ月以上経過しているが，手関節瘻痛なく

スポーツ活動に復帰し症状の改善を認めている．

有頭骨近位部の切除を行った症例では切除スペー

スの狭小化を認めず，両症例ともMRIにて改善

を認めている．

【結論】有頭骨骨壊死に関する報告は渉猟し得た

限り45例46手であった．発症原因として，骨

折・手根不安定症・ステロイド使用・振動・手関

節の酷使などが報告されていた．治療法としてド

リリング・病巣掻爬・部分手根骨固定・後骨間神

経切除などが施行されていたが，いずれも短期成

績の報告で長期予後は不明であった．今回の症例

はいずれも成長期発症例であり，病巣掻爬ならび

にドリリングと最小侵襲の治療を選択したが，短

期結果は良好であった．

1-Pa-16

骨壊死に対する血管束移植術における

FGF-2単回投与の効果について

EffectofaVoluslnjectionofFibroblastGrowth

Factor-2(FGFL2)maNecmticBonewithVascular

Bundlelmplantation

広島大学整形外科

○中前敦雄，越智

鈴木修身，石田

光夫，砂川融，

治

【目的】骨壊死に対する治療法の1つとして，骨

再生を期待して動静脈血管束を挿入する方法があ

るが,FGF-2を壊死骨内に添加することにより血

管新生が増強されるか否かを調査する目的で以下

の動物実験を行った．

【方法】24匹雄の日本白色家兎を使用した．腸骨翼

より骨片を遊離し，液体窒素に5分間浸し壊死骨

を作製した．この遊離壊死骨を室温に戻した後，

径2m､のドリルで血管束を挿入するための孔を作

製した．この孔より壊死骨内に浸透するように1側

似gのFGF-2を単回注入した後，末梢側で結紮・切
離し諦転した伏在動静脈束を孔内に挿入した群を

FGF群，生理的食塩水のみを注入した後この血管

束を挿入した群を対照群とした．両群とも術後1,

2週で評価した．新生血管は大腿動脈より造影剤

(MICROFIL)を注入し可視化した．壊死骨内での

新生血管の密度と，挿入血管束に対して垂直方向

への新生血管の長さを計測した．分散分析で統計

処理を行い,p<0.05を有意差ありとした．

【成績】新生血管の密度と長さは両群とも術後1

週から2週にかけて経時的に増加していた．新生

血管の密度は，術後1週で,FGF群(0.148)は対

照群（0.050）よりも有意に高かった．術後2週

でも,FGF群(0.375)と対照群(0.194)の間に

は有意差を認めた．新生血管の長さにおいても，

術後1週では,FGF群(0.862mm)は対照群

(0.330mm)よりも有意に高かった．術後2週で

も,FGF群(2.625mm)と対照群(1.383mm)

の間には有意差を認めた．

【考察】以上より,FGF-2の壊死骨内への単回投

与により，壊死骨内への動静脈血管束移植術にお

ける血管新生は増強されることが判明した．

FGF-2は血管新生作用のほかに骨形成促進作用な

ども報告されており,FGF-2と血管束移植の併用

は，キーンベック病などの壊死骨に対する治療に

有効な手段となりうると考えられた．
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中手骨頚部からの血管柄付骨移植による
キーンベック病の治療経験

VascularizedBoneGraftfromtheSecond

MetacarpalNeckfOrKienb6ckDisease

医真会八尾総合病院整形外科

○面川庄平，高岡孝典，大川隆太郎，

重松浩司，田中康仁

【目的】キーンベック病の手術的治療はその病期

により種々の方法が選択されている．今回，中手

骨頚部からの血管柄付骨移植術について解剖学的

検索をおこない，4例に臨床応用を試みたので報

告する．

【方法】（解剖）凍結屍体20手を用いた．上腕動

脈からシリコン樹脂を注入し，3-20倍の顕微鏡拡

大下に第2背側中手動脈の走行，起始部での血管

径を計測した．中手骨への栄養枝の位置，本数，

血管径についても同様に計測した．さらに，透明

化標本を作製した．（臨床）症例は17歳から53

歳，平均34歳である．病期はLichtman分類ステ

ージ3Aで，術前のCHRは平均0.46であった．手

術は中枢から第2背側中手動脈を剥離挙上し，第

2中手骨頚部への骨膜枝を温存しながら10×5×

3mmの移植骨を採取した．腸骨からの海綿骨と

ともに月状骨に充填し，術後約8週間のSC,"

るいはSTT仮固定を追加した．

【結果】（解剖）第2背側中手動脈は全例で存在し

た．遠位手根部でおもに背側手根動脈弓から起始

し，起始部での血管径は平均0.8mmであった．

中手骨末梢1/3の位置で平均2．8本の骨膜枝

(#:0.1-0.7mm)を中手骨に分枝していた．
(臨床）経過観察期間は平均14ケ月であった．術

前の瘻痛は全例で改善した．術後2ヶ月のl例を

除いた3例の臨床成績は握力が術前の220％，手

関節可動域が術前の160％を獲得できた．術後の

CHRは平均0.48であった．

【考察】キーンベック病に対する血管柄付骨移植

術は，部位によって採取できる骨量は異なる．今

回，報告した中手骨頚部からの血管柄付骨移植は

採取できる海綿骨は乏しいものの，骨膜血行を有

する皮質骨を移植できる．本術式は採取部の問題

も少なく，ステージ3Aのキーンベック病に適応

を有すると考えられた．
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骨延長を要した榛骨遠位骨端線早期閉鎖
の経験

BoneLengtheningforPrematureEpiphyseal
CIosureoftheDistalRadius

'駒沢病院整形外科，2慶應義塾大学整形外科，

3荻窪病院整形外科，』足利赤十字病院整形外科

○市川亨1，高山真一郎2，仲尾保志2，

田崎憲一3，浦部忠久』

【目的】僥骨遠位骨端線早期閉鎖は僥骨の短縮・尺

骨頭の突出・内反手変形を生じる.Unaplusvmant
力蝿度で骨成長の終了した例に対する尺骨短縮術は

広く行われているが，僥骨を延長または伸長させる

方法で治療したという発表は稀である．今回，われ

われは僥骨遠位骨端線早期閉鎖の症例に対し，一期

的延長法,Wagler法，仮骨延長法,Langenskiold法

(骨性架橋切除十遊離脂肪移植）で治療し，それら

について検討を加えたので報告する．

【対象・方法】症例は8例で，男性1例，女性7例．

受傷時年齢は0-11歳（平均6.6歳）で，損傷の原

因は骨折が6例（内3例はピンニングの手術を受

けている)，水痘後の骨髄炎がl例，完全大血管

転位の術後の上肢末梢循環障害によるものが1例

であった．合併損傷は僥骨頭骨折1例，左手全指

の欠損（壊死）が1例である．手術法は僥骨骨切

り術十人工骨移植による一期的延長術が2例，

Wagner法3例，仮骨延長法3例(1例は2回施行，

1例は後にLangenskiold法を施行),Langenskiold
法1例である．手術の施行時期は一期的延長術が

13歳と22歳,Wagner法が12,15,16歳，仮骨

延長法が7（と11)，7，10歳,Langenskiold法が
10歳である．

【結果】延長量は一期的延長術では3-4mm,

Wagner法では13-14mm,仮骨延長法では20-27

mmであり,Langenskiold法は術後6カ月の時点

で2.5mm伸長している．

【考察】骨成長が残され将来，榛尺骨の

discrepancyの増大が予測される場合，仮骨延長術

とLangenskiold法が適応となる．仮骨延長法は繰

り返し行える利点があるが，延長器を装着してい

る問の管理の煩わしさと成長終了まで複数回の手

術が必要となる欠点がある．一方Langenskiold法

は骨性架橋の範囲が1/2以下である必要がある

が，成功すれば1回の手術で治療を終了できる可

能性がある．



1-Pa-19

Non-bridgingtype創外固定器
(Compack)の僥骨遠位端骨折固定力に
おける実験的研究

ABiomechanicalStudyofFixationStabilityofNew

Non-bridgingExtemalFixator(Compack)fOrDistal
RadiusFracmre

1順天堂大学附属順天堂伊豆長岡病院整形外科，

2順天堂災害医学研究所人間工学

○宮原真!，金子和夫11大林治11

最上敦彦'，岩瀬秀明2

【目的】榛骨遠位端骨折の治療において，従来の

bridgingtypeの創外固定器を使用した際に手関節
の拘縮，手根骨の廃用性萎縮やRSDなどが問題

になることが多い．これらを解決するために，

non-bridgingtypeの新しい創外固定器である

Compackが開発され，臨床に使用され好成績が得
られている．今回我々 はCompack創外固定器の

固定力を評価することを目的に，その固定力を他

の固定方法と比較し力学的実験を行った．

【方法】比較対照とする固定デバイスはT-plate

(AO)と2種類のbridgingtypeの創外固定器

(Poingfix,ACEColles)とした．ポリウレタン製
骨モデルを用い固定力の力学的評価を行った．検

討項目として曲げ剛性，捻り剛性，圧縮剛性，圧

縮時の軸転位を測定した．

【結果】Compack創外固定器の曲げ剛性はPoing

fixの約1/3,ACECollesの約2倍であった.Plate

では水平および垂直の2方向の曲げ剛性値を求め

たが,Compackはその中間の値を示した．捻り剛

性値はPlateと同程度で,Poingfixの約1/2,ACE

Collesの約2/3であった.圧縮剛性値はPlateの1/8,

PoingfixおよびACECollesの約1/2と低かったが，
圧縮による軸転位は少なかった．

【結論】Compack創外固定器は軸転位は少ないと

いう特徴を有しているが，圧縮剛性は低く，僥骨

の短縮を来しやすいことを示唆している．したが

って骨折部の粉砕が強い症例では骨移植などの短

縮予防を行う必要性があると思われた．

1-Pa-20

中高年者の僥骨遠位端骨折に対する
modifiedKapandjipinning-固定する鋼
線の本数がX線学的成績に与える影響一

ModifiedKapandjiPinningforDistalRadius
FracmresmOldAdults:hnuencesoftheNumberof

WiresonRadiologicalResults

l帯広厚生病院整形外科，z北海道大学運動器再建

医学，ヨ北海道整形外科記念病院

○西尾泰彦!，三浪明男2，三浪三千男3，

加 藤 貞 利 3

【目的】中高年者の僥骨遠位端骨折に対する

modifiedKapandjipinning(以下mK法）について，
固定する鋼線本数の違いがx線学的成績に与える

影響を明らかにすること．

【対象と方法】2000年6月以降にmK法を行い，

45歳以上なおかつ3カ月間経過観察可能であった

41例41手を対象とした．男性4例，女性37例，

手術時年齢は平均64歳であった．斎藤分類によ

る骨折型は全例Colles骨折で，関節外35手，関

節内粉砕型6手であった．手術法は全例で転位骨

片を整復し2本のintrafocalpinningを行った後，

さらに骨折部を固定するためのpinningを追加す

る方法であったが，骨折部固定のpinningとして

最初の18例には僥骨茎状突起からの逆行性

pinningを1本のみ行った(1本群).その後の23

例には前述のpinningに加えて骨折線近位僥側か

らも鋼線を刺入する順行性pinningを行った(2本

群)．鋼線は全症例にl.6mm径のネジ付きK-wire

を使用した.X線学的評価のために,palmartilt

(PT),radialinclination(m),ulnarvariance(UV)

を受傷時，術直後，抜釘直前，術後3カ月時にそ

れぞれ測定し，抜釘直前と術直後の各parameter

の差をmK法の矯正損失とした.1本群と2本群

との間に矯正損失の程度に差が認められるかどう

かについて，統計学的検討を行った．

【結果】1本群の矯正損失はPT:平均2.2｡,RI:

1．2｡,UV:1.7mmであった．一方2本群では

Pr:平均0.6｡,RI:1.3｡,UV:0.7mmであった．

両群間にはPrおよびUVにおいて統計学的有意差

が認められた(p<0.05).術直後から抜釘までに
PTが3°以上増大した例が1本群では3例認めら

れたのに対して，2本群では全く存在しなかった．

【結論】mK法はintrafOcalpinningの他に少なくと

も2本の骨折部を固定するpinningを行うことに

よって,palmartiltの過矯正や僥骨の短縮を防止
する優れた整復位保持能力を有する．
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僥骨遠位骨端離開に対するintra-focal

plnnlng

Intra-fOcalPinningfOrEpiphysealSeparationof
theDistalRadius

済生会山形病院整形外科

○ 清重佳郎

【目的】成長期の榛骨遠位端骨折はSalter-Harrisll

型の骨端離開として生じることが多い．本骨折に

対し徒手整復を試みても整復不十分となりがちで

あるが，保存的治療でも時を待てば十分

remodeling可能である．しかし患者の年齢層を考

えると，早期から外固定なしに学業復帰を可能と

する治療法が望ましい．1990年演者は，本骨折

が骨幹端部を含んだ骨折で転位がその方向である

ことを利用して，骨端離開部ではなく骨幹端部に

intra-fOcalpinを刺入して整復し，転位を防止する

方法を考案した．第40回本学会においてintra-

fOcalpinningのpitfallについて報告した際,9症例

を同法の応用例として紹介した．その後症例を重

ねるにつれて，新たな知見が得られたので追加報

告する．

【方法】症例は20例,19例が男子,1例が女子．

年齢8～14歳．背側転位型17例，掌側転位型3

例．当初の9例は3週間ギプス固定．その後の症

例は背側splintとし，装着期間は瘻痛の程度によ

り患者にまかせた．抜釘は5～7週で行い，3ケ

月は過度の運動を禁じた．

【結果】背側転位型ではECRLとEPLの問からの，

掌側転位型ではFCRの僥側からのintra-fOcalpinl
本で治療可能であることが判明した．骨折後痙痛

は遅くとも10日目には消失しており,splintは早

い者で5日目で除去可能であった．術後再転位は

なく，骨端早期閉鎖もみられなかった．

【成績】本法の最大の利点は前回報告したように

pinが骨端線を跨がないことであり，本シリーズ

を通して骨端早期閉鎖はなかった．再来も術後l

～2日目のpin刺入創のチェック・在宅リハの指

導，3週目の仮骨形成確認，5～6週目の骨癒合

確認と抜釘，長期休み毎の骨端早期閉鎖のないこ

との確認程度,pinは1本，外固定も極短期で済

むことから，小中学生である患者にとってのメリ

ットは大きい．
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僥骨遠位端骨折に対する掌側からの

intrafocalpinning

VolarlntrafOcalPinningfOrDistalRadiusFracmre

青森市民病院整形外科

○坪健司，小川太郎，丹野雅彦，

南雲明

【はじめに】僥骨遠位端の関節外伸展骨折に対す

る背側からのintrafOcalpinningはすぐれた方法で

あり良好な結果が得られている．我々は掌側に転

位した関節外骨折や関節内骨折に対して，外間

(1997),Fietti(1994)らの方法に準じ，掌側か

らのintrafbcalpinningを症例を選んで行っている．

今回,その手術手技と治療成績について報告する．

【対象】1999年から2002年7月までに手術を行っ

た12例である．女性が8例，男性が4例，手術時

年齢は14歳から81歳，平均58歳であった．骨折

型はAO分類で,A3型が1例,B3型が5例,Cl

型が6例であった．受傷から手術までの期間は受

傷当日から20日（平均4日）で，術後経過観察期

間は3ケ月から14ケ月（平均4.5ケ月）であった．

【方法】伝達麻酔下に，先ずfingertrapにて，水平

牽引し徒手整復を行う．A3およびB3型では掌側

に転位した骨片を僥側手根屈筋腱鞘から,Cl型

では主に掌内側骨片を尺骨動脈の僥側からドリル

ガイドを用いてintrafOcalpinningした．症例によ

り背側や茎状突起からのpinningも追加した．術

後は2～4週間のギプス固定を行い，平均5週で

K-wireを抜釘した．

【結果】最終調査時のvolartiltは0～11｡,radial

tiltは16～30｡,ulnarvarianceは0～+10mmで

あった．高齢者とCl型に矯正損失が多い傾向で

あった．斉藤のポイントシステムではexcellentが

6例,goodが5例,fairが1例で全例に神経，腱損

傷などの合併症は認めなかった．A3型とB3型は

成績良好例が多かった．fairの1例は関節面の適

合不良例であった．

【考察】本法はプレート固定に比較し，手術侵襲

が少なく，ドリルガイドにて，回転するK-wire

による神経損傷などを回避すれば比較的安全な方

法である.掌側転位のある関節外骨折のみならず，

症例を選べば比較的単純な関節内骨折にも有用な

一法であると思われた．



1-Pb-1

Dupuytren拘縮modelにおけるγ‐
interferonのa-SmoothMuscleActin産

生抑制の機序

MannerofDownregulationofq-SmoothMuscle

ActinProductioninMyofibroblastbyInterferon-),

大阪医科大学整形外科

○田中公生，阿部宗昭

【目的】γ-interferon()'-IFN)はpilotstudy

(Pettitl994)において,Dupuytren拘縮に対する

局所注入による治療効果の可能性が示されてお

り，田中らは第44回の本学会において加W"oで

のDupuytren由来線維芽細胞に対するa-Smooth

MuscleActin(q-SMA)産生抑制を証明した．今

回，我々は線維芽細胞にTGF61を反応させた

Dupuytren拘縮modelでのγ-IFNの作用機序につ

いて調べた．

【対象および方法】ヒト胎児線維芽細胞(Wl-38)

を培養し，培地の条件として（1）培地のみのも

の，（2）培養初期にTGF/31を反応させたもの，

(3)培養初期にTGF61を反応させた後にγ-IFN

を反応させたもの，（4）培養初期にTGF61と同

時にγ-IFNを加えたものを比較した．細胞固相
化酵素免疫法(EIA)にてα-SMAの定量を行っ

た．

【結果】EIA後の吸光度は(1)0.11ztO.02(2)

0.66±0．02（3）0．37±0.05（4）0．16±0.01であ

った．培養初期にTGF61と同時にγ-IFNを加

えた場合,著明なa-SMA産生抑制が認められた．

培養初期にTGF81を反応させた後にγ-IFNを
反応させた場合にも産生抑制効果が認められた．

【考察】TGF61は線維芽細胞を筋線維芽細胞へ

transfOnnさせるサイトカインでありDupuytren拘

縮の病態に関与していると考えられていることよ

り線維芽細胞にTGF61を作用させることで

Dupuytren拘縮のmodelとした．本実験結果から

)'-IFNはTGF81に拮抗して強く作用するもの

と考えられた．さらにTGF61によって

upregulateされた線維芽細胞に対しての抑制効果

もあるものと考えられた.),-interferonは，早期

に投与することでより強い治療効果が期待される

ことが示唆された．

1-Pb-2

Dupuytren拘縮の術後成績に影響を与え
る因子の検討－新しい病期分類の提案一

EvaluationofFactorslnnuencmgSurgicalOutcome

ofDupuytrenDisease-ANewPreoperative

ClassificationfOrDupuytrenDisease-

i千葉大学整形外科，z千葉市立病院，3安房医師

会病院

○阿部圭宏11六角智之21大渕聡巳21

徳永進3，廣田延大！

【目的】当院と関連施設にて手術を行った

Dupuytren拘縮症例のretrospectivestudyを行い，
術式の選択や予後の予測の参考となる新しい術前

分類を考案した．

【方法】1991年1月から2002年10月の間に手術

(全例部分腱膜切除術）を施行した57例67手を

対象とした．罹患関節ごとに拘縮改善率を算定し

術後成績を評価した．再発と進展のriskfactorに

対し，統計学的検討を行った．

【結果】MP関節では，術前拘縮角と拘縮改善率

の問に相関関係はなかったが,PIP関節では，強

い逆相関がみられ，術前拘縮角く30．，30｡≦術

前拘縮角く45．，術前拘縮角≧45.の3群で拘縮

改善率を比較した．平均値は各々76％，52％，

29％と，3群問に有意差を認めた．術後の再発を

9例，進展を5例に認めた．nskfactorとされるも

ので統計学的有意差を認めたのは,ectopiclesion

の合併と僥側指罹患であった．両手掌榛側，両足

底，両手背(knucklepad),陰茎の7つの部位の
うち3カ所以上にfibromatosisを認める例では，

高率に再発，進展を認めた．

【考察】結果より，術前のPIP関節の拘縮の程度

と,ectopiclegionの合併が手術成績に影響を与え

ると考えた．2つのTypeと5つのGradeからなる

分類を考案した．

TypeA:fibromatosisは3カ所未満

TypeB:3カ所以上にfibromatosisを認める

GradeO結節形成のみで，手指の拘縮なし

GradelMP関節にのみ拘縮を認める

Grade2PIP関節に30.未満の拘縮

Grade3PIP関節の拘縮が30.以上45.未満

Grade4PIP関節に45.以上の拘縮
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当科におけるDupuytren拘縮症例の検
討-RegionalFasciectomyについて一
RegionalFasciectomyfOrDupuytren'sDisease

大津赤十字病院形成外科

○ 齊 藤晋，石川浩三，川勝基久

【目的】Dupuytren拘縮の外科的治療にはいまだ統

一見解がないが，我々は一貫してregional

fasciectomyを施行し安定した成績を得てきたので

報告する．

【対象と方法】症例は1993～2002年に当科に於

いて手術を施行し6ヶ月以上経過観察し得た10

例ll手（全例男性）であり，手術時年齢は平均

61.8歳（46～74歳)，罹患側は右6手，左5手，

罹患指は小指9指，環指8指，中指4指であった．

既往症は糖尿病4例，高血圧2例，高尿酸血症2

例，家族歴2例であった．術前の拘縮手の評価に

はMeyerding変法のEinerssonn分類を使用し

gradel3手,grade25手,grade33手であった．手

術は全例に於いて同一術者（石川）により行い，

zigzag切開,regionalfasciectomy,創の完全閉鎖

を原則とした．術後の総合評価にはTubianaの判

定基準を使用した．指の評価にはMP,PIP関節

それぞれに伸展不足角(EL)改善率を用いた．

特にPIPは重症と言われるEL60o以上と60.未満

に分けて評価を行った．術後フォローアップ期間

は平均17.9ケ月(6～74ケ月）であった．

【結果】術後成績はverygood5手,good6手,fair,

poorともに0手であった.MPのEL改善率は全指

とも100％であり,PIP重症例(EL≧60)の平均

EL改善率は89%(環指100%,小指78%)で，

軽症例(EL<60)の平均EL改善率は54%(中

指100%,環指33%,小指41%)であった．合

併症として皮弁の壊死，血腫，感染，知覚障害，

RSDは認めなかった．手術部位以外への進行を1

例，再発による再手術を1例に経験した．

【考察】一般に成績不良とされるPIP重症例に於

いてもregionalfasciectomyにより優秀な成績が得

られ，関節形成術は必要としなかった．また術前

ELの小さい例ではEL改善率は過小評価され易い

と考える.PIP重症例について症例を提示し，手

術方法と後療法について述べる．

1-Pb-4

当院におけるDupuytren拘縮手術例の検
討

ClinicalStudyofDupuytren'sContractureon

OperatedCases

日本医科大学整形外科

○六郷知行，澤泉卓哉，南野光彦，

伊 藤 博 元

【目的】1991年から2002年に当院にて施行した

Dupuytren拘縮手術例の治療成績を検討した．

【対象および方法】対象は20例24手で，男性が

19例で女性が1例であった．手術時年齢は28歳

～82歳（平均64.9歳）であった．罹患手は両手4

例，右手のみ10例，左手のみ6例で，罹患指は

中指3指，環指14指，小指18指であった．罹患

指数は1指のみが13手，2指が11手であった．

Meyerding分類ではgradelが8手,grade2が4手，

grade3が12手であった．手術はzig-zag切開を用

いた部分腱膜切除術が23手，腱膜切離術がl手

であった．創の閉鎖にY-V法を必要としたもの

は11手であった．術後経過観察期間は1カ月～

18カ月（平均4.9カ月）であった．治療成績は術

前後の伸展不足角度差を術前伸展不足角度で除し

て拘縮改善率を算出するTonkinらの方法および

Tubianaの評価基準にて評価した．

【結果および考察】罹患関節別の伸展不足角度の

改善率はMP関節が96.3%,PIP関節が65.4%,

DIP関節が95.6%で,PIP関節の改善率が低かっ

た．また,Tubianaの評価基準ではverygoodが9

手,goodが8手,fairが6手,poorが1手であり，

術前の拘縮の強い症例，小指罹患例，罹患指数の

多い症例ほど治療成績は劣る傾向にあった．poor

のl手は小指PIP関節のみの罹患例で唯一腱膜切

離術を行った症例であった．また,fairの6手は

いずれも術前のPIP関節の拘縮の強い症例であっ

た.PIP関節はMP関節部と比較し病的腱膜の構

造が複雑でcordの切除が不十分になりやすく，

また関節の二次性拘縮を起こしやすいため，本疾

患の手術成績を向上させるためには，病変部の解

剖を十分認識し,cordの取り残しがないよう注意

し，できるだけ早期に手術を行うことが肝要であ

ると考える．
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1-Pb-5

Dupuytren拘縮に対する部分的開放療法
PartialOpenMethodmtheTI℃atmentofDupuytren

ContracmIe

'東京都済生会中央病院整形外科，2平塚市民病院

整形外科，，国立栃木病院整形外科

○亀山真11森澤妥ll吉川泰弘21

西脇正夫2，吉田宏樹，

【目的】Dupuytren拘縮に対し病的な腱膜を切除後，
創の一部を開放する部分的開放療法を行なってき

たので，その術式，治療成績を報告する．

【対象および方法】対象は1994年8月以後に本法

を施行した18例19手（男17例，女l例）で,8

例は糖尿病であった．年齢は46歳～77歳（平均

62歳)，罹患指は示指2，中指5，環指10,小指

13,Meyerding分類は1度9手,2度5手,3度5手，

術前の罹病期間は10カ月～8年（平均4年）であ

った．手術はまず手掌の皮線に平行な切開を数箇

所加え皮下トンネルをつくり，病的腱膜を切離翻

転する．次にMP関節レベルより固有指部にかけ

ては皮線に沿った切開と，これを斜めに連結する

切開を加え，固有指部では神経血管束を確認しな

がら病的腱膜を切除した．皮線に沿った切開は開

放とし，斜めの切開のみを縫合した．後療法は術

後3日目より自動運動を行い，夜間のみシーネ固

定とした．8手では三角皮弁先端の壊死を防ぐ為，

斜めの切開をedgeの手前までとし病巣を切除し

た．これら症例の創治癒に要した期間，指関節可

動域を検討し，石川らの％改善率,Tubianaの判

定基準により成績評価をした．

【結果】術後経過観察期間は3カ月～3年（平均

15カ月)，創の治癒に要した期間は平均25.9日だ

が，多くは3週以内にdressingを解除できた．創

は全例正常の皮膚隆線に囲まれた細い線状腰痕で

治癒した．石川らの％改善率は平均76．3％，

Tubianaの4段階評価ではverygoodll手,good5

手,fair3手であった．

【考察および結論】従来の開放療法では，皮層隆

線に沿った横切開のみで病巣を切除していたが，

視野が狭く病的腱膜を取り残す可能性があった．

これに対し本法は，固有指部における病的な腱膜

の十分な展開，切除が可能で，感染，血腫皮弁

壊死を防止しつつ早期より自動運動を積極的に遂

行できる有用な治療法であった．

1-Pb-6

ポリ-L-乳酸ピンによる切断指の骨接合一

長期経過例のピンの吸収について一

OsteosynthesisinDigitalReplantationUsinga
BioabsorbableRod

'共和病院形成外科，2大津赤十字病院形成外科，

‘島根県立中央病院形成外科

○荒田順!，石川浩三2，沢辺一馬3，

添田晴雄!，北山稔大！

【目的】切断指再接着術の骨接合時における生体

内吸収材料であるポリ-L-乳酸ピン（以下PLLA

ピン）の有用性は第40回日手会において沢辺が

報告しており，以後もわれわれは症例に応じ適用

してきた．今回，6年を経過した症例に対し,X

線,MRI検査によりピンの吸収について検討した

ので報告する．

【対象】PLLAピンを髄内釘として使用した切断

指再接着例で術後6年を経過した5症例8指を対

象とした．男性4名，女性1名，年齢は22～63

歳（平均38，4歳）であった．4指が骨幹部，4

指が関節固定に使用した．

【方法】X線にて透亮像の有無と骨硬化，骨吸収

の変化,MRIによりPLLAピンの骨髄組織への置

換の有無を検討した．

【結果】全例に十分な骨癒合を認め，無菌性腫脹

などの合併症は認めなかった.X線では境界は不

明瞭になるもののピンの透亮像を認めた症例が5

例，透亮像が消失していた症例が4例あった．骨

硬化，骨吸収は全例認めなかった．Mmでは全例

T2でPLLAピンの分解を示唆する高信号をピン

の周囲に認めたが，完全に骨髄組織に置換された

症例は認めなかった．

【考察】PLLAピンの吸収は最終的に二酸化炭素

と水に分解され，ピン挿入部は骨組織に置換する

とされている．その期間は動物実験的には2年以

上とされる．臨床的には7年8ケ月でも正常な骨

髄組織に置換されないとする報告があるが，われ

われの症例も同様の所見を示した.X線では術後

早期のX線写真に比べ透亮像は全例縮小し，透亮

像を認めない症例もあった．しかし,MRI画像で

は全例PLLAピンの残存を示し,X線では吸収の

確認はできないことも確認された．また，術後早

期に骨吸収を起こした症例も順調に治癒してお

り,PLLAピンよりも手技が骨吸収の原因と考え

られた．
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1-Pb-7

切断指再接着における偽関節例の検討

NonunionafterDigitalReplantation

金沢医科大学形成外科

○島田賢一，石倉直敬，川上重彦

【はじめに】近年マイクロサージェリー技術の発

達に伴い切断指再接着術の適用は拡大し，末梢切

断症例や高度挫滅症例においても再接着が可能と

なってきた．しかし，これらの症例の中には術後

に骨癒合の遷延や偽関節を生ずるものがある．今

回，我々は，再接着後に偽関節を生じた症例を経

験したので，検討し報告する．

【対象】1997年6月から2002年2月までに，当院

にて手指の再接着を施行し完全生着した51例63

指を対象とした．

【結果】偽関節を生じた症例は13例14指（22％)，

男性11例，女性2例であった．年齢は18～70歳

(平均44歳)．受傷機転はcrushinjuryが8例，

avulsioninjuryがl例,heatpressinjuryが1例，

cleancutinjuryが3例であった．切断状態は完全

切断が8指，不全切断が6指であった．切断レベ

ル（玉井のZone分類）はZonelが3例,Zone2が

4指,Zone3が7例であった．偽関節症例13例中

5例に手術を行った（3指に再骨接合，2指に骨移

植)．

【考察】偽関節を生じた症例はすべてZone3より

末梢の症例であった．不全切断症例においては，

連続性のある組織を温存するため，術野の展開が

不十分となり，骨の新鮮化や骨固定が不十分なた

めに偽関節が生じたと考えられる症例があった．

また,crushinjuryでは骨が粉砕していることもあ

り，整復固定が困難なために偽関節が生じたもの

と思われた．再接着に際しては，まず組織を生着

させるための血管吻合に注意が注がれるが，骨接

合に関しても確実・強固に行う必要性を痛感し

た．

1-Pb-8

Hemipulpflapによる指腹部軟部組織再建
FreeHemipulpFlapfOrUseinReconstructionof

FingerPulp

東京慈恵会医科大学形成外科

○松井瑞子，赤松久子，篠田明彦，

栗原邦弘

【目的】指の外傷による指腹部軟部組織欠損の再

建方法には，遊離組織移植，指腹部進展皮弁，逆

行性指動脈皮弁などがあり，その範囲などにより

皮弁が選択されてきた．遊離組織移植では，

hemipulpnapやfirstwebflapが頻用されている．

今回，我々 は，過去14年間に行ったhemipulpnap

の21症例を検討し，その結果と採取部の状態に

対して検討を加え，報告する．

【対象】過去14年間に，指の指腹部再建に行った

hemipulpnapの21症例を対象とした．過去14年

前には血管茎がlongpedicleの症例が多かったが，

その後はすべての症例でshortpedicleで血管吻合

を行なっている．移植後の指の機能と形態採取

部の状態，追加手術の有無について検討した．ま

た，逆行性指動脈島状皮弁による再建との比較を

行った．

【結果】全ての症例で原因は外傷であった．年齢

は17歳から68歳．男性15例，女性6例．皮弁は

全例で完全に生着した．1例で術後5日目に皮弁

の血行障害が認められ，血管再吻合を行なった．

採取部は全ての症例で一期的に内果からの全層植

皮を行った．全症例で皮弁採取部の追加手術は必

要ではなかった．全症例で指皮層による創閉鎖が

出来ず，血管吻合部上に植皮を要した．21例中

17例で追加修正を行った．追加修正は全てが血

管吻合部上の植皮部分の切除であり，局所麻酔下

に行った．

【まとめ】hemipulpflapは指腹部の再建である程

度の範囲の欠損がある場合には，有効な皮弁であ

る．また，母趾の機能障害も少なく，現代の社会

生活で問題となることはほとんどないと考えられ

る．shortpedicleでの血管吻合を行ったが，全例

に吻合部上に植皮を必要とした．今後はデザイン

などに工夫が必要と考えられた．指尖部の再建は

fishmousemethodを行い良好な結果を得た．
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1-Pb-9

前腕重度外傷例に対する腱剥離，腱移植
後の皮弁移植術による組織再建

ReconstructionofSoftTissuebyFlapsafterScar

TissueResectionCombinedwithTenolysisor

T℃ndonGraftmSeveleFbreannlIjuries

'大阪市立大学整形外科，2府中病院整形外科

○五谷寛之'，吉田玄!，米田昌弘'，

高岡邦夫'，山野慶樹2

【はじめに】前腕重度外傷例においては筋腱と損

傷を受けた皮層や軟部組織との癒着が高率に発生

し問題となる．我々は腱剥離や腱移植と同時に療

痕化した周囲軟部組織を皮弁にて修復しておりそ

の治療結果を報告する．

【対象および方法】対象は手部前腕に皮弁移植を

受けた上肢重度外傷の19例であり（男17，女2

人)，平均年齢43歳であった．受傷機転は前腕お

よび手掌の完全および不全切断が17例，前腕の

熱傷l例，複数指の熱圧挫損傷l例であった．こ

の内掌側に皮弁移植を行ったのは11例，背側に

皮弁移植を行ったのは8例であった．掌側例では

全例に屈筋腱剥離を施行，腱移植を施行例は3例

である．背側例においても腱剥離は全例施行し，

腱移植は3例に行った．掌背側共の剥離は4例施

行した．皮弁の内訳は腓骨皮弁3例（血管柄付き

腓骨による手関節再建施行例2例含む)，魚径皮

弁2例，上腕外側皮弁2例（尺骨神経への神経移

植1例含む)，尺骨動脈由来の穿通枝皮弁9例

(尺骨神経への神経移植1例含む)，背側中手動脈

皮弁2例3指（肋軟骨移植によるPIP関節再建2

指含む)，広背筋皮弁l例であった．経過観察期

間は6ケ月から4年10ケ月，平均2年7ケ月であ

る．

【結果】皮弁は部分表層壊死に対して植皮を追加

した2例を除き生着し，術後の機能をChenのク

ライテリアに従い分類するとGrade4が2例,3が

6例，2が6例,1が5例であった．全例でクライ

テリアは上がった．総合的には整容面に不満を残

すケースもあるが手術後の機能改善にほぼ満足し

積極的に使用しているケースが多い．

【考察】運動機能の回復には懐痕による筋腱の癒

着を克服することが急務であるが，懐痕内を剥離

するのみでは再癒着の発生を防止できない．剥離

と共に羅痕を血行の良い組織で置換，被覆するこ

とが必須であると考えられた．

1-Pb-10

瘻痛の研究における新しい動物実験モデ

ルー細胞外電極記録における長時間観察

ラットー

NewMethodfOrExperimentalPainAnimalModel

(ContinuousExtracellularRecording)

'大阪府立母子保健総合医療センター整形外科，

2メリーランド大学

○三木健司',RonaldDubner2,KeRen2,

川端秀彦！

【目的】瘻痛の研究において,vivoでの研究は生

体内でどのような変化が起こっているかを解明す

るために必要である．昨今では，動物に痛みを与

える方法は人道的な立場から避けられる方向に向

かっているが,その苦痛を最小限にする工夫をし，

瘻痛の研究を生体内でも進めることが許されるべ

きである．われわれは，生体内での痛覚に対する

ニューロンの変化を浅麻酔の状態を維持すること

により動物の苦痛を最小限にし，またその変化を

同一個体で同一ニューロンで長時間記録すること

を行った．

【方法】今回，われわれは,completeFreund's

adjuvant(CFA)を投与した瘻痛モデルラットに，

pentobarbital投与により浅麻酔を施し，瘻痛閾値

を下げた状態ではあるが，わずかに痛覚を感じ，

逃避行動が起こる状態での，下降性の痛覚伝達の

調節機能を担っている吻側延髄腹側部(RVM)

からの5時間以上の連続記録に成功した．

【結果】炎症モデルでは，経時的変化によりニュ

ーロンのphenotypeの変化が観察できた．長時間

記録できた30ニューロン中元来痒痛刺激に応答

しなかったNeutral-likecellは15ニューロン中，

11ニューロンはそのphenotypeが変化し，応答す
るようになった．

【結論】通常，細胞外電極記録を用いた実験では

populationstudyという数多くの実験動物の使用に

より，与えた刺激の変化を異なる個体でのデータ

の平均という形で処理する．今回のわれわれが開

発した方法は，同じ個体で時系列にデーター解析

でき，まさしく生体内での同じニューロンの変化

を最高7時間いう長時間にわたって記録できた．

この方法は，異なる実験系でも応用でき，痒痛研

究の新しい方法として確立すると思われる.(J

Neurophysiol,Feb;87(2):750-760,2002)
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1-Pb-11

ラットCCImono-neruopathyモデルの異
所性発火に対するノイロトロピンの抑制

効果

TheInhibitoryEffectofNeurotropinonEctopic

FiringofCCIMono-neuropathyModelinRats

旭川医科大学整形外科

○中村智，熱田裕 司

【目的】Neurotropinは,Peripheralneuropathyの

neuropathicpainに対して用いられているがその作

用機序は十分に分かっていない．ヒトの

Peripheralmono-neuropathyのneuropathicpainを再

現できるラットCCImono-neuropathymodelの腓

腹神経から逆行性に導出した異所性発火に対する

Neurotropinの効果を検討した．

【方法】Wistar系ラットをNeurotropin群と対照群

に分けCCImodelを作成,7日間飼育した後に脊

髄化を行った．右大腿静脈より薬剤投与経路を確

保し腓腹神経から逆行性腓腹神経活動を導出．

Neurotropin群ではNeurotropin(100NU/kg)を投

与した．評価は薬剤投与前後の発火数より1）抑

制率2）有効率3）異所性発火に特有なon-off

pattemにおける周期性発火の抑制の有無を評価し
た．

【結果】平均発火数は，対照群で81.4/secc=t27.4,

Neurotropin群で63.4/sec±30.6であり，

Neurotropin群では薬剤投与後5分から7分にて

on-offpattemの5例中4例に周期性発火の抑制が

みられた．抑制率は対照群の3．0％±5．3に比べ

Neurotropin群の16.2%±14.8は有意に高かった．

平均抑制率より算定した有効率は対照群で0％，

Neurotropin群で60%となった．

【考察】ラットCCImono-neuropathymodelでは

CCI部位とdorsalrootganglionで発生した異所性

発火が増大した逆行性の腓腹神経活動の多くを占

めており，両群とも平均発火数は我々が同じ方法

において計測した正常ラットよりも高い値であっ

た．（第44回日手会）また異所性発火に特有な

on-offPatternにおいて周期性発火の80%が抑制さ

れた．本実験のように麻酔剤や上位中枢からの

影響を排除するために除皮質化された脊髄モデル

では,NeurotropinはCCI部位やdorsalroot

ganglionに対して直接的に作用して異所性発火を

抑制する効果を有することが示唆された．
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整形外科的手術の適応となったCRPS

typel8症例の検討

EightSurgicalCaseswithComplexRegionalPain

Syndrome(CRPS)

'大阪大学生体機能調節医学講座（麻酔科)，ユ大

阪大学整形外科，3佐藤病院整形外科

○井上隆弥!，柴田政彦'，島田幸造2，

古瀬洋一3，真下節！

Complexregionalpainsyndrome(以下CRPS)罹患

症例に手術を行うと病態がより悪化することがあ

り，その適応には慎重であるべきとされている．

今回われわれは，過去7年間に当院麻酔科に入院

したCRPStypel約100例のうち整形外科との検討

により手術適応となった症例は8例であった．手

術内容は神経又は腱の癒着剥離術，腱延長術，人

工骨頭再置換術，変形治癒矯正手術であった．評

価は(1)CRPSの症状の消失(2)安静時痛の消

失および運動時痛の軽減，（3）自動時で30度以

上の関節可動域の改善，（4）社会および職場への

復帰の4項目において行い，著明改善は上記項目

のすべて満たすものとし，改善は上記項目のうち

2つ以上を満たし，不変は1つも満たさないもの

とした．結果は8症例中3例において著明改善，

3例において改善，2例においてはCRPSの症状，

関節可動域および瘻痛症状等においては不変であ

った．また術後に腫脹や痛みなどCRPSの症状が

一時的に再発した症例や関節可動域制限の改善が

予想を下回った症例もあるが，最終的に全症例に

おいて関節可動域制限の改善又は日常生活動作の

改善が得られた．従来,CRPSの手術治療は避け

られる傾向にあったが,手術治療を選択する上で，

手術の適応および患者の選択，さらに手術を行う

時期は,CRPSの急性期としての症状（腫脹，熱

感自発痛）が消失している事を確認する事が重

要である．また瘻痛教育，術前，術中，術後の瘤

痛管理と他科医師との綿密な打ち合わせ，術後早

期よりの理学療法を積極的に行うことにより機能

の改善は可能であると考える．手術適応の判断基

準，術式，周術期の癖痛管理，理学療法の方法，

治療成績について若干の文献的考察を加えて報告

する．



1-Pb-13

肋骨肋軟骨移植術に関する実験的研究

ExperimentalSmdyonCostalOsteochondralGraft

-HistologicalFindingsandBiochemicalSmdyof

MatrixComponentintheGraftCartilage-

IHandCenterofWestemNewYork,Departmentof

OrthopaedicSurgery,StateUniversityofNewYork,

Buffalo,ユノースウエスタン大学整形外科

○佐藤和毅',OwenJ.Moy',ClaytonA.Peimer2

【目的】われわれは外傷などによる手指関節軟骨

欠損に対し肋骨肋軟骨移植術を行い，その臨床成

績や移植軟骨の病理組織像を報告してきた．本法

に関する実験的研究は2，3報告されているが，

いずれも移植片の組織像を観察するに留まる．今

回われわれは移植片中の軟骨細胞のviabilityを検

討するとともにtypel,2collagenのmRNA発現

量の定量を行った．

【方法】NewZealandWhiterabbit(3.4-5.1kg)15

羽を使用した．中位肋骨肋軟骨移行部より採取し

た骨軟骨片を膝蓋大腿関節穎間部関節に作製した

直径2.5mm,深さ5mmの骨軟骨欠損部に移植し

た(A群).反対側の欠損部は非移植(B群）と

した．移植後6，12，24週（各n=5)で移植部

位を採取し，組織学的検討(H&E,Safranin-O)

の他,calceinとethidiumhomodimerを使った蛍光

二重染色を施し共焦点レーザー顕微鏡（以下，

CF)下に軟骨細胞のviabilityを観察した．また

RT-PCRによりtypel,2collagenのmRNA発現レ

ベルを測定した．

【結果】組織学的には移植片全例が周囲海綿骨と

の間に骨性癒合し,軟骨層の構造も保たれていた．

CFで観察した6-24週の全例で移植片中の軟骨細

胞が緑色蛍光を発しviabilityを有すること，そし

てその分布は周囲正常関節とほぼ同様であること

が認められた.Type2collagenmRNAの相対的発

現量の平均値は正常関節軟骨0.800,正常肋軟骨

0.785に対し,A群では6,12,24週の順に0.809,

0.743,0.746,B群では0.393,0.448,0.393であ

った.TypelcollagenはA群では殆ど認められな

かったがB群では全標本で高度に発現していた．

【考察】肋骨肋軟骨移植において移植片中の軟骨細

胞は移植後24週においても周囲正常関節軟骨同様

のviability,分布を示した．また,type2collagen

mRNA発現レベルは6週から24週に至るまで正常

関節軟骨，肋軟骨に近い値を維持していた．

1-Pb-14

ヒツジ間葉系幹細胞を用いたバイオ月状

骨

TissueEngineeredLunateUsingSheepBone

Marrow-derivedMesenchymalStemCells

マサチューセッツ大学医学部

○野々 村ﾗ諺，小島宏司,Ronaldlgnots,

CharlesVacanti,LawrenceBonassar

【目的】現在，進行期のキーンベック病に対し，

骨切り術などの治療が行われているが，自己細胞

を用いた再生月状骨を臨床に応用できれば，患者

のQOLに多大なる貢献をもたらす可能性がある．

我々はこれまでに培養骨膜細胞を生体吸収性ポリ

マーに播種し，ティッシュエンジニアリングによ

る手法を用いて再生人工骨を開発してきた.今回，

ヒツジの骨髄間葉系細胞を用い，再生月状骨の作

成を試みた．

【方法】ヒツジの腸骨稜より骨髄を採取し，骨髄

間質細胞を約2週間培養した．トリプシン処理に

て培養細胞を回収し，細胞縣濁液（50×106

cells/ml)を調製後，ポリグリコール酸/ポリ乳酸

複合体で作成したヒト月状骨テンプレートに培養

細胞を播種した．デキサメタゾンを添加した培養

液にて,細胞とポリマーが複合体を形成するまで，

さらに1週間培養し，ヌードマウスの背部皮下に

移植した．移植後，4および8週目に標本を摘出

し，生化学的および免疫組織学的検討を行った．

【成績】8週目に摘出した再生月状骨は，関節面

を含め，ヒト月状骨と類似した形態を示し，硬度

の点においても同程度であった．Safranin-O染色

では4週目に比べ8週目で，軟骨成分の減少をみ

た．Alizarinred染色では,4週の時点で既にミネ

ラリゼーションが認められ，8週では更に良好な

新生骨形成を認めた．

【結論】ヒツジの骨髄間葉系細胞を用いた再生月

状骨は，肉眼的にも組織学的にも正常の月状骨と

類似しており，硬度の点においても，8週時点で

は満足な結果を得た．比較的簡単に採取できる骨

髄細胞を用いて作成した再生月状骨は，今後の手

の外科領域において，さらなる患者のQOLを向

上させる可能性がある．

-S90-



1-Pb-15

Tissueengineeringによって作成した再生
指骨の長期結果一超高分解能X線断層撮

影法を用いた検討一

AnalysisoftheTissue-engineeledPhalanxUsing

UltraMicrotomography

近畿大学形成外科

○磯貝典孝，上石弘

これまで，われわれは，指骨の特有な3次元構造

を持つ複合組織の再生を行うため，加vitroにて

仔牛細胞（骨膜，軟骨細胞，腱細胞）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

作成した．次に，この複合体をマウスの背部皮下

に移植し,mvivoにて指骨の再生を試みてきた．

再生誘導された指骨の長期結果を検討したとこ

ろ，複合体の有する指骨の3次元形態は良好に維

持されていた．また，組織学的にも，新生骨組織

および軟骨組織が再生されていた．そこで，今回

は，この複合体から形成される再生指骨格の性状

をさらに詳細に検討する目的で，超高分解能X線

断層撮影法を用いて内部構造を再検討した．

【方法】生分解性ポリマーは，指骨格の形状を有

するポリ乳酸とポリカプロラクトンの共重合体

(PCL/PLA)を作成した．子牛の前腕部より採取

した骨膜，軟骨細胞を用いて，骨膜-細胞-ポリマ

ー複合体を作成し，動物体内（ヌードマウス皮下）

に移植した．移植後60週目に組織採取を行い，

再生組織の超高分解能x線断層撮影法(MFXMR,

/4MR)により再生指骨の内部構造を70"m前後
の分解能で解析した．

【結果およびまとめ】超高分解能x線断層撮影法

を用いて，再生指骨の形態を検討した結果再生

指骨の骨幹部に血管および脂肪組織の形成が認め

られ，再生指骨内部に骨髄構造が形態発生するこ

とが示唆された．

1-Pb-16

腱鞘ガングリオンの臨床像と超音波画像

について

ClinicalStudyandUltrasonographyofGanglionof

theFlexorTendonSheathsofFingers

'聖マリアンナ医科大学東横病院整形外科，ユ聖マ

リアンナ医科大学整形外科

○清水弘之11笹尾三郎ll別府諸兄21

中島浩志2，青木冶人2

【目的】指屈筋腱腱鞘ガングリオンの臨床像とそ

の超音波画像について検討したので報告する．

【方法】指掌側の腫瘤を主訴として来院し，超音

波画像で境界明瞭，辺縁整な無エコーの病変を認

め，腱鞘ガングリオンと診断した50例52指を対

象とした．その内訳は男性13例，女性37例，年

齢は3カ月から74歳（平均45歳）で，乳幼児の

7例を含んでいた．これらの症例の発生部位，形

状，治療経過について調査した．

【成績】患指は右側23例，左側27例，内2例が示

指・中指の同時発生例であった．指列別では母指

l例，示指6例，中指24例，環指15例，小指6例

であった．50指は手掌指節皮線周囲に，2指は近

位指節皮線上にあり，15指は腱鞘直上に，27指

は腱鞘尺側に，10指が腱鞘僥側に存在した．大

きさは縦径2～11(4.6)mm,横径1～10(4.1)

mm，高さ1～10(2.7)mmで，単発嚢胞像を47

指に，多発嚢胞像を5指に認めた．治療は腱鞘直

上の8指は用手圧迫のみで消失した．穿刺を行っ

た25指は粘液の吸引が可能であった．また9指

は粘液の確認ができなかったにも関わらず穿刺後

の用手圧迫で腫瘤の縮小，消失を認めた．4指は

穿刺後の腫瘤不変例と再発例であり，摘出術を行

った．乳幼児例はl例に穿刺後に腫瘤は消失し，

6例は経過観察とし，内4例が1年以内に自然消

失した．

【結論】本症は中年の女性に多く，中指，環指の

MP関節付近に集中していた．超音波検査は2×

1×lmmの陰影まで把握可能であり，診断と治

療に有用であった．治療は穿刺療法が有効な手段

であったが，腱鞘直上の例では用手圧迫のみで消

失する腫瘤が存在した．とくに乳幼児では超音波

画像で腱鞘ガングリオンを疑えば無用な穿刺を避

け，経過観察とすれば自然消失する可能性があっ

た．

-S91-
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上i効重瘍におけるMRIの有用性

TheUseofMRIintheEvaluationofUpper

ExtremityTumors

小郡第一総合病院整形外科

○エマニュエルエストレラ，士井

安 部幸雄服部泰典，金子

一輝，

昇

【IntroductionlMagneticresonanceimaginghas

becometheimagingofchoiceformostmusculo-

skeletaltumorsbecauseofitsexcellentsofttissue

contrast,multipleimagingplanes,andsensitivityto

bonemarrowandsofttissuereaction.

【ObjectivelTodescribetheuseofMRIinthe

diagnosisofupperextremitytumors.

【MaterialsandMethodslPatientswithupper

extremitymassesoroccultmasseswereI℃trospectively

reviewedbetweenl996and2002.MRIwaspelfonned

inallpatientsandexcisionbiopsywasdoneonthe

lesions.HistopathologiccoITelationwasalsoevaluated

inrelationtothepreoperativeassessmentbasedon

clinicalandMRIcharacteristicsofthelesions.

【ResultslTherewere22malesand31females

includedinthestudy.AlmostallpatientsconsultedfOr

apalpablemassintheupperextremity.MRIwas

performedin40hands,7wrists,2forearmsand5

elbows・Excisionwasdonein531esions・Histologic

examinationwasdonein471esions.MRIwasableto

detenninethecorrectdiagnosisin70%ofthelesions

withrespecttothefinalhistopathologicresult.The

lesionsareasfOllows:16ganglioncysts,7GCTTS

(giantcelltumorofthetendonsheath),3

hemangiomas,2peripheralnervetumors,11ipoma,2

perivasculartumors(glomus),6epidennoidcyst,1

granuloma,7bonetumors,1Fibroushistiocytoma,

andlcalcifyingepithelioma.Conclusion.Magnetic

resonanceimagingisanimportantimagingmodality

fbrdiagnosingupperextremitytumors.

-S92-

1-Pb-18

局所前進皮弁による粘液襄腫切除後の被

覆の経験

LocalAdvancementFlapCoverageaffrResectionof

MucousCyst

青森市民病院整形外科

○小川太郎，坪健司，丹野雅彦，

南雲明

【はじめに】ヘバーデン結節に伴う粘液襄腫は，

DIP関節背側中央部から僥側または尺側に偏在す

ることが多く，腫瘤の増大に伴い皮層は非薄化す

る．当科では腫瘤摘出後の皮層欠損を一次縫合す

ることが困難な症例に対し,V-Y皮弁に準じた局

所前進皮弁による被覆を行っている．その手術手

技と治療成績について報告する．

【対象】2000年から2002年までに手術を行った

ll例,14指である．全例女性で，手術時年齢は

41歳から76歳,平均58.3歳である．母指3例，

示指3例，中指3例，環指1例，小指4例で，示

指のうち1指は再発例である．

【方法】局所静脈内麻酔下に腫瘤上の非薄化した

皮層を紡錘形に切除し，関節包の一部を含めて腫

瘤を摘出する．腫瘤の局在に合わせて僥側または

尺側の側正中に切開を加える．指節背側を斜切開

してv字形の皮弁を作成するが，背側皮層の連続

性を一部残し,PIP関節を越えないようにデザイ

ンする．背側の静脈を温存したまま伸筋腱上で皮

弁を剥離し,V-Y法に準じて前進させ，皮層欠損

部を被覆する．

【結果】全例で緊張なく創閉鎖可能で，術後9日

から14日で創治癒が得られた．1例で縫合部に軽

度の腰痕を生じたが，追加手術は要さなかった．

1例で4か月後に嚢腫の再発を来したため同様の

手技で再手術を行い，その後の再発は認めていな

い．全例で術前の可動域に復しており，知覚異常

も認めず，患者の満足度は高かった．

【考察】本法は手技的に容易で血行障害による皮

層壊死の危険が少なく,10mm程度の皮層欠損で

も植皮を併用せずに被覆可能であった．粘液嚢腫

切除後の皮層欠損の被覆において有用な一法であ

ると思われた．



1-Pb-19

中手骨骨腫瘍に対し再建術を要した2症例

についての検討

ReconstructiveSurgeryfOrtheBoneTumorofthe

MetacarpalBone

'関西医科大学整形外科，2関西医科大学リハビリ

テーション科

○葵賢一'，中村誠也!，南川義隆2，

飯田寛和！

【目的】中手骨に生じる骨腫瘍は比較的稀でその

切除後の再建は容易でない．我々は中手骨骨腫瘍

に対し拡大切除を行い対立機能を温存し得た2例

を経験したので報告する．

【対象】左第5中手骨良性軟骨芽細胞腫，右第1

中手骨乳癌転移の2症例．症例1，14歳女性，左

手の打撲にて近医受診し第5中手骨異常陰影を指

摘され本院紹介．外観上問題なく軽度の圧痛を第

5中手骨に認めた･x-p上，左第5中手骨基部での

腫瘍陰影を認めた．生検を兼ね掻爬し骨補填には

8-TCPを使用．病理では良性軟骨芽細胞腫．し

かしながら，経過中に局所再発，増大傾向を認め

拡大切除術を施行．再建に腸骨より全層のblock

移植を行い,MP関節および小指対立機能を温存

し得た．症例2,60歳女性，右手部を打撲し近医

受診･x-p上右第1中手骨基部の病的骨折にて本

院紹介．既往に乳癌で両乳房切除およびその胸椎

転移に対し手術歴がある．右母指基部に瘻痛と熱

感があり,x-p上第1中手骨基部に骨融解，皮質

の破壊を認めた.MRI,骨シンチより第1中手骨

に限局した乳癌の転移と考え放射線治療の後，手

術施行．第1中手骨は遠位をMP関節離断，近位

はCM関節を含め大菱形骨中央で切除，長母指伸

筋，屈筋腱は温存した．再建には腸骨より全層の

block移植を行い対立機能を温存し得た．

【考察】中手骨に生じる骨腫瘍は内軟骨腫を除け

ば比較的稀である．その治療は掻爬による事が多

く，切除を必要とする症例は少ない．また，今回

の症例の様に対立機能に大切な第1，5中手骨の

拡大切除が必要となる場合，その再建術式の選択

には慎重な検討が必要である．

【まとめ】第l,第5中手骨に生じた骨腫瘍に対し

広範囲切除を行い，その再建において重要な手の

機能である対立動作を温存し得た2症例を経験し

たので報告する．

1-Pb-20

上肢に発生した良性骨腫瘍におけるリン

酸カルシウム骨ペーストの使用経験

TreatmentofBenignBoneTumorwithCalcium

PhosphateCement

北海道大学整形外科

○山根慎太郎，三浪

末永直樹，岩崎

明男，加藤博之，

倫政

【目的】骨腫瘍切除後の骨欠損に対し，従来の自

家骨移植に変わりリン酸カルシウム骨ペースト

(q-TCP)が臨床応用されている．今回，上肢に

発生した良性骨腫瘍に対し，欠損部の補填に骨ペ

ーストを用いた症例について検討し，その有効性

について調査する．

【対象と方法】2000年以降に手術施行した'3例を

対象とした．男性5例，女性8例で，手術部位は，

指節骨：7例，中手骨：1例，上腕骨：2例，尺

骨近位部:1例，肩甲骨関節窩部:2例であった．

原因疾患は内軟骨腫：8例，線維性骨異形成症：

3例であった．手術時年齢は7～66歳（平均34.9

歳)，術後経過観察期間は3ヵ月から2年1カ月

(平均'0ヵ月）であった．全例欠損部の充填には

骨ペーストのみをもちい，自家骨移植は行わなか

った．これらの症例について術後臨床症状,X線

所見について経時的に調査した．

【結果】経過観察期間中，’例をのぞき骨ペース

ト周囲の良好な骨形成を認めた．骨形成不良であ

った’例は，ペーストの充填が不十分である可能

性が考えられた．5例において明らかな骨ペース

トの吸収を認めたが，それ以外の症例は6ヵ月以

上経過しても吸収傾向は認めていない．若年の3

例において吸収が早い傾向があった．合併症とし

ては，中指内軟骨腫を掻爬した’例で，術後'､5

カ月にわたり局所の腫脹瘤痛がつづき，感染も

しくはアレルギー反応などが疑われたが，その後

徐々に症状軽快した．

【考察】リン酸カルシウム骨ペーストは，注入後

硬化し機械的強度を得ること，自家骨に置換され，

また骨伝導能を有するなどの特徴を持つ．良性骨

腫瘍摘出後の欠損に用いた場合でも骨形成は良好

であった．骨への置換に関しては，注入量が少な

い場合や若年者で吸収が早い傾向が見られた．本

材料による骨欠損部の補填は，自家骨移植に変わ

る有用な方法である．
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1-Pb-21

手の良性骨腫瘍に対するリン酸カルシウ

ム骨ペーストの使用経験

AClinicalStudyofTumoroftheHand

'吉本整形外科外科病院整形外科，ユ奈良県立医科

大学整形外科

○成川功一1，木佐貫修!，矢島弘嗣2，

小畠康宣2，高倉義典ユ

【目的】手指の良性骨腫瘍の治療として，一般的

には病巣掻爬および骨移植が行われている．今回

われわれは9例の骨腫瘍に対して，リン酸カルシ

ウム骨セメント（商品名BiopexR,以下CPCと略

す）を病巣掻爬後の骨欠損部に充填し，良好な結

果を得たので報告する．

【方法】対象は男性5例，女性4例の合計9例で，

手術時年齢は13歳-59歳，平均31歳であった．

腫瘍の発生部位は，中節骨が1部位，基節骨が7

部位，中手骨が2部位，舟状骨と月状骨がそれぞ

れ1部位，合計12部位であった．腫瘍の内訳は

内軟骨種が7例(10部位),巨細胞腫がl例，ガ

ングリオンがl例であった．病的骨折を伴ってい

たものは4例で，全て基節骨に生じていた．骨折

から手術までの期間は5日-35日，平均17日であ

った．手術は病巣掻爬を行った後に骨欠損部へ

CPCを注入した．後療法は全例1週間のbulky

dressingを行い，非骨折例(5例）はその後自動

運動を開始し，骨折例（4例）は1週-3週の副子

固定後に可動域訓練を開始した．術後経過観察期

間は5ヵ月-18ヵ月，平均10ヵ月であった．

【結果】術後全例において瘻痛は消失し，可動域

はほぼ正常まで回復した．骨折例の骨癒合期間は

2.5週-5.5週，平均3.8週で，その後の再骨折は認

めなかった．単純X線ではCPCと皮質骨との間

のradiolucentareaは全例で消失した．また2例で

明らかな骨皮質のremodelingが起こり，手指骨の

形状の改善が認められた.CPCの骨への置換は認

められるも，1年以上経過例でも20％未満であっ

た.腫瘍の再発は短期間ではあるが認めていない．

【結論】骨腫瘍掻爬後の骨欠損に対するCPC注入

法は,materialが液状であるために使いやすく,1

週後には海綿骨以上の強度が得られる．そのため

骨折例では早期から骨折部の安定が図られ，外固

定期間の短縮が期待できる．
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1,130人の新生児検診における強直母指の
発生時期に関する前向き調査

AProspectiveStudyforSoCall"Congenital"

TriggerThumbBasedontheMedicalCheckfOr

1,130Newbonlnfants

'山形県立日本海病院形成外科，z山形大学整形外

科

○菊地憲明!，荻野利彦2，柏英雄2

【緒言】これまで，強直母指の発生時期や原因に

ついての議論は今なお散見される．今回，我々は

新生児検診とともに生後1年目でのアンケートの

送付を行って追跡調査を行った．そして，その調

査期間中に後天的に強直母指を発症した症例を4

人経験した．

【対象，方法】当院で出生した生後0日から14日

までの新生児で，2002年5月現在総数1130人で

ある．すべて演者自身が検診を行った．また，検

診（生後）1年後にアンケート用紙を各親に送付

し，検診後に見られた異常や，家人によって気付

かれた点について回答を求めた．

【結果】小指斜指症37例，母指多指症3例（1例

は痕跡様母指多指症)，風車翼手1例，強直母指4

例（退院後発症)，検診後に気付かれ診断にいた

った握り母指症2例である．アンケートの返答率

は49.7％であった．強直母指の症例はすべて出

生後に発症を認めたものであった．我々の研究か

ら，強直母指の発生は後天的な生後の何らかの原

因によって起こるということが強く示唆された．

また検診によって痕跡様母指多指症と考えられ

る，貴重な症例がみられた．握り母指症の2例に

は装具を作成し，症状が改善された．文献的考察

を加えて報告する．

1-Pc-2

乳酸-カプロラクトン共重合体膜の腱癒着

防止効果

ExperimentalSmdyofL-lactide-co-E-Capmlactone

CopolymerasAnti-adhesionMembranefbrFlexor
T℃ndon

'広島大学整形外科,2JMS中央研究所,3鈴鹿医療

科学大学医用工学

○山本佳史!，石田治!，越智光夫11

藤村健治2，筏義人3

【背景・目的】演者らは生体内吸収性の癒着防止

膜として乳酸-カプロラクトン共重合体多孔質膜

を開発，研究してきた．その結果は著明な癒着防

止効果を認めたものの，縫合強度の低下も観察さ

れた．そこで，膜に改良を加え，癒着防止効果，

縫合強度について検討した．

【方法】ビーグル犬雌（体重8～9kg)の右前脚

第2，5趾のPIP関節レベルで深趾屈筋腱（以下

FDP)をメスにて鋭的に横切した後,Kessler変法

にて縫合のうえ，以下の2群を作成した．

実験群(n=6):縫合部を中心に2.0cmにわた

り乳酸-カプロラクトン共重合体膜を巻き付けた．

対照群(n=6):そのまま創を閉鎖した．

術後3週間の外固定を行い屠殺し，以下の項目に

ついて評価した．

【評価】A:肉眼的評価:I.FDPと滑走床との間，

II.FDPとFDSとの間，Ⅲ、FDPと周囲軟部組織

との間の3カ所の癒着の程度をAdhesionratingscale

に準じ癒着スコアを算出し検討した.B:組織学

的評価(HE染色)．C:力学的評価:500gfでFDP

を牽引した際のDIP関節+PIP関節の屈曲角度，

FDPの滑走距離および最大破断強度を検討した．

【結果】肉眼的評価：癒着スコア（点）：実験群

23士0.5,対照群9.7±l.0(p<0.01)．組織学的評
価：実験群では縫合部と周囲組織との間には腔隙が

保たれ，滑走面と連続する脆弱な線維組織の形成を

認めるのみであった．力学的評価の結果を以下に示

す．屈曲角度（｡）：実験群68.2±8．5，対照群

303=t9.9(p<0.05)．腱滑走距離(mm):実験群

123士2.4,対照群5.3±33(p<0.0s).最大破断強

度(kgf):実験群3.3±0.6,対照群3.1±0.9.

【考察】乳酸-カプロラクトン共重合体膜は形伏を変

え吸収速度を遅くすることにより，術後3週におい

て縫合強度の低下をきたすことなく，癒着形成を

有意に抑制した．現在，長期モデルを作成し臨床

応用に向け検討中である．
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1-Pc-3

化学的に変えたヒアルロン酸をコーティ

ングした腱鞘外腱の滑走抵抗

GlidingResistanceofExtrasynovialTendon

CoatedwithChemicallyModifiedHyaluronicAcid

'飯田市立病院整形外科,2MayoClinicバイオメカ

ニクス研究所

○百瀬敏充',PeterC.Amadio',Yu-LongSun2,

ChunfengZhao2,Kai-NanAn2

【目的】今回我々は化学的に変えたヒアルロン酸

に浸した腱鞘外腱の滑走抵抗の変化を調べたので

報告する．ヒアルロン酸を化学的に変える方法は

第45回日手会にて発表した．

【方法】9匹の雑種犬の18本の腓骨筋腱と第2足

趾を用いた．第2足趾はA2腱鞘に相当する腱鞘，

基節骨，中節骨，屈筋腱を含めて摘出した．第2

足趾は滑走抵抗測定装置に固定し，屈筋腱の代わ

りに腓骨筋腱を腱鞘内に挿入した．腓骨筋腱はパ

ラテノンを温存した．初めに正常の腓骨筋腱と腱

鞘間の滑走抵抗を測定した．滑走抵抗は腱の両端

に固定したトランスデューサーで測定した負荷の

差より計算した．次にこの腓骨筋腱を生食，単純

なヒアルロン酸，化学的に変えたヒアルロン酸の

3種類の溶液に2時間浸した．化学的に変えたヒ

アルロン酸のカルポキシル基は腱のアミノ基と化

学的に結合する．処理をした腓骨筋腱は第2足趾

の腱鞘内に再び挿入し100回腱鞘内を往復させ，

1,5,10,20,50,100往復時の滑走抵抗を測定

した．ヒアルロン酸に浸す処理前後の滑走抵抗の

変化，腱鞘内を往復させたときの滑走抵抗の変化

について調べた．

【成績】単純なヒアルロン酸，化学的に変えたヒ

アルロン酸ともに処理した後の1回目の滑走抵抗

は処理前より優位に低下した(p<0.05).100回

腱を往復させると3種類の処理を行った腱はいず

れも滑走抵抗が上昇し，生食と単純なヒアルロン

酸で処理した腱の滑走抵抗に差はなくなってき

た．しかし化学的に変えたヒアルロン酸に浸した

腱の滑走抵抗は優位に他の処理方法より低い状態

であった(p<0.05).

【結論】持続的にヒアルロン酸が腱のまわりに存

在すれば腱縫合後の滑走抵抗や癒着を減少させる

ことが可能と思われた．
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陳旧姓深指屈筋腱断裂に対するPulvertaft

法の成績

ResultsofPulvertaft'sProcedureforOldFDP

TendonLaceration

'北海道大学整形外科，2釧路労災病院整形外科

○石倉久光11加藤博之11三浪明男11

岩崎倫政11木村長三ヨ

【目的】Zone2内の陳旧性深指屈筋(FDP)腱の

単独断裂には，遊離腱移植術(Pulvertaft法),

DIP関節固定術,腱固定術などが施行されてきた．

Pulvertaft法は，年齢，職業，指列などを考慮し

て適応を決定すべきであるとされている．演者ら

はcleancut損傷の例にはこれらの因子にかかわら

ず本法を積極的に行ってきた．演者らの成績を報

告する．

【対象と方法】症例は8例8指で，男性が2例，女

性が6例である．年齢は8～41歳（平均年齢16.6

歳）で，そのうち3例は8～10歳の小児例である．

受傷から手術までの期間は4～78（平均21.5）ケ

月であった．利き手罹患が3例，非利き手罹患が

5例であり，指列別の内訳は示指2例，中指3例，

環指1例，小指2例であった．指神経断裂の合併

を4例に認めた．移植腱は足底筋腱：7例，長掌

筋腱：1例であった．腱移植術の翌日より

modifiedKleine就法に準じた早期自動伸展，早期

他動屈曲運動を行った．術後経過観察期間は6～

72（平均26.4）ケ月であった．

【結果】感染，爪障害，神経損傷，腱採取部の障

害などの合併症はなかった．残存する浅指屈筋腱

機能の低下した例はなかった．最終経過観察時，

日手会指屈筋腱機能評価法では優3例，良5例で

あった.DIP関節の単独可動域は伸展-20。～

0。（平均－5．6｡)，屈曲30｡～80。（平均54.4｡）

で,Stricklandの評価法では115。～180｡(平均

149｡)であった.TAMは200。～250｡(平均

229｡）であった．患者は全例，満足していた．

【まとめ】FDP腱単独断裂例に対するPulvertaft法

の成績は良好であった．職業，利き手，指列など

にかかわらず本法を用いてよいと考えられた．10

歳以下の小児例においても，後療法を充分理解で

きるのであれば積極的に行ってよいと思われる．
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長母指屈筋腱縫合術後症例に対する早期

自動運動療法の治療成績

ClinicalResultofEarlyActiveMotionExercise

afterFlexorPollicisLongusRepair

'済生会川内病院整形外科，z鹿児島市立病院整形

外科，3鹿児島大学整形外科

○恒吉康弘!，牧信哉2，吉野伸司3，

山崎康平2

【目的】長母指屈筋腱縫合術後症例に対して行っ

た術後早期自動運動療法の治療成績について検討

した．

【症例および方法】症例は1998年11月から2001年

11月にかけて，当院および関連施設において長母

指屈筋腱縫合術を行った10症例10指である．その

内訳は男性7例，女性3例，年齢は9歳～81歳（平

均31.7歳）であった．術後経過観察期間は4ケ月

から3年（平均；1年11ヶ月）であった．受傷部

位別ではTn4例,nn2例，Ⅳl例,V3例で

あった．受傷から手術までの期間が14日以内の症

例を新鮮例，それ以降を陳旧例とし，それぞれ6

例，4例であった．また全症例で指神経断裂以外の

合併症は認めなかった．縫合は全例CO1℃sutuIeとし

て両端針付き4－02重ナイロン糸によりKessler変法

を行い，さらに4-0ナイロンのループ糸を用いた津

下法を加えたYoshizlll法(Y1法）を行い，最後に

補助縫合として6-0ナイロン糸によるcil℃umfel℃､伽

sum妃を行った．術後外固定として前腕～手に手関

節20.屈曲位,MP関節60.屈曲位,IP関節0.伸展

位のdorsalplastersplintを装着した．全例とも術後

早期自動運動療法を行い，外固定は術後4週で除

去した．後期の症例では運動療法の際，手関節も

動かし長母指屈筋腱の滑動域を多くするようにし

た．術後成績は日本手の外科学会の長母指屈筋腱

機能度(%TAM)を用いて評価した．

【結果】全体の成績は長母指屈筋腱機能度（％

TAM)でExcellent5例,Good3例,Fair2例であ

った．またFairの2例は陳旧例であった．

【考察】成績不良例(Fair)は2例とも陳旧例であ

り，その原因として，筋拘縮・周囲組織の綴痕化

の関与が考えられた．またその内1例は小児であ

り，本法に対する理解力にも問題があったと考え

ている．全症例中80%でGood以上の成績が得ら

れ，本症例に対し早期自動運動療法は有用である

と考えられた．

1-Pc-6

ステロイド投与中の膠原病患者に生じた

僥骨遠位端骨折変形治癒後の屈筋腱皮下

断裂

DelayedFlexorTendonRaptureafterDistalRadius

FracmremCollagenDiseasePatients

'香川医科大学整形外科，2坂出市立病院，3仁樹

会オサカ病院

○加地良雄11香川好男ll杉田英樹21

川崎浩二郎3，乗松尋道！

【はじめに】榛骨遠位端骨折変形治癒後に起こる

屈筋腱断裂は報告が少なく，症例報告が散見され

る程度である．今回我々はステロイド投与中の膠

原病患者2例に生じた僥骨遠位端骨折変形治癒後

の屈筋腱断裂を経験したので報告する．

【症例】症例1：61歳女性．54歳時に混合性結合

織病(MCTD)を指摘され7.5mg/日のプレドニ

ンを内服している．平成3年に右榛骨遠位端骨折

を受傷し，近医にてギプス固定を受けた．平成5

年2月頃から右示指の屈曲障害を認めた．単純X

線では僥骨遠位端の掌側傾斜は-34.であり，榛

骨遠位端掌側に骨鰊の形成を認めた．手術所見で

は屈筋腱周囲に中等度の滑膜の増生を認め，示指

の浅・深指屈筋腱が断裂していた．長掌筋腱を用

いた腱移植術を行い，術後は早期運動療法を行っ

た．4年4カ月時若干の可動域制限を残している．

症例2：72歳，女性．68歳時に強皮症およびシ

ェーグレン症候群を指摘され,10mg/日のプレド

ニン,100mg/日のメタルカプターゼを内服して

いる．昭和55年に右僥骨遠位端骨折を受傷し，

近医にてギプス固定を受けた．平成14年7月に

以前から認めていた右手関節の腫脹の増悪を認

め，その約2週後に示指の屈曲障害が出現した．

単純X線では僥骨遠位端の掌側傾斜は-25.であ

り，僥骨遠位端掌側に骨鰊の形成を認めた．手術

所見では屈筋腱周囲に比較的強い滑膜の増生を認

め，示指の浅・深指屈筋腱が断裂していた．骨鰊

による隆起を認めたためこれを切除し，示指の深

指屈筋腱の遠位断端を中指の深指屈筋腱に移行し

た．術後は早期運動療法を行い，現在可動域制限

を認めない．

【考察】今回経験した2例では僥骨遠位端の変形

治癒に加え，膠原病の既往とそれに対するステロ

イド治療が行われており，腱の脆弱性が発症に関

与した可能性が考えられる．
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豆状三角関節症による屈筋腱皮下断裂の

治療経験

SubcutaneousFlexorTendonRupturedueto

PisotriquetralArthritis

'昭和伊南総合病院整形外科，2信州大学整形外科

○土金彰'，木村匡秀11斎藤覚21

村上成道2，小林博一：

【目的】豆状三角関節(PTJ)症による屈筋腱皮

下断裂の3例を経験したので報告する．

【症例】症例1：70歳，男性．誘因なく左小指の

自動屈曲が不能となり初診．小指の屈曲障害と手

関節から前腕の軽度の腫張と瘻痛を認めた．し線

像では異常は認めないが,Mm像で小指屈筋腱の

弛みを認め，手関節造影像では尺側からの造影剤

の漏出と屈筋腱腱鞘の描出を認めた．手術時所見

では小指の深指屈筋腱(FDP)は断裂し，浅指屈

筋腱(FDS)のささくれを認めた．PTJの関節包

には大きな孔が開き，関節が露出していた．関節

包を修復し，環指のFDSを小指のFDPに移行し

た．術後は早期可動域訓練を開始し，術後1年時

には瘻痛は消失し,DIP関節の自動屈曲も40｡

可能となっている．症例2：67歳，女性．誘因

なく右小指の自動屈曲が不能となり受診．し線像

では豆状骨の不整像を認めた．手術時所見は症例

1と同様で，豆状骨摘出後関節包を修復し，長掌

筋腱を用いて腱移植術を施行した．術後は痙痛消

失し，包丁使用も可能である．症例3：80歳，

女性．農作業中に左小指の自動屈曲が不能となり

受診.手根管撮影像でPTJの関節症変化を認めた．

手術時所見では小指のFDP,FDSが完全に断裂し

ており，露出したPTJを中心に環指のFDPも部分

損傷していた．豆状骨を摘出し，腱移植術を施行

した．術後1年時，小指の軽度の伸展制限は残す

が，日常生活に支障はない．

【考察】小指屈筋腱は有鉤骨鉤を滑車とするため

この部位での骨折や骨表面の変性などによる皮下

断裂の報告は散見されるが,PTJ関節症による断

裂は稀である．術前に本症が屈筋腱皮下断裂の原

因と確定診断を下すことは困難であるが，関節造

影やMRIなどの補助診断を参考に本症の存在を

念頭に起き，治療にあたることが肝要である．

1-Pc-8

MRIを用いたリウマチ手関節における伸

筋腱断裂の予後予測

PrognosisofExtensorTendonRupturein

RheumatoidWristUsingMRI

'大阪市立大学整形外科，ユ国立大阪病院整形外科

○恵木丈11乾健太郎ll香月憲-21

五谷寛之'，高岡邦夫！

【目的】関節リウマチ(RA)において伸筋腱皮下

断裂はまれならず発症する．断裂の危険因子に関

する研究がなされてきたが未だ解明されたとは言

い難い．本研究の目的はMRIを用いてRA手関節

周辺構造を評価し，総指伸筋腱(EDC)断裂の要

因を探ることである．

【方法】対象はEDC断裂を合併する女性4例を含

むRA患者15例（男性2例，女性13例，平均年

齢52歳）である．健康な5例（男性2例，女性3

例，平均年齢31歳）をcontrol群とした．全症例

に対して前腕最大回内位，回外位で手関節MRI

を撮影し，遠位僥尺関節が正確に描出されている

axial像を1枚選択し，尺側手根伸筋腱(ECU)脱

臼,sigmoidangle,尺骨頭亜脱臼度についてNIH

imageを用いて評価した．

【結果】(1)sigmoidangleは,RA群はcontrol群よ

り小さい(p<0.01)．尺骨頭亜脱臼度は，回内

位ではRA群がcontrol群より大きいが(p<0.05),

回外位では有意差を認めない．すなわちRA群は

回内外において尺骨頭の掌背側方向の不安定性が

強い．（2）15例のRA患者群間比較では，尺骨頭

亜脱臼度とECU脱臼は，回外位では相関を認め

たが，回内位では認めなかった(p<0.01,p=

0.34)．すなわちECU脱臼があると回外位でも尺

骨頭は背側転位する傾向にある．（3）回内位では

EDC断裂とsigmoidangle,尺骨頭亜脱臼度の間に

は各々相関関係は認めなかったが,EDC断裂と

ECU脱臼の間には認められた(p<0.05).

【結論】以上より，回外位においてはECU脱臼が

あれば尺骨頭の安定性が失われることを示唆す

る．この状況では，尺骨頭はいずれの肢位におい

ても亜脱臼を呈しており，それによってEDCは

尺骨頭により常に摩擦を受けることになる．それ

故,RA手関節におけるEDCは,ECUが脱臼して

いるとき断裂しやすいと考える．
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脛骨列形成障害の成立過程における組織
学的観察

HistologicalObservationintheDevelopingLimb

LeadingtoTibialRayDeficiencies

山形大学整形外科

○大辻美和子，荻野

原田幹生，朴

利彦，高原政利，
才斤
F．

【目的】脛骨列形成障害の成立過程における遺伝

子発現の変化を観察してきた.Nileblue染色では

肢芽全体に細胞死を認め,wholemountinSim

hybridizationではfibroblastgrowthfactor8(JZf8)

とbonemomhogeneticprotein4(Bmp4)の発現低

下を認めた．以上より肢芽における細胞増殖の障

害が脛骨列形成障害の成立に関与することが示唆

された．今回，脛骨列形成障害の成立過程におけ

るアポトーシスと細胞増殖の変化を組織学的に観

察した．

【方法】妊娠10日目の母ラットに20mg/kg体重の

busulfanを経口投与し，胎仔に脛骨列形成障害を

誘発し，投与群とした．胎齢13日と14日の胎仔

の後肢に対してH.E・染色,TUNEL法(ApopTag),

およびPCNAによる免疫染色を行い，投与群と非

投与群を比較した．

【結果】1)HE.染色：非投与群と比較し，投与

群では胎齢13日では変化はなかったが，胎齢14

日で肢芽軸前部において細胞密度が低下してい

た．2)TUNEL法：両群とも胎齢13日と14日で

肢芽間葉と外胚葉性頂堤(apicalectodermal

ridge:AER)に陽性細胞を認め，両群間で変化

はなかった．また，両群とも軸前部と軸後部で分

布差はなかった.3)PCNA免疫染色：肢芽間葉

とAERに陽性細胞を認め，両群間で変化はなか

った．また，両群とも軸前部と軸後部で分布差は

なかった．

【考察】投与群で脛骨予定域において細胞密度の

低下を認めた．前回の研究で，投与群で軸前部に

おいて著明なBmp4の発現低下がみられた．

Bmp4の低下は脛骨予定域における細胞密度の低

下に関与したと考えられる．脛骨予定域における

細胞密度の低下は脛骨部軟骨形成に障害をきた

し，脛骨列形成障害の成立に関与したと推測され

た．

1-Pc-10

短指症の病態に関する研究：短指症マウ

スにおける指節骨の分析

StudyofBrachydactylylllness-Analysisof

PhalangealDevelopmentonBrachypodismMice-

山形大学整形外科

○金内ゆみ子，高原

荻野利彦，土田

政利，原田幹生，

浩之

【目的】短指症や合短指症の指節骨は，低形成で

骨化が遅延している．また骨端核の出現異常や欠

損がみられることが多い．しかし，これらの指節

骨異常の病態は不明である．骨，軟骨形成促進作

用を持つGDF5が欠損している短肢症(bp)マウ

スでは，指骨の短縮と中節骨の欠損がみられ，短

指症や合短指症に極めて類似している．遺伝的短

指症C型ではGDF5遺伝子の異常が明らかにされ

た．そこで，短指症や合短指症の病態研究のため

にbpマウスの指骨の骨化を観察した．

【方法】胎齢16.5日から生後6週の野生型とbpの

前肢を摘出しX線撮影後，4％パラフオルムアル

デヒドに固定，パッラフィン切片を作製した．サ

フラニンO染色と,collagen2のinsitu

hybridizationを行い軟骨形成と骨化を観察した．

【結果】x線上骨化が確認される時期は，野生型

で中手骨は胎齢16.5日，基節骨と末節骨は胎齢

18.5日，中節骨は生後0日であった.bpでは末節

骨は生後0日，中手骨は生後1週，基節骨は生後

2週であった.bpでは全指節骨とも骨化の遅れが

あり特に基節骨の遅れが著しかった．胎齢16.5

日では野生型とbpマウスの全指骨が形成されて

おりcollagen2を発現していた.bpの基節骨は極

めて倭小で経時的成長が乏しかった．基節骨の骨

化を比較すると，野生型では胎齢16.5日より中

央から内軟骨性骨化が始まり近位端と遠位端に成

長帯を認めた．しかしbpでは生後1週で軟骨吸

収がびまん性に生じ成長帯を認めなかった．

【考察】bpマウスの基節骨は軟骨原基の段階より

倭小であり，軟骨性成長が乏しく骨化が遅れてい

た．また成長帯と骨端が欠損し通常の指節骨とは

全く異なる骨であった．短指や合短指症にも類似

した病態が存在すると推測される．
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縦軸性形成障害における手根骨発現につ

いて

CarpalBonesintheLongitudinalDysplasia

!東京慈恵会医科大学柏病院形成外科，2東京慈恵

会医科大学形成外科

○杉山敦樹!，喜多陽子2，北村珠希2，

栗原邦弘2

【目的】縦軸性形成障害，特に榛側列および尺側

列形成障害の手根骨の発現について検索したので

報告する．

【対象】1968年11月より2002年10月までに当科

を受診した僥側列形成障害例57例80手，尺側列

形成障害例39例44手を対象とした．

【方法】症例はX線写真上，2歳以下と5歳以上の

2グループにわけ，手根骨の形態，発現の有無に

ついて調査した．結果：調査し得た症例は，榛側

列形成障害例は，2歳以下19手，5歳以上33手で

あった．尺側列形成障害例では2歳以下19手，5

歳以上9手であった．2歳以下では僥側列，尺側

列形成障害例ともに手根骨の発現に差は無かっ

た．5歳以上の症例では，僥側列形成障害では，

Blauth3b,4,5型において，大菱形骨と舟状骨

の欠損が認められた.3a型は症例が2歳以下のた

め判定できなかった．2型では大菱形骨と小菱形

骨の癒合が1例に認められた．1型では健側との

差は認められなかった．尺側列形成障害例では，

小指欠損または低形成の場合，有鉤骨が第5中手

骨骨底のみと関節を形成しているのが認められ

た．環，小指欠損の3例は，いずれも第2，3中

手骨骨底に1つの手根骨が存在しており，小菱形

骨とも有頭骨とも異なる形態を示していた．

【考察】縦軸性形成障害例では，その表現形と手

根骨の発生に関連性を示唆する結果が見られた．

1-Pc-12

合指に対する開放療法の経験

TheOpenTreatmentfbrtheReleaseofSyndactyly

名古屋市立大学整形外科

○関谷勇人，若林健二郎，堀内統，

和田郁雄，大塚隆信

【目的】合指を呈する先天異常手の治療において

植皮を行わない開放療法を試みたので，その短期

成績について検討し報告する．

【症例】症例は平成10年10月以降に当科で手術

を実施した合指4例（6手，6指間）である．罹

患指間は示・中指間が1手，中・環指間が．5手で

あった．癒合レベルは指尖まで癒合する完全型が

4指問で，そのうち末節骨の癒合を認めたのが2

指間であった．不完全型は2指間であった．手術

時年齢は1歳1カ月から1歳3カ月で，最終手術

から評価までの期間は平均25.3カ月であった．

【手術方法】指間底部は背側に皮弁を作製して形

成した．完全型合指では掌側はzig-zag,背側は

直線かあるいはzig-zagの皮切として指を分離し
た．指側面は局所皮弁で可及的に覆い，数ケ所の

不連続な皮層欠損となるようにした．残った皮層

欠損部には植皮はおこなわず，皮層欠損用被覆材

で被覆して周囲からの上皮化を待った．

【結果】皮層欠損部の上皮化は術後2から7週で

完成した．感染が問題となった症例はなかった．

末節部は骨が露出した症例も含めて全例で問題な

く治癒し，良好な形態の指尖部が得られた．しか

し基節から中節部には1手で嬢痕拘縮を生じたた

め再手術が必要となった．指間底部は，不完全合

指の2手と完全合指の3手では良好な結果が得ら

れたが，指側面に嬢痕拘縮を生じた完全合指の1

手では指間の上昇を認めた．

【結論】完全合指の末節部および不完全合指につ

いては開放療法にて良好な結果が得られた．完全

合指の指側面と指間底部の形成法には今後さらに

検討が必要である．
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骨性合指症に対する創外固定器を用いた
横方向延長分離法の試み

SeparationofBonySyndactylyafterTransverse

DistractionUsingExternalFixator

1慶應義塾大学整形外科，2束京都済生会中央病院

○仲尾保志!，石井聖佳'，谷野善彦!，

奥山訓子11亀山真：

【はじめに】骨性合指や複数指合指の分離手術は，

軟部組織の不足から分離部の被覆には有茎皮弁を

必要とすることも多く，分離が困難なことも少な

くなかった．今回われわれは，小型創外固定器を

用いて癒合した指をあらかじめ横方向に延長し，

十分な太さを獲得した上で分離を行う手術法を試

みたので報告する．

【対象および方法】症例は，2歳男児の右中環指

骨性合指と3歳女児および2歳女児のApert症候

群(Typel)両側示～小指合指の3例5手である．

初回手術で，連続した爪を分離し，指先部とPIP

関節部背側の小切開から皮下に骨性癒合を分離し

て再癒合防止用シリコンシートを挿入した．次い

で，中・基節骨に2本ずつpinを刺入して創外固

定器を装着し，術後10日より0.5mm/日で横方向

に延長を開始した．約8mmの延長後に待機期間

を設け，術後2ヵ月で分離手術を行った.Apert
症候群については，結合組織性合指であった環小

指は一期的に分離し，示中指と中環指の骨性合指

は2段階にわけて横方向延長分離を行った．なお

男児については，分離後10ヵ月で，指節骨の矯

正骨切りと拘縮除去手術を追加した．

【結果・考察】分離手術の際，あらかじめ切離し

た指節骨の問には脂肪組織が十分に増生してお

り，全例において，わずかな遊離皮層移植のみで

分離が可能であった．分離後の指関節可動域は，

術前より可動域制限を生じた指もあったが（男児

PIP関節：術前合指45｡,術後分離指60｡,20｡),

それぞれが正常な指に匹敵する太さを獲得して分

離され，手は有効に使用されていた．小児の軟部

組織の増生が旺盛であることを利用して，あらか

じめ骨性合指を結合組織性合指にしてから分離手

術を行う本法は，有茎皮弁を用いずに十分な太さ

の分離指を獲得できる有用な手技と思われた．

1-Pc-14

上羽法による裂手症治療の経験

TreatmentofCleftHandswithUeba'sMethod

l長崎大学形成外科，2山口県立中央病院形成外科

○田中克己'，中川浩志!，藤井徹'，

村上隆一2

【目的】裂手症においては，高度の指列欠損を伴

わないかぎり，その機能的障害は比較的少ない．

そのため再建に関しては，形態的な改善が重要で

あるとともに術前に比べ，機能の損失を引き起こ

さない注意が必要になる．今回，裂手症に対して

上羽法による再建術を施行したので，症例を供覧

するととともに本法の適応ならびに有用性などに

ついて報告する．

【対象と方法】症例は5例6手で，男児4例，女児

1例である．手術時年齢は1歳10カ月から3歳1

カ月（平均2歳4カ月）であった．手術方法は上

羽の報告に準じ，手背部，手掌部および指間部に

それぞれdorsalnap,volarnapおよびinterdigital

flapの3つの皮弁を作成し，皮弁の移行により裂

の閉鎖を行うとともに第1指間部を拡大させた．

また，同時に指列の移行と回旋を行い，症例によ

っては腱移植によってinterdigitalligamentを作成

し，指伸展位の際の過剰な開大を予防した．また，

2例に対しては第1指間の開大に対してdorsalnap

のみでは，やや不十分であったため,4flapZ

plastyを追加した．

【結果】全例で機能的にも形態的にも改善を認め

たが，1例1手でdorsalnap先端の創治癒の遅延を

認めた．

【考察】裂手症においては，その臨床像が複雑で

あるため，指列欠損の程度と合併するcrossbone

や皮層性あるいは骨性合指の有無などにより，治

療法が選択される．1指列欠損型の中で，広く，

深い中央裂隙が認められ，併せて第1指間の指問

腔の狭い症例には良い適応と考えられた．本法は

機能を損失することなく，良好な形態的改善が得

られ，裂手治療の有用な再建法の一つと考えられ

た．
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裂手症の病態と治療

PathogenesisandTreatmentofCleftHand

l東京慈恵会医科大学附属第三病院形成外科，

2東京慈恵会医科大学形成外科，3束京厚生年金病

院形成外科

○黒木知子11松浦愼太郎l"北村珠希21

栗原邦弘2，増澤源造ヨ

【目的】裂手症は中央列の欠損と手掌におよぶ裂

形成の変形とされ，病態が進むことで欠損指の数

が増す複雑な形態を示す.これらは中央列多指症，

中央列合指症とともに指列の分離異常を基盤とし

て発生する同一の範晴の異常が明らかにされてき

た．裂隙閉鎖と機能獲得とは必ずしも相関せず，

治療の難しさに接することが多い．過去34年間

に経験した裂手症症例の病態と治療法を検討し，

今日の我々の治療方針について報告する．

【症例】1968年7月より2002年6月までに当科で

経験した症例は187例で，男128例，女59例で，

裂足合併は57例であった．単1指欠損から小指

のみのmonodactylyの形態の分類は，中村が1971

年に報告した分類に準じて行った．

【治療法】裂隙の閉鎖は一側の指側面に四角弁を

作成し指間形成を行い掌背側にZ形成を用いた．

しかし形態・整容的な改善を行い，福本が1998

年に報告した掌側中枢を茎とする直線法に近い閉

鎖法を用いている．鋼線締結，靱帯性腱鞘，骨膜

などを用いる方法を変遷し，今日は中手骨骨膜を

用いた中手骨間の形成を行っている．複数指欠損

例では手掌横軸幅と機能を考慮した閉鎖を行って

いる．

【結果】合指の分離を必要とした裂手の術後成績

は，隣接指との重なり，伸筋腱・屈筋腱の走行位

置異常から指の側方偏位など，機能および形態に

多くの問題が見られた．また母，小指のみの裂手

では握り動作，つまみ動作から裂隙閉鎖量を考慮

する必要があった．指間は背側から掌側に向かう

スロープ形成と践膜形成予防が形態的に求められ

た．

【結語】過去1年以上にわたり経過観察を行った

症例の病態と術後成績から治療法について報告す

る．

1-Pc-16

先天性伸筋腱中央索形成不全の治療経験

CongenitalHypoplasiaofExtensorTendonCentral
Band

大阪市立総合医療センター整形外科

○日高典昭，山本研，乗上啓，

松田英樹

【目的】先天性伸筋腱中央索形成不全は比較的ま

れな疾患であり，その治療方法は未だ確立されて

いない．本研究の目的は自験例を検討し，本症の

治療方針について考察することである．

【方法】当科で加療した先天性伸筋腱中央索形成

不全7例10指の治療経過をretrospectiveに検討し
た．

【結果】性別は男児4例，女児3例，いずれの症

例も妊娠・出産に異常なく，家族歴に特記すべき

ことはなかった．初診時年齢は2歳10カ月の1例

を除き，0～6カ月（平均2.5カ月)，最終経過観

察時年齢は2歳～4歳5カ月（平均3歳2カ月）で

あった．罹患指は示指2例，中指5例，罹患側は

両側3例，右側1例，左側3例であった．初診時

所見では,PIP関節の自動伸展は全く見られず，

いずれも生下時からとのことであった．4例に

PIP関節の軽度の屈曲拘縮を認め,1例では関節

不安定性によると思われる尺屈偏位が見られた．

5例で罹患指のPIP関節より遠位は他の指に比べ

て少し細かった．なお，どの症例もA1靱帯性腱

鞘や屈筋腱に異常を認めず,弾発指は否定できた．

全例にPIP関節伸展位を保持する装具を装着して

治療した．罹患指に自動伸展が見られ始めたのは

8カ月～2歳3カ月（平均12カ月）であり，1歳2

カ月～3歳5カ月（平均2歳1カ月）で全例，ほ

ぼ完全伸展が可能となった．しかし,MP関節を

伸展0に保持すると完全伸展が可能であるが，独

力でジャンケンのパーの肢位を取らせるとMP関

節過伸展位,PIP関節屈曲位のかぎ爪指となるも

のが3例5指あった．手術的治療を要したものは

なかった．

【結論】先天性伸筋腱中央索形成不全に対しては

装具による保存的治療が有効であり，少なくとも

3歳までは腱移行などの手術を行わず経過を見る

ことが望ましい．
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浮遊母指に対する新しい再建法

NewMethodfbrCongenitalFroatingThumb

-SplittingofMetacarpalBone-

'札幌医科大学整形外科，2北海道手の外科研究所

○北村三穂11和田卓郎11青木光広11
石井清 一 2

【目的】浮遊母指に対し第2中手骨を縦割して再

建する方法を考案し施行したので，その短期成績

を報告する．

【症例】3歳女児．41W,34mgにて出生．妊娠経過
中，特に異常はなかった．生下時より両上肢の

anomalyを認めた．生後4カ月時，当科を初診した．

両母指低形成(Blauth分類；右Ⅳ型，左Ⅱ型）と両

内反手(Bqﾉne&mug分類；右Ⅳ型，左Ⅱ型）にて，

両僥側列形成不全と診断した．右2～5指は関節拘

縮が著明であった．初診後すぐに右内反手に対して

装具療法を開始した．1歳4ヵ月時，右内反手に対

してcentralimationを行った.1歳10ヵ月時に，左母

指に対してHuMFLittler法を施行した.2歳8カ月時，

第2中手骨を縦割して浮遊母指を再建した．

【術式】背側アプローチにて第2中手骨を露出す

る．遠位骨端核を含めて第2中手骨を縦割後，そ

の僥側半分に軟部組織を付けたまま浮遊母指の基

部に移行した.縦割した中手骨の近位は手根骨と，

遠位は浮遊母指の指節骨とwiringした．さらに中

手骨をc-wireで固定後，第1指間には遊離全層植

皮術を行った．

【結果】術後1年6ヶ月の現在，再建した第1中手

骨の横径は肥大し第2中手骨と同等の太さであ

る．また第2中手骨も縦割前の太さを取り戻して

おり，成長障害はない．結果には両親も満足して

いる．

【考察】浮遊母指に対する治療は，最榛側指を母

指化するのが一般的である.Microsurgeryによる
再建方法の報告もある．既存の種々の優れた手術

方法を提示したにもかかわらず，本症例では両親

が強く指数温存を望みまた足部からの関節採取を

好まなかったという背景があった．また2～5指

の関節拘縮が著明であったため，母指化術を行っ

ても機能的な右手の再建が望めないとわれわれも

判断した．ごく限られたケースにおいて，本術式

は有用な方法と考える．

1-Pc-18

風車翼手の治療経験

OperativeCasesofWindblownHand

I東京都立清瀬小児病院整形外科，2慶應義塾大学

整形外科，3駒沢病院整形外科

○斎藤治和'，高山真一郎2，仲尾保志2，

池上博泰21市川亨，

【はじめに】風車翼手は手指屈曲拘縮,MP関節

での尺側偏位，母指内転拘縮，指間上昇を特徴と

する先天性の手指変形である．今回，適切な治療

方針を検討する目的で当科での手術症例を調査し

た．

【対象】1983年から2002年までに当科で手術を行

った風車翼手15例22手を対象とした．内訳は男

性9例，女性6例であった．初診時年齢は1～16

歳平均5.9歳であった．9例は両側例で6例は片

側例であった．手術は，掌側皮膚の拘縮解離と欠

損部に対する鼠径部または足関節内果からの遊離

植皮を施行した（1指に行ったもの3例，2指l例，

3指3例，4指5例)．4例では指間形成を追加し

た．また，母指内転拘縮に対して12例に拘縮解

離，遊離植皮を行った．

【結果および考察】皮層性の手指屈曲拘縮は,MP

関節伸展位でのPIP関節の伸展の角度で評価し

た．初診時PIP関節伸展は－30度～－90度，平

均-49.5度であった．初回手術時年齢は，1～15

歳，平均5.3歳であった．術後経過観察期間は2

カ月～19年，平均5年2カ月であった．最終調査

時PIP関節伸展は0度～-70度，平均-11.3度で

あった．掌側皮層の解離によりほとんどの例で

PIP関節の伸展は改善したが，なお拘縮が残存す

る例のうち，2手では靱帯性腱鞘間の解離により

改善が得られた．2手を除き術直後のPIP関節の

他動伸展は良好となったが，2手は約1年で，1

手は約5年で再発が見られた．母指内転拘縮では

5手で十分な改善が得られなかった．12歳と15

歳での初回手術例では，術直後でも改善が不十分

であった．8歳以下で行った場合でも再発が見ら

れ，年齢と再発との関係は断定できないが，年長

ではarthrogryposisによる挿管困難もあり,5～6

歳までに手術を行う方が望ましいと考えられた．
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Intra-articularFracturesandMalunionsoftheDistalRadius

Dept,ofOrthopaedics,UniversityofWashingtonSchoolofMedicine,Seattle,WA,USA

ThomasE.Trumble

Distalradiusfracturesofthedistalradiusarethemostcommonfractureandtheycanrangefromsimplefracturesto

highlycomplexfracturesthatcauseapennanentdisabilityinheallhyactivepeople.Advancesindiagnosticimaging,

fractureclassification,surgicaltreatmentandrehabilitationhavesignificantlyimprovedpatientfunctionespeciallyin

regardstointra-amcularfracturesandmalunionsofextra-articularfractures.

1.Intra-articuiarfracIureS:

A.CoreKnowledge:BiOmechanicals(udieshavedemonstratedthatanl,Omillimeterstep-offofthearticularsurface

willresultinaSignificantchangeintheloaddistributionacl･osstheradiocaIpaljoint・Usingasheepanimalmodel

withal.0mmarticularstep-off,thel･ewasincompletecartilageremodelingevenafierthefracturehealed.

B.Treatment:Akeyprinciplesoftreatinginter-articularfracluresisthatthefractureclassificationcorrelateswiththe

treatment.AOtypeB(pamalarticular)fracturesonlyrequirereconstructionofthearticularsurfacewhileAOtypeC

(complexfractureswithdisruptionofthearticularsurfaceandmetaphysis)requiresextemalfixationplus

reconstructionofthejoint.TypeBfl･acturesaresub-classifiedasB1,(radialstyloid)B2,(dorsalrim)B3,(volarrim)

andB4,(diepunchfractures).Diepunchanddorsalrimfracluresareapproachedthroughdorsalsurgicalapproaches

andvolarrimfracturesareapproachedthroughavolarl･imappl･oach.Radialstyloidfractul･esrequireCTscansto

helpidenlifythecoITectsurgicalapproach.Wheninstabilityofthedistalradialulnarjoint(DRUJ)ispresentafter

fracturefixation,repairofthetriangularfibercartilage(TFCC)ol･ligamentsoftheDRUJisindicatedeitherwith

ORIFoftheulnarstyloidorarthroscopicTFCCrepair.

CResults:Functionalresultsdecreasewhentheresidualfracturedisplacementisgreaterlhanl.0millimetex･despite

ORIF.Onlong-tennfOllow-up,patientsI･egained80pluspercentofwnstmotionandgripstrength.Thequalityof

fracturealignmentcorrelatedwiththeincidenceosteoarthritis.

11．Malunion：

A.Coreknowledge:Malunionsofthedistalradiusresultinpain,weakness,anddecreasedmotionaswellas

radiographicsignsofmidcamalinstability.Althoughtheextra-articularalignmentoftheradiuscandistorttheDRUJ,

extra-articulardefonnityalonedoesnotexplainthelossoffbrearmrotation.

B・Treatmentofmalunions:Adorsalapproachisusedformalunionswithdorsalrotationandavolarapproachis

usedformalunionswithvolarrotation.

C.Results:Correctiveosteotomiesdecreasewristpainandimpl･ovedgripstrengthandrangeofmotion.

lll.Conclusion:PatientHsymptomsandfUnctioncanbedmmaticallyapprovedbyappropriatetreatmentofinter-

alticularfracturesandthecorrectionofdistalradiusmalunions.
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CurrentConceptandPerspectivesofCarpallnstability
弟

菊

InstitutKaplan,Barcelona,Spain

MarcGarcia-Elias

FTomabiomechanicalpointofview,awristisunstablewhenitisnotabletosustainphysiologicloadswithout

yielding(kineticinstabilily)and/orwhenitisnotcapabletomovesmoothly,withoutsuddenchangesofalignment

and/orpositionofthecaIpalbones(kinematicinstability).Fromamechanicalviewpointthetenn.GinsIability''is
svnonvmof｡4dvsfunction''1.

ジ ご

Fromaclinicalperspective,awristwithabiomechanicalins(ability(kineticorkinemalic)shouldnotbeconsidered

pathologicalunlesstherearesymptomsassociatedloit.Aclinicallyunstablewristisonethatexhibitspain,
decreasedgripstrengthand/orasensationof"givingway''duetothepresenceofanintracalpalderangementcausmg

akineticand/orakinematicinstability.

Carpalinstabilitydoesnotalwaysimplyamalalignmentofthecalpalbones.Awristcanbeunstableandyetexhibit
anormalradio-ulnateand/oTscapho-lunateangle.Bycontrast,amalalignedwristmaybephysiological,eitherthe

resultofincreasedlaxityorasanadaptationloanexIracamaldefbrmity(adaptativemalalignment).Indeed,the

terms44malalignment''and､6instability''arenotSynonyms.

AlargenumberofintracarpalconditionsmayreSultincalpalinstability.Themorecommononesare:1)ligament

ruptures,2)carpalbonesfractures,non-unionsormal-unions,3)bonecollapseduetonecrosis,and4)muscle
imbalance.Althoughatraumaticoriginisthemostfrequentcauseofinstability,thereareotherpossiblesourcesof

instabilitysuchasrheumatoidarthritis,crystaldepositiondiseases,orcongenitaldefects.2

Treatmentofligamentrelatedinstabilitiesreliesuponthefollowingfactors:l)healingpotentialofthedamaged

ligaments,2)reducibilityoftheabnormaldisplacements,and3)statusofthealticularcartilages.Directrepairofa
rupturedligamentisthetreaimentofchoiceaSlongasitshealingpotentialisgood,themalalignmentcanbeeasily
reduced,andnocartilagedefecIsexistinthejoint・Mostcommonly,ligamentscannotbereliablyrepaired.Insuch

cases,ifthewris(iseasilyreducibleandthereisnochondralinjuly,aligamentreconstruction(tendonreconstructlon

orbone-ligament-bonetransplant)isrecommended.lnallothercircumstancesapartialfusionneedstobe
considered.

Treatmentofbonerelatedinstabilitiesisbasedonthesolutionoftheosseousderangementthathasoriginatedthe

instability.Thisimpliesnotonlyaconsolidalionofthedefect,butalso,andmostimportanlly,toregaintheoverall

externalgeometlyofthebonesinvoIved.

References:

l)TheAnatomyandBiomechanicsCommitteeofthelFSSH:Positionstatement:Definitionofcalpalinstability.J

HandSurg,24-A:866-867,1999.

2)Garcia-EliasM:CarpalinsiabilitiesanddisIoca1ions.In:GreenDP,HoIchkissRN,iPedersonWC,eds･CI-een's

Opel･ativeHandSurgeIy.4aed.NewYork,ChurchillLivingsIone:65-928,1998.
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遺伝子導入療法を用いた同種神経移植に
おける拒絶反応抑制

neApplicationofGeneTherapyfbrlnnnuno-

suppressioninAllogeneicNerveGraft

'北海道大学整形外科，2北海道大学遺伝子病制御

研究所

○吉岡千佳11岩崎倫政11加藤博之11

三浪明男!，上出利光2

【目的】現在同種神経移植においては免疫抑制剤

の長期全身投与が必要とされる．我々はより安全

な免疫抑制療法確立のため,T細胞を免疫不応答

状態にし免疫寛容獲得を可能とする可溶性蛋白

CTLA41gに注目してきた．本研究の目的はラッ

ト同種神経移植モデルを用いて,CTLA41gを組

み込んだadenovirusvector(AdCTLA41g)の局所
および全身投与による急性拒絶反応抑制の可能性

を明らかにすることである．

【方法】週齢7～10週の雄ラットでdonorにACI,

recipientにLewisを用い，坐骨神経を顕微鏡下に

移植した．実験群はsyngeneic群，非治療群，局所

投与群(AdCTLA41gを移植神経に局所注射),全

身投与群(AdCTLA41gを術直後静注）を設定し

た．局所投与群は移植神経におけるCTLA41gの発

現を確認し，全身投与群は静注後のCTLA41g血中
濃度を測定した．各群術後2，8週で移植神経の

組織学的評価を行い，拒絶所見を定量評価（0：

no呵ection～6:sevelerejection)した．統計学的

比較にはANOVA(p<0.05)を用いた．

【結果】局所投与後の移植神経では投与後1週に

CTLA41g発現が認められた．全身投与後の

CTLA41g血中濃度は投与後1週でピークに達し,3

週でも高濃度を維持していた．組織学的評価では，

局所投与群は移植後2週では軽度だった拒絶所見

が8週では進行していたのに対し，全身投与群は

移植後2，8週ともに拒絶は軽度であった．定量評

価では術後2週はsyngeneic群:1.0,非治療群：

4.5,局所投与群：3．1，全身投与群:1.5であった．

8週ではsyngeneic群:0.1,非治療群:4.5,局所投

与群：4．2，全身投与群:2.8で，全身投与群では移

植後2，8週ともに有意に拒絶は抑制されていた．

【結論】本研究では同種神経移植において

AdCTLA4Ig全身投与による急性拒絶反応の抑制

効果が確認され，新たな免疫抑制療法の可能性が

示唆された．

2-P3-2

神経前駆細胞移植による末梢神経の再生

TransplantedNeuronalProgenitorCellsPromote

NerveRegeneration

広島大学整形外科

○村上健，石田

越智光夫

治，藤原 靖，

我々は優れた増殖能力を持ち長期培養可能である

神経前駆細胞に注目し，これをコラーゲンゲル内

に包埋した人工神経を作成した．この神経前駆細

胞を用いた末梢神経再生の実験を行ったので報告

する．

【方法】1コラーゲンゲル含有培地の神経前駆細

胞の培養胎仔ラット(E15)の海馬組織より採

取した神経前駆細胞をコラーゲンゲルを含む培地

中で培養した．この細胞の増殖状態を観察し，抗

ネスチン抗体を用いて免疫染色した．さらに分化

させた細胞に対して抗neurofilament200抗体およ

び抗slOO抗体を用いて免疫染色を行った.2末梢

神経損傷モデルに対する神経前駆細胞の移植同

系ラットの左坐骨神経に15mmの欠損を作成し，

シリコンチューブで架橋した．内部にコラーゲン

ゲル内に包埋し,BrdUにて標識した神経前駆細

胞(1×10')を移植した．一方コントロール群

はコラーゲンゲルのみを移植した．再生神経の組

織学的評価とともに，抗BrdU抗体および抗slOO

抗体の二重免疫染色を行った．

【結果】1神経前駆細胞は培養開始後3日から増

殖を開始し，抗ネスチン抗体陽性であった．この

細胞はニューロンに分化し，その軸索は伸長が可

能であった．また分化したニューロンは抗ニュー

ロフィラメント200抗体陽性であり，一部の細胞

は抗slOO抗体が陽性であった.2細胞移植10週

後の再生神経の平均軸索数7062,平均軸索径は

6.02mmであったのに対しコントロール群ではそ

れぞれ293,2.42mmであった．再生組織内には

抗BrdU抗体，抗slOO抗体ともに陽性の細胞を認

めた．これらの結果よりこの神経前駆細胞はコラ

ーゲンゲル中において増殖能や分化能は維持され

ており，軸索の再生を促進させると考えられる．
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神経接合法と緩徐伸展法

NerveReconnectionandGradualLengthening

l与那原中央病院整形外科，2琉球大学整形外科

○渡慶次学1，安里英樹2，金谷文則2

【目的】神経接合法，関節屈曲位固定・緩徐伸展

法とも，神経欠損がある場合にも神経接合／縫合

部に緊張がかからない利点がある．

【方法】Wistar系ラット93匹の左脛骨神経を用い

た．神経接合:2mm神経切除後に近位端と遠位

端を断端から5mm離れた部位でラバーシートま

たはアテロコラーゲンに縫合することにより神経

断端に縫合糸をかけずに断端と密着させた神経接

合群と，神経上膜縫合群を作製した．神経延

長：脛骨神経を6mm切除した後，膝関節を

130.屈曲位で外固定し縫合部の緊張を減じ神経

縫合2週後より5．/日ずつ12日間伸展した関節屈

曲位固定・緩徐伸展群，神経上膜縫合を行い外固

定を行わなかった非固定群，切除した神経片を用

いた移植群を作製した．各群において歩行解析

(TFI:TibialfUnctionindex)と再生軸索面積測定

を行い,t-検定を用いて比較した．

【結果】神経接合:TFIは術後8週でラバーシー

ト接合群－47．3±16．1，コラーゲン接合群-

46.7±14.9,縫合群-62.4±17.7,再生軸索面積

は術後12週で各々8.9±0.5"m2,10.4±0.7"m2,

7.9±0.4"m2であり，接合群は両者とも縫合群に
比べて有意に良好な回復を示した(p<0.05).

神経延長:TFIは術後8週で関節屈曲位固定・緩

徐伸展群-57.7±12.1,非固定群－71．3±15.1,

移植群-54.9±10.0,術後36週で各々 －483±

9.5,-65.0±13．2，－48．2±12．9であり，再生

軸索面積は術後12週で各々 13．9i4.0"m2,

8.2±1.1"m2,12.3±2.0"m2であった．関節屈
曲位固定・緩徐伸展群および移植群は非固定群に

比べて有意に良好な回復を示した(p<0.05).

【結語】神経欠損がある場合，神経接合法と関節

屈曲位固定・緩徐伸展法は緊張下の神経上膜縫合

に比べて有意に良好な回復を示した．

2-P3-4

神経端側縫合

EndtoSideNerveCoaptation

'新潟大学形成外科，新潟大学整形外科

○柴田実!，韓久卉!，陳蝉，

津吉秀樹2

神経端側吻合は変則的な神経縫合法であるが最近

の実験，臨床成績の検討により，その有用性が報

告されている．我々 も,adenovirusvectorを用い

た神経再生経路の検討と電気生理実験を行い，神

経端側吻合法が新たな神経修復法の一つとなりう

ると考え，症例を選び臨床応用した．

実験結果：ラット上肢腕神経叢モデルで筋皮神経

を正中，もしくは尺骨神経に端側吻合した場合，

神経叢の経路に連絡路があれば筋皮神経支配神経

近位から主に神経再生し，経路がなければdonor

神経繊維からもcollateralsproutingすることが示唆

された．電気生理実験では，神経端側吻合により

上腕二頭筋は強力な筋収縮力回復を認めた．

臨床面では腕神経叢上位引き抜き損傷の2例に神

経端側吻合法を応用した．

症例1：21歳女性，2000年4月1日バイクで転倒

受傷．診断：左C5,6引き抜き損傷の診断で副神

経を肩甲上神経に移行，筋皮神経を正中神経に

epineurialwindowをあけ端側吻合した．

結果：術後3月で上腕二頭筋の収縮を触れ，8カ

月でMMT3-となった．術後2.6年でMMT4-,肩

外旋が40.可能である．

症例2：16歳男児．平成12年11月27日バイク

運転中転倒，受傷右腕神経叢全型完全麻揮．平成

12年12月7日手術施行し,C5,6節後損傷に腓

腹神経移植した.C7,8,Thlは引き抜き損傷で，

尺骨神経を血管付きで挙上翻転し，遠位端を反対

側C7根に端側吻合し，切離した近位端を正中神

経C7,8,Thlcompornentの神経幹に端々 縫合し

た．術後一年の現在三角筋，上腕三頭筋はMMT

3-,上腕二頭筋はMMT2に回復．反対側C7根に

端側吻合した尺骨神経は前頚部tappingで患側正

中神経領域にTinelsignを認めるが神経端側吻合

による神経回復の程度は不明である．両症例の手

術ビデオ，分離運動の推移,fUnctionalMRI所見

を加えて報告する．
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外傷性腕神経叢麻揮に対する肩および肘

機能再建術一正中神経および榛骨神経部
分神経移行術一

MedianNerveinPartTifansfertotheMusculo-

cutaneousNelveandRadialNeIvemHItTianstr

totheAxillalyNervetoReconsnctElbowand

ShoulderRInctionfbrtheBrachialPlexusUPper

TyFPalsywithRootAvulsion

星ケ丘厚生年金病院整形外科

○河井秀夫，秋田鐘弼

【はじめに】腕神経叢上位型麻痒患者の神経手術

で神経走行の変異のため，正中神経本幹から上腕

部で分枝した前腕屈筋群を支配する神経を筋皮神

経へ神経移行術を行った症例で，良好な肘屈曲機

能が得られた．それ以降，肘屈曲機能再建術とし

て，正中神経の一部を採取して筋皮神経への神経

移行術を行っている．また，肩機能再建術として

腋窩神経への部分僥骨神経移行術を行い，その術

後機能成績を検討したので報告する．

【症例】術後2年以上経過した症例は8例で，単

車事故による外傷性腕神経叢麻痒7例，分娩麻痒

1例である．男性7例，女性1例で，手術時年齢

は外傷性腕神経叢麻痒では18歳から53歳，平均

26歳で，分娩麻輝例は4カ月であった．全例神経

根引き抜き損傷を伴った上位型麻陣で，受傷から

神経手術までの期間は3週から46週，平均12週

であり，術後経過期間は27カ月から66カ月，平

均43カ月であった．神経根引き抜きレベルはC5

が4例,C6が5例,C7が6例,C8が4例であっ

た．神経手術の内訳は筋皮神経への部分正中神経

移行術8例，腋窩神経への部分僥骨神経移行術3

例，肩甲上神経への副神経移行術2例,C5およ

UwC6から上神経幹への神経移植術2例であった．

【結果】上腕二頭筋筋力は筋力4が6例，筋力3が

2例で肩機能は30度から45度までの外転ができ

たもの4例で，外転80以上できたものが3例であ

った．いずれも術後神経脱落症状は認めなかっ

た．

【考察】神経手術の移行神経として肋間神経，副

神経や部分尺骨神経などがあり，その成績は報告

されているが，部分正中神経や部分僥骨神経も移

行神経としての有用性が期待できる．

2-P3-6

神経移行術と筋肉移植術による全型腕神

経叢損傷の手指機能再建

RestorationofPrehensionwithMultipleNerve

nansferandFUnctioningReeMuscleTifansfer

FoHowingCompleteAvulsionofBrachialPlexuS

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】全型腕神経叢損傷の手指機能再建として，

多数神経移行術と筋肉移植術は限られた施設では

一般的な方法となりつつある．われわれは，一貫

して土井の開発したdoublemuscle法（以下DMT)

を行っており，その長期成績についてはすでに本

学会でも報告している．本発表では，最近のわれ

われの治療方針とその結果・問題点・今後の課題

について報告する．

【方法】現在までに行った症例は41例で，筋肉移

植術後2年以上追跡調査可能であったのは26例

であった．平均年齢22歳で受傷から手術までの

期間は8.8カ月であった．また,DMTの問題点と

してC5,6が節前損傷の際には肩機能再建が不可

能，成績を大きく左右する肘の動的安定性の再建

は従来の肋間神経移行術では不十分なことがあ

る．このため1998年より，原則としてC5,6が

節前損傷の際に，症例を選んで健側第7神経根移

行術（以下CC7)を肩甲上神経もしくは後神経束

の再建に使用している．現在までに9例のCC7を

行っており，術後2年以上追跡調査可能であった

のは3例であった．

【成績】26例の追跡期間は平均40カ月であり，肘

屈曲角度は平均113±18度，肘関節の動的安定

性は16例に獲得できた．手指のTAMは4028

度であり，土井の総合評価基準では優4，良10,

可2，不可1であった.CC7を行った3例では，

全例肘関節の動的安定性が得られていたが，肩関

節の可動域は不良であった．

【考察および結論】DMTにより約半数の症例で物

体把持機能の回復が得られ，両手動作での補助手

の再建が可能であった．しかし，以前に報告した

ように肘伸展機能の獲得が優れた成績獲得の重要

因子である．また良好な肩機能の獲得も再建した

上肢機能をADLで活用するためには必須であり，

今後の課題である．
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手関節のキネマテイクス:jnWvo3次元

運動解析

KinematicsoftheWristJoint:ノ〃Vivo3-

dimensionalMotionAnalysis

大阪大学整形外科

○森友寿夫，村瀬剛，後藤晃

【目的】生体の関節運動を3次元的に解析することがで
きる伽"”3次元運動解析システムについてその有用性

と限界について述べる．今回，この方法を用いて，生
体の正常手関節運動のキネマテイクスを調査したので

報告する．

【丈橡・方法】ズ橡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．榛尺屈6ポジション，掌
背屈7ポジションで角度を変えてWI撮影し，各ポジ
ションでの手根骨，僥骨，尺骨の3次元モデルを作成
した．異なるポジションでの任意の一つの骨を3次元

的にマッチングさせるコンピュータープログラムを用

いて，僥尺屈掌背屈の一連の骨の動きを3次元アニ
メーションとして再現し，僥骨手根関節，近位手根列
内の手根骨問，手根中央関節の動きを解析した．
【結果】榛尺屈：僥骨に対し近位手根列は榛尺屈だけ
ではなく掌背屈方向に大きく動いていた．近位手根列

の手根骨間運動は比較的小さかった．手根中央関節は

僥背恨峰尺側方向への有頭骨腰部を中心とする回転運

動であった．掌背屈：僥骨に対し，舟状骨の方が月状
骨より大きく掌背屈していた．近位手根骨間では，舟
状骨月状骨間は大きく動いたが月状骨三角骨間の動き

は小さかった．手根中央関節では，遠位手根列は月状
骨三角骨に対し大きく掌背屈していたが殉状骨との動

きは小さかった．

【考察･結論】この運動解析システムは"nc伽を用い

ているため，真の(bmanたなキネマテイクスは評価でき
ないが,生理的筋緊張下での生体の関節運動をﾖ賑襲
的，3次元的に視覚化，定量化することができる点で
有用である．今後今回の正常手関節のデータをもと

にして，手根不安定症，刑犬骨偽関節，キーンベック
病などの病態や，手関節音附固定術，靭帯再建術など
の手術法の正当性をキネマテイクス的に評価すること

も可能であろう．榛尺屈と掌背屈ではこの3ユニット

の動きのパターンカ漢なった．榛尺屈では叩．M/r

間が大きく動き,S1｣T問の動きは小さかった．掌背屈
ではMJTH,MJT間が大きく動き，耶間の動きは小
さかった．これらの手根骨間運動に，僥骨手根関節，
遠位僥尺関節の動きが合目的に加わることによって，
手関節全体の大きな可動域と安定性が生み出されてい

た．内の手根骨間，月状骨三角骨問の動きは小さかっ

たことから，手根骨間運動は遠位手根列，刑犬骨，月
状骨三角骨ユニットの3ユニットの合成運動に近似で

きると考えられた．手根中央関節の動きは，有頭骨を
基準にして観察すると比較的単純な僥背側厚尺側方向
への回転運動であった．

2-S3-2

RBSMを利用した手関節応力解析

AnalysisofForceTransmissionthroughWrist

JointUsingRBSM

'名古屋大学手の外科，z安城更生病院，，労災リ

ハエ学センター

○堀井恵美子'，中村蓼吾11田中健司2

元 田 英 一 3

【はじめに】我々は三次元剛体バネモデル(3D-

RBSM)を用いて手根骨間の応力分析を行ってき

た．今回，正常手関節における靱帯切断シユミレ

ーションを行ったので報告する．

【方法】正常6手関節のCT撮影より三次元手関節

モデルを作成し,3D-RBSMを用いて正常手関節中

間位を用い，コンピュータ上,A.舟状骨月状骨

(SL)解離,B.月状骨三角骨(LT)解離のモデル

を作成した.A群では，掌背側SL靱帯(stageAI),

STT靱帯(AIIa),掌側RSC靱帯(AIIb),背側DIC

靱帯(AIIc)を順次切断し,B群では掌背側LT"

帯(stageBI),背側RLT靱帯(BII),背側DIC"

帯(BIII)を順次切断し，靱帯解離に伴う，応力

の変化手根骨の偏位を計算し，正常と比較した．

【結果】僥骨手根骨関節での応力分布（％）を舟状

骨窩－月状骨窩一尺骨頭の順に示すと，正常では

48-40-12%で，荷重下では近位手根骨列は掌

屈・僥屈・回外傾向がみられた.stageAIでは応力

分布は44-“-12%と有意に月状骨窩での応力分

布が増加し，かつ月状骨は背屈傾向となった．一

方stageBIでは48-39-13と，有意な変化はみら

れなかった．さらに靱帯切断を追加すると,A群で

はSTT靱帯の追加切断がもっとも応力分布への変

化が大きく，かつ舟状骨の掌屈傾向が増大した．B

群では，mTの靱帯切離で49-37-14%と，月状

骨窩での応用の減少がみられた．さらに，舟状

骨・月状骨一体で掌屈かつ榛屈方向への偏位が増

大する一方，三角骨は回外方向へ回旋偏位した．

【考察】実験的にも，手根骨間靱帯単独損傷時の

変化は軽微であり，臨床像に見られるような不安

定症の発症には，二次的な靱帯不全の関与が考え

られてきた．応力分布の点でも同様で，手根骨間

靱帯切断のみでの変化は少なかった．特にLT"

帯単独損傷では，手根骨偏位，応力分布にほとん

ど変化がみられず,A群とB群では，不安定症発

症の病態が異なることが考えられた．
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舟状骨骨折に合併した舟状月状骨間靱帯

断裂一手関節鏡による診断と治療一

ScapholunateLigamentTearComplicatedwith

ScaphoidFracture-ArthroscopicExamination
andTIeatment-

新潟手の外科研究所

○坪川直人，吉津孝衛，牧裕

【目的】舟状骨骨折に舟状月状骨間靱帯断裂(S-L

tear)が合併することはMayfieldが実験的に示し

ていたが臨床報告が少なく稀であると考えられて

きた．手関節鏡診断を行った舟状骨骨折で舟状月

状骨間靱帯の状態について検討した．

【症例】1997年11月-2002年10月の5年間に手関

節鏡診断を行った舟状骨骨折90関節，男80,女

10,右57,左33である．手術時年齢は13-80歳，

平均33歳，新鮮骨折50,遷延治癒13,偽関節27

で，受傷原因は転倒48,交通事故15,転落13,

殴打11,不明3.

【結果】S-Ltear単独18/90(20%),S-Ltearと月

状三角骨間靱帯断裂(L-Ttear)の合併3/90

(3.3%),L-Ttear単独3/90(3.3%)認められた．

S-Ltear23関節の平均年齢は25歳で，すべての受

傷原因に同じ程度に発生し，新鮮骨折で10/50

(20％)，遷延治癒で2/13（15％)，偽関節で9/27

,(33％）であった．新鮮骨折では安定型A2,不

安定型B2B5に5関節ずつであった．偽関節S-L

tear例はDISI変形が強い傾向にあった．治療は新

鮮骨折，遷延治癒では小皮切固定12,観血的固

定1を行い，不安定性の強いll関節で舟状月状

骨間に経皮的ピンニングを行い舟状骨月状骨解離

の進行は認めない．偽関節では腸骨移植による骨

癒合を優先させS-Ltearは放置した．

【考察】最も頻度の高い手根骨骨折と手根靱帯損

傷の組み合わせである舟状骨骨折と月状骨周囲靱

帯損傷Stagelの舟状月状骨間靭帯断裂は，関節

鏡所見で23％と高い頻度で合併した．治療期間，

受傷原因，骨折型に差がなく受傷機序は不明であ

るが舟状骨が骨折後，回旋により靱帯が断裂する

と思われた．初診時X線写真で見逃されたり，数

週間後に解離してくる場合もあり，診断には関節

鏡が有効である．新鮮骨折で不安定性がある場合

は経皮的ピンニングを行い，偽関節例ではDISI

の進行に注意深い観察が必要である．

2-S3-4

舟状月状骨靱帯損傷に対する経皮的ピン

ニング治療の成績

ResultsofPercutaneousPinningfOrlnjuryof

ScapholunateInterosseousLigament

i弘前大学整形外科，2むつ総合病院整形外科

○西川真史!，藤哲!，三浦一志'，

工藤悟'，成田俊介』

【目的】舟状月状骨（以下SL)靱帯損傷をレント

ゲンイメージと関節鏡を応用して，経皮的ピンニ

ングで治療しているので，その手技と術後成績に

ついて報告する．

【症例と方法】症例は14例（男7，女7）14手関

節（右7，左7)，平均年齢38歳（15-71歳)．受

傷原因は手関節捻挫5例，打撲7例，不明2例で

4例は僥骨遠位端骨折に合併していた．術前に手

関節の透視を行った10例中7例にSL関節の不安

定性を認めた．MRIを施行したのは2例でいずれ

も僥骨舟状月状骨靱帯の周囲に異常像を指摘され

た．手術は鏡視下にSL靱帯の断裂を確認し同部

位のdebridementを行う．次にSL靱帯が最も近づ

く肢位でSL関節間に直径1.Omm-1.6mmのピン

数本でピンニングを行いSL関節を固定する．術

後castingはlonganncast2w,shortanncast4wと

する．抜釘は術後7週目に行い，同時に関節鏡視

下にSL靱帯の修復状態も確認した．

【結果】術後平均経過観察期間は54ケ月（26-103

ケ月）で,Cooneyの術後評価ではExcellent:9

例,Good:2例,Fair:3例であった.Fairの3

例中1例は僥骨遠位端骨折合併例，他の2例は初

期治療から3週以上保存治療を行った例で2例と

も鏡視所見でSL靱帯断裂部が嬢痕で覆われてい

た例であった．抜釘時の鏡視では全例にSL靱帯

部分の連続性を認めた．

【考察】本法はdebridementとピンニングで生じた

出血が新たな腰痕を形成し，その嬢痕が整復位の

関節間に形成されることで損傷した靱帯の代用と

して作用すると考えている．

【まとめ】本法はSL靱帯損傷の診断に最も有用な

関節鏡視に引き続き施行可能で，有用な小侵襲手

術として治療法の一つとして選択されてもよいと

考えている．
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ReconstructionofStaticScapho-lunate

DissociationwithBone-ligament-bone

Grafting

ThePhiladelphiaHandCenter,Philadelphia,PA,USA

○A.LeeOstennan

Thesurgicalreconstructionofstaticscapho-lunate

dissociationwithoutarthritisisoftendisappointing.

Multipletechniquesrangefromprimaryrepairwith

andwithoutaugmentation,capsulodesis,tenodesis,

transarticularscrewfixation,andbone-ligament-bone

stabilization.Thelatterhasprovedthemost

predictableinourhands.

Therationale,surgicaltechnique,donorsiteharvest,

andoucomeinaprospectivegroupofpatientswillbe

presented

2-S3-6

症候性月状三角骨間不安定症の診断と治

療

TTeatmentandDiglosisofCasesofSymptomanc

LunomquetIalhstability

'名古屋大学手の外科，2社会保険中京病院

○塩之谷香11中村蓼吾11堀井恵美子11

中尾悦宏ll加藤斉2

【目的】症候性月状三角骨間不安定症(LT不安定

症）は少ないとされる．本症と診断した8例の診

断，治療，成績を報告する．

【対象と方法】手関節痛を主訴に当科に来院し，

徒手検査・画像診断の後手関節鏡を施行した症例

は640例804手であった．LT靱帯損傷を認めたの

は90例で,Geissler分類にてLT不安定性を有する

11～1V度の症例は54例であった．手関節内の他

病変を有する症例を除外し，症候性LT不安定症

と診断した8症例について検討した.男性7女性1，

右6左2，初診時年齢は17-29歳（平均22）であっ

た．全例に外傷歴があり，前医では捻挫などとし

て加療されていた．受傷から受診までは2週間か

ら7ケ月（3.5ケ月）であった．ulnocarpalstress

testは全例陽性であった.ulnarvananceは－2～1

mm(0.13)であった.7例に手関節造影を行い，

6例でLT部での榛骨手根一手根中央関節間の交通

を確認した．4例に骨シンチグラフイを行い，2

例に手関節の集積を認めたが，部位は特定できな

かった．5例にMmを行ったが,LT靱帯に明らか

な異常を認めなかった．治療はwireによる一時的

LT関節固定術を4例,LT関節固定術（骨移植術

併用）を1例，靱帯再建術を3例に行った．

【結果】経過観察期間は7ケ月～7年1ケ月（3年6

ヶ月）であった．瘻痛は全例で改善し，6例は消失，

2例で負荷時痛のみとなった．握力（健側比）は術

前平均73％から術後103％と有意(p<0.01)に改

善した．掌背屈可動域は85％から90％と改善した．

Cooneyの機能評価ではEXceUent6,Good2であった．

【考察】LTの不安定性は他の手関節外傷の合併損

傷として観察されることが多いが，本不安定症が

愁訴の原因と考えられる症例も存在する．徒手検

査や画像診断のみで本症と確定診断することは困

難で，手関節鏡が不可欠であった．本症に対して

L-T間固定術または靱帯再建にて良好な成績が得

られた．
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手関節障害に対するSauve-Kapandji法，
尺骨短縮術一適応，手術手技そして合併
症一

Sauve-KapandjiProcedureandUInaShortening

Osteotomy-Indications,SurgicalTechnique,

andCoplications-

広島県身障者リハビリテーションセンター

○水関隆也，市川誠 ， 津 下 健 哉

【目的】尺側手関節障害に対して用いられる術式，

Sauve-Kapanmi(以下,SK)法と尺骨短縮（以下，

US)術はその有用性が広く認められているが，

手術適応，手術手技を誤れば様々な合併症をまね

く．演者等は自験例を中心に両手術の適応，手術

手技，さらに術中，術後合併症について検討する．

【対象および方法】当センターで行ったSK法は

27手,US術は77手である．原疾患の内訳はSK

法；関節リウマチ14手，一次性遠位僥尺関節

(以下,DRUJ)症6手,Colles骨折変形治癒5手，

Madelung変形1手,US術失敗1手,US術；

TFCC損傷38手，一次性尺骨突き上げ症候群（以

下,UCAS)26手,Colles骨折変形治癒9手，

Madelung変形3手，尺骨骨折変形治癒1手であっ

た.SK法は切除した尺骨をDRUJにcuffとして

挿入し，手関節幅を維持するSK変法を用いた．

US術は1996年以降,Ulnoshortsystemを用いた術

式を採用している．

【結果】SK法では尺骨切除部の軽度の痛みを残し

たものが2手に認められた．術後10年以上経過

した2手に僥骨頭の関節症変化が観察された．

US術では3手で偽関節を,2手で遷延治癒を生じ

ていた（いずれも1996年より前の症例)．このう

ち1手ではSK法に移行した.RSDを2手，抜

釘後骨切部骨折を3手に認めた．6手がDRUJ関

節症を来していた．

【まとめ】SK法はリウマチ手関節,UCASを伴っ

たDRUJ関節症,US術はDRUJに変形を伴わない

TFCC損傷，一次性UCAS等に適応がある.SK法

では尺骨切除部の処置に工夫が必要である．US

術はfreehandtechniqueでは偽関節形成の頻度が

上がる．各法で僥骨上腕関節,DRUJに関節症を

招来する危険性を否定できない．

2-S3-8

尺骨短縮術の長期成績

Long-termFollow-upStudyofUlnarShortening

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，塩之谷香

【目的】骨折既往のない尺側手関節障害に対する

尺骨短縮術の長期予後を調査した．臨床成績,X

線所見，満足度について報告する．

【対象と方法】骨折を伴わない尺側手関節障害に

対し尺骨短縮術を施行し，5年以上経過観察し直

接検診を行った症例を対象とした．23例27手，

男性12女性11,手術時年齢平均39歳，右9例左

10例両側4例であった．診断は，尺骨突き上げ症

候群(TFCC損傷合併例を含む)19手，遠位僥尺

関節(DRUJ)障害5手,TFCC単独損傷3手であ

った．痙痛は，重度3中程度2軽度1無し0の評価

法で平均2.3,健側比可動域（％）は，背屈81掌

屈83僥屈83尺屈80回外92回内90,握力は健側比

68％であった.術前ulnarvarianceは平均4.0mmで，

術前よりDRUJ関節症を3手に，肘関節症を4手

に認めた．成績調査は，術後5年から16.8年，平

均8.1年で施行した．問診，徒手検査，可動域・

握力計測，手関節・肘関節のXp撮影を施行した．

【結果】瘤痛は全手で改善し平均0.3であった．

健側比可動域（％）は，背屈98掌屈96僥屈100

尺屈89回外98回内97で，握力は健側比96％で

あった．術後ulnarvarianceは平均0.9mmであっ

た．術前DRUJに関節症変化のなかった24手中

13手に,Xp正面像DRUJ関節面に骨鰊形成（尺

骨頭近位8手，僥骨関節面近位1手，両者4手）

を認めたが，関節裂隙の狭小化はなかった．術前

に肘関節症が存在した4手以外で術後に肘関節症

を生じた症例はなかった．治療の満足度(10点

満点）は，5～10点，平均9.2点であった．

【考察】尺骨短縮術の長期成績は良好で患者の満

足度も高かった．約半数にDRUJ関節面近位の骨

鰊形成を認めたが，関節裂隙狭小化や前腕回内外

制限は生じておらず，愁訴の原因となり得る関節

症変化ではないと考えた．肘関節にも愁訴はなく

関節症は発生していなかった．尺骨短縮術は信頼

性のおける優れた手術法であると考えた．
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遠位僥尺関節変形性関節症に対する

Sauve-Kapandji手術の長期成績
Long-tennResultsofSauv6-KapanqiProcedu"e
fbrOsteoarthrinsoftheDistalRadioulnarJoint

北海道大学整形外科

○三浪明男，加藤

末永直樹，石川

博之，岩崎倫政，

淳一

【目的】手関節障害を来す遠位僥尺関節(DRUJ)

の変形性関節症(OA)に対して各種の手術法が

提唱されている．ここではDRUJ-OAに対して行

ったSauve-Kapandji(S-K)手術の長期治療成績

を検討し，報告する．

【対象と方法】最短5年以上経過観察し得たS-K

手術を行ったDRUJ-OA25例を対象とした.男

性：20例，女性：5例，手術時年齢は平均53歳，

一次性OA:20例，二次性OA:5例であった．

経過観察期間は5年～12年，平均8年であった．

臨床成績は瘻痛，可動域（手関節掌背屈，前腕回

内外)，握力，原職への復帰状況の各項目で評価

した.X線学的には骨癒合の有無と尺骨遠位端の

不安定性の有無により評価した．

【結果】臨床成績：術前痙痛が全例に存在してい

たが，術後完全に痔痛が消失したもの：15例，わ

ずかに瘤痛が残存したもの：5例，中等度の瘻痛

が残存したもの：5例であった．可動域は背屈

48./57°（術前平均／術後平均)，掌屈44./53．，

回内64.／80.,回外69.／86.であり，いずれも統

計学的に有意差をもって改善していた．握力は術

前21kg(健側比58%)であったのに対して術後

32kg(同88%)に改善した(p<0.05).92%の

症例で握力が増加した．原職への復帰は23例に得

られたが，2例については軽作業への転職を余儀

なくされた．臨床成績は二次性OAの成績が一次

性OAのそれと比べて劣っていた．

X線学的成績:DRUJの骨癒合は全例に得られ，

尺骨の人工的偽関節部の再癒合は認めなかった．

尺骨遠位端の不安定性は10例に認めたが,ECU

腱を用いた遠位端安定化術を行ったものでは不安

定性を訴えたものは少なかった．

【考察】DRUJ-OAに対するS-K法の長期成績はほ

ぼ良好であった．しかし二次性OAに対する成績

は不良であった．本法の適応は活動性の高い一次

性DRUJ-OA例が最も良いと考えられた．

2-S3-10

尺側手根伸筋腱半裁腱を用いた手関節

TFCC再建法

ReconstructionoftheTriangularFibrocartilage

ComplexUsingHalfslipoftheExtensorCarpi
UInarisT℃ndon

慶應義塾大学整形外科

○中村俊康，高山真一郎，菊池淑人，

牧田聡夫，長田夏哉

【はじめに】重度の遠位僥尺関節（以下DRUJ)

不安定性を伴う三角線維軟骨複合体（以下TFcc)

損傷の治療は困難である．今回われわれは残存

TFCCを尺側手根伸筋腱(ECU)半裁腱を用いて

尺骨小窩に誘導し，不安定化したDRUJを再建す

る方法とその成績を報告する．

【術式】手術適応は小窩での完全剥離例などの重

度DRUJ不安定性を伴うTFCC損傷例で，直視下

縫合不能例である．損傷したTFCC内にECU半

裁腱を誘導，腱とTFCCを強固に縫合し,ECU半

裁腱を回旋中心である小窩中央から尺骨外側にあ

けた直径2.5mmの骨孔を通し，尺骨外側に引き

出すことで，残存TFCCを小窩に引き込む.ECU

半裁腱は尺骨または僥骨より採取した小骨皮質と

intelferencescrewを用いて小窩部で固定する．

【対象および方法】1995年以来，本手術を行った

症例は13例13手関節で，男5,女8例，右7,左

6，平均年齢は31歳であった．術後経過観察は平

均24カ月（12-96カ月）であった．術前の症状お

よび手術成績を調査した．

【結果】術前，全例で尺側手関節痛を訴えた．回

内外可動域制限を呈した症例は2例のみであっ

た．全例で重度のDRUJ不安定性を認め,clickは

5例，手が抜ける様な感じ(slack)は9例に認め

た．術後成績は初期の2症例を除くと，最近11

例中10例では全例で痙痛は消失し，可動域制限

もなく,DRUJ不安定性も消失し，現職に復帰し

ている．

【考察】TFCCの再建はその解剖構造と損傷形態

を把握してはじめて良好な成績をおさめることが

できる．本手術法はTFCCの3次元構造を良く温

存し，回旋中心である尺骨小窩に残存TFCCを誘

導するため，良好な成績をおさめることができた

と思われた．
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UInarExtnnsicLigamentlnjury:Diagnosis
andTIeatment

ThePhiladelphiaHandCenter,Philadelphia,PA,USA

○A.LeeOstennan

Theulnarextrinsicligamentsareanintegral

componentoftheTriangularFibrocartilageComplex

[TFCC]andcanbeinjuredaspartofasequential

disruptionoftheTFCC.Theinjuryisoftenmissedand

canbeacauseofpersistentulnarwIistpain.

Physicalexampresentswithulnarsnuffbox

tendemessandacamalsupinationdefbnnity.Imaging

isusuallyinconclusivebutradio-carpalarthrography

canshowpisotriquetralfillingandwristMRImay

showabnormaluptakeofgadolinium・Arthroscopic

diagnosisisthemainstay.

TI℃atmentoptionsincludearthroscopicrepairwithand

withoutradiofrequencyshrinkage,openrepair,and

FCUreconstruction.Thisseriesintroducesanew

methodofprimalyrepairanditsresults.

2-S3-12

進行したKienb6ck病に対する手術法の変

遷と工夫

KeioExperiencesfortheTreatmentof
AdvancedKienb6ck'sDisease

!慶應義塾大学整形外科，ユ川崎市立川崎病院整形

外科

○池上博泰11高山真一郎11堀内行雄21

仲尾保志11中村俊康！

【目的】従来,stage3,4で月状骨が分節化してい

る例では，月状骨の摘出と腱球移植術を行ってき

たが，症例によっては術後早期にcamalcollapse

を生じることがある．このため，1997年以降，

比較的若い症例に対して,ulnaminusvariantには

僥骨短縮術と骨釘移植を行い分節化した月状骨の

骨接合を,ulnaplusvanantには血管柄付き骨移植

術を行っている．今回，この手術方法と治療成績

について報告する．

【症例および方法】1983年から2002年までに，当

科で手術を行ったLichtmanのstage3以上の

Kienb6ck病46例のうち，骨釘移植を榛骨短縮術と

併用して分節化した月状骨を骨接合した10例を対

象とした．手術時年齢は19～45歳（平均30歳)，

経過観察期間は，8～57か月（平均2年1カ月）で

ある．治療方法は，僥骨短縮術を行った後，分節

化した月状骨に対して骨釘を用いて骨接合術を行

った例が4例，さらに術後に創外固定器を6～11

週間装着した例が6例である．治療成績を，現職

への復帰の有無と期間，手関節可動域，術前後の

握力,Lichtmanの関節機能の評価,Domanの作業

能力の評価および単純x線を用いて評価した．

【結果】術後に職を変えたものはなかった．原職

復帰までの期間は11～16週で，手関節可動域，

握力は7例で著明な改善が認められた.Lichtman

の評価では,satisfactoly9例,unsatisfactoryl例で，

Domanの評価ではexcellent7例,good3例であっ

た．術後にcamalheightratioが著明に改善した例
が4例あった．

【考察】この骨釘移植によって分節化した月状骨

の骨癒合は得られるが，術後に矯正した月状骨の

再collapseを生じる例がある．このため,1998年

以降は，術中に得られたcarpalheightratioを維持

する目的で創外固定器を併用しているが，必要か

つ十分な創外固定器装着期間はいまだ不明であ

る．
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奈良医大におけるキーンベック病に対す

る治療の変遷と工夫

NaraExperiencesofOperativeProceduresfOr
theTreatmentofKienbOckDisease

奈良県立医科大学整形外科

○ 矢島弘嗣

われわれは虚血に陥った月状骨に血管束を移植す

ることにより，積極的に血行再建を促進させると

いう目的で,1975年以降血管束移植術をキーン

ベック病に対して用いてきた.Lichtman分類の

stagelとIIに対しては，血管束移植のみを行い，

それ以降の症例では壊死骨を可及的に掻爬し，腸

骨からの海綿骨移植を行ってから血管束を移植し

た．移植後早期に圧壊が生じる症例がみられたた

め，術後創外固定器を装着して，月状骨の除圧を

試みた．その後，ラットを用いた基礎的研究を行

い，移植血管束からの血管の新生は早期に生じる

が，骨の新生までには相当な期間を要することが

判明した．また実際の症例においてもこの事実は

裏付けられた．一方，虚血状態における骨に血管

束の移植を行えば，早期に既存血管と移植血管の

吻合が生じるため，月状骨の血行再建が早期に期

待できることが判明した．すなわち，早期のキー

ンベック病に対する血管束移植術の効果は問題な

いものと考えられ，本手術単独での適応は早期例

に限ると結論づけられた．そこで1986年以降，

進行例に対しては血管束移植術にSTT固定術を

組み合わせ，本法の適応の拡大をはかった．さら

に,1991年に仮STT固定術を開発し,stagellla

の症例を中心に適応してきた．最近では血管束移

植術に代わり，僥骨遠位端からの有茎血管柄骨移

植術を行っている．本法は血管束移植術に比べ月

状骨のremodelingが早く，したがって，月状骨の

除圧を行う期間の短縮が図られるため，短期成績

ではあるが良好な結果が得られている．ただ残念

なことに，全てに用いられるものではなく，

stagelllで月状骨の分節化をきたしている症例や

stagelVの症例に対しては月状骨の切除が余儀な

くされ，これらの症例に対しては腱球移植術と仮

STT固定術で対処している．
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拘縮手に対するセラピィの工夫と実践

PracticalTherapyfOrHandContractures

大阪医科大学附属病院リハビリテーション科

○ 櫛辺勇

外傷性の関節拘縮は，不可避的に発生する高度な

組織損傷に伴うものと浮腫や不良肢位固定，長期

間の固定などによって生じるものとに分けられ

る．

関節拘縮は受傷直後や術後に生じる浮腫の予防や

軽減，良肢位保持，痔痛のコントロール，早期の

運動療法などによってある程度の予防は可能であ

る．しかし，セラピストが治療効果を急ぎすぎる

ため，関節に過度な矯正や高い温熱を加えるなど

不適切なセラピイによって高度な関節拘縮を生じ

ている症例もみられる．

セラピイを行う際には対象となる深在性軟部組織

性の関節拘縮を正確に評価し，可動域制限の原因

を明確にしたうえで実施する必要がある．

一般的に関節拘縮に対するセラピイには物理療

法，運動療法，スプリント療法のほか，物品を使

用した作業活動やCPMなどの治療器具を用いる

方法などがある．セラピイを行う上で最も大切な

ことは寓痛を生じさせず，リラクセーシヨンを得

ながら，ゆっくりと愛護的に行うことである．リ

ラクセーションを得るためにはセラピイの内容な

どのオリエンテーションと患者教育を十分に行う

ことは当然であるが，訓練に際してセラピストが

患手を把持する方法や訓練肢位などに対する配慮

も必要である．さらにギプス固定除去直後の主動

作筋と拮抗筋の過剰な同時収縮や持続矯正訓練時

に生じやすい防御的筋収縮を予防しながらセラピ

ィを行うことも重要である．

運動療法とスプリント療法を中心に，当科でセラ

ピィの対象となることの多い肘関節と前腕・手関

節部の拘縮も含めて拘縮手に対するセラピイの工

夫と実践について述べる．

2-P4-2

指骨・関節損傷後のリハビリテーション

の工夫

RehabilitationofFracturesandLigamentous

InjuriesoftheDigits

名古屋披済会病院整形外科

○渡邉健太郎，木野義武

指外傷後の運動障害の主な原因は1．皮層の癩痕

拘縮，2．関節骨性の拘縮，3．関節靱帯性の拘縮，

4．腱性の拘縮，5．複合性の拘縮である．したが

ってその治療にあたって留意すべき点は，組織の

損傷の程度を正確に把握し，可能な限り一次再建

を心がけ，可及的早期よりハンドセラピストであ

る作業療法士（以下OT)との協力のもとに積極

的なリハビリを開始することである．損傷組織が

多くなるほどリハビリの開始は遅れがちになり，

結果拘縮も高度なものになる．それを避けるには

段階的早期ハンドセラピーが有効である．これは

OTによる損傷部位に隣接した関節に対する早期

からの注意深い自・他動運動を中心とした訓練で

ある．術直後から開始するのが望ましいが，一定

期間の外固定が必要な場合は外固定除去後にリハ

ビリ入院とし，なるべく長時間のハンドセラピー

を行なうのが効果的である．医師は必要に応じて

OTにその場でのスプリントの作成を指示し，そ

の効果は患者とOTよりフィードバックされる．

過去5年間に当院で観血的治療を行なった，切断

および単なる末節骨骨折を除いた指の骨・関節損

傷例は母指が96指（骨折70指・靱帯損傷26指)，

示指から小指が525指（骨折446指・靱帯損傷79

指）であった．これらを損傷組織別にグループ化

すると，骨折ではG-1:閉鎖性（母指63%・他

指52%),G-2:G-1+皮層損傷(17%･33%),

G-3:G-2+伸筋腱損傷(11%･9%),G-4:G-

3＋神経・屈筋腱または両方の損傷（4％・3％)，

G-5:その他(4%･2%)であった．靱帯損傷

ではG-1:100%･78%,G-2:0%･19%,G-

3：0％・3％であった．これらの症例の治療成

績をもとに当院での指の骨・関節損傷に対するリ

ハビリの要点を述べる．
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屈筋腱縫合術後に行う運動療法の工夫一

Tenodesismotionを用いた早期他動屈

曲・伸展介助運動一

TherapistAssistedTenodesisMotionExercise

afterFlexorTendonRepairinZonell

'札幌医科大学保健医療学部理学療法学科，2札幌

医科大学救急集中治療部,3札幌医科大学整形外科，

』札幌医科大学リハビリテーション部

○青木光広!，土田芳彦2，和田卓郎3，

磯貝哲3，坪田貞子』

手関節の屈曲・伸展に伴い伸筋腱と屈筋腱が交互

に緊張・弛緩して生じる，指の他動伸展・屈曲運

動はtenodesismotionとして知られている．

Cooneyはこの運動を屈筋腱縫合術後に導入し，

tenodesissplintを用いた他動指運動として報告し

た．我々 も本法を追試したが，罹患指のtenodesis

motionが不十分な症例を認めた．そこで本法を補

足する目的で，セラピストが介助して指関節の

tenodesismotionを行う方法を採用した．症例は指

屈筋腱zonell損傷の12手17指であり，男性7名

女性5名．示指2，中指6，環指4，小指5であっ

た.Primaryrepairが15,delayedrepairが1,再縫

合lであった．腱縫合法はKessler変法または2本

津下法とcross-stitch法13,吉津法2,ダブル津下

法2であった．後療法は手関節屈曲位で背側シー

ネを1週間，その間にKleinert法と指屈曲位置で

のflexionhold自動屈曲を併用した．その後4週間

tenodesissplintによる他動指伸展屈曲運動を行い

つつ，セラピストが介助したtenodesismotion法

を追加した．6週目から自動指屈曲伸展運動を開

始した．結果は術後12週でのStricklandの評価で，

tenodesisspintのみの場合優3指，良3指，可1指，

不可1指であり，セラピストtenodesismotion追加

の場合優7指，良2指，可0指，不可0指であっ

た．手関節と指関節を連動させることにより，理

論的に手関節肢位で伸筋腱および屈筋腱の緊張を

調節できるこの他動指運動法の施行上の工夫を述

べる．

2-P4-4

腱剥離後のリハビリテーションの工夫

PostOperativeTreatmentafterFlexorTenolysis

新潟手の外科研究所

○牧裕，坪川直人，吉津孝衛

【目的】私達は近年，屈筋腱剥離術後のリハビリ

テーションで，夜間など安静時は指を自動屈曲さ

せた肢位で保持し，訓練開始時に剥離を行った指

を他動伸展して，屈筋腱と周囲の癒着をはがして

から自動運動に移る方法をとっている．今回この

方法を紹介し，以前の方法と成績比較した結果を

述べる．

【方法】屈筋腱縫合後の癒着であれ指節骨骨折や

挫滅創後の屈筋腱癒着であれ，基本的には剥離手

術前に指関節の拘縮を除去し，皮層の状態が悪け

れば皮弁による置換が必要である．これは屈筋腱

剥離が成功しても，術前の他動屈曲域を超えるこ

とはないからである．多くは掌側のジグザグ皮切

を用い，最低限A2,A4プーリーを残すことを原

則とするが,A3,C1プーリーを残したA4の切

除や,Alプーリーを残したA2の切除など症例に

応じた変更は必要である．また縫合した腱の癒合

が嬢痕性で剥離後に断裂の危険がある場合は，深

指と浅指屈筋腱を剥がさず一本化したり，掌側板

で補強するなどの追加操作も必要となる．剥離は

手関節ブロックや指ブロックを用いるため，最後

に駆血帯をはずして指の自動屈曲を行わせ，術前

の他動屈曲域が獲得されたことを確認する．止血

後皮層は密に縫い，薄いドレッシングを行い，ガ

ーゼの束を軽く握らせた肢位で包帯固定を行う．

手術当日より後療法を開始し，一日3～4回20分

程度ハンドテラピストの指導下に訓練を行い，他

の時間は指を軽く握らせておく．手術中に手根管

またはギヨン管に予めサーフロー針を留置し，リ

ハビリ直前にマーカインを注入して最初の数日間

痛みをコントロールすることもある．一般的に

10～14日で動きはスムーズとなり，痛みもとれ，

抜糸をおこなう．

【成績】Zone2の屈筋腱縫合症例につて以前の安

静時に指を伸展固定していたグループと比較する

と，成績は明らかに向上した．
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2-P4-5

末梢神経修復後のリハビリテーション

RehabilitationfOrPeripheralNerveRepair

三重大学整形外科

○平田仁 ， 長 倉

明田浩司，内田

剛，福田亜紀，

淳正

末梢神経損傷後のリハビリテーションは神経の種

類，損傷部位，損傷状態合併損傷の存在により

大きく異なる．表在性知覚神経では痙痛の制御と

知覚再教育に主眼が置かれるが，混合神経ではそ

れに加え拘縮の予防，スプリントによる変形の予

防と麻溥筋の代償，バイオフィードバックによる

機能訓練が必要となってくる．術後早期は瘻痛の

コントロール，浮腫の軽減，拘縮とRSDの予防

が重要である．痙痛に関しては神経再生に伴うも

の，痙痛性神経腫によるもの,RSDの発生に伴

うものなどがある．神経損傷に伴う痙痛は何れも

極めて不快であり，腫脹，拘縮を増強し機能訓練

を妨げ，リハビリテーション全体に悪影響を及ぼ

す．神経再生に伴う知覚過敏は必発であるが神経

再生と共に改善する．自発性異常知覚は神経損傷

後遅れて出現する事が多く，徐々に増悪する傾向

が強い．腕神経叢など中枢部での損傷ではカウザ

ルギーとなることも多い.RSDへの進展も稀な

らずみられる．マイナートランキライザー，高容

量でのノイロトロピンの投与をルーチンで行い，

症状の強い症例に対してはペインクリニックと協

力して神経ブロックを行っている．また，

desensitizationを積極的に行い，頑固な例では必

要に応じて神経腫の骨内埋没，有茎筋膜移植によ

る母床の改善なども行っている．浮腫の軽減には

挙上，エアースプリントに加え自着生弾力包帯を

常用させている．物理療法は患者の瘻痛への影響

を確認し，症状の軽減に繋がる物のみを採用して

いる．可動域訓練は自動運動を基本とし，痙痛の

増悪に十分に注意している．知覚再教育はDellon

らの方法を参考に行っているが，明らかな効果を

確認できることは少ない．運動の回復にはバイオ

フィードバックが有用であり，モチベーションを

高める上でもその意義は大きい．

2-P4-6

切断指再接着後のリハビリテーシヨンー

早期運動療法について一

EarlyRehabilitationafterDigitalReplantation

山口県立中央病院整形外科

○酒井和裕，小笠博義，今城靖明，

村田和弘，吉田佑一郎

【目的】切断指再接着後のリハビリテーションは，

生着率と知覚獲得が向上した現在，可動域改善と

治療期間短縮が課題である．再接着は修復組織が

多く疎血時間短縮のため修復状態が不良となりが

ちで早期運動療法は実際上困難であった．ところ

が技術の進歩で修復状態が改善してきた.そこで，

私達はSilvermanらが提唱したearlyprotective

motion(EPM)を早期運動療法として一部症例に

導入したので報告する．

【方法】EPMは組織修復部の緊張をコントロール

して癒着を防止する運動療法手技で3段階に分れ

る.EPMIは術後1週で開始し，手関節自動屈曲

と介助手指MP関節伸展，介助手関節伸展と他動

MP関節屈曲を連動させ拘縮を予防する．他動

EPMIIは術後2週で開始し，手関節中間位のまま

他動的にintrinsicminusとintrinsicpluspositionに

し腱癒着を防止する．自動EPMIIは術後3週で

開始し,intrinsic機能の維持，腱癒着防止と修復

部の強度増大を期待する．

【症例】1997年以来，指尖部を除く完全指切断6

例9指，全例男性，年齢21～62歳に施行した．

母指2，示指2，中指2，環指2，小指1例で，切

断部位はMP関節部1例1指，基節部2例4指，中

節部3例4指であった．開始時期は若干遅く2例

4指に腱剥離を行ったが，平均1年1カ月の経過

観察期間で34～94%TAMが獲得できた．腱，

神経血管の再断裂例はなかった．

【結論】切断指再接着後の早期運動療法として

EPMは理論的に優れ，機能向上が期待できる．

EPM施行の前提条件として骨接合は特に重要で，

alignment,固定性，腱滑走障害，骨短縮に留意す
る必要がある．術中他動運動で修復組織の再断裂

を生じない範囲の確認も大切である．
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僥骨遠位端関節内骨折に対する治療法の

検討一創外固定とプレート固定一

ClinicalResultsofDistalRadiusRacmre-Com-

parisionbetweenExternalFixationandPlate
Fixation-

濁協医科大学整形外科

○藤田聡志，長田伝重，岩本玲，

山口哲彦，玉井和哉

【目的】僥骨遠位端関節内骨折に対して，我々は

1989年より創外固定を用い，1997年よりプレー

トでの内固定を行っている．今回，両者の治療成

績を比較，検討したので報告する．

【対象と方法】Cryburn創外固定器を用いた群(E

群）は49例で，男性32例，女性17例，年齢は平

均45.5歳（14歳～78歳),ACESymmetryplateで

の内固定群(I群）は52例で，男性24例，女性

28例，年齢は平均46.6歳（17歳～77歳）であっ

た．骨折型はFrykman分類を用い,E群は3型4

例，4型4例，7型12例,8型29例であり,I群は

3型7例，4型5例，5型l例，7型11例，8型28

例であった.E群での創外固定期間は平均6.2週

(4～8週）であった．術後手関節可動域訓練開始

時期は,E群平均11.9日(7～28日),I群平均

11.1日（7～28日）であった．経過観察期間はE

群平均19.5ケ月（3～71ケ月),I群平均13.5ケ月

(3～41ケ月）であった．X線評価は,Radial

length(RL),Radialtilt(RT),Volartilt(VT),

Ulnarvariance(UV)を計測した．治療成績は斉

藤の評価基準を用いた．

【結果】x線計測（受傷時，手術時，最終観察時）

での平均値は,E群は,RL:4.1,11.3,9.8,

RT:16.2,23.5,24.6,VT:-15.6,1.3,1.1,

UV:5.6,0.5,2.0,I群は,RL:3.7,11.3,

10.4,RT:15.8,22.6,23.0,VT:-5．7,6.6,

7.0,UV:4.7,0.3,1.4であった．治療成績は，

E群ではExcellent31例,Goodl8例で,I群では，

Excellent46例,Good5例で,E例,I群ともに

Fair,Poorはなかった．

【結論】曉骨遠位端関節内骨折に対する治療にお

いて，両群とも良好な成績が得られた．しかしx

線評価では,VT値とUV値については，手術時の

整復程度およびその保持ともにI群が優れていた．

2-2-2

榛骨遠位端骨折に対する掌側プレート・

Intra-focalpinning併用法のX線学的検討
CombinationofVolarPlateFixationandlntra-

fOcalPinningfOrDistalRadiusFractures

‘興生総合病院整形外科，ユ広島県立保健福祉大学

○河野正明1，沖貞明2，加戸秀一1，

竹葉淳11山下貢二！

【目的】我々は1998年の本学会で掌側骨皮質粉砕

例はIntra-fOcalpinning(IFP)法では固定性が不

良であることを報告した．また掌側プレートで固

定する際，遠位骨片のスクリュウ固定が困難な症

例が存在する．このような症例に対し，掌側プレ

ートとIFP法を併用して固定する方法を行ってい

るのでその有用性につき検討する．

【術式】掌側プレートを中枢のみスクリュウ固定

した後，我々が従来行ってきた2mmネジ付きK-

wireを3本用いるIFP法を施行．尚，関節鏡視で

TFCCに緩みを認めた症例では鏡視下縫合術また

は尺骨茎状突起のtensionbandwiringを先に行い，

症例に応じ背側3-4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した．

【対象および方法】骨折部掌側骨皮質が粉砕され

且つ遠位骨片のスクリュウ固定が困難と判断し，

2000年1月から2002年4月までに本法を施行し

た僥骨遠位端骨折22手，男性5手女性17手，手

術時年齢23～87（平均59.7）歳を対象．整復時

およびK-wire抜去後のRadiallnclination(RI),

DorsalTilt(DT),UInarVariance(UV)を計測，

その差を△R1,ADT,AUVとし術後アライメ

ント変化の指標とした．これを以前報告したIFP

法のみを施行した70手と比較検討した．

【結果】IFP法のみでは骨折部掌側骨皮質が粉砕

されていた群は粉砕されていない群より△DTが

有意に劣っていたが，本法施行群では掌側骨皮質

が粉砕されていない例にIFP法のみを施行した群

と比較しても有意差無く良好なアライメントを保

持できていた．掌側骨皮質が粉砕されていた群の

みで比較すると本法施行群がIFP法のみを施行し

た群より,ADTが有意に優っていた．

【考察】骨折部掌側骨皮質が粉砕され且つ遠位骨

片のスクリュウ固定が困難と判断されるような症

例に対して本法は有用な方法と考えられた．
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2-2-3

高齢者不安定型Colles骨折に対するリン
酸カルシウム骨ペースト併用掌側プレー
ト法の治療成績

PalmarPlatingwithCalciumPhosphateBone
PastefbrUnstableColles'RacturesinElderly
People

l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11香月憲--21安田匡孝3

【目的】高齢者で骨欠損を有する不安定型Colles

骨折に対してリン酸Ca骨ペースト（以下骨ペー

スト）を併用した掌側プレート法を行ったのでそ

の成績を報告する．

【対象】65歳以上の21例を対象とした．男4人，
女17人，受傷時年齢平均69歳，平均追跡調査期

間6か月．不安定型は背側骨皮質が粉砕し，徒手

整復後ギプス内転位を来し,palmartiltが－10．
以上残存したものとした．

【方法】上肢伝達麻酔下にtransFCRapproachにて
侵入し，掌側プレート固定法を行った．骨欠損部

にはスクリュー孔から骨ペーストを注入した．手

術翌日より手指の自動運動を開始し，手関節の外

固定は7-10日間とした．臨床成績はGartlandらの

評価法を用いた．X線学的計測はPT,RI,UVの

3項目を術前，術後，最終調査時に測定した．

【結果】骨癒合は全例に得られた.臨床成績は

excellentl6例,good5例であった．各X線学的計

測値は術後の整復状態が最終調査時まで維持され

た．腱・神経損傷は認めず，骨ペースト漏出もな

かった．手術時間は平均43分であった．

【考察】これまで我々 は不安定型Colles骨折に対

して掌側プレート固定法を行い，背側侵入固定法

の最大の合併症である遅発性伸筋腱断裂の問題を

解決してきた．骨移植を要した今回は自家骨移植

の代用として骨ペーストを用いた．これにより採

骨部を考慮に入れた麻酔方法は不要であり，さら

に掌側プレート孔から注入することにより背側切

開も不要で背側軟部組織への漏出も認めなかっ

た．骨欠損を伴った高齢者のColles骨折において

も骨ペーストを併用すれば掌側プレート固定法は

患者のADLを早期に回復し，安全かつ有用な術

式の選択肢のひとつであると考えた．

2-2-4

僥骨遠位端骨折に対する観血的治療成績
OperativeTi℃atmentofRacmreofDistalRadius

中京病院整形外科

○加藤斉，川澄本明，関 一二三

【目的】保存的治療では骨折部の整復およびその

保持が困難と考えられる僥骨遠位端骨折に対し

て，我々は掌側プレートによる内固定および創外

固定を用いて治療を施行してきた．今回，その治

療成績につき検討したので報告する．

【方法】1999年9月以降，当科において手術を施

行した17例を対象とした．男性8例，女性9例，

年齢は15歳～79歳で平均46歳，50歳以上の症

例が9例であった．受傷機転は，転倒12例，交

通事故4例，転落l例であり，多発外傷の症例が

3例であった．骨折型は，粉砕Colles骨折6例，

掌側Barton骨折6例,Smith骨折3例，掌側

Barton･chauffeur合併骨折2例であった．受傷か

ら手術までの期間は4～21日であった．手術方

法は，掌側Barton骨折およびSmith骨折には掌側

プレート固定を行い，粉砕Colles骨折には創外固

定および陥没骨片の観血的整復内固定を，時に骨

移植を併用して行った．術後経過観察期間は4～

17ケ月であった.X線学的評価として,volartilt

(VT),radialinclination(RI),ulnarvariance(UV)

を計測し，治療成績評価は斉藤のポイントシステ

ムを使用した．

【結果】痔痛は，なし11例，軽度6例であり，合

併症は特になかった.X線学的評価では,50歳以

上の症例で再転位を来す症例が多く,VTの減少，

UVの増加を認めた．斉藤の評価基準では，優10

例，良6例，可1例であり，良の2例は多発外傷

の症例で，可の1例は，79歳女性の骨幹端の粉砕

を伴う開放骨折の症例であった．

【結論】保存的治療では整復およびその保持が困

難と考えられる榛骨遠位端骨折に対し，骨折型に

応じた治療法を選択し，ほぼ満足すべき成績が得

られた．しかし，高齢者や骨粗霧症を合併してい

る症例では再転位を来しやすいため，骨移植を併

用するなど再転位を防止する工夫が必要であると

考える．
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観血的治療を行った榛骨遠位端骨折の成
績

ResultsofOpenReductionandlnternalFixation
ofDistalRadiusFractures

函館中央病院整形外科

○多田博，橋本友幸，大越康充，

重信恵一，山根繁

【はじめに】僥骨遠位端骨折は，その機能的予後
が形態学的予後と密接な関連があることより，そ

の治療は解剖学的修復に主眼がおかれる．治療法

は保存療法，手術療法に大別されるが，我々は，

超高齢者を除く僥骨遠位端骨折症例に対し積極的

に手術療法を選択している．今回，骨折部を展開

して骨接合術を行った症例の骨折型，術式，術後

成績について検討する．

【対象と方法】1995年4月より2002年1月までに

当科で手術的治療を行った成人例は81例，84手

で，このうち経皮的鋼線固定術を除く観血的治療
を行い，3カ月以上の経過観察が可能であった30

症例30手を対象とした．年齢は17～70歳（平均

42歳）で，男20例，女10例であった．骨折型は

AO分類でA3が2例,B3が6例,C1が5例,C2

が9例,C3が8例であった．手術は全例骨折部を

展開し，観血的に整復を行った．固定金属は

Kirschner鋼線のみが4例，掌側plateを使用した

のが18例，背側plateを使用した例が8例であっ
た．9例に腸骨よりの骨移植を併用し，10例に創

外固定器を用いた．術後経過観察期間は3～82

カ月，平均21.8カ月であった．

【結果と考察】術後の軽度以上の手関節痛は9例
（30％）にみられ，平均可動域は背屈58°，掌屈

47°で,1例に軽度の回内外制限を認めた．平均
握力は健側の82％であった．斉藤の治療成績評

価では，優21例（70％)，良9例（30％）で可，
不可例はなかった.X線計測値ではpalmartilt:

平均7.3｡,radialinclination:平均22.7｡,

shortening:平均2.4mmであった．これらの術後
成績において，骨移植，背側plateの有用性，創

外固定の是非につき文献的考察を加えて報告す
る．

2-2-6

高齢者の僥骨遠位端骨折に対する保存療
法の治療成績と問題点
ReviewoftheConservativeTreatmantfOrthe

DistalRadiusFracturesinGreatAge

'昭和大学整形外科，2昭和大学附属豊洲病院整形

外科

○富田一誠11瀧川宗一郎21稲垣克記11

福島一雄'，宮岡英世！

【目的】骨粗霧症を基盤とした高齢者の榛骨遠位
端骨折は，整復位が良好でも経過中の再転位傾向
をきたしやすいが，それぞれの患者の社会的背景

を十分考慮した時，手術の要否に関し苦慮すると
ころである．当科における保存療法の治療成績と

問題点について検討したので報告する．

【対象と方法】65歳以上の症例33例34手を対象
とした．年齢は平均75.5歳（65～95歳)，男性2

例，女性31例，右13手，左21手であった．治療
は原則として，伝達麻酔下に徒手整復を行い，手

関節軽度掌屈位で肘上ギプス固定2週間後，前腕
ギプス固定3週間とした.AO分類，および

Frykman分類にて骨折型を分類した．単純X線評
価はRadialshortening(RS),Volartilt(VT)を，

機能評価は手関節可動域，癖痛部位，握力とし，

総合評価としてCooneyScoringSystemを用いた．

【結果】AO分類ではA2:12手,A3:14手と多

<,Frykman分類では1型:8手,2型:14手,8
型：6手と多かった.RS3mm以上の症例は21手

で,A3:10手,2型:8手が多く,VTが－10．
以上の症例は25手で,A3:12手,2型:9手が

多かった．両者の合併は16手で,A3:8手,2
型：6手が多かった．24％の症例に軽度の瘻痛を

残し，手関節尺側部に多かった．握力は，70％

が健側比75％未満であった．評価はExcellent:4

手,Good:5手,Fair:13手,Poor:2手であ
った．痛みの減点－0．8点に比べ，握力では平

均-13.1点であり，最も不良な因子であった．

【考察】受傷時にRSが3mm以上,VTが－10．以
上の転位は一度整復されても再び転位する傾向に

あったので要注意であり，またこれ以上の転位は

高齢者でも可及的に整復・固定すべきであるが，

良好な生活環境にある症例では，中等度の変形や

握力低下は大きな問題になっていない側面もあ

り，手術の要否に関しては慎重な判断が必要であ
った．
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Smith型僥骨遠位端骨折における手指伸展
障害の検討

DisturbanceofFingerExtensioninSmith's
Fracture

荻窪病院整形外科

○岡崎真人，田崎憲一，斎藤治和

【目的】Smith型僥骨遠位端骨折に伴い伸筋腱が骨

折部に嵌入，あるいは断裂した報告は散見される

のみである．今回，術前に手指伸展障害を呈した

自験例からその病態，手術法などについて検討し
た．

【対象】過去7年間に当科で観血的に加療した新

鮮Smith骨折28症例のうち，術前に手指伸筋腱嵌

入を疑い背側を展開した10症例を対象とした．

背側を展開する適応は，整復位保持中あるいはギ

プスシーネ固定中に母指IP関節あるいは示指-小

指MP関節の伸展障害が見られた症例，あるいは

整復が不能で整復障害因子の存在が疑われた症例
とした．

【結果】10例の内訳はS-H2型骨端線損傷4例，
Thomas3型6例で，受傷時年齢は前者で8-13歳

(平均10.5歳)，後者で19-84歳（平均56.5歳）だ

った．術中所見では6例で第2/3あるいは第3/4コ

ンパートメント間から近位骨片が突出し,EPL,

EDCあるいは伸筋支帯が整復障害因子となって

いた．4例では明らかな整復障害因子は認められ

なかった．伸筋支帯（骨折部より遠位）は全例で

損傷を免れていた．骨折に対しては骨端線損傷で

はK-wire固定，その他は掌側プレート固定を行

った．全例，術直後より手指伸展は良好に回復し
た．

【考察】Smith骨折に伴う手指伸展障害の病態は，
近位骨片が背側皮下に突出し，伸筋腱が掌側に回

り込んだものと，整復障害因子はないが，伸筋腱

が近位骨片遠位端と伸筋支帯に圧迫されてクラン

ク状に走行しているものの2種類に分けられた．

今回の検討では観血的治療を要したSmith骨折の

21%で伸筋腱が掌側に転位しており，このよう

な症例に掌側プレート固定のみを行い背側を展開

しないと手指伸展障害を残す可能性が高い．少し

でも伸筋腱嵌入を疑った場合，ためらわずに背側

を展開し，病態を確認すべきである．

2-2-8

中高年女性僥骨遠位端変形治癒骨折に対
する矯正骨切ﾚﾉ術

CorrectiveOsteotomiesforDistalRadius

MalunitedFracturesinMiddleandAdvanced

AgedFemales

'札幌医科大学整形外科，Z札幌医科大学保険医療

学部理学療法科

○磯貝哲'，和田卓郎!，金谷耕平!，

塚原智英!，青木光広2

【目的】僥骨遠位端変形治癒骨折は，痔痛や機能

障害を残すことがある．当科では本症例に対し，

解剖学的な整復を目指したopenwedgeosteotomy
を行ってきた．しかし骨の脆弱な中高年女性患者

では，骨癒合の遷延や，移植骨の圧壊，矯正不十

分などにより成績不良となる場合がある．今回

我々は，僥骨のclosedwedgeosteotomyと尺骨短
縮術を併用し，好成績を得たので報告する．

【方法】対象は僥骨遠位端変形治癒骨折の5例で

あった．全例女性で，年齢は平均61歳であった．

4例は背屈変形例で，1例は掌屈変形例であった．

受傷から手術までの期間は平均8ヵ月であった．

術前の平均可動域は背屈が42.,掌屈が22.,回

内が54｡，回外が62.であった．握力は平均9.3

kg(健側平均22kg)であった.X線計測では，

volartiltが，背屈変形例で平均-21｡,掌屈変形

例で+24｡,radialshorteningが平均6.4mmであ

った．術式は，掌側進入で正常のvolartilt(10~

13｡）を目指し僥骨の模状骨切りを行い，同時に

zerovariantを目指した尺骨の短縮を行った．尺骨

の短縮長は平均で9.6mmであった．経過観察期

間は平均16ヵ月であった．

【成績】術後volartiltが平均12．に,radial

shorteningが平均0.4mmに矯正された．骨癒合は

全例で約3ヵ月で得られた．最終経過観察時の平

均可動域は背屈が82.,掌屈が70.,回内が81．，

回外が90.であった．握力は平均17kgまでに改
善した．全例手関節機能と整容の改善に満足して
いた．

【結論】本法の特長として,alignmentの矯正が容
易であること，骨移植が不要であること，骨癒合

に有利であることが挙げられる．本法を施行した

5例では，可動域の改善が得られ，患者も術後の

外観や機能の改善に満足していた．本法は中高年

女性僥骨遠位端変形治癒骨折に対して有用な方法

と考えられた．
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関節面に陥凹を伴う榛骨遠位端骨折変形

治癒に対する関節内矯正骨切ﾚﾉ術

IntraarticularOsteotomyofDistalRadial

MalunionswithaDepressedArticularSurface

'東京大学整形外科，2名戸ケ谷病院整形外科，

3東芝病院整形外科

○河野慎次郎11大江隆史21筋野隆21

辰巳徹志11撞井隆3

【目的】近年，榛骨遠位端関節内骨折は関節面の

解剖学的整復の必要性が唱えられ，観血的治療を

選択することが多くなっている．しかし関節外骨

折と同じ保存療法がおこなわれ，最終的に関節面

が不整で瘻痛力曠存している例も散見する．その

ような症例では関節固定や関節形成を選択する場

合が多く，関節内骨切り術の報告は少ない．今回

われわれは関節面に陥凹があるが関節症変化の少

ない僥骨遠位端骨折変形治癒に対し，関節内矯正

骨切りを行い良好な治療成績を得たので報告す

る．

【対象と方法】症例1は60歳男性，症例2は48歳

男性，両者とも高所からの転落により僥骨遠位端

関節内骨折受傷し，ギプスによる保存療法により

骨折は癒合したが手関節痛残存し，症例1では受

傷より2年4カ月後，症例2では6カ月後に紹介

受診となった．受診時の画像検査で両症例とも僥

骨関節面の陥凹による不適合が痙痛の原因と考え

られ，陥凹した関節面を下層の海綿骨と一塊に挙

上する関節内矯正骨切りをおこなった．これらの

2症例の術前術後の画像を検討するとともに，治

療成績を斉藤の評価基準を用いて評価した．

【結果】術前のレントゲンShortening,Radial

Deviation,DorsalTilt等の変形は軽度であり,CT

¥MRIで関節面の陥凹は明瞭となった．手術に

より陥凹は修復され，瘻痛もほぼ消失した．斉藤

の評価基準は症例1で14点から5点へ，症例2で

11点から3点と改善した．

【考察】僥骨遠位端関節内骨折変形治癒の治療法

選択の際，症例によっては関節面の不整を改善で

きるので，関節症変化の少ないものに対しては関

節内骨切り術の適応を最初に検討するべきであ

る．
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手の外科における保険診療（Ⅵ）

MedicallnsuranceinHandSurgery(VI)

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

昨年はわれわれの医療界において，かつてない2つの大変な事件がありました．その一つは医療過誤事
件で医師の逮捕者がでたこと，もう一つは診療報酬点数改正において初めてのマイナス改正であったこと
です．

昭和36年，すべての国民に対し7割以上の給付を達成した国民皆保険，こ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る，かつ出来高払い，
現場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．しかしながら，当初の昭和36年には5000億円だった国民医療費は毎年確実に増加の一
途をたどり，今や30兆円を超しました．

今回の医療制度改革で老人保険は定率1割，健保本人も国保や家族同様3割の自己負担，また診療報酬

支払い上の長期入院における特定療養費制度，手術における施設基準等の縛りの強化，さらに特定機能病
院等ではDPCによる入院1日当たりの包括払いなど，医療費総枠の抑制のために，このすばらしい制度に

かげりさえ見え始めています．とはいえ，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
さえて医療資源の有効利用を心がけることにより，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，本学会員としてこの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，我々は学生時代に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，国民の皆さんに保険医療制度について自分自身の信念

を語り，共によりよい保険制度の構築に向けて努力す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．こ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，入院，その他の療養，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．

昨年は会場の定員が例年の半分であったため，吉津前会長によりますと，多数の方が場外で聞いておら

れ，大変申し訳なかったとのことでした．一方で，セミナー当日のアンケートでは全員の方が講演内容に

興味を示され，また全員お方が友人･後輩に勧めるとして下さいました．したがって，本年のランチョン
セミナーは少しはゆったりとl)保険診療の基本,2)一昨年，昨年頂いた当日アンケートのご意見欄の

なかの質問に対する回答，3）12月中に行われる予定の評議員アンケートのなかの私に対する質問の回答

を中心にできるだけ具体的な問題を取り上げたいと思います．さらに時間が許せば，今回の点数改正後の
緊急是正（手術施設基準の緩和等)DPC,DRG/PP等についても取り上げたいと思っています．
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CRPSと交感神経：ラット痛覚線維活動

に対する交感神経興奮の影響

CRPSandSympatheticNerve:Influenceof

SympatheticExcitationonRatNociceptiveFiber

Activity

'名古屋大学手の外科，2名古屋大学環境医学研究

所神経性調節分野

○矢島弘毅!，水村和枝2，佐藤純2，

堀井恵美子11中村蓼吾！

CRPSの痛みの成因に交感神経が重要な役割を持

つと考えられている．我々はこのメカニズムを明

らかにする目的で，皮層痛覚線維の神経活動に対

する交感神経興奮の影響について調べてきた．こ

れまでに，損傷した神経では交感神経活動による

痛覚線維の異常興奮が生じることを明らかにし

た．この現象は健常な神経では観察されないこと

から，神経損傷後にみられる慢性痛(CRPStype

II)のメカニズムに重要だと考えている．本報告

では,CRPSとその関連疾患にみられる病態一炎

症一と交感神経の関係について我々の実験結果を

紹介する．実験はラット皮層一伏在神経取り出し

標本を用い，伏在神経から痛覚線維の単一神経活

動を導出し，皮膚受容野への刺激に対する痛覚線

維の反応を観察する方法を用いた．急性炎症物質

であるブラジキニン(BK)と熱(<50℃）をそ

れぞれ健常皮層受容野に繰り返し与え，その後ノ

ルアドレナリン(NA)を投与したところ,NAは

痛覚線維を興奮させた．またNA投与後のBK反

応は増強し熱反応は抑制された．別の実験群では

慢性炎症モデルであるアジュバント誘発炎症ラッ

トの皮層標本を用いて,NAとATP投与による痛

覚線維の興奮性と反応性の変化を観察した．結果

として，慢性炎症標本の方が健常標本よりもこれ

らの交感神経伝達物質に対して反応する線維の出

現頻度が高く，反応も大であることが分かった．

また慢性炎症標本では健常標本とは異なり,NA

投与後に熱反応が増強することも分かった．以上

の変化は急性・慢性炎症組織にみられる自発痛や

痛覚過敏現象の末梢メカニズムに関与するものと

考えられ，交感神経興奮に起因した痛覚線維の異

常活動が,CRPSとその関連疾患にみられる交感

神経依存性の痙痛メカニズムに重要な役割を担う

ことが示唆される．

2-P5-2

上肢CRPSの診断と治療一神経ブロック
と早期作業療法の立場から一

NerveBlockandHandTherapyforCRPS

(RSD)

京都府立医科大学整形外科

○岡島誠一郎，白須幹啓，藤原浩芳，

玉井和夫，久保俊一

【目的】反射性交感性ジストロフイー(RSD)の

病態は不明で，確立した治療法はない．我々の教

室では上肢のRSDに対してペインクニックと理

学療法の両面から治療を行っている．今回その治

療成績について検討した．

【方法】Kozinの診断基準でprobableRSDもしく

はdefiniteRSDと診断された過去7年間に当科お

よびペインクリニックを受診した上肢のRSD患

者42例（男性22例，女性20例）年齢は平均52

歳であった.CRPSTypelが39例,Type2が3例

であった．神経ブロックは局所静脈内，星状神経

節，胸部交感神経節および頚部硬膜外ブロックを

組み合わせた．理学療法と神経ブロックを併用し

た症例は27例であった．治療効果の判定は痙痛，

腫脹，硬直発汗，骨萎縮の5項目について10点

満点で評価した．瘻痛はVisualAnalogScaleで4

段階に，腫脹は圧痕の有無で区別し硬直に関して

は自動，他動可動域により4段階で評価した．

【成績】治療成績は全体では治療前3.0±1.8から

治療後7.7±2．7に改善していた.stage別の比較

ではstageの進行に伴い改善率が低下していた．
リハビリテーション併用の効果をみてみると，併

用群の方が有意に改善率が高かった．瘻痛点数を

stage別にみるとstagel,stage2では治療後に有
意に瘻痛点数の増加を認めたがstage3ではほと

んど増加がみられなかった.硬直点数においては，

リハビリテーションを併用して行った方が有意に

増加していた．

【結論】リハビリテーションを行う際には，手指

以外の肩，肘，手関節に対しても注意を払うこと

が大事であり，また痙痛を惹起しないように最初

のリハビリテーションを注意深く行うことがポイ

ントである．リハビリテーションの主体はあくま

でも患者であり，患者の能動的な姿勢をひきだせ

るように医者およびハンドセラピストが協力して

いく体制が不可欠である．
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2-P5-3

神経因性瘻痛に対する治療一手術療法の

立場から一

TreatmentfOrCRPSinUpperLimbfromthe

StandpointoftheOperation

'川崎市立川崎病院整形外科，2慶應義塾大学整形

外科

○堀内行雄ll菊地淑人11高山真一郎21

仲尾保志2，池上博泰2

【目的】神経損傷後の神経因性瘻痛を訴える患者

の中にも，神経自体の手術で症状を軽減させるこ

とが出来る可能性が残されている．われわれは，

上肢の灼熱痛を訴えた患者15名に手術を施行し，

半数以上に瘤痛の軽減をみたので，それらの症例

を検討し，若干の考察を加えて報告する．

【対象・方法】過去9年間に上肢神経損傷後の神

経因性痙痛で神経損傷部の手術を行った症例は

15例15肢であった．その内訳は，男8女7例右5

左10例，年齢は24-67歳であった．受傷から最終

手術までの期間は6カ月-13年であった．受傷原

因は，刺創5（針4）挫創4術中・術後発症4切

創2例であった．損傷神経は，正中神経4尺骨神

経3僥骨神経（浅枝）3指神経3腋窩部2例で

あった．術中所見は，嬢痕5癒着5神経断裂2結

紮糸1penneurialwindow(pw)1pwと側方神経腫

l例であった．最終手術は，神経剥離7神経切除

4（移植3）神経縫合3剥離十縫合1例であった．

術後観察期間は4カ月から7年6カ月であった．

【結果】結果は,15例中優6良3可S不可1例で

あった．その内訳は，神経剥離は7例中優4良l

可2例，神経切除4例は良1可2不可1例，神経

縫合は優2良1例であり，神経剥離十縫合1例は

可であった．

【考察】既往や症状から明らかに局所の神経損傷

があり，著明な手指拘縮のない場合は，神経の手

術で神経因性瘻痛を軽減することができる可能性

が残されている．術前に症状の進行が止まり，瘻

痛とTinelサインが限局し，精神・社会的問題の

ない例が結果は良好であった．術中所見では，よ

り末梢部の神経損傷で狭い範囲のときは適切な手

術が可能で成績も良好であった．

【まとめ】神経損傷後に神経因性痙痛を訴えた15

例に手術を行った．手術ではじめて判明した病態

もあり，痔痛軽減に手術的療法も1つの選択肢で

あると考えている．

2-P5-4

上肢CRPSの診断と治療一ペインクリニ

ックの立場から一

ComplexRegionalPainSyndrome:Diagnosis
andTreatment

大阪大学麻酔科

○真下節

Complexregionalpainsyndrome(CRPS)は，四肢

の神経や組織の損傷後に起こる知覚神経，運動神

経，自律神経および免疫系の病的変化によって発

症する慢性痙痛症候群である.CRPSでは末梢性

因子ならびに中枢性因子が相互に絡み合って悪循

環を形成し，痙痛や浮腫などの様々な臨床症状が

出現する．これらの因子の中で，交感神経性因子

が重要視されていたが，最近では慢性炎症性因子

の関与がより重要であると考えられている．

CRPSの診断には以下の診断基準のうち2)から4)

を満たすことが必須とされる．1）外傷などの侵

害刺激やギブス固定などの動かさない時期があっ

たり，四肢の比較的大きな神経の損傷があったこ

と，2）原因となる刺激から判断して不釣り合い

なほど強い持続痛，アロディニアあるいは痔痛過

敏現象があること，3）病期のいずれかの時期に

おいて痙痛部位に浮腫，皮層血流の変化，あるい

は発汗の異常のいずれかがあること，4）もし，

上記の症状が他の理由で説明できる場合にはこの

疾患名は当てはまらない.CRPSが慢性化すると

情動的，精神的な変調が起こり，痛みはより複雑

で難治性となる.CRPSの治療には麻酔科，整形

外科，リハビリ科，精神科などの連携による集学

的治療が必要である．また，できるだけ早期に治

療を開始することが重要である．発症早期には交

感神経ブロックを中心とした神経ブロックや局所

静脈内大量ステロイド投与などが有効である．神

経ブロックによって痛みを軽減を図りながらリハ

ビリを進める．経口薬として抗うつ薬や抗痙塗薬

が広く用いられているが，最近オピオイドの有効

性が注目されている．瘤痛軽減のための治療を行

うが，治療の到達目標は痛みの消失ではなく運動

機能の改善におくべきである．
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2-P5-5

Drugchallengete､の立場から
PharmacologicalTestinPainAnalysisandin
SelectionofTreatmentMethod

日本大学麻酔科

○ 小川節郎

RSDに伴う瘤痛の機序は一様ではない．末梢神

経上に発現した異所性Naチャネルやαアドレナ

リン受容体が関与しているもの，脊髄後角におけ

るNMDA受容体が関与した神経細胞の興奮によ

るもの，さらに中枢における神経系の機能変化に

よるものなど，多くの機序が混在しているものと

思われる．したがって，瘻痛の治療においてはそ

の患者の溥痛の機序に見合った治療薬，治療法の

選択が必要となる．瘻痛機序を判別する試験のひ

とつが薬理学的瘻痛機序判別試験(drugchallenge

test:DCT)である．

DCTは鎮痛に関与するいくつかの薬物を少量ず

つ静注し，そのたびに痔痛の程度の推移を問診す

るものである．用いる薬物は，痛みに交感神経が

関与しているかどうかを判別するためにαアドレ

ナリン受容体遮断薬のフェントラミンを，異所性

Naチャネルの関与を調べるためにリドカインを，

NMDA受容体の関与の有無を調べるためにはケ

タミンを，さらに侵害受容性瘻痛の有無を明らか

にするためにモルヒネを，中枢神経系全体の興奮

の有無に対してはバルビツレートを用いる．

テストの結果はその後の治療法・薬を選択する場

合の参考とする．例えばフェントラミンに反応し

た（鎮痛された）症例では，その後交感神経ブロ

ックを適応し，リドカイン反応例ではメキシレチ

ンの内服を，モルヒネ反応例ではオピオイドの内

服を，そしてケタミン反応例ではケタミン持続点

滴療法やデキストロメトルファンの内服を行う．

バルビタール反応例ではペントバルビタールの内

服を行っている．

一方，テストの選択性，特異度に関する問題のほ

か，プラセポ効果や施行上の問題も報告されてい

る．このような点も含め,DCTにより瘤痛機序

を判別して治療したRSD症例を提示し,DCTの

実際を述べたい．

2-P5-6

精神科の立場から

PsychosomaticApproachtoPain

北里大学精神科

○宮岡等

痛みという自覚症状とそれを説明する他覚的身

体所見との関係は，①明らかな外傷部位に痛みを

訴えるような因果関係が明白な場合，②身体に異

常所見があり，それが痛みの明らかな原因とは判

断できないが,痛みに関係ないとも言えない場合，

③身体に異常所見がないにもかかわらず痛みを訴

える場合に大別される．このうち②や③では特に

精神医学や心身医学からの検討が必要となる．こ

のような痛みを訴える症例を以下のように分類

し，痛みの治療にあたる整形外科医との議論の接

点にしたい．重要なのは常に身体，精神の両方を

考慮しながら診断や治療に当たることであろう．

1)精神医学の理論で理解しやすい症例

a・明らかなうつ病症状を認める症例

b・心気傾向の強い症例

c・環境，性格の痛みへの複雑な関与が疑われる

症例

d.心身症的な機序によって痛みが増悪する症例

e・薬物依存の傾向がみられる症例

2）医原性の問題の関与が疑われる症例

a．まず身体病変を徹底的に治すという医師の治

療姿勢の影響が疑われる症例

b.医師の科学性が問題となる説明や治療を受け

た症例

c・過去の治療におけるinfOrmedconsentが問題

になる症例
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EL3

手のスポーツ外傷・障害：発生メカニズムの解析と予防

InjuriesandOveruseDisordersoftheHandandWristinSport

MechanismoflnjuryandPrevention

聖隷浜松病院手の外科・マイクロサージヤリセンター

斎藤英彦

静岡県西部地区ではプロ，セミプロからアマチュアレベルまでの各種スポーツが盛んである．また浜名

湖でのウエークポード，ジェットスキーなどのマリーンスポーツ，ロードレース，モトクロスなどのモー

タースポーツと多種多様のスポーツがある．自験例を中心に重要な手関節，手，手指のスポーツ外傷，障

害について話す．

A.外傷，障害の原因となった種目

近年のスポーツの多様化により外傷，障害の原因となった種目の割合が変わってきている．

B.外傷

1）受傷機転別

突き指，指関節過伸展損傷指関節外転損傷，手関節背屈損傷

2）特定のスポーツによる特殊な外傷

ウエークポーダーの手指の切断．競艇選手のスクリューによる損傷．オートバイライダーの手関節外

傷

3）プロサッカー選手の手，手関節の外傷

C.障害

圧迫性神経血管障害．腱鞘炎，腱周囲炎．慢性手関節痛．無菌性骨壊死(Dieterich,KienbOck)

D・スポーツのバイオメカニクス

剣道の打撃，野球のバッティング時の衝撃力．砲丸投げの手関節への反作用力．バレーボールのスパイ

ク，空手時の手への衝撃力

E・スポーツ活動への復帰

損傷の治癒に要する期間，競技レベルの運動能力の回復に必要な期間は決まっている．

早期診断・治療（手術）に加え，損傷組織の癒合を妨げずにいかに早く可動域訓練や筋力強化訓練を開

始するか工夫することにより復帰を早めることができる．

F.外傷，障害の予防

競技フオームの改良．衝撃力に耐えられるような手指，手関節のテーピングや予防用装具，副子の使用．

再受傷予防の観点からの手術法の選択
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EL4

NerveTransferforBrachialPlexusInjuries
率
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Dept.ofOrthopaedicSurgery,FacultyofMedicineSirirajHospilal

MahidolUniversity,BangkOk､Thailand

PanupanSongcharoen

場

TractioninjuryofbrachialplexusiscommonlycausedbymotorcycleaccidenLThiskindofinjulyusuallyresultedin

multiplecervicalnerverootavulsionwhichcannotberepairedbyconventionalmethodofnervegrafting.

Eventhough,therewererepol･tsonattemptoputthenerverootbacktothespinalcordviaanervegraft.The

pTocedureisstillattheexperimentalstage.Atpresent,theonlylreatmentthatyieldareasonablygoodresultsis
neurotlzatlon.

Neurotizationmeansreinnervationofadenervatedmotororsensoryend-organ.Theoretiacally,therearefivetypes

ofneurotizationbutonlyneuro-neuralandneuro-musculaI・neurolizationhavebeenusedinthetreatmentoftraumatic

lesionsofthebrachialplexus・ThedonornervesIhathavebeenusedfbrneuro-neuralneurotizationofbrachialplexus

arespinalaccessorynerve,phrenicnen/e,intercostalnerve,thefifthtosixthcervicalspinalnervestump,cervical

plexus,1heseventhcervicalspinalnervefromthecontralateralside,theipislateralulnarormediannervefascicles,

andlongthoracicnerve.

Atpresentneuro-neuralneurotizationcanrestoreshoulderabduction,elbownexionandprolectivesensationofthe

palmin70-80%ofthepatient.Thew1.istandfingercontrolcanonlybepI･ovidedin50%ofthepatient.Furtherstudy

isneededtoimprovetheresultofsurgicaltreatmentofrootavulsionbrachialplexusinjuries.
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2-3-1

爪母レベルでの切断指再接着指の爪変形

NailDefbrmityinCasesofReplantedDigitof

Finger-tipAmputationattheNailBedLevel

愛知県厚生連海南病院整形外科

○住田篤紀，西源三郎，多胡教時，

土屋大志，向藤原由花

【目的】指末節切断再接着で爪変形を最小限にす

るには爪床，爪母の正確な修復が必要であること

は第39回本学会で報告した．今回は爪母レベル

の完全切断再接着例で，爪母の修復を行った症例

の爪変形と指尖部の形態について検討したので報

告する．

【対象と方法】平成2年11月より平成10年7月ま

でに経験した爪母レベルの完全切断再接着例16

例17指を対象とした．年齢は18～57歳（平均37

歳)．男12例，女4例．受傷指は母指2指，示指7

指，中指4指，環指2指，小指2指であった．切

断の程度は全例挫滅切断であった．爪母の損傷状

態は部分剥脱が4指，単なる挫傷は13指で，剥脱

例は原位置に整復し，挫傷は8-0吸収糸で縫合し

た．爪母の欠損例はなかった．血管吻合は動脈は

2本吻合2指,1本吻合15指．静脈は1本吻合8指，

吻合不能が9指であった．神経は2本縫合2指,1

本縫合3指，縫合不能が12指であった．術後循環

障害は5指に認め，2指（動脈血栓1指静脈血栓

1指）に手術を行い，3指はFish-mouth切開，

milkingで改善した．循環障害を認めなかった例は

11例であった．以上の症例について，平均19ケ

月の経過観察期間後の爪変形について調査した．

【結果】再生爪の長さは短い例は9指，幅の狭い

例は8指で，弩曲は15指に認めた．splitnailは3

指，近位爪郭や側爪郭の不整は11指，側爪郭の

萎縮は9指，縦横の溝は全例に認めた．

【考察およびまとめ】爪母レベルでの切断指再接

着指の爪再生は損傷爪母を正確に修復すればかな

り正常な爪は再生する．しかし，近位爪郭，側爪

郭の不整はかなりの症例に認め，爪母の正確な修

復と共に爪郭も正確に修復することが重要であ

る．爪変形のみならず指尖部の美容的価値の低下

は側爪郭から指腹部の萎縮も関与しており，循環

障害防止のためにできるだけ多くの静脈吻合を心

掛けることも重要となる．

2-3-2

指背部皮層・腱・関節複合損傷の治療

TreatmentofAbrasionlIjuryoftheDorsumof

theFinger

豊橋市民病院整形外科

○井上五郎，大間知孝顕，平野健一，

須川敬

【目的】指背部は指骨と皮層の間に薄い伸筋腱が

存在するだけで，外傷により皮膚のみならず伸筋

腱・骨・関節までが剥脱されてしまうことがあ

る．このような複合損傷に対する我々の治療方針

と治療成績を述べる．

【症例】症例は14例で，受傷時年齢は8-67歳であ

った．受傷原因はオートバイ転倒8例，電鋸5例，

自転車転倒1例であった．受傷指は小指5，環指

5，中指1，示指3で，受傷部位はPIP関節8例，

DIP関節6例であった．損傷の程度を以下の3段

階に分けた.stagel:皮層のみの欠損,stage2:皮

層および伸筋腱の欠損,stage3:皮層・伸筋腱お

よび骨・関節部分欠損．この分類によるとstagel

が2例,stage2が3例,stage3が9例であった．

受傷から手術までの期間は1週間以内が11例で，

3例では創が閉鎖してから（2-8週間）行った．

治療方針はstagelでは局所皮弁もしくは

AIterializedvenousnap(AVF)で覆った.stage2-

3では皮弁による被覆と長掌筋腱による伸筋腱再

建,stage3で関節部が1/3以上欠損した5例中4

例では関節固定術を行い，8歳のl例では骨軟骨

移植で関節を再建して長掌筋腱移植を行った．皮

層・伸筋腱再建のうち4例は腱付AVFを用いた．

【結果】関節固定4例はすべて骨癒合が得られた．

DIP関節部損傷(4例）のROM:stagel(1例）

は正常域,stage2-3の腱付AVF(3例）は平均20

度であった.PIP関節部損傷(6例）のROM:

stagel(1)は正常域,stage2-3で伸筋腱再建(5

例）は平均76度であった．

【結論】皮層・骨・関節が損傷されていても皮弁

と腱移植で一次的再建を行えば良好な結果が得ら

れる．関節面が1/3以上損傷された場合には関節

固定術もしくは関節再建術が必要である．
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2-3-3

両先天性内反手に対するVilkki法の経験

BilateralCongenitalClubHandsTreatedby
VilkkiMethod

'東北海道病院整形外科，2札幌医科大学整形外科

○薄井正道1，冨田顕吾11斉藤丈太11

土田芳彦2，磯貝哲2

先天性内反手の外科的治療はcentralizationまたは

radialization法が一般的である．これらの方法で

変形は矯正できるが，手関節の可動域は制限され

る．1998年Vilkkiは創外固定で僥側軟部組織を延

長したのち，長い第2中手骨を含む血管柄付き第

2足趾MP関節を尺骨榛側と第2中手骨基部に移

植し，変形の矯正保持と手関節の可動性維持とを

同時に達成する方法を報告した.われわれは最近，

両先天性内反手を本法で治療した．本邦では最初

の例と思われるので短期成績であるが報告する．

【症例】4歳，女児．生下時より両内反手を指摘

された．平成11年1月(1歳2月）当院を初診．

当初,centralizationを予定したが，両親にVilkki

法についても説明したところ本法を強く希望し

た．そこで，平成13年6月本法を施行した．モ

ニター皮弁に問題はなく2カ月後創外固定を除去

した．平成14年4月，左手に対して本法を施行

した．モニター皮弁は一部壊死となったが2カ月

後骨癒合を確認，3カ月後創外固定を抜去した．

【結果】術後経過観察期間は右手16カ月，左手6

カ月で，両手ともピンチ，グリップ機能は良好で

ある．手関節可動域は背屈：右60度，左70度，

掌屈：両側70度，尺屈：右15度，左-15度，僥

屈：右20度，左60度である．移植関節の成長帯

は両側とも開存している．

【考察】2001年Vilkki等は，自験17例の経過を報

告している．その中の最長7－8年経過症例を見

ると，手関節可動域は維持され移植骨の成長も良

好である．今回の症例でも関節可動域は良好であ

るが，骨成長は今後の経過観察を要する．

2-3-4

足趾移植による母指再建

ThumbReconstructionUsingToeTransfers

岡山大学形成外科

○山下修二，難波祐三郎，伊藤聖子，

筒井哲也，光嶋勲

【目的】先天性または外傷性母指欠損では，機能

的にも整容的にも損失は大きい．これに対し，足

趾移植術が広く行われている．当科では先天性お

よび外傷性母指欠損症の計30症例を足趾移植術

で再建した.今回当科における足趾移植術の内訳，

術式について検討したので報告する．

【分類】対象は当科において足趾移植術を施行し

た30例．先天性の浮遊母指が2例，外傷性28例．

再建術式の内訳は，母指末節骨部の欠損に対する

osteo-onychocutaneousflap6例,wrap-aroundflap5

例,MP関節部に及んだ母指欠損に対する足背皮

弁を伴ったextendedwrap-aroundnap4例，母指指

先欠損に対するtrimmedgreattoetip3例,IP関節

機能再建に対する第2趾PIP関節一腱を含めた

wrapamundnap3例，母指球部まで至る母指欠損
に対する足背皮弁を伴ったsecondtoetransfer2

例，小児の浮遊母指に対する肩甲骨－広背筋穿通

枝皮弁2例，その他5例．広範なドナー部の欠損

に対しては，遊離組織移植（鼠径皮弁3例，前外

側大腿皮弁2例）で同時に再建（ドミノ皮弁）を

行った．

【結論】ドナー部の犠牲を最小限とする,partial

greattoetransferあるいはsecondtoetransferからの
自家遊離移植は非常に役に立つ．また母指のIP

関節は，伸筋腱と屈筋腱を取り込んだ第2趾の

PIP関節を用いることで可能である．ドナー部の

欠損範囲に応じて皮弁による被覆が必要となるこ

とがある．
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上肢における血管柄付き骨移植術の検討

VascularizedBoneGraftstotheUpper

Extremities-AnExperienceofl2Cases-

弘前大学整形外科

○國吉一樹，藤

三浦一志，工藤

哲，西川真史，

悟

【目的】上肢骨に対する血管柄付き骨移植術（以

下VBG)の成績および合併症を調査し，移植骨

の選択につき検討すること．

【対象および方法】1985年以後に当科で上肢骨に

おける外傷後の骨欠損，偽関節，または悪性腫瘍

の放射線治療後の骨折に対してVBGを行った12

例を対象とした．男9例，女3例，平均年令は45

歳.recipientは上腕骨10例，前腕骨1例，手関節

部1例で,donorは腓骨9例，肩甲骨2例，腸骨l

例であった．上腕骨に対しては腓骨7例，肩甲骨

2例を，前腕骨には腓骨を，手関節部には腸骨を

用いてVBGを行った．また，肩甲骨のl例での

み有茎で，その他は遊離で行っており，皮弁は腓

骨以外では作成しなかった．受傷から本手術まで

の期間とその問に施行された手術回数の平均は

15ヶ月と1.8回であった．術後経過観察期間は平

均10.4年(5-20年）である．これらの症例につ

き単純および断層X-Pで骨癒合の判定を行い，合

併症の有無とその対策につき調査した．

【結果】遊離肩甲骨移植の1例を除いて，全例に

一期的骨癒合を得た．骨癒合率は92％であった．

偽関節発生例では初期固定力の低下がその原因と

考えられた．骨癒合期間は全体で平均4.5ヶ月で

あった．皮弁の血行障害は全例に認めなかった．

手術直後にrecipientの骨折を上腕骨のl例に，骨

癒合後にdonorの骨折を腓骨の2例に認めた．同

意が得られず未治療となった腓骨骨折のl例以外

は保存治療により骨癒合が得られた．

【考察】外傷後の偽関節，骨欠損の難治例に対す

る血管柄付き骨移植術の有用性には異論のないと

ころである．腓骨をその良好な固定性から第1選

択としてきたが，諸家の報告の通り，肩甲骨にも

上腕骨近位部で，有茎VBGが望ましい症例に良

い適応があると考えており，個々の症例に応じて

適切なdonorを選択すべきと考えた．

2-3-6

手に対する遊離合併型組織移植

FreeCombinedTissueTTansfersinHand

岡山大学形成外科

○伊藤聖子，難波祐三郎，筒井哲也，

山下修二，光嶋勲

【目的】これまでの複合組織移植(compositeflap)

と異なり，近年，合併型移植(combinedor

conjoint)の概念が確立され，海外ではよく用い

られつつある．このような概念の導入に伴って，

頭頚部の広範な欠損が整容的にも機能的にも再建

されるようになってきた.これらの概念を用いて，

当科では手における合併型組織欠損37症例を，

遊離合併型組織移植で再建した．今回，当科にお

ける手に対する合併型組織移植術の内訳，術式に

ついて検討したので報告する．

【分類】血管付肩甲骨一広背筋筋皮弁7例，深腓

骨神経を含めたdorsalispedistendocutaneousflap7

例,wraparoundflap-dorsalispedisnap(extended

wrap-aroundflap)5例，腓腹神経を含めた

peronealosteo-tendocutaneousflap3例,secondtoe-

dorsalispedisflap3例，大腿直筋を伴った

anterolateralthighflap3例，血管付大腿神経を伴っ

たanterolateralthighpelforatorflapl例，鼠径皮弁

を伴ったvascularizediliacbone2例,supercharged

rectusabdominisMCextendednapl例．

【結論】これらの症例の大部分は重大な合併症な

しで治療することができた．血管吻合を多数行う

ことが，術後の皮弁壊死を起こさないための重要

な要因である．広範なドナー部の欠損を皮弁で覆

うことで，合併症を最小限にしてくれる．
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2-3-7

TolerancelnductiontoComposite

TissueAIIograftsinMixedChimeric
Swine

Div.ofPlasticSurgery,UniversityofPittsburgh,

Pittsburgh,PA,USA.

○WPAndrewLee,ShehanHettiaratchy,

MarkARandolph,DavidHSachs,

ChristeneAHuang

【BackgroundlTolerancetocompositetissueallografts

withoutlong-tennimmunosupplessionwouldallowthe

widespIEadclncaluseofreconsnuctiveallotlansplanl加on

suchashandtlansplants.Wemvestigardwhethertolelance

couldbegenemtedintheminiam1℃swmetocomposite

tissueallogaitsacIDssamajorhisocompanbmtycomplex

(MHC)bamerusmgamixedchnelapmocolthatmvolved

nmmal1℃cipientpIe-condidonmg.

【MethodsIRecipientswine[eceivedasingledoseofa

tlansientTcelldeplemgnmunotoxin,fbnowed24houIs

laterbydonorhematopoieticcelltransplant(HCT)

consistingofe油ercytokinemobilizedミperipheralblood

mononuclearcells(CM-PBMC)orbonemarrowcells

(BMC).AhetelotopiclmbtIansplantfi℃mthesamedonor

wasperfbnnedatthesametimeastheHCT.hWnoanti-

donorresponsivenesswasassessedbymixedlymphocyte

1℃acdonandcellmedirdlympholysisassays.Acceptance

ofthelimballograftswasdeterminedbygrossand

histologicalappearanceatlEgularintelvals.Chimerismm

therliphelalblomandlymphohemampoieticoIganswas

assessedbyflowcymmetly.

【ResultsIAllsevenannalsacceprdthemuscmoskeletal

elementsbut呵ectedtheepidemisoftheallogaits・Sixof

sevenswmedisplayeddonoFpecificunlEsponsivenessm

W"n'IheanmalsthatreceivedCM-PBMCshowedstable

maclDchmelismbuthadclmicalevidenceofgai形velBus-

hostdisease(GvHD).Noneoftheanimalsthatl℃ceived

BMCshowedmacIDchimerismandnonedevelopedGvHD.

【ConclusionlThemixedchimeraprotocolgenerates

toleancetolimballografts,excepttheepidemis,inthe

minianlleswineacmssaMHCbamer・Macrochimerism

doesnotappearbbenecessalyfbrのlelancemthismmel,

andmaymdeedbemdesilableduetotheliSkofGvHD.
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CRPSのとらえ方

WhatisComplexRegionalPainSyndrome？

名古屋大学環境医学研究所神経性調節分野

佐藤純

CRPS(ComplexRegionalPainSyndrome,複合性局所痙痛症候群）とは1994年に国際痔痛学会

(InternationalAssociationfOrtheStudyofPain,IASP)によって提唱された慢性痛の新分類である．それま

で反射性交感神経性ジストロフィー(RSD)やカウザルギーといった名称で呼ばれていた疾患群である

が,RSDが交感神経系の機能異常に必ずしも依存するとは限らないこと,RSD疾患にジストロフイ

(筋・骨萎縮など）が存在するとは限らないことが考慮され，新定義された．旧名RSDに相当するTypel

の診断基準は，（1）外傷などの侵害刺激やギプスなど不動化の原因があった．（2）原因になった病態と釣

り合わない持続痛，アロデイニア，痛覚過敏がある．（3）痛みを感じる部位に，浮腫，皮層の血流異常，

発汗異常の証拠があるか，あるいは存在した．（4）痛みや機能異常の程度を説明できるような他の病態を

除外できることである．また，｜日名カウザルギーに相当するTypellは明らかな神経損傷を伴うもので，

その診断基準はTypelとほぼ同じであるが(1)の診断基準が無い．どちらも整形外科領域で遭遇するこ

との多い疾患群である．成因・病態にはまだ不明な点も多いが，ここ10‐15年の痛覚研究の発展により

その一端が明らかになりつつある．本セミナーではこの疾患群の理解を深めるために，人・動物モデルを

用いた研究から得られた知見をレビューする．
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手における外傷性動脈瘤の治療経験

TraumaticAneurysmoftheHand

'平塚市民病院整形外科,2慶應義塾大学整形外科，

3川崎市立川崎病院整形外科

○吉川泰弘11高山真一郎21井上薫21

田島康介2，堀内行雄，

【目的】上肢における動脈瘤の発生は少なく，中

でも手における発生は稀である．われわれは手掌

および指に発生した外傷性動脈瘤6例を経験し，

その発生原因，病態，治療法などについて検討し

たので報告する．

【症例】男性5例，女性1例で，手術時年齢は16

～57歳，発生原因として鋭利な刃による鋭的外

傷が3例，慢性的な鈍的刺激による反復外傷と考

えられるものが3例であり，発生部位は浅掌動脈

弓3例，総掌側指動脈1例，母指尺側固有指動脈

2例であった．全例に有痛性の腫瘤を認め，知覚

障害は母指発生例の1例に存在し，鋭的外傷例で

は拍動が触知された．手掌部発生例では術前診断

が容易であったが，母指発生例では神経鞘腫ある

いは腫瘤と診断されていた．治療は全例で動脈瘤

の摘出術を行ったが，摘出前後に末梢の血行状態

が良好なことを確認した．病理組織診断では偽性

動脈瘤が6例，真性動脈瘤がl例であった．

【考察】手における動脈瘤は1772年Gauttaniによ

って最初に報告され，その発生は戦時下に多かっ

たが今日では稀となっている．手においては大部

分が切創や骨折に伴う動脈損傷に続発して発生す

ることから偽性動脈瘤が多く，今回の報告例も同

様であった．真性動脈瘤の1例は小指球発生例

(hypothenarhammersyndrome)であり，診断に
MRIが有用であった．治療は動脈瘤の摘出が原則

であり，同時に血行再建が必要とする意見もある

が，末梢の血行状態によりしばしば摘出のみとな

る．

【まとめ】手における外傷性動脈瘤6例を経験し

手術療法を行った．手掌発生例において血管造影

は診断のみならず手術方法の決定にも有用であっ

た．手術方法は，末梢に虚血症状がなく十分な血

行がある場合には，動脈瘤の摘出術だけでも術後

経過は良好であった．

2-3-9

手のコンパートメント症候群

CompartmentSyndromeoftheHand

'北海道整形外科記念病院，ユ北海道大学整形外科

○平地一彦11三浪三千男ll加藤貞利11

三浪明男2，加藤博之：

【はじめに】コンパートメント症候群は前腕や下

腿の発症例が多く，手の発生例は稀である．教科

書的には内手筋の阻血性壊死により,intrinsic

pluspositionを伴う機能障害が発生する．減張切
開を要した手コンパートメント症候群の4例につ

いて，その臨床像について報告する．

【症例】症例1．43歳男性．前腕を針で穿刺する

自傷行為ののち来院した．手の腫脹が著明で自動

運動は不可能であった．コンパートメント内圧は

第1背側骨間筋で85mmHgと上昇し，同日，左

前腕と手に対し減張切開を行った．手の減張切開

は手背に対して横切開として，第1～4背側骨間

筋の筋膜を全て縦方向に切開し，一期的に閉創し

た．機能障害を残さず治癒した．症例2.64歳女

性．転倒し中・環指の中手骨骨折を受傷した．左

手関節より末梢は著しく腫脹し，冷たく，自動運

動は不能であった．患肢は脊髄空洞症によるシヤ

ルコー肘関節があり，遊離組織移植を含む多数の

手術歴があった．減張切開により，手指の血行は

すみやかに改善した．症例3.31歳男性．山中で

蛇に示指を噛まれた直後より経時的に手が著しく

腫脹した．内圧は第1背側骨間が140mmHg,第

2背側骨間は70mmHgであった．咬創部を開放創

とし，第1・第2背側骨間筋膜を減張切開し，障

害なく治癒した．症例4．46歳男性．釣竿を持っ

たまま高圧電線に接触し，Ⅲ度の電撃熱傷を受

傷した．手から前腕にかけて高度に腫張し，硬く，

無知覚で自動運動は不可能であった．第2背側骨

間筋の内圧は90mmHgであった．減張切開を行

ったが，深部熱傷のため，拘縮や神経麻痒が残存

した．

【考察】経験した症例は，自傷行為，骨折，蛇咬

傷，電撃熱傷と特殊な受傷原因であった．手の著

明な腫張があれば内手筋のコンパートメント症候

群を疑い，内圧を測定し，すみやかに減張切開を

すべきである．

-S136-



2-3-10

上肢スポーツ外傷例の治療経験

CharacteristicsandTreatmentsofSports
InjuriesoftheUpperExtremities

東京慈恵会医科大学形成外科

○栗原邦弘，二ノ宮邦稔，宮脇剛司，

西 岡弘記，北村珠希

【目的】より速く，より高く，より遠くにとスポ

ーツ競技は高速化，重量化が進み，身体に受ける

損傷も変化している．さらに，職業スポーツを目

指し，低年齢より過度の負担を強いた結果の障害

も少なくない．過去10年間のスポーツ外傷治療

例から，外傷の傾向・治療法の選択について報告

する．

【症例】過去10年間のスポーツ外傷(Mallet損傷

や保存療法例を除く）の手術例は74症例であっ

た．上腕骨骨折3例，肘関節離断性骨軟骨炎8例，

外傷性肘部管症候群8例，前腕骨骨折7例，前腕

部伸筋腱皮下断裂1例，外傷性手根管症候群2例，

月状骨周囲脱臼1例，舟状骨骨折11例，指節骨

骨折・指節間関節損傷32例，凍傷1例であった．

【治療】治療施設の特徴から，肘関節部あるいは

指節間関節部の障害,舟状骨骨折が多くみられた．

治療法の選択は機能回復，継続するスポーツを重

視して行った．指節骨・中手骨骨折は経皮的整

復・固定を優先し，第44回本総会で報告した．

鋼線誘導筒付整復鉗子を使用したK-鋼線Criss

Cross固定が多い．舟状骨骨折例はHerbertscrew

を用いた固定例が多い．重量挙げ選手を目指す

14歳の舟状骨偽関節症例に頭蓋骨外板を用いた

骨移植とHerbertscrew固定を行った．近年の傾向

として野球による肘部管症候群が多く，神経への

侵襲の少ない尺骨神経溝形成を行った．

【結果】外傷性肘部管症候群のl例は，筋力回復

が十分に得られず，職業野球への道を断念した．

鉄棒の大車輪競技中に示指伸筋腱の筋腱移行部断

裂例は約半年間吊り環競技に支障害がみられた

が，競技に復帰している．キックポクサーの肘部

管症候群など特異な条件による損症例など損傷の

原因も多様化しており，個々の症例の病態，治療

法の選択を行った症例を中心に報告する．

2-3-11

小外傷から発生した上肢重症感染症の経
験

SeriouslniectionoftheUPperExtremityCaused

byLesserlnjuries:AReportofThreeCases

日本赤十字社和歌山医療センター整形外科

○麻田義之，百名克文，玉置康之

【目的】我々は，軽微な外傷から発症し，急速な

経過と重篤な症状を呈した上肢感染症の3例を経

験したので考察を加え報告する．

【症例】症例1：64歳，男性．右手掌部の切創に

対し他医で縫合を受けた．受傷4日後より，急激

な前腕～肘関節の腫脹を来たし当院へ紹介され

た.WBC11600,CRP44.73.当日，筋，筋膜切

除施行，培養で,Aeromonashydrophilaが検出さ

れた．術後，感染は上腕～肩まで拡大し，全身状

態も不良となったため，肩関節離断術を施行，

PAPM,CLDM,GM併用投与にて救命しえたが，

重篤な後遣障害を残した．症例2：47歳，男性．

右前腕を虫に刺され，2日後より同部の腫脹を来

した．他医で抗生剤投与を受けるも症状が拡大，

増悪し当科を紹介された．入院時,CRP26.94,

X-Pにて軟部にガス像を認めた．当日，筋，筋膜

切除を施行し，創は開放とした．培養で，

Bacteroidesmelaninogeicsが検出された．創洗浄，

PAPMとCLDMの投与にて軽快したが，創閉鎖

には遊離植皮術を要した．症例3：69歳，男性．

木片が右手関節部に刺さり，翌日より前腕の腫脹

を来たし当科へ入院となった．入院翌日には，腫

脹が肘近くまで拡大，激痛を来し,CRP19.7と高

値を示した．緊急の腱鞘，筋膜切除,IPMと

MINOの投与にて軽快し，創も一期的に治癒した．

起因菌はEmembaclercﾉoacaeであった．

【考察】上肢における小外傷は安易に加療されや

すいが，感染症状の急速な拡大傾向が認められた

場合は，直ちに広範囲な病巣郭清を行う必要があ

る．同時に，第1，2世代セフェム系抗生剤単独

では不十分な場合が多く，初期より多系統の薬剤

併用による化学療法を強力に行う事が必須であ

る．
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手および上肢の巻き込み損傷の検討

High-energyRollerlIUuriestotheHandand

theUpperExtremity

'関西労災病院整形外科，2済生会泉尾病院整形外

科

○中村吉晴!，吉田竹志!，田野確郎11

多田浩-11谷内孝次ユ

手の巻き込み損傷は旋盤，ドリル，ローラーに巻

き込まれ発症する．当科で手術加療した症例の受

傷機転，損傷パターン，損傷部位を分類し，機能

評価を行ったので報告する．

【症例】症例は23例（男20例，女3例)，受傷時

の平均年齢は46歳，経過観察期間は平均13ケ月

である．受傷機転はローラーが16例，旋盤やド

リルが7例．そのうち手袋の先端がひっかかり受

傷したものは13例(56%)である．損傷部位を

固有指部(A),中手骨から手根骨(B),遠位僥

尺関節(c),前腕から近位(D)に分類し(A)

が11例24指,(A)+(B)が6例20指,(C)+

(D)が2例,(D)が4例である．

【結果】指部損傷44指は神経血管損傷,PIP,DIP

関節脱臼，指骨骨折，デグロビング損傷の複合組

織損傷が多い．切断症例はデグロビング損傷の4

指，再接着術後生着しなかったl指である．治療

は出来うる限りの解剖学的修復を試みた．最終調

査時のTAMは再接着指で平均134｡,DIP,PIP関

節の脱臼指は平均135｡,PIP関節脱臼指は平均

153.で拘縮が残存している.(A)+(B)群は中

手骨骨折が4例7指,CM関節脱臼骨折は2例3指，

デグロビング損傷が3例で手内在筋の挫滅が著明

でTAMは(A)群が180｡に対し(A)+(B)群

が167.と低下している.(C)+(D)群,(D)

群はローラーによる損傷が5例で遠位榛尺関節脱

臼を2例，前腕骨折1例，上腕骨骨折1例，前腕

屈筋群挫滅，神経血管損傷を3例に認める．

【考察】巻き込みが指尖部でとどまった症例は

PIP関節脱臼を主体とした損傷が起こる．中手骨

部の圧挫，開放骨折，デグロビング損傷を合併し

た症例では機能障害がより強く,D群では屈筋腱

損傷による機能障害が残存した．

2-3-13

尺骨頭骨折の検討
Intra-articularFractureoftheUlnarHead

'慶應義塾大学整形外科，璽済生会神奈川県病院整

形外科，，荻窪病院整形外科，』足利赤十字病院整

形外科

○西脇正夫!，中村俊康11佐々木孝21

田崎憲一3，浦辺忠久』

【目的】尺骨茎状突起骨折は日常よく経験するが，

尺骨頭の関節内骨折は極めてまれである．今回わ

れわれが経験した9例について検討した．

【対象・方法】1992年以降に加療した尺骨頭関節

内骨折9例を対象とした．尺骨茎状突起または尺

骨小窩の単独骨折は除外した．男性5例，女性4

例で，受傷時年齢はll～70歳であった．これら

について，受傷機転，尺骨頭の骨折型，合併した

骨折，治療法，治療成績を検討した．

【結果】受傷原因は，全例転倒または転落であっ

た．尺骨頭の骨片は,1例は転位がなく,8例は

転位していた．尺骨頭の単独骨折はl例であった．

5例は僥骨遠位端骨折に合併し，うち2例は尺骨

茎状突起骨折を，1例は上腕骨外穎骨折をさらに

合併していた．また，2例は僥骨頚部骨折に，1

例は僥骨骨幹端の骨折に合併していた．治療は，

尺骨頭単独骨折は，透視下に整復固定した．僥骨

遠位端骨折合併例では，僥骨は5例とも透視下に

整復固定し，尺骨頭は，転位のなかった1例，榛

骨の整復により自然整復された1例，透視下に整

復し，安定性を得た1例は内固定を行わなかった

が，2例は観血的整復固定術を行った．僥骨頚部

骨折合併例および僥骨骨幹端骨折合併例の尺骨頭

は，いずれも観血的整復固定術を行った．受傷か

ら手術までの期間は，0日から7週であった．術

後経過観察期間は，6カ月から7年であり，全例

で骨癒合が得られた．比較的早期に加療した8例

では，痔痛はなく，関節可動域も良好である．し

かし，受傷後7週で手術を行った11歳の症例は，

尺骨の成長障害を生じた．

【考察】受傷機転は，長軸方向の外力とともに尺

骨頭と僥骨尺骨切痕との間でshearingfOrceが加わ

ったと思われる．治療は，関節内骨折であるため，

正確な解剖学的整復が良好な回内外可動域の獲得

のために重要である．
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小児前腕骨骨幹部骨折に対する治療
Ractm℃sofShaftofRadiusandUlnainChildren

山口労災病院整形外科

○山本久司，藤真太郎，加藤秀豊

【目的】小児前腕骨骨幹部骨折は僥骨遠位端骨折

に比べ比較的稀な骨折であり，治療については手

術を含め，その治療選択に迷うことが多い．今回，

過去3年の間に当科で治療した小児前腕骨骨幹部

骨折について検討したので報告する．

【方法】対象は1999年7月より2002年6月までに

当科で治療を施行した小児前腕骨骨折35例中転

位のある小児前腕骨骨幹部骨折の11例であった．

男9例，女2例，平均年齢7.5（1.4～11）歳，患

側右4例，左7例．受傷原因は遊具からの転落・

転倒7例，自転車での転倒2例で，1.4歳の幼児は

原因不祥であった．受傷から処置までの期間は

11例中8例が受傷当日であった．全例全身麻酔下

に処置施行した．その内訳は4例が徒手整復のみ

(以後整復群）で，整復後不安定性の残存する7

例で経皮ピンニング（以後ピンニング群）を追加

した．平均入院期間は3.4（2～5）日，平均外固

定期間は整復群5週，ピンニング群4週，ピンニ

ング群の抜釘時期は平均5.2週であった．治療後

の検討項目は，骨癒合，手関節・前腕・肘関節の

可動域，変形治癒の有無，瘻痛の有無，合併症等
とした．

【成績】全例で骨癒合を認め，全例手関節，前腕

(回内・外）肘関節の可動域制限は見られず，変

形治癒も見られなかった．榛尺骨癒合などの合併

症は特にみられなかったが,1例で抜釘後，転倒

し手をついて再骨折し，再手術となった．

【結論】転位の見られる小児前腕骨骨幹部骨折は，

早期に麻酔下に整復か整復十経皮ピンニングを施

行し，解剖学的整復位を得ることで機能損失を防

ぎ，早期の家庭復帰（学校や幼稚園を含む）を目

指すことが重要である．

2-3-15

前腕骨変形治癒後の回旋制限の治療

Con℃ctionOsteotomyfOrMalunionofForeann
Fracmles

'関西労災病院整形外科，2大阪大学器官制御外科

学

○吉田竹志'，田野確郎!，中村吉晴11

多田浩一'，村瀬剛2

【はじめに】前腕骨骨折に伴い整復不良のまま変

形治癒し回旋制限を来す症例がある．これらに対

して前腕骨矯正骨切り術を施行し治療してきた．

この治療成績について報告する．

【症例および方法】症例は7例，平均年齢21歳．

僥骨の変形治癒に基づくものが4例，榛尺骨共に

変形しているものが3例である．屈曲が主たる変

形であるものは5例，回旋変形が2例である．6

例には変形中心で骨切りし解剖学的に矯正し，僥

尺骨の変形治癒のl例に尺骨のみの回旋骨切りを

施行した．経過観察期間は平均23ヶ月である.1

例にCT像を3次元的に再構築し健側と比較する

ことにより矯正の指標とした．

【結果】術前の回内外回旋角度は平均67°で，術

後回旋ROMは136.と改善した．主として回内

が制限されている症例が2例，回外制限が5例で

ある．術前回内制限症例の回内角度は術前15｡

から術後73°に，回外制限例は術前回外-13

が術後56°と改善した．榛尺骨の変形治癒に尺

骨回旋骨切りで矯正したl例に術後5年で回旋角

度の悪化が見られた．この1例を除き回旋角度は

時間の経過と共に改善した．特に屈曲変形症例に

対する矯正骨切り術においての成績はよい．

【考察】前腕骨変形治癒後の回内外制限の治療に

言及した論文は少ない.我々は回旋制限の原因を，

僥尺骨の屈曲変形，回旋変形，短縮変形による遠

位僥尺関節障害と考え治療してきた．屈曲変形治

癒は解剖学的に矯正することにより良好な治療効

果が得られた．問題点として長時間経過症例では

骨の改変により変形の程度が把握し難い，メルク

マールが少なく矯正角度が決めにくい，術前に三

次元的シュミレーションし理論通りの矯正骨切り

を行うと反対の回旋制限が出現し十分に矯正出来

ないものがあったことなどである．矯正の問題点

について検討する．
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榛尺関節脱臼を伴わない前腕bipolar損傷
の検討

BipolarlnjuryoftheForearmwithout
DislocationoftheDRUJ

!さいたま市立病院整形外科，ユ慶應義塾大学整形

外科，3荻窪病院整形外科，』足利赤十字病院整形

外科

○杉木正!，中村俊康2，高尾努2，

田崎憲一3，浦部忠久』

【はじめに】手関節と肘関節に同時に脱臼や骨折

が生じる前腕bipolar損傷は稀な外傷である．わ

れわれは僥尺関節脱臼を伴わない前腕bipolar損

傷を8例経験した．

【対象および方法】1996年以降に加療した僥尺関

節脱臼を伴わない前腕bipolar損傷は8例8肢であ

った．年齢は16～78歳（平均37.4歳)，男性5例，

女性3例，罹患側は右5例，左3例であった．診

断はX線および断層撮影,CT,MRIで行った．

受傷機転，病態，治療法を検討した．

【結果】受傷機転は高所からの転落4例，自転

車・バイクの転倒3例，歩行時の転倒l例で，い

ずれも手関節背屈位で手をついて受傷した．8例

中6例は僥骨頭骨折に舟状骨骨折を合併し，うち

l例は尺骨茎状突起骨折とTFCC損傷の合併を認

め，他の1例は尺骨茎状突起骨折と腕尺関節脱臼

骨折を合併していた．8例中2例では僥骨頭骨折

に尺骨頭骨折を合併しており，断層撮影,CTで

陥没骨片を確認した．僥骨頭骨折の治療は

Morrey3型の1例でのみ手術を行い，他の7例は

保存的に加療した．合併した舟状骨骨折と尺骨頭

骨折は全例手術的に加療した.TFCC損傷合併例

は鏡視下に縫合した．術後経過はいずれも良好で

偽関節や僥尺関節の不安定性が生じた症例はなか

った．

【考察】前腕bipolar損傷は手をついた際に前腕に

加わる長軸力と回旋力によって生じると考えられ

る．今回の症例は僥骨頭骨折と舟状骨骨折の合併

例では手関節の背屈力と前腕僥側の長軸力が作用

し，僥骨頭骨折と尺骨頭骨折の合併例では，前腕

の長軸力とともに前腕の回旋力が作用したものの

尺骨切痕掌側縁と尺骨頭が衝突し，同骨折が生じ

たと考えられる．転落して手を強くついた患者を

診察する際，常に前腕bipolar損傷を念頭に置き，

手関節と肘関節の両関節を注意深く診察すべきで

ある．
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手指中節骨中央索付着部骨折の治療経験

TreatmentoftheCentralSlipAttachment
FraCture

'岡山済生会総合病院整形外科，§岡山大学整形外

科

○今谷潤也17児玉昌之11守都義明11

橋詰博行2，井上－2

【はじめに】手指中節骨の中央索付着部骨折につ

いては，同部位が動的伸展機構の付着部であり，

またPIP関節面におよぶ陥没骨折や側副靱帯など

の軟部組織の損傷を伴うことも稀ではなく手術的

治療が必要となることが多い．われわれも本骨折

に対し手術的に治療を行っているので，その術後

治療成績を検討し若干の文献的考察を加えて報告

する．

【症例・方法】当科で手術的治療を行った中央索

付着部骨折10例を対象とした．性別は男性8例，

女性2例で，受傷時年齢は16歳から77歳（平均

35.0歳)，左右別では右6例，左4例であり，示指

l例，小指9例であった．骨折型は推察される受

傷機転,X線所見および手術所見からavulsion

type,splittype,splitdepressiontypeの3型に分類

でき，各々4例，2例，4例あった．8例は観血的

に整復し，2例は経皮的に整復した後,Kwireも

しくはCwireで固定した．術後の経過観察期間は

1年4カ月から2年（平均1年6カ月）であった．

【結果】自覚症状では軽度の瘻痛を2例に認めた

が,ADL障害を認めた症例はなかった.PIP関節

の可動域は屈曲が65。～100｡(平均71.3｡),伸

展が-15｡～0。（平均-8.5｡）であった．X線所

見として軽度の関節症性変化を認めた症例がl例

あった．

【考察】本骨折については,PIP関節掌側脱臼骨

折に伴う骨折としてのみ取り上げられることが多

く，今日までにその報告は少ない．我々は本骨折

の治療方針として，転位の認められない症例では

保存的治療が第一選択となるが，転位のある場合

にはavulsiontypeではボタンホール変形をきたす

ため観血的治療が必要となり，またsplittypeや

splitdepressiontypeの場合においても，関節面を
解剖学的に整復するとともに強固な固定を施行

し，早期運動療法を行うべきであると考える．
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母指MP関節側副靱帯裂離骨折に対する治
療経験

TreatmentofAvulsionFracturesattheThumb

MetacarpophalangealJoint

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MP関節側副靱帯裂離骨折は，スポ

ーツなどで発生することが多く，不適切な治療は

MP関節の不安定性を招来し，痒痛のためつまみ

動作などに障害が生じる原因となる．今回，本損

傷に対し主に鋼線締結法を用いた観血的整復固定

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，男性6例，女性6例の計12例で，

手術時年齢は12歳から75歳，平均41.9歳である．

損傷部位は尺側9例，僥側3例で，受傷の原因は

スポーツによるものが3例，転倒やその他による

ものが9例，骨折のタイプはJupiterらの分類で

typIIが3例，Ⅲが7例,VIが2例であった．手

術までの期間は4日から20週で，術後経過観察

期間は9か月から2年8か月，平均1年4か月，手

術法はpulloutwireによるものが3例,figureof

eightによるtensionbandwireが9例であった．こ

れらの症例に対して瘻痛の程度,ROM,MP関節

の安定性，握力，ピンチカ，合併症の有無などを

調査し，さらにX線学的に評価を加え検討を行な

った．

【結果】術後，瘻痛はほとんどの症例で消失し，

MP関節の不安定性も認められなかった．またX

線所見では,typellの粉砕型を含め全例骨癒合を

認めたが，軽度のROM制限が残存した．

【考察】本損傷の治療において，転位した裂離骨

片を有する場合は手術適応とされ，手術は観血的

にK-wireやScrewを用いて整復固定する方法の他

に,pulloutwire,tensionbandwireなどの鋼線締

結法，また最近では経皮的ピンニングによる固定

法も報告されている．しかし小骨片の場合，骨片

が粉砕するなど，固定に難渋することが多い．今

回の調査で,figureofeightによる鋼線締結法は

tensionbandによる動的圧迫固定であり，小骨片

を有した本損傷に対しても有効な固定法であっ

た．
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手指中節骨基部T型骨折の治療法(Kwire

flexion-extensionblock併用法）

TreatmentforTTypeFracturesofBaseof

MiddlePhalanges-CombinedKWireFlexion
BIockandExtensionBIock-

'済生会神奈川県病院整形外科，2高木病院整形外

科，，大槻外科病院整形外科

○佐々木孝!，山中一良1，一色ほのかll

設楽幸伸2，芦田多喜男＄

【目的】中節骨基部T型骨折はまれな損傷形態で

あるが，治療に難渋する骨折である．本骨折8例

にKwireによるnexionblockとextensionblockを

併用して治療を行った．

【方法】手術法軽く牽引をくわえつつ，背側お

よび掌側の骨片が徒手整復可能であることを確認

しておく．PIP関節を伸展位に保持し，掌側正中

から掌側骨片に接してl.0mmKwil℃を基節骨頭

に刺入し，背側皮膚外まで突出させておく．次に

中節骨骨幹部を屈曲方向に曲げ，この時点で背側

骨片の整復位が得られるものには，背側骨片に接

してKwireを基節骨骨頭に刺入する．基部背側骨

片の整復が困難な場合には，背側からのKwireを

基節骨骨頭のやや掌側よりに刺入し，遠位方向に

倒すことによって整復する．基部骨片の遠位に骨

幹部骨片を整復し，骨幹部から基部にKwireを1-

2本刺入して固定する．陥没部分がある場合には

経皮経骨髄整復法を利用した．症例1993年6月

からの10年間に治療を行った指節骨骨折は1772

例，基部骨折は261例，中節骨基部骨折は182例

であった.T型骨折として治療を行った症例は10

例であり，このうち8例に本法での治療を行った．

対象症例は15歳から54歳，男子7，女子1,右4,

左4であり，環指2，小指6であった．

【成績】全例に関節面段差0.5mm以内での骨癒合

を得た．術後4-13ヶ月の時点でのPIP関節可動域

は伸展－6から屈曲88.であった．

【結論】中節骨基部T型骨折は掌側，背側，骨幹

部の3骨片を整復する必要があり，従来のピンニ

ング，観血的整復のいずれの方法によっても整復

固定が極めて困難な骨折型であった．1993年田

中らが報告したflexionblockを利用した本法で

は，掌側および背側の骨片の整復に際して骨片そ

のものにkwireを刺入しないことから，骨片のさ

らなる骨折を招いた例はなく,T型骨折の整復固

定法としては，安全で確実な方法である．
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当院における母指MP関節靱帯損傷手術症

例の検討

CUmcalResultofSuIgical'ITeamentinCollateral

LigamentlnjulyoftheMetacaIpophalangealJoint
oftheThumb

名古屋披済会病院整形外科

○北野陽二，木野義武，渡邉健太郎，

山田高士，佐久間雅之

【目的】母指MP関節の側副靱帯損傷はしばしば

みられる損傷で,ピンチ障害や瘤痛を残しやすい．

今回我々は過去12年間の手術例82例中fOllowし

えた44例（うち女性14）について検討した．

【対象および方法】平成2年1月から平成13年6

月までの手術例で，追跡調査は平均4.8年(5M

~12Y),平均年齢は34.2歳(12～64),罹患指

は右17,左27例であった．受傷側は僥側13,尺

側31例であった．受傷原因はスポーツ20,転倒

11,交通事故6,その他7例であった．手術適応

は側方ストレス撮影にてtiltingangle25度以上

(あるいは健側に比較して10度以上）に加え側方

slidingのある症例とした．断裂部位は基節骨側で

26例，中手骨側で11例，靱帯の不全断裂が5例，

不明1であった．またStenerlesionは12例に認め

た．手術方法は新鮮例でpulloutwire法31,K-

wire骨片固定3,縫合4指，陳旧例にはpullout

wire法3,腱移植による靱帯再建術8指を施行し

た．術後4週間仮固定後リハビリテーション施行

した．術後リハビリ期間は平均3.1ヶ月であった．

最終可動域，ピンチカ，痛みの有無などについて

検討した．また新鮮例と陳旧例とで治療成績を比

較検討した．

【結果】MP関節の平均可動域は，新鮮例で－l.8

～54.2度，陳旧例では－3．4～52.1度．ピンチカ

は新鮮例では健側比80.6％，陳旧例は72.5％と

共に新鮮例のほうが良好な成績が得られた．また

痛みは6例に認められたがいずれも日常生活への

影響はない程度であった．

【まとめ】新鮮例，陳旧例共に良好な治療成績を

得られた．しかしピンチカ，可動域共に陳旧例は

やや成績が劣るため不安定性があれば早期に手術

的治療をすべきである．
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陳旧性母指MP関節尺側側副靱帯再建術の
工夫

ReconstructionofUlnarCollateralLigament

atMetacarpophalangealJointoftheThumb

東海大学整形外科

○原山大樹，池田全良，小林由香，

岡義範

陳旧性母指MP関節尺側側副靱帯損傷の再建術に

は，様々な方法が考案されてきた．動的再建法と

静的再建法に分けられるが，現在は，長掌筋

(PL)腱の移植を用いた静的再建法が多用されて

きている．しかし，いずれも煩雑な手技を要する

ものが多い．今回，我々は母指MP関節尺側側副

靱帯の再建に工夫を加え，満足する成績を得たの

で報告する．症例は,14例14指，女性6例，男

性8例．21歳から67歳，平均38歳．受傷から手

術までの期間は，3ヶ月から20年，平均3.3年．

初診時，全例に母指MP関節に不安定性による痙

痛，不安定感と，つまみ動作の障害などADL上

の障害を認めた．ストレス・レントゲン撮影で，

26.から60.,平均38.8.の不安定性を認めた．手

術は,MP関節尺側側副靱帯付着部に僥側に向け

て骨孔を作成し，これに採取したPL腱を通して

僥側皮虐外に引き出した．次いで，尺側の骨孔入

口部で移植PL腱を遣残靱帯基部および周囲軟部

組織と縫合し，更に遣残靱帯をover-lapして縫合

した．移植PL腱は僥側皮下で切離し，放置した

ままとした.MP関節は軽度屈曲位にてK-wireで

仮固定を行った．術後5週にK-wireを抜去し可動

域訓練を開始した．術後の経過観察期間は3ヶ月

から11年5ヶ月，平均5.8年である．術後全例で

痙痛および不安定性は消失した．関節可動域は

MP関節で平均伸展-2｡/屈曲57｡,健側（伸展

2./屈曲64｡）と比較し%loss:15%であった．

Pinch力は，平均4.9kg,健側(5.6kg)と比較

し%Ioss:12%であった．又,ADL上の障害は

1例を除き全例改善された．本法の特徴は，移植

したPL腱を骨に強固に固定せず，可動域訓練中

に至適な靱帯張力と良好な可動域を獲得できる点

であると考えている．
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側副靱帯付着部よしﾉ末梢の手指基節骨骨

頭穎部骨折の治療経験

CondylarFractulBsofProxnalPhalangesDistal

totheCollateralLigament'sAttachment

岐阜大学整形外科

○大野義幸，大西量一郎，清水克時

【目的】手指中節骨骨頭穎部骨折の中でも側副靱

帯付着部より末梢の骨折は稀である．また，偽関

節に対する骨接合に関する報告は見当たらない．

偽関節例2例，新鮮例1例の手術治療を経験した

ので報告する．

【症例1】14歳男．偽関節例．右中指はPIP関節部

で僥側偏位認めるも術前可動域は0/90.°し線上，

基節骨骨頭榛側穎部の薄い骨軟骨骨片は偽関節と

なっていた．偽関節部を新鮮化し，海面骨chipを

十分に充填移植し,0.7mmK鋼線2本にてクロス

固定．術後外固定はPIP関節のみとし術後積極的

にDIP関節の自動運動施行．術後7週で抜釘し，

側方ストレス防止装具装用してPIP関節自動運動

を開始．関節面骨片は軽度落ち込んで骨癒合し，

可動域は-10/105.．

【症例2】27歳男．偽関節例．右示指PIP関節術前

可動域は－21/77｡.し線および術中所見で示指

基節骨僥側穎部に症例1と同様な薄い骨軟骨骨片

は偽関節となっていた．ブロック骨を整形して欠

損部にはめ込み,K鋼線固定．術後8週で抜釘．

骨吸収により関節面骨片が落ち込み，僥側変位を

生じた．可動域は－5/85.．

【症例3】32歳男．受傷後1週で手術．し線上右

小指基節骨尺側穎部掌側の骨軟骨骨片が近位に転

位．観血的に整復し,K鋼線2本にてクロス固定．

掌側骨片のため鋼線の反対側も関節面ギリギリで

カット．術後3週で自動運動を開始し，可動域

は－15/70．．

【考察】本骨折の多くは中節骨基部から軸圧と回

旋ストレスによる剪断力によって発生する．骨片

の血流は乏しく，転位がなくとも偽関節化しやす

い．強固な内固定は困難で，術後PIP関節の外固

定を要する．伸筋腱癒着を最小限にする内固定，

後療法で拘縮発生予防は可能であった．偽関節例

には骨移植が必要だが，術後骨吸収により関節骨

片が落ち込み，側方変位を生じやすい．
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指基節骨および中手骨骨折に対する

extensionblockcasting法

TheConsarvativeManagementofHandFracmle

byExtensionBlockCasting

!駿河台日本大学病院整形外科，z日本大学整形外

科

○佐藤多賀子'，長岡正宏!，龍順之助ユ

【目的】手指骨折は日常診療で遭遇する頻度が高

い骨折であるが，その多くは保存的治療で対処で

きる．しかし，方法を誤ると機能障害を残し，治

療に難渋することもある．今回我々は，指基節骨

および中手骨骨折に対して,extensionblock

casting法を施行したので，その治療成績を検討し
た．

【対象および方法】対象は指基節骨骨折13例16

指と中手骨骨折10例11指の23例27指で，全例

皮下骨折であった．骨折部位は，基節骨が基部

12指，骨幹部4指，中手骨が基部1指，骨幹部5

指，頚部5指である．この内16指は初診時に回

旋変形を伴っていた．方法は，転位のある例では

徒手整復を行い可能な限り回旋変形を強制する．

MP関節屈曲位で保持し前腕から指部までギプス

を巻く，次に掌側のギプスをMP関節部まで切除

し，直後より指屈曲運動を開始した．3週間後を

目安にギプスを除去した．

【結果】骨癒合は全例に得られ，回旋変形を残し

たものはなかった．短縮転位は中手骨骨折で1指

に見られ，屈曲変形は基節骨骨折5指，中手骨骨

折でl指に見られたが，10．以上の変形治癒を残

したものはなかった．最終観察時の関節可動域平

均値は,MP関節屈曲82.7｡,PIP関節7.1-97.6｡,

DIP関節1.3-81.3.であった．なお,Reyesらの評

価ではexellent22指,good3指,fair2指であった．

【考察】指骨折は長期間固定を行うと可動域制限

をきたす．また，固定期間中は回旋変形の有無を

判断することが困難である．しかし，本法で早期

に運動療法を行うことにより，初診時60％の症

例に見られた回旋変形は完全に予防でき，指交叉

変形を残したものはなかった．
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PIP関節背側脱臼骨折に対する経皮経屈筋

腱的ピンニング

PeI℃utaneousPinningThroughtheFlexorTbndon
fbrDorsalFracture-dislocationoftheProximal

InteIphalangealJointoftheFinger

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】PIP関節背側脱臼骨折にキルシュナー鋼

線(K鋼線）を用いて，整復し掌側からピンニン

グ固定する手術を行ったので，その結果を報告す

る．

【方法】術後6カ月以上経過して直接診察できた6

例6指を対象にした．内訳は男性4例，女性2例

で，受傷時年齢は16歳～44歳，平均30.8歳であ

った．受傷から手術までの期間は2日～8日，平

均5日であった．術後経過観察期間は6カ月から

18カ月，平均10カ月であった．手術方法．陥没

骨片は経皮経骨髄的か経皮経屈筋腱的に整復す

る．中節骨と掌側小骨片間の骨折部から小骨片を

押さえるように径1mmのK鋼線を掌側から遠位

背側に向けて刺入する.K鋼線を屈筋腱の滑走を

妨げないように背側へ引き抜き，掌側にわずかに

突出させておく．初期の3指は伸展ブロックピン

を刺入したが，他の3指にはブロックピンは刺入

せずに術後1～2週で自動運動を開始させた．骨

性槌指を4例に合併しており，石黒法による固定

術もあわせて行った．

【成績】調査時に軽度の痙痛が2例にみられた．

PIP関節の可動域は伸展-5°～15｡,平均4.2｡,

屈曲80｡～115.,平均95.であった．健側と比較

して平均で，伸展不足角度が9.2.,屈曲不足角

度が10.8.認められた.PIP関節の可動域は平均

で99.2.,健側比の82.8％であった．握力は健側

比81％～120％，平均102％であった．術後1年

経過したl指に関節症変化を認めた．

【結論】低侵襲の観点から，経皮経屈筋腱的にK

鋼線を刺入する手術を行った．伸展ブロックのピ

ンを刺入しなくても骨折部はあまり転位せず，比

較的早期から手指の自動運動を開始できる利点が

ある．すべての症例には適応とならないが，掌側

の骨折部からのピンニングで掌側小骨片の安定性

が獲得できそうな場合は，他の治療法の前に試み

ても良い方法と考える．

2-3-25

基節骨・中手骨骨幹部骨折変形治癒に対

する骨切り術

ColTectiveOsteotomyfOrtheMalunitedFracmle

oftheProxnalPhalangealorMetacarpalShaft

'荻窪病院整形外科，2慶應義塾大学整形外科

○田崎憲一'，岡崎真人!，斎藤治和!，

高山真一郎2

【目的】指交叉や屈曲変形を呈する基節骨・中手

骨骨折変形治癒は，指の機能障害を招き矯正骨切

り術が必要となることが多い．今回関節近傍骨折

を除く自験例を検討し，治療上の問題点，術式の

比較を行った．

【対象と方法】関節内骨折やrotationalsupracondylar

骨折を除く骨幹部骨折変形治癒症例32例34骨折

を対象とした．男20例女12例，年齢は9～66歳

(平均29.7歳)，右20例左12例，基節骨22例22骨

折，中手骨10例12骨折であった．示指2，中指8，

環指11,小指13と尺側2指が過半数を占めた．受

傷から手術までは1カ月～18年2カ月平均2年2カ

月で,1年未満が23例と多かった．指交叉を呈す

る回旋変形は25例であった．骨折のあった骨で骨

切りし，内固定はtensionbandwiring(TBW)20,

K-wirecIosspinning(CP)7,プレート固定4,step-

cutosteotomy(SCO)のwire固定3であった．経過

観察は2.5～21カ月平均7.9カ月で,TAM比，握

力比,X線所見で評価した．

【結果】受傷原因はスポーツが10例，転倒6例，自転

車を含む交通事故6例が上位を占めた．中手骨例で

は主に回旋変形を矯正したが，基節骨では屈曲と回

旋の2つの要素を矯正する例が多かった.TBWを行

った隣接2指の中手骨例1例で回旋は矯正された力堀

曲が遣残した.TAMは健側比で60～100%平均

労4％，握力比は51～122%平均84.1%で,X線所見

で骨癒合の遅延がTBW,CPの各1例にみられた．術

前に拘縮のある症例は術後のROM制限を認めた．

【考察】三次元で矯正しalignmentを整え，早期運動

に耐える強固な内固定を行うべきである．回旋矯

正のみならばSCO法でも良いが，骨切除量が微妙

で屈曲の矯正は出来ない.CP法は固定性に問題が

あり，プレートは微妙な調節が困難である.TBW

法は僅かな工夫（整形外科,50:1507,1999.)で優

れた矯正・内固定が得られ推奨されると考える．
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手指の部分骨軟骨損傷に対する骨軟骨移

植一成人例への応用と工夫一

OsteochondralGraftingfbrPartialOsteochondral

DamegeoftheFingerJoints

'広島手の外科・微小外科研究所，2土谷総合病院

整形外科

○木森研治11津下健哉I,今田英明21

木村修司2

【目的】手指の部分骨軟骨損傷に対する第3CM関

節からの骨軟骨移植施行例のうち，成人例の治療

成績を検討するとともに，我々の行っている移植

骨軟骨の形成について報告する．

【方法】症例は男性6例で手術時年齢は23歳から

56歳（平均38歳)，罹患指は示中環指それぞれ2

指で，罹患関節はDIP関節1指,PIP関節5指で

あった．骨軟骨損傷の部位はいずれも関節の片側

で，損傷形態は背側脱臼骨折にともなう指節骨基

部の粉砕が3指，指節骨基部の陥没2指，骨頭骨

折1指であった．移植骨軟骨の採取部位はいずれ

も第3CM関節（中手骨基部5指，有頭骨1指）で，

移植片の大きさは4×3～12×4mmであり,3

例では移植部対側関節面の形態に合わせるための

工夫として移植骨軟骨を骨切りして形成した．全

例で骨移植を併用し，2例では術前の関節拘縮に

対し創外固定による牽引を行った．また，5例で

内副子抜去を行い，うち2例では腱剥離を併用し

た．術後経過観察期間は1～5年（平均2年10カ

月）であった．

【成績】全例で骨癒合が得られ痛みのない関節が

再建された．術後関節可動域はDIP関節再建例で

伸展0｡，屈曲56｡,PIP関節再建例では平均伸展

－8°，屈曲95.で，握力（健側比）は平均107％

であったが，1例で関節の不安定性が残存した．

x線所見では骨軟骨移植部に部分的な骨吸収を認

める症例があるものの関節裂隙の著明な狭小化は

ない．移植片採取部の自覚症状もなく，全例で患

指はよく使用されていた．

【結論】第3CM関節からの骨軟骨移植は，成人例

でも良好な成績が獲得できる．また，移植片に骨

切りを加えれば移植部位，移植範囲も拡大可能で

あり，同一術野から採取が可能で採取部に障害を

残さないことからも,本法は有用な方法と考える．

2-3-27

腱鞘内1回注入指神経ブロック法の効果発

現機序の検討一腱鞘内に注入された麻酔

剤は効果を発現するのか？一

EvaluationofAnestheticEffectofTransthcal

DigitalNerveBIock

'佐賀医科大学整形外科，z大牟田記念病院整形外

科，3済生会大牟田病院整形外科

○園畑素樹11前田和政21長嶺里美31

浅見昭彦'，佛淵孝夫！

【はじめに】1回注入指神経ブロック法はChiu

(1990）が腱鞘内注入指神経ブロック法を報告し

て以来，多くの追試やその変法が報告されてきた

が，そのほとんどは腱鞘内注入法に関するもので

ある．我々は皮下注入指神経ブロック法を用いて

おり，腱鞘内注入指神経ブロック法の効果発現機

序には不明な点があると感じている．我々は，過

去に腱鞘内注入の手技は非常に不安定であること

を報告した（2002：長嶺，園畑)．しかし，麻酔

効果の正確な比較をするためには確実な腱鞘内注

入法が必要であるため，基節骨上腱鞘内注入法を

考案した（2002：前田，園畑)．今回同法を用い

て，皮下法と腱鞘内法との比較を行ったので報告

する．

【対象・方法】演者および共同演者が，健康成人

8人の両側中指にそれぞれ皮線上皮下法と，基節

骨上腱鞘内注入法を用いての皮線上腱鞘内法によ

り麻酔を施行．薬液は1％リドカイン3mlを用い

た．薬液注入後，麻酔効果と麻酔手技に起因する

痙痛の調査を行った．

【結果】皮線上皮下法では過去に報告したのと同

様に，掌側では固有指部全体，背側では中節部以

遠に安定した麻酔効果を得た．皮線上腱鞘内法は

末節部の一部，もしくは掌側のみに麻酔効果を認

めたが,臨床上有用な麻酔効果は得られなかった．

麻酔手技に起因する瘤痛は，腱鞘内法の方が大き

かった．

【考察】これまで，腱鞘内法の効果発現機序は注

入された麻酔剤が腱鞘内で拡散し，プーリーの隙

間から流出して指神経に浸潤するとされていた．

しかし，今回の結果から，腱鞘内法の麻酔効果は，

主に腱鞘外に誤注入した麻酔剤によるものであ

り，腱鞘内に注入された麻酔剤による麻酔効果は

あまり無いと考えられた．つまり,1回注入指神

経ブロックを行う際には腱鞘内法ではなく，皮下

法を用いるべきであると思われた．
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PIP関節拘縮の治療-Kirschnerwireによ

る牽引とCompassPIPjointhingeによる
可動域訓練を併用した方法一

TreatmentforthePIPJointContractures-

distractionwithKirschnerWireandExercise

withCompassPIPJointHinge

島根県立中央病院形成外科

○沢辺一馬，武本啓，宮田明人，

重吉直哉

【はじめに】指外傷後のPIP関節拘縮に対し，創

外固定器を用い関節周囲組織を伸延させる方法が

あり，良好な結果が報告されている．今回われわ

れは,Kirschnerwire(以下,K-wire)を用いた創

外固定器による牽引後にCompassPIPjointhinge

(以下,CPJH)を用いて可動域訓練を行った症例

を経験し,比較的良好な結果を得たので報告する．

【対象および方法】軟部組織が主因のPIP関節拘

縮症例5例13指に対し，直径1.2mmのK-wireと

輪ゴムによる牽引装具を用いて1－3週間牽引

し，その後CPJHを6－8週間装着し可動域訓練

を行った．対象症例は男性4例9指，女性l例4

指，年齢は31－68(平均52.4)歳であった．原

疾患は熱傷1例，圧挫創1例，基節骨骨折2例，

中節骨骨折1例であった．また，骨折の3症例は

いずれもPIP関節に明らかな骨損傷は認められな

かった．

【結果】全症例の術前のROM(伸展一屈曲度）

は-14.3-42.3,術後は-11.1-61.8,改善角度

は平均24.2度であった．68歳男性の基節骨粉砕

骨折症例において可動域改善が全く認められなか

った．その症例を除いた4例10指の術前ROM

は－12.6-49,術後は－8.4-74.3,改善角度の

平均は31.5度であった．

【考察】創外固定器による強固な牽引により伸延

された関節周囲組織をできるだけ維持した状態で

CPJHを装着し可動域訓練を行う方法を試み，比

較的良好な結果が得られた．また，牽引後の

CPJH装着を想定し,K-wireは直径l.2mmとし，

刺入間隔も約1.2mmとすることにより，牽引用

のK-wireを刺入し直さずにCPJHに用いることが

できた．個々の症例についての考察は発表にて報

告する．

2-3-29

TotaIAnteriorTeno-arthrolysisforthe

TreatmentofStiffBentFinger

PoliclinicoMultiMedica-Milano,Italy

○LorisPegoli,JColombelli,GPivato,

GPajardi,GFoucher

Hookfingerwithflexionstiffdeformityofthe

proximalanddistalintemhalangealjointisadifficult

surgicalproblembeingoftentheresultofmany

previousprocedureonthenexorapparatus・Classical

arthrolysisandtenolysisoftenresultsinno

improvement・TheTotalAnteriorTeno-arthrolysiswas

firstdescribedbySaffarandRogenvalinl978・Great

caremustbegiventopreoperativeindicationswhich

includestiffbentfingerfOllowingcrushinjuries,

previoussurgeryfOrnexortendonsrepair,previous

aponevrectomyfOrDupuytrendiseaseorinfections

sequaele・Amongcontraindicationsextensortendons

adhesion,jointdamage,sensoryorbloodsupply

impainnentmustberemembered･Inthisretrospective

studytheauthorspI℃senttheirexperienceandresults

in41casestreatedwiththeTotalAnterior

Tenoarthrolysis・Inthepostoperativeperiodpatients

soonbeginarehabilitativeprotocolsupportedbythe

useofdynamicsplintswhichreducespost-op

complications,especiallyintermsofadhesion.The

advantageofthiskindofprocedul℃consistsmainlyin

theshiftingoftherangeofmotioninamolefUnctional

position.Thetechniquehastobeconsidel℃dasavage

procedure,andthishastobeexplainedverywellto

thepatients,butaccordingtousisthebesttechnique

fOrthetreatmentoftheinveteratestiffbentfinger.
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有鉤骨鉤状突起偽関節に伴う小指屈筋腱

皮下断裂の検討

CIosedRupturesoftheFlexorTendonofthe

LittleFingerSecondarytoFracturesofthe
HookoftheHamate

国立長野病院整形外科

○山崎宏，中士幸 男

【目的】有鉤骨鉤状突起偽関節に伴う小指屈筋腱

皮下断裂を4例経験したので，診断および治療成

績について検討した．

【対象】症例は4例（全員男性で右手3例，左手1

例)．年齢は平均52歳（35歳～63歳)．経過観察

期間は平均11カ月(2カ月～2年）であった．

【結果】骨折から腱断裂までの期間がはっきりし

ているものは3例で，6カ月～25年であった．受

傷機転は「車を持ち上げた」「ドライバーで狭い

隙間をこじ開けた」などであった．単純レントゲ

ンで全例に有鉤骨鉤部の偽関節を認めた．変形治

癒例はなかった．超音波を3例,MRIを3例，

3D-CTを2例に行った．深指屈筋腱(FDP)単独

断裂を3例に,FDPと浅指屈筋腱(FDS)断裂を

1例に認めた.FDP単独断裂のうち1例には環指

FDPにも変性を認めた.全例に偽関節部の摘出と，

両腱断裂の1例に腱移行（環指FDP→小指FDS)

を，単独断裂の3例に長掌筋腱移植を行った．術

後，全例にKleinert法に準じた早期運動療法を行

った．両腱断裂例で総自動関節運動域(TAM)

は60.から210．に改善した．FDP単独断裂例で

DIP関節の獲得した可動域は平均45.であった．

【考察】有鉤骨偽関節部は全例で骨膜が消失し，

骨皮質が露出していた．そのため腱が摩耗し，軽

微な外力で断裂したと思われた．有鉤骨偽関節に

伴う小指屈筋腱皮下断裂は比較的まれだが，有鉤

骨部への外傷の既往や同部の圧痛などの症状から

鑑別に挙げるべき疾患である．屈筋腱の3D-CT

は超音波やMRIに比べて，腱断端と骨との解剖

学的位置関係が明瞭に判別できた．そのため術前

計画において腱断端の位置や性状を調べる際に有

用であった．両腱断裂における腱移行術および

FDP単独断裂における腱移植術は有用だと思われ

た．

2-4-2

Zonelll～Vにおける多数指浅深指屈筋腱

両腱損傷の治療成績

SurgicalOutcomeofMultipleFlexorTendon

InjuriesinZonellltoV

名古屋披済会病院整形外科

○佐久間雅之，木野義武，渡邉健太郎，

山田高士，北野陽二

【はじめに】屈筋腱ZoneⅢからVにかけての損

傷は神経損傷も合併する場合が多く術後障害を残

しやすいがその治療成績に関する報告は少ない．

当院で治療したZoneⅢからVでの多数指両腱同

時損傷の治療成績とその問題点につき報告する．

【対象および方法】過去6年間ZoneⅢからVでの

屈筋腱損傷30例中多数指両屈筋腱損傷で術後6

か月以上経過観察できた19例を対象にした．男

性17例女性2例平均年齢は33歳，経過観察期間

は平均13か月であった．受傷原因はガラス，電

鋸などによる鋭的損傷であった．各Zoneにおい

て%TAMで評価した最終指可動域，神経損傷に

対する手内筋の回復につき検討した．

【結果】Zonem(7例21指):全例神経動脈損傷

を合併していた．腱剥離を1例に行ない可動域改

善率は34％，7例の最終%TAMは83%であった．

神経損傷による手内筋の麻痒はなかった.Zone

IV(2例8指):2例とも手根骨骨折，正中，尺

骨両神経損傷を認めた．1例に伸筋腱屈筋腱剥離

を行い可動域改善率は26％，2例の最終%TAM

は89％であった．また尺骨正中神経麻溥は完全

には回復しないが，鷲爪変形や母指対立不全が障

害となることはなく再建手術は要しなかった．

ZoneV(10例31指):合併する神経損傷は正中

単独2例，尺骨単独2例，両神経損傷6例であっ

た．腱剥離は3例に行い可動域改善率は26％，

最終%TAM92%であった．鷲爪変形を呈する症

例はないが，正中神経損傷全例に母指対立障害を

認めた．

【考察】ZoneⅢ～Vの多数指両屈筋腱損傷でも鋭

的切断の場合，腱剥離を要せず良好な可動域がえ

られる場合が多い．正中尺骨両神経損傷を合併し

てもintrincsicminuspositionやClawhandは著明で

なく麻庫の回復はある程度期待できる．しかし正

中神経損傷による母指の対立障害は回復が悪い．
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2-4-3

Siliconrodを用いた2段階屈筋腱再建術

の検討

ATwo-stageFlexorTendonReconstructionby

UsingSiliconRod

'慶應義塾大学整形外科,2川崎市立病院整形外科，

3山王病院整形外科

○森澤妥1l高山真一郎11杉本義久ll

堀内行雄2，内西兼一郎3

【目的】重度屈筋腱損傷の治療においてSilicon

rodを用いた2段階屈筋腱再建術は1970-80年代に

多くの報告がなされたが，最近はprimarysuture

の成績が向上したこともあって報告例は少ない．

しかし，非専門施設での安易な一次修復による成

績不良症例も稀でなく，腱周囲の嬢痕・癒着が高

度な陳旧例は,通常の腱移植では対応困難である．

今回，当科で行った2段階屈筋腱再建術症例を調

査し，その有用性と問題点を再検討した．

【対象および方法】1978年以降，屈筋腱損傷に対

しSiliconrodを用いた2段階屈筋腱再建術を施行

した症例は28例29指であった.性別は男性22例，

女性6例，年齢は6～57歳であった．内訳は，一

次縫合後の再断裂例9指，一次縫合後再断裂し，

さらに腱移植腱剥離後の再々断裂例2指，初回縫

合後の高度な拘縮例15指，放置された陳旧例3

指であった．受傷指は母指1，示指11，中指6，

環指5，小指6で，損傷部位はZonel:6指，

Zonell:21指,ZonelV:1指,ZoneTII:1指

であった．術後観察期間は9ヵ月～5年で，日手

会機能評価を用いて評価した．

【結果および考察】優と評価された症例はなく，

良7指，可17指，不可5指であった.Zonelでは，

6例中5例が良であったが，不可の5例は小指

ZoneII:3指，示指ZonelI:2指で，そのうち2

例は感染例であった．A2pulleyが温存されてい

た，あるいは再建した症例はいずれも良，可で，

不可はなかった.神経損傷例では良の症例はなく，

可あるいは不可であった．重度屈筋腱損傷で腱鞘

の損傷，癒着が著しい場合，2段階屈筋腱再建術

は有用であるが，損傷指・部位，靱帯性腱鞘の状

態，感染，神経損傷が成績を左右する因子であっ

た．

－

2-4-4

長母指伸筋腱皮下断裂の腱移植術による

再建

TheT℃ndonGraftingfbrtheCIosedRuptureof

theExtensorPollicisLongus

I東京手の外科・スポーツ医学研究所高月整形外

科，2束京手の外科・スポーツ医学研究所，ヨ埼玉

成恵会病院形成外科

○山口利仁ll後藤治彦2'阿部幸一郎21

平瀬雄一ヨ

【はじめに】長母指伸筋腱の皮下断裂には一般的

に示指固有伸筋腱の腱移行術が行われる．しかし

長母指伸筋腱の中枢，および末梢側は陳旧例では

高度に癒着していることが多いがこれを剥離すれ

ば十分良好な健常性と可動性を有しており，固有

示指伸筋腱を犠牲にする必要はないと考えて，腱

移植術を行ってきた．今回本術式について詳述す

る．

【方法】皮切は手関節背側の第2区画と第3区画

の中間を通る縦皮切を用いる．まず長母指伸筋腱

を同定し中枢は筋腹中央付近まで末梢はMP関節

付近まで滑動性が十分となるまで剥離し，どの位

の移植腱が必要か目安をつける．次に狭窄してい

る第3区画を修復するが，原因となる僥骨遠位端

骨折後の骨片転位，変形性手関節症による骨鰊，

RAなどの滑膜炎を除去し靱帯性腱鞘の内腔を拡

大しておく．次に移植腱は直径が長母指伸筋腱の

約1.5倍ある長僥側手根伸筋腱を用いる．同腱の

幅約3分の2を，先に見当をつけておいた長さ採

取し，縦方向の腱断面を隠すように腱の辺縁を6‐

0ナイロン糸にてrunningsutureし，あたかも1本

の採取腱のようにする．一方，長榛側手根伸筋腱

の欠損部には中枢側と末梢側に2-0ナイロンルー

プ糸付直針を用い張力が伝わるようにしておく．

移植腱の縫合法はループ糸付直針を用い長母指伸

筋腱の末梢側で津下法の第1結紮部を設け，中枢

に向かって長母指伸筋腱末梢断端，移植腱，長母

指伸筋腱中枢と腱中心を貫通させ，最後に筋腱移

行部付近で津下法の第2結紮を施行する．この操

作中に腱断端の変性部を適宜切除し断端面は健常

部同士が接合するようにする．尚，腱接合部には

6-0nylon糸でepitenonrunningsutureを加えて
いる．

【結論】本法を16例の長母指伸筋腱皮下断裂例に

施行した．術後の母指および手関節の可動域は全

例完全に回復し，本法は有効と考える．
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2-4-5

当科における，屈筋腱修復後運動療法の
実際

AggressiveActiveMobilizationFollowingZone

2FlexorT℃ndonRepair

'九州労災病院整形外科，2溝口外科・整形外科病

院

○畑中均!，宮城知之!，杉岡洋-11

小島哲夫2，溝口知行ユ

【はじめに】屈筋腱損傷の治療成績を向上させる

ためには強固な縫合法と早期運動療法が重要であ

る．一般には医師あるいはhandtherapistの指導の

もとに早期運動療法を行うが，当科では屈筋腱損

傷を強固に縫合し術後約2日間のみ運動療法を患

者に指導し，その後は患者自身で運動療法を行っ

ているのでその詳細について報告する．

【症例】2000年7月から2002年4月まで当科で治

療を受けた9例10指のzone2屈筋腱損傷を対象と

し，平均年齢は32歳,1例のみが女性であった．

深指屈筋腱は2-0Ethibond糸を使用しLocking

loopの応用であるPennington法に準じた主縫合に

6-0Prolene糸によるCross-stitch補助縫合を組み合

わせて修復し，術後48時間以内に運動療法を開

始した．手術創を覆うガーゼは伸展屈曲の抵抗に

なるので除去し，手術創は露出したままにした．

先ず患者自身の健側の手で他動屈曲・伸展を10

回行いその後に自動屈曲・伸展を10分間行う．

このような他動・自動運動を1日に3回行う．術

後約2日間のみ医師あるいはhandtherapistの指導

のもとに行い，その後は患者自身で行っている．

要領よく運動療法が行えるようになった時点で退

院を許可している．

【結果】最短で6ケ月の経過観察の後,original

Stricklandcriteriaで10指中8指が優,1指が良，

残る1指に再断裂を生じ再縫合を行い最終的に可

となった．

【考察】患者自身で運動療法を行う利点は，早期

退院が可能，一日あたり何回も行える，休日にも

運動療法が行えることである．ただしこのような

運動療法を行うにあたっては上述のような強固な

縫合法が不可欠であり，手術直後に十分な指導を

行うことはいうまでもない．

2-4-6

手掌部深指屈筋腱断裂への橋渡し腱移植

後の早期自動屈曲・伸展療法

EarlyAcMveorControlledMobilizationFbllowmg

BridgeTendonGraftingfOrProfUndusTendon

IIjmesinPalm

'新潟手の外科研究所，2新潟中央病院整形外科

○吉津孝衛!，坪川直人!，牧裕!，

小泉雅裕2，後藤真一ユ

【目的】手掌部の深指屈筋腱の欠損あるいは陳|日

性断裂で，端々縫合ができない例でも隣接指への

移行あるいは浅指屈筋腱の移行で早期運動療法を

行う限り，比較的良好な可動性が獲得できる．一

方これらの操作が不能な場合には橋渡し腱移植法

が適応となり，術後固定法を行うことが一般的で

ある．しかしその成績は必ずしも良好とは言えず，

腱剥離も容易ではなく全指への悪影響も強い．

我々は橋渡し移植後直ちにKleinert変法あるいは

早期自動屈・伸展療法を行い，良好な成績が得ら

れているので報告する．

【対象】1990年からの7例7指で腱断裂例のみで

ある．年齢は16～74(平均43_7)歳，男4女3例，

損傷指は中指3，小指4例である．原因は切創2，

急激な指伸展による皮下断裂3,Kienb6ck病

(IIIB)1,非特異的滑膜炎l例で，断裂部は虫様

筋部4，遠位1,近位2例，手術までの期間は1～

16(平均6.2)週である．

【方法】虫様筋は6例に切除し，滑膜炎が強い3

例は滑膜切除を行った．移植腱は長掌筋腱5，浅

指屈筋腱1，小指伸筋腱1例で，欠損長は3～5

cm,6,7cml例である．縫合法は全例編み込み

縫合法である．

【後療法】1例に翌日よりKleinert変法を,6例は

さらに早期自動屈曲・伸展療法を行った．

【結果】観察期間は3～24（平均9）力月で日手

会評価法を用いた．6例が優で，良の1例は

Kienb6ck病例で長母指屈筋腱以外の全屈筋腱が障

害され強い滑膜炎があった例である．

【考察】固有指部への遊離移植後の早期運動療法

と異なり手掌部では移植腱長が3～7cm以内で

あったこと，両端共に強い張力を持つ編み込み縫

合法が行えること，癒着しやすい腱鞘がない等か

ら，早期自動屈曲・伸展療法は安全で良好な成績

が得られることがわかった．
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2-4-7

Zonel屈筋腱断裂修復術後早期運動療法

の成績と再断裂例の検討

EarlyMotionExercisefbrZonelRuptureof

RngerHexor,ResultsandAnalysisofRe-mpmle
Cases

聖隷浜松病院手の外科マイクロサージャリーセン

ター

○高橋勇二，齋藤英彦，大井宏之，

森谷浩治，奥村修也

【目的】1995年から2002年7月までの間に当科で

屈筋腱断裂修復術後に早期運動療法を行った39

例59指のうち，再断裂は3例3指にみられ，いず

れもZonelであった．そこで,Zonelの治療成績

と再断裂例について検討した．

【対象と方法】Zonel断裂例で端々縫合を行った

9例10指．年齢は23-70歳（平均42歳)，受傷指

は示指3指，中指2指，環指2指，小指3指．縫

合法は津下法2本(4strand)1指,Lim&Tsai法

(6strand)9指，受傷当日のprimaryrepair6指，

delayedprimaryrepair3指．後療法は，早期自動伸

展法(earlyactiveextension;EAE法）を3指に，

早期自動屈伸法(earlyactivemotion;EAM法）

を7指に行い，後療法期間は4カ月～7．5カ月で

あった．治療成績は日手会指屈筋腱評価法（％

TAM)とSmcklandの方法を用いた．

【結果】EAE法3指では，両評価法ともexcellentl

指,good2指で,%TAM平均は85.8%であり，

EAM法7指では再断裂を3指に生じたが残りの4

指は全指excellentで,%TAM平均は103.3%であ

った．再断裂は5週以内に生じており，津下法の

41歳小指例,Lim&Tsai法の47歳小指,57歳環

指例であり，このうち2例はdelayedprimary

repairであった．

【考察およびまとめ】Zonelの早期運動療法では，

EAM法は再断裂を生じる可能性もあるが，再断

裂を生じなければEAE法よりも結果が良い．縫

合法は6strandが必要である．再断裂は,40歳以

上で，尺側指損傷で，特にdelayedprimaryrepair

例では注意する必要がある．

2-4-8

Zone1,2における深指屈筋腱単独断裂
に対する一次修復術:ModifiedKleinert

法の成績

PrimaryRepairoflsolatedFlexorDigitorum
ProfUndusTendonLacerationinZoneland2

:ResultsofModifiedKleinertMethod

l北海道大学整形外科，2名寄市立病院整形外科

○加藤博之1，小瀧宏明2，三浪明男!，

末永直樹!，岩崎倫政！

【目的】近年,Zone2における指屈筋腱断裂の治

療においてearlyactivenexionmotionを推奨する

報告がある．一方,zonel,2における深指屈筋

(FDP)腱単独断裂の治療成績に関する報告は少

なく，後療法に関する議論はほとんどない．演者

らはmodifiedKleinert法で治療したFDP腱単独断

裂の端端縫合の成績を報告する．

【対象と方法】16例18指を対象とした．年令は

12～50歳で，男性が12例，女性が4例である．

受傷から縫合までの期間は0～21日であった．

小児，再接着，挫滅，腱部分断裂，および腱前進

法施行例は除外した．腱断裂の高位は,Zonelを

A4pulleyの遠位2/3の高位で近位と遠位に2分す

ると,zone2:7指,zonel近位:5指,zonel遠

位：6指であった．腱縫合にはmodifiedKessler法

かTsuge法を用い,core縫合のstrand数は2本が9

指，4本が5指，6本が4指であった．腱縫合後に

rubberbandによる他動屈曲，自動伸展運動を約4

週間行い，自動運動を開始した．術後最短12か

月で直接検診し,1)TAMによる日手会屈筋腱機

能評価法,2)PIPとDIP関節の自動可動域による

Stricklandの評価法,3)DIP関節の自動可動域で

判定した．

【結果】l)TAMは200～265度でExcellentが10指，

Goodが7指,Fairが1指であった.2)Strickland

評価は58～100（平均89）％であった.3)DIP

関節可動域は20～75（平均56）度であった．高

位別のStrickland評価成績はzone2が87%,zonel

近位が80%,zonel遠位が97%であった．PIPの

自動可動域に制限が生じた例がzone2例で4指，

zonel近位とzonel遠位で各1指にみられた．

【考察】治療成績は概ね良好であった．しかし縫

合部がzone2あるいはzonel近位では成績が劣る

傾向があった．これらの高位損傷例ではearly

activenexionmotionの導入など治療に工夫が必要

と思われた．
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手関節zoneVllにおける多数指伸筋腱断

裂に対する早期運動療法の検討

EarlyControlledMobilizationofMultiple

ExtenserTendonlnjuryinZoneVII

'関西医科大学整形外科，ヨ関西医科大学リハビリ

テーション科

○中村誠也!，葵賢一!，飯田寛和!，

南川義隆2，浅井聖子2

【目的】手背部での伸筋腱断裂の治療は他に比し

比較的予後が良好とされる．しかしながら，Zone

ⅥIでの多数腱断裂では術後の癒着が他の部位に

比し問題となる．今回我々はzoneVIIでの多数腱

断裂に対し術後早期からDynamicsplintを用いた

後療法を行った結果を検討した．

【対象】過去5年間に本院で治療を行い1年以上

経過観察をし得た6例で内訳は全例男性，年令は

平均33.8歳（23-53歳)，右4例，左2例，受傷原

因はナイフによるものが2例，ガラスが3例，機

械によるものが1例で全例鋭的損傷であった．受

傷から手術までは24時間以内が5例，7日目が1

例であった．損傷腱の内訳は短母指伸筋腱は全例

で損傷なく，それを除く他の全ての伸筋腱が断裂

していたものが3例，2例が僥側手根伸筋腱,1

例が尺側手根伸筋腱以外全ての伸筋腱に断裂を認

めた．全症例に端々縫合を行い，術後3日目より

Dynamicsplintを用いた後療法を行った．評価は

日手会評価表での%TAM,Buck-Gramcko法を用

いた．

【結果】全ての症例がexcellentであった．また，

腱剥離を要した症例はなかった．しかしながら，

2例で手関節掌屈の制限を軽度認めた．

【考察】伸筋腱損傷特に手背から手関節levelで

の損傷は比較的予後が良好とされるがzoneVII

levelではその解剖学的特徴から，一般に考えら

れているよりは成績不良な場合がある．また，多

数腱の損傷ではより治療が困難である．しかしな

がら，一般的にその後療法は術後数週間の手関節

から指尖までの固定の後，運動療法が行われる事

が多い．我々 は術後早期よりDynamicsplintを用

いた運動療法を行い，全例追加手術を行うことな

く満足すべき結果を得た．よって，この方法は有

用な方法と考える．
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皮弁一最近の進歩一

RecentAdvancesinFlapSurgery

名古屋大学大学院医学研究科機能構築医学運動形態外科学形成外科

鳥居修平

手の外科においては皮弁移植は基本手技の1つであり，下肢の損傷においても必須の手技となっている．

近年皮層の詳細な血管解剖が解明され，皮弁移植は目覚しい進歩をとげ臨床応用されている．その皮弁の

変遷をたどり最近の皮弁とその適応および皮弁移植の実際について述べる．
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肋間神経交叉縫合術後，肘屈曲は呼吸と
完全に分離するか？

CanElbowFlexionbeCompletelylndependent
fromRespirationafterlntercostalNerveCross

SuturetotheMusculoculaneousNeIve？

!せんぽ東京高輪病院整形外科，2中央大学，

3昭和大学保健医療学部，↓昭和大学第二生理学教
室

○中川種史!，原徹也11高橋雅足21

椎名喜美子3，本間生夫』

【はじめに】腕神経叢神経根引抜き損傷に対する

肋間神経交叉縫合術による上腕二頭筋の再建術後

の肘屈曲は高橋，河合などの研究によって術後期

間を経るにつれ，呼吸より分離してくることが知

られている．さらに近年脳の磁気刺激，ファンク

ショナルMRIなどでも脳の運動野においても同

様の結果が報告されている．ところが，われわれ

がこの機能転換について画像的な研究を行うと必

ずしもそうではない結果が得られることもあっ

た．そこで肘屈曲と呼吸について生理学的検討を

さらに行った．

【症例】肋間神経交叉縫合術後少なくとも2年以

上（平均6.7年）経過し，上腕2頭筋筋力が〔3〕

以上に回復した6例，男性5例，女性1例

【方法】上腕二頭筋筋電位記録は皿電極を使用し，

呼吸の計測には胸郭呼吸センサキット日本光電社

製TR-111Aを用いた．波形の記録には脳波計日

本光電社製EEG-4518を使用した．健側，手術側

肘関節軽度屈曲および呼吸を行い，上腕2頭筋の

筋電位および胸郭の動きを同時に記録した．

【結果】4例では呼吸に同期した上腕二頭筋の収

縮はほとんど観察されなかった．2例ではごくわ

ずかの収縮が記録された．一方，患側肘屈曲時に

は5例で同期して胸郭の動きが観察された，他の

1例では同期していなかった．

【まとめ】これまでの研究と同様に本手術後ある

程度以上の期間を経過すると呼吸によって上腕二

頭筋の収縮はほとんど観察されなかった．一方こ

の時期においても肘屈曲時には胸郭の動きが6例

中5例で見られた．これより術後期間を経過して

も肘屈曲は呼吸より完全に分離しているかは不明

であると考えられた．画像的な研究も含めてさら

なる検討が必要である．

2-4-11

肋間神経移行術による肘屈曲機能再建の
麻痒型別成績

AnalysisoftheResultsofElbowFlexorplasty

UsinglntercostalNerve'IiansferAccordingto

theTypesofBrachialPlexuslnjury

!東京大学整形外科，z横浜労災病院整形外科，

3東京逓信病院整形外科

○田尻康人11川野健-11山本真-11

三上容司2，沖永修二3

【目的】腕神経叢損傷に対する肋間神経移行術

(ICNT)は有力な肘機能再建の手段である．近年，

C5,6,C5-7型にOberlin法が行われ新たな選択

肢の一つとなっている.C5,6型ではSteindler効

果により他の型より良い成績が得られると予想さ

れるが,ICNTの成績が麻漉型別にどの程度差が

あるのかは報告がない．本研究の目的は麻痒型別

ICNTの成績を明らかにすることである．

【方法】16歳以上40歳未満で受傷後6カ月以内に

損傷部位を確認しICNTを行った症例で，術後3

年以上経過した症例もしくは3年未満にM5とな

った症例117例を対象とした．麻痒型はC5,6型

9例,C5-7型15例,C5-8型23例，全型66例，鎖

骨下型4例であった．手術時年齢，手術までの期

間，最終診察時の上腕二頭筋筋力（肘屈曲力）の

MMTについて調査し統計学的に解析した．

【結果】手術時年齢，手までの期間に関しては有

意な差はなかった．術後成績は,C5,6型でMO

~2:M3:M4:M5の症例数は各々0:2:

5：2であり,C5-7型では1:2:12:0,C5-8

型は1：8：14：0全型は12：24：29：1で，

鎖骨下型は4例ともM4であった.C5,6型,C5-

7型,C5-8型，全型の順に損傷根が多い程成績も

低下しており,C5,6型,C5-7型は全型に対し有

意に成績が優れていた．

【まとめ】麻痒型による筋力の最終成績は予想通

り損傷根が少ない程良好であった．しかし，

Steindler効果が期待できるC5,6型とC5-7型，

C5-8型との間には有意な差はなかった．また，

M2以下の成績不良は圧倒的に全型に多く，成績

の差は単にSteindler効果の影響だけではない可能

性が示唆された．
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副神経移行術と肋間神経移行術を併用し

たC5,6型腕神経叢損傷例の術後成績

ResultsofAccessoryandlntercostalNerve

TransferinC5,C6PreganglionicBrachialPlexus
Lesion

'横浜労災病院整形外科，2東京大学整形外科，

3束京逓信病院整形外科

○三上容司!，山本直哉!，田尻康人2，

星川慎弥2，沖永修二ヨ

【目的】C5,6神経根がいずれも節前損傷である

C5,6型腕神経叢損傷に対して，肩関節機能再建

術として副神経を肩甲上神経に移行し，肘屈筋再

建術として肋間神経を筋皮神経に移行した症例の

術後成績を調査し，その有用性を検討した．

【対象と方法】肩甲上神経への副神経神経移行術

と筋皮神経への肋間神経移行術を行ったC5,6型

腕神経叢損傷7名7肢を対象とした．男性4名，

女性3名，年齢は，平均24歳（22-26歳)，受傷

から手術までの期間は，平均3カ月（2-5カ月）

であった．全例，術前脊髄造影,CT,神経展開，

術中電気診断を行い,C5,C6根ともに節前損傷

と診断した．全例，副神経の下行枝を肩甲上神経

に，肋間神経を筋皮神経に移行した．1例に肋間

神経の腋窩神経への移行術，1例に胸背神経の腋

窩神経への移行術を併用した．術後観察期間は，

平均39カ月（24-85カ月）であった．鰊下筋筋力，

上腕二頭筋筋力，肩屈曲，外転，外旋角度を検討

した．肩機能評価は,Holt(1994)の基準を用い

て評価した．

【結果】鰊下筋筋力は，徒手筋力検査で筋力［4]，

l例，［3]’4例，［2]’2例，肩屈曲60～155。

(平均101｡),外転60～130｡(平均84｡),外

旋－30～90。（平均42｡）であった．肩機能は，

Holtの基準で,Excellentl例,Good3例,Fair2例，

Poorl例であった．上腕二頭筋筋力は,6例が筋

力［4］以上で,1例が[2]であった．

【結論】C5,6根が節前損傷である腕神経叢損傷

において，肩関節機能再建のための副神経移行術

と肘屈筋再建のための肋間神経移行術の併用は有

用であった．

2-4-13

鎖骨下動脈損傷を伴った腕神経叢損傷の
治療経験

ExperienceofBrachialPlexuslnjurywith
SubclavianArtery'Iifauma

小郡第一総合病院整形外科

○池田慶裕，土井一輝，服部泰典，

安部幸雄

【目的】全型腕神経叢損傷（以下BPI)の手指機

能再建に対する機能的筋肉移植（以下FFMT)の

有用性は言うまでもない．一方，鎖骨下動脈損傷

合併例では，適当なレシピエント血管がなく適応

外とされてきた．しかし，このような症例は決し

て稀ではなく，また，多くの患者が手指機能再建

を切望しているのが現状である．そこで症例を選

んで血行再建と同時にFFMTを行っているので，

その短期成績を報告する．

【対象と方法】当科で経験したBPIのうち鎖骨下

動脈損傷を合併した11例を対象とした．そのう

ち血行再建を9例に行なった（2例は，受傷直後

に血管修復のみ行ない，他の7例は受傷後3カ月

以上経過した症例)．また血行再建とFFMTを計

画したのは5例であった．全例男性で，受傷時年

齢は18歳から29歳(1例は72歳),1例のC5-C8

型を除きすべて全型であった．

【結果】血行再建は全例に成功し，術後僥骨動脈

の拍動が触知可能となった．72歳の1例は全身状

態の悪化により，後日上腕での切断を行なった．

FFMTを8例に行なった.4例では副神経使用に

よるFFMTを一期的に行えた．しかし,1例は適

当なレシピエント血管が無く断念した．また

doublemuscletransferは4例に行なうことができ

たが，1例はその2ndstageで移植筋の壊死を認め

た．6ヵ月以上観察可能であった5例では，移植

筋の神経再支配は平均3.5カ月で起こり，血管損

傷非合併例と差はなく経過は良好である．

【考察および結語】血管損傷を合併したBPIでは，

上肢の阻血性壊死は稀で，その再建の意義は低い

とされる．しかし,FFMTを行うには十分な血流

量を持つレシピエント血管の確保が必要で，その

再建は必須である．また受傷時全身状態に問題な

ければ,primaryで血管修復をしておいたほうが
手技的にも容易であり，後のFFMTによる機能再

建にとっても有利と思われた．

－Sl54－



2-4-14

外傷性腕神経叢麻揮と脊髄損傷合併症例
の検討

CombinedBrachialPlexusandSpinalCord
Injuries

星ケ丘厚生年金病院整形外科

○秋田鐘弼，河井秀夫

【目的】外傷性腕神経叢麻痒と脊髄損傷の合併は

稀であり，それに関する報告は非常に少ない．今

回われわれは，外傷性腕神経叢麻濾と脊髄損傷を

合併した患者の損傷形態に関して調査したので報

告する．

【対象および方法】1990年1月から2002年1月ま

での11年間に外傷性腕神経叢麻溥と脊髄損傷を

同時に受傷し，当院で入院加療した患者8例につ

いて検討した．受傷時年齢は20～65歳，平均28

歳で全例男性であった．

【結果】受傷機転は交通事故が7例，高所からの

転落が1例であった．外傷性腕神経叢麻輝の損傷

形態は，全型麻輝が4例，上位型麻溥が2例，下

位型麻痒が2例であった．8例のうち6例に腕神

経叢展開と術中電気診断を行い，そのうち4例に

対して神経移植術あるいは神経移行術を行った．

受傷から外傷性腕神経叢麻揮と診断され，手術す

るまでに最短135日，最長199日，平均120日で

あった．また，8例のうち7例が初期治療を他院

でおこなわれたが，その7例のうち3例は当院に

転院してから外傷性腕神経叢麻揮と診断された．

脊髄損傷は，完全麻痒が5例（全例胸髄損傷)，

不全麻痒が3例（非骨傷性頚髄損傷2例，胸髄損

傷l例）であった．合併損傷は8例中6例に腕神

経叢麻痒側に肩甲体周囲の骨折を，5例に同側上

肢の骨折を認めた．胸髄損傷6例のうち3例に頭

部外傷を合併していた．

【考察】外傷性腕神経叢麻輝と脊髄損傷の合併患

者では，腕神経叢麻痒の診断および治療が遅れる

傾向にある．脊髄損傷患者に肩甲体周囲の骨折や

上肢の骨折を，胸髄損傷患者に頭部外傷を認める

場合，外傷性腕神経叢麻溥の合併に注意する必要

がある．

2-4-15

遊離筋肉移植術後検査としての筋電図の

役割一腕神経叢損傷患者の肘屈曲再建に
おいて一

RoleofPostOpelanveElectrod1ysiolOgicalSmdym
theHRospect㎡theOufomeairrReeMuscleGrait

’広島大学附属病院整形外科,ユ広島大学整形外科，

3JR広島鉄道病院，』広島県立身体障害者リハビリ

テーションセンター整形外科

○砂川融'，石田治2，越智光夫2，

生田義和3，市川誠↓

【目的】当院では遊離筋肉移植術後に移植筋の神

経再支配の有無を確認する目的で針筋電図検査を

行っているが，本検査が術後成績の予測に有用か

否かを調査したので報告する．

【方法】対象は過去10年間に当院で腕神経叢損傷

に対して主に肘屈曲再建目的で遊離筋肉移植術を

行い術後1年以上経過した18例である．男性15

例，女性3例，年令は16～47歳平均26.4歳，受

傷から手術までの期間は2カ月～4年10カ月，平

均1年2カ月であった．麻庫型は全型16例，上位

型2例で上位型2例はいずれも肋間神経移行術失

敗例であった．移植筋は広背筋5例，薄筋14例

で，神経源として使用したのは副神経14例，肋

間神経3例，横隔神経1例で2例に神経移植を併

用した．以上の症例に対し針筋電図検査を術後6

週から初回放電が記録されるまで2週毎に行い，

初回放電観察後は経過観察中に適宜検査を追加し

た．術後1年および最終経過観察時の肘屈曲力を

徒手筋力検査で評価し，初回放電観察時期および

経過中の放電量の変化と術後経過との関係につい

て調査した．経過観察期間は1年～6年7カ月，

平均3年2カ月であった．

【結果】初回放電時期は経過中観察できなかった

3例を除き2カ月～1年，平均4．1カ月であった．

術後1年での肘屈曲力は放電がなかった3例と術

後1年で観察された1例の計4例では0で，その

他は2-～3までの回復を認め，最終経過観察時の

筋力も0の4例は0のままで，その他は3～4－で

あった．術後7カ月までに放電を認めた14例の

内12例で術後1年時に3－以上の肘屈曲力が獲得

できていた．一方，経過中の放電量の増加と筋力

の間には相関を認めなかった．

【結論】術後筋電図検査は術後成績の予測に有用

であり，少なくとも術後1年までに放電の観察さ

れない症例の予後は不良である．初回放電を観察

した後の筋電図検査の意義は認めなかった．
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遊離筋肉移植術のリハビリテーション

RehabilitationofBrachialPlexuslnjuryafter

FreeMuscleTransfer

'小郡第一総合病院リハビリテーション科，2小郡

第一総合病院整形外科

○渡邊政男!，土井一輝2，安部幸雄2，

服部泰典2，池田慶裕2

【目的】外傷性腕神経叢損傷（以下BPI)に対す

る遊離筋肉移植術後では，移植筋の収縮や腱滑走

を認めるまでに長期間を要する．このため，この

期間の筋・腱の癒着予防が術後成績に多大な影響

を与えることとなる．われわれは従来より行って

いた後療法の内，術後早期のプログラムに改良を

加え,比較的良好な成績が得られたので報告する．

【対象】BPI全型麻痒3例,C5～8型麻痒2例の5

例である．全例男性で，年齢は6～25歳，平均

16.8歳である．全型例にはDoubleMuscle法を施

行し，肘機能と手指機能を再建した.C5～8型

例には遊離筋肉移植術により肘屈曲と手関節背屈

の再建を行った．経過観察期間は6～18ケ月，

平均13.8ケ月である．

【方法】術中に移植筋の末梢端の腱縫合が強固に

行え，術後1週以内に移植筋の血行に問題がなか

った事を確認し，術後1週からシーネ内での他動

的肘屈曲と手関節の掌背屈に伴うtenodesis効果を

利用した腱滑走訓練，肘90度屈曲位で移植筋に

圧迫を加える他動的腱滑走訓練を行った．術後3

週からは肘伸展を徐々に開始した．上記の腱滑走

訓練は筋力がM3になるまで筋再教育および筋力

増強と共に継続して行った．

【結果】DoubleMuscle法施行例の手指TAMは48

から138度，平均84度であり，土井の判定基準

では優2例，良1例であった．手関節背屈再建例

では自動背/掌屈がそれぞれ50/0度と50/30度であ

り，良好な手関節可動域を獲得していた．

【考察】術後早期に腱滑走を促進する本プログラ

ムは，これまでの4週間固定法と比較して，癒着

を最小限に止める事が可能であり，より良好な手

指および手関節機能の獲得に有用な方法であると

考える．

2-4-17

手の軟部腫瘍に対する穿刺吸引細胞診の

経験

ClinicalExperienceofFineNeedleAspiration

CytologyfOrSoftTissue'IilmorsoftheHand

!日本医科大学整形外科,2日本医科大学第二病理，

3日本医科大学多摩永山病院病理部

○北川泰之'，伊藤博元11澤泉卓哉11

横山宗伯2，前田昭太郎＄

【目的】手の軟部腫瘍の術前診断は，臨床所見と

画像診断に基づきなされることが多いが診断に難

渋することも稀ではない．今回われわれは，手の

軟部腫瘍の術前診断における穿刺吸引細胞診の有

用性について検討した．

【対象と方法】われわれの施設において，1988年

から2002年までに術前穿刺吸引細胞診を行った

手の軟部腫瘍および腫瘍様病変93病変（再発2

病変を含む）を対象とした．穿刺には21ゲージ

針を使用した．細胞診断の結果は良性，悪性，鑑

別不能に分類し，さらに可能な病変では細胞診に

よる組織型の推定診断も行った．以上の結果を術

後の組織診断と比較し，良悪性の正診率および組

織型推定診断の正診率について検討した．

【結果】穿刺吸引を施行した93病変のうち，76病

変（82％）に細胞診断が可能な材料が得られた．

このうちガングリオン11病変を除く65病変の細

胞診断は，良性が62病変，悪性が2病変，鑑別

不能が1病変であった．術後組織診断が得られた

47病変において，細胞診による良悪性の判定に

偽陰性，偽陽性はなく，良悪性の正診率は100％

であった．細胞診で良性と判定され手術をしなか

った18症例も平均30カ月（1-99カ月）の経過観

察期間にて，悪性の経過を示すものはなかった．

また，細胞診による組織型の推定診断の正診率は

72％（34/47病変）であった．細胞診による組織

型の推定診断は腱鞘巨細胞腫類皮嚢腫，脂肪腫

において高率に可能であったが，神経鞘腫，線維

性腫瘍では推定診断をする上では十分な量の細胞

が得られないことが多かった．合併症は認められ

なかった．

【結論】手の軟部腫瘍に対する穿刺吸引細胞診は，

良悪性の判定および組織型の推定診断において高

い正診率と安全性を有することが示され，有用な

検査法であることが示唆された．

-S156-
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手・前腕部に発生した軟部腫瘍
SoftTissueTumorsoftheHandandForearm

Reviewof99Cases

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】過去20年間に手・前腕部に発生し手術を

施行した軟部腫瘍につき,調査したので報告する．

【対象】症例は1982年から2002年に手術を行い，

診断の確定した軟部腫瘍および腫瘍類似疾患99

例を対象とした．ガングリオンや先天性動静脈奇

形は除外した．

【結果および考察】性別は男39例，女60例で，

年齢は0歳～76歳（平均40歳）であり，50歳台

が多かった．左罹患が46例，右が53例であった．

発生部位は，前腕25例，手関節8例，手部21例，

指45例であった．指45例の内訳は，示指が12例，

母指，環指が各11例で，中指が9例であり，小

指は2例であった．良性腫瘍が93例と大半を占

め，悪性腫瘍は6例であった．病理組織診断は，

良性腫瘍では血管腫20例，腱鞘巨細胞腫16例，

シュワン細胞腫13例，脂肪腫10例，グロームス

腫瘍7例，類上皮嚢腫6例，血管性平滑筋腫と神

経線維腫が各4例，腱鞘線維腫3例，デスモイド

腫瘍，リンパ管腫が各2例であった．その他

angiolipoma,benigngranularcelltumorやinfantile

digitalfibromatosis,腱黄色腫,xanthogranulomaと

腫瘍性石灰化症が各1例であった．良性腫瘍の発

生頻度は，諸家の報告と同様に血管腫，腱鞘巨細

胞腫，シュワン細胞腫脂肪腫，グロームス腫瘍，

類上皮襄腫の順に多かった．悪性腫瘍は，滑膜肉

腫,MFHが各2例で，血管肉腫，悪性混合腫が

各1例であった．皮層由来の悪性腫瘍の報告が多

く，軟部肉腫では滑膜肉腫，線維肉腫,clearcell

sarcoma,MFHなどが報告されており，自験例で

も滑膜肉腫,MFHを2例ずつ含んでいた．実際

には，これら軟部腫瘍の頻度，部位などをふまえ，

各腫瘍の画像診断の特徴を考慮して鑑別診断すべ

きである．

2-4-19

骨変化をきたした手指部軟部腫瘍症例の

検討

SoftTissueTumoroftheHandwithBoneLesion

金沢大学整形外科

○橋本典之，池田

萩原教夫，富田

和夫，納村直希，

勝郎

【はじめに】骨変化をきたす良性軟部腫瘍は稀で

あるが手指部ではしばしばみられ，診断に注意を

要することがある．

【対象】過去20年間において，当科で手術的治療

を行った手部腫瘍患者86例を検討した．男性40

例，女性46例，手術時平均年齢は33歳（3歳～

89歳）であった．骨変化をきたした症例はその

うち11例であった．内訳はepidennoidcystが4例，

glomustumorが3例,tendonsheathGCT(GCTTS)

が3例，骨内ganglionが1例であった．

【結果】Epidermoidcystは全例末節骨に発生し，

骨透亮像と骨皮質の非薄化を呈していた．

Enchondromaとの相違は，骨透亮像が末節骨先端

部に偏在していたことであった.Glomustumorは

末節骨背側より骨が圧迫されている像を呈してい

た.GCTTSでは大きな軟部腫瘤とともに，骨皮

質の圧迫像と虫食い像を呈していた．3例とも骨

変化は中節骨，基節骨に存在し,A2,A4pullyに

相対する部位であった．

【考察】手指部の皮層は厚く，手指骨に線維性に

結合されている．このため，軟部腫瘍が発生した

場合，腫瘍が増大するスペースには限りがあり，

骨への圧迫が早期から生じると考えられる．爪下

部は特に余裕がなく，直径5mmのglomus腫瘍で

も骨圧迫像をきたしていた．Epidermoidcystは骨

変化をきたした場合,enchondromaや転移性骨腫

瘍との鑑別が難しいこともあり注意を要する．

GCTTSの全症例11例のうち3例(27%)に骨変

化を認めた．虫食い像をともなう症例では腫瘍の

完全な切除のためにpullyを含めた，切除後の再

建を考慮する必要がある．手指部軟部腫瘍で骨変

化を認めた場合，鑑別診断，治療方針を充分に検

討することが重要である．
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手関節掌側ガングリオンの手術成績

ResultsofSurgicalTreatmentfOrthePalmar

WristGanglions

'北海道勤医協苫小牧病院整形外科，ユ北海道勤医

協中央病院整形外科

○畑中渉!，柴田定!，高畑直司！，

佐藤智弘11堺慎2

【はじめに】手関節掌側ガングリオンは，手術に

際し僥骨動脈や僥骨神経浅枝などの損傷を受けや

すく，また手術後も再発することがあるため，積

極的に手術されることが少ないようである．手術

施行例の病像と治療成績を検討したので報告す

る．

【対象】1982年7月より2002年9月までに手術治

療を行った76例79手を対象とした．尺掌側発生

例1手を除いて，他は僥掌側発生例であった．男

性29例31手，女性47例48手，右42手左37手で

あった．利き手に45.6％発生していた．手術時

年齢は平均33.9歳（5～82)，術後経過観察期間

は平均7年4カ月（1カ月～18年8カ月）であっ

た．全例伝達麻酔にて手術は行われた．手術は完

全摘出を心がけ，主包腫のみの切除だけでなく，

基部を約5×5mm切除するようにした．

【結果】術前の症状では腫瘤自覚のみが36手と最

も多かった．知覚障害を9手に認めた．3手は他

医にて手術を施行された再発例であった．術中僥

骨動脈や分枝の損傷ないし合併切除が7手にあっ

た．神経損傷ないし合併切除は5手に施行されて

おり，正中神経掌枝が3手，僥骨神経掌枝が1手，

尺骨神経掌枝がl手であった．ガングリオンの発

生は，僥骨-舟状骨間の発生例が36手と最も多か

った．術後10手に再発を認め，4手は再手術を施

行した（1手は他医にて再手術するも再々発あ

り）．術後知覚障害が4手に認められたが，1手は

経過観察中に消失した．術後運動時痛残存を3手

に認めた．

【考察】ガングリオンの治療には，穿刺，圧挫等

の保存的治療と手術療法があり，保存療法は不確

実で再発が多いと言われているため，我々は手術

療法を第一選択としてきた．手関節掌側ガングリ

オンは，僥骨舟状骨間より発生することが多く，

僥骨動脈や僥骨神経浅枝，正中神経浅枝と近接し

ており，これらの損傷には十分配慮が必要である．

2-4-21

手根骨に発生した有痛性骨内ガングリオ

ンの治療経験

TheTherapyofPainfUllntraosseousGanglion

inCarpalBones

'慶應義塾大学整形外科，ユ荻窪病院整形外科

○林俊吉'，中村俊康'，池上博泰'，

高山真一郎!，田崎憲一ユ

【はじめに】ガングリオンは日常診療上しばしば

遭遇する疾患であるが，骨内ガングリオンの頻度

は少ない．今回，われわれは手根骨に発生した有

痛性骨内ガングリオンの治療経験を報告する．

【対象および方法】症例は1985年から2002年に

経験した9例9手関節である．性別は男4，女5

で，年齢は，26歳から51歳（平均35歳）であっ

た．発生部位は月状骨5例，舟状骨3例，三角骨

l例であった．痒痛の程度，初期診断，画像所見，

治療方法とその成績を検討した．

【結果】全例術前に手関節痛を訴えたが，その程

度は軽～強度とさまざまであった．当初より骨内

ガングリオンを疑ったものは6例で，他の2例は

骨嚢腫，1例はstage3aのキーンベック病と診断

していた.単純x線像では全例円形透亮像を呈し，

辺縁に骨硬化像が見られた．MRIでは,Tl強調

像で低信号,T2強調像で高信号に描出され，骨

嚢腫との鑑別は困難であった．手術所見は,steal

がなく，孤立性のものは7例，手根骨骨間靱帯な

どからのstealを有するものが2例であった．治療

は，全例病巣掻爬後，自家骨移植を6例，人工骨

充填を3例に行った．術後，全例手関節部痛は消

失した．

【考察】手根骨骨内ガングリオンは骨嚢腫との鑑

別診断は困難であり，骨硬化像を呈し強い瘤痛を

訴える症例もあるため，キーンベック病との鑑別

を要する場合もある．今回の検討でも，2例で骨

嚢腫と，1例でキーンベック病と初期診断されて

いた．しかし，内圧の冗進による強い瘻痛を訴え

ることや単純x線像での特徴的な円形透亮像と辺

縁の骨硬化は諸家の報告のとおりであった．手術

療法の成績は良好であり，最近では病巣掻爬，人

工骨充填にて，浸襲が少なく，十分な強度が得ら

れるため，早期に手術療法を考慮してもよいと思

われる．
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上肢に発生した神経鞘腫の病態と術後成

績の検討

ClinicalPathologyandTherapeuticResultsof

NeurinomawhichOccurredtoanUpper

Extremity

東京医科大学整形外科

○高瀬勝己，松岡宏昭，原田栄志，

山本謙吾，今給黎篤弘

【目的】神経鞘腫は，術後脱落症状が軽度で治療

予後が比較的良好なため，病態・摘出術に関する

適応・治療成績などに関する詳細な報告は意外に

少ない．今回，上肢に発生した神経鞘腫の病態お

よび術後成績を中心に検討したので報告する．

【対象】1990年以降，当科にて治療した上肢神経

鞘腫は20例である．内訳は，男性10例・女性10

例，右側12例・左側8例，手術時年齢は13～69

歳（平均46.7歳）で，罹病期間は1ケ月～180ケ

月（平均43.1歳）であった．単発例は19例で正

中神経7例・尺骨神経5例・僥骨神経4例・指神

経1例・筋皮神経1例・不明3例で，このうち，

榛骨神経および筋皮神経に同時発生した多発例は

1例のみであった．術後経過観察期間は，6ヶ月

～5年8ケ月であった．

【結果】初発症状は,20例中18例は腫瘤感のみで，

罹病期間の長短に関わらず明らかな神経症状をき

たした症例はない．また，腫瘍部におけるTinel

徴候は20例中16例で全例には認められなかっ

た．腫瘍は，全例において罹患神経束で核出術が

可能であり，神経移植術を施行した症例はない．

術後の神経脱落症状は，運動神経束に発生した僥

骨神経の2例・尺骨神経1例に，術後筋力低下を

一時的に認めたが経時的に回復した．一方知覚神

経束に発生した尺骨神経の1例で短期的に知覚障

害を認めた．しかし，最終的には全症例において

脱落症状を残存した症例はなかった．また，再発

もしくは再度核出術をした症例はない．

【結語】上肢に発生した神経鞘腫は，罹病期間が

長期であっても自覚的には腫瘤感が主であり，運

動麻鹿をきたす症例はなかった．術後成績が良好

であることより，腫瘍が増大し周囲組織との癒着

がおきない早期の核出術は，神経機能温存に有効

な手段と思われた．

2-4-23

上肢発生神経鞘腫の治療成績

SchwannomaintheUpperExtremity

'山口大学整形外科，z小郡第一総合病院

○伊原公一郎'，重冨充則!，村松慶一1，

椎木栄--11安部幸雄2

【目的】神経鞘腫は，容易に摘出可能で神経脱落

症状を遺残することは稀とされている．しかし，

何らかの愁訴や重大な後遺症を残すこともあり，

治療上の問題が少ないとは言えない印象がある．

今後の治療指針の参考となるよう自験例の治療成

績について検討した．

【方法】過去17年間に当科で経験した上肢発生の

神経鞘腫22例を対象とした．年齢は35～72歳，

平均55歳であった．部位は鎖骨部3例，上腕6例，

前腕7例などであった．罹患神経は正中神経6例，

尺骨5例，僥骨神経3例，筋皮神経2例，指神経

1例であり，残り5例は皮下に発生していた．前

医で切除を受けた2例では運動麻痒や知覚脱失を

認めたが，未治療例の症状は軽微で,Tinel様徴

候は約半数に認めた．治療は拡大視野での摘出，

核出を行ったが，摘出歴のある2例は神経移植を

行った．術後経過期間は平均3年2カ月であった．

【成績】局所再発はなく，経過良好であったが，

術後一過性に癖れの増強を認める例が多く，1例

では術後長期に亘って遺残した．神経移植例を除

く3例に術後運動麻溥を来たした．神経は筋皮，

僥骨，正中各1例であり，正中の1例で腱移行術

を追加した．神経移植2例中，僥骨神経1例の回

復は不良であったが，一次性に腱移行を行ってお

り問題は少なかった．

【考察】当科では神経鞘腫の手術に際しては，顕

微鏡を使用し，新たな神経障害を来さないよう留

意している．それにもかかわらず，術後の神経脱

落症状の発生は意外に高頻度であった．罹患神経

束の切除は脱落症状を引き起こさないとする意見

が多い一方で，半数以上に遣残症状を認めたとす

る報告もある．手術に際しては脱落症状や，追加

手術に関して十分な説明をすべきであると再認識

した．特に大きさが5cmを越える場合には神経

症状を遺残する確率が高くなり注意すべきであ

る．
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自家骨移植を併用した手指内軟骨腫の治

療成績

SurgicalResultofEnchondromawithBone
Graft

'土谷総合病院整形外科，2広島手の外科・微小外

科研究所

○今田英明!，木村修司!，木森研治2，

津下健哉2

【目的】手指の内軟骨腫に対する手術では，骨移

植の必要性，病的骨折合併例の手術時期などにつ

いて意見の分かれるところである．我々は早期の

手の使用を実現するため，骨折合併例には待機す

ることなく一期的な掻爬，骨移植，骨接合を，ま

た高度に骨皮質が非薄した症例には病巣掻爬後，

全例に骨移植を施行してきた．今回その治療成績

を報告する．

【対象】術前に，病的骨折や病巣部骨皮質の高度

の非薄化を認めた17例（男性8例，女性9例）を

対象とした．手術時年齢は平均39歳（16～56歳）

であり，術後経過観察期間は平均2年2カ月（6

ヵ月～4年3ヵ月）であった．腫瘍の発生部位は

末節骨5例，中節骨7例，基節骨5例，中手骨1

例であり，このうち1例は中節骨，基節骨の重複

例であった．手術はまず全例で徹底した病巣掻爬

を行なった．こののち，生じた骨欠損部には原則

として腸骨または僥骨から採取した海綿骨を充分

に充填し皮質骨板で被覆した．しかし，骨欠損部

が大きい症例に対しては皮質骨付き海綿骨をブロ

ックのまま移植し,隙間に海綿骨移植を追加した．

皮質骨板ならびに皮質骨付き海綿骨はK-wire,

Screw，ナイロン糸のいずれかを用いて強固に固

定し，早期より可動域訓練を開始した．これらの

症例に対して臨床症状，可動域,X線所見を調査

した．

【結果】平均6.7週にて骨癒合が得られ，手の自

由な使用を許可した．術後，局所の転位や再骨折

を生じた症例はなく，腫瘍の再発も認めていない．

患指の関節可動域は病巣郭清部に指動脈皮弁を併

用した1例と隣接関節に関節症が存在する1例を

除き，制限は認められない．

【まとめ】骨移植を併用することにより，骨接合

部の再転位や病的骨折の発生リスクを軽減するこ

とができ，早期の手の使用が可能となる．

2-4-25

僥骨骨腫瘍切除後の広範囲骨欠損に対す

る血管柄付き腓骨移植

VascularizedFibularGraitingfOrReconstruction
afterResectionoftheRadialBonenlmor

山口大学整形外科

○村松慶一，伊原公一郎，重冨充則，

黒川 陽子 ，河 合伸 也

【目的】僥骨骨腫瘍切除後に生じる広範囲骨欠損

に対しては患肢温存の理念からこれまで様々な再

建術が行われてきた．当科では再建には血管柄付

き腓骨を第一選択として用い良好な結果を得てき

たので，その利点や手関節再建の適応について報

告する．

【方法】当科で血管柄付き腓骨移植を用い僥骨を

再建したのは4例であり，男3例女1例，手術時

年齢は14～67歳（33)，術後平均経過観察期間

は2年であった．腫瘍発生部位と組織診断は，僥

骨遠位部の骨肉腫，類腱線維腫，巨細胞腫各1例，

近位部骨肉腫1例であった．僥骨遠位端の再建法

は，悪性腫瘍では移植腓骨を僥骨と手根骨に固定

し合併切除した伸筋腱は手根伸筋腱を移行した．

巨細胞腫例には腓骨骨頭移植で手関節を再建し，

近位例は腓骨で骨長を維持した．移植腓骨長は

12～18cm(15)であった．これらの症例に対し

て，手術合併症，腫瘍学的予後,X線評価，手関

節可動域，握力,Ennekingの患肢機能評価，日常

生活での使用の程度等について検討した．

【方法】血管柄付き腓骨は全例生着し，腫瘍学的

予後は全例NEDであった.X線評価では，骨癒

合まで腓骨手根骨接合部は7ヶ月を要したが，僥

骨接合部は6ヶ月以内に得られた．患肢の機能評

価では，回内外可動域は全例健側比60％以上で

あったが，握力は僥骨近位再建例を除き50％以

下に留まった．患肢機能評価の総計は67～93％

(平均81）と良好であり，全例日常生活でよく患

肢を使用していた．

【考察】対象症例は全例患肢の機能評価は良好で

あり，血管柄付き腓骨を用いた榛骨再建は満足い

く結果が得られた．僥骨遠位端巨細胞腫例は適応

を選べば腓骨骨頭移植による関節形成で良好な患

肢機能温存が可能である．悪性腫瘍例は切除縁の

確実性や合併切除腱の再建ドナーを確保ために僥

骨手根関節は関節固定する方が良好と考える．
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僥骨遠位端骨折に合併したRSDの治療成

績

TreatmentfOrReflexSympatheticDystrophy
CombinedwithUnstableFractureoftheDistal

Radius

!山口大学整形外科，2山口大学医学部附属病院リ

ハビリテーション部，ヨ寿光園リハビリテーショ

ン部

○大野晃靖11重冨充則11河合伸也11

柳原秀子2，宮内順子3

【はじめに】僥骨遠位端骨折の治療経過中にRSD

が合併した場合，リハビリテーションに大きく影

響を及ぼし機能的障害を残すことが多い．私たち

はこれらRSD合併症例に対し静脈麻酔下マッサ

ージ療法を行ってきたので治療成績につき検討を

加え報告する．

【対象・方法】不安定型僥骨遠位端骨折に観血的

治療を行った78例81手のうち経過中にGibbons

のRSDscoreが3点以上であった11例11手（男

2例，女9例）を対象とした．年齢は35歳から81

歳，経過観察期間は7ケ月から3年であった．手

術法は自家骨移植に創外固定を併用したもの5

手，人工骨移植(BIOPEX)に創外固定を併用し

たもの4手，掌側plateの2手であった．静脈麻酔

下マッサージ療法としては駆血下に静注用2％リ

ドカイン10ml,生理食塩水10ml,リンデロン4

mgを混合したものを緩徐に静注．除痛を確認後，

ハンドセラピストによるモビラート軟膏を使用し

た非観血的授動術を行った．これを週2回，4週

を限度として施行した．治療成績はGreenand

O'Brienの評価基準と手指拘縮の評価項目を含む

重冨の評価基準を用いて評価した．

【結果】手術法の選択によるRSDの発生頻度に有

意差は認められなかった.RSDの瘻痛は全例改

善したが，手関節または手指に拘縮が残存したも

のは4手であった．最終診察時のGreenand

O'Brienの評価基準では65点から90点（平均81

点),Excellent2手,Good6手,Fair3手であった．

重冨の評価基準では68点から95点（平均80点)，

Excellent4手,Good3手,Fair4手，手指に拘縮

が残存した2例では68点でFair,80点でGoodで

あった．

2-4-27

上肢CRPSに対するケタミン軟實療法

AnalgasicEffectsofKetamineOintmentfOr

PatientswithComplexRegionalPainSyndrome

onUpperExtrenty

山口大学整形外科

○重冨充則，伊原公一郎，村松慶一，

大野晃靖，河合伸也

グルタミン酸受容体に対する拮抗作用を有する塩

酸ケタミンは，全身麻酔薬として静脈注射製剤が

臨床応用されている．2002年Ushidaらは,CRPS

に対して塩酸ケタミンを軟膏製剤として局所塗布

するケタミン軟膏療法を報告した．彼らは，

0.25％～1．5％のケタミン軟膏が，早期のCRPS

typelのallodyniaに有効であることを述べた．私

たちも，これに倣い上肢のCRPS症例にケタミン

軟膏療法を応用したのでその成績を報告する．

【方法】対象は上肢のCRPS患者4例4肢である．

原疾患は上腕切断2例，腕神経叢全型麻痒l例，

deQuervain病1例である．薬剤部の協力のもと院

内製剤として1％ケタミン軟膏を作製し，患者に

自分で患部に塗布してもらった．塗布回数には制

限を設けなかった．評価はVASを用い，ケタミ

ン軟膏療法開始前後で比較した．

【結果】4例ともケタミン軟膏療法により瘻痛の

改善を認めた．瘻痛の改善度は症例により，本療

法継続期間により様々 であるが，特にCRPStype

IIである腕神経叢全型麻痒例では,VAS評価で

開始前9.8であった痙痛が,開始後1カ月で4.0に，

開始後3カ月で0.8となった．この症例では，ケ

タミン軟膏開始までNSAIDを多用しており，

NSAID潰瘍による吐血も来していたが，本療法

開始後はNSAIDが不要になった．

【考察】ケタミン軟膏の作用機序としては未だ不

明であるが，ケタミンの局所麻酔作用による局所

交感神経遮断と末梢グルタミン酸受容体に対する

作用が考えられている．私たちの結果からは，ケ

タミン軟膏療法はCRPStypelのみならずtypell

にも有効である可能性が示された．
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CRPSタイプ2に対する末梢神経刺激療法

PeripheralNerveStimulation(PNS)fOrCRPS

Type2

!医療法人有光会サトウ病院整形外科，z大阪大学

大学院医学研究科生体機能調節医学講座

○古瀬洋-11井関一道11柴田政彦Z,

井 上隆弥2

【目的】CRPSに対する脊髄刺激療法(spinalcord

stimulation:SCS)の報告は散見されるが,PNSの

本邦での報告はない．われわれは他のいかなる治

療にも抵抗性のCRPStype2の3例に対してPNS

を行ったので報告する．

【方法】対象は切創による僥骨神経浅枝損傷，肘

部管症候群術後の尺骨神経損傷，挫創による環指

尺側指神経損傷の3例である．全身麻酔下に損傷

された末梢神経を損傷部より中枢の上腕部で展開

し,SCS用のプレート型電極を筋膜で包んだ後，

神経直下に留置し，周囲の軟部組織に逢着した．

以後はSCSと同様に皮下トンネルを経由させた

リード線を肩関節部より体外に出し，試験刺激器

に接続した．麻酔覚醒後より試験刺激を行い，効

果を確認した約1週間後に刺激器の体内植え込み

を行った．

【結果】3例とも刺激開始直後より痙痛の著明な

軽減を認めた．現在，それぞれ術後1年6ヶ月，

1年1ヶ月，7ヶ月経過しているが効果は術直後

と変わらず安定している．患者の満足度は極めて

高い．

【考察】SCSでは瘻痛部位に刺激で生じる

paresthesiaを一致させなければ効果を得難い．そ

のため患者を覚醒させて術中刺激を頻回に行って

電極位置を決めなければならず，全身麻酔では行

えない.PNSでは刺激はほぼ確実に瘻痛部位へ伝

わるので術中試験刺激は不要である.SCSでは脊

髄後索を刺激するので運動神経はほとんど刺激さ

れないが,PNSでは混合神経を刺激するので筋収

縮が起こりやすい．長時間刺激する場合には筋収

縮の閾値以下に電圧を下げなければならない．

【結語】PNSは他の治療が無効なCRPStype2に有

効であった．適応は吟味しなければならないが新

しい治療法の一つになりうる．

2-4-29

脊髄後根進入部遮断術と後根切断術を併
用して瘻痛緩和が得られた上肢複合性局

所瘻痛症候群症例の経験

DorsalRootEntryZoneLesionandDorsalRoot

RhizotomyfOrPatientwithCRPSTypelof

UpperExtIenty

l高知医科大学整形外科，2都立神経病院脳神経外

科

○池本竜則!，牛田享宏!，高橋宏2，

谷俊一!，野口政隆！

【はじめに】複合性局所痔痛症候群Type1以下

cPPsl(従来のRSD)は痙痛を中心として様々な

臨床症状をもつ難治性の慢性神経因性瘻痛であ

り，その発症原因は痛覚の伝導路の異常が考えら

れている．そこで今回我々は右上肢のCPPSIに

対して痛覚伝導路を遮断する目的で脊髄後根進入

部遮断術と後根切断術を併用する手術を行い瘤痛

症状の改善を得た症例を経験したので報告する．

【対象および方法】対象は54歳男性，6年前に

交通事故にてCRPSIを発症している．右上肢は

ほぼ全域にわたって焼け付くような痛みがあり，

上肢全域の皮肩温は低下，患部を軽くさわるとア

ロデニアが出現する状態を認められた．そのため

様々な内服薬に加え，神経ブロックなどを行い除

痛を図ったが十分な症状の改善は得られず，術前

の状態では右上肢は廃用状態に陥っていた．術式

はまず，患側のC'C8の頚髄部後根切断を後角付

着部で行い，更にバイポーラーコアギュレータを

用いて同レベルの後角の熱凝固することで痛覚伝

導路の遮断術を行った．

【結果と考察】術直後より上肢はC5-8髄節支配域

の感覚脱失が認められたが，癌痛は改善され，右

上肢の皮層温低下も改善した．更に，術前は廃用

肢となっていた右上肢も動作可能となり基礎的な

日常生活動作の一部が可能となった．術後半年を

経過した現在，患側の上肢が重い感じと顔面有毛

部の痒み感が出現しているが痙痛自体の緩和は現

在まで続いており本人の満足度は高い．

【結語】薬剤，神経ブロックなどの保存的治療が

無効であった右上肢のCRPSIの症例に脊髄後根

進入部遮断術と後根切断術を併用する手術を行い

短期ではあるが患者のADLにおいて改善が得ら

れた．
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RSD交通事故判例の賠償科学的検討

AnalysisofJudicialCasesasRegardsRSD

(RenexSympatheticDystrophy)

I板橋中央総合病院整形外科，2新潟大学法医学教

室

○小久保亜早子1，山内春夫2

反射性交感神経性ジストロフイー（以下RSD)

は軽微な外傷後にもかかわらず，頑固な痔痛を引

き起こすことがあり，交通事故の損害賠償におい

てしばしば問題となる．客観的な所見が乏しく，

消去法で診断に至ることが多く，裁判では診断そ

のものが争点となっている．上肢RSDに関する

10例（男性7例，女性3例，平均年令41歳）の

判例を検討した.RSDにおる後遺障害等級は，

｢上肢機能全廃」で2例が5級を認定されている

ほか，6～12級に認定されており，450万円から

1500万円と高額な後遺症慰謝料が認められてい

る．治療当時はRSDと診断されていなかった

が，裁判の鑑定でRSDと診断された1例を含み，

一審では全例がRSDを肯定されている．そのう

ち，2例は，控訴後に高裁で，別の疾患（肩関節

周囲炎，胸郭出口症候群）であるとしてRSDが

否定されており，3年間の裁判期間中に，経過が

軽快したためと考えられる．また，一審で，4例

は心因的あるいは身体的要素を理由に，20～

65％の素因による減額が行われているが，これ

は，裁判官が，重症化は個人の素因によるところ

が大きいと判断していると考えられた．受傷当時

になされたRSDの診断が，長期化した裁判にお

いて覆されることがある.RSDの診断そのもの

が問題なのか，症状固定時期など，後遺症の診断

時期の問題なのかを検討する必要がある．
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2-5-1

手関節軟骨損傷からみた舟状骨腰部骨折

のメカニズム

ChondralLesionsShowtheMechanismof

ScaphoidFractures

神野病院整形外科

○日高康博，黒住健人，橋本博行，

神野泰

【目的】新鮮舟状骨骨折内固定時に手関節鏡視を

行い骨折部以外にも定型的に軟骨損傷が合併する

ことを第44回本学会で発表した．今回我々は骨

折型と関節軟骨損傷の関係を調べ骨折のメカニズ

ムについて考察した．

【症例と方法】2000年1月から2002年10月まで

に受傷10日以内（平均4.3日）に当院で鏡視，内

固定を受けた新鮮舟状骨腰部骨折21手を対象と

した．男性17手，女性4手，平均28歳(16～57

歳）であった．骨折形は,Herbert分類A2型,12

手,B2型,9手であった．内固定の前に僥骨手根

関節と手根中央関節から鏡視を行った．

【結果】全例に軟骨病変を認めた．病変は軟骨下

骨よりの薄い出血斑を伴った関節軟骨の陥没，関

節軟骨の剥脱，剥離，軟骨骨折であった．軟骨病

変が認められたのは僥骨茎状突起と舟状骨近位関

節面ではA2型,12手中10手,B2型,9手中8手

であった．僥骨舟状骨窩ではA2型,8手,B2型，

2手であった．手根中央関節面の舟状骨骨折部周

辺ではA2型,11手,B2型,3手，有頭骨の舟状

骨関節面ではA2型,6手,B2型,0手であった．

【考察】今回の結果,Herbert分類B2不安定型は

僥骨茎状突起では軟骨病変がA2安定型と同程度

に存在したが手根中央関節内の骨折部周辺には軟

骨損傷は少ない傾向があり，むしろA2型に軟骨

損傷が目立った．これはB2型がもっぱら曲げモ

ーメントにより骨折したのに対して,A2型は有

頭骨の骨折部への直達外力も関与して骨折が完成

したためと思われる．骨折に至るメカニズムが

A2型とB2型では異なっていると考えられた．ま

たいわゆる嗅ぎたばこ入れに圧痛が続き舟状骨骨

折を疑っても骨折が認められない症例がある．こ

れらには今回の結果から骨折に至らない軟骨損傷

のみの症例が含まれている可能性がある．

2-5-2

舟状骨偽関節の3Dコンピューターシミュ

レーション手術

3DComputerSimulationofSurgeryfOrthe

ScaphoidNonunion

‘大阪大学整形外科，2関西労災病院整形外科，

3市立豊中病院整形外科

○村瀬剛1，森友寿夫I,後藤晃11

田野確郎2，山本浩司3

【目的】舟状骨偽関節に対してはanteriorwedge-

shapedbonegraftを行って手根骨配列異常を矯正

することの重要性を唱えてられている．われわれ

は,3DCT画像からコンピューターを用いた手術

シミュレーションを行って，正確な変形の矯正を

試みているので報告する．

【対象】10例10手（男性9例，女性1例，平均

27.9歳）対象とした．受傷から手術までの平均期

間は9.7ケ月で，いずれも掌屈変形を伴った中央

1/3の偽関節である．

【方法】手関節中間位で両側の手根骨のCTを0.6

~1mmスライスで撮影した．得られた2次元画

像データから患側と健側の舟状骨3次元表面モデ

ルをコンピューター上で作成し，患側の舟状骨遠

位骨片と近位骨片を健側の鏡像に重ね合わせるこ

とによって遠位骨片の近位骨片に対する転位量を

計測した．また，スクリューの至適刺入位置のシ

ミュレーションと整復したときにできる骨欠損部

の大きさや形状の計算も同時に行った．さらに

CADデータから，整復とスクリュー刺入を模し

た実物大のプラスティックモデルを光造形技術を

用いて作成して，実際の手術に持ち込んでガイド

とした．

【結果】コンピユーター上の計算で，舟状骨遠位骨

片が近位骨片に対して，掌屈11～30。（23｡)，尺

屈-17～43。（11｡)，回内－9～33。（7｡）転位し

ていた．実際の手術ではコンピューターシミュレ

ーションで得られたデータとプラスティックモデ

ルを参考にしながら舟状骨の整復を行い,SL角は

術前65.が術後52。（健側50｡）に改善した．

【考察とまとめ】3DCTコンピューター解析を用

いれば,偽関節部の変形量を正確に定量化できる．

整復の程度は舟状骨偽関節の手術成績を決定する

重要な要因であり,3DCTを用いたコンピュータ

ーシミュレーションは，より正確な術前計画を立

てるうえで有用な方法である．
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2-5-3

DTJscrewを使用した舟状骨偽関節手術

の治療成績

OperativeResultsofScaphoidNonunionTieated

byDWScrew

兵庫医科大学整形外科

○戸祭正喜，田中寿一，大迎知宏，

奥野宏昭，圓尾宗司

【目的】第45回本会で，我々が開発したDouble

threadscrew(以下DTJ)の新鮮舟状骨骨折に対す

る有用性について報告した．今回DTJを使用した

舟状骨偽関節手術の治療成績につき検討を行った

ので報告する．

【対象および方法】1986年以降当科で手術を行っ

た舟状骨骨折295例のうち，偽関節例は，140例

(47.4％）であり，このうちDTJを固定材料とし

て使用した23例を対象とした．男性22例，女性

1例，手術時平均年齢23歳（13歳～42歳）であ

った．骨折から手術までの期間は平均17.3ヶ月

(1～168ケ月)，経過観察期間は平均8.6ケ月（2

～17ケ月）であった．

治療成績の評価は，受傷からの経過が2年以内で

腰部骨折後の偽関節例に対し，偽関節部への骨移

植を行った後にDTJで固定した15例(D群）と

同様の条件でHerbertscrewを使用した19例(H

群）と手術時間，外固定期間，骨癒合までの期間

について比較することで検討した．

【結果】H群では，感染等により2例（10.5％）

で骨癒合が得られなかったのに対し,D群は15

例全例骨癒合していた.D群では手術時間が短縮

されており，最短55分で終了していた．また，

骨癒合までの期間は,H群平均9.8週に比べてD

群平均8.2週と短縮されていた．

【考察】DTJはthread先にselfdrillとself-tapの機

構を有するため,1.2mm径のguidepinを刺入す

るのみで術者の思うところにScrewを挿入するこ

とができ,guidepin刺入からScrew挿入までの時

間が大幅に短縮された．また，固定力に優れてい

るため，偽関節部に移植骨をはさんだ不安定な状

態においても充分な固定性が得られ，早期の骨癒

合獲得を可能とした．

2-5-4

月状骨および月状骨周囲脱臼の治療成績

TreannentofLunateandmrilunateDislocations

'長崎大学整形外科，2長崎披済会病院整形外科，

3いまむら整形外科，＃愛野記念病院整形外科，

s五島中央病院整形外科

○櫛田学11長谷芳文21今村宏太郎31

貝田英二4，角光宏，

【目的】月状骨脱臼および月状骨周囲脱臼の治療

成績を調査し，検討を加え治療上の留意点を検討

した．

【対象と方法】過去20年に当科および関連病院に

て加療された27例28手関節を対象とした．全例

男性で年齢は19歳から71歳（平均40歳）であっ

た．脱臼型はGreen&O'Bnenの分類で,1型の背

側月状骨周囲脱臼/掌側月状骨周囲脱臼が10手，

舟状骨骨折を伴う2型が11手，僥骨茎状突起骨

折を伴う4-A型が5手,1型に三角骨周囲の脱臼，

骨折である4-C型を合併したものl手,2型に三

角骨周囲の脱臼，骨折である4-C型を合併したも

の1手であった．受傷から治療までの期間は当日

から3ケ月（平均23日）であった．2ケ月以上経

過した陳|日例は4例であった．治療は新鮮例のl

型の2手，2型の2手に徒手整復ギプス固定を，

24手に整復後K-wireによる固定または観血的整

復，靱帯修復後固定を行った．陳旧例に対しては

掌側,背側の両側から侵入して艤痕組織を除去し，

脱臼整復，鋼線固定を行い，舟状骨骨折には骨移

植術を追加した．初診時9例に正中神経麻痒を認

めたが経過中全例回復した．経過観察期間は11

ヶ月から9年5ヶ月，平均3年10ヶ月．臨床成績

はCooneyの判定基準に従って評価した．X線像

ではDIS1,VISI,変形性手関節症(OA)の有無

について調べた．

【結果】28手全体の臨床成績の平均は73.5点．新

鮮例24手の平均は80点，陳|日例では70点であっ

た.4-A型の3手,1型,2型の各1手にDISI変形

がみられ，4手にOA変化を認めた．

【考察】陳旧例は新鮮例と比較すると可動域の改

善悪<臨床成績も劣っていた.K-wireによる固定

のみだけでは術後DISIの残存した症例があり，

可急的早期に観血的な靱帯修復を考盧すべきであ

ると考えた．
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2-5-5

減張位早期運動を用いた関節リウマチの

手指伸筋腱皮下断裂の治療一手術後5年以

上経過した例の検討一

TbnsioIH℃ducedEarlyMObilizationfMRecons伽c‐

tion㎡勵腿nsα･TbndonRUpmemtheRheumatoid

Hands-CMcalStudy㎡Mi血nlnn5-yearFbIowsUp-

1慶應義塾大学整形外科，2いしぐろ整形外科，

3川崎市立川崎病院整形外科，､駒沢病院整形外科

○池上博泰'，高山真一郎'，石黒隆2，

堀内行雄3，市川亨』

【目的】関節リウマチ(RA)の手指伸筋腱皮下断

裂に対して，減張位早期運動を用いた治療方法を

過去の本学会で報告してきた．今回，この治療を

行った65症例のうち，手術後5年以上経過した

例について検討した．

【症例および方法】減張位早期運動を用いて治療

したRA手指伸筋腱皮下断裂のうち手術後5年以

上経過した20例（全例女性）を対象とした．手

術時の年齢は34～72歳（平均59)，断裂した伸

筋腱は，小指のみが4，環・小指が11,中・環・

小指が4，示・中・環・小指がl例であった．

手術は，滑膜切除,背側に脱臼した尺骨頭の処置，

断裂した腱の末梢断端を尺側指より順に隣接指と

縫合し断裂していない伸筋腱と端側縫合する伸筋

腱の再建を行った．後療法は，テーピングによっ

て縫合部の減張を保持し術直後から手指自動運動

を行う減張位早期運動を用いた．

患者の満足度,MP関節の可動域，手指の変形，

伸筋腱の再断裂などについて検討した．

【結果および考察】手術に対する満足度は，18例

(90％）で“良”以上であった.MP関節の伸展

不足角は，術後1年ではほとんどの例が10度以

内であったが，調査時には30度以上のものが7

例あった．手根骨の圧壊,MP関節の掌側脱臼，

尺側偏位などが原因であった．また環・小指伸筋

腱断裂11例のうち2例に，中指伸筋腱がMP関節

背側で尺側へ脱臼する例が認められたが，伸筋腱

の再断裂を生じた例はなかった．20例中10例で

尺骨中枢端の骨吸収と僥骨への偏位を，4症例で

僥骨への偏位を認めた．

RAは進行性の疾患であるためその長期経過例

は必ずしも良好ではなく,MP関節の伸展不足角

度が増大する傾向がみられた．しかし，日常生活

動作での支障はほとんどなく，術後にMP関節の

屈曲制限を生じる危険のない減張位早期運動を用

いたわれわれの治療方法は非常に有用と考える．

2-5-6

RA手指伸展障害を来したMP関節伸筋腱

脱臼例の検討

StudyofExtensorDislocationCausingFinger
ExtensionDisturbanceinRheumatoidPatients

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，市川誠，岡伸一，

津下健哉

関節リウマチ（以下,RA)手におけるMP関節

レベルでの伸筋腱脱臼は指の尺側偏位や伸展不能

の原因となるとされている．前者は時に遭遇する

が，後者に遭遇することは比較的まれで，伸筋腱

断裂と診断を誤ることがある．われわれは過去に

指伸展障害を主訴とした本症を6例経験した．こ

れらについて臨床経過，手術治療の結果，さらに

診断上の問題点についてまとめた．

【対象および方法】対象症例は6例19指であった．

症例の内訳はRA5例,SLE1例，男性2例，女性

4例，年令は51～75（平均61）歳であった．罹

患指は示指：2，中指：5，環指：7，小指：5指

であった．RAの5例ではすべて指伸展不能が，

SLEでは伸展困難が主訴であった．過去に手関節

での腱再建術を受けた例が2例あった．再建手術

として伸筋腱のcentralrelocationを全例に施行し，

小指罹患例では小指外転筋切離術を，手関節での

伸筋腱癒着2例では腱剥離を,swanneck変形のl

例6指では斜支靱帯再建を追加した．

【結果】術前診断で手関節レベルでの伸筋腱断裂

の誤診が1例あった．術前後の自動可動域の変化

は中指：－65/87．から－5/87°へ，環指：-

50/83°から－17/82．へ，小指：－73/85．か

ら-18/83°へ改善していた．指伸展開始に補助

を要したSLE例では術後円滑な伸展が得られた．

【考察およびまとめ】伸筋腱の尺側脱臼は緩除に

進行し，最終的に指伸展不能を招来するが，同時

に手関節の破壊，指の尺側偏位も進行することが

多い．臨床像は伸筋腱断裂に酷似し診断を誤るこ

とがあるので注意を要する．再建法としてMP関

節面の比較的保たれた症例では伸筋腱のcentral

relocationで伸展機能はよく改善する．
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3DCT画像でとらえたリウマチ手関節不安

定性と伸筋腱断裂との関連

RelationshipbetweentheRheumatoidWrist

InstabilityandExtensorTendonRupturewith

theUseof3DCTImage

新潟県立瀬波病院リウマチセンター整形外科

○石川肇，村澤章，中園情，

遠山知香子

【目的】リウマチ手関節の不安定性を構成する要

素には，遠位僥尺関節での尺骨遠位端の背側亜脱

臼や僥骨手根関節での手根骨の回外変形，尺側移

動，掌側亜脱臼，僥側回転などがある．今回，わ

れわれは,3DCTを用いて尺骨遠位端の背側亜脱

臼と手根骨の回外変形の程度を計測し，伸筋腱断

裂の発生との関連をみたので報告する．

【方法】対象は，保存的治療に抗して6ヵ月以上

持続する手関節炎に対し，手術適応と考えられた

60手関節である．このうち，伸筋腱断裂(EDC

III,IV,V,EDMいずれかの断裂）は28関節に

あり，32関節にはなかった.3DCTの撮影肢位は，

前腕最大回内位,手関節中間位とし,撮影範囲は，

第3中手骨の中央から近位に向かって前腕遠位約

3cmに至るまでとした．画像は，第3中手骨の断

面が正面を向く方向から，背側から掌側に向けて

10度角度をつけて，指先から手関節背側をみる

方向で作成した．また，僥骨を基準にして，尺側

からみた正側面像も作成した．尺骨遠位端の背側

亜脱臼の程度は，指先からみた画像で，僥骨背側

の第4区画(EDC,EIPの滑走床）の平坦な面を

延長した直線に対して尺骨遠位端の突出した長さ

を計測した．そして，その長さを側面像から計測

した尺骨頭の最大径で除し，突出率（％）で表示

した．回外変形は，指先からみた画像で第2と第

5中手骨の断面の髄腔中央点を結ぶ直線と，第4

区画の延長線とのなす角度を回外角度として計側

した．

【結果】腱断裂群の突出率は平均35％，回外変形

角度は平均16度で，非断裂群の各々は，20％，9

度であり，両群間に統計学的有意差(t-検定，

p<0.01)をみとめた．

【結論】3DCTを用いることにより，伸筋腱断裂

の発生には尺骨遠位端の背側亜脱臼と手根骨の回

外変形が関与していることわかった．

2-5-8

手関節偽痛風発作例の検討

ClinicalStudiesofPseudogoutAttackinthe
Wnst

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，

岩田勝栄

【目的】偽痛風発作は，その好発部位である膝関

節についての臨床的,X線学的研究は数多くなさ

れている．しかし，手関節における偽痛風発作の

まとまった報告は見られておらず，その詳細は不

明である.今回我々は手関節偽痛風発作の臨床像，

X線所見について検討を加えたので報告する．

【対象】対象は過去10年間に経験した手関節偽痛

風発作22例23手関節である．これらの症例は何

れも,X線上膝関節半月板にも結晶沈着が認めら

れていた．そしてMcCartyの診断基準では，全例

probableの偽痛風と判定された．

【方法】以上の症例に対して，臨床像,X線像上

の手関節部の結晶沈着部位，関節症性変化の程度

などについて検討を加えた．関節症の進行度は

Kellgren分類でgradeOからgalde4までの5段階に

評価した．

【結果】性別は男性10例，女性12例で，年齢は56

歳～96歳，平均79歳であった．患側は左側12例，

右側9例，両側1例であり，発症側に左右差力認め

られなかった．当科初診時の症状は急性手関節痛，

腫脹，軽度の発赤，熱感で，8例に微小外傷の既往

があった．臨床経過は手関節の局所安静，消炎鎮

痛剤投与，ステロイド関節内注入にて，関節炎症

状は数日では消失していた．手関節のx線所見は，

全例でTFCCに線状の結晶沈着が観察されていた．

その他月状骨三角骨間関節，手根中央関節，僥骨

手根間関節,STT関節など手関節腔全体に，結晶沈

着が見られた．手関節症性変化の進行は,grade2

が18手関節,glade3が5手関節であり，ほとんど

の症例力軽度の関節症性変化を示すのみであった．

【まとめ】手関節偽痛風発作は高齢者に多く，そ

の発症には性別，左右差が見られなかった.X線

上の手関節症性変化の程度は軽度で，結晶沈着は

TFCCに全例見られた.TFCCに結晶沈着を認め

る急性手関節炎は偽痛風発作と診断されて良いと

思われる．
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2-5-9

リウマチ上肢における末梢神経障害治療

上の問題点

PeripheralNeuropathyRelatedtoRheumatoid
Arthritis

広島県身障者リハビリテーションセンター整形外

科

○市川誠，水関 隆也，岡伸一，

津下健哉

【目的】リウマチから生じる末梢神経障害として

手根管症候群が代表的であるが，肘関節部でも神

経障害が生じる．今回，我々はリウマチ上肢に発

症した神経障害に対し手術治療を要した症例を調

査し，その原因および治療上の問題点について考

察を加えたので報告する．

【方法】対象は1990年3月から2002年3月までの

間に，リウマチ上肢末梢神経障害に対して手術を

施行した14例17肢である．症例の内訳は，男性

が1例1肢，女性が13例16肢で，手術時年齢は

30～76歳（平均51歳）であり，リウマチ罹病期

間は，3ヵ月～25年（平均13年）であった．術

前診断は，手根管症候群が9肢で，尺骨神経障害

が7肢であり，僥骨神経浅枝麻痒が1肢であった．

術式は，手根管症候群に対しては，横手根靱帯切

離による手根管解放に加え屈筋腱滑膜切除術を行

ったものが7肢で，横手根靱帯切離のみが2肢で

あった．一方，肘関節部での神経障害8肢のうち，

5肢に対しては肘滑膜切除術に加え尺骨神経剥離

を行い，そのうち1肢には尺骨神経前方移動術を

併用した．さらに,synovialcystが原因であった2

肢ではcyst切除術を行い，残り1肢には人工肘関

節置換術時に尺骨神経前方移動術を行った．

【結果および考察】全例で症状の改善を認め，そ

れが維持されていた．リウマチ上肢における手根

管症候群では屈筋腱滑膜炎を伴う場合が多く，横

手根靱帯切離に加え腱鞘滑膜切除の併用を積極的

に考慮するほうがよい．一方，肘関節部での神経

障害は，滑膜炎による圧迫のみならず,synovial

cystや変形による機械的な刺激や圧迫が原因とな

ることがある．強い変形が尺骨神経障害の原因と

なっている場合には単なる尺骨神経剥離のみでは

不十分であり，前方移動術も必要になる．

2-5-10

手関節リウマチに対するsilasticsheet

arthroplastyの併用が及ぼす治療予後の
検討

SilasticSheetArthroplastyforRheumatoid
ArthritisoftheWrist

'奈良県立医科大学整形外科，2奈良県立三室病院

整形外科，3西奈良中央病院奈良マイクロサージ

ャリー・手の外科研究所

○河村健二!，矢島弘嗣!，小畠康宣11

福居顕宏2，玉井進’

1目的】当教室では1984年以降，手関節リウマチ

に対する手術時に，可動域温存を目的として

SilasticSheetArthroplastyを併用してきた．今回，

その併用が治療予後に対して及ぼす影響について

検討した．

【方法】1984年1月から2000年12月の間に，手

関節リウマチに対して手術を施行した92例103

関節のうち，手関節固定術を除く手関節形成術お

よび滑膜切除術を施行し，術後6カ月以上経過観

察し得た68例77関節を調査対象とした.Silastic

SheetArthroplastyの併用を行った使用群が30例

35関節であり，非使用群が39例42関節であった．

使用群は男性5例女性25例，手術時平均年齢45

歳，術後経過観察期間は平均59ヵ月であり，非

使用群は男性3例女性36例，手術時平均年齢54

歳，術後経過観察期間は平均31ヵ月であった．

臨床評価は手関節の可動域と握力を手術前と調査

最終時で比較検討した．またX線学的には手根骨

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

(carpalheightratio),UCDR(ulnocamaldistance

ratio),RRA(radialrotationangle),PCSR

(palmarcaIpalsubluxationratio),3rdMPA(第3中
手骨と基節骨間のなす角度）を計測して手術前と

調査最終時で比較検討した．

【結果】手関節可動域は，非使用群では掌背屈

70.5から49.7の減少，回内外152.3から172.6の

増加が統計学的に有意に認められたが，使用群で

は掌背屈60.5から57.0,回内外139.6から152.2

であったが統計学的に有意な差は認めなかった．

握力は両群ともに有意な変化は認めなかった．非

使用群では,CHRの減少,UCDRの増加，

3rdMPAの減少，使用群ではCHRの減少,UCDR

の増加を有意に認めた．

【結論】使用群では手関節掌背屈の可動域が温存

される傾向がみられた．
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2-5-11

慢性関節リウマチ手関節に対する関節固

定術-AOwristfusionplateとK-wireの
比較一

ArthodesisoftheRheumatoidWrist-Comparison
ofAOWristFusionPlateandK-wh℃－

'横須賀北部共済病院整形外科，ユ横浜市立大学医

学部附属市民総合医療センター

○岡崎敦11坂野裕昭11石井克志11

中島邦晴2，岡本連三ユ

【はじめに】我々は手関節の瘤痛や不安定性が強

く著明な関節破壊と変形を認めた慢性関節リウマ

チ(RA)手関節に対し除痛と安定性を獲得する

ためにK-wireを使用して手関節全固定術を行っ

ていたが，今回AOwristfUsionplateを使用したの
で両者を比較検討した．

【対象と方法】対象はRA症例で手関節全固定術

を行った7例8手関節．全例女性であり，平均年

齢は61歳であった．内固定材はAOwristfusion

plateの使用が4手関節(plate群),K-wireが4手

関節(K-wire群）であった．全ての症例において，

術前に手関節の瘤痛および腫脹を認め,Larsen分

類でGrade4が2関節,Grade5が6関節であった．

臨床分類では多数関節破壊型6関節，ムチランス

型2関節であった．尺骨頭は切除した．6例で腸

骨移植，2例で切除した尺骨頭移植を行った．固

定肢位は掌背屈中間位とした．

【結果】全例で痙痛，腫脹は消失した．7例でX

線写真上骨癒合が認められたが,K-wire群の1例

は術後鋼線刺入部感染を認め，骨癒合前に抜釘し

偽関節となった．全例で，書字動作，把持動作な

ど日常生活動作の改善が見られ，偽関節の1例を

除き手関節の安定性も得られた．外固定期間は

K-wire群の12週に対しplate群は2週間と短期で，

術後の患肢の制限期間が短く患者の満足度が高か

った．

【考察】RAに対するプレート固定は，骨萎縮のた

めスクリューの緩みや腱断裂が起きやすいとの報

告がある．自験例ではスクリュー固定に小工夫を

行ったことで，スクリューの緩みは見られず，

K-wireに比べ強固な固定性が得られた.AOWrist

fUsionplateによる手関節全固定術は，皮切が長く

なるが,操作性は良好で良好な骨癒合が得られた．

2-5-12

リウマチ母指列のXP変化

RadiographicChangesofRheumatoidThumb

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

○森本理芽子，宗定伸，猪狩勝則，

戸 松 泰 介

関節リウマチ(RA)の母指列に対する治療法を

選択するためには，各関節の変化の様式を知り，

将来的な変化を考盧することが大切である．我々

は，臨床の場で実用的な独自のXP分類を用いて

母指列の関節破壊の変化を評価し，各関節間の変

化の関連ならびに進行について調査したので報告

する．対象は，発症より10年以上経過し，手術

歴のないRA286手である．平均年齢は61.8歳，

経過観察期間は平均で16.4年である．単純XPに

て，各関節(IP,MP,CM)の変化を独自の分類

を用いて評価した．骨変化を認めないものを

gradeO,関節裂隙の狭少化をI,関節面の50%未

満の骨変化をII,関節面の50%以上の骨変化を

III,強直をIVとした．またIIとⅢは脱臼の有無

で,a,bに細分類した．統計学的評価にはカイ

ニ乗検定を用いた．いずれの関節にも変化を認め

ないものが26.6％，いずれの関節にも変化を認

めるものが10.8%であった.CM関節では他の関

節と比べ，変化の高度なものが多かった．grade

III以上を高度変化群とすると,IP関節高度変化

群とMPおよびCM関節のgradeに相関関係を認

めた.MPおよびCM関節高度変化群では,IP関

節のgradeとの間に相関関係が認められた．また

IP関節の脱臼がある場合に,MPおよびCM関節

のgradeは高く,MPおよびCM関節の脱臼とIP

関節のgradeとの間にも相関関係を認めた．各関

節の変化の進行については，いずれも経過観察期

間中gradeが下がったものは無く，本分類が

stagingとして使用できると考えられた.CM関節

でより破壊が進行する傾向にあった．またMPお

よびCM関節が新たに脱臼してくることが多かっ

た．今回使用した分類はリウマチ母指列の変化を

簡便に定量化でき，実用的であると考えられた．
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2-5-13

Acutrakbonescrewを用いたRA母指の

関節固定術

SmallJointArthrodesisUsingAcutrakBone

ScrewinRheumatoidThumb

大阪労災病院整形外科

○政田和洋，安田匡孝，竹内英二

【目的】RA母指に対するわれわれの治療方針は

CM関節に対しては関節形成術,IP,MCP関節に

対しては関節固定術を選択している．これまで3

本の鋼線を用いて良好な成績を得てきが（臨整

外,34：1999)，鋼線刺入部の感染や骨癒合までの

間，入浴が制限されるのが欠点であった．近年，

強固な圧迫力をもつAcutrakbonescrew(ABS)

が新しい内固定材料として注目されている．母指

は軽度屈曲位で固定する必要があるが，マニュア

ルどおりABSを末節骨の先端から刺入してIP関

節を固定すると固定角度は0．にならざるを得な

い．われわれはABSをIP関節では基節骨の背側，

MCP関節では中手骨の背側から刺入することに

より，軽度屈曲位で固定している．今回は，われ

われが行っている手術法を紹介し成績を報告す

る．

【手術法】IP関節またはMCP関節を背側より露

出し，関節軟骨をcupandcone状になるように新

鮮化する.IP関節では10-20．屈曲，やや回内位

に保持して基節骨背側から,,MCP関節では10-

20°に保持して第1中手骨背側からドリリングを

行いABSを刺入して固定する．外固定は行わな

い．

【症例】ABSを用いて関節固定を行ったRA12例

12関節(IP関節7例,MCP関節5例）が今回の

対象である．男性5人，女性7人，手術時平均年

齢は35-69歳，平均51.1歳，術後追跡期間は3-14

か月，平均7.3か月である．

【結果】全例術後6週間でX線的，臨床的に骨癒

合が得られたと判断した．骨折や感染は経験して

いない．

【結論】ABSがHerbertscrewと異なる点はテーパ

ー形状，フルスレッドであるという点であり，圧

迫力や回旋に対する抵抗力などいずれも勝ってい

る．RA母指の関節固定材料として非常に有用な

ものである．

2-5-14

RA手指関節滑膜切除術の検討

AStudyofSynovectomyoftheFingerJoints
inRheumatoidArthritis

(財）甲南病院加古川病院整形外科

○中川夏子，阿部修治，三枝康宏，

木村浩

【目的】関節リウマチ(RA)手指関節の滑膜炎が

続くと，関節破壊進行・手指変形誘発の可能性が

ある．従って，保存的治療抵抗例には手術的治療

の考慮を要する．今回RA手指関節滑膜切除術の

術後成績を検討し報告する．

【方法】2000年2月以降RA手指滑膜切除術を施

行した24例25手62指関節について検討した．男

性6例，女性18例であり，母指MP関節13関節

(内SteinbrockerStage3以上11関節),MP関節26

関節（内Stage3以上17関節),PIP関節23関節

(内Stage3以上9関節）であった．手術時年齢は

26歳～76歳，平均54歳，術後経過観察期間は8

ケ月～3年1ケ月，平均1年2ケ月であった．調

査項目は瘻痛の有無，関節可動域,X線所見とし

た．

【成績】瘻痛は術後軽減(VAS6､8→3.1)してい

た．除痛効果は関節部位によらず認められた．関

節可動域はMP関節では術前平均-12.6｡～7.4｡,

術後平均-14.3。～67.7･で屈曲角度減少を軽度

認めた.Stage3以上の進行例では15.以上の可動
域制限が17関節中3関節に認められた.PIP関節

では術前平均－6．8｡～82.3.,術後平均-12｡～

81.6。と軽度伸展制限がみられた．著明な可動域

制限をきたした症例はなかった．母指MP関節で

は，変形の矯正術後に軽度の再発傾向を認める症

例が散見された.X線所見では大きな進行はなく，

軽度改善例も存在した．Stage3以上では軽度の

進行がMP関節で17関節中4関節,PIP関節で9

例中2例にみられた．変形の新たな出現はなかっ

た．

【結論】今回の短期成績では,RA手指関節滑膜切

除術は除痛および関節破壊進行防止効果が認めら

れ，早期例のみならず進行例でも比較的良好で，

有用な手術と思われた．
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2-5-15

関節リウマチ手指に対するシリコンイン
プラントの適応

SurgicallndicationofSiliconelmplantfor
RheumatoidFinger

東京女子医科大学膠原病リウマチ痛風センター

○宗定伸，森本理芽子，戸松泰介

人工指関節は様々なものが開発されているが，関

節リウマチでは人工関節そのものにある程度の制

動力が必要と考えられ，主として用いられている

のは，ポール＆ソケット型かあるいはシリコンイ

ンプラントである．我々は，これまでの症例から

シリコンインプラントの適応を検討したので報告

する．症例は17例，早14例33例，平均年齢は

55.3歳，実際に挿入したインプラントは，19手，

38指で，いずれもAVANTA社製，平均経過観察

期間は1年6ケ月であった.MP関節は22指（母

指2．示指8．中指8．環指3．小指l),PIP関節

は16指（示指4．中指4．環指5．小指3）であ

った.MP関節に使用したインプラントのうち，

いずれも遠位側で，脱臼が2例，破損が2例生じ

た.脱臼例の一つは痙痛のため再挿入を施行した．

これらは基節骨の掌側脱臼による基部背側の骨欠

損が関与していると考えられた．母指MP関節に

対しては2例に施行したが，もともと可動域はそ

れほど必要ではないので，過伸展に注意すれば十

分に適応があると考えられた.PIP関節に挿入し

たインプラントは，特に問題は生じていないが，

ホタン穴変形では背側伸展機構が弛緩しているた

め，術後に十分な伸展力が得られなかった．脱臼

の1例を除いて，全例に術後の瘻痛の改善が見ら

れ，また患者は力が入りやすくなったと自覚して

いる者が多かったが，可動域など必ずしも満足と

はいえなかった．シリコンインプラントは比較的

容易な術式であり比較的適応は広い．しかしリウ

マチ手の障害は，多関節の骨・軟部組織の複合的

な障害であり，一定の成績が得られるとは限らな

い．従って関節固定術のような2次的な手術の可

能性を念頭におき，全体のバランスに配慮して適

応を決定することが重要である．

2-5-16

慢性関節リウマチにおけるSauve-

Kapandji法後の手関節，手指，および肘
関節破壊のX線的検討

RadiographicEvaluationofSauv6-Kapandji
ProcedureontheRheumatoidWrist

富山医科薬科大学整形外科

○長田龍介，松下功，松野博明，

木 村 友 厚

【はじめに】‘|曼性関節リウマチの手関節破壊に対

して1991年以降主としてSauv6-Kapandji法(s-K

法）を選択してきた．今回術後5年以上観察しえ

た症例における手関節および隣接関節の破壊につ

いてX線学的に検討した．

【方法】16例22手（男2例4手，女14例18手）

を対象とした．手術時年齢は31-75歳，平均52.2

歳，発症から手術までの期間は2-15年，平均8.8

年，術後観察期間は5年-11年，平均7.2年であっ

た．手術時と最終観察時の手，指，肘の各関節に

おけるLarsengrade,脱臼と強直の有無を評価し，

手根骨の圧潰(c/MC),尺側移動(e/MC),およ

び掌側亜脱臼(h/MC)を計測した．各症例の病

型を越智らの分類に準じて分け，破壊との関与に

ついて検討した．

【結果】leasterosivediseasesubset(LES)2例2手

の手関節破壊は不変であった．moreerosive

diseasesubset(MES)11例16手のうち,9手で

gradeが進行しc/MCが減少していたがe/MC,

h/MCには変化を認めず僥骨手根関節に強直が認

められた.mutilatingdisease(MUD)3例4手では

gradeが進行し，そのうち不安定性が強くなった1

手に手関節固定術を要した.MP,PIPにおける破

壊，脱臼の進行がみられたものはLES2手中1手，

MES16手中12手,MUD4手中4手であった．術

後経過中MES,MUDの各1例に肘の手術を要し

た．

【考察】LES,MED症例に対するS-K法の術後，

X線像上は手関節の安定性を得たと考えられた．

これらにおける手根骨圧潰の進行は症例により

様々であり，その程度と指や肘の破壊状況との間

に関連はなかった.MUDでは破壊の進行に伴っ

て生じる不安定性のために後に固定術を要した症

例もあったことから，臨床経過上MUDに分類さ

れると判断される症例に対してはS-K法の選択に

慎重になるべきであると考えられた．
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2-5-17

リウマチ手関節に対する新しい棚形成術

の3年以上の成績

ANewShelfOperationoftheWristJointin
PatientswithRheumatoidArthritis-Morethan

Three-yearFollow-up-

'宝塚第一病院整形外科，2大阪労災病院整形外科

○藤田悟11政田和洋21竹内英二21

安 田匡孝2

【目的】リウマチ手関節に対して，切除した尺骨

頭を90度回転させて僥骨に差し込む方法で棚形

成術を行ったので，3年以上経過した33例40手

について成績を報告する．

【方法】手術適応は，尺骨頭の不安定性や有痛性

の回外障害のあるもの，または伸筋腱断裂をきた

したものとし,X線学的には榛骨手根関節が比較

的保たれているものとした．症例は男性9例，女

性24例であり，手術時年齢は41歳から76歳（平

均59.5歳)，術後追跡期間は36カ月から65カ月

(平均46.0カ月）であった．これらの症例につい

て，術前後の瘻痛，可動域，握力を評価した.X

線評価は，手根骨の破壊の指標としてcarpal

heightratio(CHR),手根骨の尺側移動の指標と

してcalpaltranslationindex(CTI),手根骨の掌側
脱臼の指標としてpalmarcarpalsubluxationratio

(PCSR)を用いた．

【成績】全例に骨癒合が得られ，偽関節になった

症例はなかった．最終調査時，6例に棚の骨吸収

が認められたが，いずれもスクリューヘッド周辺

に限局した軽度の骨吸収であった．癌痛は術後全

例とも軽減した．手関節の掌背屈は術前平均78

度から術後72度に減少したが，前腕の回旋は術

前平均144度から術後167度に増加した．握力は

術前平均105mmHgから術後113mmHgに改善し

た．X線評価は,CHRが術前平均0.45から最終

調査時0.42,CTIは0.31から0.33,PCSRは0.22

から0．23となり，手根骨は尺側方向および掌側

方向に安定していた．術後8手に僥骨または作成

した棚と手根骨の間で骨性強直がみられた．

【結論】術後3年の経過例では臨床的にもX線学

的にも良好な成績が得られた．

2-5-18

関節リウマチに対する人工肘関節全置換
術後の手関節のX線学的検討

RadiologicEvaluationoftheWristafterTEA
inPatientswithRheumatoidArthritis

東邦大学整形外科

○関口昌之，寺鴫

横山雄一郎，勝呂

博史，金井ゆりか，

徹

【はじめに】関節リウマチ（以下RA)に対して，

人工肘関節全置換術が施行され良好な成績が報告

されているが，表面置換型人工肘関節前置換術で

は僥骨頭切除術が併用されるため，手関節病変に

及ぼす影響が危倶される．今回は少数例ではある

が，人工肘関節全置換術後の手関節病変の臨床所
見とX線所見の変化について検討を行った．

【対象および方法】対象は人工肘関節全置換術を

施行したRA患者23例26関節であり，男性3例，

女性20例であった．使用人工肘関節の機種は

KudoElbow(type5)13関節,Coonrad-MoITey型
3関節，僥骨頭コンポーネントを有するHNEtotal

elbowsystemlO関節である.KudoElbowおよび
Coonrad-Morrey型は全例榛骨頭切除術を併用し
た．手関節に対する合併手術はSauv6-Kapandji法

(以下S-K法)6例,Darrach法4例であった.X

線学的評価として,carpalheightratio(CHR),

carpaltranslationindex(Cn),radialrotationangle
(RRA),ulnarvarianceを計測し，尺骨頭の背側脱

臼などについても検討した．

【結果】手関節の合併手術が施行されていない症

例では，榛骨頭切除術を併用するKudoElbowお

よびCoonrad-Morrey型では，尺骨頭の背側脱臼

が進行し,ulnarvarianceの増加とRRAが増加す

る傾向がみられた．一方，僥骨頭コンポーネント

を有するFINEsystemでは尺骨頭の背側脱臼の程

度は軽減し,ulnarvarianceの増加はみられず，

RRAは減少する傾向がみられた．また，いずれ

の機種においてもCHRに変化はなく,CTIは増

加したが,FINEsystemではCTIの増加は軽度で

あった．

【結論】模骨頭コンポーネントを有するFINEtotal

elbowsystemでは手根骨の尺側変位は防止できな
いが変位の程度は軽度であり，手関節尺側の病変

への影響が少ないと考えられた．
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2-5-19

高度肘関節機能障害に対する人工肘関節
置換術の治療経験

TreatmentofRheumatoidElbowsandOsteo-

arthritisoftheElbowsbyTotalElbow

Arthroplasty

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】慢性関節リウマチ（以下RA)や変形性肘

関節症（以下OA)などの高度肘関節機能障害に

対し，人工肘関節置換術による治療を行ったので

その短期成績を中心に報告する．

【対象】対象は女性11例，男性3例の14例16肘，

平均54歳で術後経過観察期間は最短6カ月，最

長4年6カ月である．内訳はRAが12例,OAが2

例である.RAの病期はステージ3が12肘，ステ

ージ4が2肘であった.RAでの他の関節手術の

既往は人工膝関節置換術が6例10膝，人工股関

節置換術2例3股と下肢手術例の先行が多かっ

た．症例の術前のROMは伸展が平均-43度，屈

曲が平均103度，回内が平均51度，回外が平均

68度,JOAスコアーは平均47点であった．全例

半拘束型人工肘関節を使用した．

【結果】術後経過観察時のJOAスコアーは平均81

点で全例改善した.RA例では術後早期に可動域

の改善が得られたものの，徐々に伸展制限が増悪

してくる傾向にあった．手術創の二次感染例が2

例あったが，深部感染には至らなかった．活動性

の高いOAの男性1例に単純X線上looseningを認
めた．

【考察および結論】高度肘関節機能障害に対し人

工肘関節置換術力垳われてきたが，蝶番型では安

定した成績が得られず，表面置換型が安定した成

績が得られている．しかし，高度な破壊例で

bonestockの少ない例では術後の安定性が問題と

なる．今回は半拘束型の人工肘関節をRA患者中

心に施行したが，全例でJOAスコアーが改善し

短期ではあるが安定した成績が得られた．JOAス

コアーの改善は瘻痛や可動域の改善が反映してい

た.RA例で関節破壊が高度のため動揺性や痙痛

の顕著な症例では半拘束型の人工肘関節は有用で

あった．活動性の高いOA例には適応を慎重にす

べきであった．

2-5-20

Heberden結節の検討一第2報：手術的治

療の短期成績一

Heberden'sNodes・TheSecondReport:

Short-termResultsoftheSurgicalTifeatment

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，

三須 秀明 ，鈴 木康 一

【目的】Heberden結節に対する手術的治療の短期

成績につき報告する．

【対象と方法】1997年から2002年までに経験した

Heberden結節の症例は132例で，男16例，女116

例であった．うち手術例は32例41指で，男5例，

女27例，年令は37～73歳（平均54.3歳）であっ

た．罹患指は母指2指，示指12指，中指18指，

環指4指，小指3指であった．われわれの病期分

類ではGradelが3指,IIが8指,IIIが10指,IV

が10指,Vが10指,VIが0指で，痙痛について

はPainOが9指,1が12指,2が12指,3が4指，

4が2指，5が0指であった．術式はmucouscyst

切除術が35指,osteophyte単独切除術が5指，関

節固定術が3指に行われた．Mucouscyst切除術の

27指ではosteophyte切除術を併用した.Mucous

cyst切除術に伴なう皮層欠損の被覆にはrotation

advancementflapを9指,dorso-lateralnapを5指に

用いた．術後観察期間は1～46カ月（平均7.4カ

月）であった．

【成績】Mucouscyst切除術では，単純切除を行な
った1例を除き再発はなかった．関節固定術では

全例術後の瘤痛はPainOとなり，整容的な満足も

得られた．

【結論】Mucouscyst切除術は，非薄化した皮膚を

含めて切除し,欠損に適した皮弁で被覆すること，

osteophyteを切除することで再発を防ぐことがで

きる.Osteophyte単独切除術はGradelV,Vの症
例に行われたが長期の経過観察が必要である．関

節固定術はGradeV以上の症例に対し，除痛だけ

でなく，変形を矯正することで整容的な効果も得

られる．
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2-5-21

手指MP関節症

OsteoarthritisoftheMetacarpophalangealJointin
theHand

榛原町立総合病院

○武内亜紀子，仲川善之

【目的】手指MP関節症は比較的まれなものとさ

れ，本邦においても報告例は少ない．今回われわ

れは手指MP関節症と,PIPおよびDIP関節症等

の合併につき,X線学的に検討したので報告する．

【対象および検討項目】対象は，1992年から2002

年までに当院を受診した74例128手で，男性28

例女性46例,X線撮影時の年齢は51歳～94歳，

平均年齢は79.1歳であった.罹患指数は293指で，

母指78指，示指90指，中指86指，環指16指，

小指23指で，うちl指はMP関節のROM制限に

対し手術をおこなった．また1指のみの罹患は36

手であった．また,PIPおよびDIP関節症の有無

まで検討できたのは，66例125手であった．MP

関節症を罹患している同指におけるPIPおよび

DIP関節症の有無またその他の手指関節症の有

無につきX2検定を用いて検討した．
【結果】母指MP関節症は同指のIP関節症との合

併率が高く(p<0.05),示指および小指MP関節

症は同指のPIP関節症との合併率が高かった

(p<0.05).また中指のMP関節症は，高率に示

指および環指MP関節症を合併していた(p<

0.05)．

【考察】手指MP関節症は比較的まれな疾患であ

るとされているが，高齢者では高頻度で発生して

いると考えられる．また，手指MP関節症におい

て，示指および小指は，高率にPIP関節症と合併

し，母指においてはIP関節症との合併が高率に

認められた．これはピンチおよびグリップという

手の運動に関係していると考えられる．

2-5-22

透視装置を用いた母指CM関節のj"Wvo

動作解析

ﾉ〃VivoFluoroscopicEvaluationofKinematics
ofThumbBasalJoint

名戸ケ谷病院整形外科

○三浦俊樹，増子達也，大江隆史

【背景】母指CM関節の安定性には，関節面の適

合性や靱帯の緊張のみならず，長母指外転筋等の

筋の作用も重要である．母指CM関節の動作解析

はこれまで主に屍体標本を用いて行われてきた

が，関節安定性に関与するこれら多因子の影響を

正確に評価するためにはmvivoでの動作解析が

望ましい．

【方法】手に外傷の既往のない7人7手（正常群）

と，母指CM関節症患者6人7手(CM群）を対

象とした．母指内外転自動運動の正面像，屈曲伸

展自動運動の側面像を移動型透視装置（カテック

ス（株)OECMINI6600)を用いて撮影した．記

録した動画はコンピューター上で時間分解し，

各々の中手骨の長軸中心線を画像ソフト上で重ね

合わせることで回転中心を求めた．また，これら

回転中心からCM関節の大菱形骨側関節面の垂直

二等分線までの距離を測定した．

【結果】内外転運動の正面像では，正常群とCM

群とも回転中心が存在し，末梢側（中手骨内）に

位置していた．回転中心の位置は2群間で有意差

はなかった．屈曲伸展運動の側面像では，両群と

もに回転中心が中枢側（大菱形骨内）に存在して

いた．回転中心の位置はCM群においては正常群

に比べ背側に位置していた(p<0.001).また，

側面像において中手骨側関節面の掌側傾斜は正常

群では9であるのに対しCM群では16であった

(p<0.005).

【考察】屈曲伸展の回転中心がCM群で正常群に

比較して背側に転位していた原因として，中手骨

側関節面の掌側傾斜度が強いCM群で背側亜脱臼

方向への力が働き掌側の前斜走靱帯(AOL)に

不安定性が生じた可能性が考えられた．

【結語】移動型透視装置を用いて母指CM関節の

動作解析を加vivoにて行った．CM関節症患者で

は屈曲伸展運動での回転中心が背側に転位してい

た．

-S174-
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母指CM関節症に対する靱帯再建術の治
療成績

LigamentReconstructionArthroplastyfbrBasal
JointArthritisofTY1umb

I札幌医科大学整形外科，2札幌医科大学保健医療

学部理学療法科，］滝川市立病院整形外科

○金谷耕平!，和田卓郎ll相木比古乃ll

青木光広2，伊藤和生3

当科で行った母指CM関節症に対するLigament

reconstructionwithtendonintemositionarthroplasty

(以下LRTI法）の治療成績を評価する．

【対象】母指CM関節症でLRTI法を行った6例7

手を対象とした．年齢は平均62歳（53-77歳)，

女が5例5手，男がl例2手，経過観察期間は平

均18ケ月(5-53ケ月）であった．病期は,Eaton

分類のstagelllが6手，インプラント破損例が1

手であった．術式は,Eaton法が6手,Burton法

が1手であった．

【方法】1．主観的評価として，瘤痛および満足度

を調査した．2．客観的評価として，握力および

ピンチカを測定した．臨床計測で母指の僥側外転

と掌側外転可動域を計測した．単純X線像で第一

中手骨の僥側外転角，掌側外転角を計測した．さ

らに安静時，ピンチ時における腱スペーサー高を

計測した．

【結果】l.主観的評価：痔痛は，なしが5手，軽

度が2手であった．全例が手を使う仕事や家事に

満足していた．2．客観的評価：握力は術前

15.5kgから最終17.1kgに増加したが,ピンチカは，

4.1kgから3.8kgに減少した．臨床計測における

可動域は，僥側外転で37.9度から57.1度，掌側

外転で40.0度から51.4度といずれも増加した．

単純X線像で，僥側外転角が33.6度から29.9度，

掌側外転角が45.7度から36.6度と減少していた．

腱スペーサー高は，安静時で4.1mm,ピンチ時

で2.9mmであった．

【考察】母指中手骨の沈み込みにより，腱スペー

サー高はピンチ時に減少する．その原因として，

再建靱帯のゆるみまたは“あそび”と腱スペーサ

ーの圧縮が考えられる．成績との関連性は認めら

れないが，腱スペーサーの要否については今後の

検討を要すると思われた．

2-5-24

母指CM関節症に対するThompson法の
治療成績

Thompson'sSuspensionArthroplastyfor

ThumbTrapeziometacarpalArthritis

大分整形外科病院

○菊田朋朱，花村

松本佳之，舌間

達夫，木田浩隆，

寛士

【目的】母指CM関節症に対し，我々 はThompson

法を施行している．今回は本法の術後成績を検

討したので報告する．

【対象と方法】1997年以降,Thompson法を施行

したll名14関節を対象とした．男性4例，女性

7例で，手術時年齢は52歳から77歳，平均63.1

歳であった．原因疾患はRAの1例を除き全例変

形性関節症であった．術前のX線によるEaton

stage分類では,stagelllが5関節,stagelVが9関

節で，術後経過観察期間は平均13.2か月であっ

た．手術は大菱形骨を全摘出後，長母指外転筋腱

を用いsuspensionplstyを行うThompson法に準じ

て行った．これらの症例について術前後の痔痛，

ADL障害，関節可動域，握力，ピンチカを調査

し，術後のx線評価を行った．

【結果】全例で母指CM関節の除痛が得られてい

た．術後，榛骨神経背側知覚枝の神経刺激症状を

4例に認めたが保存的治療で改善し，いずれも

ADL上障害を残した症例はなく，全例が手術に

満足していた．可動域および，握力，ピンチカも

改善し,X線にて第1中手骨-舟状骨間の間隙は長

期間にわたりよく保たれていた．

【考察】母指CM関節症に対しては，様々な関節

形成術が報告されているが，本法はCM関節部の

除痛が得られるとともに，母指の関節可動域が維

持され，握力，ピンチカの安定性も得られる優れ

た手術法である．ただ，全摘した大菱形骨の空隙

をそのままとし,腱球移植などを行わない点から，

長期の経過で第1中手骨一舟状骨間の空隙の狭小

化が起こるのではないかという懸念も残る．今回

の調査ではこの間隙は術後仮固定ピンを抜去して

数ヶ月は多少狭小化するものの，その後は長期に

安定したスペースが保たれていた．
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伸筋腱皮下断裂をきたした1次性遠位檮尺

関節症におけるCPPD沈着症

CPPDDepositioninPrimaryDRUJArthrosis

AssociatedwithExtensorTendonRupture

!信州大学保健学科理学療法専攻，2信州大学整形

外科，3信州大学医学部付属病院リハビリテーシ

ョン部，』松井医院

○齊藤覚!，村上成道2，小林博一3，

畑 幸彦3，松井猛』

【目的】関節内のピロリン酸カルシウム(CPPD)

沈着症は関節炎を起こし，関節症発生に関与する

と考えられるが遠位僥尺関節症におけるCPPD沈

着についての知見は少ない．伸筋腱皮下断裂をき

たし当科で治療した1次性遠位僥尺関節症の症例

27例，29手の内,CPPD沈着を認めた症例の頻度，

臨床的特徴を明らかにすることを目的とした．

【方法】患側あるいは反対側の術前手関節X線像，

滑膜抽出液の偏光顕微鏡検査，組織学的検査で

CPPD沈着を認めた症例をCPPD沈着陽性群と定

義し，頻度，年齢，性別,X線学的特徴などを沈

着陰性群と比較した．

【結果】CPPD沈着陽性群は6手6例(22.2%)で

あり，年齢は74-83歳（平均78.7）で陰性群の年

齢52-82（平均68.5）より有意に高かった．また

陽性群は男2例女4例であり，陰性群（男14例女

7例）より女性が多い傾向を示したが有意差はな

かった．患側手X線像で石灰化が認められた症例

は6例中2例のみであり，組織の抽出液の顕微鏡

検査により診断された症例4例，組織学的検査に

よる症例3例であった．2例は尺骨plusvariantで

あったが他の4例では尺骨頭の著しい吸収が認め

られた．

【結論と考察】伸筋腱断裂を伴う1次性遠位僥尺

関節症27例中,CPPD沈着は6例(22.2%)に認

められ，沈着陽性例は女性に多い傾向があり，陰

性例より有意に高齢であった.CPPD沈着陽性例

で患側手X線像で石灰化が認められた症例は6例

中2例のみであった．患側手X線像で石灰化が認

められなくてもCPPD沈着が存在する可能性があ

り,CPPD沈着の正確な頻度，関節症における関

与を明かにするためには関節鏡と鏡視下生検，関

節液・組織抽出液検査，組織学的検索が必要と思

われた．
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Lockingfingerの3例

AReportofThreeCasesofLockedFinger

緑成会病院整形外科

○齋藤則夫

【目的】lockingfingerは比較的まれであるが，今

回罹患指が各々異なる3症例を経験したので報告

する．

【症例】症例1は8歳女．主訴左小指屈曲障

害．サッカーポールが当たり，小指が過伸展され

た.MP関節は過伸展位で固定されていた．X線

で第5中手骨は健側に比べて太く短く，骨頭掌尺

側に骨隆起を認めた．症例2は34歳女．主訴

左示指伸展障害．荷物を持った際に発症した．同

様の既往が一度あり，自分で整復している.X線

で骨頭掌僥側に骨隆起を認めた．症例3は81歳

男．主訴左中指伸展障害．植木鋏で枝を切って

いて発症した．同様の既往はない．x線で基節骨

は尺側に偏位し,MRIで骨頭掌尺側に骨隆起を認

めた.全例徒手整復不可能なため手術を施行した．

症例1では，まず背側アプローチにて関節内を観

察した．介在物は認めず，関節内を剥離するも

ROMの改善は得られなかった．次に，尺側の

fanlikeportionを掌側板より切離し，掌側板を中

手骨骨頭より剥離した時点でlockingが解除され

た．症例2では，榛側の伽likeportionの切離，掌

側板の剥離を行った．症例3では，掌側アプロー

チで展開した．屈筋腱をよけて，掌側板を中央で

縦切した．プローベで関節内を観察すると，僥側

は癒着を認めなかったが，尺側は骨隆起と掌側板

が癒着しておりプローベの挿入は不可能であっ

た．同部を剥離するとlockingが解除された.3例

とも骨隆起の一部を削除した．術後再発はなく経

過は良好であった．

【結論】発症の原因が中手骨骨頭の骨隆起に

fanlikeportionまたは掌側板が引っかかっていた

点で3例とも共通するが，症例lは伸展位での

lockingであり極めて希と考えられた．症例3で行

った掌側アプローチではlockingが生じている部

位の把握が容易であった．

2-Pa-2

自殺企図で生じた前腕での外傷性仮性動

脈瘤の2例

PseudoaneurysmaofForearmCausingSuicide

土浦協同病院整形外科

○尾澤英彦，石突正文，白坂律郎，

関康弘

自殺企図で生じた前腕での外傷性仮性動脈瘤の2

例を経験した．

【症例1】26歳男性．既往歴として精神分裂病．

妄想状態となりナイフで両前腕掌側を数カ所切

る．腱損傷なく正中神経の掌側枝のみの損傷．動

脈性の出血はなく皮層のみ縫合．2週間後再来時

に前腕遠位掌側に拍動性の腫瘤を触知.CT,エ

コー，血管造影を行い，尺骨動脈の動脈瘤の診断

にて受傷後3週で手術を施行．術前にAllentestに

て血行問題なく動脈瘤を結紮切断．術後の血行問

題なく可動域制限もない．

【症例2】23歳男性．既往歴なし．自殺企図にて

ナイフで左前腕掌側を切る．腱・神経損傷なし．

動脈性の出血もなく皮層のみ縫合．3週間後再来

時に前腕遠位掌側に拍動性の腫瘤を触知.CT,

エコー，血管造影を行い，僥骨動脈動脈瘤の診断

にて受傷後3週で手術を施行．術前にAllentestに

て血行問題なく動脈瘤を結紮切断．術後の血行問

題なく可動域制限もない．

【考察】今回外傷後の前腕での仮性動脈瘤を経験

した．肘における上腕動脈へのカテーテル挿入で

の仮性動脈瘤の報告は散見されるが，外傷による

報告は少ない．放置されれば，破裂による出血性

ショック，腫瘤の拡大によるコンパートメント症

候群の発生が危倶される．外傷から数週間経過し

て生じるため注意を要する．診断はエコー，血管

造影が有用であった．治療としては，結紮切断，

カテーテルによる塞栓術，静脈移植による血行再

建術が考えられる．
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PNB分類に基づく指尖損傷の治療

ThePNBClassificationforTreatmentof

Fingertiplnjuries

!香川医科大学形成外科，2井川病院整形外科，

3長浜赤十字病院形成外科

○宗内巌17鈴木茂彦11小野寺正征11

井川和彦2，黒川正人，

【目的】指尖損傷にはAllen分類，指末節切断には

Ishikawa分類などが用いられているが，ともに簡

便で用いやすい反面，個々の状態を正確に表現し

ているとは言い難い．これに対して,Evansらが

提唱したPNB分類(JHS,25B:58-60,2000)は，

Pulp-Nail-Boneそれぞれの状態を損傷に応じて7
～8項目に細分して表示するため，指尖損傷のよ

り正確な記載が可能である．このPNB分類に基

づいて指尖損傷の治療を体系化することを目的と

する．

【対象と方法】平成9～14年の5年間に，当科お

よび関連施設において治療を行った指尖損傷354

例（男262．女92,平均41.3歳）を対象とした．

その内訳は，血行再建による再接着45，複合組

織移植88,Brent法5,断端形成54,皮弁34,植

皮7，保存的治療121であった．また，創の被覆

に用いた皮弁は，手掌皮弁13,指交叉皮弁5,V-

Y前進皮弁5，逆行性島状指皮弁5，掌側前進皮

弁3，その他3であった．

【結果と考察】指尖損傷において，切断指が存在

すれば血行再建による再接着または複合組織移植

を試みるべきであり，切断指が存在しなければ，

PNB788の如き末節全体におよぶ場合は断端形成

を行わざるをえない．これ以外の場合は，保存的

治療または皮弁や植皮などの外科的治療を行うこ

ととなる．これらの症例を個々に検討した結果，

外科的治療を行うべきタイプと保存的治療が適す

るタイプの境界がPNB分類において推測された．

血行再建による再接着または複合組織移植が壊死

した場合の治療に対しても，適用できると考えら

れる．

2-Pa-4

bFGFを利用した難治性指尖潰瘍の治療経

験

TheUseofbFGFforComplicatedFingertip
Ulcers

'香川医科大学形成外科，

○小野寺正征!，宗内

鈴木茂彦！

2井川病院

巌ll井川和彦21

【はじめに】bFGFは種々の難治性潰瘍に用いられ

ている細胞増殖因子であるが，指尖潰瘍に使用し

たとする報告は見当たらない．今回，われわれは

2つの異なる要因から生じた難治性指尖潰瘍に対

してbFGFを併用して治療する経験を得たので報

告する．

【症例1】47歳，男性．基礎疾患に重度の膠原病

があり，長年ステロイドを大量に投与され続けて

いる．右中指尖端が壊疽となり，壊死組織をデブ

リドマンしたところPNB分類366に相当する指尖

潰瘍を生じた．創断端からは出血が見られない状

態であった.bFGFを併用したアルミホイル療法

を続けた結果，約10週間後に完全に上皮化した．

【症例2】23歳，男性．作業中に左中指指腹部か

ら左手背へ通電したことによる電撃傷を受傷し

た．左中指指腹部は末節全体が神経血管束の存在

する深さまで熱による損傷が及んでいた．デブリ

ドマンした後に人工真皮を貼付し，以後シリコン

シートを除去するまでの2週間，人工真皮のコラ

ーゲン層へのbFGFの注入を毎日続けた．2週間

後にシリコンシートを除去した後も,bFGFを併

用した軟膏療法を続けた結果，約10週間後に完

全に上皮化した．

【考察】両症例とも指尖欠損の状態から判断すれ

ば皮弁移植の適応があるが，いずれも周囲の血管

や母床の状態から断念せざるを得なかった．症例

lと2ではbFGFの使用方法が異なるが，アルミ

ホイル療法と人工真皮による治療の双方で簡便に

併用可能であった．皮弁による治療が困難な難治

性指尖潰瘍に対して,bFGFを併用した保存的治

療は有効な手段のひとつであると考えられた．
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手指末節骨の骨延長法

LengtheningoftheDistalPhalanx

日本医科大学整形外科

○澤泉卓哉，南野光彦，六郷知行，

小寺訓江，伊藤博元

【目的】近年指節骨の延長が可能となったが，従

来の延長器での極小骨の延長は殆ど不可能であっ

た．我々 はIlizarovminifixatorを用いて末節骨の

仮骨延長術を行ってきたので，その手技，治療成
績問題点について検討した．

【対象・方法】対象は手指末節骨レベルでの骨欠

損7例である．男性4例，女性3例，年齢は19歳

から34歳，罹患指は母指l例，中指4例，示指2

例で，末節骨長は平均5.2mmであった．本延長

器は，ロッド，中空ボルトと，そのボルトに装着

するナット，ワッシヤー，スロットワッシャーで

構成され，ロッド上で中空ボルトを移動させて骨

延長を行う．骨に刺入したワイヤーは骨の形状や

刺入部位・方向に合わせて適宜曲げてスロットワ

ッシャーの溝に固定する．手術は末節骨に1．2

mm径のワイヤーを3本，中節骨に1.8mm径のワ

イヤーを2本刺入し，末節骨の最も近位のワイヤ

ーと中節骨の2本のワイヤーを近位のボルトに，

末節骨の遠位の2本のワイヤーを遠位のボルトに

固定し，末節骨の近位の2本のワイヤー間で

corticotomyを行う.4日のwaitingperiodの後，
0.125mm×4回/1日で延長を開始する．

【結果】7例中6例で仮骨延長が完成した．固定器

装着期間は平均63日，末節骨の延長距離は平均

7.8mmで術後平均13.0mmであった.3例では

Tranquilli-Lealeplastyを追加し,1例は延長中に骨

が指尖部から露出したため，骨切除を行った．

【考察・結論】指節骨延長の報告は殆どが中節骨

までであり，末節骨延長の報告は少ない．本延長

器を用いれば,1cm以下の極小骨の延長が可能

であるが，手技がやや煩雑で熟練を要する．延長

距離は外傷後の柔軟性に乏しい指尖部の皮層の状

態により左右され，また爪も皮層に引っ張られて

遠位へ移動するため，延長器装着時にvolar

advanceと"anntena"procedureを行い，爪の前進

を防ぐ必要がある．

2-Pa-6

指背側の皮層欠損に対する皮弁症例の検
討

FlapSurgeryfOrDorsalSkinDefectofFingers

'東京慈恵会医科大学柏病院形成外科，2富士市立

中央病院形成外科

○武石明精!，林淳也!，杉山敦樹11

上羽理恵ll築野真理2

指背側の皮層欠損を皮弁を用い被覆した症例の適

応と術式について報告する．

【対象】1998年1月から2002年9月に指背側を皮

弁による再建を行なった症例は44例，49指であ
る．

【結果】局所回転皮弁を用いた症例がもっとも多

く25指であり，指背側の皮層を用いた皮弁が24

指,Lueders法がl指．逆行性皮弁は血管柄指背

島状皮弁10指，背側中手島状皮弁4指，指動脈

島状皮弁l指．遊離皮弁7指．交叉皮弁十分層植

皮1指，前進皮弁3指であった．対象疾患別では

外傷14例，良性腫瘍21例，悪性腫瘍4例，熱傷

4例，嬢痕拘縮1例であった．罹患指は母指6，

示指10,中指14,環指9，小指9指であった．合

併症は母指の粘液襄腫切除後に回転皮弁を行った

2例に健側比－15～20度の屈曲制限をみとめた．

回転皮弁の1例と逆行性血管柄指背島状皮弁の1

例に指神経背側枝の断端神経腫をみとめた．遊離

皮弁のl例で術後静脈血栓を生じ，血栓除去術を

行ったが一部表層壊死を生じた．考察：母指以外

の指背側で粘液嚢腫に回転皮弁を行なった症例で

は，腫瘍が大きい症例も含め関節の可動域制限を

きたした症例は無かった．しかし母指では2例に

運動制限をみとめた．これらの検討結果から皮弁

の大きさに問題があったと考える．欠損が大きい

場合には回転皮弁移行後に生じた皮層欠損に植皮

を行なう必要があると考える．指背側の断端神経

腫については，皮弁のデザインや皮弁を挙上する

際に指神経背側枝の走行を十分考慮して行う必要

がある．
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2-Pa-7

Peronealflapによる手・指の軟部組織欠
損の再建

ReconstructionfOrtheSkinDefectoftheHand

andFingerUsingFreePeronealFlap

'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高倉義典27

成川功一!，城崎和久ユ

【目的】1990年2月から2000年2月までに8例の

手の軟部組織欠損に対してperonealnapを用い再

建したので報告する．

【対象】症例は8例で男性が6例，女性が2例であ

った．手術時年齢は19歳から64歳で平均44.7歳

であった．受傷原因はヒートプレスによるものが

3例で，熱傷および高圧注入による壊死，電気ノ

コギリによる損傷がそれぞれl例ずつであった．

flapの大きさは4×5cmから10×21cmであっ
た．そのうち3例はdoubleperonealflapとして施

行した．また腓腹神経を入れneurocutaneousnap

としたものが2例であった．またいわゆる

pelforatornapとして2例施行した．

【結果】全例napは生着し，術後血栓形成を生じ

た症例はなかった．追加手術として5例に対して

de伽tingを施行した．

【結語】手指の軟部組織欠損に対して8例の

peronealnapを施行し良好な結果を得た.peroneal

freenapの利点としては1)感染に強く，汚染の
激しい軟部組織損傷に対して良い適応である．2）

本症例のごと<10×21cmと大きな皮弁を採取

することができdoublenapとして広範囲の組織欠

損を被覆できる．3）腓腹神経を含めることによ

りneurocutaneousnapとして使用できる．4)いわ

ゆるperforatornapとすることにより主幹動脈を
犠牲にせずに皮弁を採取することができる．一方

欠点としては手指の軟部組織欠損に対する皮弁と

して使用するにはbulkyでありdefattingの追加手

術を要することがあげられる．

2-Pa-8

陳旧性骨性malletfingerに対するtension
bandwiring法の経験
TreatmentofOldMalletFractuI℃swithTension

BandWiring

南洲整形外科病院

○園田昭彦，岸本

牟田實室屋

浩，内野潔，

誠

【目的】骨性mallet伽gerの治療としては，石黒法
が開発され良好な成績が報告されている．しかし

陳旧例の治療に関しては問題も残されている．

我々 は5例の陳旧性骨性malletfingerに対し，

tensionband法による観血的治療を行ったのでそ

の結果を報告する．

【対象と方法】症例は過去7年間に手術を施行し

た5例5指，男性3例女性2例で，手術時年齢は

14～38(平均24歳）であった．受傷から手術ま

での期間は36日から3年であった．手術は背側

より骨折部を展開し，新鮮化した後0.22mm両端

針付きwireを伸筋腱にかけ掌側に引き出してお

く．次いで骨片を整復後,wireを末節骨掌側に直

接締結した．術後4週間K-wireでDIP関節を伸展

位に固定した．経過観察期間は2年9ケ月～5年

10ケ月（平均4年4ケ月）であった．

【結果】5例とも瘻痛はなかった．調査時のDIP

関節自動伸展は全例0度，自動屈曲は50～80度

(平均64度）であり伸展不全が生じた症例はなか

った．蟹江の評価基準では全例優であった．X線

評価では全例骨癒合が得られ，関節の適合性もよ

く術後平均4年4ケ月の時点でOA変化をきたし

た症例はなかった.wireは屈筋腱下に埋没してあ

り,刺激症状はなく抜釘は全例おこなっていない．

経過中2例に爪の変形を認めたが，最終調査時に

は全例消失していた．

【考察】陳旧例では変形が主訴である場合が多い

ため，いかに伸展不全を残さないかが治療の目標

になる．本法は，背・掌側2ヶ所の皮切を要する

が,wireで締結するため，骨癒合が遷延化する場

合でも骨片が離開する危険が少ない．石黒法と違

い術後伸展位でDIP関節を固定するため伸展不全

が生じにくいなどの利点がある．

-S180-



2-Pa-9

骨性マレット指に対する石黒法における，
整復位獲得と骨癒合に影響を及ぼす因子
の検討

StudyofTheFactorsContributingtoCorrect

RepositionandBoneUnioninlshiguro's
ProcedurefOrMalletFracture

産業医科大学整形外科

○戸羽直樹，酒井昭典，沖本信和，

目貫邦隆，中村利孝

【目的】骨性マレット指に対する石黒法は，特別

な材料を必要とせず，手技が簡便で，広く普及し

ている．しかしながら,retrospectiveに調査する

と，整復位が充分に得られていない症例も散見す

る．本研究の目的は，術後の整復位獲得と骨癒合

に，術前の骨片の大きさ,DIP関節掌側脱臼の有

無ブロックピンの刺入位置と固定法が影響を及

ぼすか否かを明らかにすることである．

【方法】対象は1979～2002年にcIosedreductionに

よって石黒法を行った34例34指である．男性23

例，女性11例，手術時年令齢12～71，平均31.8

歳であった．骨折タイプはWehbeandSchneider

の分類にてtypel23例,typll8例,typelll4例
(脱臼無し）に分類された．受傷時から手術まで

の期間は1～64,平均10日，受傷4週以上の陳

旧例は4例であった．これらの症例について，骨

片の大きさ（関節面の1/3以下と，1/3より大きい

2群),DIP関節脱臼の有無ブロツクピン刺入部

位置（中節骨頭の背側縁から関節面背側1/4まで，

1/4より中央から1/2までの2群)，ブロツクピン

固定法（髄内，髄外の2群）が，ピン抜去（術後

4週）時における整復位獲得と骨癒合に影響を及

ぼすか否かを統計学的に解析した．

【結果，結論】整復位獲得は1）骨片の大きさが

関節面の1/3以下の群が，1/3より大きい群より9

倍(P=0.017)得られた.2)ブロックピン刺入

部の位置は，1/4より中央から1/2までの群が，中

手骨頭の背側縁から1/4までの群より2.2倍得ら

れる傾向を認めた．骨癒合は,DIP関節掌側脱臼

がある群が，無い群より2.3倍癒合しない傾向を

認めた．

2-Pa-10

指節関節固定におけるAcutrakbone

screwの使用経験

InterphalangealJointFusionUsingAcutrak
BoneScrew

i東京医科大学形成外科，2船橋市立医療センター

○松村-11松下博明21島中浩輔11

田中浩二11渡辺克益！

【はじめに】ACUTRAKbonescrewは,2000年よ

り本邦に導入された新しい形状のScrewで，

headless,fUllthread,variablethreadpitch,また，

一部のものでは,cannulatedを特徴としている．

このため，骨間に圧迫を加えた強固な固定が可能

で，関節固定に対して有利な特徴を有している考

えられる．今回，我々は，指節関節固定にこの

ACUTRAKbonescrewを使用し，良好な結果を得

たので報告する．

【対象】右手部深達性熱傷植皮後の小指DIP関節

の屈曲変形，左手部深達性熱傷植皮後のPIP関節

のボタンホール変形，右中指，環指PIP関節開放

骨折，慢性関節リウマチによる右示指DIP関節変

形・不安定性の4手，8関節に対して，関節固定

をACUTRAKSCREWを用いて行った.DIP関節

にはACUTRAKFUSIONを,PIP関節には

ACUTRAKMINIを用いた．

【結果】いずれの症例も良好な固定が行われた．

また，深達性熱傷植皮後の症例においては，経皮

的に行うことができ，軟部の状況の悪い分層植皮

部を切開することなく固定できた．

【結論】ACUTRAKbonescrewは，指節関節の固

定には簡便で，強固な固定ができ，良好な結果が

得られた．軟部の状態の悪い症例においても施行

可能と思われ有用であった．今後も症例を積み重

ねて行きたい．
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2-Pa-11

手指の関節固定術

A曲rodesisofFingerJoint

土浦協同病院整形外科

○尾澤英彦，石突正文，白坂律郎，

関康弘

我々は手指の関節固定術の際に,cannulated

Herbertscrewを使用している．変形性関節症の症

例のうち4例に関節面の新鮮化をせずにスクリュ

ー固定のみ行った．指尖部の創のみで治癒し侵襲

も少ない．

【症例】症例は15例17指．年齢は19歳～74歳

(平均40.6歳)．性別は男性11例，女性5例．罹

患関節は母指IP関節3例，示指DIP関節4例，中

指DIP関節5例，環指DIP関節3例，小指DIP関

節2例．外傷例が7例変性例が10例．

【方法】変形性関節症の症例のうち4例は新鮮化

をせずにスクリュー固定のみ行ったが，他の症例

では5mm程度の背側横切開にて入り,terminal

tendonを縦切し,aritomeにて関節軟骨の新鮮化

を行った.IP関節もしくはDIP関節を伸展位で保

持し，イメージ下にガイドピンを刺入．Screwの

長さの決定では，中節骨の基部まで刺入する必要

はなく，骨幹部に先端が来る程度でよい．

cannulatedで｡nⅡingを行い，Screwを刺入．

【結果】全例に骨癒合を得た．感染などの合併症

は無かった．

【考察】手指の関節固定術の方法としては，経皮

ピンニング,tensionbandwiring,スクリュー固定

などが考えられる．イメージ下にガイドピンを刺

入しアライメントを確認しながら行う本術式は安

全かつ容易で固定性も優れている.Faithfulらは

軽度屈曲での固定を推奨しているが，その保持は

難しく，患者も美容的にか伸展位の固定を希望す

るものが多い.Weilandらは伸展位での固定を推

奨しており，我々も同様に行い良好な結果を得て

いる．変形性関節症の症例では新鮮化をすること

なく骨癒合が得られているが，もともと軟骨が消

失して関節裂隙が全んど無い症例では新鮮化は必

要ないのではないかと考えている．

2-Pa-12

ハイドロキシアパタイトコーティング
Interferencescrew(TJscrew)を用いた

靱帯再建の力学的・組織学的検討

HistologicalandBiomechanicalEvaluationofan
InterferenceSclewfbrTbndonReattachment

'兵庫医科大学整形外科，2神戸大学整形外科

○常深健二郎11田中寿-11奥野宏昭11

圓尾宗司!，藤岡宏幸’

【目的】腱・靱帯再建用interferencescrew(以下

TJscrew)を開発，基礎実験で正常に近い靱帯付

着部の形成が確認されており，臨床的にも良好な

成績をおさめている．今回，手技上の簡素化を図

るためハイドロキシアパタイトコーティングした

TJscrew(以下HA-TJscrew)を開発し，以下の

実験でその経時的な力学的検討と付着部・骨孔内

の組織学的検討を行ったので報告する．

【方法】日本白色家兎(18羽）を用いた．方法は，

膝内側側副靱帯を切除し，両側の靱帯付着部に骨

孔を作成，採取した足底筋腱を骨孔に通し移植腱

に適度の緊張をかけながら直接HA-TJscrew固定

した．術後1，3，6週，3ケ月後および6ケ月後

に標本を採取し，引っ張り試験機（島津オートグ

ラフAG-1)による最大破断強度の測定と骨・靱

帯付着部と骨孔内の組織学的変化(HE染色）に

ついて検討した．

【結果】最大破断強度は，術後1週では41.1=t

14.6(N),3週では77.2±22.6(N),6週では

91.3±5.0(N),3ケ月では130.7±21.1(N),6

ケ月では，212.3±29.5(N)であった組織学的

には，付着部はHA-TJscrewを覆い隠すようにな

っており，移植腱から続く膠原線維が骨層へと連

続する像の経時的増加を認めた．また，最終的に

骨孔内でもshaIpey様線維を認めた．

【考察】力学的強度は，皮質骨を介し固定する従

来のTJScrew法と比べても有意差はなく，介在骨

がなくても十分な固定力を有し，組織学的でも付

着部，骨孔内の結合が得られ，手技の簡素化が可

能であると考える．
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2-Pa-13

第4,5CM関節損傷の受傷メカニズムお
よび解剖学的検討

AnatomyandPathomechanicsof4thand5th

CMCJointlIjuries

'聖マリアンナ医科大学整形外科，ユテキサス大学

ガルベストン校

○吉田亮',MuniaA.Shah2,RitaM.Patterson2,

別府諸兄',StevenF.Viegas2

【目的】第4,5CM関節脱臼骨折の受傷メカニズ

ムについて，解剖学的検討を加えて報告する．

【対象および方法】新鮮凍結屍体20手に対し，特
製の装置を用いて実験を行った．上肢（上腕骨骨

幹部にて切離）を肘関節屈曲90度，前腕回内外

中間位，手関節伸展20度，第4,5CM関節をそ

れぞれ，20度および30度屈曲位にて装置に固定

し，17ポンドの重を，平均3フィートの高さより，

特製の器具を用いて第4，5中手骨頭に向けて落

下させた．荷重前後にX線撮影を行い，また荷重

後に詳細な解剖学的観察を行って，第4,5CM

関節周辺の骨折および靱帯損傷について検討し

た．この研究は臨床において最もよく診られる手

の外傷の一つである"fistblow''を想定して試み
た．

【結果】個別の骨折では，有頭骨背側と第3中手

骨背側基部の骨折が最も高頻度に認められ，次い

で有鉤骨背側骨折が多く認められた．複合骨折で

みると，有頭骨背側骨折と有鉤骨背側骨折の組み

合わせが最も高頻度であった．臨床でみられるの

と同様に，第4，5中手骨頚部および骨幹部骨折

を呈するパターンと，第4,5CM関節の脱臼骨

折を呈するパターンがみられた．第4，5中手骨

頚部および骨幹部骨折と，第4,5CM関節の脱

臼骨折を同時に受傷しているものはl例も認めら

れなかった．

【考察】第4,5CM関節の脱臼骨折について，そ

の受傷メカニズムを荷重方向,CM関節の肢位，

特定のCM靱帯の影響などにより検討し解析し

た．詳細な解剖により，本損傷がcompression
fractureおよび,ligamentavulsionfractureの組み

合わせによって起こり得ることを示した．また，

臨床においてX線像で描出困難な第4,5CM関

節周囲の骨折についても併せて検討した．

2-Pa-14

DIPおよびIP関節内末節骨陥没骨折に対
する経皮経骨髄的整復法

PercutaneousReductionforDepressed
FractureofDistalPhalanxinDIPandlPJoints

済生会神奈川県病院整形外科

○山中一良，佐々木孝，一色ほのか

【目的】DIPおよびIP関節内の陥没骨折を伴う末

節骨骨折に対する経皮経骨髄的整復法の有用性を

検討する．

【対象および方法】経皮経骨髄的整復法を用いて

治療を行ったDIPおよびDIP関節内の陥没骨折を

伴う末節骨骨折16例を対象とした．症例の内訳

は男性12例，女性4例，年齢は17～54歳（平均

31歳)．指別では，母指6例，示指2，中指2，環

指4，小指2であった．骨折型は，脱臼を伴わな

い関節内陥没骨折(A群)6例，脱臼を伴う陥没

骨折(B群)7例，陥没骨折に加え基部の粉砕ま

たは骨片の離開を伴うもの(c群)3例であった．

手術手技は，末節骨先端より先を曲げた

Kirschner鋼線を骨髄腔に刺入して陥没骨片を整

復した後，背側または側方から経皮的に数本の

Kirschner鋼線を刺入し固定した．症例により関

節伸展ブロックや関節固定用の鋼線を追加した．

術後の関節可動域およびX線による評価を行っ

た．

【結果】全例の術後平均関節可動域は52.5士4．6

度であった．各群の平均可動域はA群：48度,B

群：57度,C群52度で，明らかな有意差はなか

った．最終経過観察時のX線写真では，微小な

gapや陥没を残す例もあったが，全体としての関

節面の適合性は改善され，術前に亜脱臼を伴う症

例もすべて整復されていた．成績不良例は軟部組

織の挫滅によるものであった．

【結論および考察】陥没骨折を伴うDIP・IP関節

内末節骨骨骨折は比較的まれであるが，良好な機

能を回復するには可及的解剖学的整復が必要であ

る.DIP･IP関節における経皮経骨髄的整復法は，

骨折部に対する侵襲が小さく，手技も比較的容易

であり，単純な関節内陥没骨折のみならず，脱臼

を伴うものや粉砕骨折においても安定した成績を

得ることができ，有用な方法である．

-S183-
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2-Pa-15

手指PIP関節内骨折のための新しい牽引
法とその牽引力

TheNewTigactionMethodandTractionForce

fOrPIPJFractureTreatment

帝京大学整形外科

○烏濱智明，黒島永嗣，木村理夫，

松下 隆

【目的】1995年から手指PIP関節内骨折に対し，

新しい牽引法を考案し利用してきた．その牽引法

を紹介し，臨床で使用した牽引力についても検討

する．

【新工夫の牽引法】K-wireを基節骨頭と中節骨遠

位に，骨長軸に直交するよう刺入した．直角に曲

げこれを互いに向き合わせフレーム状にした．長

軸方向に摺動するように，重なったK-wireにナ

イロン糸等を巻き付けた．K-wireの両端をhook

にして，手術用手袋の指部分を輪ゴムの代わりに

引っ掛けて牽引した．

【臨床例】本法をPIP関節内骨折5例（平均32.2

歳の男性）に行った．内訳は，2ヶ月～1年の陳

旧性背側脱臼骨折2例（両側側副靱帯の切除を加

えた）と，新鮮例（片側関節面陥凹型，掌側関節

面陥凹型，背側亜脱臼型各1例）の3例であった．

手術翌日から自・他動ROM訓練を開始．K-wire

は平均5.2週（4～6）で抜去した．術後平均8.4

ケ月（4～12)での自動ROMは5～100｡(伸展

不足：0～20.,最大屈曲：90～110｡)であっ

た．

【牽引力の定量化】経過中，骨折片だけでなく亜

脱臼や軸偏位も整復するように，患指の両側に設

置した手術用手袋の伸張量を7～20mmの範囲で

加減した．使用した手術用手袋の弾性係数を求め

換算すると，220～560gの牽引力に相当した．

【考察と結論】本法はK-wireを向き合わせて摺動

させることで小型になり，かさばらず早期ROM

訓練が可能であった．さらに牽引力として手術用

手袋の指部分を用いたことで，輪ゴムと異なり牽

引力の微調整（伸張量1mm=10～20g)が可能

となった．Schenck法では直達牽引力300gを用

いたと報告されている．本法ではより幅広く牽引

力を調整して，多様な骨折型に対応することがで

きた．

2-Pa-16

髄内釘1本のみを用いた中手骨骨折に対す
る髄内釘固定法

TifeatmentofMetacarpalFracmreswithNODE

AnchoringSystem

I角谷整形外科病院形成外科，Z角谷整形外科病院

整形外科

○石河利広I,麻殖生和博21仲井間憲彦21

岩崎一夫2，角谷昭一2

【はじめに】中手骨骨折の鋼線髄内固定法は
Foucherらの報告以来，優れた方法として普及し

てきている．固定材料については，キルシユナー

鋼線（以下,K鋼線）以外にもNODEanchoring

system(以下NODEピン）が報告されている．
我々 は,NODEピンを1本のみ用いて中手骨骨折
の固定術を行い,良好な成績を得ることが出来た．

その結果について，機械的性質をふまえて検討す

る．

【対象，方法】症例は，15から69（平均32.9）歳，

男性7例，女性1例の8例8指であった．骨折部

位は，8指とも第5中手骨であり，そのうち頚部

骨折6指，骨幹部骨折2指で，単純X線側面像で

の骨折部の掌屈変形は35から60（平均50.6）度

であった．手術はFoucherの方法に準じて行った．

固定後にX線透視下にMP関節運動時に骨折部の

不安定性がないことを確認した．術後は2ないし

3週間，シーネによる外固定を行った．経過観察

期間は2から6ケ月（平均3.6ケ月）であった．

【結果】6週から12週，平均7.7週で全例に解剖学
的骨癒合を得た．術後の%TAMは,88%から

100％で，平均95.5％であった．

【考察】NODEピン1本で良好な固定性が得られ

た．このピンは先端が球状であり,K鋼線と比べ

て穿通しにくい，また，引張試験により評価され

た機械的性質として，破断伸びがK鋼線の2.5倍

ありK鋼線よりも大きな変形を許容できる．この

ことは，髄内釘として,Ender釘のごと<3点固

定支持を行う場合,NODEピンの方が,K鋼線よ

りも固定性に優れていることを示唆している．た

だし，骨頭の粉砕骨折，基部の骨折については適
応とならない．適応の選択に注意すれば，本法は

中手骨骨折に対して有用な1つの方法であると考

える．
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2-Pa-17

手指骨骨折に対するプレート固定法の検
討

TreatmentofMetacarpalandPhalangeal

FractureswithPlatingMethod

i多根総合病院整形外科，

○児玉成人1，本城

福田眞輔』

2多根第二病院

昌!，冨士居和之'，

【目的】手指骨骨折に対する骨接合術には鋼線固

定や創外固定など種々の方法が施行されている

が，プレート固定は強固な内固定と早期の運動療

法により手指機能の早期の回復が期待できる．ま

た，手指関節内骨折や開放骨折では，その治療に

難渋することが多い．今回我々は，関節内骨折や

開放骨折を含めた手指骨折に対し，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．

【対象・方法】1999年1月から2002年7月までに

当科にて手術を施行した手指骨骨折22例26指を

対象とした．男性19例，女性3例．手術時年令

は15～72歳（平均33歳)，骨折部位は中手骨14

指，基節骨7指，中節骨5指で，うち関節内骨折

は11指(DIP2指,PIP3指,MP6指）であった．

また開放骨折は9指で，そのうち重度の軟部組織

損傷を伴う複数指骨折が2例5指であった．全例

外固定は行わず，翌日より可能な範囲で自動運動

を開始した．評価項目は，関節可動域，握力，瘤

痛合併症の有無である．術後経過観察期間は3

カ月～3年9カ月であった．

【結果】関節可動域はBosschaらやFordらに準じ，

TAMにより判定した．非開放骨折は関節内骨折

も含め,Excellentl3指,good4指であった．ま

た．開放骨折では,excellentl指,good6指，

poor2指であった.Poor2指については，重度の

軟部組織損傷を伴う複数指骨折の症例であった．

また全例，感染は認められず，プレートによる伸

筋腱炎等も認めなかった．

【考察】非開放骨折は関節内骨折であっても全例

良好な結果が得られた.また開放骨折においても，

重度の軟部組織損傷を伴う複数指骨折例を除け

ば，概ね良好な結果が得られた．治療に難渋する

ことの多い，手指関節内骨折や開放骨折であって

も，積極的に内固定し，早期の運動療法により手

指機能回復が期待できる．

2-Pa-18

ModularHandSystemの使用経験

ClinicalStudyofModularHandSystem

'聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院整形外科，

3聖マリアンナ医科大学整形外科

○木村元1，笹益雄11別府諸兄21

吉田典之2，青木治人2

【目的】Modularhandsystemを手指の骨折のみな

らず，僥骨頭骨折，および手根骨間靱帯の再建に

対して使用したので，その治療成績について検討

し報告する．

【対象・方法】1999年10月より本システムを31

例に対して使用した．男性26例，女性5例，年

齢は14～72歳（平均37歳）であった．内訳は手

指の骨折26例28指，僥骨頭骨折2例2肘，手根

骨間靱帯の再建3例3手であった．手指骨折のう

ち2例は陳旧例の骨折後変形治癒であり，矯正骨

切りを施行した際本システムを用いた．固定法は

プレート固定を12指に行い，他の16指はスクリ

ューのみで固定した．術後の外固定期間は0～42

日（平均20日）であり，外来での経過観察期間

は6週間～2年（平均7カ月）であった．榛骨頭

骨折2例のうち1例はスクリユー2本で固定し，

もうl例にはスクリューと吸収ピンを1本ずつ併

用した．また，外傷性の舟状・月状骨間離開の症

例に，第2・第3中手骨基部より骨-靱帯-骨を採

取し，靱帯再建を行った際，骨片の固定に本スク

リューを用いた．

【結果】経過中にスクリューの逸脱，折損などの

問題の生じた症例はなかった．粉砕の強い症例で

は外固定期間がある程度長期化し，可動域訓練に

も影響を及ぼした．骨癒合は1例を除いて全例に

得られたが，5例に指の可動域制限が残存した．

僥骨頭骨折例では術後早期より可動域が顕著に改

善し，患者の満足度は高かった．靱帯再建例にお

いても移植骨片の固定性は良好であった．

【考察】手指の骨折で問題となるのは回旋や屈曲

変形による指交叉，また関節拘縮である．本シス

テムの使用により，解剖学的整復位の獲得と内固

定による早期可動域訓練が可能となる．また，小

骨片の固定に非常に有用であるため，手に限らず

適応を広げて応用可能な方法であると考える．
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2-Pa-19

基節骨・中手骨骨折に対するlow-profile

platesystemの使用経験
TreatmentofMetacarpalandPhalangeal

FractureswithLow-prfilePlateSystem

!日本医科大学多摩永山病院整形外科，ユ日本医科

大学整形外科

○南野光彦!，伊藤博元2，澤泉卓哉2，

六郷知行2，小寺訓江2

【目的】基節骨・中手骨骨折に対して,Leibinger

platesystemまたはAOModularHandSystemを使
用し，その治療成績と本systemの有用性につい

て検討した．

【対象】症例は本systemを使用し手術治療を行っ

た13例16指で，平均年齢33.8歳，平均経過観察

期間8.0カ月である．骨折部位は中手骨13指，基

節骨3指であった.plate固定例はll指，螺子単

独例は5指であった．原則的に斜骨折に対して螺

子固定，横骨折や粉砕骨折に対してplate固定を

行った．術直後より運動療法を行い，約1～2週

の背側シーネ固定またはcottonball固定を行った．

【結果】全例骨癒合を認め,ADLの支障，術後骨

折部の転位，本systemの折損・ゆるみ・逸脱は

認めなかった．関節可動域はFordらやBosschaら

に準じてTAMで評価すると,excellentlO指，

good良5指であった．Plate固定例のTAMは平均
231度，螺子固定例259度で共に良好な成績が得

られた．良の5指の中3指が基節骨基部骨折例で，

2指が中手骨開放性骨折に対して初療でKirschner

鋼線固定後に偽関節となった症例で，特にMP関

節の屈曲制限を認めた．

【考察・結論】指骨骨折は，保存療法では整復位

の保持や固定性の限界から長期外固定を要し，鋼

線pinningではpin刺入部の軟部組織障害により拘
縮が生じ，治療に難渋する場合がある.Low-

profileplatesystemは厚さが薄く，スクリューヘッ
ドがプレートホールに埋入するため伸筋腱への影

響が少なく，骨表面への適合性もよい．また骨の

大きさに合わせて各種の形状・サイズを選択で

き，固定性に優れているため，外固定期間が短く，

早期運動療法が可能である．本systemは従来の

plate,螺子固定の適応を拡大させ，拘縮を予防し
良好な成績が得られるため，有用な内固定材の一

つと考えられた．

2-Pa-20

重度の小児上腕骨顎上骨折に伴う神経血

管損傷に対する治療

TreatmentfOrNervelIUuriesAssociatedwith

SupracondylarFracturesinChildren

昭和大学整形外科

○稲垣克記，瀧川宗一郎，平原博庸，

富田一誠，宮岡英世

【目的】重度の小児上腕骨頬上骨折に伴う神経血

管損傷では骨接合を基本的に行い神経損傷に対し

ては保存的に治療を行うのが原則とされ，神経展

開・剥離術や修復術を要する症例は少ない．当教

室において顕微鏡視下に修復術を要した症例の検

討をしたので報告する．

【対象および方法】1982年から2001年までの20

年間に当科において小児上腕骨顎上骨折の診断で

治療を行った症例は176名176骨折であり，本骨

折に合併した神経損傷は14神経（7.4％）であっ

た．これらのうちVolkmann拘縮を除き，神経・

血管修復術を要したものは6例であった．6名全

例とも男児で平均年齢は7歳（5-9歳)，右2例左

4例と左側が多かった．手術法は前方または内側

アプローチとし神経および血管を確認し骨接合し

た後に顕微鏡視下に神経・血管の修復を行った．

経過観察期間は平均5年であった．

【結果】骨折型はHolmberg,阿部の分類いずれも

Ⅳ型の重症型であった．6例の神経・血管損傷別

では正中神経麻痒5例，僥骨神経麻痒1例，上腕

動脈損傷が1例であった．僥骨神経麻痒の1例は

神経展開・剥離を要さずに自然回復した．正中神

経麻痒5例のうち4例は骨片による圧迫例,1例

は部分断裂例で神経縫合を行った．いずれも3カ

月以内に神経回復傾向を示し6カ月以内に完全回

復した．上腕動脈損傷の1例はTaperingをきたし

ており自家静脈移植により前腕から手指の血流の

再開が得られた.Flynnの臨床評価では

Excellent:5,Good:1であった．

【結論】前方または内側アプローチによる愛護的

な骨折の整復と顕微鏡視下の神経・血管修復術は

成績も安定し優れた治療法である．
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2-Pb-1

前腕部における正中神経の分枝形態に関
する解剖学的検討（第1報）

BiometryoftheBranchesoftheMedianNerve
intheForearm

!大阪市立大学整形外科，ユフランス手の外科研究

所

○米田昌弘1，五谷寛之1，惠木丈!，

高岡邦夫',AlainGilbe前ユ

円回内筋症候群，前骨間神経麻痒の病態として絞

掘性神経障害や，特発性神経炎などが考えられる

が解明されなければならない問題点も多い．例え

ば，正中神経は前腕の屈筋群に筋枝を出している

が，その分枝形態についての記載は成書によって

異なる.我々 は顕微鏡下に同部の神経解剖を行い，

臨床解剖学的側面から病態を詳細に検討した．

【方法】上肢標本12体（左6,右6標本）を用い，

肘部から上腕動静脈に伴走する正中神経を同定

し，遠位に剥離を進めた．円回内筋の2頭間の通

過部，浅指屈筋の2頭間に形成される腱膜様組織

の通過部での神経の状態を観察し，前骨間神経

(AIN),円回内筋(PT),僥側手根屈筋(FCR),

長掌筋(PL),浅指屈筋(FDS)への筋枝を同定

した．また，上腕骨穎部から各々の分岐までの距

離を測定した．

【結果】上腕骨穎部を起点にした，分枝までの平

均距離は,Pr2.lcm(1.3-4.0),FCR3.2cm(1.5-

4.0),PL3.8cm(2.6-6.5),FDS5.5cm(4.0-7.5),

AIN6.5cm(4.0-8.5)である．筋枝の順序は成書

通りのPT-FCR-PL-FDS-AINが6/12,AIN-FDSの

逆転が3/12,同時に分枝するもの2/12,AIN/FDS

の共通枝が1/12,FCR-PTの逆転が4/12,同時に

分枝するものが2/12であった．また，円回内筋

への栄養動脈によるAINの圧迫や円回内筋の破

格に伴うAINの圧迫所見を認めた．

【考察】今回の解剖学的検討では分枝の走行にお

いて，従来の報告と一部異なる部分を認め，病態

を解明する上で解剖学的に麻鹿像を意識した分枝

形態の把握が重要と考え検討した．基礎的な神経

の臨床解剖や神経のバイオメカニクスが重要度を

増してくると考える．このような特徴に加え，今

後前腕動作に伴い神経が走行中にどのような動的

変化を示すか検討する必要がある．

2-Pb-2

神経磁界測定による不完全伝導ブロック

部位診断一坐骨神経標本を用いた検討一

DiagnosisoflncompleteConductionBlock

UsingBiomagnetometer

東京医科歯科大学大学院脊椎脊髄神経外科学

○福岡優子，小森博達，川端茂徳，

大久保治，四宮謙一

【目的】神経磁界測定は空間分解能に優れ神経活

動を視覚化することが可能であり，脳では臨床応

用が進んでいる．我々は，これまで脊髄・末梢神

経磁界測定の臨床応用に向けて研究を行ってお

り，摘出神経標本を用いた実験において磁界測定

により高精度に完全伝導ブロックの部位を診断で

きることを報告した．今回は不完全伝導ブロック

モデルにおける障害部位診断について検討した．

【方法】ウサギより摘出した坐骨神経10本を用い

た．リンゲル液を満たしたchamber内に神経を静

置し，神経遠位端より吸引電極を用いて電気刺激

を行った（矩形波，持続時間：0.01-0.03msec,

刺激強度:8-30mA,刺激頻度:30Hz).リン

ゲル液面の高さは神経から5mmとし，神経上と

水面上で5-10mm間隔で電位測定を行った．磁

界測定は8チャンネルSQUIDセンサーを用いて，

水面上の計64-96ケ所で行った(samplingrate:40

kHz,bandpassfilter:500-5kHz,4000-8000回加

算)．電位・磁界測定後，血管クリップ（静脈用，

把持圧20g/mm2)で神経を圧迫し，経時的に電

位測定を行い明らかな電位変化が生じてから1分

後にクリップを解除した．伝導障害を作成後，再

度電位・磁界測定を行い，最小二乗法を用いたダ

イポール推定により障害部位の推定計算を行っ

た．

【結果】磁界測定によりクリップ付近で減弱もし

くは減速する神経活動磁界が測定された．ダイポ

ール推定ではクリップ付近で電流ダイポールの伝

導速度遅延もしくはモーメントの低下を認め，推

定結果は実際の障害部位をOmmとすると0.12=t

3.23mm(mean±SD,n=10)であった．一方，

電位測定において障害作成前後の電位を比較する

ことによって障害部位を診断すると1．5±8．95

mmであり，磁界測定に比してSDが大きかった．

【結論】神経磁界測定は不完全伝導ブロックの部

位診断に有用である．
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2-Pb-3

末梢神経癒着防止に対するヒアルロン酸

の有用性

ExperimentalStudyfOrPreventionofNeural

AdhesionUsingHyaluronicAcid

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】神経手術における術後の癒着は神経機能

回復の妨げとなり，癒着防止は神経手術において

大きな課題である．我々はこれまで，ヒアルロン

酸(HA)の神経癒着防止に対する有用性につい

て報告してきた．今回は，これまでの実験結果を

統括して報告する．

【方法】日本白色家兎17羽を用いた．両側の坐骨

神経を展開し，神経床に約lcm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，神経剥離のみ(Sham群),

神経剥離開始と同時にHAを滴下し,HAが常に

術野に存在する状態で剥離を行った群(HA-1群),

神経剥離終了後にHAを滴下した群(HA-2群）

を作成した．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lcm/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

定した．また,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は,Sham群で

6.8±0.6N,HA-1群で3.3±0．2N,HA-2群で

8.4±0．8であった.HA-l群は他の2群と比較し

て有意に神経剥離に要した張力は少なかった．ま

た,Masson染色では，神経周囲の嬢痕組織は

HA-1群の方が少ない傾向にあった．

【考察および結論】今回の結果からは,HAを神

経剥離直前から投与開始し，術中常にHAが術野

に存在する状態で手術を行うことが神経癒着防止

には有効であることが分かった．術野に常にHA

が存在することにより，剥離した層に直ちにHA

が到達，吸収される．このことにより，超急性期

の組織障害から神経周囲組織を保護し，神経癒着

を防止することができたものと考えた．

2-Pb-4

ウサギの坐骨神経刺激による末梢神経複

合活動磁界

MultichannelDetectionofEvokedMagnetic

CompoundActionFieldsofSciaticNervein
Rabbit

'東京労災病院整形外科，2順天堂大学整形外科，

3NTTDoCoMoマルチメディア研究所

○富田善雅!，黒澤尚2，岩瀬嘉志2，

安間基雄2，益子拓徳3

【目的】ウサギの坐骨神経を用いて末梢神経誘発

活動磁界および下腿筋磁界を計測し，正常モデル

を作成することである．測定法：72チャンネル2

次勾配型SQUID磁束計(tristantecnology社

Model661)を用いて神経および筋磁界の3次元的

多点観測を時間経過ごとに計測した．

【方法】実験1全身麻酔下に日本白色家兎の坐

骨神経を膝窩部で電気刺激し，上向性の坐骨神経

複合活動磁界を計測する．実験2，ネンブタール

腹腔内麻酔下に日本白色家兎の坐骨神経を膝窩部

で電気刺激し,下肢に発生する筋磁界を計測する．

結果：実験1大腿部の坐骨神経から上向性末梢

神経活動磁界が計測できた．この磁界を等磁図で

観察すると，脱分極と再分極に伴う電流四重極子

パターンを呈しながら上向性に伝播していった．

実験2膝窩部坐骨神経刺激では2つの大きな磁

界が計測できた．刺激点より末梢で坐骨神経を切

断することにより最初の磁界は消失した．

【結語】筋弛緩剤を用いることでウサギの坐骨神

経から上向性複合神経活動磁界を計測し正常モデ

ルを作成した．本実験の結果より，ウサギを始め

とした醤歯類を用いた動物実験の神経機能評価に

神経磁界計測の応用の可能性があり，また下肢の

筋磁界も計測可能であり，今後神経再生の評価を

神経と筋肉でできうる可能性が示唆された．
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2-Pb-5

絶縁針を用いた電気刺激が末梢神経再生
に及ぼす影響

ThelnfluenceofElectrostimulationUsing
InsulatedNeedletoPeripheralNerveRegeneration

'明治鍼灸大学整形外科，2明治鍼灸大学健康医学

教室，ヨ京都府立医科大学整形外科

○北條達也!，勝見泰和‘，井上基浩2，

岡島誠一郎3，久保俊一3

【目的】絶縁針を用いた深部の間欠的な直流電気

刺激が損傷神経の神経再生に及ぼす影響を主に電

気生理学的に検討した．

【方法】神経再生能の低下してきた高齢Wistar系

rat55匹(7ケ月齢）を用いた．ネンブタール腹

腔内麻酔後，坐骨神経に大腿中央部で鉗子を用い

て30秒間の圧挫損傷を加えた．実験群を無処置

群(N群),シャム群(S群：針刺入のみ通電な

し)，末梢陰極群(DC群：末梢を陰極とした直流

電気刺激,1Hz/15分/10v),末梢陽極群(DA

群:DC群の極性逆）の4群に分け，電気刺激は

圧挫当日より絶縁針を坐骨神経圧挫部位より1

cm近位とlcm遠位の神経近傍に皮層から刺入し

て連日施行した．圧挫1．2．3．4週後に，足

底12部位の誘発筋電図の出現数（以下12部位

EMG),behaviouraltestscore(以下BTS),12部

位EMGの潜時を測定した．さらに4週後は前脛

骨筋湿重量（健側比％）も計測した．

【結果】12部位EMGでは,DC群は他群に比べて

有意に早く足底から誘発筋電図を導出され，逆に

DA群は有意に遅延した．BTSの結果も同様に

DC群は他群に比べて有意に足の運動回復に優れ，

DA群は有意に遅延した．また潜時もDC群が他

群に比べて有意に短かく，前脛骨筋湿重量（健側

比％）もDC群が他群に比べて有意に高かった．

【考察】以上の結果から末梢陰極とした電気刺激

により神経再生は促進されるものと考える．末梢

陰極の通電は，損傷近位部での神経再生を遅延さ

せる因子として知られるCa2+の末梢側への除去

や神経芽の伸長に必要とされるNGFレセプター

の末梢側への誘導等，神経再生に有利な刺激にな

るものと考える．

【結論】末梢陰極とした絶縁針を用いた直流電気

刺激は，軸索再生を促進する有効な補助療法にな

る可能性が示された．

2-Pb-6

末梢神経緩徐伸張時におけるナトリウム
チャネルの動態

ChangesinClusteringofSodiumChannel

FollowingGradualNerveElongationinRat
SciaticNerve

'筑波大学整形外科，2慶友病院

○市村晴充!，安部伊知郎11原友紀11

辻野昭人2，落合直之！

【目的】末梢神経緩徐伸張は脚延長時や，末梢神

経障害の欠損修復時に用いられるが，その際の電

気生理学的変化の要因についての研究は少ない．

神経伸長時における神経損傷の主要な変化は

paranodaldemyelinationであると考えられるが，

今回，末梢神経緩徐伸張に伴うparanodal

demyelinationの複合神経活動電位（以下CNAP)

の変化とその要因であるナトリウムチャネル（以

下NaCh)の局在変化を免疫組織学的に検討した．

【方法】成熟Wister系ラット(12週齢約400g)

40匹を用いた．ラット用骨延長器を用いて，脚

延長により坐骨神経を間接的に伸張した．伸張速

度は1日3mmとし,15mm,24mm,30mmまで

伸長した．伸張終了後1週目に電気生理学的検査

としてCNAP(刺激：坐骨切痕部，記録：腓骨神

経）と腓骨神経の抗NaCh抗体を用いたNaChの

免疫染色を行い，ランビエ絞輪部における局在の

変化を評価した．コントロールは健常反対側とし

た．

【結果】CNAPの振幅はコントロールに比し,15

mm群65.00%±23.59%,24mm群40.46%=t

22.83%,30mm群19.15%±7.52%と伸張距離の

増大に伴い低下する傾向が見られた．免疫組織学

的検査では伸張距離の増大に伴い，ランビエ絞輪

部におけるNaChの局在の拡大や消失という変化

をより多く有する傾向を認めた．

【考察】NaChはランビエ絞輪に集中して存在し，

有髄神経の跳躍伝導に強く関わっている．本実験

により末梢神経緩徐伸張時におけるparanodal

demyelinationに伴うランビエ絞輪部における

NaChの局在の拡大や消失がCNAPの振幅の低下

の要因の一つと考えられた．
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2-Pb-7

末梢神経慢性伸張における神経細胞体の
病態

NerveCellBodyResponsestoGradual

ElongationofPeripheralNerves

金沢大学整形外科

○山内大輔，池田和夫，富田勝郎

【目的】末梢神経|曼性伸張に伴う神経障害の病態

の解明を目的に後根神経節と脊髄前角の神経細胞

体の形態学的変化を検討した．

【方法】家兎の大腿骨を創外固定器により30mm

延長し，坐骨神経に30％の伸張を加えた．延長

速度は1日4mm,2mmおよび0.8mmとした．

伸張終了直後，3週後，8週後に評価した．坐骨

神経を結紮・切断した切断群も作製した．神経細

胞体の核が辺縁に移動した軸索反応陽性細胞率を

検討した．

【成績】後根神経節では，正常群と0.8mm伸張群は

ほとんど陽性細胞を認めなかった．切断群は

17.87±5.50%(切断後1週),23.4±3.7%(切断後

3週)，13.1±2.4％（切断後8週）と高い陽性率を

示した.4mm伸張群は6.7ztl.8%(伸張終了直後),

11.3±l.3%(伸張終了後3週),2.8=tO.6%(伸張

終了後8週)と切断群ほどではないが増加しており，

伸張終了後3週では正常群と比べ有意に増加してい

た.2mm伸張群は増加傾向を示したが有意差はな

かった．次に脊髄前角では，正常群と0.8mm伸張

群はほとんど陽性細胞を認めなかった．切断群は

13.4±23%(切断後1週),17.6±4.5%(切断後3

週)，14.9±4.1%(切断後8週）と高い陽性率を示

した.4mm伸張群と2mm伸張群は増加傾向を示

したが正常群と比べて有意差はなかった．

【結論】4mm/日の伸張速度は後根神経節の軸索

反応陽性細胞が有意に増加したことから，神経細

胞体に負荷をかけているものと考えた．しかし，

核膜の不整像の程度は切断群と比べて小さく，同

じ軸索反応でも伸張群は切断群より軽度な軸索反

応しか生じない．また,0.8mmの伸張速度は神

経細胞体に変化を生じず，神経細胞に障害を生じ

ない安全な速度であった．後根神経節と脊髄前角

の軸索反応陽性細胞率の結果から，知覚神経・運

動神経の両者の神経細胞体に軸索障害に対する修

復反応が生じていることが確認出来た．

2-Pb-8

有連続性神経損傷に対する神経バイパス
法による軸索再生

AnExperimentalStudyonNerveBypassGraft
fOrNeuroma-in-continuity

'駒沢病院整形外科，ユ慶應義塾大学整形外科，

3束京専売病院整形外科

○川島秀一!，高山真一郎2，中村雅也2，

戸山芳昭21彦坂一雄，

【目的】有連続性末梢神経損傷では，神経剥離に

止めるか，損傷部位を切除して神経移植を行うべ

きかの判断は難しい．神経剥離では再生が不確実

である一方，神経移植は損傷部分を通過する再生

軸索を犠牲にする．これに対し我々は，損傷部位

を温存したまま，移植神経を損傷部位の中枢・末

梢に端側縫合する神経バイパス法を考案し，検討

を重ねてきた．今回，神経tracerによる軸索再生

経路の検討を加えて報告する．

【材料と方法】Wistar系rat45匹を使用し，坐骨神

経を6-0nylonで2重結紮した不完全損傷モデル

と，連続性を断ったsilicontubeに切断した神経両

断端を挿入した完全損傷モデルを作製した．これ

に対しそれぞれ長さ10mmと15mmの正中神経

片でバイパス法を加えた．通常の神経移植を行っ

たG群，無処置の坐骨神経にバイパス法を加えた

NB群を対照とした．それぞれ術後13と16週で

再生有髄軸索数を評価し,biotinylateddextran

amine(BDA)を用いて軸索再生経路を検討した．

【結果および考察】神経不全損傷十バイパス法の

再生軸索数は，バイパス部分でG群の約70％，

遠位脛骨神経で約80％であった．一方，神経完

全損傷十バイパス法では，それぞれ約50％と約

60％であった.NB群との比較では，バイパス部

分で優位に多数の再生軸索を認めた.BDAによ

る検索では，各群とも近位坐骨神経からバイパス

を経由して脛骨神経に至る再生経路が確認され

た．一部では，損傷部から端側縫合部へ迂回した

と思われる軸索が存在した．神経バイパス法は有

連続性神経損傷に対するnerveaugmentationとし

て十分な再生が得られ，再生軸索は近位ホスト神

経から端側縫合部とバイパス部分を経由した軸索

であることが確認された．
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2-Pb-9

肋間神経移行後の上腕二頭筋に現れた負
荷補償反射

LoadCompensationRenexinBicepsBrachii
MuscleafterlntercostalNerveTransfer

'筑波大学大学院医学研究科，z茨城県立医療大学

医科学センター，ヨ筑波大学整形外科

○作田直記11佐々木誠-21落合直之3

肋間神経を移行した上腕二頭筋(IC-Biceps)が
どのような運動制御を受けるかを解析するために

動物モデルを作製した．第2，第3肋間神経を筋

皮神経へ交叉縫合して6ヶ月以上経過した5例の

モデルを用いて，ペントバルビタール麻酔下に実

験を行い，自発呼吸下のIC-Bicepsの呼吸性活動

を筋電図に記録した.IC-Bicepsの運動単位(MU)

は，吸息相あるいは呼息相に一致する発射活動を

示した.CO,吸入により吸息相および呼息相の

MUの発射活動は増強した．胸郭への重り負荷に

より吸息相のMUの発射活動は増強し，呼息相の

MUの発射活動は減少，または消失した．気道抵

抗を上昇させると吸息相および呼息相のMUの発

射活動は増強した．胸郭への重りの負荷および気

道抵抗の上昇によってIC-biceps自体の筋紡錘が

受動的に伸張されるわけではないため隣接髄節レ

ベル肋間筋筋紡錘からの求心性入力がIC-biceps

のMUの活動を変化させたものと考えられた．胸

郭への負荷に対する正常肋間筋の筋活動の変化は

負荷補償反射と呼ばれる脊髄反射の一種であり，

ヒト肋間神経移行患者で術後長期経過後に出現す

るIC-bicepsの不随意性活動にも，この脊髄反射

が深く関与している可能性が示唆された．次に，

自発発射している単一運動単位のスパイクをトリ

ガーとして肋間神経移行された筋皮神経の神経発

射電位を加算平均し，神経縫合部より遠位の単一

軸索あたりの運動神経伝導速度(CV)を測定し

た.IC-bicepsのMUのCV(平均35.16±3.4m/s)

は正常肋間筋肋軟骨部のMU(平均75.9±12.7

m/s)と比較して遅くなっていた．

2-Pb-10

非ウイルスベクター(HVJ-リポソーム法）

を用いた中枢および末梢神経組織への逆

行性遺伝子導入の有効性について

EfficientGeneTransfer廿omlnnervatedMuscle

intoRatPeripheralandCentralNervousSystems

UsingaNonviralHVJ-LiposomeMethod

1防衛医科大学校整形外科，ユ防衛医科大学校研究

センター異常環境衛生部門，ヨ大阪大学大学院医

学研究科遺伝子治療学

○加藤直樹ll根本孝-11冨士川恭輔ll

中西邦昭2，森下竜一3

近年，種々の神経栄養因子が同定され，これらを

遺伝子導入により発現させ治療に応用する試みが

なされている．その試みの多くに用いられている

アデノウイルスベクターは高い遺伝子導入効率を

示すが，その免疫原性が連続導入を困難にし，致

死的な合併症の危険性も報告されている．また，

投与方法については神経内局所投与が大半であ

り，この方法では外科的手技が必要とされる．そ

こでわれわれはHVJ-リポソーム法を用いて中枢

および末梢神経組織への逆行性遺伝子導入を行

い，その有効性について評価した．HVJ-リポソ

ームは非ウイルスベクターにウイルスコンポーネ

ントを取り入れたもので，ウイルス蛋白による優

れた導入率と非ウイルスベクターのもつ安全性を

合わせ持ったハイブリッド型リポソームである．

Wistar系雄ラット81匹を用い，前脛骨筋の筋肉

内に目的とする遺伝子を組み込んだHVJ-リポソ

ームを27G針を用いて経皮的に投与した.61匹

については投与後1,3,5,7,10,12日に各組

織（筋肉，坐骨神経,DRG,脊髄）のLuciferase

活性を測定して導入効率を定量評価した．このう

ち16匹については初回導入後7日目に2回目の導

入を同様に行い連続導入の有効性について評価し

た．残りの20匹についてβ-galactosidaseの発現

をX-gal染色を行って確認し，遺伝子発現の局在

評価を行った．今回の実験結果より神経組織内へ

の逆行性遺伝子導入が可能であること，連続投与

が有効であり定期的な投与により長期間の安定し

た発現が可能であることを確認した．今後の神経

系の遺伝子治療において，この遺伝子導入方法は

有効な方法の1つであると考えられた．
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2-Pb-11

単一細胞遺伝子発現解析による終末シユ
ワン細胞特異的遺伝子の単離

IsorationofSpecificMarkersforTerminal

SchwannCellUsingaSingleCellPCRMethod

'京都府立医科大学整形外科，ユ京都府立医科大学

老化研病態病理学部門

○小田良!，岡島誠一郎!，小橋裕明'，

伏木信次2，久保俊一！

【目的】終末シユワン細胞は，神経終末の形成・

維持・再生に関与し，末梢神経損傷の際には神経

軸索による筋の再支配を促すことが知られてい

る．ところが細胞数がきわめて少なく解析が困難

なため，その機能を担う遺伝子はほとんどわかっ

ていない．本研究では終末シュワン細胞特異的遺

伝子発現の網羅的解析を試み，さらに軸索周囲シ

ュワン細胞の分化・増殖に関与し，創薬の対象と

して注目されているLPA受容体ファミリーの，

終末シュワン細胞での発現を検索した．

【方法】4-Di-2-ASPでラットヒラメ筋神経終末を

蛍光染色し，極細ガラス管を用いて終末シュワン

細胞を単離した．またラット坐骨神経から軸索周

囲シュワン細胞を単離した．これらの細胞から，

矢追らにより開発された単一細胞RT-PCR法を用

い，細胞個々の全cDNAを合成した．これらを鋳

型に,DifferentialDisplay法により，終末シュワ

ン細胞に特異的に発現する遺伝子の網羅的解析を

実施した．一方で，先の全cDNAを鋳型として，

既知の各LPA受容体遺伝子に特異的なプライマ

ーによるPCRを行った．

【結果】単一シュワン細胞の遺伝子発現解析から，

終末シュワン細胞特異的遺伝子としてs叩r6およ

UrhrpudIを同定した．また,LPA受容体ファミ

リーのうち,jpB!が終末シュワン細胞特異的に発
現していることがわかった．ノp,M･IpB2は両シュ
ワン細胞で発現していた．

【考察】われわれが開発した単一細胞遺伝子発現

解析法により，終末シユワン細胞特異的遺伝子3

種を初めて同定した．なかでも，さまざまな細胞

応答に関わるLPA受容体や転写調節因子s叩[6

は，細胞膜から核への細胞内シグナリングに関わ

る重要な遺伝子であり，今後さらに詳細に解析を

進める必要があると考えた．

2-Pb-12

ラミニンペプチドを吸着したキトサンチ

ューブは神経再生を促進する

TheChitosannlbeAdsorbedLaIT血inPeptides

FacilitatesNerveRegeneration

'東京医科歯科大学疾患遺伝子実験センター，ユ東

京医科歯科大学形成外科，，東京医科歯科大学

脊椎脊髄神経外科学，』物質材料研究機構生体材

料研究センター

○伊藤聰一郎11鈴木真澄21四宮謙-31

山口勇』，田中順三』

【目的】キトサンチューブにラミニンの活性部位

であるペプチドを吸着させ，神経再生に及ぼす効

果を検討した．

【方法】カニ腱を化学処理して円形（直径2mm)と

正三角形（一辺2.1mm)の断面を持つキトサンチ

ューブを作製した．未架橋，熱架橋，熱架橋後ア

パタイトコーティングした円形と三角形のチュー

ブを用い力学試験を行った．次に，アパタイトコ

ーティングした三角形チューブ内にラミニン，

YIGSR,IKVAVを吸着させた（順に10.3±0.3"g/

本，1.2±0.2/W本,10.9±0.4"g本).これらのチ
ューブと無処理のチューブを用いて,SDラットの

右坐骨神経に15nnnの架橋移植を行った(N=20).

同系神経移植を対照とした(N=5).1,2,4,6,

8週後実験群の組織学的観察を行った(N=3)．12

週後左右の坐骨神経を電気刺激してM波を記録し

終末潜時の比を求めた後，遠位縫合部より10mm

末梢で再生神経組織占有率を計測した(N=5).

【結果と考察】三角形のチューブが円形チューブ

より力学強度に優れていた．また，加熱処理によ

る熱架橋，さらにアパタイトコーティングを加え

ることによりチューブの変形量が減少した．ラミ

ニンおよびラミニンペプチド群では，移植後2-4

週で再生神経組織が活性化された線維芽細胞（神

経周膜様細胞）に包まれチューブ壁に沿って伸び

る像が観察された.M波は全群5/5匹で記録され

た．終末潜時の比は無処理群3．79±1．25，

1KVAV群3.72±0.93,YIGSR群2.63±0.84,ラ

ミニン群3.15±0.58,同系移植群1.24±0.09だ

った．また，神経占有率は無処理群28.3±9.9％，

IKVAV群34.8=k4.8%,YIGSR群39.6=t2.8%,

ラミニン群41.3±5.6%,同系移植群43.9=t

2.2％だった．以上より，ラミニンペプチドは再

生神経組織の伸張に対し促進的に働き，特に

YIGSR群はラミニン群に匹敵する神経再生促進

効果を持つことが示唆された．
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2-Pb-13

再生医療を応用した末梢神経損傷の修

復-bFGF処理生体吸収性polymertube
を用いた末梢神経欠損部の架橋一

ExperimentalStudyofPeripheralNerve

RegenerationinBioabsorbablePolymerTube
withbFGF

l大阪市立大学整形外科，2ツカザキ病院整形外科

○高松聖仁11越宗勝11中塚洋直ll

高岡邦夫!，榎本誠ユ

【はじめに】末梢神経欠損部の再建tubeとして

我々はPLAとPCLの重合体によるtubeを作成し

これまで報告してきた．また，末梢神経の架橋実

験においてこのtubeだけでは末梢神経の十分な再

生が得られないが，それに培養Schwann細胞を付

加するTissueengineeringの手技によって再生を著

明に促進することも報告した．しかし臨床的には

培養細胞を付加する手法はかなり煩雑であり，常

用できうる手段とは考えがたい．そこで末梢神経

の欠損長の長短に応じてtubeの使用方法を選択す

ることが可能であるならばさらに有用であると考

えた．そして今回は短い欠損を補填することを念

頭に置き,bFGFでtubeを処理することにより末

梢神経の再生が促進されるかどうか実験的に検討

を加えた．

【材料】神経再建用tubeは内径2mm･外径3mm

の二層構造とし，内層はPLAとPCLの重合体を

0.25mmのスポンジ状とし，外層はPLAを0．25

mmのmeshとして補強を加えた．これをbFGF

(500"g/5ml)溶解液に約1時間浸潤したのちに，
Whister系ラットの12mmの坐骨神経欠損部に移

植した(n=8).対照群はsiliconetube(n=8)

およびbFGF溶解液を加えないtube(n=8)とし

た．術後12週にtubeおよび坐骨神経を採取し末

梢神経の再生について組織学的に検討を加えた．

【結果】siliconetube群においては坐骨神経末梢断端

で神経の再生は認められなかった.bFGF処理を行

わなかった非処理tube群ではわずかに神経再生を認

めた．一方bFGF処理tube群では非処理tube群に比

較して，優位な血管の増生と神経の再生を認めた．

【結語】bFGFと生体吸収性polymertubeを組み合

わせることによって末梢神経の再生を促進するこ

とが明らかとなった．この方法は短い神経欠損の

修復に有用な方法となりうる可能性があると考

え，今後はbFGFの投与濃度および方法について

検討を加える予定である．

2-Pb-14

血液-神経関門の機能動態

BIood-nerveBarrier

l浜松医科大学整形外科，2浜松医科大学光量子医

学研究センター

○大村久美子11佐野倫生11大村威夫11

長谷川智彦!，大林雅春ユ

【目的】末梢神経には神経内環境の恒常性を維持

する血液-神経関門(BNB)が存在する．神経再

生におけるBNBの機能動態を免疫組織化学的手

法により検討した．

【方法】雌SD系ラットを用いて坐骨神経圧挫モ

デルを作製し，損傷後1，3日,1,2,3,4,8週

に採取した．圧挫部およびその中枢l0mmから

末梢35mmまで5mmごとに分け，凍結横断切片

を作製し免疫組織化学染色を行った．連続切片に

て，血管内皮細胞マーカーとして抗ratendothelial

cellantigen-1(RECA-1)抗体，血液関門因子マー

カーとして抗Endothelialbamerantigen(EBA)抗

体を用い,BNBの評価は全血管数に対する

barriier機能を持った血管の割合として数値化し

た．又，軸索およびマクロファージの評価は抗

Neurofilament(NF)抗体，抗EDl抗体を用いた．

コントロールは正常ラットを用いた．

【結果】barrier機能を持った血管の割合は，損傷

後3日および1週では圧挫部より中枢5mmおよ

び末梢全ての部分でコントロールと比較し有意に

低下した．2週では中枢5mmおよび末梢15mm

まで回復した．3週以降中枢および末梢全ての部

分で回復した．コントロールでは見られない神経

内膜内のマクロファージは，損傷後3日に中枢5

mmおよび末梢全ての部分で一斉に見られた.3

週でピークとなり徐々に減少したが8週後も存在

していた．一方，軸索は損傷後3日から変性が始

まり，2週では末梢35mmまで再生軸索が見られ

た．

【考察】BNBの破綻部分とマクロファージが見ら

れた部分は一致しており，マクロファージは神経

内膜内血管の透過性冗進により流入したものと推

察された.BNBの回復は軸索再生に引き続き生

じると考えられた．
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2-Pb-15

Nervetomuscleneurotizationにおける

シュワン細胞移植の効果

NervetoMuscleNeurotizationwithSchwann

CellTransplantaion

三重大学整形外科

○福田亜紀，平田

長倉剛，内田

仁，明田浩司，

淳正

【目的】神経断端を直接筋内に移植するNerveto

muscleneurotizationは，術後機能回復が不十分で

あり臨床応用されることは少ない．今回，軸索再

生におけるシュワン細胞の重要性に着目し，

Schwann細胞移植がNervetomuscleneurotization

モデルでの機能回復に与える影響を検討した．

【方法】ワーラー変性を生じさせたLewis系ラッ

ト神経片を酵素処理し,Schwann細胞を単離した．

腓骨神経を切断し前脛骨筋を脱神経した後，脛骨

神経を直接，筋内に移植したSchwann細胞（－）

群と移植神経断端部に培養Schwann細胞を移植し

たSchwann細胞(+)群を作成した．神経断端部

からの軸索再生を抗Neurofilament,S-100抗体に

よる免疫組織学的評価,endplateの再生をSilver-

Acetylcholinesterase染色にて評価した．術後12週

での筋湿重量,Compoundmuscleactionpotential

(CMAP)による電気生理学的検討を行った．

【結果】移植神経断端からの軸策再生距離は

Schwann細胞(+)群で有意に促進されていた．

Silver-Acetylcholinesterase染色においても，再神

経支配されたendplateが多数観察された．健側に

対する％筋湿重量では,Schwann細胞移植で筋湿

重量が有意に増大し,CMAPによる電気生理学的

検討でも,Schwann細胞(+)群で良好な回復を

認めた．

【考察】Schwann細胞移植を併用したNerveto

muscleneurotizationモデルにおいて,Schwann細

胞が，神経再生に抑制的であるとされる骨格筋内

の環境を神経再生に適した状態へ変化させるとと

もに，神経筋接合部への再神経支配を促進したた

めと考えられた．このように，骨格筋内への

Schwann細胞移植は，神経筋接合部での再生を促

進できる可能性があり，今後人工神経，人工筋肉

を用いた再生医学への応用も可能である．

2-Pb-16

チュービングを用いないシュワン細胞含

有バイオ人工神経の工夫

TissueEngineeredNerveof3-dimensional
AdultSchwannCells

'マサチューセッツ医科大学テイツシユーエンジ

ニアリングセンター，2慶應義塾大学整形外科

○小見山貴継',MartinVacanti',仲尾保志21

栩木弘和2，戸山芳昭：

シュワン細胞を様々 なScaffOldに播種した人工神

経は報告されているがチュービング方法での長い

架橋は軸索伸展に時間がかかるため播種したシュ

ワン細胞の生存率が低下し長期成績ではScaffOld

のみの人工神経と有意差が認められない．本実験

ではADULTRATSCHWANN細胞の3次元培養に

より作成したバイオ神経を，チュービングを用い

ず縫合架橋しWWVOでの有用性およびシュワ

ン細胞の生存率を検討した．

【方法】実験1:ADULTRAT坐骨神経より50X

106cell/mlのSCHWANN細胞を培養しこれを

10×106cell/ml線維芽細胞とともに生体吸収性

Scaffbld上に播種した．次にnudemouse皮下にて

8週間培養,Scaffoldが吸収されたのち標本を組

織学的に評価した．実験2:nudemouse皮下から

摘出したバイオ神経をadultnuderat坐骨神経欠損

部(lcm長）に縫合架橋した群とScaffOldのみを

縫合架橋した群問で移植8週間後の神経再生を比

較検討した．

【結果】実験l:採取した標本は黄白色を呈し縫合

に十分な強度を有した細胞外マトリックスを形成

しH&E染色では自家組織に類似していた．また凍

結切片(8"m)をS100,GFAP,DAHで免疫染色
した所，329.7士107.3個/切片のシユワン細胞が認

められた．これは自家組織（735.8±163.3)に比

して有意に低値であった．実験2:ScaiTHoldのみで

架橋した群では軸索の再生は認められずSca肋ldも

吸収分解され神経欠損部は溌痕化していた．本バ

イオ神経架橋群は周囲にわずかな綴痕を認めたが

バイオ神経は良好に残存し，免疫染色，電顕で軸

索の伸展とミエリン形成が認められた．

【結語】本バイオ神経は良好な細胞外マトリック

スを形成し，長期間比較的高い細胞生存率を維持

した．またmvivoではチュービングやScaffOldな

しでも良好に形状を維持し軸索の伸展を誘導しえ

た．
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2-Pb-17

ハイブリッド型人工神経のための遺伝子
導入シュワン細胞の作製

GeneticallyModifiedSchwannCellfbrTissue

EngineeredPeripheralNerve

慶應義塾大学整形外科

○栩木弘和，仲尾保志，斎藤治和，

池田崇，戸山芳昭

【目的】シュワン細胞を3次元培養したハイブリ

ッド型人工神経の神経誘導能を高める目的で，シ

ュワン細胞に神経成長因子遺伝子の導入を試みた

ので報告する．

【方法】神経成長因子cDNA(BDNF,CNTF)を

非増殖型アデノウイルスベクターに組み込み，大

腸菌内でのアデノウイルス構造遺伝子を含むベク

ターとの相同組換えでコンストラクトを完成させ

た．さらにヒト胎児腎由来細胞株293細胞に導入

し，継代培養して増幅・精製したウイルスを，生

後7日齢ラット坐骨神経より分離培養したシュワ

ン細胞に感染させた．感染の有無はGFPマーカ

ーを用いて確認し，遺伝子導入は，それぞれの神

経成長因子蛋白およびS100蛋白の発現をウェス

タンプロットで検索して確認した．コントロール

は，無処理シュワン細胞と遺伝子非導入ウィルス

を感染させたシュワン細胞について，同様の検索

を行った．

【結果】蛍光顕微鏡下で,GFP陽性シユワン細胞

を観察し，アデノウイルスがシュワン細胞に感染

したことを確認した．またウェスタンプロットで

は,BDNF遺伝子およびCNTF遺伝子導入シユワ

ン細胞のいずれにおいても，それぞれのコントロ

ールに比較して，神経成長因子蛋白の高い発現を

認めた．なお，これらの細胞は，いずれもS100

蛋白陽性であった．

【考察】遺伝子導入を試みたシュワン細胞では，

神経成長因子蛋白が有意に高く発現しており，神

経成長因子遺伝子の導入に成功したと思われた．

また，シュワン細胞の特異抗原であるS100蛋白

の発現が保たれており，シュワン細胞の性質は残

しつつ成長因子蛋白発現の増加が得られたと考え

ている．今後，蛋白レベルでシュワン細胞の特性

をコントロールすることで，再生神経誘導能力に

優れた活性型シュワン細胞を作製できる可能性が

示唆された．

2-Pb-18

NG2発現の変化からみた腰神経叢損傷モ

デルにおける神経幹内側副発芽の可能性
TransitionofNG2ChondroitinSulfate

ProteoglycanRepresentationinDamagedLumbal

NervePlexusinwhichRegeneratingAxonsare

GoingintohpahedPaltfTomlntactPart

l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川崎市立川崎病院整形外科

○新井健'，仲尾保志2，斉藤治和2，

高山真一郎2，堀内行雄3

【はじめに】神経の端側吻合や側側吻合では，健

常神経から神経断片に再生軸索が進入する.一方，

神経叢損傷や末梢神経不全損傷などでは，損傷末

梢部位で，損傷部分と健常部分が隣接し，健常部

分から損傷部分に再生軸索が発芽伸長する可能性

がある．われわれは，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（腰神経叢損傷モデル）を作成し，損傷

部分に再生軸索が進入することを第45回本学会

にて報告した．しかしながら，進入した再生軸索

の起源や再生軸索発芽誘発のメカニズムは不明で

ある．今回，軸索再生抑制能を持つことで知られ

るNG2chondroitinsulfateproteoglycan(NG2)の

変化を経時的に観察することで，局所での側副発

芽の可能性を検討した．

【材料と方法】Wistar系ratの左第5および第6腰

神経を温存しつつ第4腰神経を切断し，反転した．

12，24，48，72時間，1，2，4週間後に腰神経叢

を採取し，凍結切片を作製し，抗NG2抗体，抗

neurofilament抗体，抗macrophageED1抗体，抗

laminin抗体などを用いて染色し，経時的なNG2

の発現の変化を観察した．

【結果】健常な神経では，縦走するSchwann細胞

の基底膜および神経周膜にNG2の強い発現を認

めた．第4腰神経切断後，24時間まではほぼ変化

が無く，48時間以降，第4腰神経およびそれに連

続する損傷部分で，基底膜上の発現が経時的に低

下した．これとは対照的に,macrophageEDIは，

損傷部分内で2週まで経時的に増加した．また，

損傷部分内で増殖したSchwann細胞にはNG2の

発現が認められた．

【考察】NG2は無秩序な神経の発芽を抑制してい

ると考えられているが，損傷部分のNG2の発現

が経時的に低下することで，健常部分と損傷部分

が接する部位が側副発芽可能な環境に変化するこ

とが示唆された．
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末梢神経再生における繊維芽細胞の役割
RoleofPerineurialFibroblastinthePeocess

ofPeripheralNerveRegeneration

三重大学整形外科

○長倉 剛 ， 平 田

福田亜紀，内田

仁，明田浩司，

淳正

【目的】末梢神経が損傷されるとその遠位ではシ

ュワン細胞の基底膜構造は温存されながらも，基

底膜内において軸索や髄鞘は貧食される．これら，

基底膜内での一連の過程は再生軸索にとってより

良い環境を作り出していると考えられているが，

基底膜外での再生過程については知られていな

い．今回，我々は神経再生時におけるシュワン細

胞基底膜(ScBM),繊維芽細胞に着目し，軸索

再生抑制能をもつNG2proteoglycanの発現より末

梢神経再生のメカニズムを調べた．

【方法】ラット坐骨神経を大腿中央部にて切断し，

1,3,7,14日の時点にて神経を採取し凍結切片

を作成した．抗NG2抗体にて,NG2を，抗

laminin抗体にてScBMを標識した．また，繊維

芽細胞のマーカーとしてthyl.1,vimentinに対す

る抗体を用いて免疫組織学的に検討した．

【結果】正常な末梢神経において,NG2はランビ

エ絞輪およびScBMに発現していた．また，

ScBM外の細長い紡錘状細胞にNG2が発現してい

た．末梢神経を切断すると，神経切断後3日目に

なると基底膜に沿う発現は低下し,1週になると，

紡錘状細胞での著しい発現を認めた．2週になる

と，再びScBMに広がる様に発現を認めた．また，

基底膜外に存在する紡錘状細胞は,NG2,

vimentin,thyl.1をそれぞれ発現していた．

【考察】今回，我々の研究より,NG2は基底膜外

に存在する繊維芽細胞が発現，分泌しており，神

経が損傷されると，その遠位部において一旦

NG2の基底膜に沿う発現は低下するが，シュワ

ン細胞柱が形成される2週頃には再び，基底膜外

の繊維芽細胞がNG2を基底膜に沿って発現させ

再生軸索が基底膜内へ誘導されて伸長してゆくと

考えた．つまり，神経再生時に，シュワン細胞だ

けでなく繊維芽細胞が再生軸索のguidancecueと

して重要な役割を担っている事を示した．
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四肢同種移植におけるH-Y抗原の発現

TheBehaviorofMale-specificMinorHisto-

compatibilityAntigeninRatWholeLimb

Tiansplantation

山口大学整形外科

○村松慶一，伊原公一郎，黒川陽子，

坂本相哲，ソウユウシン

【目的】同種移植において性別の差によるH-Y抗

原の発現は皮層移植や肝移植ではすでに拒絶発症

が確認されており，最近では慢性拒絶反応の動脈

硬化因子として興味がもたれている．しかし，

H-Y抗原の発現は，動物種や移植臓器に特異的で

ありこれまで詳細は知られていない．今回，四肢

移植モデルを用いてH-Y抗原の発現を3系統のラ

ットを用いて検討した．

【方法】実験に用いたラットはLEW(n=50移植),

F344(n=10),DA(n=5)の3系統で，雄後肢

を雌へ同所性に移植し大腿動静脈を血管吻合し

た．移植後は免疫抑制剤をいっさい使用しなかっ

た.LEW例では雌後肢移植群，雄後肢移植で

FK506を投与した群も作成し比較した．拒絶の評

価は，皮層拒絶の有無，組織学的所見とともに宿

主のキメリズムについてY染色体特異的PCR法

を用いて定量化した．

【結果】移植後6ヶ月では，皮層拒絶が生じた雄

後肢移植例は3系統ともになかった．組織学的に

も四肢構成体である骨，皮層，筋肉，神経等に拒

絶所見はなく，微小血管の変化も認めなかった．

キメリズムは安定して成立しており,FK506投与

例，非投与例に有意差は認めなかった．

【考察】Eichwaldは，マウス皮層同種移植ではH-

Y抗原は必ず発現し，移植皮層は拒絶される事を

示した.Chen等は，ラット皮層移植では系統の

相違はあるものの高率に拒絶される事を報告して

いる．我々も皮層のみの移植実験をこの3系統の

ラットを用いて行ったが，雄から雌への移植皮層

は全例拒絶された．今回の結果では，四肢移植モ

デルでは少なくとも移植後6ケ月まではH-Y抗原

の発現は認められず移植四肢の拒絶は生じていな

かった.H-Y抗原の発現は植皮という移植法では

生じるが，皮弁という移植片の血行を保った移植

法では生じないのかもしれない．

2-Pc-2

トランスジェニックラットを用いた同種
四肢移植のmicrochimerism

MicroChimerismonLimbTransplantation

UsingGFPTransgenicRats

山口大学整形外科

○黒川陽子，村松

重冨充則，河合

慶一，伊原公一郎，

伸也

【目的】同種四肢移植後，移植肢の体細胞は徐々

に宿主細胞により置換されることが報告されてい

る．また，移植肢の長管骨内骨髄細胞は，血行性

に宿主体躯へ移動し，一定期間，特定の臓器にお

いて生着するといわれている．今回われわれは，

骨髄系細胞に強い蛍光輝度をもつGreen

FluorescentProtein(GFP)トランスジェニック

(Tg)ラットを用いて，血管柄付同種四肢移植を

行い，移植後のドナーおよびレシピエントに存在

するGFP陽性細胞を経時的に追跡し，移植後の

マイクロキメリズムの程度について検討した．

【方法】GFPTgWisterとLewis間でラット四肢移

植を施行した.GFPTgWisterの後肢をLewisの同

部へ移植したものをA群,Lewisの後肢をGFPTg

Wisterの同部へ移植したものをB群とし，移植後

の評価として肉眼的・組織学定検査，蛍光顕微鏡

検査,し線所見および電気生理学的検査を用いた．

また経時的にラットを犠牲死させ，組織内のGFP

陽性細胞の存在を調査した．なお，移植後の免疫

抑制にFK506を0.5mg/kgを連日投与した．

【結果】A群では，ドナー肢の骨髄内，大腿神経，

皮層，筋肉にはGFP蛍光発光が確認できた．し

かし，レシピエント躯幹内には，明らかな発光を

認めなかった.B群では，躯幹内のGFP蛍光発光

は依然認められ，また，移植肢内の，骨髄，大腿

神経，皮層,筋肉にも，軽度の蛍光発光を認めた．

【結果】GFPトランスジェニックラットを用いた

同種四肢移植においては，レシピエント体躯から

のGFP陽性細胞が，移植肢へ移動することは確

認できたが，移植肢から，レシピエント体躯への

GFP陽性細胞の移動は確認できなかった．今後は

PCRなどを含めた遺伝子レベルでの解析を用いて

検討を行う予定である．
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ICOS/B7-RP1シグナル阻害による複合組

織移植片生着延長効果の検討

ProlongedSurvivalinRatCompositeTissue

AllograftswithMonoclonalAntibodyAgainst
anlnducibleCostimulator(ICOS)

'北海道大学整形外科,2北海道整形外科記念病院，

3北海道大学遺伝子病制御研究所病因研究部門分

子免疫分野

○永井正弘!，岩崎倫政11三浪明男17

三浪三千男2，上出利光，

【目的】ICOS/B7-RPlシグナルは細胞性免疫反応

における抗原提示細胞とT細胞間の副刺激経路

で,T細胞の分化誘導および免疫グロブリンのク

ラススイッチに関与し，アロ拒絶反応に重要な役

割を果たす．近年,ICOS/B7-RP1シグナル阻害に

よる心または肝移植片の生着延長効果の報告が散

見されてきている．今回，ラット同種複合組織移

植の系にICOS/B7-RPlシグナル阻害を行い，そ

の生着延長効果を検討したので報告する．

【方法】ACIの後肢を，大腿動静脈を吻合して

Lewisの背部に異所性移植し，複合組織移植のモ

デルとした．抗ICOS単クローン抗体

(antilCOSIg)はantilCOSIg遺伝子が組み込まれた

組換えadenovirusをCOS-7細胞に感染させ，その

培地より分離・精製した．実験群としては，対照

群（非治療群,n=9)とICOS/B7-RPIシグナル

阻害群(antilCOSIgを移植後2日目に500浜g,4,

6日目に250狸g腹腔内投与,n=3)を設定した．
移植片の生着期間は皮層のescharfOnnationの出現

までの日数とした．

【結果】移植片生着日数は対照群(n=9)では平

均6.2日に対してICOS/B7-RPlシグナル阻害群で

は,11,13,18日とより延長した．

【考察】これまでICOS/B7-RP1シグナル阻害の効

果は，マウスの心移植または肝移植の系で抗

ICOS抗体または抗B7-RP1抗体を投与して観察さ

れており，対照群の2～6倍程度の生着期間の延

長が報告されている．本研究はpreliminaryなもの

ではあるが，約2～3倍程度の生着期間の延長が

認められ,ICOS/B7-RPlシグナル阻害は複合組織

移植に対しても生着延長効果が期待された．

2-Pc-4

急性手根管症候群の本邦報告例の検討

AcuteCarpalTunnelSyndromeinJapan

松井整形外科

○松井猛

【目的】本発表の目的は急性に発症した手根管症

候群（以下,CTSと略す）の自験例と本邦の報告

例を収集し，本邦の急性CTSの特徴を検討する

ことである．

【方法】自験例は1986年4月より2002年3月まで

の5例8手であった．演者が狩猟し得た本邦の自

験例以外の報告は，2論文，3例3手で，合計8例

ll例であった．平均年齢は64歳(46～86歳）で，

すべて過度の手の繰り返し動作により発症してい

た．治療は手術が8手（直視下手根横靱帯切離術

が7手，鏡視下がl手)，保存的治療が3手であっ

た．3手に電気生理学的検査が行われていた．手

根管内圧を測定した症例は無かった．

【結果】手術所見では全例に屈筋腱腱鞘の肥厚と

正中神経の圧迫が認められ，1手には血腫が存在

し，5手に滑液の貯留が認められた．組織学的に

は非特異性滑膜炎が7手に証明された．保存的に

治療した3手では安静，患肢挙上と手根管内への

ステロイド注入などを行った．治療結果はすべて

良好であった．電気生理学的検査を行った3例で

は治療によって改善していた．

【考察および結論】Snaboは，急性CTSは手関節

部の外傷直後によって生じることが最も多いと，

総説の中で述べている.Mackらは手関節部外傷

直後に発症した10例の急性CTSを5年の間に経

験し，直達外力による正中神経損傷との鑑別に手

根管内圧の測定が重要であると強調している．手

の繰り返し動作に起因する急性CTSは，海外で

はJonesらやLewisらがl手ずつ報告して.いるに

過ぎないが，本邦での日常診療に際しては念頭に

置く必要がある．
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僥骨遠位端骨折後に発症した手根管症候
群

CarpalTunnnelSyndromeafterDistalRadial
Fracture

l駿河台日本大学病院整形外科，旧本大学整形外

科

○豊泉泰洋!，長岡正宏11長尾聡11
龍順之 助 2

【目的】手根管症候群の原因の一つとして僥骨遠

位端骨折はよく知られているが，その報告は意外

に少ない．僥骨遠位端骨折後に発症した手根管症

候群につき，治療成績と健側との関連について検

討したので報告する．

【対象と方法】対象は当院で治療を行った手根管

症候群479手中榛骨遠位端骨折後に発症した8手

(1.7％）である．これらに対し，しびれ感，

Semmes-Weinsteinmonofilamenttest(SWT),筋萎

縮，電気生理学的検査について健側も含め検討し

た．短母指外転筋遠位潜時は4.2msec以上，中指

一手関節間の感覚神経伝導速度は45m/sec以下を

異常とした．治療は鏡視下手根管開放術4手，従

来法手術3手，装具療法l手，経過観察期間は

8-66ケ月（平均27.6ケ月）であった．

【結果】患側のしびれは全例消失，筋萎縮は術前

5例にあったが,1例を除き軽快した.keypinch

は術前2.94=t1.08kgから術後4.37±1.08kgへ増

加した．短母指外転筋遠位潜時は術前導出不能2

手，残り6手は5.86±1.13msecであったが，全

例導出可能となり4．37±0.99msecに改善した．

また健側の短母指外転筋遠位潜時に異常にあった

ものが2手，健側の中指一手関節感覚神経伝導速

度に異常のあったものが5手あった．いずれかに

あてはまるものをsubclinicalCTSとすると8手中

5手に異常を認めた．この5手のうち1手は後に

有症状となった．

【考察】これまでにはあまり報告がないが，榛骨

遠位端骨折後の手根管症候群の治療成績は良好で

あった．また，立花ら，谷口らも述べたように僥

骨遠位端骨折後の本症は健側にも伝導障害を有す

る症例が多かった．

2-Pc-6

僥骨遠位端骨折に続発した手根管症候群
の臨床像

CarpalTunnelSyndromeFollowingDistal
RadiusFracture

'北海道大学整形外科，ユ北海道整形外科記念病院

○林未統11加藤博之11三浪明男11

末永直樹!，平地一彦ユ

【目的】僥骨遠位端骨折に続発して手根管症候群

(CTS)が発症する事は知られている．その原因

として初期治療法，僥骨の変形による手根管の形

態変化，潜在的手根管症候群の存在などが推測さ

れているが詳細は不明である．これらを明らかに

するために以下の臨床研究を行った．

【対象と方法】僥骨遠位端骨折後のCTS45手を対

象とした.骨折時年齢は13-83歳で性別は男15手，

女30手であった．骨折の治療法は観血的手術ll

手，保存治療34手であった．これらを対象に,1)

骨折からCTS発症までの期間,2)受傷機序,3)

CTS発症時年齢,4)手関節X線像,5)正中神経

伝導速度の終末潜時,6)CTSの治療法と治療成

績を調査した．

【結果】l)骨折後1週未満の急性期発症13手，

骨折後1-12週の後療法期発症17手，骨折後12週

以降の晩期発症15手であった．2）急性期型では

highenergyinjuryによる受傷が8/13手と高率であ

ったが，後療法期型と晩期型ではlowenergy

injuryが大部分であった.3)CTS発症の平均年齢

は急性期型44歳，後療法期型62歳，晩期型62歳

で，急性期型は若年者に多く，他の2型は中高齢

者に多く発症していた．4）急性期型では関節内

骨折型を9/13手と半数以上に認めたが，後療法

期型と晩期型は23/29手と大部分が関節外骨折で

あった．後療法期型ではdorsaltiltlO以上の残存

転位を12/17手と高率に認めた．5）健側の正中

神経終末潜時遅延を晩期型において半数以上の例

に認めた．6）保存治療ll手，手根管開放術34

手に施行し，短期成績は良好であった．

【結論】榛骨遠位端骨折に続発するCTSの要因と

して，急性期発症ではhighenergymjuryの関節内

骨折による手根管内圧の上昇が，後療法期発症で

は僥骨の変形治癒による手根管の形態異常が，晩

期発症型では潜在的手根管症候群の存在が強く関

与していると考えられた．
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手根管症候群における病因学的考察一手
指屈筋腱筋腹の関与について一

PathogenesisofCarpalTunnelSyndrome-Is
FlexorTendonMusclatureaFactorofthe

Syndrome?-

関西労災病院整形外科

○田野確郎，多田浩一，吉田竹志，

中村吉晴

【はじめに】特発性手根管症候群の発生機序とし

て，反復する手指の屈伸により誘起された腱鞘滑

膜炎による手根管内圧の上昇が考えられる．また

本疾患は壮年女性に多いとされており，解剖学的

要因の関与も示唆される．本研究の目的は，超音

波エコーを用いて手関節における動的変化を解析

することにより，手根管内圧上昇の原因となりう

る解剖学的要因を明らかにすること，および他覚

検査と画像上の変化の関連を検討することであ

る．

【対象】理学所見および電気生理学的に手根管症

候群と診断された13例,17手を対象とした．男

性1例，女性12例．平均年齢58.8歳であった．

超音波エコーを用いて，指伸展位での屈筋腱の筋

腱移行部と手根管入口部との位置関係を測定する

とともに，最も遠位に位置する腱を同定した．対

照群として8例の健常女性（平均年齢27.3歳）も

同様に測定した．

【結果】症例群では，筋腱移行部が手根管入口部

に対し平均1.5mm遠位に位置しており，指伸展

位で筋腹が手根管に進入することが確認された．

最も長い筋腹はFDS(1I)6例,FDS(III)1例，

FDP(I1)3例,FDP(III)5例,FDP(1V)2例

であった．対照群では筋腱移行部は手根管に進入

せず，入口部より平均7.9mm近位に位置してい

た．

【考察】従来から手根管内の屈筋腱のvolumeは，

内圧を上昇させる一要因と考えられている．今回

の検討で手根管症候群の患者においては，手指伸

展時に屈筋腱筋腹が手根管内に進入することが確

認された．手指の使用頻度が高い症例は，筋腹が

手根管へ繰り返し進入することにより，手根管内

のvolumeが増大し，手根管内圧を上昇させると

考えられる．このように指屈筋腱の解剖学的素因

も手根管症候群の一要因になることが示唆され

た．

2-Pc-8

手根管症候群再再発例に対する浅指屈筋
腱切除と手根管内圧の関係

TheRelationshipbetweenCarpalCanalVolume

andCarpalCanalPressureinRe-recurrentCaIPal
TunnelSyndrome

日本赤十字社医療センター整形外科

○吉田綾，奥津一郎，喜多島出，

本村朋英，二ノ宮節夫

【目的】透析患者では，手根管症候群(CTS)の

術後，再再発する症例がみられる．手術による手

根管体積(CCV)の増大にも関わらず再再発し

た場合には，浅指屈筋腱(FDS)切除により手根

管内容積(CCCV)の減少を図り，臨床症状の改

善を得ている.FDS切除によるCCCVの減少と手

根管内圧の相関について検討した．

【対象および方法】再再発例に対してFDS切除を

施行した10症例/10手を対象とし，前向き研究を

行った．平均年齢は58歳，平均透析期間は25.4

年，再発までの期間は平均100ヶ月であった．術

前に1.5TMmにて手関節部の横断像を2mm厚で

撮像し手根管長を算出，面積を積算してCCVを

算出した．FDSの切除は局所麻酔下に行った．術

前とFDS1,2,3,4の各切除時に安静位の手根

管内圧を測定した.FDSは手根管に一致する部位

を切除して腱体積を測定した．屈筋腱体積(Fw)

の実測値およびCCVに占める割合（容積%=

FTV/CCV×100)と手根管内圧の関係について検

討した．

【結果】MRIによる手根管長は平均23.2cm,CCV

は平均6.26cm3であった.FTVの平均はFDSl:

0.429cm3,FDS2:0.473cm3,FDS3:0.478cm3,

FDS4:0.236cm3であった．容積％はFDS1:

6.959%,FDS2:7.827%,FDS3:7.743%,

FDS4:3.412%であった．安静位での平均手根

管内圧は術前74.1mmHg,FDS1抜去後34.9

mmHg,以下同様にFDS2:18.4mmHg,FDS

3:13.7mmHg,FDS4:12.5mmHgであった．

【まとめ】FDSの切除により手根管内圧を下げる

ことができた．手指機能改善が得られ患者の満足

度も高かった．
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小皮切手根管開放術例に対する神経伝導
速度検査結果の経時的変化

GradualChangeofResultofNerveConduction

StudyforCasesPerfomedCarpalTunnnel
ReleasewithSmalllncision

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，手根管症候群に対し，主に

Striker社のKnifeLightを使用した小皮切法を行っ

てきた．術後定期的にフォローアップが可能であ

った症例に対し，神経伝導速度検査の経時的変化

を調査した．

【症例および方法】平成10年6月より14年6月ま

でに初回手術を行った症例は56例66手であっ

た．4例6手は通常皮切による手根管開放術を行

い，52例60手を小皮切法で行った．3例3手は近

位の開放不足のため症状残存し通常皮切にて再手

術を行った．定期的fOllowupが可能であったの

は19例22手であった．術前，術後1，3，6ケ月

の時点で神経伝導速度検査を行った．複合筋活動

電位(CMAP)の導出は短母指外転筋にて行い，

手関節部と肘関節部にて正中神経刺激を行った．

知覚神経活動電位(SNAP)の導出は，指尖部刺

激にて手関節部および肘関節部で順行性に行っ

た．知覚神経伝導速度(SCV)を算出した．

【結果】術前CMAP導出困難であったのは4例4

手であった．このうち2手は術後3ヶ月の検査で

導出が可能となり6ヶ月の時点で増強を得た.1

手は6ヶ月の時点で微弱な波形が出現した．もう

1手は糖尿病性神経障害を合併した症例で，術後

1，3ヶ月の時点で微弱な波形を認めたが6ヶ月の

時点では導出困難となった．術前CMAP導出可

能であった19手では経時的に遠位潜時(TL)は

減少した．術前SNAP導出困難であったのは5例

7手であった．糖尿病性神経障害を合併した1例

2手では術後6ケ月の時点でも導出は困難であっ

た．4例5手では術後lまたは3ヶ月の時点で導

出が可能となった．測定可能であった症例では

SCVは経時的に改善傾向を示した．

【結語】術後1,3,6ケ月の時点での検査結果は

概ね経時的に改善を認めることを確認した．

2-Pc-10

2皮切による皮下手根管開放術の成績

SurgicalResultsofTwolncisionTechniquefOr

CaIpalnlnnelSyndrome

'倶知安厚生病院整形外科，z北海道大学整形外科

○武田泰'，加藤博之2，三浪明男2

【目的】従来の手根管開放術の問題点に手掌皮切

部の有痛性嬢痕がある．このため，鏡視下開放術，

手掌部小皮切による開放術などが報告されてい

る．演者らは手関管の遠位と近位の2カ所の皮切

による手根管開放術を行ったので報告する．

【対象と方法】症例数は34例である．全例が特発

性手根管症候群で母指球筋の萎縮は無いか軽度で

あった．麻酔は1％キシロカイン5～10mlによ

る腋窩神経ブロックと局所麻酔を併用した．近位

の皮切は手首皮線上に約1.5cmの横切開，遠位は

cardinallineと環・中指間の縦線との交点に約2

cmのかぎ型皮切を用いた．近位より皮下と屈筋

支帯の間を剥離し，気管切開用筋鉤で皮下を引き

上げて中枢側より直視下に剥離鋏刀とナイフライ

ト(Stryker社,USA)で屈筋支帯の近位2/3を切

離した.次に遠位の皮切より浅掌動脈弓を確認し，

屈筋支帯を遠位より剥離鋏刀かナイフライトでで

きるだけ直視下に切離した．

【結果】神経・動脈損傷はなかった．全例で正中

神経領域のしびれや痛みはほぼ消失した．34例

中32例は上記の手技で手術を完了した．ナイフ

ライトの尖端が有鉤骨鉤突起にあたって破損した

1例と，局所麻酔が尺骨神経に浸潤したため尺骨

神経断裂が疑われた1例では，確認のため遠位と

近位の皮切間を縦切して正中神経と尺骨神経の連

続性と屈筋支帯の完全開放を確認した．有痛性嬢

痕や肥厚性嬢痕の症例はなかった．いわゆる

pillarpainが2例でみられたが,3カ月と5カ月で

消失した．

【考察】本法の皮切は正中神経掌側皮枝，尺骨神

経掌側皮枝を避ける位置にあるため，術後の嬢痕

形成や有痛性嬢痕がなく,pillarpainの発生も少

ない．また本法は，屈筋支帯を切る際にほとんど

の部位で直視下の操作であり，鏡視下開放術に比

べて手技上の習熟が容易と考えられた．
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手根管開放術における術中手根管内圧の

検討一鏡視下法と従来法との比較一

InterCarpalCanalPressureDuringEndoscopic

orOpenCarpalTunnelRelease-Comparative

Smdy-

福島県立医科大学整形外科

○江尻荘一，菊地臣一，矢吹省司，

鳥 越 均 ， 丸 谷雅人

【目的】我々は前回の本学会で，特発性手根管症

候群（以下CTS)に対する鏡視下法（以下ECTR)

と従来法（以下OCTR)との短期治療成績を報告

した．その中でECTR群にのみ術後に電気生理学

的に悪化する症例が存在し，その一因として，術

中手根管内圧が関与している可能性を報告した．

本研究の目的は,ECTRとOCTRの術中手根管内

圧の推移を比較検討することである．

【対象】CTS患者18例18手を対象とした．症例を

無作為にECTR(奥津法）群とOCTR群の2群に振

り分けた．両群の内訳は,ECIR群が9例10手（全

例女性）で，平均年齢は63歳（51～74歳）であっ

た．一方,OCTR群は8例8手（男性1手，女性7

手）で，平均年齢は66歳（44～76歳）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．

【方法】手根管内圧（以下IcP)の測定には，

Millar社製のカテーテル圧トランスデューサーを

使用した．測定部位は，手根管内の僥側で遠位手

関節皮線の2cm末梢とした．術中ICPは，カテ

ーテル挿入時から除圧終了時まで持続的に測定し

た．

【結果】除圧前・後の平均ICPは,ECTR群では

28.6mmHg,6.3mmHgであったのに対し,OCTR

群では37.8mmHg,0mmHgであり,2群間に有

意差は認められなかった．術中ICPが最も高かっ

たのは,ECTR群では外套管挿入時であり，

OCTR群では剥離子挿入時であった.ECTR群の

10例中5例では,ICPの最高値は記録計の測定限

界以上を示した．これらの症例を除いた他の5例

のICP最高値の平均は181.0mmHgであった．一

方,OCTR群のICP最高値は平均61.3mmHgであ

り，2群間で有意差が認められた(P<o.01).

【考察】現在まで，手根管開放術中に持続的に圧

を測定した報告は少ない．術中操作で，高い圧が

正中神経に加わることが,ECTRの術後短期成績

を悪化させる一因となっている可能性がある．
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短母指外転筋障害を伴う手根管症候群に

対する鏡視下手根管開放術の検討

CaIpalTunnelSyndromewithAbductorPollicis

BrevisDamage'IreatedwithEndoscopicRelease

小郡第一総合病院整形外科

○中塚洋直，土井一輝，安部幸雄，

服部泰典，池田慶裕

【目的】短母指外転筋障害を伴う手根管症候群

(CTS)に対する治療は，一期的母指対立再建の適

応や鏡視下手根管開放術(ECTR)の有効性につい

て一定の見解が得られていない．今回，電気生理

学的に短母指外転筋(APB)のCMAPが導出不能

な症例でECTRを施行したものについて検討した．

【対象と方法】1997年から2001年の間にCTSの診

断で手術を行った230手のうちAPBの筋萎縮を認

めたのは117例であった．その中でAPBのCMAP

導出不能例でECTRを施行したのは27例30手でそ

のうち術後経過観察できた20例22手を対象とし

た．症例は男性4例5手，女性16例17手で，平均

年齢59.3歳，平均罹病期間40カ月，平均術後観察

期間17カ月であった．これらに対し自覚症状,S-

wテスト，電気生理学的検査の変化を調査した．

【結果】自覚症状は全例で改善を認めた．術後

APBのCMAPは3手では導出不能であったが残り

19手では導出可能となり平均潜時は6.89msであ

った.L2の潜時は術前ll手で導出不能で，導出

可能であった11手は平均8.78msであった．術後

は全例導出可能となり平均5.50msであった.S-

Wテストは3手で1－2段階の改善を示したが，

明らかな改善のない症例も多く認めた.1例に術

後約2年で腱移行術を追加した．

【考察】APBのCMAP導出不能例に対しECTRの

みを行い多くの症例で電気生理学的な改善を認め

た．しかしAPBの筋力の回復を認めない症例も

多かった.S-Wテストでも明らかな改善を示さな

いものを認め，より長期の経過観察が必要と考え

られた．術後全例で自覚症状の改善を認めている

が,APBの潜時はいまだ正常値と開きがあり，

明らかな筋力の回復を示した症例が少ないことな

どを考えると,APBの高度萎縮を伴うCTSに対

するECTRの適応は，追加手術もふまえて十分な

インフォームドコンセントのもとに行う必要があ

ると考えられた．
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手根管症候群長期血液透析例の観血手術

後再発例と鏡視手術後再発例に対する鏡

視手術成績

ClinicalRecoveryRatesinEndoscopicRe-

operationofRecurrentCasesafterOpenand

EndoscopicCarpalCanalDecompressionin

Long-termHemodialysisPatients

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，

吉田綾，瀬尾理利子

【目的】長期血液透析例で手根管症候群に罹患し，

初回手術を他院で観血的に受け，その後に再発し

た症例（観血手術後再発例）と初回手術を当院で

鏡視的に受け，その後に再発した症例（鏡視手術

後再発例）に対してUSEsystemを用いた鏡視手

術を行っている．両者の回復結果を比較検討した

ので報告する．

【方法】検討対象は，再発後にUSEsystemを用い

て再手術を行い術後1年以上臨床症状と電気生理

学的検査の両者が確実にフォローアップできた観

血手術後再発例75手と鏡視手術後再発例の43手

である．再手術時の平均年令は，55.1歳と55.3歳

であった．再手術迄の平均透析期間は19.9年と

20.3年であった．再手術はlOmlの局所麻酔下に

USEsystemを用いて外来手術として行った．臨

床症状の評価は，正中神経領域全域におけるしび

れ感の消失期間，知覚の正常への回復期間を調べ

て比較検討した．また，術前に異常値を示した

distalsensorylatency(DSL)とdistalmotorlatency

(DML)が術後，正常値に回復した改善率を比較

検討した．

【成績】観血手術後再手術例におけるしびれ感の

平均回復期間は62日,3g痛覚計では11週,2g

触覚計では10週であった．一方，鏡視手術後再

手術例では同様に38日，5週，7週であった．観

血手術後再手術例において，術前にDSLが異常

値を示した患手は70%,DMLでは81%で，術後

はそれぞれ67％，38％が正常値へと改善してい

た．鏡視手術後再手術例では，同様に術前65％，

91％であり術後には64％，46％が正常値へ改善

していた．

【結論】USEsystemを用いた鏡視手術は，手根管

症候群の再発例においても有効な手術法と考え

る．

2-Pc-14

手根管症候群におけるCamitz法

Camitz'sMethodontheHandsofCarpal'Iilnnel

Syndmme

'東京労災病院整形外科，ユ順天堂大学整形外科，

3順天堂大学浦安病院整形外科

○楠瀬浩-11宮崎弘11富田善雅11

岩瀬嘉志2，原章3

【はじめに】母指対立障害を示す手根管症候群に

対し，開放術に加え一期的に母指対立再検を行う

かどうかは意見が分かれる．演者らは明らかな対

立障害を示す例には積極的に，長掌筋による対立

再建術（以下Camitz法）を加えてきたが，今回，

その適応と手技上の工夫点について考え方を述べ

る．

【症例・方法】1978～2002年7月までに経験した

Camitz法30例（全例女性)31手，年齢:42～70

歳，特発性27例，その他3例，について調査を

行った．対立評価にはKapandjiの評価と共に最近

の症例では母指と示指～小指指尖つまみ時の母指

回内度を健側と比較した.Camitz法の適応は臨床

的に明らかな母指球萎縮と母指対立障害を示すも

のとし，手術は入院・全身麻酔，術後は3週間の

ギプス固定とした．

【結果】手術側は右側（利き手）：23例，左側：

6例，両側:1例であった．対立はKapandjiの評

価で術前全例2以下（示指との指尖つまみ不可）

が術後ギプス除去後早期より4（中指と指尖つま

みが可能）以上に改善した．

【考察】母指対立障害は開放術のみでも改善する

という意見も少なくないがCamitz法は早期より

使いやすさが現れ，満足度も高い．自験例では利

き手側の手術が多く，患者が早期の運動障害改善

を期待するものである．母指対立は「屈曲｣，「外

転｣，「回内」よりなるが，本来のCamitz法では

長掌筋収縮による母指牽引ベクトルは掌側外転近

く，対立再建術というよりは外転再建術と呼ぶ方

がふさわしい．これを母指対立として使用するた

めには移行腱を母指MP関節尺側に，さらに可能

な限り掌側の内転筋付着部に移行することで母指

の回内が期待できる．

【結語】母指対立障害を示す手根管症候群に対し

Camitz法を行った．本法は早期よりつまみ動作な

どの機能回復が期待できる．
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前骨間神経麻揮の臨床的検討－とくに

"くびれ，，について一

"Hourglass-likeFascicularConstriction''inthe
AnteriorlnterosseusNervePalsy

'佐賀医科大学整形外科，2鶴田整形外科

○浅見昭彦!，園畑素樹11石井英樹11

佛淵孝夫11鶴田敏幸2

【目的】非外傷性前骨間神経麻溥の原因としては，

絞拒性神経障害と神経炎によるものがある．神経

炎によるものの中には“くびれ”が存在すること

があり，これが神経炎の本態ではないかと考えら

れている．しかし，何故“くびれ”が生ずるかに

ついては未だ解明されていない．今回は特に，

“くびれ”が存在した症例を中心に検討を加えた．

【対象および方法】当科にて経験した前骨間神経

麻痒患者9例（男性6例，女性3例）のうち，手

術時に神経の“くびれ”が神経線維束間剥離によ

り証明できた5例（男性3例，女性2例，年齢12

～51歳，平均41歳）を対象とした．方法は，術

中の所見を参考にして“くびれ”の数，部位，色

調程度などを調査した．

【結果】罹患した前骨間神経は通常の症例と同様

色調がやや青味がかっており，“くびれ”は正中

神経から分岐した後より筋枝を出す問にみられ

た．数は1個のものが3例（うち1例は正中神経

の示指浅指屈筋枝にも同レベルで"くびれ"あり），

他の1例は7個，他のl例は約10個みられた．こ

れらのうち2例は特に著明な“くびれ”を有して

いた．

【考察】前骨間神経麻痒における“くびれ”の存

在は重要なサインであることは間違いないがその

本態は未だ不明である．今回の検討では“くびれ”

の特徴として，数は1個のものと広い範囲に渡っ

て数珠状に存在するものの2種類あり，“くびれ”

の程度は著明なものから軽度～中等度のものまで

様々みられた．治療法は神経線維束間剥離を原則

とし，患者が早期回復を望めば腱移行術の併用を

行っている．また著明な“くびれ”がみられた1

例には神経線維束間剥離のみでは回復は不十分と

考え，“くびれ”部分を切除しての神経縫合を行

った．
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回内筋症候群の原因について

CausesofthePronatorSyndrome

福岡大学筑紫病院整形外科

○松崎昭夫，塩田悦仁，松永和剛

【目的】演者は前に手根管症候群を合併した回内

筋症候群の原因を報告した．その後症例を重ねる

と上腕二頭筋腱膜の関与は更に多く，発症に筋機

能の関与がうかがわれたので原因と共に報告す

る．

【症例・方法】前回報告以後平成14年9月6日まで

に行った81手術症例を対象とした．症例は男14,

女67,右41,左40,平均年齢63.3歳であった．

【結果】原因と考えられたものは回内筋高位起始

5，上腕二頭筋腱膜レベルでの障害67,回内筋上

腕頭腱5，尺骨頭腱2，両頭間アーチ6，浅指屈筋

近位縁10,神経を横切る血管束4，神経を横切る

膜様組織7，回内筋・僥側手根屈筋・浅指屈筋腱

膜癒合部3，筋異常9，筋肥大14,副上腕二頭筋

腱膜13,外側から回内筋上腕頭起始上を覆う膜

様組織8等であった．レベルは同じものも含むが

原因の数は，1：33，2：33，3：14，4：1であ

った．上腕二頭筋腱膜が他動的回内で筋を締める

ものが73例あった．手根管症候群を合併したも

のが76例あった．

【考察】上腕二頭筋腱膜レベルとしたものは腱膜で

包まれる上腕頭・上腕動脈・伴行静脈・上腕筋・

上腕骨滑車などの間で神経が圧迫され，前に述べ

た神経の掌側内・外側からの圧痕を示すものであ

った．回内筋二頭間での圧迫は少数であったが，

原因より症状発現に筋機能の関与が大きい事がわ

かった．圧迫部位も二カ所・三カ所があり，手根

管症候群を含めmultiplecmshが多く見られた．

【結語】l)上腕二頭筋腱膜・筋膜レベルでの圧迫

が82.7％で見られた．2）圧迫は単独でなく複数

のものが多く，殆どの症例で手根管症候群との合

併が見られた．3）見られた原因より症状が筋使

用に関係すること，複数の原因部位が回内筋症候

群見逃しの原因と思われた．4）一般に云われる

doublecrushは頚部でなく回内筋症候群の可能性

が強い．
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当科における肘部管症候群の治療成績

OperativeTieatmentfbrCubitalTilnnelSyndrome

近畿大学整形外科

○大谷和裕，宮崎浩，浜西千秋

【目的】肘部管症候群は習慣性尺骨神経脱臼，外

傷後，腫瘍や外反肘変形などにより起こる絞拒性

神経障害で保存的治療が無効な場合が多く，早期

に積極的に手術を行うことが多い．今回，我々は

当科における肘部管症候群の手術成績を検討し

た．

【対象】当院で手術治療を行った肘部管症候群

105例中術後6ケ月以上の経過観察が可能な60例

を対象とした．手術方法はOsbome法(o法),

King法(K法),神経前方移行術（前方法）でO

法7例,K法15例，前方法38例であった．手術

時年齢は19から75歳，平均53歳，女性9例，男

性51例である．各症例について赤堀の病期分類，

予後評価基準を指標に術後成績を検討した．

【結果】病期別には1期2例(o法1例，前方法l

例)，2期20例(o法2例,K法4例，前方法14

例)，3期36例(o法3例,K法5例，前方法18

例)，4期12例(o法l例,K法6例，前方法5例）

と大半は2期と3期であった．術後臨床評価は優

27例(o法1例,K法5例，前方法21例）良20

例(o法3例,K法4例，前方法13例）可11例

(o法3例,K法4例，前方法4例),不可はK法2

例であった．可もしくは不可の症例は2期2例，

3期4例,4期7例と病期が進んだ症例に多かった．

不可の2例はいずれも4期でそれぞれ糖尿病，頚

椎症を合併していた．いずれの手術方法でも60

例中47例で良以上の術後成績が得られた．可も

しくは不可のうち4期の7例はいずれも罹病期間

が11ヶ月以上であった．

【結論】当科における肘部管症候群の治療成績を

検討した．手術時期，箇々の患者の病態により手

術方法は異なるうえに箇々の手術症例数に差があ

るため比較はできないがいずれの手術方法におい

ても満足する成績が得られた．症状の進行した4

期，罹病期間の長い症例では術後回復が不良であ

った．

2-Pc-18

術後上肢神経麻揮の5症例

PostoperativeNervePalsyinUpperExtremity

;ACaseReport

'京都大学整形外科，2公立豊岡病院整形外科

○松本泰一'，柿木良介'，池口良輔!，

西村隆一2，中村孝志！

【目的】外科的手術を契機に術後上肢神経麻痒を

起こしたした5症例を経験したので報告する．

【対象】1999年から2002まで京都大学整形外科外

来に紹介受診した患者の中で，術後上肢神経麻庫

と診断された症例は男性5肢4例，女性1肢1例

の6肢5症例であった．手術時年齢は19～66歳

(平均47.4歳)．手術内容は，胸骨縦切開心臓外

科（開胸）手術2症例（弁置換術:1症例，冠動

脈バイパス術：1症例)，腹部外科（開腹）手術

(冑切除術:1症例，肝臓移植手術:2症例）で

あった．麻揮としては，右上肢麻痒3症例（冑切

除術1症例，開胸2症例)，左上肢麻痒l症例(肝

移植例)，両側上肢麻痒1症例（肝移植例）であ

った．手術時間は5～8時間（平均7時間)，また

手術体位は全例仰臥位であった.神経損傷部位は，

開胸手術の2症例は腕神経叢内束麻痒，肝臓移植

手術の2症例は肘部での正中神経障害，冑切除術

後の1症例は腋窩神経麻痒＋肩甲上神経麻痒の腕

神経叢損傷と考えられた．

【結果】4症例は経過観察のみで回復した．しか

し，胄切除術後の症例は神経回復認められず，初

回手術後4ケ月の時点で腕神経叢損傷（腋窩神経

麻揮，肩甲上神経麻揮）に対して前者には神経剥

離を，後者には神経移植を施行した．

【考察】本症例は開腹手術および開胸手術に伴っ

た合併症であり，手術時間も5～8時間前後と比

較的長時間に及んでいた．損傷メカニズムは開胸

による胸郭の変位に伴う圧迫・牽引による腕神経

叢損傷や，また肋骨弓牽引鉤で左右肋骨を頭側に

強力に牽引するために身体が移動し，その際上肢

が手台の抑制帯によって圧迫されたことによる神

経麻痒と推察する.術後神経麻揮の原因の多くは，

術中の体位に伴う圧迫，または伸展による末梢神

経の障害であり，手術に際してその予防に努めな

くてはならない．
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胸郭出口症候群の治療経験

ExperienceofTreatmentfOrThoracicOutlet

Syndrome

名古屋市総合リハビリテーションセンター整形外

科

○岡本秀貴，河合憲一，服部敏，

窪田泰浩，松井宣夫

【はじめに】頚部や肩甲帯から上肢の瘤痛，だる

さ，しびれ感を訴える患者は多く，その原因の一

つに胸郭出口症候群がある．今回，胸郭出口症候

群の治療成績について検討したので報告する．

【対象】1994年4月から2002年4月までの8年間

に鎖骨下動脈造影および腕神経叢造影を行った胸

郭出口症候群102例のうち調査可能であった47

例56側を対象とした．男性27例，女性20例．年

齢13-65歳（平均35.2歳)．右側18例，左側20例，

両側9例．特発性29例，被追突など交通事故14

例（再発例含む)，転倒・転落など5例であった．

【方法】胸郭出口症候群の診断は立石の診断基準

に準じて行った.治療法は保存的治療を原則とし，

保存的治療に抵抗する症例のうち腕神経叢造影の

熊大分類TypelまたはTypellには手術治療を行

った．術式は経腋窩第1肋骨切除術を行い，

Buchthalの方法に準ずる定量針筋電図および臨床

症状で上または中神経束障害がある場合は前斜角

筋切除術も追加した．治療成績の評価は南川の評

価基準にて行った．

【結果】当科にて治療を行った42側のうち保存的

治療で優または良4例(9.5％)，可12例(28.6％)，

不可10例（23.8％)，手術例は16側（38.1％）で

あった．手術例は全例に経腋窩第1肋骨切除術お

よび前斜角筋切除および腕神経叢剥離術を行っ

た.術後評価は優6例(353％)，良7例(41.2％)，

可3例（23.5％)，不可なしであった．手術例の

うち特発性は優4側，良5側で，外傷性は優2側，

良2側，可3側であった．

【考察】TypelおよびI1は保存的治療にに抵抗す
る場合でも手術によって76．5％は良好な結果が

得られるため予後は比較的良好であるが,Type

IIIおよびIVは予後不良である．また，特発性の

方が外傷性よりも手術成績が良い傾向にあった．
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1

僥骨遠位端骨折の治療

山口県立中央病院整形外科

○ 酒井和裕

僥骨遠位端骨折は高齢者の低エネルギー外傷に

よる骨粗霧症性骨折が多発し問題となっている．

小児の若木骨折，青壮年者の高エネルギーの粉砕

骨折もよくみられる．

【分類】古典的な冠名骨折を利用した斉藤分類と

Frykmann分類,Melone分類が多かったが，最近

は分類の再現性が高く重症度を反映するAO分類

が頻用される．

【X線計測】Ulnarvariance(UV),Palmartilt(PT),

Radialinclination(RI),関節面の転位などが必要

である．

【治療方針】保存的治療をまず試み，骨折転位が

徒手整復できないか，整復できても整復位保持が

できない症例(不安定型骨折)が手術適応である．

整復の目安はUVが0±2mm,PTが11±10｡,RI

が23±10．，関節面は転位lmm未満であるが，

若年者は原状回復が望ましい．

【保存的治療】Cotton-Loder肢位ギプス固定は合

併症が多く，現在は徒手整復後に手関節軽度屈

曲・軽度尺屈位でギプス固定を行う．これで整復

位が保持できなければ適応外とする．

【手術】掌側転位型骨折にはbuttress効果を狙った

掌側プレート固定が一般的である．背側転位型は

骨折部粉砕が少なければ経皮pinningやintra-fOcal

pinning(Kapa呵i法）を用いる．粉砕していれば

創外固定か最近開発された僥骨遠位端用プレート

を用いるが，変形治癒予防にリン酸カルシウム骨

ペーストなどの骨欠損補填材が併用されてきた．

プレート固定は合併症の危険が指摘されているが

関節面の正確な整復固定と治療期間短縮の利点が

ある．

【成績評価】本邦では斉藤評価が普及したが，治療

成績が向上した最近は基準の厳しいCooney

(ModifiedG1een&O'BIien)評価力荊用されてきた．

【予防】骨粗霧症対策と転倒を防止する体力，環

境整備が注目されている．

2

絞抓性神経障害の診断と治療

金沢大学整形外科

○池田和夫

【はじめに】絞拒性神経障害の手術では，特殊な技

術や器具を必要としない，スタンダードな方法で良

い成績が得られている．したがって，小侵襲の手術

術式を試みる場合には，基礎的な解剖知識やスタン

ダードな手術術式を習得した上で行うべきである．

ここでは，頻度の多い手根管症候群，前・後骨間神

経麻揮，肘部管症候群について述べる．

【電気生理学的検査】診断の基本は，絞拒部の圧

迫による症状の増悪と，支配領域の知覚・運動麻

痒を丹念に調べることである．しかし，確定診断

には，電機生理学的検査が必須であり，このポイ

ントについて述べる．

【手根管症候群】手のしびれを訴える疾患の中で，

最も頻度の高い疾患である．治療の基本は，夜間

シーネと薬物療法を中心とした保存療法である

が，終末潜時で4.5msec以上の遅延を認める症例

には手術を勧めている．手術は，屈筋支帯（横手

根靱帯）の切離で良い成績が得られている．手掌

部の術後瘻痛が日常生活への復帰を遅らせている

ので，可能な限り侵襲の少ない手術方法が模索さ

れている．しかし，手根管症候群の症状は，どの

手術方法でも十分改善するので，合併症を生じな

いで行える，自分に合った方法を選ぶことが大切

である．鏡視下（奥津法）および小皮切手根管開

放術を動画で供覧する．

【前・後骨間神経麻溥】絞掘性神経障害に分類す

べきなのか，まだ結論の出ない疾患群である．一

部は，神経炎が含まれているとも言われている．

最近は，いわゆる“くびれ”が発見される症例が

多く報告され，病因について検討されている．

【肘部管症候群】手根管症候群に比べると，機能

的回復が不良である．絞拒部から効果器管までの

距離が長いこと，骨性に圧迫を受けること，など

が原因である．したがって，診断がつき次第早期

に手術を勧めることが多い．原因別に，尺骨神経

前方移動術,King法,Osborne法，肘部管形成術

を使い分ける必要がある．各術式について，動画

で供覧する．
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麻揮手の再建

新生病院

○橋爪長三

正中，尺骨，僥骨神経麻痒を高位，低位に分け，

これらを組み合わせると25種類の麻溥型が出来

る．これら全部の型に対する機能再建について述

べることは出来ないので，比較的しばしば見られ

る正中，尺骨，僥骨神経麻輝に対する再建につい

て述べる．

【正中神経麻痒】しばしば見られる手根管症候群

に対しては長掌筋移行によるCamitz法でよいが，

完全麻痒や外傷後拘縮の強い例には，環指浅指屈

筋や固有小指伸筋腱移行のほうが確実である．前

骨間神経麻痒のような例では，胸僥骨筋を長母指

屈筋に，示指の深指屈筋へは長掌筋を移行すれば

よい．しかし，母指球筋の萎縮を伴っていれば環

指の浅指屈筋を母指対立に使うか，その逆，ある

いは固有小指伸筋を母指対立再建に使えばよい．

【尺骨神経麻痒】環，小指のclaw変形には長掌筋

を手掌腱膜を長くつけたまま採取し，末梢を2つ

に裂いて環，小指の腱鞘にひっかけるlasso法，

また固有小指伸筋腱を2つに裂いて環，小指の

lateralbandに縫合してもよい．しかし，母指の内

転再建を同時に行うとすれば環指の浅指屈筋を母

指のMP関節内側に移行する．もし，尺骨神経の

高位麻痒があり環，小指の屈曲が極めて弱い場合

には長僥側手根伸筋や円回内筋を深指屈筋へ移行

する方法を考えてもよい．

【僥骨神経麻輝】後骨間神経麻痒や手指伸筋の挫

滅，欠損などによる手指伸展不能の場合には長掌

筋を長母指伸筋へ，長あるいは短僥側手根伸筋を

総指伸筋へ移行する．また手関節以下が伸展，あ

るいは背屈が不能の場合には，円回内筋を僥側手

根伸筋へ，僥側手根屈筋を骨間を通して前腕背側

に出し総指伸筋に長掌筋を長母指伸筋へ移行すれ

ばよい．

4

リウマチ手伸筋腱障害の治療

大阪労災病院整形外科

○政田和洋

関節リウマチ(RA)による伸筋腱断裂はRAの

重大な合併症であり，手術適応となる．しかし，

伸筋腱の解剖は複雑で，手術法や後療法について

も種々の意見がある．今回は1998年6月以来，当

科において伸筋腱断裂に対して手術を行った71

人78手から学んだ教訓を報告する．78手中，術

前に環小指の伸展障害を訴えた症例は31手

(40％)，小指単独の伸展障害は16手（21％)，母

指，10手（13％)，中環小指，7手（9％)，中環

指，6手（8％)，環指，5手（6％)，その他，3

手（4％）であった．

今回の講演で強調したいことは；

1)Juncturaの解剖を知ること.Juncturaは,fascia,

ligament,tendonの3種類に分類できる．示中指
のJuncturaはfasciaであるが尺側に行くにしたが

ってligament→tendonとなる．環小指のJunctura

は全例に存在し小指の伸筋腱として機能してい

る．したがって小指の伸筋腱としては小指固有伸

筋腱(EDM)と環指の総指伸筋腱(EDC4/5)が

存在することになる

2）術前に伸展障害を訴えた指と実際の断裂腱と

の相違を理解すること．たとえば小指単独の伸展

障害ではEDMのみが断裂している場合とEDC4/5

も断裂している場合がある．

3）実際の断裂腱により手術選択が替わってくる

こと．端側縫合，腱移行，腱移植のいずれを選択

するか？

4）腱の緊張？術中に腱の短縮をとっておくこと

が重要である（池上ら)．

5）後療法はどうするか．早期運動療法（石黒ら）

がよいが早期自動伸展運動の報告もある．

6）今後の展望．断裂腱により体系的な治療法を

確立する必要がある．
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上肢先天異常の治療

関西労災病院整形外科

○多田浩一

上肢先天異常の治療にあたっては機能的，整容

的な目標をたてることが必要である．このために

は解剖学的な異常を各組織（骨・関節・筋腱・血

管・神経）ごとに把握しそれによって治療方法の

選択(splintig,手術）と手術時期の決定を行う．

両親に対する十分なインフォームドコンセント

と術者との信頼関係の形成は周術期のみならず術

後のフォローにも大切である．

ここでは代表的な先天異常について治療方法を

述べる．

【母指多指症】過剰指成分を利用して出来るだけ

正常母指に近い機能と整容を得ることを目標とす

る.Wassel分類を用いて各タイプの代表的な症例

を呈示し，解剖学的異常や再建法を示す．さらに

複雑な症例に対する治療方針を術後変形を生じや

すいポイントにつき解説する．長期追跡例の呈示

と術後変形に対する治療法についても述べる．

最近，日手会先天異常委員会により取り組まれて

いる術後の機能評価についても紹介する．

【榛側列欠損】肘関節から母指に及ぶ広範な異常で

ある．僥骨全欠損の場合は肘屈曲再建を要し，僥

骨部分欠損の場合は，手関節以遠の再建が必要と

なる．手関節については内反手の装具療法，手術

療法についてそのtiming,方法，問題点を述べる．

母指列欠損についてはBlauthの分類を用いて各タ

イプにおける治療方法を述べる．いずれにしても

僥側列欠損の場合は安定性のある手関節と，把持

機能のある母指を形成すること力撮終目標となる．

【裂手】中指列のみに限局するタイプから母指列

に及ぶタイプまで種々の程度の欠損がみられる．

母指が正常であるタイプでは深い指間部の再建を

中心とした整容的な問題が再建目標となる．第1

指間が狭小化し，母指にも異常が及んでいるタイ

プについてはより複雑な再建法が要求される．演

者の行っている再建手術法を欠損の程度に分けて

解説する．

6

手根不安定症の診断と治療

名古屋大学手の外科

○堀井恵美子

手根不安定症は，手関節を構成する骨の正常な

運動力学の破綻を意味する様々な疾患・外傷を包

括する広義の概念である．1999年に国際手の外

科学会のAnatomyandBiomechanicsCommitteeは，

｢Awristjointshouldbeconsideredclinicallyunstable

onlyifitexhibitsasymptomaticdysfunction,isnot

abletobearloads,anddoesnotexhibitnormal

kinematicsduringanyportionofitsarcofmotion.」

と定義した．歴史的には4linstability''という言葉

が使われてきたが，むしろ"carpaldysfunction"

といった方がこの疾患群の実態を表している．手

根不安定症を診断するには，まず正常手関節の解

剖及び運動力学を知ることが必要である．

【診断】他の疾患と同様，病歴聴取と理学所見は重

要で，さらに個々の病態特異の誘発テストは時に

診断の鍵となる．画像診断では，正しい肢位での

X線を健側と比較しながら評価する．中間位のみ

でなく，症例によっては榛尺屈，握り肢位などを

追加する．関節造影は，古典的ではあるが，依然

として手根骨間靱帯の損傷'IFCC損傷との鑑別な

どには有用である.Mmは靱帯の描出に関しては，

現時点では解像度は不十分である．シネラジオグ

ラフイーや透視診断は，異常運動を直接解析でき

るが，被曝量が多い.3DCTでは手根骨配列の異常

が明らかな時に，補助診断としては有用である．

関節鏡は，侵襲性ではあるが，近位手根骨列運動

を直接観察できるもっとも有用な手段である．

【治療】それぞれ原因疾患に応じた治療方法が必

要となる．骨性のアライメントの異常に関しては

まず正常アライメントを獲得することからはじめ

る．たとえば，僥骨遠位端骨折後の不安定症であ

れば，変形治癒に対する治療がまず重要である．

靱帯損傷については，新鮮例では靱帯修復の適応

となる．陳旧例に対しては，早期には靭帯再建の

適応も考えられるが，二次的な変化が生じると靱

帯再建のみでは限界があり，部分手関節固定術な

どが必要となる．

-S209-



演者索引

新井

新井

新垣

荒田

安藤

猛
健
晃
順
幸佳

l-Pa-11,2-5-19

2-Pb-18

l-5-12

1-Pb-6

1-S2-l

VacantiMartin2-Pb-16

ViegasStevenF2-Pa-13

WongCH1-5-4

ZhaoChunfengl-Pc-3

AmadioPeterCl-Pc-3

AmramiKimberlyKl-4-14

AnKai-Nanl-4-14,1-Pa-5,

l-Pa-7,1-Pc-3

BergerRichardAl-4-14,

l-Pa-7

BonassarLawrencel-Pb-14

FassierFrancisl-5-20

FoucherG2-3-29

ColombelliJ2-3-29

CooneyWilliamPl-Pa-5

DubnerRonaldl-Pb-10

Garcia-EliasMarc招待講演Ⅲ

GilbertAlain2-Pb-1

HamdyReggiel-5-20

HettiaratchyShehan2-3-7

HoPCl-5-4

HuangChristeneA2-3-7

HungLKl-5-4

IgnotsRonaldl-Pb-14

LeeWPAndrew2-3-7

LinYu-Tel-Pa-5

MoyOwenJI-Pa-12,1-Pb-13

NealePatriciaG1-Pa-5

OstermanALeeEL2,2-S3-5,

2-S3-11

ShahMunirA2-Pa-13

PajardiG2-3-29

PattersonRitaM2-Pa-13

PegoliLoris2-3-29

PeimerClaytonA1-Pa-12,

1-Pb-13

PivatoG2-3-29

RandolphMarkA2-3-7

RenKel-Pb-10

RyuJoaiyoungl-Pa-6

SachsDavidH2-3-7

SauerbierMichaell-Pa-7

SongcharoenPanupanEL4

SunYu-Longl-Pc-3

TIumbleThomasE招待講演Ⅲ

VacantiCharlesl-Pb-14

【あ行】

相木比古乃 飯田寛和

筏義人

猪狩勝則

井川和彦

生田義和

1-Pb-19,2-4-9

l-Pc-2

2-5-12

2-Pa-3,2-Pa-4

1-Sl-3,1-5-17,

2-4-15

1-P2-l,1-Pc-18,

2-S3-12,2-P5-3,

2-4-21,2-5-5

1-S1-6

1-3-18,2-Pc-18

1-3-1,2-4-19,

2-Pb-3,2-Pb-7

1-S2-2,1-2-4,

1-4-1,2-P3-6,

2-4-13,2-4-16,

2-Pc-12

2-3-21

2-Pb-17

2-4-29

2-5-ll

1-Pc-17

1-Pc-13

1-3-11,2-Pc-15

1-5-16,1-P2-2

l-Pb-3,1-Pb-6

EL1-2,2-S3-9

2-5-7

1-2-18

1-Pb-7

1-Pc-4

2-5-5

LS2

2-Pa-16

l-Pa-15

2-Pa-2,2-Pa-11

1-3-5,1-4-12,

2-5-23

1-2-1

1-P1-2,1-4-16,

l-Pa-11,1-Pb-16,

2-5-19,2-Pa-18

l-3-5,1-4-12,

l-Pc-17,2-2-8,

2-5-23,2-P4-3

1-Pb-8

2-4-14,2-P3-5

l-3-19,2-P4-5,

2-Pb-15,2-Pb-19

2-4-9

2-3-11

l-5-12,2-P3-3

l-3-11,1-3-26,

2-3-27,2-Pc-15

2-3-19

LS1-4,1-P1-5,

1-5-5

1-3-29

l-Pb-11

l-Pa-8

2-Pb-6

2-4-4

2-5-14

1-P1-4,1-Pa-6,

l-Pb-1,2-4-18

1-S2-2,1-2-4,

1-4-1,1-Pb-17,

2-P3-6,2-4-13,

2-4-16,2-4-23,

2-Pc-12

1-Pb-2

1-5-20

青木孝文

青木治人

池上博泰青 木 光 広

志郎

良輔

和夫

池川

池ロ

池田

久子

鐘弼

浩司

赤松

秋田

明田

池田慶裕浅井

麻田

安里

浅見

聖子

義之

英樹

昭彦

池田

池田

池本

石井

石井

石井

石井

石垣

石川

石川

石川

石川

石倉

石倉

石黒

石黒

石河

石河

石突

全良

崇

竜則

克志

清一

聖佳

英樹

大介

浩三

淳一

肇

博之

直敬

久光

隆

直樹

利広

利之

正文

芦田多喜男

麻 生 邦 一

阿達啓介

熱田裕司

穴山聡

安部伊知郎

阿部幸一郎

阿部修治

阿部宗昭

安部幸雄

阿部圭宏

尼 子 雅 敏



石田治 大越康充

大茂壽久

大園健二

太田憲和

大谷和裕

大塚隆信

大辻美和子

大西量一郎

大野晃靖

大野博史

大野義幸

大橋栄

大林治

大林雅春

大渕聡巳

大間知孝顕

大迎知宏

岩崎一夫

岩崎倫政

1-S1-3,1-3-31,

1-5-17,1-Pa-16,

l-Pc-2,2-P3-2,

2-4-15

2-4-28

1-3-5,1-4-12,

2-P4-3,2-2-8,

2-3-3

1-Pb-15

1-Pa-18,1-Pc-18,

2-5-5

2-S3-7,2-4-15,

2-5-6,2-5-9

2-Pb-6

2-3-19,2-Pa-14

l-3-8

2-5-23

1-P2-7,2-3-4,

2-3-6

1-2-13,2-Pb-12

1-2-1,1-Pb-4,

2-4-17,2-Pa-5,

2-Pa-19

1-3-16

2-2-6,2-Pa-20

1-2-16,1-4-19,

2-S3-8

1-3-21

1-Pc-8

2-3-8

2-3-2,2-Pc-9

l-Pa-8

1-Pb-12,2-4-28

1-4-11,1-Pa-4,

2-3-17

2-Pb-5

1-3-22

l-5-10,2-4-23,

2-4-25,2-4-27,

2-Pc-1,2-Pc-2

1-5-20

1-Pa-9,2-4-22

2-P4-6

2-3-26,2-4-24

2-3-17

1-3-3,1-4-25,

1-Pa-13,2-5-4

l-3-28,1-4-22

2-Pa-16

ELl-2,

1-4-23,

1-Pc-4,

2-P3-1,

2-Pc-3

1-P2-3

1-Pa-19

1-S1-1,

2-Pc-14

2-5-8

l-2-19

1-3-20

1-Pa-3,

2-2-5

1-4-2

1-5-19

1-2-19

2-Pc-17

1-Pc-12

1-Pc-9

2-3-22

2-4-26,2-4-27

l-3-10,1-5-3

2-3-22

2-3-18

1-Pa-19

2-Pb-14

1-Pb-2

2-3-2,2-Pc-9

l-4-4,1-4-24,

2-5-3

2-Pb-14

1-3-24,2-Pb-14

1-5-18

1-S2-3

2-5-6,2-5-9

2-3-21

2-P4-6

1-2-18,2-5-11

2-2-7,2-3-25

2-P5-2,2-Pb-5,

2-Pb-11

2-Pc-19

2-5-ll

2-P5-5

1-Pa-22,1-Pb-18

2-2-2

1-3-2,2-4-11,

2-4-12

1-P2-2,1-5-14,

1-5-16,1-Pc-1,

1-Pc-9,1-Pc-10

1-3-24

1-4-2,2-Pa-9

1-3-17

1-3-7,1-3-14,

l-5-2,2-Pc-8,

2-Pc-13

1-4-4,1-4-24,

2-5-3,2-Pa-12

2-4-7

l-4-15,

l-Pb-20,

2-S3-9,

2-4-8,井関

磯貝

道
哲

一

岩澤

岩瀬

岩瀬

幹直

秀明

嘉志磯貝

市川

孝
亨

典 2-Pb-4,

栄
平
宏
玲

勝
昌
泰

岩田

岩部

岩渕

岩本

市川誠

市村晴充

一色ほのか

伊坪敏 郎

伊藤和 生

伊藤聖子

2-2-1

植田

上田

上出

直樹

実

利光

1-Pa-6,2･4-18

招待講演I

2-P3-1,2-Pa-6,

2-Pc-3

2-4-29

1-2-12

2-3-3

1-2-3

1-3-19,2-P4-5,

2-Pb-15,2-Pb-19

1-5-15

LS1-4

2-4-3

2-Pa-8

1-3-8

l-5-1,1-Pa-18,

2-3-13,2-3-16

大村久美子

大 村 威 夫

大村愉巳

大室智士

岡伸一

岡義範

小 笠 博 義

岡崎敦

岡崎真人

岡島誠一郎

伊藤聰一郎

伊藤博 元

享宏

知道

正道

修二

淳正

牛田

薄井

薄井

臼田

内田伊藤

稲垣

稲垣

恵康

克記

弘進 満
雄
郎
潔
晴
久

芳
一
茂
忠

兼

田
田
西
野
山
部

内
内
内
内
内
浦

稲田有 史

乾健太 郎

井上薫

井上五 郎

井上悟

井上隆弥

井上一

岡本

岡本

小川

小川

沖

沖永

秀貴

連三

節郎

太郎

貞明

修二

恵木丈

江 尻 荘 一

エストレラ

1-Pc-8,2-Pb-l

1-3-9,2-Pc-11

エマニュエル

1-Pb-17

2-Pb-13

1-3-29

井上基浩

射場浩 介

伊原公一郎

荻野利彦

榎本

遠藤

誠
哲

荻原

沖本

奥田

奥津

弘晃

信和

敏治

一郎

大井 宏 之

大泉尚美

実賢一

大江 隆 史

大川隆太郎

大草良夫

大串一彦

大久 保 治

今井智 仁

今給黎篤弘

今城靖明

今田英明

今谷潤也

今村宏太郎

1-S2-5,2-4-7

1-4-23

1-Pb-19,2-4-9

2-2-9,2-5-22

l-Pa-17

1-5-9

1-S1-4

2-Pb-2

奥野宏昭

奥村修也井村貴之



金子

金子

釜野

上石

亀山

河合

河合

夫
昇
行
弘
真
一
也

和
雅
憲
伸

2-4-2

1-4-16

1-3-22

2-3-26,2-4-24

1-Pc-4

2-5-16

2-Pa-18

2-5-14

1-Pc-7

2-Pa-15

2-3-26,2-4-24

1-Pa-21

2-3-18

山
田
田
田
村

奥
長
長
長
納

訓子

伝重

夏哉

龍介

直希

1-2-17,1-Pa-19

l-Pb-17

2-2-3

l-Pb-15

1-Pb-5,1-Pc-13

2-Pc-19

l-5-10,2-4-25,

2-4-26,2-4-27,

2-Pc-2

2-P3-5,2-4-14

l-Pb-3

l-Pb-7

l-Pc-6

2-Pb-8

2-2-4

1-3-23,2-4-ll

2-2-2

2-Pb-2

1-P2-6,1-Pb-10

l-4-ll

l-5-19

l-S2-4,1-2-6,

1-2-10,2-5-10

2-P3-4

1-3-16,l-Pc-13

1-Pa-3,2-2-1

1-4-20,2-S3-10

2-5-16

1-3-1,2-4-19,

2-Pb-3

2-Pa-2,2-Pa-11

1-Pa-14

2-Pb-11

l-Sl-3,1-3-31,

l-5-17,1-Pa-16,

1-Pc-2,2-P3-2,

2-4-15,

1-4-6,2-Pb-6,

2-Pb-9

1-2-9

l-2-3,1-4-7

2-Pa-3,2-Pa-4

1-Pa-17

木原

木村

木村

木村

木村

木村

木村

木村

木村

木森

清重

金

仁
治
司
三
厚
元
浩
秀
夫
治
郎
壽

重
修
長
友
匡
理
研
佳
潤

彦
広
良
夫

英
道
光

澤
田
田
智

尾
織
小
越 河井秀夫

川勝基久

川上重彦

川崎浩二郎

川島秀一

川澄本明

川野健一

河野正明

川端茂徳

川端秀彦

河原一仁

河原邦光

河村健二

落合直之

田
辺
岡
瀬
藤

櫛
櫛
鯨
楠
楠
工

学

勇

結賀

正敬

浩一

悟

2-5-4

2-P4-1

l-4-6

l-5-19

2-Pc-14

1-4-8,2-S3-4,

2-3-5

2-3-5

2-PS-2,2-Pb-5,

2-Pb-ll

2-Pc-19

l-2-12

l-5-15,1-5-18,

l-Pb-8,1-Pc-ll,

1-Pc-15,2-3-10

l-4-10

2-Pa-3

2-4-25,2-Pc-1,

2-Pc-2

1-5-15,1-5-18,

1-Pc-15

2-Pb-4

1-2-2,1-5-8,

2-Pa-15

2-5-1

小野 浩 史

小野宏之

小野寺正征

面川庄平

【か行】

貝田英二 國吉一樹

久保俊一

l-3-15,1-4-25,

2-5-4

1-2-21,1-Pc-6

1-3-18,2-Pc-18

1-2-21,1-Pc-6

1-5-14,1-Pc-1

1-3-31

1-5-19,1-Pc-8,

2-2-3

2-Pb-5

2-2-2

1-Pa-20,2-3-9

2-Pb-10

2-3-14

2-S3-6,2-2-4

EL1-2,1-4-15,

1-4-23,1-Pb-20,

1-Pc-4,2-S3-9,

2-P3-1,2-3-9,

2-4-8,2-Pc-10,

2-Pc-6

1-3-26

2-5-18

1-Pc-10

1-3-5,1-4-12,

2-2-8,2-5-23

1-5-12,2-P3-3

韓 久 卉香川

柿木

加地

柏

梶原

香月

好男

良介

良雄

英雄

了治

憲一

窪田泰浩

久保谷康夫

栗原邦弘

菊田

菊地

菊地

菊地

朋朱

臣一

憲明

淑人

2-5-24

1-3-9,2-Pc-ll

1-Pc-1

1-4-20,2-S3-10,

2-P5-3

2-Pa-7

l-Pb-21,2-Pa-7

1-5-18

2-Pa-8

1-Pc-ll

2-5-24

2-4-17

1-3-7,1-3-14,

l-5-2,2-Pc-8

l-P2-6

2-3-20,2-4-2,

2-5-8

l-Pc-11,1-Pc-15,

2-3-10

l-P2-2,1-5-16,

1-Pc-17

1-Pb-6

2-P4-2,2-3-20,

黒川

黒川

黒川

夫
人
子

正
正
陽

城崎和久

木 佐 貫 修

岸陽子

岸 本 浩

喜多陽子

木田浩隆

北川泰之

喜多島出

勝見

加戸

加藤

加藤

加藤

加藤

加藤

泰和

秀一

貞利

直樹

秀豊

斉

博之

黒木知子

黒澤尚

黒島永嗣

黒住健人

裕
二

元
陽

野
野

北
北 小泉雅裕1-4-5,2-4-6

洪淑貴1-4-21

光鴫勲1-P2-7,2-3-4,

2-3-6

河野慎次郎2-2-9

古賀崇正l-2-15

小久保亜早子2-4-30

小坂義樹1-Pa-14

北 村 珠 希可 徳 三 博

金井ゆりか

金内ゆみ子

金谷 耕 平

北村三穂

北 山 稔 大

木 野 義 武金谷文則



小島宏司

児島忠雄

酒井和裕2-P4-6

酒井直隆1-2-18,1-5-7

堺 慎 2 - 4 - 2 0

坂中秀樹l-2-14

坂野裕昭1-2-18,2-5-11

坂本相哲2-Pc-1

作田直記2-Pb-9

佐久間雅之2-3-20,2-4-2

笹益雄2-Pa-18

笹尾三郎1-4-16,1-Pb-16

佐々 木淳也l-P2-2,1-5-14

佐々木誠-2-Pb-9

佐々 木孝2-3-13,2-3-19,

2-Pa-14

貞廣哲郎LS1-1

サッキヤイソラマン1-2-7

佐藤和毅1-Pb-13

佐藤克巳l-3-27

佐藤純LS5,2-P5-1

佐藤多賀子2-3-23

佐藤智弘2-4-2O

佐野倫生1-3-24,2-Pb-14

澤泉卓哉1-2-1,1-Pb-4,

2-4-17,2-Pa-5,

2-Pa-19

沢辺一馬l-Pb-6,2-3-28

島津

島田

島田

島中

嶋村

清水

清水

清水

白井

白坂

白須

城石

城倉

神野

晃
一
造
輔
正
時
之
彦
也
郎
啓
光
次
泰

賢
幸
浩
克
弘
慶
久
律
幹
達
雅

l-Pb-14,2-Pb-16

1-P2-4,1-2-5,

2-5-20

2-4-5

2-Pb-13

1-Pb-12,2-4-28

2-4-8

1-5-9,1-Pb-9,

1-Pc-8,2-Pb-1

2-Pa-17

2-3-17

1-2-7

2-Pa-5,2-Pa-19

1-Pa-2,2-S3-1,

2-5-2

2-4-6

2-4-4

2-Pb-ll

1-S2-4,1-2-10,

1-2-6,1-Pb-21,

2-5-10

1-3-28,1-4-22

1-5-8

1-4-27,1-Pc-7,

2-5-25

2-3-21

1-3-27

2-Pb-16

2-Pb-2

1-5-9

1-Pb-7

l-'3,1-Pb-12

2-Pa-10

l-4-13,1-Pa-10

2-3-22

1-Pb-16

1-3-21

1-Pa-6,2-4-18

2-Pa-2,2-Pa-ll

2-P5-2

l-4-18

2-P3-4

2-5-1

夫
勝
一
明
之

哲
洋
宏
寛

小島

越宗

古瀬

小瀧

五谷

児玉

児玉

古月

小寺

後藤

成人

昌之

顕宗

訓江

晃

後藤

後藤

小橋

小畠

真一

治彦

裕明

康宣

末永直樹 1-4-15,1-4-23,

l-Pb-20,2-S3-9,

2-4-8,2-Pc-6

l-Pa-2

2-3-2

2-4-5

2-3-16

l-Pc-6

l-2-14

2-4-3

1-Pc-11,2-Pa-6

2-5-18

2-2-9

l-3-31,1-5-17,

l-Pa-16

1-S2-6

2-5-20

2-Pa-3,2-Pa-4

l-5-15

2-Pb-12

1-3-4

l-3-31,1-5-17,

l-Pa-16,2-4-15

1-4-25,2-5-4

2-3-1

2-Pa-16

菅本

須川

杉岡

杉木

杉田

杉本

杉本

杉山

勝呂

筋野

鈴木

臣
敬
一
正
樹
武
久
樹
徹
隆
身

一
洋
英
義
敦
修

林
林
林

小
小
小

正
一
一

明
康
博

小林由香

小松哲郎

小見山貴継

小森博達

椎木栄一

椎名喜美子

塩田悦仁

塩之谷香

重 冨 充 則

2-4-23

2-4-10

1-2-15,2-Pc-16

2-S3-6,2-S3-8

1-5-10,2-4-23,

2-4-25,2-4-26，

2-4-27,2-Pc-2

2-2-5

1-S2-4,1-2-6,

1-2-10,1-Pa-17

2-3-28

2-5-24

2-3-19

1-5-15,1-Pb-8

1-2-13,2-Pb-2,

2-Pb-12

1-S2-6,1-Pa-1

2-4-20

1-4-10

l-Pb-12,2-4-28

1-P1-6,2-P3-4

【さ行】

齊藤覚

鈴木

鈴木

鈴木

鈴木

鈴木

鈴木

砂川

侍
一
彦
恵
澄
夫
融

克
康
茂
文
真
幹

l-4-27,1-Pc-7,

2-5-25

2-3-3

1-Pb-3

2-Pa-1

1-S1-4,1-Pc-18,

2-2-7,2-3-25,

2-Pb-17,2-Pb-18

EL3,1-S2-5,

2-4-7,

l-5-3

1-Pa-4

2-5-14

1-Pa-3

l-2-7

l-4-2,2-Pa-9

1-P1-1

斉藤

齊藤

齋藤

斎藤

丈太

晋

則夫

治和

重信

重松
一
司

恵
浩

直哉

寛士

幸伸

明彦

謙一

重吉

舌間

設楽

篠田

四宮

田
谷

角
住
角

光宏

篤紀

昭一

斎藤英彦

斉藤正伸

佐伯祐司

三枝康宏

早乙女紘一

坂本和陽

酒井昭典

酒井紀

瀬尾理利子

関敦仁

関寿大

関一二三

関康弘

関 ロ 昌 之

1-5-2,2-Pc-13

l-P2-l

l-S2-2

2-2-4

2-Pa-2,2-Pa-ll

2-5-18

邦央
〆ｰ

疋

節子

政彦

実

柴田

柴田

柴田

柴田

柴田



智英

真理

健哉

塚原

築野

津下

多胡

田崎

田崎

時
幸
一

教
和
憲

勇人

博也

誠悦

谷
田
馬

関
千
千

2-2-8

2-Pa-6

2-S3-7,2-3-26,

2-4-24,2-5-6,

2-5-9

1-3-16,2-Pb-6

1-3-15

l-'20

1-Pc-7

1-5-14,1-Pc-10

2-P4-3,2-3-3

2-3-1

2-3-4,2-3-6

2-Pa-12

1-Pc-5

1-Pa-22,1-Pb-18

1-2-8,1-3-20,

l-4-5,1-4-26,

2-S3-3,2-P4-4,

2-4-6

2-P4-3

l-5-11

2-P3-4

1-3-26,2-Pc-15

2-3-1

l-3-15

1-Pa-18,2-2-7,

2-3-13,2-3-16,

2-3-25,2-4-21

1-4-17,1-4-18

1-4-13,1-Pa-10

1-2-20,2-3-8

1-3-2,1-3-23,

2-4-11,2-4-12

2-3-12,2-3-15,

2-Pc-7

2-2-5

1-3-28,1-4-22

l-3-6

1-3-4

2-2-9

1-4-3

1-Pc-14

2-S3-2

2-Pa-10

1-Pb-1

LS3,1-4-4,

1-4-24,2-5-3,

2-Pa-12

2-Pb-12

1-S2-6

1-4-6

1-2-21,1-2-21

l-Pa-17

l-5-11,2-4-29

2-5-8

1-Pc-13

l-5-1･1

2-P5-2

2-2-1

2-5-10

1-4-17,1-4-18

2-5-8

2－3－11

1-3-4

2-2-9

l-Pa-22,1-Pb-18

２側
卿
糾

１
１
２

Ｐ
３
３

口
。
。

ソウ

副島

添田

園田

園畑

ユウシン2-Pc-l

修1-Pa-15

晴雄1-Pb-6

昭彦2-Pa-8

素樹1-3-11,1-3-26,

2-3-27,2-Pc-15

辻野昭人

辻本律

津田悦文

士金彰

土田浩之

土 田 芳 彦

土屋大志

筒井哲也

常深健二郎

恒吉康弘

坪健司

坪川直人

光
巳
介
人

克
康
康

田嶋

田島

田島

田尻

多田浩一

【た行】

高 井宏明

高尾努

高岡邦夫

多田博

只野功

立花新太郎

立原久義

辰 巳 徹 志

建 部 将 広

田中克己

田中健司

田中浩二

田中公生

田中寿一

1-3-29

l-2-3,2-3-16

1-Pb-9,1-Pc-8,

2-Pb-1,2-Pb-13

1-Pa-17

1-S2-4,1-2-6,

1-2-10,1-Pb-21,

2-Pa-7

l-2-7

1-Pa-9,2-4-22

2-4-29

2-4-10

1-2-3

l-2-20

l-S2-5,2-4-7

2-4-20

1-5-14,1-P2-2,

1-Pc-10,1-Pc-9

2-Pb-13

1-S1-4,1-P2-1,

1-4-7,1-4-20,

l-Pa-18,1-Pc-18,

2-S3-10,2-S3-12,

2-P5-3,2-3-8,

2-3-25,2-4-3,

2-4-21,2-5-5,

2-Pb-18,2-Pb-8

2-2-6,2-Pa-20

1-5-6

2-Pa-6

2-5-21

1-S2-1,2-5-13,

2-5-17

2-Pc-10

2-2-2

2-3-28

高岡孝典

高倉義典

田
屋
吉
田

坪
坪
津
鶴

貞子

英志

秀樹

敏幸

高須誠

高瀬勝己

高橋宏

高橋雅足

高 橋 正 憲

高橋勇一朗

高 橋 勇 二

高畑直司

高原政利

俊
史
樹
郎
徹
郎

英
博
信
市
確

菫
忠

浦
嶋
田
本
屋
野

寺
寺
寺
寺
照
田

順 三

徹

利和

英城

康仁

俊一

泰徳

善彦

祥通

和夫

和哉

進

誠

哲也

康之

信敬

隆

雅彦

中
中
中
中
中
口
野
脇
井
井
井
井
置
置
山
井
野

田
田
田
田
田
谷
谷
谷
谷
玉
玉
玉
玉
玉
玉
田
錘
丹

ダ
フ

４
８
２
９
０
５
７

１
１
１
１
１
１
１
ｃ

公
う
ふ
ふ
み
弘
乱
Ｐ

ロ
一
車
一
一
一
一
・

１
２
１
１
１
１
２
２

仁
郎

聖
一

真

松
山

高
高

2-3-12,

2-5-2,

土井一輝 LS1-2,1-P1-3,

1-S2-2,1-2-4,

1-4-1,1-Pb-17,

2-P3-6,2-4-13,

2-4-16,2-Pc-12

1-4-17,1-4-18

EL1-1,1-4-8,

2-S3-4,2-3-5

2-3-14

2-5-7

1-Pb-2

2-P3-3

1-Pa-8

2-Pb-16,2-Pb-17

端問
藤

卓
哲

瀧川宗一郎

瀧澤勉

武石明精

武内亜紀子

竹内 英 二

藤真太郎

遠山知香子

徳永進

渡慶次学

戸島忠人

栩木弘和

千 葉 剛 裕

千本英一

千代倉吉宏

陳艫

1-3-17

l-3-27

2-Pc-13

2-P3-4

泰
淳
啓

武田

竹葉

武本



直樹

正博

泰介

正喜

戸羽

戸部

戸松

戸祭

中島

中園

永田

長谷

志
清
生
文

生
口

見
芳

、
劃
〃
４
０l-4-2,2-Pa-9

1-2-17

2-5-12,2-5-15

l-4-24,1-4-4,

2-5-3

1-2-13

1-Pa-3

2-2-6,2-Pa-20

1-3-1,2-4-19,

2-Pb-3,2-Pb-7

2-3-3

2-3-18

l-3-13

l-SI-1,2-Pb-4,

2-Pc-14

1-4-20,2-Pb-8,

2-Pb-16,2-Pb-17

2-Pc-5

LS6

l-3-9,2-Pc-ll

2-Pa-15

西源三郎

西浦康正

西尾泰彦

西岡英次

西岡弘記

西 川 真 史

l-Pb-16

2-5-7

l-3-30

l-4-25,1-Pa-13,

2-5-4

2-Pb-13,2-Pc-12

l-5-9

1-4-27,2-4-l

l-S1-l

2-Pb-10

l-Pa-l

l-3-24

1-Pa-16

l-3-29

1-3-6

2-3-27

1-5-12

1-Pb-11

LS4

1-3-18,2-Pc-18

l-3-21

l-4-2,2-Pa-9

l-4-7,1-4-20,

l-Pa-7,1-Pa-12,

2-S3-10,2-S3-12,

2-3-13,2-3-16,

2-4-21

1-Pb-19,2-4-9

2-Pb-8

l-5-13

2-3-12,2-3-15,

2-Pc-7

l-P2-5,1-2-16,

l-4-3,1-4-19,

l-4-21,2-S3-2,

2-S3-6,2-S3-8,

2-P5-1

l-Pa-22,1-Pb-18

1-Pb-21,2-Pa-7

l-3-20

l-4-8,2-S3-4

2-3-24

l-Pb-4,2-Pa-5,

2-Pa-19

1-3-10,1-5-3

l-P2-7,2-3-4,

2-3-6

2-3-l

l-4-6

1-Pa-20

1-3-30

2-3-10

l-4-8,2-3-5,

2-S3-4

l-3-22

l-4-ll

l-4-13

1-3-24

2-Pc-18

l-4-7,1-Pb-5,

2-3-13

2-3-10

l-3-7,2-Pc-8

秀樹

一生

一誠

勝郎

岡
沢
田
田

言
田
一
自
国
一
宮
田
一
宮
田

洋直

保

幸男

一義

邦昭

高志

昭

敦雄

顕弘

健一

里美

順信

智

純次

孝志

達雄

利孝

俊康

中塚

中土

中土

中西

中西

中根

長野

中前

長町

中道

長嶺

長嶺

中村

中村

中村

中村

中村

中村

西川哲裕

西田圭一郎

西田淳

西村行秀

西村隆一

西脇‘正夫

顕吾

泰次

良弘

善雅

田
田
田
田

言
田
一
自
国
言
田
一
宮
田

稔
夫

邦
節

｛
呂
｛
呂

ノ
ノ

ー
一
一
一戸山芳昭

豊泉

鳥居

鳥越

烏濱

洋
平
均
明

泰
修
智

根本孝-2-Pb-10

野口政隆

野々村秀彦

信田進吾

乗上啓

乗松尋道

1-5-11,2-4-29

1-Pb-14

1-3-27

l-Pc-16

l-Pc-6

【な行】

内 藤 正俊

長井卓 志

永井正弘

仲井間憲彦

中尾悦宏

1-Pa-15

l-3-12

2-Pc-3

2-Pa-16

l-2-16,1-4-3,

1-4-19,1-4-21,

2-S3-6,2-S3-8

1-S1-4,1-P2-1,

1-Pa-18,1-Pc-13,

l-Pc-18,2-S3-12,

2-P5-3,2-Pb-16,

2-Pb-17,2-Pb-18

2-Pc-5

1-3-25,2-3-23,

2-Pc-5

2-4-10

2-5-14

l-Pc-14

l-2-9

2-5-21

1-3-19,2-P4-5,

2-Pb-15,2-Pb-19

l-Pa-8

LS1-3,1-3-12

2-5-11

【は行】

萩原教夫 1-3-1,2-4-19,

2-Pb-3

l-4-ll,1-Pa-4,

l-Pa-14,2-3-17

1-5-10

2-2-5

2-4-19

2-5-1

2-Pb-14

1-4-27,2-5-25

2-4-5

2-4-20

2-Pc-19

l-S2-2,1-2-4,

l-4-1,1-Pb-17,

2-P3-6,2-4-13,

2-4-16,2-Pc-12

l-Pa-15,2-5-24

l-Pa-15

1-Pa-8

l-3-7,1-3-14,

2-Pc-13

中村

中村

中村

中村

誠也

雅也

光宏

吉晴

橋詰博行

仲尾保志 橋本貴弘

橋本友幸

橋 本 典 之

橋本博行

長谷川智彦

畑幸彦

畑中均

畑中渉

服部敏

服部泰典

中村蓼吾

長尾聡

長岡正宏

南 雲 明

成川功一

成沢弘子

成 田 俊 介

成田裕一郎

南野光彦

種史

夏子

浩志

庸治

善之

剛

中川

中川

中川

中河

仲川

長倉 花村

馬場

浜田

浜中

夫
樹
機
輝

達
尚
良
一

難波二郎

難波祐三郎長沢

中島

中島

晃樹

英親

邦晴



牧裕 1-2-8,1-3-20,

1-4-5,1-4-26,

2-S3-3,2-P4-4,

2-4-6

1-4-7,2-S3-10

1-P2-5

1-4-26

l-S2-1,2-5-13,

2-5-17

1-2-11

1-S1-1,2-Pb-4

1-Pb-12,2-P5-4

2-5-22

l-Pc-15

l-5-13

2-5-25,2-Pc-4

2-Pc-19

1-Pb-8

l-Pc-15

1-4-14

2-4-22

1-5-1

1-2-15,2-Pc-16

2-5-16

1-Pa-11,2-5-19

2-Pa-15

2-Pa-10

l-S2-3

l-Pc-16

1-2-15,2-Pc-16

2-5-16

1-2-20

2-Pa-10

1-3-18,2-Pc-18

2-5-24

1-4-4,2-5-3,

2-Pa-12

1-4-17

1-3-9,2-Pc-11

義之

聡志

悟

正樹

澤
田
田
田

藤
藤
藤
藤

LS1-5

l-Pa-3,2-2-1

2-5-17

1-Pa-7,1-Pa-ll,

2-5-19

l-4-22

l-Pc-2

ELl-2,1-4-15

l-3-17

2-P5-2

2-P3-2

l-3-28,1-4-22

1-5-12

1-4-13,1-Pa-10

浜西千秋

早 川克彦

林淳 也

林俊吉

林真 仁

林未統

原章

原孝

原徹也

原友紀

原由紀則

原田香 苗

原田栄志

原 田幹生

原山大 樹

2-Pc-17

1-Pa-1

2-Pa-6

2-4-21

2-3-18

2-Pc-6

2-Pc-14

l-2-7

2-4-10

2-Pb-6

1-3-2,1-3-23

1-3-12
●

2-4-22

l-Pc-9,1-Pc-10

2-3-21

聡夫

仁美

正晴

和洋

牧田

牧野

牧野

政田

藤田護

藤村 健 治

藤本理代

藤 吉 文 規

藤原浩芳

藤原靖

二見俊郎

普天間朝上

古町克郎

正富隆

益子拓徳

真下節

増子達也

増澤源造

増本あや

松井猛

松井宣夫

松井瑞子

松浦愼太郎

松岡珠理

松岡宏昭

松岡元法

松崎昭夫

松下功

松 下 和 彦

松下隆

松下博明

松島正弘

松田英樹

松永和剛

松野博明

松村崇史

松村一

松本泰一

松本佳之

圓尾宗司

別府諸兄1-P1-2,

1-Pa-11,

2-5-19,

2-Pa-18

辺見俊一1-5-3

l-4-16,

1-Pb-16,

2-Pa-13,

一雄

典昭

康博

克文

雄一

彦坂

日高

日高

百名

平瀬

2-Pb-8

1-Pc-16

2-5-1

2-3-ll

1-2-5,2-4-4,

2-5-20

1-4-16

1-3-13，1-3-19,

2-P4-5,2-Pb-15,

2-Pb-19

2-3-9,2-Pc-6

2-3-2,2-Pc-9

1-Pa-5,2-Pa-20

l-Pa-14

1-5-19

1-Pb-2

北條

朴

星

星川

星川

星野

佛淵

達 也

哲

秀逸

淳人

慎弥

秀士

孝夫

2-Pb-5

l-Pc-9

l-2-12

1-3-2

2-4-12

1-3-12

l-3-11,2-3-27,

2-Pc-15

l-P2-5,1-2-16,

l-4-3,1-4-19,

1-4-21,2-S3-2,

2-S3-6,2-S3-8,

2-P5-l

l-Pc-12

l-3-16,2-3-8,

2-4-3,2-5-5,

2-S3-12,2-P5-3,

2-Pb-18

2-Pa-17

2-4-10

平田和明

平田仁

一彦

健一

博庸

孝彦

和夫

延大

地
野
原
岡
島
田

平
平
平
廣
廣
廣

堀井恵美子

顯宏

優子

一雄

亜紀

福居

福岡

福島

福田

1-2-9,2-5-10

2-Pb-2

2-2-6

1-3-13,1-3-19,

2-P4-5,2-Pb-15,

2-Pb-19

2-Pa-17

l-2-5,2-5-20

2-Pa-17

1-Pc-14

1-S2-3,1-4-9

2-Pa-12

2-Pb-10

2-Pb-ll

1-3-13

堀内統

堀内 行 雄

一
人

秀
雅

田
谷

丸
丸

昌
夫生

本城

本間

福田眞輔

福本 恵 三

冨士居和之

藤井徹

藤尾圭司

藤 岡宏幸

冨士川恭輔

伏木信次

藤澤幸三

浦
浦

一
一
一
一
一
一

樹
志

俊
一

2-5-22

1-4-8,2-3-5,

2-S3-4

1-2-3

1-3-2,2-4-11,

2-4-12

1-P2-6,1-Pb-10

2-5-20

【ま行】

麻殖生和博

前 田 和 政

前田昭太郎

前田美穂

牧信哉

彦
司

貴
容

笠
上

一
一
一
一
一
一

2-Pa-16

2-3-27

2-4-17

1-S1-5

l-Pc-5

三木健司

三須秀明



水関隆 也 室

室屋

秀紀1-3-17

誠2-Pa-8

2-S3-7,2-5-6,

2-5-9

l-2-17

2-P5-l

1-2-9

2-4-5

1-S1-2

2-Pc-9

EL1-2,1-4-15,

l-4-23,1-Pa-20,

l-Pb-20,1-Pc-4,

2-S3-9,2-P3-l,

2-3-9,2-4-8,

2-Pc-3,2-Pc-6,

2-Pc-10

l-Pa-20,2-3-9,

2-Pc-3

1-Pb-19,2-4-9

2-4-26

2-2-6,2-Pa-20

2-P5-6

2-4-5

l-P2-6

2-Pc-14

2-Pc-17

2-3-28

l-2-17,1-Pa-19

2-3-10

1-4-11

山口

山崎

山崎

山下

山下

仁
平
宏
二
二

利
康
貢
修

l-2-5,2-4-4

l-Pc-5

2-4-1

2-2-2

l-P2-7,2-3-4,

2-3-6

1-3-22

l-4-24

1-3-21

2-3-20,2-4-2

2-3-19,2-Pa･14

2-2-5

1-Pb-20

1-Pb-9

2-4-30

1-2-20

l-Pc-16

l-Pa-9,2-4-22

2-5-2

l-3-23,2-4-ll

l-3-23,2-4-12

2-3-14

l-5-ll

l-4-5

1-Pc-2

水谷一裕

水村和枝

水 本茂

溝口知 行

光石衛

三ツロ秀幸

三浪明 男

目貫邦隆2-Pa-9

敦彦

英一

朋英

上
田
村

最
元
本

l-Pa-19

2-S3-2

1-3-14,1-5-2,

2-Pc-8

1-Pc-3

1-2-21

l-3-27

1-S1-4,1-2-20,

1-Pb-5,2-4-3

2-Pb-10

1-3-13

1-2-19

1-Pa-10

2-3-17

l-3-10,1-Pa-2,

2-S3-1,2-5-2

1-3-21

2-5-12,2-5-15

2-4-7

1-Pa-9

l-4-26

山下敏彦

山下仁司

山 科 幸 夫

山田高士

山中一良

山根繁

山根慎太郎

山野慶樹

山 内 春 夫

山部英行

山本研

山本謙吾

山本浩司

山本真一

山本直哉

山本久司

山本博司

山本康行

山本佳史

瀬
澤

百
森
森
森

充
健
優
妥

敏

森下

森田

森田

盛田

守都

森友

竜一

哲正

晃造

哲郎

義明

寿夫

三浪三千男

南川

宮内

宮岡

宮岡

宮城

三宅

宮崎

宮崎

宮田

宮原

宮脇

三輪

義隆

順子

英世

等

知之

潤一

弘

浩

明人

真

剛司

啓之

森本茂

森本理芽子

森 谷 浩 治

諸橋彰

諸橋政人

横村伸夫

横山光輝

横山宗伯

横山雄一郎

吉岡千佳

吉 岡 大

吉川秀樹

吉川泰弘

1-3-4

l-3-1

2-4-17

2-5-18

2-P3-1

l-4-6

l-Pa-2

l-2-19,1-Pb-5,

2-3-8

l-3-7,1-3-14,

l-5-2,2-Pc-13,

2-Pc-8

1-Pb-9

l-3-30

2-3-24

2-3-12,2-3-15,

2-Pc-7

2-Pa-18

l-Pb-5

2-P4-6

2-Pa-13

l-2-8,1-3-20,

【や行】

矢崎尚哉

矢島弘毅

1-2-16,1-4-19

l-4-3,1-4-21,

2-P5-1

1-S2-4,1-2-6,

l-2-10,1-Pb-21,

2-S3-13,2-5-10,

2-Pa-7

l-3-29

1-S2-1,2-2-3,

2-5-13,2-5-17

l-2-14

l-Sl-1,2-Pb-4

2-3-12

2-4-26

l-2-17

1-S2-3,1-4-9

l-3-9,2-Pc-ll

2-Pb-3,2-Pb-7

2-Pb-12

2-2-l

向藤原由花

牟田實

宗 内巌

宗定伸

村上 健

村上成 道

2-3-1

2-Pa-8

2-Pa-3,

2-5-12,

2-P3-2

1-4-27,

2-5-25

l-Pa-4

l-Pc-14

2-5-7

1-3-10,

2-S3-1,

2-5-2

l-2-18

2-P4-6

l-5-10,

2-4-25,

2-Pc-1,

矢 島 弘 嗣

2-Pa-4

2-5-15

安 井 夏 生

安田匡孝

吉田綾l-Pc-7,

村上

村上

村澤

村瀬

朋
一
章
剛

敬
隆 安原

安間

谷内

柳原

柳原

梁瀬

矢吹

山内

山口

山口

典
雄
次
子
泰
章
司
輔
勇
彦

良
基
孝
秀
義
省
大
哲

吉田

吉田

吉田

吉田

玄

健治

澄子

竹志
ダ
ダ

２
５
－
ｌ
ａ
一

Ｐ
３
－
－
１
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村田

村田

村松

淳
弘
一

和
慶

吉田典之

吉田宏樹

吉田佑一郎

吉田亮

吉津孝衛

，
夕

３
７
２

２
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六 郷 知 行 1-Pc-17,2-P4-3,

2-2-8,2-5-23

1-P2-1

2-Pa-10

2と3-20,2-4-2,

2-P4-2

1-Pa-6,2-4-18

2-4-16

1-5-13

1-Pb-4,2-Pa-19,

2-Pa-5

1-Pb-2

2-3-18

1-4-5，1-4-26,

2-S3-312-P4-4,

2-4-6

吉野伸司1-Pc-5

米田昌弘1-5-9,1-Pb-9,

2-Pb-1

米嵩理1-4-17,1-4-18

渡辺理

渡辺克益

渡邊健太郎

之
哲

智

木

角
本

一
ハ
ー
ハ

【わ行】

若林健二郎

脇田隆司

和田郁雄

和 田 卓 郎

辺
邊

渡
渡
渡

聡
男
一

千
政
捷

1-Pc-12

1-3-28

1-Pc-12

1-3-5,1-3-22,

1-4-12,1-5-16,

【ら行】

龍順之助1-3-25,2-3-23,

2-Pc-5



併催学会

その他のお知らせ



第41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46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．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

ついては懇話会での症例検討の内容を含めた簡単なまとめ（原稿用紙2枚，図2～3枚）を後日提

出していただき，日手会誌に掲載いたします．

日時：平成15年4月18日（金)12:40～13:40

会場：第5会場(133.134会議室）

演頴：症例検討

応募方法：平成15年3月末日までに郵送もしくはE-mailで症例の概要を写

真とともにお送りください．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：〒594-1101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:hk@mch.prefosakajp

※当日はコンピューターによるプレゼンテーションになります．

各自，ノートブックパソコンをご持参ください．プロジェクターとの接続には，一般的な15

ピンのコネクター以外は対応不能ですので，必要に応じて変換ケーブルもご持参ください．ま

た,PCのトラブルに備えてプレゼンテーションをCD-ROMにも焼き付けたものもご持参くだ

さい．スライドによる発表は受付られません．発表時間は5分とします．発表者の方は必ず時

間までに受付までお越しください．

※参加費として1,000円を徴収させていただきます（昼食をご用意いたします).

日本手の外科学会先天異常委員会

委員長川端秀彦



第26回末梢神経を語る会のご案内

「第26回末梢神経を語る会」は「第46回日本手の外科学会」の開催される名古屋で行います．

今回は「手の外科医が知っておくべきneuropathy」をテーマとして，下記の要領で開催すること
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15年4月18日（金)(第46回日手会第1日)17:00～19:00

会場：第2会場（レセプションホール）

テーマ：手の外科医が知っておくべきneuropathy

講演:1.糖尿病性神経障害の病理形態学

弘前大学病理学八木橋操六

2．糖尿病性神経障害の臨床

滋 賀 医 科 大 学 神 経内科安田斎

3．慢性炎症性脱髄性多発神経炎(CIDP)の臨床と病理

名古屋大学神経内科祖父江元

※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（専門医資格継続単位：計2単位）きれており

ます（講演l･講演2･講演3を完全受講で2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（ただし専門医に限ります)．

・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2,000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26回末梢神経を語る会

世話人中村蓼吾

長野昭

平田仁



第15回日本ハンドセラピィ学会学術集会のご案内

第46回日本手の外科学会学術集会会長中村蓼吾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15回日本ハンドセラピィ学会学術集会を次のとおり開催させていただきます．

今回のテーマは「切断肢再接着」で，特別講演では日本手の外科学会理事・吉村整形外科医院

院長吉村光生先生のご講演を賜ります．また，シンポジウムでは，5人のハンドセラピストが症

例を通して切断肢再接着術後のハンドセラピイについてディスカッションいたします．

ご多用の折とは存じますが，是非とも手の外科に携わっておられる多くの先生にご参加いただ

き，ご指導，ご助言を賜りますようご案内申し上げます．

記

時：平成15年4月20日（日)9:40～15:30(受付開始8:45)

所：第3会場（141.142会議室）

マ：切断肢再接着

費：医師（日手会会員）無料（抄録集代は別途500円頂戴いたします）

会員3,000円

非会員5,000 円

学生500円

日
場
テ
参

■■■■■

加

プログラム

開会式9：40～9：50

一般演題

座長新潟大学医学部附属病院

9：50～10：40

関田真弓OTR

l.母指末節骨近位部での屈曲，伸展，内転，外転力の測定

一手根中手関節の僥側外転角度の違いによる検討－

金沢大学医学部保健学科西村誠次OTR

2・長母指伸筋腱損傷に対する評価

一母指の反復運動からADLを検討する－

岩手医科大学附属病院松田和子OTR

3・RAに対する半拘束型ⅢA術後の経過

聖マリアンナ 医 科 大 学 附 属 病 院 辻 幸 子 O T R

4・尺骨神経麻痒におけるADL障害の調査

聖隷浜松病院倉知加誉OTR

特別講演

切断指再接着術

吉村整形外科医院院長

10:50～ll:50

吉村光生先生

司会三重県身体障害者総合福祉センター永田穣OTR



13:00～15:20

15:20～15:30

シンポジウム

切断肢再接着術後のハンドセラピイー症例を通して－

座長大阪医科大学附属病院谷村浩子OTR

1.指切断再接着術後の早期運動療法一急性期を中心に－

札 幌 医 科 大 学医学部附属病院坪田貞子OTR

2・チェーンによる切断示指再接着後のセラピイ

聖隷浜松病院松崎康江OTR

3・母指切断再接着後のl例

名古屋披済会病院茶木正樹OTR

4，手関節切断例の治療経験

小郡第一総合 病院渡邊政男OTR

5・前腕遠位部再接着症例の長期予後

弘前大学医学部附属病院大溝昌章OTR

閉会式

*参加申込は当日に会場で承ります．

お問合せ先〒514-0113津市一身田大古曽670-2

三重県身体障害者総合福祉センター

診療グループ永田穣

TELO59-231-0155/FAXO59-231-0614

E-mailm-nagata@ztv・nejp



第47回日本手の外科学会学術集会のご案内

会期：平成16年(2004年)4月22日（木)･23日（金）

4月24日（士）教育研修会

《
云 場：大阪国際会議場

〒530-0005大阪市北区中之島5-3-51

TELO6-4803-5555FAXO6-4803-5620

演題締切予定：平成15年(2003年)10月31日（金）

「主要プログラム，演題募集方法等は改めて会員宛にご連絡いたします」

第47回日本手の外科学会学術集会

会長阿部宗昭

（大阪医科大学整形外科学教室）

第16回日本ハンドセラピィ学会学術集会のご案内

会期：平成16年(2004年)4月23日（金）

会場：大阪国際会議場（日本手の外科学会会場内）

第16回日本ハンドセラピイ学会学術集会

会長谷村浩子0m

（大阪医科大学リハビリテーション科）



日本手の外科学会雑誌

編集

発行所

第20巻第1号 平成15年2月28日発行

第46回日本手の外科学会学術集会

会長中 村蓼吾

〒468-0063 名古屋市天白区音聞山1013

有限会社ヒズ・プレイン内

日本手の外科学会事務局

TEL(052)836-3511

FAX(052)836-3510



すてきな笑顔に逢いたいから…

豊かな技術で､心と体を優しく包みます。

すべての人が同じように満足ゆく製品なんてありえません。

‐'一人いれば､求めるものは十人とも違うのが当然です。

アルテックブレースは､人に優しい社会づくりに貢献するため

高度な技術と大きな優しさを持って､オリジナル製品の研究｡i州発を続けます。
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「取汲晶百1

モジュラー義肢、義肢、装具、座位保持装置、起立保持具頭部保護帽、車椅子、電動車椅子、
歩行補助つえ、歩行器、排便補助具、収尿器、ストマ用装具、座位保持いす

な”
アルテックブレース

〒491-0838愛知県一宮市丹暘町猿海道腰本672番地TELO586-23-6808FAX,0586-23-6818
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義完壁な画像を得るため､筒の角度を制

識視標までの距離の変化に素早く反

●鮮明な3D画像
磯 盗輸

●
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医療用具許可番号27BY5059

怨梼式謡潟鰄r三ﾙバｺ輸入総発売元

〒541-0057大阪市中央区北久宝寺町1-4-15SC堺筋本町ビルTEL(06)6262-2481I6･FAX(06)6260-7556

TEL(011)271-1011㈹名古屋営業所TEL(052)262-3795㈹広島営業所TEL(082)831-16051@
TEL(022)719-7666㈹金沢営業所TEL(076)260-7031㈹福岡営業所TEL(092)451-2459(9
TEL(03)5802-6051㈹大阪営業所TEL(06)6260-7531㈹熊本営業所TEL(096)319-0388IO
TEL(025)265-2511㈹高松営業所TEL(087)812-3521㈹勝田工場･錐ｾﾝﾀー TEL(0868)77-1141ID

本社

札幌営業所

仙台営業所

東京営業所

新潟営業所
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Dr.T.八一パートとの共同開発製品です。

ぐ両端ネジ山ピッチの差によるコンブレッション機能

q力ニュレーテッド仕様(1mmガイドワイヤーを適用）

q2種類のコンブレッション強度が選択可

｛
･スタンダードコンプレッション

･ハイコンプレッション

q両ネジ山ともセルフタッピンク

q長さは1mm間隔のサイズ揃え

qミニ型(非力ニュレーテッド)も有

qチタン合金(Ti-6AI-4V)製

〆

｢、
ロ

医療用具承認番号21300BZYOOO91000号

●||l11【●
フランスフィクサノ社

１
POING-FIX

ボアコフィックス
前腕用創外固定器

9

I③

伝軽量･小型

似強固な固定カ

レオートクレープ､プラズマ滅菌対応

レチタン合金(Ti-6AI-4V)製

トロワフィックス下腿用創外固定器

フィクサム創外固定器(上腕用､貫通用)もあります。

※詳細についてはカタログをご請求下さい。
創外固定用ピン：

医療用具承認番号20700BZYOO941000号

kiscomedicalGroup

総発売元キユコ･テ』ｲﾗﾌｲｱー ﾙ株式会社
口大阪本社／〒540-0021大阪市中央区大手通2-3-14

口東京本部／〒113-0033東京都文京区本郷3-29-11セイル本郷

ロ札幌回／〒060-0042札幌市中央区大通西7-2ダイヤビル8F

口横浜筐)／〒224-0003横浜市都筑区中川中央1-23-17-301

口名古屋㈲／〒468-0053名古屋市天自灰植用南3-321

口神戸（ヨ／〒662-0941兵庫県西宮市浜脇町2－30

口福岡㈲／〒816-0092福岡市博多区東那珂3-6-16

TEl~06(6944)1191･FAXO6(6944)1195

TELO3(5689)8470．FAXO3(5689)8570

TELO11（261）7970．FAXO11（261）7972

TELO45(915)9761.FAXO45(915)9763

TELO52(800)7600･FAXO52(800)7602

TELO798(39)1640･FAXO798(39)1638

TEl~092(474)1661.FAXO92(474)1670



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)､メトトレキサー卜、

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2.25％)､浮腫･むくみ(0.59％)、

発疹･毒麻疹等(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|Ⅲ）: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､血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）、中毒性表

皮壊死症（頻度不明）：皮膚粘膜眼症候群

(Stevens-Johnson症候群)、中毒性表皮壊死

症(Lyell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､適切な処悩を行うこと。4)急

性腎不全(頻度不明)､ネフローゼ症候群(頻度

不明）、間質性腎炎(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､y-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揃剤で､再生不良性貧

血があらわれるとの報告がある。

●卜記以外の使用上の注意は

添付文書をご覧下さい。

、豐巽謀讓筌社
SANKYO〒lo3-8426東京都中央区日本橋本町3-5-1

02‘6(03.1）（一）

鎮痛･抗炎症･解熱剤
袖
認

ロキソニゴ柵、
劇薬･指定医薬品一般名:ロキソプロフェンナトリウム■薬価基準収載

「‐ー・~･･･'‐・ﾛー''ﾛ'ﾛ‘~'ﾛ'ﾛ‘~'ﾛ'ﾛ｡~‐'ﾛ‘~｡~'ﾛ‘~'~'ﾛ'~'ﾛ‘~‘~｡.‐可

I【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’
I(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）：

I菫篤な腎障害のある患者(5)=1

i篤な心機能不全のある患者(6)i
：本剤の成分に過敏症の既往歴の：

Iある患者(7)アスピリン喘息(非ス：

Iテロイド性消炎鎮痛剤等による喘：

1息発作の誘発)又はその既往歴！

【使用上の注意】

1.慎重投与(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

潰瘍のある患者で､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)'L､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溝

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､痙痛及び発

熱の程度を考慮し､投与すること｡イ原則として

同一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-|－

分観察し､冊|｣作川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､時に高熱を伴う高齢者又は消耗性疾

患を合併している患者においては､投与後の恩

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

：のある患者(8)妊娠末期の婦人I
L－‘‐＝__‘‐__‘‐_‘－－._＝_._._._.‐._._.‐_._酋._画面,‐‐‘－J

【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)1u60mg、

1日3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日競大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。



経口用セフェム系抗生物質製剤

指定医薬品,要指示医薬品注'）

プロ千ツク
錠75mg･100mg,小児用細粒100mg

塩酸セフカペンピボキシル錠/細粒略号CFPN-PI
注1）注意一医師等の処方せん･指示により使用すること

鰯掌毒二二二二二二＝

癖
溌
、
ｊ

患
講

＝＝蕊

必
沸
，
」

．
”
や
熟
議

Ｊ
ｄ

Ｌ
・
凸

綴 坪

礼乎

窪

鱗
￥

③､

蕊 ：
》
》
、
簿
懸

ハ
ツ
へ
封
凸

宇
〆
．
。 y

¥P零q■

評 ' ゴ ザ ザ ･ ' ･ 字 ゴ b■再IPdd■△唖’

Ｊ
ロ
ワ
“
‐

守
口
③
円
則
り
可
。

Ｉ

‘

J2ロリ

■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。

〔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

⑧菟撫需饗蕊2001.4作成B51⑧：避録商標
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輸入総発売元

TEL､078(291)8661(代）

TEL､0878(33)9121(代）

TEL､082(243)5371(代）

TEL､092(475)1211(代）

TEL,096(322)9011(代）

TEL､045(476)1771(代）

TELO52(731)5020(代）

TEL,076(223)8805(代）

TEL､075(352)4110(代）

TEL,06(6399)9730(代）

TEL､011(210)6691(代）

TEL､019(623)0991(代）

TEL､022(213)0591(代）

TEL､048(851)0300(代）

TEL､043(296)6011(代）

横浜営業所

名古屋営業所

金沢営業所

京都営業所

大阪営業所

神戸営業所

高松営業所

広尾豈業所

福岡営業所

熊本営業所

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

織蕊日本ｴﾑﾃ狂ム
畜衰営業;瀞捻w謡鍔



PROFWLECombo
Titanium/HandandlSmallFragmentSystem
プロファイルコンボ

：

●顎顔面や､Fo｢efootRe（

Proceduresにも適用可

目Ieconstrac「lon

■プレート､スクリュー共に、生命体適合性に優れた純チタン製

■バリエーションに富んだプレート形状とサイズ

■コンパクトなコンテナーデザイン

■カラーコード化されたインプラント

efracture

LEIBINCER

輸入販売元：

日本ストライカー株式会社
〒151-0053束京都渋谷区代々 木3－25－3TEL(03)5352-9080三tⅣ雁F

JAPAN

http://www･stryke｢･CO､lp

阪TEL(06)6479-0001

島TEL(082)235-3205

岡TEL(092)434-6470

大
広
福

横 浜

名古屋

金 沢

TEL(045)439-5011

TEL(052)238-5545

TEL(076)223-5261

札
仙
東

幌TEL(011）700-1120

台TEL(022)301-7120

京TEL(03)5958-4010



漆惑

製造承認番号20900BZZOO648000

･母指MP関節尺側側副靭帯損傷

･尺側靱帯損傷､内外側側副靱帯損傷

☆小関節の靱帯再建術に最適なシステム

慾

製造承認番号21200BZZOO606000

o舟状骨骨折固定

･小関節固定

☆1.2mmガイドピンが使用可能 鱗鰯蕊
☆ドリリング タッピングが不要

彰殿鱗職

唖

里'為篭』'弾,孔』″，斡騨j4:

鷲

輔

《製造販売元》＜資料請求先＞

全メイラ株式会社
〒453-0015

名古屋市中村区椿町17番15号
TELO52-459-1277FAX052-459-1282

http://wwwmeira.cojp

灘
乱

癖､慰溌蝋
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ANCHORLOK@SoftTissueAnchorSystem

医療用具承認番号

20700BZYOOO38000

20700BZYO1236000

14800BZYOOOO5000

15300BZYOO112000

15600BZYOO495000

15700BZYO1217000

20900BZGOOOO8000

●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鯵チタン人工月状骨

●チタン人工舟状骨⑥チタンベーサルサム

●チタン人工僥骨頭、人工足趾関節グロメット付

●アンカーロックソフトティシューアンカーシステム

輸入販売元

ライト･メディカル･ジャパン株式会社
東京本社TEL:03-6230-1451/FAX:03-6230-1472

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

薯
AWriqhtMedicalGroupCompany 医療用具許可番号13BY6418



溌鐸

】但イヒ尻X

骨米日幕言斥:台療劃|’薬価基準収載

エルヨトニゴ注20S
HEIIIIlilll.206

劇薬､指定医薬品（工ルカトニン注射液）

<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ご参照下さい。

ﾝさ〆

製造発売元

旭化成株式会社
大阪市北区堂島浜一丁目2番6号

資料請求先

医薬学術部：東京都千代lllIX神111美'二代町9番地1

手術室中材・諸設備

整形外科手術器械

合資会社 加藤器械店

〒461-0018

名古屋市東区主税町四丁目58番地

m(052)933-1612(代表）

剛（052）933－1654

H,13．1



ganten
抗リウマチ剤

塩壼戻薬品、要指示医菫品

(注意一医師等の処方せん･指示により使用すること）

アザルフィジゴEN錠
AzuifidingENtablets
サラゾスルフアピリジン500mg腸溶錠

指定医薬品、要指示医薬品（注意一医師等の処方せん･指示

アザルフィジゴEN錠
AzulfidinSENtablets250mg
サラゾスルフアピリジン250mg腸溶錠

識織鐵’
500mg錠 "小さなやさしさ” 250mg錠

■〔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、添付文書をご参照下さい。

発売元

§羅濡曝裂
資料請求先医薬事業部医薬情報室

製 造元

ファルマシア株式会社
東京都新宿区西新宿3－2o－2

2002年6月作成
AFO2FB52

八一バートボーンスクリューｼステム
スクリューの赤付部（トレイリング・スレッド）と遠位部（リーディング・ス

レッド)のネジ山ピッチが異なっていますので、スクリューの挿入に伴い骨

折面の 庁泊固定が可能です。圧迫固定後のスクリューヘッドは、骨内に完

全に埋没しますので、特に関節内骨折や軟部組織が少ない部位において、

効果的な内固定ができます。

スクリューの材質は強度､生体親和性及び耐腐食性に優れたチタン合金(Ti－

SA1-4V)ですので、長期のインプランテーションが可能です。

斬新なデザイン及び優れた機能性{こより､多大な好評を得ております､

●ハ ー バ ー ト ボ ー ン スクリュー

●ハーバートキヤニユ レイデッドホーンスクリューに加え､

新たに、

●ハーバートウィツブルボーンスクリュー

●ハーバートミ二ボーンスクリュー

の商品ラインを加え､より多くの部位の骨折等に対して､容易かつ迅

速に効果的な手術が可能になりました。

また、手術器械は操作性の向上を考慮するとともに、メンテナンスに

おいても細かな配慮が施 されています。

A 遂錘〆
竜､司一

医療用具承認番号：20300BZYOO212000医療用具許可番号：22BY5013

④ZmInIn陰，
ジンマー株式会社
本社〒105-0001東京都港区虎ﾉ門四丁目1番17号城山MTビル7階

Tel.03-6402-6600(代表)Fax.03-6402-6620

●カスタマーダイレクト(商品のご注文）

北海道…･…･…･…TbLO11-781-3367

東北地方“･“…････Tも1.022-284-8558

M東･中部･近畿地方…T℃1.0550-89-8522

中凶･四国･九州地方･･･Tb1.092-931-7297

●修理のお問合せ．．……．．…･･…………“

●製品のお問合せ････．．…TRAUMA･…‘

Fax､011-781-3368

Fax･OZZ-284-8559

Fax・O120-89-3570

Fax､092-931-7303

Tも1.0120-33-8507

1℃1.03-6402-6603
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識議蕊
識非ステロイド性消炎・鎮痛剤

⑧カプセルモービッワ 5m9．10mg

MobiceCapsules5mg･10mg(メロキシカム製剤）
薬価基準収載

※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書等をご覧ください。

製造発売元

Boehringer日本ぺFﾘﾝガー ｲﾝゲﾙ八仏株式会社
Ingelheim轍繊認駕…蕊町…僅童不“掴蕊町ピj"3魔

発売元

第一製薬株式会社熟蕊区日本構三T目,4番,｡号
伽 う’

2001年12月作成(2001.5）
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妙
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蕊
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■

劇薬･指定医薬品／非ステロイド性消炎･鎮痛剤

2mg

4 m 9
ロルノキシカム製剤

[寅料謂求先］

雷
大正製薬株式会社効能･効果､用法用量､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､製品添付文書をご参照下さい。
〒1ル8633東京割豐黒反高田3-24-個(03)3985-1111
http:〃www,taisho,CO･jp

2002.O2

LCO1B52B

．:蕊:.講:蝿踊■鴎溌R::：

薬価基準収載



OR THOPEDICベッド
整形外科用治療 装具 車椅 子
コンフォートシューズステッキ

治療材料(各種）リ八ビリ用品

義足・ 義 手 姿勢保持用具

コ ル セットシルバー介護用品

松葉杖 REHABILITHTION

平

『思､､や腱科学1鳥』

東名.Uヲ㈱|獣覇司
－本社一

〒4 8 9 - 0 9 79愛知阜瀬戸市坊金町2フ1番地
一関案支店一

〒259－1147神奈ノ｜｜屋ｲ尹勢原市白根字初ノ’’472番5
－サンドリヨンー

〒465-0033名古屋市二束区明が丘100LOFTビノレ1F
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應歪匡棄扇

下行性瘻痛抑制系賦活型

瘻痛治療剤(非オピオイド、非シクロオキシゲナーゼ阻害）

ノイロト、■ず卑③鯉
<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〉
帯状瓶疹按神経痛に用ﾙｶる場合は､帯状癒潅痛発症溌6ヵ月以上経過した患者を対象
とすること｡(帯状砲疹痛発症後6ヵ月未瀧の患者に対する効果は検証されていない.）

[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･用量に関連する使用上の注意＞

稚状癒疹後神経痛に対しては､4週間で効果の認められない場合は漫然と投薬を続け
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’

「使用上の注意｣などについては添付文害を
ご参照ください。

＝健康を求め，未知に挑戦する－

し日本臓器製薬4
T541.0046大種市中央区平野町2丁目1■2句念06(E2031D441K

資料請求先：日本圃誌殴薬株式会社学術部

屯JIqI砧LP口貼ﾜﾛﾜ
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経皮吸収型鎮痛消炎剤(無臭性）
I語更医棄晶1~ノ

チ．砂

~ノ 薬価基準収載フェルビナク貼付剤

霊万｢効能･効果｣､｢用法･用量｣､｢禁忌を
含む使用上の注意」等|こついては、
添付文書をご参照ください。

一

’
亭戸

2002年9月作成

’
販売発売元〈資 料 請 求 先 〉

遷目認懸鰡臨篭譲
製造元

帝國製薬株 式 会 社
〒769-2601香111県大11|鄙大内町三本松567番地 ④ 轆駕磯嬬熱③

;
;＃

Jj,:!
3
:.．

【禁忌】(次の患者には使用しないこと）
（1）本剤又は本剤の成分に対して過敏症の既往歴のある患者

（｢重要な基本的注意｣の項（1）参照）
(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｡］

【効能･効果】

下配疾患並び|こ症状の鎮痛･消炎

変形性関節症､肩関節周囲炎､漣･腱鞘炎､腱周囲炎､上腕骨上穎炎(ﾃﾆｽ肘等)､筋肉痛､外
侮後の腫脹･瘡痛

F一一一＝一一一一一一一－一一一一一一一一‐一一一一一一一一一一一一一一一一－一一一一ー一-一‐ーーーーー一‐一一‐一一1

1【効能･効果に関連する使用上の注意】
1本剤の使用により重篤な接触皮膚炎､光線過敏症が発現することがあり､中には重度の全身1
，性発疹Iこ進展する例が報告されているので､疾病の治療上の必要性を十分に検討の上､治｜
|療上の有益性が危険性を上回る場合にのみ使用すること。一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一凸一一一一一一一一一一一=一－------j

【用法･用■】

1日2回患部に貼付する。

【使用上の注意1

1.慎重投与(次の患者には慎重に使用すること）

気管支喘息のある患者｡［ｱｽビﾘﾝ喘息患者が潜在しているおそれがある｡］

2.菌要な基本的注意

（1）本剤又は本剤の成分により過敏症(紅斑､発疹発赤､腫脹､刺激感､癌痒等を含む)を発現
したことのある患者には使用しないこと。

（2）接触皮膚炎又は光線過敏症を発現することがあり､中|こは重度の全身性発疹に至った症例
も報告されているので､使用前に患者に対し次の指導を十分に行うこと｡

1）紫外線曝露の有無にかかわらず､接触皮膚炎を発現することがあるので､発疹発赤､癌
痒感､刺激感等の皮膚症状が醒められた場合には､直ちに使用を中止し､患部を遮光し､受
診すること｡なお､使用後数日を経過して発現する場合があるので､同様|こ注意すること｡

2)光線過敏症を発現することがあるので､使用中は天候にかかわらず､戸外の活動を避
けるとともに､日常の外出時も､本剤貼付部を衣服､サポーター等で遮光すること｡なお､

白い生地や薄手の服は紫外線を透過するおそれがあるので､紫外線を透過させにくい
色物の衣服などを満用すること｡また､使用後数日から数カ月を経過して発現すること
もあるので､使用後も当分の間､同様|こ注意すること｡

(3)消炎銀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｡

(4)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|こ
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｡

(5)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､副作用の発現に留意すること｡

●詳細は添付文書をご参照ください。
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指定医薬品

経皮鎮痛消炎剤〔薬価基準収敏〕

モーラユ｡緬芯Fiii⑦§。
●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

性墓剤からの放出性･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。

●副作用総症例6,90B例中副作用が報告されたのは141例(2.04%)

で､すべて接触皮膚炎であった。その症状は､発疹32件､発赤36件、

瘤痒感29件､刺激感9件等であった。(再審査終了時）

●重大な副作用として､アナフィラキシ一様症状、喘息発作の誘発(アス

ピリン喘息)､接触皮膚炎､光線過敏症があります。
園料請求先⑧久光製薬桂式会社字唖

〒100-6221栗鼠都千代田区丸の内1-11-1PCPビル21F



経皮複合消炎剤

●効能・効果、用法・用量、禁忌を含む使用上の注意等に

ついては添付文書をご参照ください。

資料請求先壱鱸唖マルホ株式会社
大阪市北区中津lr目5－22 (1999.9作成）
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’ 確かな知識と技術、温かい八一卜で、
求められる製品をお届けしています。
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福祉用具のことなら何でもご相談ください。
●,II.fi級杖●健康靴●ベット
●介挫)II1砧●住宅改造

●義手・義足●装具・コルセット●健康靴
●歩行補助杖●車椅子●座位保持装置

補装具のオーダーメイドを承ります。

★営業時間平日：午前B時30分～午後5時
※土・日・祝日は休ませていただきます。

繕鰄富杜松本舗蝋
本社〒461－8555名古屋市東区泉三丁目4番3号

TEL.(052）931－1441代FAX.（、52）g3a－BglO

静岡営業所〒422-8056静岡市津島町1番11号
TEL,（、54)eBB－1115FAX.（054)己BB－112B

｜ｽﾄﾏｰ用品･自助具･リハビリ用品のお店です。’
★営業時間午前10時～午後7時

※月・日・祝日は休ませていただきます。

総辮登嘩尭あ9z加工
〒460-0004名古屋市中区新栄町1丁目3番地(日丸名古屋ビル2F)

TEL.(052)971-7393(ItiFAX.(052)971-7240
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指定医薬品|フルルビプロフェン貼付剤

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72.2％(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）本斉ll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］

【取扱い上の注意】
1規制区分：折だ'鶉薬品

2.貯法：（|)遮光した気密容器に保ｲi二

(2)案洲II保存

3.使用期限：外怖及び|ﾉ1袋に表示(3ｲド）

4.その他：|ﾘﾄl封後は開封uのチャックをきちんとしめること。

【包装】
12()枚(6枚×20)140枚(7枚×20)600ik(5枚×120)

600枚(6枚×100)700枚(7枚×100）

・菫蕊識式会社
http://www.mikasaselyaku.co.lp/

【効能・効果】
|､~jid疾′哩帷びにｿ,r状の鎮痛.消炎

変形‘附拠1節ｿ,'li､肩関節周囲炎､腱･腱Mi'j炎､朏li'1lﾉﾘ炎､上腕骨上顯

炎(テニス肘群)､筋肉ﾘ南､外傷後のl1!nlllき･捲り,ii

【用法・用量】
lll21III､,世祁に11,1i付する。

詳細は添付文言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、

3．その他の注意

水銀及びその化合物を取り扱う職業従事者に長期にわたって大量に投

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％)の畠ﾘ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、適切な処置

を行うこと。

（2）その他の副作用

ヒタミンB'2欠乏による巨赤芽球性貧血(注射液500坪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孫g：通常、成人は1日3錠（メコバラミンとして1日1,500浬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脾g：通常、成人は1日6錠（メコバラミンとして1日1,500〆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。

細粒：通常、成人は1日3包（メコバラミンとして1日1,500坪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50o脾g(末梢性神経障害の場合）：通常、成人は1日1回1アンプル（メ
コバラミンとして500脾g）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500坪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
コバラミンとして500浬g）を週3回、筋肉内または静脈内に注射する。約2
ヵ月投与した後、維持療法として1～3ヵ月に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％)の副作用が報告されている。(畠lj作

用発現頻度調査終了時）

0．1～5％未満0.1％未瀧

消化器食欲不振､悪心・嘔吐､下痢

過 敏症発 疹

＊2．適用上の注意

薬剤交付時(錠）

PTP包装の薬斉|｣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）

().1％未満 州度イミ明

過敏症注）｜発疹

その他 発汗、筋|ﾀﾐ11ﾉ1注射部位の瘤

j1.11・li曲絲

砿揃、発熱感

注）このような症状があらわれた場合は、股!』.を11111弓する。

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意すること。

3)注射針を刺入したとき、激痛を訴えたり、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プルであるが、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51~l改訂

＊＊1998年11月改訂●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

〃■ ⑳王患蕪エノ〃と，
ヒューマンーヘルスケア企業 〒112-8088東京都文京区小石川4-6-10

資料謂求先：医薬企画部メチコバール係

H－K‘'0011
錠500"9．錠250"g/細粒/注射液500"g

メコバラミン製剤

〈楽1曲星準収載〉


