
～

3日第4種郵便物認可平成16年2月25日印刷平成16年3月1日発行ISSNO910-5700

巻・第1号Vol.21No.1,200404

本手日 の
|TheJournalofJapaneseSocietyforSurUeryoftheHand

第47回日本手の外科学会学術集会

◇ 〃

2004年4月22日(木)，23日（金）大阪国際会議場（大阪市）

会長阿部宗昭

士
心

一
三
口

《
云

千
テ日 J、Jpn・SOC・Sur9．Hand



慢 における四肢潰瘍ならびに安静時

血行再建航月隻の血流維持に逵痛の改善に〃77行再建術径の血流維持に

鰯雲鱸誉淳健先鴛霊箪愚…
プロｺｦｺﾃｨコﾐ藷鴬;"注射用

注射用アルプロスタジルアルフアデクス
薬価基準収載

注)注意一医師等の処方せん･指示により使用すること。

二三丁言三戸7工可＊動脈管依存性先天性心疾患(1)本剤による沿嫉は対症療法て
*〔警告〕動脈管依存性先天性心疾患に投与する場合には

本剤投与により無呼吸発作が発現することがあるので

呼吸管理設備の整っている施設で投与すること。

〔禁忌（次の患者には投与しないこと）〕

*（1）重篤な心不全、肺水脈のある患者(ただし、動脈笹

依存性先天性心疾忠の忠者は除く）〔心不全、ll1li水

腫を増悪させることがある。〕

(2),LH血(頭蓋内出lill、ll1,1m性眼疾患、消化管出lil1.，1喀

血等）している‘患者〔川1mを助長するおそ~れがある。〕

（3）妊婦又は妊娠している可能,|生のある婦人（「"A,il}、

嵯婦、授乳婦等への投Ij-」の項参照）

（4）本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある‘哩者

■効能・効果I.動脈内投与'|塑性動脈閉塞症(バージャー
病、閉塞性動脈硬化症）における四肢潰瘍ならびに安,邪時瘤

揃の改善I1｡静脈内投与1.振動病における末梢IIll行障害に

伴う自覚症状の改善ならびに末梢循環・神経・運動機能障害
のl司復2.血行再建術後のⅢ[流維持3.動脈内投与が不適と

判断きれる‘|曼性動脈閉塞症(バージヤー病、閉塞性動脈砿化症）
における四肢潰瘍ならびに安岬時瘤痛の改善＊4.動脈笹依存

性先天性心疾患における動脈管の開存

■用法・用量I.動脈内投与1.本品1管(アルプロスタジ

ル20"g)を生理食塩液5mLに群かし、通常成人llll,l:アル
プロスタジルとして10～15"g(およそ0.1～0.15ng/kg/分）を
インフュージョンポンプを川い持続的に動脈内へ注射投与す

る。2.症状により0.05～0.2n9/kg/分の問で適宜堀減する。
11.静脈内投与1.通常成人1回量本品2～3管（アルプロス

タジル40～60"g)を輸液500mLに溶解し､2時間かけて点滴
静注する（5～lOng/kg/分)。なお、投与速度は体重lkg2時
間あたり1.2"gをこえないこと。2.投与回数は1H1～21111.
3.症状により適宜増減する。＊4.動脈管依存性先天性心疾患

における動脈管のl荊存には通常、アルプロスタジルとして50

~100ng/kg/分の速度で,怖脈|ﾉｻ投与を開始し、症状に応じて
適立増減し、有効最小量で持 続 投 与 す る 。

－永く用法・用量に関連する使用上の注意＞
動脈特依存性先天性‘し､疾,胆に対し投与する場合は、槻察

を|･分行い｣l真重に投与M二の調整を行うこと。効果が得ら

れた 場 合 に は 減 量 し 、 有効歴小量で投与を持続すること。

助脈管開存の維持にはlOng/kg/分でも有効な場合がある。

■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)心不全のある患者(2)重症糖尿病忠者(3)出

l[l[伽向のある患者(4)W波甥の合併症及び既往歴のある,世荷（5）

抗血小板剤、血栓溶解尚ﾘ、抗凝血剤を投与中の患者（「ｲ:||兀

作川」の項参照）(6)緑内障、｜|艮圧尤進のある慰者(7)'腎不全

の,慰者(8)高齢者（「重要な無水的注意」の項参照）2.重要な

基 本 的注意振動病、血行再建術後の血流維持、慢性動脈閉

塞症(1)本剤による治擁は対・症療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11Kがあら

われるこ と が あ る の で 、輸液麓に留意するとともに、術琉状

態(血圧、脈拍等）を十分に観察すること。また、動悸、胸苦

しさ、呼 吸 困 難 、 浮 腫 等の症状があらわれた場合には本剤の

投与を中止するなど、適切な処世を行うこと。特に商齢者は

心機能等生理機能が低下しているので、患者の状態を槻察し

ながら‘|翼重に投与すること。(3)'1奨性動脈閉塞症における四

肢泄癌の改善を治療1J的とする場合、i浄脈内投与は動脈|ﾉ1投

与に比し治療効果がやや劣るので、動脈内投与が非適応と判

i折きれる患者(高位血管剛塞例なと尋)又は動脈内投与操作によ

る障害が 、 期 待 さ れ る 治旅上の効果を上まわると判断される

忠者に 行うこと。

あり投与!'!止後推状が悪化することがあるので注意すること。

(2)木剤の投与を継続しても、状態の改善がみられなければ、
緊急手術など、適切な処世を行うこと。(3)本剤の高用量投
与により、副作川発現率が高まるおそれがあるため、有効最
小量にて使川すること。(4)本剤の長期投与により長管骨膜
に肥厚、多毛及び脱毛がみられるとの報告があるので観察を
十分に行い、必要以上の長期投与は避けること。3.相互作用
(抜粋）併用注意（併用に注意すること）薬剤名等抗血小
板剤アスピリン、チクロピジン、シロスタゾール血栓溶
解斉リウロキナーゼ抗凝血剤ヘパリン、ワルフアリン

4.副作用（抜粋）〈動脈内投与>all作用は465例!1'220例(47.31%)
について408fl皇の糀告があり、主な副作川は注射部位では浮腫・
腫脹145件(31.18％)、鈍瓶･痙痛115件(24.73%)、発赤57件(1226%)、
熱感･発熱51件(10.97%)、及び注射部位以外では発熱11件(2.37%)
などである。（承i忍時迄の調査及び'982年10川迄のIII1j作用頻度

報告結果）〈静脈内投与＞振動病、血行再建術後の血流維持、
慢性動脈閉塞症刑作用は2,200例中2211yl(10.05%)について
318件の報涛があり、主な副作用は注射.部位ではllu管痛77件
(3.50％)、静脈炎13fl:(0.59%)、痙痛16件(0.73%)、発赤97件(4.41%)、
及び注射部位以外では悪心・嘔吐16件(0.73％)、頭痛・頭重11

件(0.50％）なと母である。（再審査終了時）＊動脈管依存性先天
性心疾患本対象疾忠については、副作川発現猟度が明確と
なる調査を実施していないため、国内文献等を参考にした。
報告された拒な剛作川は発熱、頻脈、下痢、雌11乎吸発作、骨
膜肥厚、多毛などである｡(1)重大な副作用1)ショック、
アナフィラキシー様症状ショック、アナフィラキシ－棟症

状(いずれも額度不明)があらわれることがあるので、観察を
十分に行い、血圧低下、意識障害、呼吸I利雌、発疹等があら

われた場合には投与を中止し、適切な処悩を行うこと。2)心
不全、肺水腫心不全、肺水腫(いずれも弧度不明）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

場合には投与を'|'止し、適切な処置を行うこと。3)脳出血、
消化管出血脳出IIIL(額度不明）、消化管川1111(0.05%)があら
われることがあるので、観察を十分に行い、災常が認められ

た場合には投与を中I上すること。4)無穎粒球症、白血球減
少無躯粒球症、ILIlil1.球減少(いずれも狐陛不IﾘI)があらわれ
ることがあるので、仙察を十分に行い、異常が認められた場

合には投与を中11-_し、適切な処置を行うこと。5)肝機能障害、

黄疸AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTPの上昇等を伴う肝
機能障害や黄疸があらわれることがある（頻度不明)ので、観
察を十分に行い、異常が認められた場合には本斉|｣の投与を中

止するなど、適切な処置を行うこと。6)問質性肺炎問質
性肺炎(斑1度不iﾘl）があらわれることがあるので、仙察を十分

に行い、発熱、咳l嗽、呼吸困難等があらわれた場合には投与

を中止し、刑I汗皮賀ホルモン剤の投与等の適切な処置を行う
こと。＊7)無呼吸発作動脈管依存性先犬性心疾患に投与し

た場合、無|呼吸発作(伽皮不明)があらわれることがあるので、

観察を|-分に行うこと。なお、発現した場合は、人工呼吸器
の装着、皮間への刺激など、適切な処置を行うこと。
＊注)動脈管依存性先天性心疾患への投ケーにおいて、上記な

どの副作用が発現した場合には、患者の状態を観察し、本剤
の投与継続の必要性について考慮した上で、適切な処置を行
うこと。

●その他の使用上の注意等､詳細は製品添付文書をご参照
ください。

（＊：2003年10月改訂）

資料請求先

、婚翻驍瞳霧社"”



一第47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さいますようお願いします．

1．学術集会の会期について

口今回（木曜日･金曜日）

口昨年（金曜日･土曜日）

□どちらともいえない

の方が参加しやすい

の方が参加しやすい

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
811口・一一一ロローーーーロ■､一一一一一一一一一!＝‘ﾛ･一一・■'一一一ｰ－－－‐一一ｰー一・・一・口－､ロローーーーーーーロローーーー1口ロー‐一一‘・・一・｡‐‘･･一一一一ーーーー一・口一一一一‘･･一‘・・・■‘一一・,｡‐‐一一‘ロローーーーーーーーーーー

大 学勤務病院勤務開業その他()i卒後年
ー一一一一一－一一一一一ｰ‐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‐ー‐‐‐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 ー ■ ■ ■ ■ ー ー

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．
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第47回日本手の外科学会の開催にあたって

会長阿部宗昭
(大阪医科大学整形外科学教室教授）

日本手の外科学会は設立から半世紀を迎えようとしている整形外科関連では最も伝統あ

る学会であり，会員数も3,000名近くを擁し，整形外科関連では最も規模の大きな学会で

す．本学会はこれまで我が国の手の外科の進歩のみならず，より専門性の高い手の外科医

の育成の面でも大きな貢献をしてきました．このような学会の第47回学術集会を大阪市

において開催させていただきますことは，私個人はもちろんのこと，教室，同門にとりま

しても誠に光栄なことと存じ，ご支援ご指導いただきました会員の皆様に厚くお礼申し上

げます．

さて,今回の学術集会では｢学会に参加することで手の外科の進歩が概観できるように」

との基本理念に沿って，講演，シンポジウム，パネルディスカッションを企画しました．

このため，その内容は実に多彩かつ豊富なものになっています．シンポジウムでは「手の

外傷と疾患一治療の最前線一｣，「手の外科領域における最小侵襲手術」の2つのテーマを

選ばせていただきました．いずれもその領域のエキスパートの演者に最先端の治療法をお

示しいただきます．

ビデオシンポジウムは前学会から取り入れられるようになったもので，今学会では

｢PIP関節脱臼骨折の治療｣,｢ZoneⅡでの屈筋腱縫合法と後療法｣，「手指拘縮の治療」の3

つのテーマを用意いたしました．手の外科領域で最も治療が難しい各分野の手術手技と後

療法をビデオでわかりやすく示していただけると思っています．

パネルディスカッションは7つのテーマを予定しております．「手指の骨折治療－私の

工夫一｣，「手のスプリント療法－私の工夫一」では，独自のアイデアによる工夫を凝らし

た治療法を紹介していただきます．「前腕回旋障害の病態と治療｣，「僥骨遠位端骨折変形

治癒例の治療｣，「絞掘性神経障害一再発例の治療一｣，「デュピュイトラン拘縮」の4つは

今までに取り上げられなかったテーマであり，治療の趨勢を示していただきます．「手の

外科のリスクマネージメント」では大学病院，一般病院，クリニックの代表から安全対策

を，医学界以外からも安全教育と法的立場からの発言をしていただきます．いずれもレベ

ルの高い発表，討論が期待されます．

講演は5名の演者に依頼いたしました．特別講演の小林晶先生は，本学会の特別会員

であると同時にフランス整形災害外科学会の名誉会員でもあり，パネルで企画したデュピ

ュイトラン拘縮に関連し，デュピュイトラン男爵がこの疾患を発見した経緯と彼の生涯に
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ついて，先生自身が何度も渡仏きれて集められた資料をもとにお話ししていただきます．

他の4名の招待講演も各パネルに関連したものです．手の外傷の臨床経験が豊富なHill

Hastings先生には「PIP関節脱臼骨折の治療の変遷」を，肩や肘のバイオメカニクスの研

究の第一人者であるThayQ.Lee先生には「前腕回旋障害のバイオメカニクス」を，米国

の手の外科医として最も活躍されているJesseB.Jupiter先生には「僥骨遠位端骨折の最新

の治療法」を，この分野の権威の1人であるJaiyoungRyu先生には「僥骨遠位端骨折変形

治癒例の治療法」についてお話しいただく予定です．

ランチョンセミナーでは5名の演者にご講演いただきます．そのうち，本学会特別会員

の中村純次先生（東京厚生年金病院）には前回に続いて「手の外科における保険診療」

をテーマに実際に則したお話を承ります．以上の10講演はいずれも日整会の教育研修講

演として認定されております．

本学会での応募演題は396題と過去，最多となりました．プログラム委員の査読の結果，

62題が不採用（採択率84.6％）となり，応募いただいた先生方には不愉快な思いをさせ

て申し訳なく思っております．症例数を増やしたり，内容を高めて次回に再度応募して

下さい．この応募の中から13題をシンポジウム，パネルディスカッションの演題として

採用させていただいています．

応募演題から口演とポスターセッションを編成させていただきました．会員の皆様の

日頃の研究成果をご発表いただけることと期待しております．なお，ボスターセッシヨ

ンの中から優秀な演題を数題選んで表彰いたします．詳しくは13ページをごらん下きい．

学会2日目の23日には同じ大阪国際会議場内で第16回ハンドセラピイ学会学術集会，

第43回の手の先天異常懇話会，第27回末梢神経を語る会も開催きれます．こちらも是非

ご参加下さい．

学会翌日の4月24日（土）には第10回春期教育研修会が開催されますが，この抄録集

の最後に講師と題名および抄録を掲載いたしました．学会期間中にお申し込みいただけ

れば幸いです．

本学術集会のホームページ(http:"jssh.grjp/Osaka47/president.html)の学会長からのメッ

セージはすでに3回の発信をしていますが，4月に入ってから最終のメッセージを出す予

定です．

最後に，学会開催まで1ヶ月余りとなり，ようやく皆様に抄録をお届けできるところま

でこぎつけることができました．これもひとえにご指導ご協力をいただきました皆様の

お陰と感謝しております．来て良かったと思っていただけるようさらに準備を進めて皆

様のご来阪をお待ちしております．
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会場周辺および会場までの交通案内
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1．参加者へのお知らせ

1．参加登録

大阪国際会議場5階メインホワイエの総合受付で4月22日（木）・23日（金）とも

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

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

章を必ずお付けください．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．

※第10回春期教育研修会の参加登録は，学会会期中は総合受付で行い，4月24日

（土）は午前8：00から大阪国際会議場10階，第2会場（1003）前ホワイエにて行

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きい、新入会申込も受付けてお

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

3．クローク

総合受付近くに用意しております．

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．メデイアセン

ターヘお申し出ください．

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．セミ

ナー不参加の方は，12階グラントックやリーガロイヤルホテルのレストランなどを

ご利用ください．

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．

B.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

れください．
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2．発表者へのお知らせとお願い

口演発表

1．今回の口演発表は,PCによる発表のみ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きい、

なお,ACアダプターと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

も併せてご持参ください〔会場には，標準のコネクタ（ミニDsub-15pin)のみ

ご用意しています〕・事務局ではPCの用意はしておりませんので,MO,CD-R

などでのデータのみのお持込はできません．

2．音声の出力はできませんので，あらかじめご承知おきください．

3．メディアセンターで，ご自身のPCをRGBモニターに接続し，出力を確認してく

ださい．また，発表セッション30分前までに各自次演者席付近に設置してある

PCデスクまでPCをご持参<だきい、

2．口演時間

一般演題は口演5分，討論4分です．

シンポジウムは口演8分，パネルデイスカッシヨンは口演7分です（一部を除く）．

決められた時間を厳守してください．

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6分，討論4分です．

ビデオシンポジウムの発表時間は7分です．

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．また,PC上で動画を用いての

発表も可能です（音声出力も可能)．

※著作権の問題がありますので,BGMはご自身で作曲・演奏き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

メディアセンターで「頭出し」を行ったうえ，発表30分前までに提出してくだきい，

PCの場合は，口演発表に準じます．

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
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検討のうえで，ビデオライブラリーに加えさせていただくことがありますので，あ

らかじめご了承ください．なお,PCご利用の場合，データをCD-Rなどにコピーし

たものをご提出ください．

ボスター演題

1．設営および撤去

設営時間4月22日（木）8：30～10:00

撤去時間4月23日（金）15：00～17：00

指定された討論時間が終了しても，上記撤去時間までは撤去しないでください．な

お，撤去時間を過ぎても撤去されなかった展示物は不要なものとみなし処分いたし

ます．

2．演題発表用ボードについて 20cm70cm

＜ 一一÷

演題No． 演題名，所属，演者名

180cm

本文

ボードの大きさは縦180cm,横90cmで

iす．演題名．所属．演者名は各自ご用意20cm

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．

3．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，訂論は陛長の指不によ川丁ってく－
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．

優秀ボスター賞について

ご発表いただいたポスター演題の中から，優秀な演題に対し表彰を行います．

優秀賞は4月23日（金）13：50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，受賞者の方は総合受付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．
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3．座長および発言者へのお知らせとお願い

座長へのお願い

1．担当セッション開始時刻の15分前までに次座長席にご着席ください．

2．進行は時間厳守でお願いいたします．

発言者へのお願い

1．あらかじめマイクの前に立って，

潔に発言してください．

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．教育研修講演受講書へのお知らせ

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）・

未専門医（専門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（1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書に必要事項をご記入のうえ，受

講料（1演題1,000円）を添えてお申し込みください．

受講証明の不要な方の受講料は不要です．

2．受講料は講演中止などの理由以外では払い戻しいたしません．また受講証明書

や領収証を紛失された場合も再発行はいたしません．

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さい．

3．受講料は講演中止などの理由以外では払い戻しいたしません．

4．研修手帳に必要事項をご記入のうえ，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21日（水）11：30～15：00

会場：大阪国際会議場12階1201会議室

評議員会

日時：4月21日（水）15：30～18：00

会場：大阪国際会議場10階1003会議室（学会第2会場）

総 《
室
ｐ
Ｈ
〈
云

時：4月22日（木）13：00～14：30

場：第1会場（大阪国際会議場メインホール）

6．併催学会のお知らせ

第16回日本ハンドセラピイ学会学術集会

日時：4月23日（金）9：00～16：00

会場：大阪国際会議場6階小ホール（5階から階段をご利用ください）

参加費：医師（日手会会員）無料（抄録集代は別途500円頂戴します）

会員 3,000円

非会員 5,000円

学生 500円

第43回手の先天異常懇話会

日時：4月23日（金）12：35～13：45

会場：大阪国際会議場12階1202会議室（第5会場）

参加費:1,000円

※昼食をご用意します．

第27回末梢神経を語る会

日時：4月23日（金）18：00～20：00

会場：大阪国際会議場10階1003会議室（第2会場）

参加費：1,000円

※軽食をご用意します．
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了．日本手の外科学会第10回舂期教育研修会のお知らせ

日整会教育研修単位が認定されております．

学会会期中（4月22日・23日）は，5階総合受付で参加登録を受付けます．

日時：4月24日（土）8：30～15：30

会場：大阪国際会議場10階1003会議室（学会第2会場）

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2単位2,000円

演 題 41単位1,000円

演題5～6完全受講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

8：00～ 受付開始

1．8：30～9：20超高齢者僥骨遠位端骨折の治療

田嶋光（熊本整形外科病院）

2．9：30～10：20手の外科における関節鏡の応用

西川真史（弘前大学整形外科）

3．10：30～11：20伸筋腱損傷の治療

木森研治（土谷総合病院整形外科）

4．11：30～12：30末梢神経損傷・障害

仲尾保志（慶應義塾大学整形外科）

5．13：40～14:30手根骨のキネマテイクス

森友寿夫（大阪大学整形外科）

6．14：40～15：30前腕回旋制限の原因とその治療

白井久也（大阪医科大学整形外科）

、
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B.日本手の外科学会教育研修ビデオライブラリー

下記ビデオは，大阪国際会議場5階ホワイエで閲覧できます．

なお，希望される会員には実費（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．

2003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
，upuytre､拘縮の手術

有茎血管柄付きDP関節を利用した指PP関節再建のコツ
福居顯宏

黒島永嗣

7 HerbertSclew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痒の再建手術:DoubleFreeMuscleTransfer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榛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 指尖切断の被覆法 土井一輝他

18 手の外科手術手技（5） 哉
治

健
研

下
森

津
木

19 手の外科手術手技（6） 哉
治

健
研

下
森

津
木

20 手の外科手術手技（7） 哉
治

健
研

下
森

津
木

21 Kienb6ck病の手術 安田匡孝他

22 手の手術 黒島永嗣

服部泰典

23 手の外科手術手技（8） 哉
治

健
研

下
森

津
木

24 手の外科手術手技（9） 哉
治

健
研

下
森

津
木



9.日本手の外科学会雑誌投稿規程

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

2）投稿論文の著者（共著者）は，本会会員であることを要する．

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

の転載を禁ずる．

4）論文の形式，体裁，枚数，および投稿は下記のとおりとする．

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

字で作成する.

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

とってダブルスペースで作成する．

和，英どちらの場合も，本文のフロッピーディスク（テキスト形式）を添付する．

b)体裁：

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

著者名，3）所属,4)keyword(5個以内),5)連絡先（氏名，住所，電話番号・
FAX番号）【以上すべて和英併記】,6)論文分類区分（後記；註①より1個選択),

7）別冊希望数．

ii)本文は，緒言，材料および方法，結果，考察，結語，文献の順に記載する．

iii)図・表・写真はA4判用紙にはりつけ，その説明を別紙に記載する．

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

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

える．詳細は15）を参照すること．

d)投稿：学術集会発表論文は原則として学会発表後3週間以内に事務局（後記）に提出
すること．自由投稿論文は随時，事務局で受け付ける.

5）論文は，常用漢字，新かなづかい，新医学用語を用い，かつ「整形外科用語集」「手の外科学用
語集」に従うこと．数量を示す文字は,cm,ml,1,gなどを使用する．文中の数字はアラビア

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

例ANewSensoryFlapfOrReconstructionoftheSevere'Iiplnjury:

UniqueFIowNeurovascularlslandFlap

MasyukiSawaizumi,Seiichilshii,MasamichiUsui

b)英文論文の場合

和文抄録:A4判用紙に題名，著者名，所属とは別に800字以内とする．

c)抄録には，図表，等式，構造式の使用は避ける．

8）図および写真は正確，鮮明なものとし，図・表および説明文は和文論文であれば英文とする必
要はない．挿入箇所は，本文原稿の欄外に指定すること.）図，表の番号は，図1，図2…，表

1，表2…，あるいは,Fig.1,Rg.2…，′Ibblel,'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hdexMedicus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,Dobynsm,BeckenbaughRD,etal.:Instabilitypatternsofthe

wdst・JHandSmg,6:682-686,1983.

b)単行害

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:Thedistalradiomnarjoint,h:LichnanDM,ed.TheWifistandits

Disorders・Phnadelphia,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

'Ibl: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絞掘性神経障害

B-7癌性麻曄

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47回日本手の外科学会学術集会日程表

第1日目4月22日（木）

鋤匡
第1会場

メインホール(5F)

ボスター会場

1008/1009(10F)
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座長：西川真史
S23～S24

9；炎症（化膿性疾患）

座長：貞廣哲郎
SSO～S51

シンポジウムI

手の外傷と疾患

一治療の最前線一

9： 手の装具・その他

座長：浜田良機

S37～S39

パネルディスカッションⅡ

手指の骨折治療

－私の工夫一

座長：佐々木孝

橋詰博行
S9～Sll

ボスター設営
20
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腫瘍
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座長：中村
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Sl～S3
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－私の工夫一

腱鞘炎

座長：伊藤惠康
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指外傷1
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座長：南川義隆

櫛部勇

S39～S42

3535

周術期

座長：吉田健治
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招待講演I

<HillHASTINGSII>

座長：玉井進

S4

０
５
０
１

‐11０
５

０
０

11手根靱帯損傷

座長：中村俊康

SI4～SIS

キーンベック病・他

座長：香月憲一
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リン酸カルシウム骨セメントを
使用した骨遠位端骨折の治療

く戸部正博＞
座長：清水克時

S44

ランチョンセミナー11

リウマチにおける関節変形
－その機序と対策一

く福田寛二＞
座長：久保俊一

S32

ランチョンセミナーI

手の外科における保険診療V11

＜中村純次＞

座長：富田泰次
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前腕回旋障害の
病態と治療

座長：別府諸兄

青 木 光 広
S5～S7

35
ビデオ2

座長：平瀬雄一
S45～S46

指外傷2(PIP関節）

座長：石黒隆
S33～S35

パネルディスカッションIⅡ

絞泥性神経障害

一再発例の治療一

座長：長野昭

長岡正宏

Sl7～Sl9

関節リウマチ

座長：龍順之助
S57～S60

15：00 -15
15： ０
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０
１
２指外傷3（槌指）

座長：清重佳郎
S35～S36

30

腱皮下断裂

座長：沖永修二
S60～S62

ビデオシンポジウムI

PIP関節脱臼骨折の治療

座長：木野義武
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母指CM関節症

座長：藤澤幸三
Sl9～S22

招待講演11
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第47回日本手の外科学会学術集会プログラム

1第'日4月22日(木） ,

第1会場

封
軒の

式
会

会
開

開8：30～8：40

会長阿部宗昭（大阪医科大学整形外科）

8：40～10：30シンポジウムⅡ手の外傷と疾患一治療の最前線一

座長：中村蓼吾（名古屋大学手の外科）

三浪明男（北海道大学整形外科）

1-Sl-1神経端側吻合の臨床応用

三重大学整形外科平田仁他“･…Sl

l-Sl-2有連続性上肢神経損傷に対する術中電気生理学的検討とPGA-Ctubeによる生体内再生

医療

奈良県立医科大学救急医学稲田有史他……Sl

1-S1-3腕神経叢損傷に対する神経移行術の成果と課題

星ヶ丘厚生年金病院整形外科河井秀夫他……S2

1-S1-4臨床応用をめざしたscaffbldの開発一軟骨および腱・靱帯の再生に向けて－

北海道大 学整形外科岩崎倫政他……S2

1-S1-5肘関節軟骨損傷に対する組織工学を用いた硝子軟骨様組織移植

島根大学整形外科内尾祐司他……S3

1-S1-6肋骨肋軟骨移植および肋軟骨膜移植による手指関節の再建

慶應義塾大学整形外科佐藤和毅他……S3

10：40～11：40招待講演I

座長：玉井進（奈良マイクロサージャリー･手の外科研究所）

l-IL-1TheProximallnterphalangealJoint:OurNemesis,A25-yearOdysseyinEvaluationand

TreatmentfOrFracturesandDislocations

ClinicalProfessor,Dept.ofOrthopaedicSurgery,IndianaUniversityMedicalCenter,

ThelndianaHandCenter,Indianapolis,Indiana,USA

HillHASTINGSⅡ……S4
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13：00～14：30総会

TraVelingFellowSession

1BunnenTravenngFenow

MedicalVolunteeringintheDevelopingWodd,theHondurasandCambodiaExpedence

AssociateProfessorofSurgerywithTenure,Dept.ofSurgery,SectionofPlastic

Surgery,UmversityofMichigan,AnnArbor,Michigan,USA

KevinChiChung……

2HKSSHExchangeTravenngFenow

SenconstrainedTotalElbowArthroplastyinChineseRheumatoidPatients

SemorMedicalOfficer,Dept.ofOrthopaedics&Thaumatology,QueenElizabeth

Hospital,HongKong

Che-yuenLo他……

91

92

14：35～16：05パネルディスカッションI前腕回旋障害の病態と治療

座長：別府諸兄（聖マリアンナ医科大学整形外科）

青木光広（札幌医科大学保健医療学部）

1-P1-1榛尺骨間距離と骨切り部位との関係

札幌医科大学保健医療学部理学療法学科青木光広他……S5

1-P1-2前腕回旋障害に対する種々の治療法とその病態

日本医療伝道会衣笠病院整形外科藤田正樹他……S5

1-P1-3前腕骨変形と回旋障害の病態一実験的・臨床的研究一

土浦協同病院整形外科石突正文他……S6

1-Pl-4骨間膜と遠位僥尺関節に起因する回旋障害の治療戦略

慶應義塾大学整形外科中村俊康他……S6

1-P1-5外傷に伴う前腕の回内外制限に対する治療

関西労 災病院整形外科吉田竹志他……S7

1-P1-6前腕回旋制限に対する治療戦略

大阪医科大学整形外科白井久也他……S7

16：10～17：10 招待講演Ⅱ

座長：平澤泰介（明治鍼灸大学大学院）

l-n-2BiomechanicalEffectsofForearmRotationontheWristandtheElbow

AssociateProfessor,OrthopaedicBiomechanicsLaboratory,

VALongBeachHealthcareSystemandUniversityofCalifOmia,hFvine,

CalifOn血,USA

ThayQ.LEE……
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第2会場

8：50～10:10パネルディスカッションⅡ手指の骨折治療－私の工夫一

座長：佐々木孝（済生会神奈川県病院整形外科）

橋詰博行（岡山大学整形外科）

1-P2-1経皮的pinmngによる手指骨折・脱臼の治療－私の工夫

兵庫医科大学整形外科田中寿一……S9

1-P2-2手指の骨折に対する治療上の工夫

いし ぐろ整形外科石黒隆他……S9

1-P2-3ボクサー骨折に対するNODEピンを用いた低侵襲髄内固定法

国立福山病院整形外科川上幸雄他……S10

1-P2-4DIP関節内損傷症例での治療上の工夫

名古屋抜済会病院整形外科佐久間雅之他……S10

1-P2-5注射針キャップを用いた手指骨簡易創外固定法

大阪第二警察病院整形外科小田明彦他……S11

10：10～10：55指外傷1

座長：石川浩三（大津赤十字病院形成外科）

1-2-1内固定手術を要した指基節骨頭，頚部骨折の治療成績

新潟手の外科研究所牧裕他……S11

l-2-2不顕性骨端線損傷の臨床的検討

麻生整形外科クリニック麻生邦一……S12

1-2-3基節骨骨折（骨端線損傷を含む）症例の検討

東邦 大学整形外科関口昌之他……S12

1-2-4基節骨基部剥離骨折に対する経皮ピンニングによる治療経験

青森市民病院整形外科窪田吉孝他……S13

1-2-5小関節の関節内骨折に対するPROFILEスクリューの応用

山形大 学 整 形 外 科 高 原 政 利 他 … … S 1 3

10：55～11：35手根靱帯損傷

座長：中村俊康（慶應義塾大学整形外科）

1-2-6TJscrewsystemを用いた手舟状骨-月状骨離開の治療経験

池 田 回 生 病院整形外科飯尾弘子他……S14

1-2-7手関節鏡からみた月状三角骨靱帯断裂の病態

新潟手の外科研究所坪川直人他……S14

1-2-8舟状月状骨間解離モデルにおける手根靱帯の役割

九州大学整形外科光安廣倫他……S15

1-2-9舟状・月状骨解離の治療における新しい試み

聖マ リ ア ン ナ 医 科大学整形外科別府諸兄他……S15
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11：50～12：50ランチョンセミナーI

座長：富田泰次（太田総合病院整形外科）

1-LS-1手の外科における保険診療VⅢ

日本手の外科学会社会保険等委員会アドバイザー中村純次……S16

14：35～15：55パネルディスカッションⅢ絞拒性神経障害一再発例の治療一

座長：長野昭（浜松医科大学整形外科）

長岡正宏（駿河台日本大学病院整形外科）

1-P3-1肘部管症候群再発例の検討

帯広厚生病院整形外科木村長三他……S17

l-P3-2肘部管症候群再発例の手術所見からみた初回手術の留意点

岩手医科大学整形外科田島克己他……S17

l-P3-3透析手根管症候群・術後再発例の検討

名越整形外科医院名越充他……S18

1-P3-4長期血液透析に合併した手根管症候群の手術治療一再発予防のために－

北海道勤医協中央病院整形外科堺慎他……S18

l-P3-5長期血液透析例の再発手根管症候群に対する内視鏡手術成績

おくつ整形外科クリニック奥津一郎他……S19

15：55～17：00母指CM関節症

1-2-10

1-2-11

1-2-12

1-2-13

1-2-14

1-2-15

1-2-16

座長：藤澤幸三（鈴鹿回生総合病院整形外科）

Lowry法によるミューカスシストの治療経験

東北海道病院斉藤丈太他……S19

Benne杖脱臼骨折後の母指CM関節不安定症

駿河台日本大学病院整形外科長尾聡哉他……S20

母指CM関節不安定症に対する靱帯再建術(EatonLittler法）の成績

広島県身障者リハビリテーションセンター水関隆也他……S20

母指CM関節症に対する靱帯再建術の検討

飯 田市立病院整形外科百瀬敏充……S21

母指CM関節症に対する手術治療成績

順天堂大学整形外科加藤大典他……S21

母指CM関節症に対するtension-band-wiringによる関節固定術の治療成績

熊本機能病院整形外科原田香苗他……S22

母指CM関節症に対する関節形成術:308症例の評価

HandSurgeryUmt,PoliclinicoMultiMedica,MilanoLorisPegoli他……S22
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第3会場

8:50～9:20関節鏡

座長：西川真史（弘前大学整形外科）

1-3-1舟状骨骨折の関節鏡所見とレントケン所見の検討

弘前大 学整形外科和田誠之他……S23

1-3-2手関節鏡の制sepositive所見

済生会下関総合病院整形外科安部幸雄他……S23

1-3-3鏡視下手関節授動術

名古屋大学手の外科服部達哉他……S24

9：20～10：15腫瘍

座長：伊原公一郎（山口大学整形外科）

1-3-4末梢神経腫瘍の術中所見と術後成績の検討

浜松医科大学整形外科澤田智一他……S24

1-3-5手指に発生した腱鞘巨細胞腫の検討

札幌医科大学整形外科佐藤百合子他……S25

1-3-6手指内軟骨腫に対する自家骨および人工骨移植の治療成績

横 浜 市 立 大学整形外科堀武生他……S25

1-3-7多発性骨軟骨腫の前腕変形に対する腫瘍切除の効果一尺骨延長併用との比較－

北 海 道 大学整形外科石川淳一他……S26

1-3-8血管柄付き腓骨移植術による僥骨遠位端再建術後の長期成績

旭 川 医 科 大学整形外科研谷智他……S26

1-3-9上腕骨悪性腫瘍の治療

国立札幌病院整形外科合田猛俊他……S27

10：15～11：00キーンベック病

座長：斎藤英彦（聖隷浜松病院手の外科･マイクロサージャリーセンター）

l-3-10キーンベック病に対する血管柄付き僥骨移植術の成績

小郡第一総合病院整形外科喜多島出他……S27

1-3-11進行期キーンベック病に対する部分手関節固定術と僥骨骨切り術の比較検討

名古屋大学手の外科建部将広他……S28

1-3-12キーンベック病に対する僥骨遠位端骨切り術および各種榛骨模状骨切り術がDRUJに及

ぼす影響についての生体工学的研究

昭和大学整形外科平原博庸他……S28

1-3-13KienbOck病に対する一時的舟状小菱形骨関節固定を併用した月状三角骨関節固定術

大阪 市 立 大学整形外科香月憲一他……S29

l-3-14キーンベック病に対する腱球置換術とセラミックインプラントの手術成績

岡山大学整形外科三輪啓之他……S29
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11：00～11：40キーンベック病・他

座長：香月憲一（大阪市立大学整形外科）

1-3-1510代発症のキーンベック病に対する僥骨骨切り術の有用性

北 海道大学整形外科岩崎倫政他……S30

1-3-16骨端線閉鎖前に発症した瞳enbOck病に対する保存療法

千葉大学整形外科廣田延大他……S30

1-3-17高齢者におけるKienb6ck病の治療成績

和 歌 山 県 立 医科大学整形外科谷口泰徳他……S31

1-3-18プライザー病の診断と治療

岡山大学整形外科河原一仁他……S31

11：50～12：50ランチョンセミナーⅡ

座長：久保俊一（京都府立医科大学整形外科）

1-LS-2リウマチにおける関節変形－その機序と対策－

近畿大学整形外科福田寛二……S32

14：35～15：20指外傷2(PIP関節）

座長：石黒隆（いしぐろ整形外科）

1-3-19CTによる術前評価を行い観血整復したPP関節背側脱臼骨折の検討

岡 山 済 生 会 総合病院整形外科今谷潤也他……S33

1-3-20手指PIP関節背側脱臼骨折の治療成績

千葉大学整形外科山田俊之他……S33

1-3-21当科におけるPP関節脱臼骨折の手術成績

近畿大学整形外科大谷和裕他……S34

1-3-22PIP関節伸展位拘縮に対するlateralbandreleaseの検討

さいたま市 立病 院整 形外 科菊 地淑 人他 …… S3 4

1-3-23重度な外傷後に生じたPP関節拘縮に対する創外固定器を用いた

牽引関節授動術の検討

大阪府済生会中津病院形成外科川勝基久他……S35

15：20～15：50指外傷3（槌指）

座長：清重佳郎（済生会山形済生病院整形外科）

1-3-24骨性マレット指に対する単純X線軸位撮影の試み

産業医科大学整形外科戸羽直樹他……S35

1-3-25石黒法による骨性マレット指の治療

市立芦屋病院整形外科大野博史他……S36

1-3-26腱性槌指に対する終止伸筋腱の一次修復術

鶴 岡 市 立 荘内病院整形外科小泉雅裕他……S36
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第4会場

8：50～9：35 手の装具・その他

座長：浜田良機（山梨大学整形外科）

1-4-1前腕の回旋拘縮に対する改良型動的副子

小郡第一総合病院リハビリテーション科渡邊政男他……S37

1-4-2外傷性前腕回旋制限に対する動的回内外スプリントの使用

名古屋披済会病院整形外科三ツロ秀幸他……S37

1-4-3手指伸展拘縮に対する新しい装具療法

東京手の外科・スポーツ医学研究所阿部幸一郎他……S38

1-4-4手根管症候群に対する手関節装具療法の治療成績

東北労災病院整形外科信田進吾他……S38

1-4-5短時間内における再現性のある握力測定法の検討

山形県立総合療育訓練センター渡邉忠良他……S39

9：35～11：05パネルディスカッションⅣ手のスプリント療法－私の工夫一

座長：南川義隆（松原メイフラワー病院整形外科）

櫛辺勇（大阪医科大学リハビリテーション科）

1-P4-1前腕回旋障害に対するダイナミックスプリント療法

大 阪 医 科 大学整形外科植田直樹他……S39

1-P4-2前腕回外制限に対するスプリント療法の工夫

愛野記念病院リハビリテーシヨン科田崎和幸ORT他…S40

1-P4-3手関節障害に対する新しいtractionsplintの試み

東 邦 大 学 第2整形外科戸部正博他……S40

1-P4-4TFCC損傷に対するスプリント療法

高槻赤十字病院リハビリテーション科西出義明ORT他…S41

1-P4-5屈筋腱損傷(zonel･2)修復後のスプリント療法

聖隷浜松病院ハンドセラピイ部門奥村修也ORT他…S41

1-P4-6リウマチ手の術後におけるスプリントの工夫

関西医科大学整形外科中村誠也他……S42

11：10～11：40ビデオ1

座長：麻生邦一（麻生整形外科クリニック）

1-4V-lプライサー病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 学整形外科河村健二他……S42

1-4V-2舟状骨偽関節に対する僥骨掌側面よりの血管柄付き骨移植術の実際

大阪市立大学救急部五谷寛之他……S43

1-4V-3舟状骨偽関節に対する掌側アプローチによるbiconcavebonegraftingの実際

大阪労災病院整形外科安田匡孝他……S43
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11：50～12：50ランチョンセミナーⅢ

座長：清水克時（岐阜大学整形外科）

1-LS-3リン酸カルシウム骨セメントを使用した僥骨遠位端骨折の治療

東邦大学第2整形外科戸部正博……S44

14：35～15：15ビデオ2

座長：平瀬雄一（埼玉手の外科研究所）

1-4V-4menb6ck病に対するGraner変法の手術手技

東京医科大学整形外科高瀬勝己他……S45

1-4V-5母指CM関節症に対する骨移植を加えないtensionbandwiring法による関節固定術

熊本整形外科病院田嶋光……S45

1-4V-6セメントレス表面置換型PⅢ人工指関節の術式

松原メイフラワー病院整形外科南川義隆……S46

1-4V-7指島状皮弁と爪床移植による爪部切断例の再建

埼 玉手の外科研究所平瀬雄一他……S46

15：25～17：00ビデオシンポジウムIPIP関節脱臼骨折の治療

座長：木野義武（名古屋披済会病院整形外科）

黒島永嗣（帝京大学整形外科）

l-VS1-1P&RTractionSystemによるPP関節脱臼骨折の治療

岐阜県立岐阜病院整形外科鈴木康他……S47

1-VS1-2陥没骨片を伴った指PIP関節脱臼骨折の治療

名古屋披済会病院整形外科木野義武他……S47

1-VS1-3陳旧例を含むPP関節脱臼骨折の治療

新潟手の外科研究所牧裕他……S48

1-VS1-4陳旧性PIP関節脱臼骨折の術前診断と手術手技

荻窪病院整形外科田崎憲一他……S48

1-VS1-5PIP関節骨折への牽引療法とDⅣ関節移行術の適応

帝京大学整形外科黒島永嗣……S49
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第5会場
8：50～9：30 炎症（化膿性疾患）

座長：貞廣哲郎（ハンズ高知フレッククリニック）

1-5-1DorsaldigitalflapおよびdorsalmetacarpalnaPを用いた手指骨髄炎の治療

京都大学 整 形 外 科 柿 木 良 介 他 … … S 5 0

1-5-2手部の化膿性骨髄炎についての検討

熊本整形外科病院矢渡健一他……S50

1-5-3化膿性屈筋腱腱鞘炎の治療経験

昭和伊南総合病院整形外科土金彰他……S51

1-5-4手関節結核の手術治療の検討

岐阜大学整形外科大野義幸他……S51

9：30～10：35腱鞘炎

座長：伊藤恵康（慶友整形外科病院）

l-5-5難治性テニス肘に対する短僥側手根伸筋腱延長術

秋田赤十字病院 整 形 外 科 松 崎 浩 徳 他 … … S 5 2

1-5-6htersectionSyndromeの長期成績

医療法人鶴田整形外科鶴田敏幸他……S52

1-5-7DeQuervain病における短母指伸筋筋腹の入り込み現象の検討

長野松代総合病院整形外科瀧澤勉他……S53

1-5-8DeQuervain病の治療に影響する因子について

聖マリアンナ医科大学東横病院整形外科清水弘之他……S53

1-5-9手関節尺側部痛に対する尺側手根伸筋腱腱鞘造影の有用性

群馬大学 整 形 外 科 黒 沢 一 也 他 … … S 5 4

1-5-10尺側手根伸筋腱鞘炎に対する手術的治療の検討

哲仁会えにわ病院 整 形 外 科 大 西 信 樹 他 … … S 5 4

1-5-11弾発指に対するトリアムシノロン腱鞘内注入（治療後2年の成績）

－糖尿病群と非糖尿病群について－

東京都済生会中央病院整形外科亀山真他……S55

10：35～11：15周術期

座長：吉田健治（聖マリア病院整形外科）

1-5-12手の外科手術における手術野保持補助装置の考察

済生会神奈川県病院整形外科佐々木孝他……S55

1-5-13術後持続腋窩腕神経叢ブロックを用いた外傷性肘関節拘縮の治療経験

大阪厚生年金病院整形外科三宅潤一他……S56

1-5-14駆血帯使用におけるリスクマネージメント

香川大学 形 成 外 科 浜 本 有 祐 他 … … S 5 6
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1-5-15 手および上肢手術に際する腋窩神経ブロックでの

塩酸ロピバカイン（アナペイン）の使用経験

興生総合病院整形外科 河野正明他……S57

14：35～15：30関節リウマチ

座長：龍順之助（日本大学整形外科）

1-5-16関節リウマチ手指の尺側偏位に対するW関節形成術

慶應義塾大学整形外科池上博泰他……S57

1-5-17関節リウマチ患者における手関節部滑膜切除術の治療経験

奥田整形外科奥田敏治……S58

1-5-18リウマチ手関節に対する部分関節固定術

広島大学整形外科鈴木修身他……S58

1-5-19関節リウマチに対する手関節部分関節固定術

北野病院整形外科添田恒光他……S59

1-5-20リウマチ手関節に対する棚形成術の短期成績

国立大阪南病院整形外科辺見俊一他……S59

1-5-21RA手関節安定化手術のADLに及ぼす影響

新潟県立瀬波病院リウマチセンター整形外科石川肇他……S60

15：30～16：15腱皮下断裂

座長：沖永修二（東京逓信病院整形外科）

1-5-22小指深指屈筋腱皮下断裂例の検討

新潟中 央 病 院 整 形 外 科 後 藤 真 一 他 … … S 6 0

1-5-23深指屈筋腱停止部裂離骨折の治療経験

荻窪病院整形外科岡崎真人他……S61

1-5-24関節リウマチに伴う伸筋腱断裂の治療

大阪労災病院整形外科竹内英二他……S61

1-5-25変形性手関節症に対する遠位僥尺関節形成術と伸筋腱皮下断裂の合併

長野市民病院整形外科松田智他……S62

1-5-26遠位榛尺関節症に合併した伸筋腱皮下断裂の治療成績

波田総合病院整形外科下川寛一他……S62
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ポスタ－A会場

17：15～17：40基礎1（発生，解剖）

座長：岡島誠一郎（京都府立心身障害者福祉センター）

1-Pa-1正常およびLmxlbノックアウトマウスにおける，

腱関連遺伝子SixlおよびSix2の発現に関する研究

ロマリンダ大学人間解剖学鳴瀬卓爾他……S63

1-Pa-2手関節掌側関節包靱帯の解剖学的考察

熊本整形外科病院整形外科玉井誠他……S63

l-Pa-3母指CM関節のX線像と肉眼解剖学的所見

弘前大学整形外科上里涼子他……S64

1-Pa-4母指MP関節の形態学的検討

聖マリアンナ医科大学整形外科吉田亮他……S64

1-Pa-5尺骨神経麻溥における手の爪形態の左右差

関東労災病院整形外科小林康一他……S65

17：40～18:05バイオメカニクス1

座長：安田匡孝（大阪労災病院整形外科）

1-Pa-63D-mMを用いた僥骨遠位端骨折に対する鋼線固定法の力学的評価

新居浜立花病院佐伯祐司他……S65

1-Pa-7精密な僥骨遠位部3次元骨モデルを用いた有限要素法の試み

濁協医科大学整形外科益崎浩一郎他……S66

1-Pa-8遠位僥尺関節の安定性への関節包の関与

山梨大学整形外科渡邉寛他……S66

1-Pa-9尺骨短縮効果に関する生体力学的検討

一第1報筋無負荷時の遠位僥尺関節支持性に対する効果一

駒沢病院整形外科西脇正夫他……S67

1-Pa-10僥骨遠位端骨折後の背屈変形治癒がD即Jに及ぼす影響ついての生体工学的研究

昭和大学整形外科平原博庸他……867

18：05～18：30バイオメカニクス2

座長：宮坂芳典(東北公済病院宮城野分院整形外科）

1-Pa-11CTを用いた舟状骨偽関節の3次元形態計測と骨欠損量の評価

大阪大学整形外科岡久仁洋他……S68

1-Pa-12舟状骨偽関節における病的キネマテイクス

大阪大 学 整 形 外 科 森 友 寿 夫 他 … … S 6 8

1-Pa-13RA手関節に対する僥骨月状骨間固定後の手根骨キネマテイクスー伽v伽smdy-

北海道大学整形外科吉岡千佳他……S69

1-Pa-14最大等尺性収縮における手根伸筋・屈筋群の手関節の肢位による影響

藤田保健衛生大学公衆衛生今枝敏彦他……S69
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1-Pa-15肘関節外反強制テストにおける上腕骨回旋の影響：屍体上肢を用いた研究

大阪医科大学整形外科三幡輝久他……S70

18：30～18：50バイオメカニクス3

1-Pa-16

1-Pa-17

1-Pa-18

l-Pa-19

座長：島田幸造（りんくう総合医療センター市立泉佐野病院整形外科）

指ごとのqUadriga症候群の起こりやすさについての研究

名 戸 ケ谷病院整形外科大江隆史他……S70

手の触覚に対する皮膚硬さの影響

宇都宮大学工学部バイオメカニクス研究室酒井直隆他……S71

新しい筋力測定システムによる母指の屈曲，伸展，外転，内転力

金沢大学保健学科作業療法学

はさみ操作中の母指の運動

国立相模原病院リハビリテーション科

－42－

西村誠次他……S71

関 敦仁他……S72



ポスターB会場

17：15～17：40末梢神経1

座長：牧裕（新潟手の外科研究所）

1-Pb-1PGA人工神経による末梢運動神経再生の評価

-CAT活性を用いた評価とその経時的変化一

奈良県立医科大学整形外科重松浩司他……S73

1-Pb-2末梢神経再建用ポリマーチューブを用いたbFGFのDmgDenverySystemにおける

bFGFの生物学的活性と至適濃度に関する実験的研究

大阪市立大学整形外科高松聖仁他……S73

1-Pb-3ハイブリッド型人工神経におけるSchwann細胞の役割

慶應義塾大学整形外科池田崇他……S74

1-Pb-4神経栄養因子遺伝子導入シユワン細胞を用いたハイブリッド型人工神経

慶應義塾大 学 整 形 外 科 栩 木 弘 和 他 … … S 7 4

1-Pb-5hMDP77の運動神経再生促進効果

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……S75

17：40～18：05末梢神経2

座長：高山真一郎（国立成育医療センター）

1-Pb-6終末シユワン細胞特異的遺伝子Herpの神経筋接合部における発現解析

京都府立医科大学整形外科小田良他……S75

1-Pb-7末梢神経不全損傷に対するbypassgraft術の再生形式についての検討

関西医科大学整形外科谷川暢之他……S76

1-Pb-8末梢神経修復後の運動ニューロンへの脊髄下行路入力の変化

筑 波 大学整形外科作田直記他……S76

1-Pb-9副交感神経節細胞移植によるラット脱神経筋の神経再支配

旭 川 医 科 大学整形外科中川順子他……S77

1-Pb-10腰神経切断モデルにおいて健常部分から損傷部分に進入した

再生神経による標的組織再支配の検討

国 立 療 養 所 村 山病院整形外科新井健他……S77

18：05～18:30末梢神経3

座長：平田仁（三重大学整形外科）

1-Pb-11脊髄後角における1次求心路神経細胞へのノルアドレナリンの作用

一加v加パッチクランプ法を用いて－

佐賀大学整形外科園畑素樹他……S78

1-Pb-12軸索切断後のラット坐骨神経におけるVI型プロコラーゲンα1のmRNAの発現誘導

金沢大学整形外科檜木茂他……S78

l-Pb-13手根管症候群での臨床症状とgelatinaseとの関係

三重大学整形外科辻井雅也他……S79
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1-Pb-14

1-Pb-15

正中神経圧迫に伴う急速回復型伝導ブロックに関する実験的研究

高知大学運動機能学坪屋英志他……S79

ラットCCIモデルの異所性発火に対する神経除圧の効果

旭川リハビリテーション病院整形外科中村智他……S80

18：30～18：55末梢神経4

1-Pb-16

1-Pb-17

1-Pb-18

1-Pb-19

1-Pb-20

座長：池田和夫（金沢大学整形外科）

末梢神経癒着防止材としての新しいアルジネートゾルの検討

三重大学整形外科長倉剛他……S80

ポリフェノール処理した保存末梢神経移植に関する研究

京都 大 学 整 形 外 科 池 口 良 輔 他 … … S 8 1

末梢神経慢性伸張モデルの脊髄後根神経節におけるIntedeukin-6mRNAの発現誘導

金沢 大 学 整 形 外 科 納 村 直 希 他 … … S 8 1

近位断端直接緩徐伸長による末梢神経欠損部修復の可能性について

筑波大学整形外科000養吉拉夫（ゼロサイジラフ）他…………S82

遠位断端直接緩徐伸長による末梢神経欠損部修復の可能性について

筑波大学整形外科 山田康貴他……S82
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ポスターC会場

17：15～17：40榛骨遠位端骨折1（創外固定）

座長：吉田竹志（関西労災病院整形外科）

1-PC-1高齢女性の僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート単独使用例の検討

清恵会病院整形外科外傷マイクロサージヤリーセンター寺浦英俊他……S83

1-Pc-2成人における開放性僥骨遠位端骨折の治療成績

名古屋披済会病院整形外科水島秀幸他……S83

1-Pc-3僥骨遠位端骨折不安定型に対するForteプレートを用いた背側固定の治療成績と適応

聖隷浜松病院手の外科マイクロサージヤリーセンター高橋勇二他……S84

1-Pc-4僥骨遠位端関節内骨折に対するcondylarstabinzmg法

済生会山形病院整形外科清重佳郎他……S84

1-Pc-5新しい掌側ロッキングプレート(DRVLockingPlate)による榛骨遠位端骨折の治療経験

-PIem耐naryrepo就一

濁協医科大学整形外科長田伝重他……S85

17：40～18：00檮骨遠位端骨折2（創外固定）

座長：澤泉卓哉（日本医科大学整形外科）

1-Pc-6僥骨遠位端骨折に対する閉鎖的non-bridge創外固定

一各種骨折型に適合した遠位ピン刺入法一

済生会宇都宮病院整形外科松村崇史他……S85

1-Pc-7僥骨遠位端関節内骨折(AO分類C型）に対するCompack創外固定器による治療

小田原市立病院整形外科吉川泰弘他……S86

1-Pc-8手指・前腕部骨折に対するK-wireによる簡易牽引創外固定の新しい利用法

帝京 大学整形外科木村理夫他……S86

1-Pc-9僥骨遠位端関節内骨折に対するイリザロフ創外固定器を用いた鏡視下整復固定術

清恵会病院外傷マイクロサージヤリーセンター中塚洋直他……S87

18：00～18：25榛骨遠位端骨折3

座長：石田治（広島大学整形外科）

1-Pc-10榛骨遠位端骨折に伴う尺骨茎状突起骨折の治療

北九州市立八幡病院整形外科櫛田学……S87

1-Pc-11榛骨遠位端骨折に続発する長母指伸筋腱断裂の予防法

さいたま赤十字病院整形外科代田雅彦他……S88

1-Pc-12僥骨遠位端骨折の術後合併症

函館中央病 院 整 形 外 科 多 田 博 … … S 8 8

1-Pc-13TriMed社のpinplatesystemを用いた僥骨遠位端骨折治療における合併症の検討

静岡県立総合病院整形外科松岡秀明他……S89

1-Pc-14僥骨遠位端骨折の治療成績に関する因子一多変量解析による分析－

日本医科大学多摩永山病院整形外科南野光彦他……S89
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18 25～18･18：50榛骨遠位端骨折4（変形治癒）

座長：日高典昭（大阪市立総合医療センター整形外科）

尺骨遠位部アーチ状骨切り術を併用した僥骨遠位端骨折変形治癒例の治療法

岩手医科大学整形外科古町克郎他……S90

僥骨遠位端骨折変形治癒に対するIrapezoidalosteotomy(Watson法）の6例

ごとう整形外科クリニック後藤均……S90

僥骨遠位端変形治癒に対するnon-bridge創外固定器を用いた

低侵襲x線透視下矯正骨切り術

済生会宇都宮病院整形外科松村崇史……S91

僥骨遠位端骨折後変形治癒例に対する手術治療

愛知医科大学整形外科壺井朋哉他……S91

中高年者の僥骨遠位端変形治癒骨折に対する矯正骨切り術：

l-Pc-15

l-Pc-16

l-Pc-17

l-Pc-18

1-Pc-19

僥骨closmgwedgeosteotomyと尺骨短縮術の併用

札幌医科大学整形外科 和田卓郎他……S92
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ポスターD会場

17：15～17：40移植・再生

座長：和田卓郎（札幌医科大学整形外科）

1-Pd-1手指外傷性皮層・軟部組織欠損に対する

塩基性線維芽細胞成長因子(b-FGF)の基礎研究と臨床応用

徳島大学整形外科浜田佳孝他……S93

1-Pd-2同種複合組織移植（手移植）における三剤併用免疫抑制療法の長期安全性

神戸労災病院金谷貴子他……S93

1-Pd-3CTLA4-IgとICOS-Ig同時投与による同種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 …… S9 4

1-Pd-4i"s"hybridization法を用いた再生指骨における細胞由来の検討

近畿大学形成外科磯貝典孝他……S94

1-Pd-5人工骨への血管束移植による人工骨気孔内血管ネットワークの構築と骨再生の促進

星ケ丘厚生年金病院整形外科秋田鐘弼他……S95

17：40～17:55MP関節損傷

座長：釜野雅行（大阪府済生会中津病院整形外科）

1-M-6非リウマチ性母指ボタン穴変形

荻窪病院整形外科田崎憲一他……S95

1-Pd-7母指MP関節僥側側副靱帯損傷に対する観血的治療

北海道勤医協苫小牧 病 院 整 形 外 科 柴 田 定 他 … … S 9 6

1-Pd-8手指MP関節ロツキングの徒手整復による治療経験

和歌山県立医科大学整形外科岩田勝栄他……S96

17：55～18：20指外傷1

座長：正富隆（大阪厚生年金病院整形外科）

1-Pd-9鋼線締結法を用いた手指裂離骨折の治療経験

太田総合病院整形外科金潤壽他……S97

1-Pd-10ブロックピンを用いた手指中節骨掌側基部の関節内剥離骨折に対する治療

中通総合病院整形外科千馬誠悦他……S97

1-Pd-11手指骨骨折に対する機能的スプリント療法

済生会山形済生病院整形外科石垣大介他……S98

1-Pd-12マイクロプレートシステムを用いた中手骨．指節骨骨折の治療成績

尾道市立市民病院整形外科廣岡孝彦他……S98

1-Pd-13中手骨骨折に対するJ字型髄内ピン固定法

公立長生病院整形外科板寺英一他……S99
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18：20～18：35指外傷2

座長：鈴木康（岐阜県立岐阜病院整形外科）

1-Pd-14手指末節骨骨折遷延治癒・偽関節例の検討

手稲前田整形外科病院整形外科

1-Pd-15手指骨骨折の術後に生じた偽関節例の検討

済生会前橋病院整形外科

1-Pd-16手指関節における自家骨軟骨移植の応用

弘前大学整形外科

－48－

畑中渉他……S99

小林勉他……S100

西川真史他……S100



【第2日4月23日(金)】
第1会場

8：20～10：10シンポジウムⅢ手の外科領域における最小侵襲手術

座長：土井－輝（小郡第一総合病院整形外科）

藤哲（弘前大学整形外科）

2-S2-1TFCC損傷に対する関節鏡視下手術

弘前大学整形外科西川真史…･･'S101

2-S2-2尺骨小窩でのTFCC損傷による遠位僥尺関節不安定症に対する鏡視下縫合術

北野病院整形外科藤尾圭司他……S101

2-S2-3僥骨遠位端関節内骨折の鏡視下整復・固定術

小郡第一総合病院整形外科土井一輝。…･･S102

2-S2-4手根管症候群の最小侵襲手術とは何か一内視鏡手術一

県西総合病院整形外科吉田綾他……S102

2-S2-5小皮切による直視下手根管開放術

広島手の外科・微小外科研究所木森研治他……S103

2-S2-6母指CM関節症に対する関節鏡視下手術

木原 整形外科医院木原仁他……S103

10：15～11：35パネルディスカッションVデュピュイトラン拘縮

座長：多田浩一（関西労災病院整形外科）

柴田実（新潟大学形成外科）

2-P5-lDupuytren拘縮modelにおけるinterferon-γの影響一薬物治療のための実験的研究一
春秋会城山病院整形外科田中公生他……S104

2-P5-2Dupuytren拘縮の術後成績に関与する因子一予後と関連した新しい病期分類一
千 葉大学整形外科阿部圭宏他……S104

2-P5-3Dupuytren拘縮に対する部分的開放療法の検討

東京都済生会中央病院整形外科亀山真他……S105

2-P5-4Dupuytren拘縮におけるPIP関節の術後成績

広島大学整形外科鈴木修身他．．…･SlO5

2-P5-5縦皮切にZ形成を加えたDupuytren拘縮手術の成績

山 形 大学整形外科井上林他……S106

11：35～12：35特別講演

座長：山内裕雄（順天堂大学）

2-SL-1孤高の外科医ギヨーム・デユピユイトラン男爵(1777～1835)

福岡整形外科病院小林晶
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13：55～14：55招待講演ⅡI

座長：阿部宗昭（大阪医科大学整形外科）

2-1-3FracturesoftheDistalRadius,ContemporaryPerspectivesin2004

HanSjorgWyssProfessorofOrthopaedicSmgery,HarvardMedicalSchool,

Boston,Massachusetts,USA

JesseB・Jupiter……S108

15：00～16：00招待講演Ⅳ

座長：生田義和（広島鉄道病院）

2-n-4UpdatesonTreamentofMalunitedDistalRadiusFracmres

Professor(Tenured)andCmefHandandUPperEx舵mtyService,

Dept.ofOrthopedics,WestVirgimaUmversity,Morgantown,WestVirgima,USA

JaiyoungRyu……S109

16：00～17：30パネルディスカッションⅥ榛骨遠位端骨折変形治癒例の治療

座長：岡義範（東海大学大磯病院整形外科）

金谷文則（琉球大学整形外科）

2-P6-1僥骨遠位端骨折変形治癒例における手関節バイオメカニクスの変化

大阪 市立大学整形外科香月憲一……S110

2-P6-2僥骨遠位端骨折変形治癒後の手根骨の配列異常

名古屋大学手の外科堀井恵美子他……S110

2-P6-30penReductionandhtemalFixationofUnumtedFracturesoftheDistalRadius

Dept.ofHandSmgery,Rhoenklin伽mKarlPrommersberger他……S111

2-P6-4僥骨遠位端骨折変形治癒に対する矯正骨切り術の治療成績

ながたに整形外科長谷芳文他……S111

2-P6-5僥骨遠位端骨折変形治癒例の治療一手術適応，手術法，成績に関して－

北海道大学整形外科三浪明男他……S112

2-P6-6僥骨遠位端骨折後関節症に対する部分手関節固定術

奈良県立医科大学整形外科矢島弘嗣他……S112

17：30～ 閉会式
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第2会場

8：20～10:10パネルデイスカッションVⅡ手の外科のリスクマネージメント

座長：梁瀬義章（長吉総合病院整形外科）

二見俊郎（北里大学東病院整形外科）

2-P7-1個人開業医における手の外科のriskmanagement

麻生整形外科クリニック麻生邦一……S113

2-P7-2当院におけるリスクマネージメント

北海道整形外科記念病院加藤貞利他……S113

2-P7-3大学病院における手の外科のリスクマネジメント

北里大学東病院整形外科小林明正他……S114

2-P7-4医事紛争事例からみた手の外科におけるリスクマネージメント

明治鍼灸大学整形外科勝見泰和他……S114

2-P7-5パイロットのリスクマネジメント教育

株式会社TAS創研斎藤貞雄……S115

2-P7-6医療現場での法的責任

弁護士（大阪弁護士会）金田朗……S115

10：15～11:15DRUJ

座長：水関隆也（広島県立身体障害者リハビリテーションセンター）

2-2-1遠位僥尺関節障害に対するSauve-Kapandji法のX線学的検討

名古屋大学手の外科稲垣弘進他……S116

2-2-2尺骨頭形態へのulnarvarianceの影響

名古屋大学手の外科中村蓼吾他……S116

2-2-3Sauv6-Kapandji法における尺骨近位断端部痛に対する尺骨近位断端制動術の検討

日本医科大学整形外科澤泉卓哉他……S117

2-2-4遠位僥尺関節障害に対する尺骨短縮術の治療成績

国立長野病院整形外科石垣範雄他……S117

2-2-5遠位僥尺関節不安定症に対する長期治療成績

聖マリアンナ医科大学整形外科笹尾三郎他……S118

2-2-6変形性肘関節症における手関節部の変形性関節症

井上整形外科井上貞宏……S118

11：15～11:55TFCC損傷

座長：池上博泰（慶應義塾大学整形外科）

2-2-7TFCC損傷のメタ分析

小郡第一総合病院整形外科土井一輝他……S119

2-2-8榛尺屈におけるTFCCの形態変化-MRMicroscopycoilを使用した解析

筑波記念病院整形外科田中利和他……S119

2-2-9重度遠位僥尺関節不安定性に対する直視下三角線維軟骨複合体(TFcc)縫合術の成績

慶應義塾大学整形外科中村俊康他……S120
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2-2-10高齢者のTCC損傷の鏡視下治療について

弘前大学整形外科小川太郎他……S120

12：45～13：45ランチョンセミナーⅣ

座長：別府諸兄（聖マリアンナ医科大学整形外科）

2-LS-4末梢神経損傷と生体の可塑性について

筑波大 学 整 形 外 科 落 合 直 之 … … S 1 2 1

14：40～15：25手根管症候群1

座長：仲尾保志（慶應義塾大学整形外科）

2-2-11鏡視下手根管開放術を安全確実に行うために

新潟県立吉田病院整形外科田中英城他……S122

2-2-12鏡視下手根管開放術の手術成績一母指球筋萎縮自覚から手術までの期間との関係－

日本大学整形外科佐藤多賀子他……S122

2-2-13手根管症候群に対する鏡視下法と従来法のProspectiverandomzedsmdy-第4報：

ADLと理学所見の改善度の検討－

福島県立医科大学整形外科江尻荘一他……S123

2-2-14鏡視下手根管開放術後の手掌部痛の検討

岡山赤十字病院整形外科小西池泰三他……S123

2-2-15特発性手根管症候群に合併した狭窄性腱鞘炎の検討（第3報）

一手根管開放術後に屈筋腱のbowstring効果は起こらない－

鈴鹿回生病院整形外科森田哲正他……S124

15：25～16：10手根管症候群2

座長：奥津一郎（おくつ整形外科クリニック）

2-2-16癖痛を訴える手根管症候群の臨床像

日本大学整形外科豊泉泰洋他……S124

2-2-17手根管症候群の手術成績一母指球筋の萎縮例を中心に－

杏林大学整形外科工藤文孝他……S125

2-2-18手根管症候群に対する鏡視下手根管開放術の経験

長野市民病院整形外科向山啓二郎他……S125

2-2-19Chow改良法によるECTRの手技と短期成績

諏訪赤十字病院整形外科内山茂晴他……S126

2-2-20手根管症候群に対する鏡視下術後成績について術前検査より回復時期を

予想できるか？

山 田 赤 十字病院整形外科松本衛他……S126
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16：10～16：50手根管症候群再発1

座長：薄井正道（東北海道病院）

2-2-21手根管症候群再手術例の検討

埼玉社会保険病院整形外科森澤妥他……S127

2-2-22手根管開放術再手術例の検討

琉球大学整形外科大城亙他……S127

2-2-23鏡視下手根管開放術後再発例の検討

聖マリアンナ医科大学整形外科木村元他……S128

2-2-24手根管症候群および肘部管症候群における再発例の検討

佐賀大学整形外科浅見昭彦他……S128

16：50～17：30手根管症候群再発2

座長：政田和洋（大阪労災病院整形外科）

2-2-25特発性手根管症候群術後再発例に対する鏡視手術後の臨床症状回復

おくつ整形外科クリニック浜中一輝他……S129

2-2-26長期血液透析患者に発症した手根管症候群の再発例に対する手術治療

一滑膜切除術の必要性について

虎の門病院整形外科中道健一他……S129

2-2-27血液透析患者の手根管症候群再手術例について

吉村整形外科医院吉村光生……S130

2-2-28透析による手根管症候群再発例に対する屈筋腱滑膜切除を併用した

直視下手根管開放術の中期成績

信州大学整形外科加藤博之他……S130

18：00～20：00第27回末梢神経を語る会
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第3会場
8：20～9：15 榛骨遠位端骨折1（プレート）

座長：岡本雅雄（新河端病院整形外科）

2-3-1コレス骨折に対するcondylarstabihzing法の治療成績

立川綜合病院整形外科森谷浩治他……S131

2-3-2僥骨遠位端関節内骨折に対する背側DoublePlating法による治療

（特医）きっこう会多根総合病院本城昌他……S131

2-3-3AO-C3型僥骨遠位端骨折に対するプレート固定の治療成績

濁協医科大学整形外科亀井秀造他……S132

2-3-4掌側SynnnetricPlateを用いた僥骨遠位端骨折の治療成績

国保中央病院整形外科藤谷良太郎他……S132

2-3-5LesslnvasivePalmarPlatingSystem(LIPPS)による僥骨遠位端骨折の治療成績

大阪府済生会中津病院整形外科釜野雅行他……S133

2-3-6LeibingerMamxplateを用いた僥骨遠位端関節内骨折に対するプレート固定法の

治療成績

静岡赤十字病院整形外科牧田聡夫他……S133

9：15～10：10榛骨遠位端骨折2（創外固定）

座長：田嶋光（熊本整形外科病院）

2-3-7僥骨遠位端骨折に対する創外固定および経骨髄的鋼線固定

一成績不良例と尺骨茎状突起骨折との関連－

永山病院整形外科納田真也他……S134

2-3-8創外固定と骨移植によるAO-C3型僥骨遠位端骨折の治療成績

山 口大学整形外科重冨充則他……S134

2-3-9創外固定法とhtrafocalpinmngを併用した粉砕Colles骨折の治療

鹿児島市立病院整形外科牧信哉他……S135

2-3-10背側骨欠損を有する不安定型僥骨遠位端骨折に対するnon-bridgmg創外固定術

横須賀北部共済病院整形外科坂野裕昭他……S135

2-3-11Non-bridgetype創外固定器を単独使用した僥骨遠位端骨折の治療成績について

日本医科大学整形外科南部昭彦他……S136

2-3-12Non-bridging型とbndging型創外固定による不安定型榛骨遠位端骨折の治療成績の比較

杏林 大学整形外科内倉長造他……S136

10：10～10：50榛骨遠位端骨折3（セメント・他）

座長：井上五郎（豊橋市民病院整形外科）

2-3-13僥骨遠位端関節内骨折に対する弩曲髄内釘と経皮ピンニング併用による手術成績

社会保険筑豊病院整形外科益本真太郎他……S137

2-3-14僥骨遠位端骨折に応用したリン酸カルシウム骨ペーストは本当に置換されるか？

山口大学整形外科橋本貴弘他……S137
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2-3-15

2-3-16

僥骨遠位端骨折に対する生体活性セメント(CAP)の掌側注入による治療

箕面市立病院整形外科難波二郎他……S138

新しい生体活性セメントCAPを用いた僥骨遠位端骨折の治療

りん<う総合医療センター市立泉佐野病院整形外科島田幸造他……S138

10：50～11：35榛骨遠位端骨折4（変形治癒）

座長：鈴木克侍（藤田保健衛生大学整形外科）

2-3-17僥骨遠位端骨折変形治癒に伴う可動域制限の分析

名古屋大学手の外科矢崎尚哉他……S139

2-3-183D-CADカスタムメイドテンプレートを用いた僥骨遠位端骨折変形治癒に対する

矯正骨切り術

大阪大学整形外科村瀬剛他……S139

2-3-19僥骨遠位端骨折・変形治癒に対する僥骨矯正骨切り術の成績

名古屋大学手の外科中尾悦宏他……S140

2-3-20僥骨遠位端骨折変形治癒骨折に対する矯正骨切り術の治療成績

広島大学整形外科杉岡敏博他……S140

2-3-21僥骨遠位端骨折変形治癒に対する矯正骨切り術

豊橋市民病院整形外科井上五郎他……S141く

、

12：45～13：45ランチョンセミナーV

座長：中島英親（熊本機能病院整形外科）

2-LS-5手の外科領域における血管柄付き骨移植術の適応

奈良県立医科大学整形外科矢島弘嗣……S142

15：15～16：00腕神経叢損傷1

座長：河井秀夫（星ヶ丘厚生年金病院整形外科）

2-3-22腕神経叢損傷における脊髄画像所見

東 京 大学整形外科山本真一他……S143

2-3-23腕神経叢損傷患者における肋間神経移行術後の上腕部における酸素代謝の検討

浜松医科大学整形外科西村行秀他……S143

2-3-24筋肉移植後の移植筋の形態変化（超音波エコーでの検討）

小郡第一総合病院整形外科児玉成人他……S144

2-3-25腕神経叢損傷手術患者におけるQOL,ADL評価の検討（第1報）

小郡第一総合病院整形外科喜多島出他……S144

2-3-26分娩麻痒に対する機能再建術の術後10年でのQOL評価

札幌医科大学整形外科相木比古乃他……S145
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16：00～16：45腕神経叢損傷2

座長：西島直城（丹後中央病院整形外科）

2-3-27腕神経叢損傷に対する横隔神経移行による肘屈曲再建術

関西医科大学付属男山病院市岡直也他……S145

2-3-28全型腕神経叢損傷に対する対側C7移行術の有用性と問題点

関西医科大学付属男山病院整形外科斉藤貴徳他……S146

2-3-29SignificanceofPrehensneReconstructionmDoubleFreeMuscleTransfer(DFMT)

小郡第一総合病院整形外科タツカセミ他……S146

2-3-30上肢機能再建における血管柄付き尺骨神経移植術の経験

小郡第一総合病院整形外科服部泰典他……S147

2-3-31腕神経叢損傷全型･C5-8型に対する胸背神経への肋間神経移行による肩内転再建

東京都立広尾病院整形外科田尻康人他……S147

16：45～17：25腕神経叢損傷3

2-3-32

2-3-33

2-3-34

2-3-35

座長：落合直之（筑波大学整形外科）

腕神経叢神経根引抜き損傷における脊髄損傷合併の頻度は本当に低いか？

－下肢筋力での検討一

せんぽ東京高輪病院整形外科中川種史他……S148

腕神経叢上位神経根損傷の治療成績一神経修復法による差異一

国立長 野病院整形外科中土幸男他……S148

小児の外傷性腕神経叢損傷の治療経験

小郡第一総合病院整形外科服部泰典他……S149

エアバッグにより受傷した小児腕神経叢損傷症例の検討

浜松医科大学整形外科荻原弘晃他……S149
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第4会場

8：20～9：00 舟状骨偽関節

座長：田中寿一（兵庫医科大学整形外科）

2-4-1Russe法と血管柄付き僥骨移植による舟状骨偽関節の手術成績

昭 和大学整形外科稲垣克記他……S150

2-4-2舟状骨偽関節におけるサルベージ手術

兵庫医科大学整形外科戸祭正喜他……S150

2-4-3舟状骨偽関節に対する骨移植法の検討-chipboneかblockboneか－

熊本整形外科病院田嶋光他……S151

2-4-4舟状骨偽関節の手術後に再度偽関節となった症例の検討

済生会新潟病院整形外科牧野正晴他……S151

9:00～9:45屈筋腱損傷

座長：堀内行雄（川崎市立川崎病院整形外科）

2-4-5Zone4,5における多数指屈筋腱縫合後早期自動屈曲．伸展運動療法の検討

濁協医科大学整形外科藤田聡志他……S152

2-4-6陳旧性指屈筋腱損傷に対しメツシユで補強した腱移植術と早期自動運動療法の経験

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……S152

2-4-7就学前小児のZoneⅡにおける屈筋腱一次縫合，腱剥離の検討

新潟手の外科研究所吉津孝衛他……S153

2-4-8手指骨折術後の屈筋腱剥離術の治療経験

川崎市立川崎病院整形外科長田夏哉他……S153

2-4-9鏡視下腱剥離手術を用いた糖尿病性手指拘縮の治療

慶應義塾大学整形外科仲尾保志他……S154

9：55～10：40再接着

座長：吉村光生（吉村整形外科医院）

2-4-10切断指再接着術後の血流観察はいつまで必要か？－血流不全発症時期における検討

松寿会共和病院宮田明人他……S154

2-4-11切断指再接着術後管理におけるパルスオキシメータの有用性

川崎医科大学整形外科長谷川健二郎他…S155

2-4-12切断指再接着・手指の皮弁形成術後においてsuperlizerの星状神経節近傍照射により

血流改善を認めた経験について

長浜赤十字病院形成外科服部亮他……S155

2-4-13再接着が不可能であった母指切断に対する治療成績

熊本機能病院整形外科寺本憲市郎他……S156

2-4-14幼児指末節部切断再接着術の治療経験

県立宮崎病院整形外科芳田辰也他……S156
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10：40～11：25指尖損傷

座長：西源三郎（厚生連海南病院整形外科）

2-4-15指尖部挫滅切断の治療

手稲渓仁会病院整形外科佐々木勲他……S157

2-4-16指尖部切断再接着の新手技:volaradvancement法を併用した手掌ポケット変法

大津赤十字病院形成外科齊藤晋他……S157

2-4-17手指末節切断に対するBIent法（手掌ポケット法）の治療成績と術後合併症

長浜赤十字病院形成外科黒川正人他……S158

2-4-18StepV-Yadvancementnapを用いた指尖部皮層欠損の再建

東邦大学形成外科荻野晶弘他……S158

2-4-19指尖損傷における最小侵襲手術

香川大学形成外科宗内巌他……S159

11：25～12：10マイクロサージヤリー

座長：光嶋勲（岡山大学形成外科）

2-4-20足趾移植例のQOLの評価

札幌医科大学整形外科金谷耕平他……S159

2-4-21手指の再建における血管柄付き筋膜弁移植の有用性

松江赤十字病院形成外科梶彰吾他……S160

2-4-22手背部複合損傷の再建における皮弁選択について

弘前大学整形外科工藤悟他……S160

2-4-23母指背側からの逆行性島状皮弁の応用

医真会八尾総合病院整形外科面川庄平他……S161

2-4-24逆行性指背島状皮弁による治療経験

大垣市民病院千田博也他……S161

13：55～15：45ビデオシンポジウムⅡZonellでの屈筋腱縫合法と後療法

座長：吉津孝衛（新潟手の外科研究所）

加藤博之（信州大学整形外科）

2-VS2-1Noman'sland内および遠位での屈筋腱縫合法の工夫

東京手の外科・スポーツ医学研究所山口利仁他……S162

2-VS2-22-O/2-ストランドロッキングループテクニックによる屈筋腱縫合と

積極的早期自動屈曲運動療法

九州労災病院整形外科畑中均他……S162

2-VS2-3吉津法(Yl法）縫合と早期自動屈曲・伸展療法

新潟手の外科研究所坪川直人他……S163

2-VS2-44ストランド津下法による屈筋腱縫合と早期自動屈曲運動

広島大学整形外科石田治他……S163

2-VS2-5Modifiedmeine戒法によるzone1,2新鮮屈筋腱断裂に対する一次修復術の成績

信 州大学整形外科加藤博之他……S164
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15：55～17：15 ビデオシンポジウムⅢ手指拘縮の治療

座長：越智光夫（広島大学整形外科）

瀧川宗一郎（昭和大学豊洲病院整形外科）

2-VS3-1

2-VS3-2

2-VS3-3

2-VS3-4

外傷性手指関節拘縮

昭和大学附属豊洲病院整形外科

Dupuytren拘縮に対する手術治療

北海道大学整形外科

フオルクマン拘縮に対する筋解離術

広島大学整形外科

軟部組織拘縮に対する皮弁移植

岡山大学形成再建外科

－59－

瀧 川 宗 一 郎 … … S 1 6 4

石川淳一他……S165

砂川融他……S165

難波祐三郎他……S166



第5会場

9：00～9：55デュピュイトラン拘縮

座長：泉類博明（泉類整形外科）

2-5-1Dupuytren拘縮由来細胞株の樹立とその性状

大阪医科大学整形外科弓場一秀他……S167

2-5-2当科におけるDupuytren拘縮に対する開放療法の検討

東京医科大学整形外科鈴木秀和他……S167

2-5-3Dupuytren拘縮の手術における創部分的開放十早期運動療法

一創閉鎖と後療法の工夫一

日本赤十字社和歌山医療センター整形外科麻田義之他……S168

2-5-4Dupuytren拘縮手術例の検討

山口大学整形外科吉田佑一郎他……S168

2-5-5当科におけるDupuytren拘縮の治療成績

横須賀北部共済病院岡崎敦他……S169

2-5-6Dupuytren拘縮の術後遠隔成績と愁訴例に対するVCSの効果

東京手の外科・スポーツ医学研究所山口利仁他……S169

10：05～10：45先天異常1

座長：堀井恵美子（名古屋大学手の外科）

2-5-7先天性榛尺骨癒合症に対するADL評価

山形大学整形外科金内ゆみ子他……S170

2-5-8先天性榛尺骨癒合症に対する僥骨遠位部での回旋骨切り術

北海道大学整形外科藤本理代他……S170

2-5-9創外固定器による術前牽引を行った僥側内反手の治療経験

福島県立医科大学整形外科烏越均他……S171

2-5-10マーデルング変形に対する手術療法

名古屋大学手の外科岩田佳久他……S171

10：45～11：30先天異常2

座長：荻野利彦（山形大学整形外科）

2-5-11再手術を要した母指多指症の検討

東 京 都 立 清 瀬 小児病院整形外科斎藤治和他……S172

2-5-12先天性nlumb-in-palm変形の治療成績

名古屋大学手の外科堀井恵美子他……S172

2-5-13先天性疾患に対する短母指外転筋移行による対立再建術

国立成育医療センター整形外科高山真一郎他……S173

2-5-14当科における尺側列形成障害例の手術成績

東京慈恵会医科大学形成外科岸陽子他……S173

2-5-15先天異常手に対する中手骨延長

東京慈恵会医科大学形成外科宮脇剛司他……S174
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11：30～12：10神経損傷・その他

座長：栗原邦弘（東京慈恵会医科大学形成外科）

2-5-16手術療法を行った腋窩神経損傷7例の治療成績

京都府立医科大学整形外科白須幹啓他……S174

2-5-17神経・腱・筋の障害と鑑別を要した転換性障害の5例

金 沢 大学整形外科舩木清人他……S175

2-5-18MusicianHandの治療に関する検討

慶應義塾大学整形外科仲尾保志他……S175

2-5-19 鈍的外傷により小指球部に生じた尺骨動脈外傷性動脈瘤

大阪市立総合医療センター整形外科 山本 研他……S176

12：35～13：45 第43回手の先天異常懇話会
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ポスタ－A会場

10：15～10：35基礎（筋・腱）

座長：面川庄平（医真会八尾医院整形外科）

2-Pa-20ZoneⅡにおける深指屈筋腱のtendontensionの計測

一新しい"ModifiedSynergisticTherapy"法の考案一

熊本機能病院整形外科田中達朗他……S177

2-Pa-21TenoRxTMsystemによる屈筋腱縫合の検討

福岡大学整形外科古賀敬他……S177

2-Pa-22A2プリーの部分切除が腱の滑走抵抗およびその強度に及ぼす影響

一術中A2プリーはどの程度部分切除可能か？－

熊本機能病院整形外科田中達朗他……S178

2-Pa-23徐放化モノナイロン糸を用いた塩基性線維芽細胞成長因子(b-FGF)

による屈筋腱断裂の治癒促進

徳島大学整形外科浜田佳孝他……S178

10：35～11：00先天異常

座長：川端秀彦（大阪府立母子総合保健総合医療センター整形外科）

2-Pa-24当科における手の先天異常症例の検討

京都大学形成外科沢辺一馬他……S179

2-Pa-25先天性表皮水庖症に対する治療成績

順天 堂大学整形外科富田善雅他……S179

2-Pa-26骨性合指症に対する遊離脂肪移植を併用した骨切り術の検討

山形大学整形外科鳴瀬卓爾他……S180

2-Pa-27一側上肢の肥大をきたした異常筋の7例

東海病院整形外科牧野仁美他……S180

2-Pa-28巨指症の治療とその長期経過

東京慈恵会医科大学形成外科大村愉己他……S181

11：00～11：15ばね指

座長：木森研治（土谷総合病院整形外科）

2-Pa-29小児ばれ指一母指以外のばね指について－

波田総合病院整形外科杉本良洋他……S181

2-Pa-30小指伸筋腱狭窄性腱鞘炎による弾発小指の2例

千葉市立青葉病院整形外科六角智之他……S182

2-Pa-31ばね指における皮切の検討

広島鉄道病院整形外科杉田直樹他……S182
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11：15～11：35マイクロサージヤリー・他

座長：稲田有史（奈良県立医科大学救急医学）

2-Pa-32上肢の熱圧挫損傷

札幌医科大学高度救命救急センター土田芳彦他……S183

2-Pa-33手指の複合組織欠損に対する遊離腸骨片移植の経験

長野市民病院整形外科松田智他……S183

2-Pa-34指尖部損傷における治療経験

2-Pa-35

愛宕病院整形外科松崎浩他……S184

Allen4型指尖切断症例における治療法の選択-GraftFrapの有用性一

東京医科大学形成外科 田中浩二他……S184

－63－



ボスターB会場

10：15～10：40手根管症候群1（評価）

座長：野口政隆（高知大学整形外科）

2-Pb-21手根管症候群患者のDASH・SF-36によるQOL評価

小郡第一総合病院整形外科関寿大他……S185

2-Pb-22手掌内小皮切による手根管症候群の手術成績一臨床所見と神経伝導検査所見との比較一

石巻赤十字病院整形外科長谷川和重他……S185

2-Pb-23手根管症候群における術中終末潜時測定の試み

福岡大学整形外科舌間崇士他．…･･S186

2-Pb-24特発性手根管症候群における鏡視下手根管開放術後の電気生理学的経過

岡山大学医学部・歯学部附属病院リハビリテーシヨン部濱田全紀他……S186

2-Pb-25術中超音波ガイド下に行う手根管開放術一侵襲軽減の工夫一

虎の門病院整形外科中道健一他……S187

10：40～10：55手根管症候群2（再建）

座長：坪川直人（新潟手の外科研究所）

2-Pb-26Camitz変法による母指対立再建術

琉球大学整形外科長嶺順信他……S187

2-Pb-27重度手根管症候群に対する母指対立筋腱再建術

-RemnantFRpulleysystemによる浅指屈筋腱移行術一

大阪市立大学整形外科恵木丈他……S188

2-Pb-28ギオン管をpulleyとして利用したあたらしい母指対立再建術の早期運動療法
愛野記念病院整形外科辻本律他……S188

10：55～11：30絞泥性神経障害

座長：酒井和裕（山口県立中央病院整形外科）

2-Pb-29肘部管症候群における術後自覚的症状の改善にかかわる術前因子の検討

旭川医科大学整形外科入江徹他……S189

2-Pb-30スポーツによる肘部管症候群

山形大学整形外科佐々木淳也他……S189

2-Pb-31肘部尺骨神経移動術後神経障害に対する神経溝形成術

慶友整形外科病院辻野昭人他……S190

2-Pb-32正中神経反回枝圧迫症候群2例の検討

千葉大学整形外科國吉一樹他……S190

2-Pb-33上腕二頭筋筋腱移行部断裂後に生じた正中神経絞掘性障害

静岡県立総合病院整形外科松岡秀明他……S191

2-Pb-34肘部レベルでの僥骨神経麻痒の検討

東北大学整形外科松原吉宏他……S191

2-Pb-35保存療法にて経過観察した特発性前骨間神経，後骨間神経麻痒の8例

京都大学整形外科松本泰一他……S192
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ポスターC会場

10：15～10：35舟状骨骨折

座長：柿木良介（京都大学整形外科）

2-Pc-20小皮切Screw固定による舟状骨骨折治療

兵庫医科大学整形外科田中寿一他……S193

2-Pc-21新鮮舟状骨骨折に対するAcutrakScrew固定の成績

平成記念病 院 整 形 外 科 前 川 尚 宜 他 … … S 1 9 3

2-Pc-22舟状骨骨折新鮮例に対する局所麻酔下での小切開手術

順天堂大学浦安病院整形外科原章他……S194

2-Pc-23手の外科領域におけるAcutrakscrewの使用経験

玉造厚生年金病 院整形外科池田登他……S194

10：35～11：05手関節部骨折

座長：藤尾圭司（田附興風会北野病院整形外科）

2-Pc-24スポーツにおける有鉤骨鉤骨折の治療成績

至誠会第二病院整形外科谷野善彦他……S195

2-Pc-25当科における大菱形骨体部骨折例の検討

みつわ台総合病院整形外科戸島忠人他……S195

2-Pc-26有鉤骨基部骨折に対する鉤摘出術の有用性の検討

北里大学東病院整形外科只野功他……S196

2-Pc-27手根骨脱臼の治療経験

昭和大学横浜市北部病院整形外科川崎恵吉他……S196

2-Pc-28尺骨頭骨折の治療

豊橋市民病院整形外科須川敬他……S197

2-Pc-29尺骨遠位部骨折の治療成績

関西労災病院整形外科中村吉晴他……S197

11：05～11：35肘，前腕外傷

座長：稲垣克記（昭和大学整形外科）

2-Pc-30小児新鮮モンテジア骨折に対する手術療法

東海大学大磯病院整形外科池田全良他……S198

2-Pc-31尺骨塑性変形を伴った外傷性僥骨頭脱臼の治療経験

東京慈恵会医科大学整形外科千野博之他……S198

2-Pc-32Floatmgelbow例の治療経験

東海大学整形外科齋藤育雄他……S199

2-Pc-33Hoatingelbowの治療成績

大阪府三島救命救急センター整形外科瀧川直秀他……S199

2-Pc-34前腕骨骨幹部骨折に対するMmimallyhvasivePlateOsteosynthesisと従来法の比較

済生会神奈川県病院整形外科山中一良他……S200
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2-Pc-35 前腕骨骨幹部骨折に対する最小侵襲手術としてのTrue/Flex髄内釘固定

－プレート固定と比較して－

山口労災病院整形外科 山本久司他……S200
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ポスターD会場

10：15～10：35画像診断1

座長：村瀬剛（大阪大学整形外科）

2-Pd-173D-CTによる手部の腱描出

洛西シミズ病院整形外科石津恒彦他……S201

2-Pd-18三次元CTによる手指伸筋腱の評価

広島 大学整形外科砂川融他……S201

2-Pd-19上肢における超音波カラードツプラーの有用性

札幌社会保険総合病院平地一彦他……S202

2-Pd-20薄型超音波プローブを用いた手関節部軟骨定量評価一基礎的検証と臨床応用－

奈良県立医科大学整形外科小畠康宣他……S202

10：35～10：55画像診断2

座長：中土幸男（国立長野病院整形外科）

2-Pd-21腕神経叢のMRneurography

防衛医科大学校整形外科有野浩司他……S203

2-Pd-22末梢神経障害に対する筋のMmの早期検出能力

東京逓信病院整形外科沖永修二他……S203

2-Pd-23末梢神経麻痒の診断における麻痒筋MRIの有用性

慶應義塾大学整形外科山部英行他……S204

2-Pd-24特発性手根管症候群のMRI所見と神経伝導速度

諏訪赤十字病院整形外科内山茂晴他……S204

10：55～11：25関節リウマチ

座長：石突正文（土浦協同病院整形外科）

2-Pd-25RAwristに対するcarpalstretchtestの応用（第2報）

聖マリアンナ医科大学整形外科松下和彦他……S205

2-Pd-26SelfLockingFingerJoint(SLH)を用いたRA手指関節人工関節置換術の成績

（財）甲南病院加古川病院整形外科中川夏子他……S205

2-Pd-27MES型人工指関節-3年以上のX線評価

大阪労災病 院 整 形 外 科 政 田 和 洋 他 … … S 2 0 6

2-Pd-28リウマチ肘に対する滑膜切除術の成績

富山医科薬科大学整形外科長田龍介他……S206

2-Pd-29半拘束型人工肘関節置換術の検討

高知 大学整形外科野口政隆他……S207

2-Pd-30RAにおける同側のTERと手関節形成術同時再建の有用性

奈良県立三室病院整形外科福居顕宏他……S207
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The47thAnnualMeetin窪⑪f
theJapaneSeSocietyfOrSurgeryoftheHand

11皿･§〔a，一一〕】･’11

R00ml

8：30～8:400peningRemarksCongressPresident:M・Abe

8：40～10:30SymposiumIForefrontoftheTreatmentfbrInjuriesandDisorderSof
theHand

Moderators:R･NAKAMURA

A・MmAMI

1-S1-1PeripheralNerveRepairbyEnd-to-side-neurorrhaphy

HtosmHIRATA,etal．……

1-S1-2I"sMTissueEngineeringUsingaPGA-CollagenTubeandlntraoperativeElectrophysiological

AssessmentfOrPeripheralNervelnjuriesinContinuity

YujilNADA,etal.……

1-S1-30utcomesandProblemsofNerveTransferfbrBracmalPlexuslnjuries

HdeoKAWAI,etal.…･･･

1-S1-4DevelopmentofNovelScaffbldMaterialfbrCartilageandLigamentTissueEngineering
NorimasalWASAm,etal．……

1-S1-5TransplantationofTissue-engmeeredCartilagefbrChondralDefectoftheElbow

YUjiUCmO,etal.……

1-Sl-6FingerJointReconstructionUsingCostalOsteochondralGraftandChondroperichondrialGraft
KazukiSATO,etal.……

10：40～11:401nvitedLecmrel

Moderator:S.TAMAI

l-n-1TheProximallnterphalangealJomt:OurNemesis

A25-yearOdysseyinEvaluationandTreatmentfbrFracturesandDislocations
HillHASTmGSn ●●●●●●

13 00～14:30JSSHBusinessMeetingandTravelmgFeⅡOwSession
1BummellTravelmgFellow

MedicalVolunteeringintheDevelopingWodd,theHondurasandCambodiaExperience
KevinChiCHUNG

2ImKSSHExchangeTravelmgFenow

SenconstrainedTotalElbowArthroplastyinChineseRheumatoidPatients

Che-yuenLO,etal.……

S1

S1

S2

S2

S3

S3

S4

91

92

RelationshipBetweenRadio-ulnarDistanceand

MitsuhiroAOm,etal．……S5

9a匝nRotation

MasakiFUnTA.etal．……S5

14：35～16:05PanelDiscussionIPathophysiologyandTreatmentofRotational
ContracmreoftheForearm

Moderators:M･BEPPU

M・AOKI

1-P1-1TreatmentofRotationalContractur･eoftheForeann:RelationshipBetweenRadio-ulnarDistancei

SiteofOsteotomy

MitsuhiroAOm,etal．……

1-P1-2Mechanisms&OperationsfbrContracmreoftheForea匝nRotation
MasakiFUnTA,etal．……

1-P1-3ExperimentalandClmcalSmdyoftheLimitationofForeannRotationwithReferencetoForeann

Defbnmty

MasafUmilSHIZUm,etal．……

1-P1-4TreatmentofPronation-supinationContractur･eoftheForeannwithReleaseoflOMandDRUJ
ToshiyasuNAKAMURA,etal.……

－68－
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1-P1-5TreatmentfOrRotationalContractureoftheForeannFracmres

TakeshiYOSHIDA,etal.……S7

1-P1-6TreatmnentofLimitedRotationoftheForeann

HsayaSHIRAI,etal.……S7

16：10～17:10hvitedLecturen

Moderator:Y・HIRASAWA

1-I-2BiomechanicalEffectsofForeannRotationontheWristandtheElbow

ThayQ.LEE

Room2

S8

8：50～10:10PanelDmcussionnNewldeasOftheTreatmenthrFracmreofthe

Fingers
Moderators:T・SASAKU

HeHASHIZUME

1-P2-1TreatmentfbrtheBoneandJointlnjmesoftheFingersUsingPerculaneousP血血g
JuichiTANAKA……S9

1-P2-21deasinTTeatmentofBoneFiacturesoftheFingers

TakashilSmGURO,etal.……S9

1-P2-3MmmallyInvasivelntramedullaryFixationUsingNODEPinfOrBoxer'sFracture
YUkioKAWAKAMI,etal.……S10

1-P2-4SurgicalTreamentofDIPJointlnimes

MasayukiSAKUMA,etal.……S10

1-P2-5ASimpleMethodfOrExtemalFixationofMetacarpalandPhalangealFracmreswithNeedleCaps
AkimkoODA,etal.……S11

10：10～10:55FingerlnjurieSl
Moderator:K.ISHUKAWA

1-2-1CUmcalOutcomeoftheOperativeTreatmentoftheProximalPhalanxHeadandNeckFracmre
YutakaMAm,etal.……

1-2-2ClimcalSmdyoftheOccultPhyseallnjuryoftheDigitsoftheHand
KImiichiASOU

1-2-3ClimcalSmdyofFracmreofProximalPhalanx

MasayukiSEmGUCm,etal．……

1-2-4TreatmentfbrAvulsionFracturesoftheBaseoftheProximalPhalanxUsingBlockPiIming

YoshitakaKUBOTA,etal.……

1-2-5PROHLEScrewFixationoflntra-articularFragmentofSmallJoints
MasatoshiTAKAHARA,etal.……

10：55～11:35CarpalLigamentlnjuries
Moderators:T･NAKAMURA

1-2-6LigamentReconstructionfbrScapho-lunateDissociationwithWScrewSystem
HimkoHO,etal.……

1-2-7EtiologyofLunotriquetralLigamentTearfromWristArthroscopy
NaotoTSUBOKAWA,etal.……

1-2-8TheRoleoftheDICLigamentinDynamicandStadcScapholunatelnstabmty
HiromchiMrTSUYASU,etal.……

1-2-9ANewMethodfbrtheTreatmentofScapholunateDissociation
MoroeBEPPU,etal.……

S11

S12

S12

S13

S13

S14

S14

S15

S15

11：50～12:50LmmcheonSeminarl

1-LS-1MedicalmsmanceinHandSmgeryW

Moderator:Y.TOMrrA

JunjiNAKAMURA……S16
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14：35～15:55PanelDiscussionIIIEntrapmentNueropathy-TreatmentofRecurrent
Cases-

Moderators:A･NAGANO

M.NAGAOKA

1-P3-1ReculTenceofCubitalTunnelSyndrome

TakunKIMURA,etal.……S17

1-P3-2CriticalPointsoftheFirstSurgicalTreatmentfbrCubitalTunnelSyndromeinViewof

hvestigationofthehtraoperativeFindingsinRecun･entCases
KatsumTAJnⅥA,etal．……S17

1-P3-3TreatmentfbrRecurrentCarpalTunnelSyndromeinHaemodialysisPatients
MitsumNAGOSm,etal．……S18

1-P3-4SurgeryfbrCarpalTunnelSyndromeduetotheLong-tennHaemodialysis

MakotoSAKAI,etal．……S18

1-P3-5RecunfentCarpalTunnelSyndromeinLong-tennHaemodialysisPatients
IchiroOKUTSU,etal.……S19

15：55～17:00CMJomtoftheThumb

Moderator:K・FUJISAWA

1-2-10SmgicalTi℃atmentofMucouscystUsingLowry'sMethod

JotaSAITO,etal.……S19

1-2-11TrapeziometacarpalJointhstabintyafterBennett'sFracmreDislocation

SoyaNAGAO,etal.……S20

1-2-12LigamentReconstructionfOrUnstablelstCarpometacarpalJointwithEatonLimerProcedure

TakayaMIZUSEm,etal．……S20

1-2-13SuspensionArthroplastyfOrTrapeziometacarpalArthritis
ToshimitsuMOMOSE……S21

1-2-14Follow-upSmdyofOperativeTherapyfOrOsteoa曲鮒softheCarpometacarpalJointoftheThumb
DaisukeKATO,etal.……S21

1-2-15･TrapeziometacarpalArthrodesisUsingTension-band-wmngfbrOsteoarthritisofFirst

CaIpometacarpalJoint

KanaeHARADA,etal．……S22

1-2-16ArhoplastyoftheCMCJArthrosis:Evaluationof308ConsecutiveCases

LorisPEGOLI,etal.……S22

Room3

8：50～9:20Arthroscopy
Moderator:S･NISHIKAWA

1-3-1ExannationofArthroscopicandRadiographicFindingsofScaphoidFracmre

MasyukiWADA,etal.……

1-3-2FalsePositiveFindingsinWristArthroscopy
YukioABE,etal．……

1-3-3ArthroscopicMobilizationfbrContracmreoftheWrist

TatsuyaHATTOm,etal．……

S23

S23

S24

9：20～10:15Tumor

Moderator:K･mHARA

1-3-4TheRelationbetweentheOperativeFindingsandtheOutcomeinPeripheralNerveTumor
TomokazuSAWADA,etal.……S24

1-3-5GiantCenTumorofTendonSheathoftheHand

YurikoSATO,etal.……S25

1-3-6TreatmentofEnchondromaoftheHand

TakeoHOm,etal．……S25

1-3-7EffectofTumorResectionfbrForeannDefOrmityofMultipleOsteochondromas
Jun-ichilSHKAWA,etal.……S26
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一

一

１
１

Long-tennResultofVasculamedFibularGraftafterExcisionoftheDistalRadius

SatosmTOGIYA,etal．……S26

TreatmentofMalignantBoneTumorinUpperAnn

TaketoshiGOHDA,etal.……S27

10：15～11:00menbiickDisease

Moderator:H.SAITO

1-3-10TheTreatmentofKienb6ckDiseasewithVascularizedRadialBoneGraft:OutcomeAnalysis
IzumKIAJMA,etal.……S27

1-3-11LimitedWristArthrodesisversusRadialOsteotomyfOrTYeatmentoftheAdvancedKienb6ckDisease

MasahiroTATEBE,etal．……S28

1-3-12TorqueEffectsofVariousTreatmentsfOrKienb6ck'sDiseaseontheDistalForeann

HirotsuneHIRAHARA,etal．……S28

1-3-13LunomquetralArthrodesisCombinedwithaTemporaryScaphotrapezoidalJointFixationfOr
Kienb6ck'sDisease

KemcmKAZUm,etal．……S29

1-3-14SurgicalResultsofKienb6ckDiseasebyTendonBallReplacementandCeramichnplant

HiroyukiMIWA,etal.……S29

11：00～11:40menbCckDisease,etc.
Moderator:K.KAZUKI

1-3-15SurgicalEfficacyofRadialOsteotonesfbrKienb6ck'sDiseaseinTeenagePatients

NolimasalWASAm,etal.．｡…・S30

1-3-16ClimcalSmdyofConservativeTreatmentfOrJuvenileKienb6ck'sDisease

NobuhiroHIROTA,etal.･｡…・S30

1-3-17ClimcalResmtsofKienb6ck'sDiseaseinElderlyPatients

YasunoriTANIGUCm,etal.……S31

1-3-18DiaglosisandThfeatmentfbrPreiser'sDisease

KazumtoKAWAHARA,etal.……S31

11：50～12:50LuncheonSeminarn

Moderator:T･KUBO

1-LS-2MechamsmandManagementofJointDefOrmityinArthritisRheumatism

KanjiFUKUDA ……S32

14：35～15:20Fingermjuries2
Moderator:T･ISHIGURO

1-3-19CTEvaluationfbrSurgicalTreamentofFracture-dislocationoftheProximalInterphalangeal

Jo伽oftheFinger

JunyaMATANI,etal．……S33
1-3-20TreatmentofDorsalDislocationFracturesofPPJoint

ToshiyukiYAMADA,etal．……S33

1-3-21SurgicalTreamentfbrFracmre-dislocationoftheProximalhterphalangealJointmtheHand
KazuhiroOTANI,etal.．｡…・S34

1-3-22LateralBandReleasefOrExtensionContracmreofPIPJoint

YoshitomKUCm,etal.……S34

1-3-23TreatmentfbrthePIPJointContractureCausedbySeverelnjuryUsmgDistractionof
ExternalFixator

MotomsaKAWAKATSU,etal．……S35

15：20～16:00FingerInjuries3
Moderator:Y.KIYOSHIGE

1-3-24AxialViewofthePlaneRadiographfOrMalletFracmre
NaokiTOBA,etal.……S35

1-3-25TreamentofMalletRngerFracturesbytheExtension-blockPinmngTechmque(IshigmoMethod)
HmfUmiOHNO,etal.……S36
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1-3-26PrimaryRepairofTemmalExtensorTendonfOrMalletHnger

MasahiroKOIZUMI,etal.……S36

R00m4

8：50～9:35Spnnt9etC･
Moderator:Y･HAMADA

1-4-1ModifiedDynancPronation-supinationSphntfOrManagementofForeannRotationContracture
MasaoWATANABE,etal.．｡…・S37

1-4-2DynamicSplintfbrRotationalDysfimctionafterForearmlnjury

HdeyukiMrrSUGUCm,etal.……S37

l-4-3NewColTectiveSPlintfOrExtensionContracmreofhterphalangealJoints
KoichiroABE,etal.……S38

1-4-4CmmcalResultsofWristSplintingfbrCalpalTmmelSyndrome

ShingoNOBUTA,etal．･･･…S38

l-4-5RenabmtyofShort-termGripStrengthMeasurement

TadayosmWATANABE,etal．……S39

9：35～11:05PanelDiscussionWNewIdeasonSphntTherapyoftheHand
Moderators:Y･MMAMIKAWA

I･KIJSHURF

l-P4-1ADyna皿cSphtfbrtheContractureofPronation-supinationoftheForeann
NaokiUEDA,etal.……S39

1-P4-2ModifiedSphtingfbrLimtationofForeannSupmation

KazuyukiTASAKI,etal.……S40

1-P4-3ClimcalTrialofaNewTractionSplintfbrWristDisorder

MasahiroTOBE,etaL……S40

l-P4-40rthoticTheamentfbrniangularHbmcartilageComplexInjury
YoshiakiNISHIDE,etal.……S41

l-P4-5SphntingafterFlexorTendonRepair

ShuyaOKUMURA,etal.．．…・S41

1-P4-6SplintingafterSmgicalThFeamentofRheumatoidHand

MasayaNAKAMURA,etal．……S42

11：10～11:40VideoSessionl

Moderator:K･ASOU

1-4V-1VascmarizedPedicledBoneGrahfbrPreiser'sDisease

KenjiKAWAMURA,etal.……S42
1-4V-2VascularizedBoneGra丘危omPalmarSulfaceoftheRadiusfbrtheTreatmentof

ScaphoidNon-umon

HiroyukiGOTANI,etal.……S43

1-4V-3BiconcaveBoneGraftingfbrtheTreatmentofScaphoidNonumonthroughVolarApproach
.MasatakaYASUDA,etal．……S43

11：50～12:50LuncheonSeminarIII

Moderator:K.SHIMIZU

1-LS-3TreatmentfOrDistalRadiusFracturewiththeUseofCalciumPhosphateBoneCement
MasahiroTOBE……S44

14：35～15:15VideoSession2

Moderator:Y･HWRASF

1-4V-4SurgicalTechmqueoftheModifiedGranerProcedme

KatsumTAKASE,etal.……S45

1-4V-5ArthrodesisUsingTensionBandWiringwithoutBoneGraftfOrtheOsteoarthrosisoftheTYnumb

CarpometacarpalJoint
RikamTASHnIA……S45
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SurgicalTechniqueofCementlessSurfaceTypeFingerJomtArthroplastyoftheRngerJoint
YosmtakaMMAMIKAWA……

CombimngTechmqueofFingerlslandFlapandNailBedGraftfOrFingertipReconsmction
YuichiHIRASE,etal.……
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S46

S46

15：25～17:00VideoSymposiumlTreatmentofFracmre-dislocationofthePPJomt
Moderators:Y･KINO

N･KUROSHMA

1-VS1-1ChromcDorsalFracmre-dislocationoftheProximalhterphalangealJoint:PreoperativeDiagnosisand

SurgicalTechmque
KemchiTAZAm,etal.……S47

1-VS1-2TreatmentofFractureDislocationofProximallnterphalangealJointAccompaniedwiththe

DepressedFragment
YosmtakeKINO,etal．……S47

1-VS1-3TheP&RTractionSystemfbrtheTreatmentofFracture-dislocationsofthePIPJointintheHand
YasushiSUZUm……S48

1-VS1-4TractionandDPJoimTransferfbrPPJointFractures

NagatsuguKUROSIWA……S48

1-VS1-5SurgicalTifetmentfbrDislocationFractureofFingerPPJointlncludingOldCase
YutakaMAm,etal．……S49

Room5

8：50～9:30Innammation

Moderator:T･SADAHIRO

1-5-1TreamentofOsteomyentisinFingerPhalangesUsingDorsalDigitalorDorsalMetacalpalFlaps
RyosukeKAKINOm,etal.。…・・

1-5-2ClimcalSmdyinPyogemcOsteomyelitisoftheHand
KemchiYAWATARI,etal.……

1-5-3TreatmentofSuppurativeFlexorTenosynovitis
AkiraTSUCmKANE,etal．……

1=5-4SurgicalTreatmnemfbrTuberculosisoftheWrist
YoshiyukiOHNO,etal．……

S50

S50

S51

S51

9：30～10:35Tenosynovitis
Moderator:Y･ITOH

1-5-5ElongationoftheECRBTendonfOrTreatmentofTennisElbow
HironoriMATSUZAm,etal．……S52

1-5-6htersectionSyndrome-Long-termResults-

ToshiyukiTSURUTA,etal.……S52

1-5-7CnmcalSmdyofMuscleBellylncursionofExtensorPollicisBrevisondeQuervainDisease
TsutomuTAKIZAWA,etal.……S53

1-5-8ClncalOutcomeandFactorsthatAffecttheResultsofTreatmentfOrdeQuervainDisease

HiroyukiSHIMIZU,etal.……S53

1-5-9DiagnosticValueofExtensorCarpiUInarisTenographyfOrUlnarSideWriStPain
KazuyaKUROSAWA,etal．……S54

1-5-10SmgicalThfeatmentfbrT℃nosynovitisofExtensorCarpiUharis
NobukiOMSm,etal.……S54

1-5-11TwoYearFonow-upoflntrasheathlnjectionofTriamcmolonefbrtheTreatmentofTriggerFingers
-AComparisonbetweenDiabeticandNon-diabeticeroups-

MakotoKAMEYAMA,etal.……S55

10：35～11:15PerioperativeProblem

1-5-12SmgicalFieldMaintenanceApparamsfbrHandSmgery

Moderator:K｡YOSHIDA

TakashiSASAKI,etal．……S55
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l-5-13 TreatmentfOrPost-traumaticContractureoftheElbowwithPostoperativeAxillaryBracmalPlexus
Block

JumchiMIYAKE,etaL……S56

RiskManagementofUsingPneumaticToumiquet
YusukeHAMAMOTO,etal．……S56

mleEffectofRopivacineHydrocmorideHydrate(Anapeine)inAxillaryNerveBlockfbrHandand
UpperExtremtySurgery

MasaakiKAWANO,etal．……S57
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14：35～15:30RhemnatoidArthritis

Moderator:J・RYU

l-5-16MetacarpophalangealJointArthroplastyfbrUnarDriftinRheumatoidPatients
HiroyasulKEGAMI,etal.……

1-5-17SynovectomyoftheWristJointwithRheumatoidArthritis
ToshiharuOKUDA……

1-5-18PartialArthrodesisfbrtheWristJointofRheumatoidArthritis

OsamiSUZUm,etal.……

1-5-19RadiocarpalPartialArthrodesisfbrRheumatoidArthritis

Tsune皿tsuSOEDA,etal．……

1-5-20ResultsofShelfOperationfOrWristDisordersinRheumatiodArthritis

ShumchiHENMI,etal.……

1-5-21TheEffectofStabinzingProcedurefbrtheRheumatoidWristontheActivitiesofDailyLivmg
HajimelSmKAWA,etal.……

S57

S58

S58

S59

S59

S60

15：30～16:15SubcutaneousRupmreoftheTendon
Moderator:S.OKMAGA

1-5-22SubcutaneousRuptureofthemexerDigitorumProfmduSTendonoftheLimeFinger
SmmchiGOTOH,etal．……S60

1-5-23ExperienceofAvulsionFractureoftheHexorDigitorumProfUndusTendon
MasatoOKAZAm,etal．……S61

1-5-24TreatmentfOrExtensorTendonRupmreinPatientswithRA

EijiTAKEUCm,etal.……S61

1-5-25ArthroplastyfbrOsteoarthritisofDRUJandRuptureofExtensorTendon
SatoshiMATSUDA,etal.．｡…・S62

1-5-26ResultoftheExtensorTendonReconstructionAssociatedwithOsteoarthritisoftheDRUJ

KanichiSHmIOKAWA,etal．。．…・S62

PosterA

17：15～17:40BaSicResearchl

Moderator:S.0KAJMA

1-Pa-1ExpressionofTendon-relatedGenesinNonnalandLmxlbKnockoutMiceduringLimbDevelopment
TakUjiNARUSE,etal.……S63

1-Pa-2AnatomyofthePalmarCarpalLigamentoftheWristJoint
MakotoTAMAI,etal．……S63

l-Pa-3RadiologicalChangeandGrossAppearanceoftheThumbCarpometacalpalJoint
RyokoUESATO,etal.……S64

1-Pa-4MortionandMorphologyoftheThumbMetacarpophalangealJoint
RyoYOSHIDA,etal.･･････S64

1-Pa-5AsymmetryofFingerNailsinUInarNervePalsy
KoicmKOBAYASm,etal.……S65

17：40～18:05Biomechanicsl

Moderator:M.YASUDA

1-Pa-6BiomechanicalEvaluationoftheRigidityofPer℃utaneousPinnmgfOrColles'Fracnn･ewiththeUseof
3DFiniteElementMethod

YUjiSAEm,etal.……S65
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3DPreciseDistalRadiusModelfOrF加teElementAnalysis

KouichirouMASUZAm,etal.．｡…・S66

StabintyoftheDistalRadiOulnarJointContributedbytheJointCapsule
HiroshiWATANABE,etal.……S66

mnarShorteningEffects:ABiomechanicalStudyontheDRUJStabinzingEffectwithoutMuscleLoad
MasaoMSHIWAKI,etal.……S67

KinematicandTorque-relatedEffectsofDorsallyAngulatedDistalRadiusFracturesandtheDistal
RadialUlnarJoint

HirotsuneHIRAHARA,etal.……S67
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18：05～18:30Biomechamcs2

Moderator:Y･MIYASAKA

1-Pa-11TheAnalysisofThrreeDimensionalStructureandBoneDefectofScaphoidNonunionbyComputed
Tomogaphy

KunihiroOKA,etal．……S68

1-Pa-12PathologicalmnematicsinScaphoidNonunion
HisaoMORITOMO,etal．．．…・S68

1-Pa-13CarpalKinematicsinRAWristsTreatedwithRadiolunateFUsion-j"vjvoSmdy-
ChikaYOSHOKA,etal．……S69

1-Pa-141nfluenceofWristJointPositiononaGroupofWristExtensorsandFlexorsinMaximumIsometric
Contraction

ToshimkolMAEDA,etal.……S69

1-Pa-15TheEffectofHumeralRotationonElbowValgusLaxity:CadavericSmdy
TemhisaMIHATA,etal.……S70

18：30～18:50Biomechanics3

Moderator:K・SHUMADA

1-Pa-16SpeculationonDifferentSeveritiesofPossibleQuadrigaSyndromeamongFingers
TakashiOHE,etal.……S70

1-Pa-17EffectofSkinHardnessontheTouchSense

NaotakaSAKAI,etal.……S71

1-Pa-18MeasurementofHexion,Extension,AbductionandAdductionForcesoftheThumb,UsmgaNew

MuscleStrengthMeasuringSystem

SeijiMSHnIURA,etal.……S71

1-Pa-19JointMotionoftheThumbunderScissorsOperation
AtsuhitoSEm,etal.･･･…S72

POsterB

17：15～17:40PeripheralNervel
ModeratOr:Y.MAKI

1-Pb-1RegenerationofSciaticNervewiththeUseofaPolyglycolicAcid-collagenTubeFilledWithCollagen
Sponge

KqjiSHIGEMATSU,etal.．．…･S73

1-Pb-2EXperimentalSmdyofbFGF-DmgDenverySystemUsingBioabsorbablePolymerNerveConduit
-AnalysisofBioactivityofbFGFandOptimizationofConcentrationofbFGFinAmmalModel-

KiyohitoTAKAMATSU,etal.……S73

1-Pb-3ARoleofSchwannCellfOrHybridArtificialPeripheralNerve
MitsmulKEDA,etal．・・…・S74

1-Pb-4Tissue-engineeredPeripheralNervewithGeneticallyModifiedSchwannCells
HirokazuTOCHGI,etal.……S74

1-Pb-5Muscle-specificProtein,rhMDP77SpecificallyPromotesMotorNerveRegenerationiFzvivo
SoichironOH,etal.……S75

－75－



17：40～18:05PeripheralNerve2
Moderator:S･TAKAYAMA

1-Pb-6ANovelMarkerfOrTerminalSchwannCells,Homocysteme-responsiveER-residentProtem(Herp),as
IsolatedbyaSingleCellPCR-differentialDisplay

RyoODA,etal．……S75

1-Pb-7TheEvaluationabouttheRegeneratedFonnoftheBypassGraftProcedurefbrhcompletelnjuryof
PeripheralNerve

NobuyukiTANIGAWA,etal.……S76
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AlterationsofSpinalDescendinglnputsonRepairedMotoneuronsafterAxotomy
NaokiSAKUTA,etal.……S76

ReinnervationofDenervatedMusclebyThansplantationofParasympatheticGangliatoTransected
SciaticNerveintheRat

JunkoNAKAGAWA,etal.……S77

FunctionalEvaluationofRegeneratingAxonsEnterhnpairedPartfifomhtactPartmDamagedLumbar
NervePlexus

TakemARAI,etal.……S77

l-Pb-10

18：05～18:30PeripheralNerve3
Moderator:H･HIRATA

1-Pb-11ActionsofNoradrenalineonPrimaryAfferentTern血alsintheRatSpinalCordRevealedbyi"vivo
PatchRecording

MotokiSONOHATA,etal.……S78

1-Pb-12UP-regulatedExpressionofTypeVIProcollagenAlphalGeneAxotomzedinRatSciaticNerve
ShigemHINOm,etal.……S78

1-Pb-13RelationbetweenCl加calSymptomandGelatinaseinCarpalTunnelSyndrome
MasayaTSUJII,etal.……S79

1-Pb-14RapidlyReversibleConductionBlockandSequentialChangesofSensolyThresholdhducedby
ExperimentalCompressionoftheMedianNerveattheWrist

HideshiTSUBOYA,etal．……S79

1-Pb-15EffectsofNerveDecompressiononEctopicFiringmRatCCIModel
SatomNAKAMURA,etal．……S80

18：30～18:55PeripheralNerve4
Moderator:K.1KFDA

1-Pb-161nhibitionofPeripheralNerveA曲esionbytheNovelHghViscosityAlginateSol
TakeshiNAGAKURA,etal．……S80

1-Pb-17AnExpeIimentalSmdyofStorageofPeripheralNervesUsingGreenTeaPolyphenol
RyosukelKEGUCm,etal．……S81

1-Pb-18Expressionofhterleukin-6mRNAattheDorsalRootGanglia-GradualNerveElongationModel-
NaokiOSAMURA,etal.……S81

1-Pb-19PossibintyofRepairofPeripheralNerveDefectwithDirectGradualDistractionofProximalNerve
Smm

SaijilafUZERO,etal.……S82

1-Pb-20PossibintyofRepairofPeripheralNerveDefectwithDilcctGradualDistractionofDistalNerveSmmp
YasutakaYAMADA,etal.……S82

PosterC

17：15～17:40DistalRadiusFracmrel

Moderator:T.YOSHmDA

1-Pc-lVolarLockingPlatingfbrDistalRadiusFracmresinFemaleEldedyPeople
HdetoshiTERAURA,etal.……S83

1-Pc-20penFracmreofDistalRadiusofAdult

HideyukiMIZUSHnIA,etal．……S83
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DorsalhternalFixationwithFortePlatefOrUnstableDistalRadiusFracture

-Resultsandhdication-

YUjiTAKAHASm,etal.……S84

CondylarStabinzingTechniquefbrthelntra-articularFracmreoftheDistalRadius
YoshiromYOSHIGE,etal.……S84

NewDesignedVolarLockingPlatefOrDistalRadiusFracture:APremnnaryReport
DenjuOSADA,etal.……S85

1-Pc-3

４
５

Ｃ
Ｃ
Ｐ
Ｐ

１
１

17：40～18:00DistalRadiusFracture2

Moderator:T･SAWAIZUMI

1-Pc-6ClosedNon-bridgeExtemalFixationfbrDistalRadiusFracmres-AnOptimumDistalPinmngMethod
fOrVariousFractures-

TakashiMATSUMURA,etal．……S85

1-Pc-7Treamentfbrlntra-articUlarFracmresofDistalEndoftheRadius(AOClassificationType3)Usmg

CompackExternalRxator
YasuhiroYOSHKAWA,etal.……S86

1-Pc-8ExtendedUsageofExternalHxationUsingK-wirefOrHandandForeannFractures
MichioKnmURA,etal.。…・･S86

1-Pc-9DistalRadiallntra-articularFracmresTreatedbyArthroscopicallyAssistedReductionwithmzarov

HybridExtemalRxation
HirotadaNAKATSUKA,etal.……S87

18：00～18:25DistalRadiusFracture3

Moderator:O･ISHIDA

1-Pc-10ClimcalStudyofUnarStyloidFracmreAssociatedwithDistalRadmsFracmre
ManabuKUSHIDA……S87

1-Pc-11ProphylacticTreatmentfOrEPLTendonRuptureAssociatedwiththeFractureofDistalRadius
MasahikoSHIROTA,etal.……S88

1-Pc-12ComplicationsaftertheSurgicalTreatmentoftheDistalRadiusFracture
HiroshiTADA……S88

1-Pc-13ComplicationofPmPlateFragment-specificFixation
HdeakiMATSUOKA,etal.･…・・S89

1-Pc-14AfrHectingFactorsfOrtheChnicalResultofFracmresoftheDistalRadius-MultipleLogisticRegression
Analysis-

MitsuhikoNANNO,etal.……S89

18：25～18:50DistalRadinnsFracture4

Moderator:N･HIDAKA

1-Pc-15ArchedUlnarRecessionfbrMalunitedDistalRadius

KatsuroFURUMACm,etal．……S90

1-Pc-16ThfapezoidalOsteotomyoftheDistalRadiusfOrWristDefbnmtyafterColles'Fracmre
mtoshiGOTO……S90

1-Pc-17SmallhvasiveCorrectiveOsteotomyUnderaRoentgenoscOpeUsmgaNon-bridgeExtemalFixator
fbrDistalRadiusMalunitedFracmres

TakashiMATSUMURA……S91

1-Pc-18SurgicalTreamentfbrDistalRadiusMalumon

TomoyaTSUBOI,etal．……S91

1-Pc-19RadialClosingWedgeOsteotomyCombmedwithUlnarShortemngOsteotomyfbrDistalRadius
Malunion

TakuroWADA,etal.……S92

PosterD

17：15～17:40Transplantation,TissueEngineering
Moderator:T･WADA

1-Pd-1ExcellentEfficacyofBasicFibroblastGrowthFactor(bFGF)onHealmgofthelnjmedDigits

-ExpelimentalandCnmcalSmdywithaNewReplantationMethod-
YoshitakaHAMADA,etal.．…． S93
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1-Pd-2 MaximumEffectandMimmumSideEffectofLong-tennlnnnunosuppressionTherapyinExperimental
Limbnansplantation

TakakoKANATANI,etal.……S93

ProlongedSmviValinRatsComposite'IissueAnograftswithCTLA4-IgandlCOS-Ig
MasahiroNAGAI,etal.……S94

CharacteIizationoftheCellularOriginofaTissue-engineeredHumanPhalanxModelby伽s伽
Hybridization

NoritakalSOGAI,etal.……S94

CapillaryVesselNetworkhtegrationbyaVascularPediclelmplantationEnhancesBoneFonnationm
TissueEngineeredBoneUsinghterconnectedPorousHydroxyapatiteCeramics

ShosukeAKITA,etal.……S95
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1-Pd-5

17：40～17:55MPJoint

Moderator:M･KAMANO

1-Pd-6Non-rheumatoidBoutonniereDefOrmityoftheThumb
KenichiTAZAKI,etal．……S95

1-Pd-7SurgicalTretmentoftheRadialCollateralLigamentInjuryoftheMetacarpophalangealJointofthe
Thumb

SadamuSIMATA,etal．……S96

1-Pd-8ClosedReductionofMetacarpophalangealJointLocking
ShoeilWATA,etal.……S96

17：55～18:20FingerInjuriesl
Moderator:T.MASATOMI

l-Pd-9TreatmentofWireFixationofAvulsionFracturesintheHand

YoonSooKIM,etal．……S97

1-Pd-lOn℃atmentfOrhtra-articularAvulsionFracmreoftheProximalVolarPartoftheMiddlePhalanxby
BlockPinmng

SeietsuSNMA,etal．……S97

1-Pd-11FunctionalSphtTherapyfOrtheFracmreofBasalPhalanxandMetacarpus
DaisukelSmGAm,etal.……S98

1-Pd-12TreatmentofMetacarpalandPhalangealFractureswithMimatureScrewsandPlates
TakahikoHIROOKA,etal．……S98

1-Pd-131ntramedunaryFixationfbrMetacarpalFractures
EichilTADERA,etal.……S99

18：20～18:35FingerInjuries2
Moderator:Y・SUZUKI

1-Pd-14EtiologicalFactorsinDelayedUmonandNon-umonofDistalPhalangealFracturesintheHand
WataruHATANAKA,etal.……S99

1-Pd-15NonumonafterOperativenlerapyfbrCalpalBoneandMetacarpalBoneFracmre
TsutomuKOBAYASIH,etal.……S100

1-Pd-16CnnicalAppncationofOsteochondralBoneGraftfbrWristandFingerJomts

SmnjimSmKAWA,etal.……S100
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Rooml

8：20～10:10SymposiumllMinimallylnvasiveSurgeryoftheHand
Moderators:K・DOI

S･TOH

2-S2-1ArthroscopicTreatmentfOrlnjuryofTFCC

ShinjiNISHIKAWA

2-S2-2ArthroscopicTreatmentfOrDRUJInstabilityduetoDetachmentofTFCCatFovea

KeUiFUJIO,etal.･･･

2-S2-3ArthroscopicAssistedReductionandlmmobilizationoflntra-alticularFractureoftheDistal

AspectSoftheRadius
KazuteruDOI

2-S2-4WhatisRea】MinimallylnvasiveSurgeryinCarpalTunnelSvndrome？‐EndoscopicSurgery-
AyaYOSHIDA,etal．…

2-S2-50penCarpalTunnelReleasewithaSmalllncision

KenjiKIMORI,etal.･･･

2-S2-6ArthroscopicSurgeryfOrtheThumbCamometacarpalJointArthritis
HitoshiKIHARA,etal.･・・

S101

S101

S102

S102

S103

S103

10：15～11:35PanelDiscussionVDupuytren'sContracture
Moderators:K.TADA

M・SHmATA

2-P5-1MannerofDownregulationofaSmoothMuscleActinbylnterferon-7,inDupuytrenContractureModel
Cell

KouseiTANAKA,etal.･｡…・S104

2-P5-2CriticalFactorsforSurgicalResultsofDupuytren'sDisease,ANewClassificationRelatedtoClimcal
Results

YoshihiroABE,etal.．.…・S104

2-P5-3ClinicalAnalysisofPartialOpenMethodintheTreatmentofDupuytrenContracture
MakotoKAMEYAMA,etal.･･･…SlO5

2-P5-4PostOperativeFunctionofPIPJointinDupuytren'sContracture
OSamiSUZUKI,etal.…･･･S105

2-P5-5ResultsofSurgicalTreatmentfOrDupuytren'sContracture

ShigemlNOUE,etal.…･･･S106

11：35～12:35SpecialLecture
Moderator:Y・YAMAUCHI

2-SL-1BaronGuillaumeDUPUYTREN(1777～1835),ASolitarySurgeoninGIory
AkiraKOBAYASHI……SlO7

13：55～14:551nvitedLectureIII

Moderator:M.ABE

2－IL-3FracturesoftheDistalRadiusContemporaryPerspectivesin2004
JesseB.JUPITER S108

15：00～16:001nvitedLectureIV

Moderator:Y・IKUTA

2-IL-4UpdatesonTreatmentofMalunitedDistalRadiusFractures
JaiyoungRYU S109

16：00～17:30PanelDiscussionVITreatmentofMalunitedFractureofDistalRadius

Moderators:Y.OKA

F.KANAYA

2-P6-1BiomechanicalChangesintheWristwithMalunitedFractureoftheDistalRadius
KenichiKAZUKI･･････S110
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ChangesofCalpalAngnmentduetoDistalRadialFracmre

EmikoHORn,etal．……S110

OpenReductionandhtemalFixationofUn-unitedFracmresoftheDistalRadius

KarlPROMMERSBERGER,etal.……S111

CorrectiveOsteotomyfbrMalumtedFracturesoftheDistalEndoftheRadius

Yosh皿NAGATANI,etal.…･･･S111

TreamentofDistalRadialMalumon

AkioMNAMI,etal．……S112

PartialRadiocarpalArthrodesisasaSolutionfbrOsteoarthritisFollowingFractures
oftheDistalRadius

HiroshiYAJIMA,etal.……S112

17：30～ CIosingRemarks

R00m2

8：20～10:10PanelDiscussionWIRiskManagementofHandSurgery
Moderators:Y.YANASE

T.FUTAMI

2-P7-1RiskManagementoftheOutpatientSmgery
KumichiASOU……S113

2-P7-2RiskManagementofOmHoSpital
SadatoshiKATO,etal.……S113

2-P7-3RiskManagementofHandSmgeryinMedicalUmversityHospital
AkimasaKOBAYASm,etal．……S114

2-P7-4RiskManagementofHandSurgeryDiscussedonMalpractice
YasukazuKATSUMI,etal.……S114

2-P7-5TheRiskManagementEducationfbrPilots
SadaoSAnOU･…・・S115

2-P7-6LegalLiabintiesorRisksRegardingMedicalMalpractice
AkiraKANATA．…｡．S115

10：15～11:15DRUJ

Moderator:T.MIZUSFKT

2-2-1RadiologicalSmdyofSauve-KapandjiProcedurefOrChromcDerangementoftlleDistalRadioulnar
Joint

HimnobumAGAKI,etal.……S116

2-2-2UlnarHeadMorphology-InnuenceofUnarVariance-

RyogoNAKAMURA,etal.……S116

2-2-3StabilizationoftheUlnarSmmpattheSauve-KapandjiProcedme
TakuyaSAWAIUMI,etal．．…．．S117

2-2-4UharShortemngProcedurefbrDistalRadioulnarDerangement
NoriolSmGAKI,etal.……S117

2-2-5Long-termFonow-upSmdyofDRUJhstability
SabmoSASAO,etal.……S118

2-2-6DegenerativeChangesintheWristJointinOsteoarthritisoftheElbow
SadahiromOUE……S118

11：15～11:55TFCCmjuries
Moderator:H.IKFGAMI

2-2-7Meta-analysisofLong-tennResultsofTFCCInjuries
KazuteruDOI,etal．……S119

2-2-8MorphologicChangeofTr℃C(TriangularHbrocartilageComplex)AnalyzedbyMR
MicroscopyCoil

ToshikazuTanaka,etal．･･･…S119

2-2-90penRep血oftheTriangularHbrocartilageComplexfbrSevereDRUJhstabmty
ToshiyasuNAKAMURA,etal.……S120
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2-2-10ArhoscopicTreatmentoflnjuredTriangularRbrocartilageComplexmElderCases
TaroOGAWA,etal．……S120

12：45～13:45LmncheOnSeminarIV

2-LS-4PlasticityofNervousSysteminPeripheralNerveInjury

Moderator:M.BEPPU

NaoyukiOCHIAI……S121

14：40～15:25CarpalTummelSyndromel
Moderator:Y.NAKAO

2-2-11SafeandRenableWayofEndoscopicCarpalTumelRelease
HidekiTANAKA,etal.……S122

2-2-12ClimcalResultsofEndoscopicCarpalTunnelSyndrome-RelationwiththeTermoftheThenarMuscle
Atrophy-

TakakoSATO,etal．……S122

2-2-13ProspectiveRandomzedSmdybetweenEndoscopicandOpenCarpalTumelReleasefbrCarpalTumel
Syndrome-Part4:ComparisonoflmpmvementADLandPhysicalRndings-

SoicmEJIRI,etal．……S123

2-2-14PahnarTendernessafterEndoscopicCarpalTunnelRelease
TaizoKOMSHHKE,etal.……S123

2-2-15AssociationbetweenStenosingTenosynovitisandCarpalTunnelSyndrome-CarpalTunnelRelease
DoesNotHaveaBowstringEffectoftheHexorTendon-

AkimasaMORITA,etal．……S124

15：25～16:10CarpalTumelSyndrome2
Moderator:I.OKUTSU

2-2-16ClincalCharacteristicsoftheCaxpalTmmelSyndromewithPain
YasumroTOYOIZUMI,etal.……S124

2-2-17SurgicalResultofCarpalTumelSyndrome
FUntakaKUDO,etal.……S125

2-2-18RetrospectiveSmdyofEndoscopicCarpalTumelRelease

KeijiroMUKAIYAMA,etal.……S125

2-2-19Preli皿naryResultsofModifiedChow'sECTR

SmgehamUCHIYAMA,etal.……S126

2-2-20EndoscopicSmgeryofCarpalTunnelSyndrome
MamomMATSUMOTO,etal.……S126

16：10～16:50CarpalTunnelSyndrome-Recurrencel
Moderator:M.USUI

2-2-21ReoperationfOrCarpalTummelSyndrome
YasusmMORISAWA,etal.……S127

2-2-22RecuITenceafterCarpalTunnelRelease
WatamOSHIRO,etal．……S127

2-2-23RecuITentCasesofEndoscopicCarpalTimnelRelease

HajimeKniURA,etal.……S128

2-2-24RecurrenceinCarpalTunnelSyndromeandCubitalTunnelSyndrome
AkihikoASAMI,etal．……S128

16:50～17:30CarpalTunnelSyndrome-Recurrence2
Moderator:K.MASADA

2-2-25ClimcalRecoveryinEndoscopicManagementofRecunentldiopahcCarpalTunnelSyndrome
nkiHAMANAKA,etal.……S129

2-2-26Hemodialysis-relatedCarpalTunnelSyndrome:SurgeryfOrRecurrentCases
KemcmNAKAMICm,etal.．…・･S129

2-2-27RecurrentCarpalTunnelSyndromeinLong-tennHaemodialysisPatients
MitsuoYOSHMURA……S130
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OpenCarpalTunnelReleasewithExtensivemexorTendonTenosynovectomyfOrRecurremCarpal
TumelSyndromemPatientwithHaemodialysis

HiroyukiKATO,etal.……S130

2-2-28

Room3

8：20～9:15DistalRadiusFracturel
Moderator:M･OKAMOTO

2-3-1ClinicalResultsofCondylarStabilizingTecmiquefOrCollesFracmre
KQjiMOmYA,etal.……S131

2-3-2SurgicalTreatmentfOrhtra-articularFracturesoftheDistalRadiusbytheLowPromeDoublePlates
-AProspectiveSmdyof36ConsecutivePatients-

MasashiHONJO,etal．……S131

2-3-3ResultofPlateFixationfbrtheTreatmentofAO-C3FracmresoftheDistalRadius

ShuzoKAMEI,etal.……S132

2-3-4TreatmentfbrDistalRadiusFracturesUsingVolarSynnnetricPlate

RyotaroFUJITANI,etal.……S132

2-3-5ClinicalResultsintheTreatmentfOrFracmreoftheDistalRadiusUsingLesslnvasivePahnarPlating

System

MasayukiKAMANO,etal．……S133

2-3-6PlatingwithLeibingerMatrixPlatefbrlntra-articularFracmreofDistalRadius
AkioMAmTA,etal.……S133

9：15～10:10DistalRadiusFracmre2

Moderator:H･TASHIMA

2-3-7ExtemalFixationwithhtramedunaryPinmngfbrtheTreamentoftheDistalRadiusFracture

-TheAnalysisoftheComplicatedUnarStyloidProcessFracmre-

ShinyaNOHDA,etal.……S134

2-3-80perativeTreatmentfOrUnstableFracmreofDistalRadius(AO:23-C3)
MitsunoriSHIGETOMI,etal.……S134

2-3-9TreamentfbrtheComminutedCollesFracmreUsmgtheExtemalFixatorandlntrafocalPinmng

ShinyaMAm,etal.……S135

2-3-10Non-bridgingExtemalFixationfOrUnstableFracturesoftheDistalRadiuswithMassiveDorsalBone
Defect

HiroakiSAKANO,etal.……S135

2-3-11TreamentofDistalRadiusFracmresUsingtheNon-bridgeTypeExtemalFixatorIndividually
AkihikoNAMBU,etal．……S136

2-3-12ComparativeSmdyoftheTreamentofUnstableFracmresoftheDistalRadiusUsingNon-bridging

ExtemalRxationorBridgmgExternalRxation
ChozoUCHKURA,etal.……S136

10：10～10:50DistalRad血sFracture3

Moderator:G.mOUE

2-3-13Post-operativeResultofthelntramedullaryFixationwithCurvedKirschnerWiresfbrhtra-articular
FracturesoftheDistalRadius

ShintarouMASUMOTO,etal．……S137

DoesCalciumPhosphateCementfOrFracturesofDistalRadiusReplacetheBone？
TakahiroHASHn40TO,etal.……S137

PalmerBioactiveBoneCementingfOrtheTMFeatmentofDistalRadiusFractureintheEldedy
JiroNAMBA,etal.……S138

TreatmentfbrFractureoftheDistalEndofRadiuswithUseofNewBioactiveCementG6CAP''

KozoSHIMADA,etal.……S138

４
５
６
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10：50～11:35DistalRadiuIsFracmre4

Moderator:K.SUZUKI

2-3-17AnalysisofROMResmctioninMalumtedFracturesofDistalRadius

NaoyaYAZAm,etal.……S139
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CorrectionOsteotomyfOrMalumtedDistalRadialRacturesUsing3DCADCustom-madeTemplate
TsuyoshiMURASE,etal.……S139

ColTectiveOsteotomyfbrtheMalumtedFractureoftheDistalRadius

EtsuhiroNAKAO,etal.……S140

CorrectiveOsteotomyfOrMalumtedFracmreoftheDistalEndofRadius

ToShih加SUGIOKA,etal.……S140

CorrectiveOsteotomyfbrMalumonoftheDistalRadius

GoromOUE,etal.……S141

12：45～13:45LuncheonSeminarV

2-LS-5VascularizedBoneGraftsinSurgeryoftheUpperLimb

Moderator:H･NAKASHIWIA

HirosmYAJnIA……S142

15：15～16:00BrachialPlexusInju面esl
Moderator:H・KAWAI

2-3-221magingofSpinalColdLesionmBrachialPlexuslnjury
SmmcmYAMAMOTO,etal.．｡…・S143

2-3-230xygenMetabonsmatUpperExtrimityMuscleaftertheOperationoflntercostalNerveTransferm
BracmalPlexusmjuryPatients

Yu随mdeNISHnIURA,etal.……S143

2-3-24UltrasoundSmdiesontheFreeMuscleThfansfer

NarihitoKODAMA,etal．……S144

2-3-250utcomeAssessmentofQualityofLifeaftertheSurgeryofBrachialPlexuslnjury
IzumKITAJn4A,etal．……S144

2-3-26AssessmentofQualityofLifeatBrachialPlexusBirthPalsy
HikonoAIm,etal.……S145

16：00～16:45BrachialPlexusInjuries2
Moderator:N・MSHIJIMA

2-3-27RestorationofElbowFlexioninBrachialPlexuslnjurywithPhremcNerveTransfer

NaoyalCHIOKA,etal.……S145
2-3-28ClimcalResultofContralateralC7RootNeurotizationtotheMedianNerveinBracmalPlexus

InjurieswithTotalRootAvulsion

TakanoriSAITOU,etal.…･･･S146

2-3-29SiglificanceofPrehensileReconstructioninDoubleFreeMuscleTransfer(DFMT)

SemhTAKKA,etal.……S146

2-3-30VascularizedmnarNerveGraftfbrUpperExtrentyReconsmlction
YasunoriHATTOm,etal.……S147

2-3-31ReconstructionofShoulderAbductionUsingInter℃ostalNerveTransfertoThoracodorsalNerve
inTotalorC5-8RootAvulsionCases

YasuhitoTAJRI,etal.……S147

16：45～17:25BrachialPlexuslniuries3
Moderator:N.OCHUA1

2-3-321sitTruethatSpinalCordIniuriesOccurinVeryFewPatientsofBrachialPlexuslnjmeswithRoot

Avulsions-hvestigationwithMeasurementofStrengthsofThighMuscles-
Tanehl皿NAKAGAWA,etal.……S148

2-3-33TreatmentfbrBracmalPlexusPalsywithUpperRootInjuries-TheDifferenceofRegenerationwith

MethodsofNerveRepair-

YukioNAKATSUCHI,etal.……S148

2-3-34Long-tennResultsofFunctionalReconstructionofThFaumaticBracmalPlexuslniuryinChild
YasunoriHATTOm,etal.……S149

2-3-35BrachialPlexusInjuryinChildrenCausedbyAirBagDeployment
HimakiOGIHARA,etal.……S149

－83－



Room4

8：20～9:00ScaphoidNommion
Moderator:J･TANAKA

2-4-lSurgicalResultsofConventionalRusse'sProcedureandVascularizedRadialBoneGraftfbrScaphoid
Nonunion

KatsmorimAGAm,etal．……S150

2-4-2SalvageOperationofScaphoidFractureNonunion
MasakiTOMATSURI,etal．……S150

2-4-3SelectionofBoneGraftMethodfbrtheScaphoidFracture
HikaruTASIWA,etal．……S151

2-4-4RecurrentNon-umonoftheScaphoidaherFreeBoneGrafting
MasaharuMAKINO,etal．……S151

9：00～9:45FlexorTendonLaceration

Moderator:Y.HORIUCHI

2-4-5EallyActiveMobilizationAfterFlexorTendonRep血inZone4and5
SatoshiFUJITA,etal．……S152

2-4-6MeshReinfbrcedT℃ndonGraftandEarlyActiveMobmzationfOrOldFingermexorTendonlnjury

HiroyukiOm,etal.……S152

2-4-7HexorTendonRepairandTenolysismZonenofChildrenunder6YearsOld
TakaeYOSInZU,etal.……S153

2-4-8ClMcalAssessmentofmexorTenolysisafterMetacarpalandPhalangealFractures

NatsuyaOSADA,etal.……S153

2-4-9EndoscopicReleaseofmexorTendoninDiabeticStiffHand
YasusmNAKAO,etal.……S154

9：55～10:40Replantation
Moderator:M･YOSHmⅥURA

2-4-10TheClimcalSmdyofTimmgofCdticalThrombosisafterReplantationSurglyoftheDigits
AkihitoMIYATA,etal.……S154

2-4-11UsemnessofthePulseOximeterfOrtheManagementofDigitalPost-replantation

KenjiroHASEGAWA,etal.……S155

2-4-12SuperLizerllradiationtotheSatemteGangnon,asaTreatmentfbrthehnprovementofBloodFlow

afterSmgicalTifeamentmDigit

RyoHATTOm,etal．……S155

2-4-13Fonow-upSmdyofThumbAmputation(ImpossibleReplantation)
KemcmmuTERAMOTO,etal.……S156

2-4-14ReplantationfOrFingerTipAmputationinCmldren

TatsuyaYOSHIDA,etal.……S156

10：40～11:25FmgertipInjuries
Moderator:G.NISRI

2-4-15TreamentfOrFingertipAmputation

IsaoSASAm,etal．……S157

2-4-16NewStrategyfOrFingempAmnputation:PalmarPockemngwithVolarAdvancementMethod
SusumuSAn､O,etal．……S157

2-4-17ResultsandPostoperativeComplicationsofTreatmentofFmgertipAmputationsUsingBrentMethod
MasatoKUROKAWA,etal.……S158

2-4-18StepV-YAdvancementmapmtheReconstmctionofSkinDefectofFmgertip
AkihiroOGNO,etal.……S158

2-4-19MinimumhvasiveSurgeryfbrFingertipInjuries
GanMUNEUCm,etal.……S159

11：25～12:10Microsurgery
Moderator:I.KOUSHIMA

2-4-20 QualityofLifeafterVascularizedToeorToeJointTransfers

KoheiKANAYA,etal.……S159
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VascularizedFascialFlapTransferfOrReconstructionoftheFinger

ShogoKAJI,etal．……S160

ReconstmctionofComplexDorsalInjuryoftheHand
SatomKUDOH,etal.……S160

Reverse-flowmnodorsalFlapTransferfOrThumbReconstruction
ShoheiOMOKAWA,etal.……S161

ReconstructionofFingerTipwithReverseDorsalDigitallslandFlap

HiroyaSENDA,etal.……S161

１
２
３
４

２
２
２
２

４
４
４
４

２
２
２
２

13：55～15:45VideoSymposiumnmexorTendonRepairinZonen
Moderators:T.YOSHTZU

H｡KATO

2-VS2-1TendonSutuITinglnandDistalof｡GNoMan'sLand''
TosmmtoYAMAGUCm,etal．……S162

2-VS2-2AggressiveActiveMobilizationFollowmgZone2FlexorTendonRepairUsinga2-strandHeavey-

GaugeLockingLoopTechmque
HitoshiHATANAKA,etal.。…・・S162

2-VS2-3mexorTendonRepairwithY1ProcedureandEallyActiveMobilization
NaotoTSUBOKAWA,etal.……S163

2-VS2-4FlexorTendonSutureUsingDoubleTsuge'sLoopSuture
OsamulSHIDA,etal.……S163

2-VS2-5FlexorTendonRep血inZoneland2FollowedbyModifiedmeinertMobinzation
HimyukiKATO,etal.……S164

15：55～17:15VideoSymposiumIHTreatmentofContracmreoftheFingers
Moderators:M.OCHI

S･TAKIGAWA

2-VS3-1Post-traumaticContractureoftheHngerJoint
SouichirouTAmGAWA……S164

2-VS3-2SurgicalTreatmentfbrDupuytrenContracnn巳
Jun-ichilSHKAWA,etal.．．…・S165

2-VS3-3MuscleShdingOperationfOrtheTreatmnentofEstabnshedVoknann'sContracture
TomSUNAGAWA,etal.……S165

2-VS3-4HapTransferfOrtheTreatmentofSoftTissueContracture
YuzabmouNAMBA,etal．……S166

R⑪0m5

9:00～9:55Dupuytren'sContracmre
Moderator:H.SENRUI

2-5-1FrequentEstablishmentofLong-term-culmreMyofibroblastCellLmesfromDupuytren'sNodules
KazumdeYUBA,etal.。｡…・S167

2-5-2ResultsofOpenPahnMethodsinDupuytren'sContracture
HdekazuSUZUm,etal.……S167

2-5-3PartialOpenMethodandEarlyExerciseinSurgicalTreatmentofDupuytrenContracture
YoshiyukiASADA,etal.……S168

2-5-4ClimcalSmdyofDupuytren'sContracmre
YuichiroYOSHIDA,etal.……S168

2-5-5CIMcalResultsofSurgicalTreatmentfOrDupuytren'sContracture
AtsushiOKAZAm,etal.……S169

2-5-6TheEffectofVCSfbrtheComplaintsaftertheOperationoftheDupuytren'sContracture
ToshihitoYAMAGUCm,etal.……S169

10：05～10:45CongemtalDiHerencesl
Moderator:E･HORH

2-5-7EvaluationofADLfOrCongemtalRadio-uharSynostosis
YumikoKANAUCm,etal．……S170
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RotationalOsteotomyoftheDistalRadiusfbrCongemtalRadioulnarSynostosis

MichiyoFUJMOTO,etal.……S170

Pre-operativeDistractionLengthemngfOrRadialClubHand
HitosmTOmGOE,etal.……S171

OperativeTifeatmentfbrMadelungDefbrmity

YoshhsalWATA,etal．……S171

10：45～11:30CongenitalDimerences2
Moderator:T･OGmO

2-5-11RepeatedSurgeriesfbrDuplicationoftheThumb

HarukazuSAITO,etal.……S172

2-5-12SmgicalTreamentfbrCongemtalnlumbinPalmDefbnmty
EmikoHORn,etal.……S172

2-5-13AnOpponensplastybyAbductorPollicisBrevisTransferfbrCongemtalDefOnmtyoftheHand
ShimchiroTAKAYAMA,etal.……S173

2-5-14TheResultofSurgicalTreatmentfOrmnarRayDefficiency
YokomSm,etal.……S173

2-5-15MetacarpalBoneLengthemngfbrCongemtalHandAnomalies
TakesmMIYAWAm,etal．……S174

11：30～12:10NerVeInjuries,etc.
Moderator:K･KIJR1HARA

2-5-16ResultsofSmgicalTreatmentfOrAxillaryNervelnimes
MikihiroSHIRASU,etal.……S174

2-5-17Five-casesReportofConversionDisorder

KiyomtoFUNAm,etal．……S175
2-5-18TreamentfbrMusicianHand

YasushiNAKAO……S175

2-5-19TifaumaticAneurysmofUharArterymtheHandCausedbyBluntTrauma
KenYAMAMOTO,etal.……S176

PosterA

10：15～10:35BasicResearch

Moderator:S･OMOKAWA

2-Pa-20HexorDigitorumProfilndusTendonTensionDuringFingerManipulation:AStudyinHumanCadaver
Hands

TatsmoTANAKA,etal.……S177

2-Pa-21mexorTendonRepairUsingtheTenoFixTMSystem
KeiKOGA,etal.．…・・S177

2-Pa-22TheEfrectofPartialA2PulleyExcisiononGndingResistanceandPulleyStrength加v"m
TatsuroTANAKA,etal.……S178

2-Pa-231mprovedEndogenousTendonHealingwithMonofilamentNylonCoatedbyBasicFibroblastGrowth
Factor-AnExperimentalSmdyUsmgGradualReleaseSystem-

YoshitakaHAMADA,etal.……S178

10：35～11:00CongenitalDimerences
Moderator:H･KAWABATA

2-Pa-24CmmcalSmdyofCongemtalAnomalyoftheHand
KazumaSAWABE,etal.……S179

2-Pa-25TreatmentfbrEpidennolysisBullosaHereditaria
YoshimasaTOMrrA,etal.……S179

2-Pa-260steotomyFollowedbyR℃eFatGraftinComplexSyndactynes

TakUjiNARUSE,etal.……S180

2-Pa-27SevenCasesofAberrantMuscleswithHypertrophyoftheUmateralUpperExtrenties
HtomMAKINO,etal.……S180
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2-Pa-28TreatmentandLong-tennFOllow-upResultfOrMacrodactyly
YunOHMURA,etal．……S181

11：00～11:15SnappingFmger
Moderator:K.KmⅦOm

2-Pa-29TIiggerHngerinChildren

YosmmmSUGnIOTO,etal．…･･･S181

2-Pa-30TwoCasesofStenosmgTenovagntisofExtensorDigitiMimm

TomoyukiROKKAKU,etal.……S182

2-Pa-31TreamentofSnappingFinger
NaokiSUGnA,etal.……S182

11：15～11:35Microsurgery,etc.
Moderator:Y･mADA

2-Pa-32HeatPresslnjuryoftheUpperExtrenty
YosmmkoTSUCHIDA,etal．……S183

2-Pa-33FreemacBoneGrafifbrCompositeTissueDefectofFinger
SatoshiMATSUDA,etal.……S183

2-Pa-34SmgicalTreamentofFingerTiplnjmy
HroshiMATSUSAm,etal．……S184

2-Pa-35TreamentOptionfbrAllenLevel4Fingemplnjury-GraftFrapProceduremaybeaGoodOption-
KQjiTANAKA,etal.……S184

POsterB

10：15～10:40CarpalTunnelSyndromel
Moderator:M・NOGUCHI

2-Pb-21ComparativeoftheDisabilitiesoftheArm,Shoulder,andHand,andSF-36fbrCalpalTmmelSyndrome
ToshihiroSEm,etal.……S185

2-Pb-22EvaluationofLintedOpenSurgeryfOrCaxpalTumelSyndrome:CoIrelationCIMcalFindingswith

NerveConductionStudy

KazusmgeHASEGAWA,etal.……S185

2-Pb-23DistalLatencyoftheMedianMotorNerveintheOperationfbrtheCarpalTunnelSyndrome
TakashiSHn,AMA,etal．……S186

2-Pb-24PostoperativeNerveConductionChangesafterEndoscopicCarpalTunnelRelease
MasanoriHAMADA,etal.・・…・S186

2-Pb-25ModifiedUltrasound-assistedCarpalTunnelRelease
KemcmNAKAMICm,etal.……S187

10：40～10:55CarpalTummelSyndrome2
Moderator:N.TSUBOKAWA

2-Pb-260pponensplastybytheModifiedCamitz'sMethod
.JunsmnNAGAMINE,etal.……S187

2-Pb-270pponoplastyfbrSevereCarpalTunnelSyndrome:ASublimisTendonTransferwithRemnantFlexor
RetinaculumPulleySystem

TakeshiEGI,etal．……S188

2-Pb-28EarlyRehabintationfbrNewMethodofOpponensplastyinCarpalTumelSyndrome
RitsuTSUJmiOTO,etal.……S188

10：55～11:30EntrapmentNeuropathy
Moderator:K･SAKAI

2-Pb-29PredictionfbrPostoperativeRecoveryofChiefComplaininCubitalTunnelSyndrome
TommlE,etal.……S189

2-Pb-30CubitalTunnelSyndromeinSportsPlayers

JunyaSASAm,etal.……S189

2-Pb-31CubitalGroovePlastyfbrUlnarNeuropathyafterTransposition
AkihitoTSUHNO,etal.……S190
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TwoCasesofCompressionSyndromeoftheReccurentBranchoftheMedianNerve
KazukiKUNIYOSm,etal.……S190

AcuteCompressionoftheMedianNerveattheElbowbytheLacertusFibrosis

HdeakiMATSUOKA,etal.……S191

AnAnalysisoftheRadialNerveParalysisattheElbow

YoshihiroMATSUBARA,etal．……S191

ConservativeTheatmentofAnteriorandPosteriorhterosseousNervePalsy

T血chiMATSUMOTO,etal.…･･･S192
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PosterC

10：15～10:35ScaphoidFracmre
Moderator:R・KAKINOKI

2-Pc-20MimmumhvasiveSurgeryfbrScaphoidFractme
JuichiTANAKA,etal.……S193

2-Pc-210urResultofOperationfbrFreshScaphoidFracturesUsmgAcutrakScrew
NaokiMAEGAWA,etal.……S193

2-Pc-22TheOperativeTreatmentofScaphoidFractureunderLocalAnesthesia
AkiraHARA,etal.……S194

2-Pc-23SurgicalTreatmentUsingAcutrakScrewinHandSurgery

NobomlKEDA,etal．……S194

10：35～11:05FracmreOftheWriSt

Moderator:K.FUJIO

2-Pc-24ClinicalAnalysisfbrFractureofHamateHookinSports
YosmhikoTANNO,etal.…･･･S195

2-Pc-25TreatmentofFracmreoftheTrapeziumBody
TadahitoTOSHniA,etal．……S195

2-Pc-26SurgicalExcisonfbrtheFractureoftheHookoftheHamate

IsaoTADANO,etal.……S196

2-Pc-27TreatmentofCarpalBoneDislocations

KeikichiKAWASAm,etal.……S196

2-Pc-28TreatmentoftheUharHeadFracture

KeiSUGAWA,etal.……S197

2-Pc-29ClinicalResultsofFracmreofDistalUlna

YoshihamNAKAMURA,etal．……S197

11：05～11:35ElbowandForeaImlnjuries
Moderator:K･mAGAKI

2-Pc-300perativeTreatmentofMonteggiaFracmresinChildren

MasayosmlKEDA,etal.……S198
2-Pc-31TraumaticDislocationofRadialHeadwithAcutePlasticDefOrmationofUlna

HiroyukiCHINO,etal.……S198

2-Pc-32AReviewofOutcomesmPatientswithFloadngElbow
IkuoSAITO,etal．……S199

2-Pc-33CEnicalResultofConcomitantlpsilateralFractureoftheHumerusandForeann

NaohideTAmGAWA,etal.……S199

2-Pc-34Min加allylnvasivevs.ConventionalPlateOsteosynthesisfOrForeannFractures

KazuyosmYAMANAKA,etal.……S200

2-Pc-35TIue/FlexhtramedullaryNailingfbrForeannFractures
HisasmYAMAMOTO,etal.……S200
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POsterD

10：15～10:35Imagingl
Moderator:T･MURASR

2-Pd-17Three-dnensionalComputedTomographyfOrtheTendonoftheHand
TsunemkolSHIZU,etal.……S201

2-Pd-18TY1ree-dimensionalCThnagingofExtensorTendonsintheHandandWrist

TomSUNAGAWA,etal.……S201

2-Pd-19TheColorDopplerUtrasonographyfOrDiseasesoftheUpperExtIemty
KazuhikoHIRACm,etal.……S202

2-Pd-20QuantitativeEvaluationofWristJointCartilageUsingUtrasomcProbe

YasunoriKOBATA,etal.……S202

10：35～10:551maging2
Moderator:Y.NAKATSUCHI

2-Pd-21MRNeurographyofBracmalPlexus

HiroshiARINO,etal．…･･･S203

2-Pd-22MmofMuscle-ItsAbilitytoDetectPeripheralNeuropathymEarlyStages-

ShuUjiOKINAGA,etal.……S203

2-Pd-23MagneticResonanceImagingofDenervatedSkeletalMusclesduetoPeripheralNervePalsy
EikoYAMABE,etal．……S204

2-Pd-24CorrelationofMmFindingstoNerveConductionVelocitiesintheHandswithldiopathicCalpal

TunnelSyndrome

SmgeharuUCHIYAMA,etal.……S204

10：55～11:25RheumatoidArthritis

Moderator:M.ISHIZUKI

ChnicalApplicationoftheCarpalStretchTestfbrRAWrist
KazuhikoMATSUSHTA,etal.……S205

hnplantArthroplastiesofFingerJointfbrtheRheumatoidPatients-UsingSelfLockingFinger
Joint(SLFJ)-

NatsukoNAKAGAWA,etal．……S205

MESFingerProsthesis-AMimmumThree-yearFollow-叩一

KazummMASADA,etal.……S206

ElbowSynovectomyinRheumatoidArtmtis

RyusukeOSADA,etal.……S206

TotalElbowArthroplastyUsingSen-constrainedProsthesis
MasatakaNOGUCm,etal.……S207

ResultsofS加ultaneousTERandWIistArthroplastyfOrRA

AkimroFUKUI,etal.……S207
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TravelingFellowSession

BunnelITravelingFellow

KevinChiChung,MD

AssociateProfessorofSurgelywithTenure,Departmentof

Surgery,SectionofPlasticSurgery,UniversityofMichigan,

AnnArbor,Michigan,USA

HKSSHExchangeTravelingFellow

Che-yuenLo,MD

SeniorMedicalOfficer,DepartmentofOrthopaedics&

Traumatology,QueenElizabethHospital,HongKong



BunneIITravelingFellow

MedicalVolunteeringintheDevelopingWorld,

theHondurasandCambodiaExperience

KevmCmChung,MD

AssociateProfessorofSurgerywithTenure,DepartmentofSurgery,SectionofPlasticSurgery,Umversityof

Michigan,AImArbor,Michigan,USA

MedicalVolunteeringhasbeenanincreasmglymportantmissionfbrtheAmericanSocietyfOrSurgeryoftheHand

(ASSH).ThroughpartnershipwithHealthVolunteersOVerseas(HVO),membersoftheASSHhaveestablished

programsindevelopmgcountriestofbsterthehandsurgeryspecialtythroughpatientcareandphysicianeducation.

IhaveparticipatedmvolmteermgmpstoTegucigalpa,HondurasandPmomPenh,Cambodia.Mympsconsisted

ofone-weeksessionsthatstartedwithpatientscreeningandprioritizationoftheoperativecasesfbrtheweek.Most

handconditionsal巳traumaticinjuriesfromviolenteventsanduntreatedburncontracturesinchildren.Onlypoor

patientsaretreatedmhsprogram;paymentsarenn加al,sometimesconsistmgofablooddonationfrompatients

ortheirfamiliesinHonduras.

Thelocalsurgeonsandtraineesareinstructedonthepreandpostoperativeevaluationofhandpatients.Surgical

tecmiquesareilmstratedcarefilllytoenablethelocalphysicianstobeproficientmtakingcareoftheirpeople.

Afternoonlecturesemphasizecommonconditionsseenmtherespectivesites・'IYlelecmresdiscussedmanagement

oftraumatichandinjmes,distalradiusfracmres,infectionsofthehand,replantation,andwristpathology.

Myvolunteeringexperiencegavemeabroaderperspectiveoftheurgentissuesfacmgalargesegmentoftheworld

populationwhoarewithoutanymedicalcare.Iappreciatetheopportunitytolendahelpinghandinshapmgand

trainmgfiltmehandsurgeonswhowillbeleadersmtheircountries・Equallyimportant,Iwasabletochangethelife

ofeverypatientltreated,byrestomgfUnctiontoanotherwiseuselesslimb・Althoughtheendeavorofasmglehand

surgeonmaybelimited,thecumulativeeffortofthehandsurgerycommunityinthedevelopingworldcanmakean

importantdifferencetothelivesofmany.IamgratefUltotheJapaneseSocietyfbrSurgeryoftheHandfOrextend-

mgmethishonortopresemthisreportattheannualmeetmg.
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HKSSHExchangeTravelingFellow

SemiconstrainedTotalElbowArthroplastyinChineseRheumatoidPatients

LoCY,LeeKB,WongCK,ChangYP

SemorMedicalOfficer,DepartmentofO曲opaedics&Traumatology,QueenElizabethHospital,HongKong

【INTRODUCTIONITotalelbowarthroplastyisawell-establishedtreatmentoptionfbrrheumatoidpatientshavmg

elbowinvolvement・However,theuseofsenconstrainedelbowreplacementmChineseisnotwendescribed.nle

aimofhssmdyistoreportourresultsandtheassociatedsurgicaldifficultieswithCoonrad-Morreyprostheses.

【METHODSITheresultsofsemiconstrainedtotalelbowarhoplastyperfonnedbetweenl992and2003wereret-

rospectivelyreviewed・OnlyChinesepatients伽plantedwithCoonrad-MolTeyprostheseshavmgminimuml-year

fOnow-upweremcluded.

【RESULTSITYlerewere3maleandllfemalepatientswithl2rightand51eftelbows.Themeanageatthetime

ofsurgerywas58years(range40to77years).ThemeandurationoffOnow-upwas39months(rangel2tolO1

months).Aftertheoperations,allpatientsweresatisfiedandtherewasnopainml5elbows;theMayoElbow

PerfonnanceScorewasmprovedfiomanaverageof40(range20to75)toanaverageof93(range65tolOO);the

arcofflexionwasimprovedfiFomanaverageof89｡(rangeO｡tol25｡)tolO4｡(range35｡tol25｡).Therewere

earlycomplicationsm7elbows(41%)andlatecompUcationsaslooseningofthearticularcouphgmechanismm2

elbows(12%).Onlythesizesof4加plants(24%)couldbepledictedaccmatelybytheplanningtemplate.

【DISCUSSIONANDCONCLUSIONIWefOmdthattheresultsofsenconstrainedtotalelbowarthroplastym

Chineserheumatoidpatientswereencouragmgevenwithahighmcidenceofcomplications・Thesurgicaloperation

wastechnicallydemandmgandmodificationshadbeenmadetofacilitateit.
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1-S1-1

神経端側吻合の臨床応用

PeripheralNerveRepairbyEnd-to-side-neu-

mrrhaphy

'三重大学整形外科，2鈴鹿回生総合病院

○平田仁!，藤澤幸三2，長倉剛！

森田哲正2，内田淳正！

【目的】我々は末梢神経端側吻合の基礎的な研究

より,運動機能の回復には周膜ウインドーが必要，

再生軸索は本来の神経細胞に由来する可能性が高

い，再生は縫合部での発芽ではなくより中枢での

神経ネットワークの再構築による，事を報告して

きた．これらの結果を踏まえ5例に対し神経端側

吻合を用いた．

【症例】全例周膜ウインドーを作成し神経端側吻

合を行った．指神経損傷例2例，腕神経叢損傷2

例，前腕伸筋群欠損例1例であった．指神経損傷

例は母指，中指各1例で，何れも不全切断例であ

った．腕神経叢損傷例は1例がC5-7根の損傷例

で，他の一例は肩関節脱臼骨折を合併するzone

Ⅲ/Ⅳでの肩甲上神経と後束の損傷例であった．

前腕伸筋群欠損例は血管柄付薄筋移植を行った際

に神経を尺骨神経に対し端側吻合した例であっ

た.結果：指神経修復例ではチネルサインの出現，

知覚の回復にかなり長期間を要した．追跡調査時

2PDは15mm以上と不良であったが,SWはS3と

良好な回復を示した．更に2例とも損傷された神

経の支配領域の感覚として認知していた．腕神経

叢損傷例はZonelでの損傷例では全く機能回復が

見られなかった．これに対しZonem/Ⅳでの損傷

例は術後14ケ月で肩周囲筋，上腕三頭筋の，術

後18ヶ月で手関節背屈の回復を認めたが．筋力

はMMT3に留まった．筋肉移植例では術後Sか月

で手関節，手指の伸展が可能となったが，筋力の

回復はWT3以上には回復しなかった．

【結論】神経端束吻合は感覚神経の修復に用いた

際には満足すべき結果が得られたが，運動神経の

回復は不確実であり，部分神経移行術が優るもの

と思われた．一方でドナー神経に障害を生じない

事は本法の利点と考えられた．

-S1-

1-S1-2

有連続性上肢神経損傷に対する術中電気

生理学的検討とPGA-Ctubeによる生体内

再生医療

lizs""TissueEngineeringUsingaPGA-Collagen

TubeandlntraoperativeElectrophysiological

AssessmentforPeripheralNervelnjuriesin

Continuity

1奈良県立医科大学救急医学，z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

皮膚科

○稲田有史1，清水慶彦2，中村達雄2，

森本茂3，山科幸夫4

2002年4月からPGA-C(Polyglycolicacid-Conagen)

mbeによる末梢神経欠損に対する生体内再生治療

を開始した．この過程のなかで,PGA-Cmbeが，

単なる神経欠損だけではなく，神経因性瘻痛に対

して効果があることが患者の訴えから明らかにな

ってきた．しかしながら，神経損傷の多くは有連

続性神経障害であり，その治療方針の決定に術中

電気診断は欠かせない．今回，自作の刺激電極を

用いて術中神経刺激による神経活動電位の有無に

よって,PGA-Ctubeの使用を決定する治療方針

を採用したので，その短期成績を示す．

【症例】症例は5例，男性3例，女性2例である．

年令は，26-58才，罹患神経は固有指神経2例，

僥骨神経1例，尺骨神経背側枝2例神経，受傷か

ら再建までは，3ケ月から10年，全例painclinic

でCRPStypeⅡと診断され，保存的治療を受ける

も痔痛完治しない症例で，明瞭な異痛症を認めか

つ，痛みが片側上肢に限局するものを治療対象と

した．術中展開時に神経障害部でCompound

nerveactionpotential(CNAP)を測定して，導出

できないものは,PGA-Ctubeで置換し，導出の

みとめられた1例母指指神経では神経剥離術にと

どめた．僥骨神経例では同時に母床の血行再建を

行った．

【結果】SNAP導出を得られた固有指神経剥離例

では，2ヶ月で神経因性瘤痛が改善された．他の

4例の経過は最高4ケ月であるが術前にみとめら

た異痛症は全例が改善されている．今後，長期経

過をみる必要があるものの，我々の治療方針につ

いての臨床経過を報告する．



1-S1-3

腕神経叢損傷に対する神経移行術の成果

と課題

OutcomesandProblemsofNerveTransferfOr

BracmalPlexuslnjuries

星ケ丘厚生年金病院整形外科

○河井秀夫，秋田鐘弼

機能している神経をdonornerveとして，損傷を

受け回復不能な神経へ縫合する神経移行術は，神

経根引き抜き損傷を伴った腕神経叢麻輝に対する

肘屈曲や肩機能再建術として行われている．代表

的なdonornerveである肋間神経や副神経は,26

文献965例から検討した肘屈曲機能再建術では，

肋間神経72パーセント，副神経77パーセントで

肘屈曲力3以上が獲得でき，肩機能再建術では肩

甲上神経や腋窩神経の神経再生を計ることで有用

な回復が得たと報告されている．また神経移行術

のdonornerveとして，罹患側の尺骨神経や反対

側C7神経などによる術後成績が報告されている．

機能上有用な回復を筋力4以上と評価すれば，神

経移行術の術後成績は厳しいものとなる．また術

後年余を経て筋力4以上に回復した場合でも，筋

力，筋収縮速度，耐久性，持続性などは健常側と

の比較では低下している．神経移行術による機能

回復程度は，再生神経数，知覚運動神経線維の割

合，効果器までの再生距離，再生速度により相違

する．また，目的とした機能の複雑性，再建神経

数や移行神経が保持していた機能に影響される．

われわれはより良好な機能回復を目指して，神経

根引き抜き損傷を合併した上位型腕神経叢麻痒を

対象として，患側肢から正中神経部分移行術や僥

骨神経部分移行術を併用した肩および肘屈曲機能

再建術を行った．症例は11例で，術後経過期間

は12ケ月から78ケ月，平均44ケ月であった．神

経手術の内訳は筋皮神経への正中神経部分移行術

9例，腋窩神経への僥骨神経部分移行術6例，肩

甲上神経への副神経移行術4例,C5およびC6か

ら上神経幹への神経移植術3例であった．これら

の神経手術により，円滑な肘屈曲機能と安定性の

ある肩機能が獲得できた．

1-S1-4

臨床応用をめざしたscaffoldの開発

一軟骨および腱・靱帯の再生に向けて一

DevelopmentofNovelScaffoldMaterialfbrCarti-

lageandLigamentTissueEngineering

北海道大学整形外科

○岩崎倫政,山根慎太郎，眞島任史，

三浪明男
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組織工学的手法を用いた再生医学・医療において

きわめて重要な因子は，細胞，細胞の足場となる

scaffbld,細胞に対する各種シグナルの3つである．

これらの因子はどれもが組織再生過程において重

要な役割を果たすが，臨床応用を考えた際にはこ

れらの中でも特にscaffOldの選択が重要であると

言われている.ScaffOldに要求される条件として

は，一般的に生体内親和性および生分解性が挙げ

られるが，運動器組織再生においては他にいくつ

かの因子を考慮すべきである．第1に，組織再生

までの間,力学的負荷に耐えうる強度を持つこと．

第2に，運動器組織の特徴は比較的少数の細胞が

豊富な細胞外マトリックス内に存在しているとい

う特徴をもつ点である．このことは，運動器組織

中においては細胞間のシグナル伝達より細胞-マ

トリックス間のシグナル伝達が重要であることを

示す．従って,scaffOldにも細胞外マトリックス

成分を組み込むことにより，細胞-マトリックス

間のシグナル伝達をシミュレーションする必要が

あると考えられる．我々は，これらの観点から従

来より用いられてきたゲル等のscaffOldマテリア

ルは運動器組織再生には不十分と考え,fiber構造

を基盤とした3次元fabricationscaHHoldを開発して

きた．さらに，その素材として軟骨組織中に多く

存在し，生理的活性を多く持つとされるプロテオ

グリカン成分を導入してきた．この新規scaffOld

マテリアルを用いることにより，軟骨細胞および

線維芽細胞培養において優れた細胞増殖性および

細胞外マトリックス産生が得られた．さらに，適

度な力学的強度を持ち，生分解性もある程度コン

トロールすることも可能となった．本発表では，

我々が開発してきた新規scaffOldマテリアルの運

動器組織再生に対する有用性について，軟骨およ

び腱・靱帯再生に焦点をあて報告する．



1-S1-5

肘関節軟骨損傷に対する組織工学を用い
た硝子軟骨様組織移植

ThansplantationofTissue-engineeredCartilagefbr
ChondralDefectoftheElbow

I島根大学整形外科，2広島大学大学院整形外科

○内尾祐司'，越智光夫2

私達は2例の広範な肘関節軟骨損傷に対して組織

工学を用いて作製した硝子軟骨様組織移植術を行

ったので，その術後成績を報告する．

【症例1114歳，男子．少年野球歴5年．4年前に

左肘痛が生じ，外野手に転向したものの，左肘関

節痛は軽減しなかった．2ヵ月前，ボールを打っ

た瞬間に左肘関節痛が増強し肘関節の伸展制限が

出現した．本症例に対して左上腕骨小頭に生じた

離断性骨軟骨炎の診断で肘関節鏡を行い1．0×

1.8cmの剥離した軟骨片を摘出した．この軟骨片

から酵素処理にて軟骨細胞を単離しアテロコラー

ゲンに包埋し軟骨様組織を作製した．3週間の培

養後，肘関節を展開し，軟骨欠損部を骨膜で被覆

した後，軟骨様組織を移植した．2週間のシーネ

固定の後，可動域訓練をした．術後2年，肘痛な

く可動域は（5｡～135｡）で肘関節鏡にても良好

な関節面を得ていた．

【症例2】39歳，男性．3年前，交通事故により，

左僥骨頭骨折および左上腕骨小頭の骨軟骨欠損を

生じた．骨軟骨欠損に対して他院で骨穿孔術を受

けたが，肘痛と可動域制限（22｡～142｡）が残存

した.本症例に対して，左膝関節から関節鏡視下

に約lgの軟骨片を採取し，軟骨細胞を単離して

軟骨様組織を作製した．3週間の培養後，1．2×

1.5cmの骨軟骨欠損部に対して上記と同様に軟骨

様組織移植術を行った.術後1年では肘痛軽減し，

関節可動域は18。～130.である．本法は広範な

肘関節軟損傷に対して硝子軟骨で修復可能であ

り，短期成績ではあるものの，本症に対する有効

な治療法の一つであると考える．
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肋骨肋軟骨移植および肋軟骨膜移植によ

る手指関節の再建

FingerJointReconstructionUsingCostal

OsteochondralGraftandChondroperichondrial
Graft

!慶應義塾大学整形外科，2国立成育医療センター

整形外科，＄川崎市立川崎病院整形外科，4慶友整

形外科病院,5済生会神奈川県病院整形外科

○佐藤和毅'，高山真一郎2，堀内行雄3，

伊藤恵康4，佐々木孝，

【目的】重度の軟骨損傷を伴う手指関節の再建は

困難であるが，われわれは関節機能および軟骨の

再建を目的に肋骨肋軟骨移植(Costalosteochond-

ralgraft以下COG)および肋軟骨付き肋軟骨膜移

植(Chondroperichondrialgraft以下CPG)を行っ
てきた．これらの術式の有用性を検討する目的で

術後成績を調査し，さらに一部の症例で生検によ

る再建軟骨の評価を行った．

【症例】OCGは19例20関節,CPGは29症例32

関節に施行した．男性45例，女性3例で，年齢

は17歳から68歳で,MP関節7,PIP関節39,

DIP関節3,母指IP関節3と，ほとんどがPIP関

節の再建であった．受傷あるいは発症から手術ま

での期間は様々で，1年以上の陳旧例が15例を占

め，40年を超える症例もあった．術前の関節可

動域は大半が15.以下であり，42例は関節強直に

近い状態であった.Surfacereplacementである

CPGは，化膿性関節炎による強直例や骨欠損の

少ない外傷例に用いた.COGは軟骨面の欠損が

大きい症例を適応とし，関節軟骨の欠損面積の平

均は66％であった．これらの内10例では，術後

約6カ月のシリコンシート抜去あるいは抜釘時に

移植軟骨の生検を行った．

【結果および考察】臨床成績は可動域改善角度に

より評価したが，60°以上改善が14関節，20‐

60.が25関節，20.以下13関節と，すべて良好と

はいえなかったが，可動域が良好な症例では移植

軟骨は生着し，6カ月時点では硝子軟骨様構造が

維持されていた．移植軟骨の長期的運命はなお不

明であるが，術後1年間程度の時点で良好な可動

域が獲得されていれば,X線上関節裂隙は経時的

に狭小化するものの長期的に臨床成績は維持さ

れ，手指関節軟骨の再建に有用と考えられた．
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TheProximallnterphalangealJoint:OurNemesis

A25-yearOdysseyinEvaluationandTreatment
forFracturesandDisIocations

HillHastingsl1,M.D.

ClinicaIProfessor,DepartmentofOrthopaedicSurgery,

IndianaUniversityMedicalCenter

ThelndianaHandCenter,Indianapolis,Indiana,USA

TheProximallnterphalangeal(PIP)Jointisunusuallypronetomjurybecauseofitslimited,singularplaneof

motionandthelongleverarmthroughwhichbending,axialandrotationalforcesappliedtothefingertipare

magnifiedatthePIPjOint.Fracture/dislocationsofthePIPjointhaveeludedtheacceptanceofanyonemethodof

treatment.Mosttreatmentmethodsreportedintheliteraturehaveemployedvaryingtechniquestofracturesof

differingpattemsappliedtoalimitednumberofcases.Thistalkwillpresenttheodysseyofstudies,whichhave

furtherelucidatedtheanatomyandcontributorstoPIPstabilityandthelatestoptionsfortreatment.ThebasisfOrthe

Hemi-HamateResurfacingArthroplasty(HHRA),thein-depthdemonstrationofoperativetechnique,andeight-

yearclinicalfOllow-upresultswillbepresented.

Detenniningtheaxisofmotion:

RadiographicstudywascompletedtodetemlinethelocationofthePIPaxisofflexionandextension.Instant-cemer‐

of-motionanalysishasrevealedatightclusterofinstantcentersofrotationoflessthanlmminalldigits.

Anatomically,theaxisliesbetweentheproximal-mostfibersofthedorsalandvolarbundlesofthecollateral

ligaments.Inthenormalx-raythispointcanbelocatedonalateralradiographbyplacingconcentriccirclesoverthe

filmandaligningtheclosest-matchingcirclewithaconcavearticularcontourofthebaseofmiddlephalanx.The
centerofthesecirclesistheanatomicaxis.

CriticalassessmentofPIParticularjointstabilityafierpalmarlipfracture/dislocations:

Dynamiccadaversimulationofpalmarlipfractureswithandwithoutcollateralsintactdemonstratesprogressive

instabilitywithincreasingpalmarlipdeficiency.ThemeanpercentageofboneremovedfromthepalmarlipbefOre

subluxationoccursinanypositionis42percent.At65percentmeanresection,thejointisgloballyunstableevenin

maximumnexion.ThecollateralsdonotrenderadditionalrestraintagainstdiSlocation.Thepredominantstructure

responsiblefbrPIPjointstabilityisthepalmarbaseofmiddlephalanx.

Osteoarticularrestorationofpalmarbuttress,articularbaseofmiddlephalanx:

CadaverandradiographicstudieshaverevealedthehamatetobeanidealSourceofcorticocancellousgraftingor

replacementofthearticularbaseofmiddlephalanx.Itpresentsabi-facetedjointwithacentralsagittalridgethat

mimicsthearchitectureofthebaseofmiddlephalanx.TheanatomicalbasisforHemi-HamateResurfacing

Arthroplastyinthetreatmentofvolarfracturedorsaldislocationwillbepresentedalongwithclinicalexperienceand

eight-yearfbllow-up.Thisprocedurehasrestoredanaverage85-degreearcofPIPmotionwithlOOpercentgraft

incorporationandminimaltonodonorsitemorbidity，Eight-yearclinicalfollow-upconfirmsabsenceofgraft

resolptionandmaintenanceofalticularjointspaceinalmostallpatients.
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榛尺骨間距離と骨切ﾚﾉ部位との関係
TreatmentofRotationalContractureofthe

Forearm:RelationshipBetweenRadio-ulnar

DistanceandSiteofOsteotomy

'札幌医科大学保健医療学部理学療法学科，

2札幌医科大学整形外科

○青木光広!，和田卓郎2，金谷耕平2，

射場浩介2，相木比古乃2

我々は前腕回旋に伴う榛尺骨間距離に着目し，前

腕回旋障害を骨切りで矯正する際の最適部位を見

出すために実験を行った．過去の実験結果を検討

し,新たに死体標本の観察を加えて報告する．

我々は晒し骨標本で前腕回旋と榛尺骨間距離との

関係を観察し，回内．回外30度以上で榛尺骨間

距離が狭まることを示した．これは中本らのCT

所見の結果と一致し，骨間膜が回内．回外位で拘

縮した場合，回旋が制限されることを意味してい

た．我々は骨間膜に加え近位・遠位僥尺関節が拘

縮した場合を想定して2種類の両前腕骨骨切りを

考案した．第一に榛尺骨同一レベル骨切りであり，

どのレベルの骨切りでも回旋矯正角の増大で骨切

り部が転位した．第二に僥骨近位．尺骨遠位斜め

骨切りを考案し，榛尺骨を斜めに折り畳むように

屈曲し前腕を回旋させる矯正術を報告した．しか

し臨床的に近位と遠位の僥尺関節が同時に拘縮す

ることは少ない．死体標本を用いて榛骨または尺

骨の単独骨切りを行い，携骨または尺骨の一方を

互いに接近させると，遠位または近位僥尺関節で

のわずかな可動性で榛尺骨が容易に接近する．つ

まり僥骨または尺骨の骨切りは骨間膜を弛緩させ

拘縮は軽減する．我々は，健常成人前腕CT所見

の観察と，近位僥尺関節のみが拘縮した死体標本

を作製し榛骨単独骨切を行うことで，骨切りが遠

位になるほど回旋矯正で骨切り面が転位すること

を示した．また遠位僥尺関節のみが拘縮した標本

を作製し，尺骨単独骨切りを行い，僥骨頭と尺骨

頭を通る前腕回旋軸から離れる分だけ，回旋矯正

で骨切り面が転位することを示した．従って，骨

切りで前腕回旋を矯正する場合，榛骨は近位で尺

骨は遠位で行うのが理想的で，榛骨と尺骨は骨切

りにより互いに接近して折れ曲がり，骨切り部で

のずれが少なく回旋が矯正されると結論される．
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前腕回旋障害に対する種々の治療法とそ

の病態

Mechanisms&OperationsfbrContractureofthe

ForeannRotation

'日本医療伝道会衣笠病院整形外科，2聖マリアン

ナ医科大学整形外科学教室

○藤田正樹!，泉山公11別府諸兄21

松下和彦2，青木治人2

【目的】前腕は僥骨・尺骨とそれらを連結する軟

部組織よりなる構成体で,骨性アライメント異常，

関節不適合性，軟部組織機能不全，あるいはそれ

らの組み合わせによる原因で回旋障害が発生す

る．本研究の目的は，我々が経験した前腕回旋障

害症例の病態および治療法を検討し，それをもと

に同疾患に対する各種治療指針を検討することで

ある．

【症例および結果】症例1：多発外傷後，右尺骨

は遷延治癒となり，偽関節手術を施行した．術後

回内・外はともに30度に制限されていた．骨間

膜切離術を施行し，可動域は回内60度，回外70

度と改善した．症例2：左榛骨骨幹部骨折後，骨

折部変形治癒と，回内0度，回外60度の回旋制

限が残存した.USにて骨間膜の癒着が疑われた

ため，変形治癒部の矯正骨切り術と骨間膜切離術

を施行した．可動域は回内90度，回外45度と改

善した．症例3：テニスプレー中の手関節尺側部

痛と可動域制限（回内70度，回外85度）を主訴

として来院．関節鏡視下にTFCCを確認したのち，

尺骨短縮術を施行した．可動域は回内80度，回

外90度，叩打時尺側部痛も消失した．症例4：

右榛骨遠位端関節外骨折後，可動域制限（回内

85度，回外45度）と回外時尺骨頭背側亜脱臼お

よび手関節尺側部痛を自覚していた．関節鏡視下

にTFCCを確認したのち，尺骨短縮術を施行した．

可動域は回内85度，回外85度と改善した．

【考察】前腕回旋障害の主因としてTFCC,骨間

膜腱様部,輪状靱帯などの機能不全が考えられる．

術前の病態把握には，単純X-Pでの骨軸の評価に

合わせ,DRUJ不安定症に対する徒手検査評価や

USによる骨間膜の評価が重要である．さらに必

要があれば関節鏡やMRIなどの追加検査も有用

である．なかでも骨間膜切離術の場合，術後不安

定症を招かぬよう必要最小限の切離が望ましく，

術前評価は特に重要である．
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前腕骨変形と回旋障害の病態一実験的・

臨床的研究一

ExperimentalandClimcalSmdyoftheLimitation

ofForeannRotationwithReferencetoForeann

Defbrmity

土浦協同病院整形外科

○石突正文，尾澤英彦，北井 淳

【目的】骨靱帯標本を用い骨切りで前腕に変形を

加え，前腕骨変形と回旋障害の相関を検討し，そ

の結果は第23回本学会において報告した．今回，

われわれはこれら実験結果が臨床例の回旋障害を

予想するのに有用かどうかを検討するために臨床

例と比較した．

【方法】症例は前腕骨骨折後変形治癒した4例，

前腕骨の急性塑性変形10例,Monteggia骨折に対

して尺骨の骨切り術を行った2例：計16例であ

る．4方向卿で変形角度と変形の方向を測定し，

前腕回旋障害との相関を検討した．

【結果】骨折後変形治癒群では両骨の10.以内の

変形では回旋障害はほとんどおこらず，僥骨のみ

近位1/3部での背屈変形の1例では強い回外制限

が認められた．また尺骨に20.．僥骨に10.の僥

屈変形のある症例では健側と比較して70度の回

内制限が認められた．前腕骨の急性塑性変形2例

に健側と比較して35～50°の回内制限が認めら

れた．1例は背屈変形で他の1例は掌屈変形でと

もに15～20.の変形を有していた.Monteggia骨

折に対して尺骨の骨切り術を行った2例では骨切

りによって尺骨に25.の掌屈変形がおきており，

健側と比較して約50.の回内制限が生じた．

【結論】骨靱帯標本を用いた実験結果と臨床の場

で起きる前腕変形による回旋障害の傾向と程度は

一部の症例を除いてよく相関した．前腕骨20.以

上の変形は主に回内方向の回旋障害を起こす可能

性があり，骨折などで20.以上の変形が予想され

るものは，手術的な治療で回旋障害を予防するこ

とが必要と考えた．
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骨間膜と遠位僥尺関節に起因する回旋障

害の治療戦略

TreatmentofPronation-supinationContracmreof
theForearmwithReleaseoflOMandDRUJ

'慶應義塾大学整形外科，2国立成育医療センター

○中村俊康11仲尾保志11池上博泰il

佐藤和毅11高山真一郎2
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【はじめに】前腕の回旋運動は僥骨-尺骨間の相対

運動で，両前腕骨の骨性alignmentの喪失,DRm,

PRUJ脱臼の遣残,TFCC,骨間膜などの軟部組織

などの複合的な癒着で回旋障害を生じる．その一

次原因を把握することが難しいため前腕回旋障害

の治療は難渋することが多い．骨性alignmentの

復元，関節脱臼の整復に加え，軟部組織解離は重

要な手術治療である．われわれの骨間膜と遠位僥

尺関節に起因する回旋障害の治療戦略，成績を報

告する．

【症例】1993年以降，回旋可動域制限を30.以上

認め，軟部組織解離を必要とした20例20手を対

象とした．年齢は12～62歳，右11左9であった．

骨性alignmentや関節に障害のあった症例は9手

で，矯正後に骨間膜およびDRUJ周囲の軟部組織

解離を行った．その他,DRUJ癒着4手,DRUJ

locking4手，骨間膜膜様部の医原性拘縮1手，先
天性の回内位拘縮が2手であった．軟部組織解離

は骨間膜膜様部，遠位僥尺関節関節関節包の順で

行い，この時点で回旋可動域が改善しない場合

TFCCの小窩部の切離を行った．TFCC切離後に

DRUJの不安定性が生じる場合にはTFCCを再縫

着し，最終的に骨間膜腱様部遠位1/2の切離を行

った症例が2例あった．回内外可動域制限の程度，

手術法，改善角度を調査した．

【結果】回外可動域制限を15手（60｡～-70.,平

均-14｡)，回内（30～70.,平均46｡）回外（40‐

70.,平均37｡）可動域制限を5手に認めた．術後

は回内平均89。（70～90｡），回外平均81.3。

(60-90｡）で，改善角度は回内平均33。（0-60｡)，

回外74。（30-160｡）であった．

【結語】骨性alignmentや僥尺関節脱臼などを修復

後や軟部組織以外に障害を認めない場合，軟部組

織の解離を要する．軟部組織解離は良好な手術成

績を望めるため，回内外拘縮の重要な手術療法の

一つである．
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外傷に伴う前腕の回内外制限に対する治

療

TreatmentforRotationalContractureofthe

ForeannFractures

'関西労災病院整形外科，z大阪大学器官制御学

○吉田竹志1，田野確郎!，中村吉晴11

多田浩-11村瀬剛2

【目的】前腕回旋障害には様々な因子が関与する．

外傷を契機として発症したものに注目して回旋制

限の原因を遠位僥尺関節障害(A群),前腕骨骨

折後変形治癒(B群),近位僥尺関節障害(c群）

に分類し検討した．

【方法】対象症例は19例である，平均年齢25歳．

A群は7例で尺骨茎状突起骨折が変形治癒を起こ

したものが4例，遠位僥尺関節の変形或いは骨化

によるものが3例である.B群は9例で僥骨のみ

の変形が6例，両骨の変形治癒が3例である．僥

骨骨折は遠位端骨折が3例でその他は骨幹部骨折

であり，尺骨骨折は骨幹部骨折である．c群は3

例で小児における僥骨頚部骨折後の異所性化骨形

成例である．治療はA群の茎状突起変形治癒に対

し尺骨茎状突起の解剖学的整復固定を，遠位僥尺

関節破壊の強いものはSauve-Kapandji法や
Darrach法を施行した．B群に対しては前腕骨矯

正骨切りを,C群に対しては異所性仮骨の切除と

シリコン膜或いは筋膜挿入術を施行した．経過観

察期間は8ケ月から85ケ月，平均37ケ月である．

【結果】A群は術前回内67｡から術後82.術前回

外-25.から術後60｡,B群は術前回内61°から術

後75.術前回外5．から術後63｡,C群は術前回

内－6．から術後50.術前回外20.から術後50.に

改善した．

【考察】前腕の回旋制限に対する治療成績は比較

的良好である．尺骨茎状突起骨折の変形治癒によ

る回旋障害は尺骨頭が背側亜脱臼位の状態で正常

なTFCCcomplexが付着する茎状突起が尺骨頭に

変形癒合することにより回外時の制限を生じてお

り治療により良好に改善した．前腕骨折変形治癒

に対しては解剖学的に矯正骨切りすることで改善

を見たが長期間放置例，両骨の変形があるものに

尺骨の矯正のみを施行した症例では改善が少なか

った．僥骨頭の異所性骨化に対しては中間膜挿入

術にて改善を得た．
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前腕回旋制限に対する治療戦略

TreatmentofLimitedRotationoftheForeann

大阪医科大学整形外科

○白井久也，阿部宗昭，植田直樹，

渡辺千聡，大塚尚

【目的】前腕回旋制限は近位僥尺関節(PRUJ),

榛尺骨骨幹部，骨間膜，遠位僥尺関節(DRUJ)

のいずれかの障害で生じうる．その原因は関節内

癒着，変形癒合，脱臼，骨間膜の拘縮，榛尺骨癒

合症などであり，原因に応じた治療戦略をたてる

必要がある．今回，部位別での回旋制限に対する

治療法と成績とを検討した．

【対象と方法】対象は，1988年以降，回外または

回内可動域が60度以下の症例に対して手術を行

った55例である.PRUJと僥骨頭に原因のあるも

のは27例で，外傷後の癒着14例に肘関節を含め

た解離術，陳旧性僥骨頭脱臼10例に尺骨骨切り

と僥骨頭整復術,OAの3例に関節内デブリード

メン卜を行った．骨幹部に原因のあるものは14

例（うち外傷7例）で，回旋，角状骨切り，骨間

膜切離を組み合わせた．榛尺骨癒合症には分離術

または回旋骨切り術を行った.DRUJに原因のあ

るものは14例（うち外傷9例）で，尺骨短縮術，

DRUJ内解離術，僥骨矯正骨切り術を行った．

【結果】PRUJ解離例は術前平均回旋アーク94.が

術後143.に，僥骨頭脱臼例は94.が143.に，前

腕回旋骨切り例は106.が130。に，角状骨切り例

は120.が147.に，骨間膜単独解離例は117°が

128°に，榛尺骨癒合部切除例は27.が65.に，尺

骨短縮例は136．が168．に,DRUJ解離例は

111.が148.に改善した.PRUJの解離後は癖痛を

訴えるものは少なかったが,DRUJの解離後は回

旋時痛が残存するものが多い傾向を認めた．

【考察】可動域の改善はPRUJ解離例で大きかっ

た．DRUJに原因がある例では痔痛の問題が残っ

た．骨幹部の外傷後拘縮に対しては矯正骨切り術

または回旋骨切りを行い，次に骨間膜を切離し，

必要ならばPRUJ,DRUJへの解離を加えるのが

よいと考えている．
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BiomechanicalE什ectsofForearmRotationontheWrist

andtheElbow

場

ThayQ.Lee,Ph.D

AssociateProfessor,OrthopaedicBiomechanicsLaboratory

VALongBeachHealthcareSystemandUniversityofCalifbmia,

Irvine,Califonia,USA

Introduction

Foreannrotationand/orpronationandsupinationfbrceshavestronginnuenceonthebiomechanicsandthestability

ofthewristandtheelbowjoint.WeperfonnedfOurstudies:1.EffectsofaxialulnarrotationaldefOmlityonthe

fOreannrotationalrangeofmotion;2.Effectsofprogressiveulnarsidedinjulyonthemotionofthedistalradioulnar

joint(DRUJ);3.Effectsofprogressiveulnarshorteningwithvaryingsupinationandpronationforcesbyevaluating

kinematicsandstrainbetweentheulnarstyloid,lunate,andtriquetrum;and4.EffectsoffOreannrotationonthe

valguslaxityoftheelbowinulmarcollateralligamentilliury.

MaterialsandMethods

Thirtytwofreshfrozenhumancadaverspecimenswereusedforallfourstudies.Specifically,twentyupper

extremitiescutatthemidhumeruswasusedforthefirstthreestudiesinvestigatingtheeffectsofulnarrotational

defOnnity(n=6),ulnarsidedinjurytotheDRUJ(n=8)andulnarShortening(n=6).Forthestudyinvestigating

theulnarcollateralligamentinjury,entireupperextremitiesincludingtheShoulderwasused(n=12)Foreach

study,specificcustomizedtestmgsystemswereusedtoquantifythebiomechanicsandthestabilityofthewristand

theelbowjointundersimulatedphysiologicconditions.

Results

Ulnarrotationaldefonnitiesdidnotshowasignificantdecreaseintotalrangeofmotion(p>0.05)Totalrangeof

motionoffOrearmrotationincreasedwithincreasingtorque,andminimallydecreasedoverallwithbothintemaland

extemalaxialrotation.Thissmdyshowedthatdecreaseinrangeofmotioninsupination/pronationwascompensated

byanincreaseinpronation/supinationandasaresult,thetotalrangeofmotionwasminimallyeffectedduetoulna

rotationaldefbnnities.

ProgressivesectioningoftheligamentsintheDRUJresultedinincreasedmotionoftheradiusrelativetotheulna

(p<005).Theincreasedmotion,however,wasnotasimpleincreaseinvolaranddorsaltranslation・Inaddition,

therewasasubstantialrotationalcomponentafterreleaseoftheECUsheathcreatinganincreasedseparation

betweentheradiusandulnadistally.WithaprogressiveilijurytotheDRUJ,disruptionoftheECUsheathwithor

withoutdisruptionoftheulnocarpalligamentsisnecessarytosignificantlyincreasedistalradiusandulnaseparation.

Progressiveulnarshorteningresultedinnosignificantchangeinlunato-triquetralstrain,butclearlydemonstrateda

significantincreaseinbothulno-tdquetralandulno-lunatostrain(p<0.04).Withthisincreaseinstrain,thereisan

ensuingreductioninmotionbetweenthecalpalbones.Assuch,itmaybepossibletoreducetherateofpseudoar-

throsisafterlunato-triquetralarthrodesisbype㎡bnninganulmarshorteningprocedureinulnarpositivepatients.

ValguslaxityoftheelbowisgreatestwiththefOreanninneutralrotationand300and500elbownexion(p<0.05).
〃 、

Neutralfbrearmrotationhadmorevalgusangulardisplacementthanpronationandsupination(p<0.05)．Partial

injurytotheposteriorbandortheanteriorbandhadnoeffectonthevalguslaxityoftheelbow(p>0.05).The

resultsofthisstudyconfi面ntheimportanceoffOrearmrotationintheassessmentofvalguslaxityoftheelbow.

Conclusion

Foreannrotationand/orpronationandsupinationforceshavestronginfluenceonthebiomechanicsandthestability

ofthewristandtheelbowjoint.

-S8-



1-P2-1

経皮的pinningによる手指骨折・脱臼の治
療－私の工夫一

TreatmentfOrtheBoneandJointlnjuriesofthe

FingersUsingPercutaneousPinning

兵庫医科大学整形外科

○ 田 中寿一

【目的】手指脱臼骨折は日常診療でよくみられる．

しかし，侵襲の大きな手技にて治療を受け機能的

に十分な回復がえられず難渋することも多い．今

回，可能な限り小侵襲のPmrming法にて整復固定

する私の工夫を述べたい

【対象・方法】症例は手指DIP関節脱臼骨折（骨

性槌指，関節内骨折),PIP関節脱臼骨折（含陥

没型)，指節骨骨折（含；骨頭・同頚部）などで，

方法は石黒法，逆石黒法,PIP関節脱臼骨折には

nexionblock法（日手会誌:10;605-609.1993),陥

没型にはHintringer法(+骨移植）を，また僥骨

末端骨折に用いるKanpnadji法も応用した．

【結果・考察】手指脱臼骨折の治療は，解剖学的

な転位骨片・脱臼関節並びに陥没関節面の整復と

確実な固定である．これが，最小侵襲手技にて得

られれば早期復帰（職場・スポーツ）が可能にな

る．また最近のDaySurgeryとしての適応でも，

本領域は最も適応があり,望ましい手技といえる．

これら経皮的Pinningのポイントは，石黒法に基

づくもので，関節面の整復と骨折面に圧迫を掛け

るpimingが最も大切である．まず合わせようと

する小骨片を，整復される関節面を予想し全体を

一度逆方向に転位させ，小骨片の位置ををまず戻

し，これを再転位しないように(Blockするよう

に)，第-Pinを刺入する．次にこれに合わせる

ように本体を整復この時に骨折面に圧迫をかける

第2Pinを刺入する．陥没型には，まずHintringer

法にて経随内的に整復する．粉砕型の場合でも基

本は同じである.骨折型により安定を得るために，

Pinは数本になることもあり，また小皮切にての

関節面の確認することもある．共に侵襲はそう大

きくならない．しかし，最小侵襲手技にこだわり

過ぎると良好な結果が得られない事もあり，確実

な手技の獲得が不可欠である．手技の要点と

pifallにつき述べる．
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手指の骨折に対する治療上の工夫

IdeasinTreatmentofBoneFracturesofthe

Fingers

'いしく､ろ整形外科，2橋爪病院整形外科，3慶應

義塾大学整形外科，4防衛医科大学校整形外科

○石黒隆!，橋爪信晴2，中山学2，

池上博泰3，有野浩司4

【はじめに】治療にあたっては，痛みや拘縮を残

さないことが大切である．今回，演者が手の骨折

に対して行ってきたいくつかの治療上の工夫につ

いて紹介する．1．指基節骨骨折，中手骨骨折に

対するMP関節屈曲位での早期運動療法骨折後

に典型的な転位パターンを呈し，整復位の保持の

難しい骨折の一つである.MP関節屈曲位での早

期運動療法の有用性をBurkhalterらのグループが

初めて報告したが，我々もMP関節のみを屈曲位

に保持することで良好な結果が得られている．2．

PIP関節の脱臼骨折に対するclosedreduction背

側脱臼骨折では掌側骨片が大きくて整復位を保持

できないもの，あるいは陥没骨折で関節面の適合

性が得られない場合に手術的治療の適応となる．

キルシュナー鋼線の反張力を利用したclosed

reductionや掌側骨片にひっかかりを設ける方法な

どを考案した．掌側脱臼骨折では保存的治療の適

応はなく，すべて手術的に治療される．徒手整復

後に背側骨片の表面を滑らせるようにして骨折面

にキルシュナー鋼線を刺入することで整復位を保

持することができた．ナックルキャストの併用を

必要とはするが有用な方法である．3．骨片を伴

ったマレット指に対するclosedreduction(石黒法）

受傷から3～5週経過した陳旧例は骨折面の新鮮

化を必要とするが，本法はextensionblock可能な

大きさの骨片を有するものが適応となる．確実な

骨癒合を獲得するため，骨折面の良好な接触を得

ることが大切である.Extensionblockpinの挿入

に際しての注意や整復操作に関しての手技的なポ

イントなどについて述べる．

【まとめ】手の骨折の治療に当たっては,MP関

節の伸展位拘縮や骨折部での腱との癒着などを防

止するための早期運動療法が極めて重要である．
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ボクサー骨折に対するNODEピンを用い

た低侵襄髄内固定法

MinimallyhvasivelntramedullaryFixationUsing
NODEPinfOrBoxer'sFracture

'国立福山病院整形外科，2岡山大学整形外科

○川上幸雄'，橋詰博行2，河原一仁ユ

ボクサー骨折の治療法としては古くから保存療法

が一般的であるが，比較的軽微な外傷であるにも

かかわらず長期外固定を強いられることから，近

年，早期社会復帰に対する要望が高まり,MP関

節からの経皮的ピンニング法,K-wireによる髄内

固定法など手術的治療の報告も散見されるように

なってきた．しかしいずれの方法も関節近傍への

ピンの突出や骨頭穿孔などの危険性をはらんでお

り，早期の手の使用は困難である場合が多い．

我々は本骨折に対し，手術翌日からの社会復帰を

目的にNODEピンを用いた髄内固定を行ってい

る.NODEanchoringsystemは僥骨遠位端骨折用

に開発された髄内固定用の器械であり,NODEE

ンはチタン製でその先端は受ける軸圧を分散し，

関節内への迷入防止のために球状になっている．

また，あらかじめC型及びS型にbendingしてあ

り，本法ではシャフト部の径が1.4mm,球状の先

端の径が2.0mmのC型NODEピンを用いている．

手術は腕神経叢ブロック下に空気止血帯を用いて

行う．第5中手骨基部背尺側にlcmの小切開を加

え，ドリルにて骨孔を作製し,C型NODEピンを

髄腔内へ挿入していく．骨折部の直前まで達した

ところでイメージ透視下に整復を行い，骨頭の軟

骨下骨まで一気に打ち込む．ピンの尾側は皮下で

切断する．術後は外固定を行わず，翌日より手の

使用を許可する．

本法はピン自体の溌状性により骨頭,対側骨皮質，

ピン刺入部の3点固定となるため比較的強固な初

期固定が得られ，早期の除痛が可能である．また

NODEピンはその球状の先端で軸圧を分散するた

めK-wireに比し骨頭穿孔の危険性が少ない．そ

して骨折部を展開しないため軟部組織の損傷が少

なく，骨癒合に有利である．さらに関節周囲にピ

ンが突出しないため早期可動域訓練が可能であ

り，感染の危険性が少ないなどの利点を有する．

1-P2-4

DIP関節内損傷症例での治療上の工夫

SurgicalTreatmentofDIPJointlnjuries

名古屋披済会病院整形外科

○佐久間雅之，渡邊健太郎，矢島弘毅，

三ツロ秀幸，水島秀幸

【はじめに】DIP関節内骨折，脱臼骨折（以下関

節内損傷）の治療においては，骨片の骨接合の他

にブロックピンや術後持続牽引が有効な場合があ

る．骨性マレット以外の関節内損傷例で，これら

の方法を併用した症例を呈示し治療上の工夫につ

き報告する．

【対象】過去4年でDIP関節内損傷は89例であっ

た．このうち骨接合のみでなくブロックピンや持

続牽引を併用したのは，骨性マレット43例以外

には13例ある．この13例が対象である．その内

訳は，深指屈筋腱剥離骨折3例，末節骨中央部に

陥没骨片を有する軸圧型損傷2例,DIP背側脱臼

骨折3例,DIP,PP同時脱臼骨折5例であった．

【手術法の工夫】深指屈筋腱剥離骨折：掌側アプ

ローチにて骨片を整復固定し,DIP関節の

extensionblockを2～3週併用する．陥没骨片を

有する軸圧型損傷：側副靱帯を一旦切離し中央陥

没骨片を整復固定し，末節骨からの持続牽引を3

週併用する．背側脱臼骨折：側副靱帯を一旦切離

し圧潰している掌側骨片を整復固定しextension

blockをおこなう．骨片の不安定性が残る場合は

持続牽引を追加する．

【結果】平均7か月の経過観察にて,DIP関節可

動域は-15～58.であった．また軽度の関節症変

化および癖痛を訴えた症例は4例であるが，2次

的な手術を要した症例はなかった．

【考察】DIP関節内損傷の治療は軽視されがちで

あるが，可動性のないDIP関節の弊害は大きい．

受傷時骨片の転位がある症例では，たとえ整復で

きてもその保持はギプス固定では難しい．また手

術を行ったとしても，骨片が小さく強固な固定が

得難く再転位をきたす場合もある．このためには

骨接合にくわえ，病態に応じたブロックピン固定

や持続牽引を併用する方法が有効である．骨性マ

レットのみならず，転位をきたしやすい症例には

受傷機転を理解し積極的に行うべき方法である．
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注射針キャップを用いた手指骨簡易創外

固定法

ASimpleMethodfbrExternalFixationofMeta-

carpalandPhalangealFracmreswithNeedleCaps

'大阪第二警察病院整形外科，2黒崎整形外科病院

○小田明彦!，安永博2

【目的】注射針キャップを用いた創外固定法は1987

年に安永により報告された方法であり，特殊な器具

を必要としない簡便な方法である．今回は，同法の

手技，利点，欠点および適応について報告する．

【原理】Kirschner鋼線（以下K鋼線）のしなりを利

用し骨折部に圧迫もしくは牽引をかけ固定する方法

である．

【利点】1.特殊な器具や手技を必要としない．2.K鋼

線の弾性により持続した圧迫または牽引力が加えら

れる．3.圧迫と牽引力の大きさは鋼線の太さや注射

針キャップの穴の位置を変えることにより容易に調

節できる．4.注射針キャップはX線透過性が良いた

め骨折部の状態を把握しやすい．5.安価で軽量であ

る．

【欠点】1．基節骨基部より近位の骨折には工夫を要

する．2.関節を跨いで固定した場合，その関節は動

かせない．

【適応】1.指節骨が粉砕されており,K鋼線などによ

る内固定だけでは不十分と思われる場合．2.開放性

骨折で骨欠損があり，二次的な骨移植まで，骨の短

縮を防止したい場合．3.中節骨骨幹部横骨折で骨癒

合に長期間を要し，関節拘縮を来す可能性が高い場

合．4.末節骨，中節骨の偽関節で骨移植を行い，同

部への圧迫力と十分な固定性を必要とする場合．5．

中節骨基部の粉砕骨折でligamenttaxisにより良好な

整復位が得られる場合．6.開放性骨折で創の汚染を

認め，感染の可能性が高い場合などが適応となる．

【結論】手指骨骨折の治療は，徒手整復後に副子固

定や経皮pinningにて対処できる場合が多い．また，

伝達麻酔が簡単に行えることから，開放性骨折にお

いてもgoldentme内に内固定できる場合も少なくな

く，創外固定を必要とする症例は必ずしも多くない．

しかし，必要となる場合は予期せぬ時に発生するこ

とが多く，固定器がなくとも可能な本法は，適応を

選べば優れた方法である．
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内固定手術を要した指基節骨頭，頚部骨

折の治療成績

ClinicalOutcomeoftheOperativeTreatmentof

theProximalPhalanxHeadandNeckFracmre

'新潟手の外科研究所，2新潟中央病院整形外科

○牧裕11吉津孝衛11坪川直人11

山本康行2，後藤真一2

【目的】PIP関節の基節骨頭，頚部にかかる骨折

は転移や粉砕を伴う場合が多く治療が難しい．過

去13年間に当科で手術した26症例（開放骨折を

含まず）の成績を検討した．

【症例】男性23,女性3，受傷年齢は10代が15人

と多く，次いで10未満5人の順で若年者が多い．

受傷指は示指4，中指3，環指7，小指12で尺側2

指に多い．受傷原因はバスケットボールなど球技

が14例と多い．頚部を含めた骨頭の骨折型をI

型：骨頭の穎間を越えない単穎骨折，Ⅱ型：穎間

を越えもう一方の穎部にまたがる単穎骨折，Ⅲ

型：骨頭の両穎が2つ以上に粉砕した骨折，Ⅳ

型：両穎を分断する骨折がない頚部での骨折と分

類すると,I型6,Ⅱ型4,Ⅲ型8,Ⅳ型8であっ

た．徒手整復経皮鋼線刺入は3例で他の23例は

観血的整復内固定を行った．多くはPIP関節背側

皮切で両側索の掌側から骨折部にアプローチし，

内固定にはキルシュナー鋼線を用い，一部に

tensionbandwiringを加えた．外固定にはⅢ型の

一部に指用創外固定を用いた他はアルミシーネを

PIP関節伸展位で着けた．可動訓練は平均4週間

経過後に開始した．二次的なPIP関節背側の解離

や伸筋腱剥離術はⅢ型を中心に6例ある．

【成績評価】治療終了時（平均8カ月）のP正関節

平均可動域（伸展/屈曲）はI型-12/86,Ⅱ型-

11/88,Ⅲ型-25/75,Ⅳ型-2/92でⅢ型が劣るが,I,

Ⅱ型も含め骨頭両穎を分ける骨折は伸展屈曲共に

制限を残す．X線上I型4，Ⅱ型2，Ⅲ型7例に穎

間骨折部に骨吸収像を認め，Ⅲ型では側面像で骨

頭掌側の扁平化を4例に中節骨基部の変形も1例

に認めた．しかし瘻痛の訴えは1例のみであった．

【考察】この骨折は若年者に多いが正常の可動域

を得ることは難しく骨頭変形をきたしやすい．無

理な他動屈曲訓練がこれを助長している可能性も

ある．関節変形が更に進むのか長期成績も報告す

る予定である．
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不顕性骨端線損傷の臨床的検討

CIncalStudyoftheOccultPhyseallnjuryofthe

DigitsoftheHand

麻生整形外科クリニック

○麻生邦一

【目的】不顕性骨折の報告は散見されるが，骨端

線損傷の不顕性を正面から論じた報告は少ない．

実際の臨床上果たしてどの部位にどのtypeの不顕

性の骨端線損傷が発生するのか分かっていない．

今回手指の骨端線損傷において不顕性の骨端線損

傷を調査したので報告する．（対象および結果）

1994年6月より2003年10月まで経験した手指の

骨端線損傷は190症例，192指であった．このう

ち通常のX線検査において骨端線損傷と診断がつ

かなかった症例を不顕性骨端線損傷と定義する

と，26症例，27指が不顕性であった．不顕性骨

端線損傷の診断は，動的な画像診断であるストレ

スX線撮影によって明らかになったものが大半で

あり，2指のみ時間の経過とともに仮骨形成によ

り判明した．内訳は，年齢6-14歳（平均44歳)，

男児18例，女児8例，右15例，左11例，指別で

は栂指11指，示指2指，中指5指，環指3指，小

指6指であった．部位別では，基節骨14指，中

節骨0指，末節骨13指と，基節骨，末節骨に二

分された.Type別ではtypeⅡが19指(70%),

ypelが8指(30%)と，卯eⅡが大部分であり，

typeVはなかった.(考察）手指骨端線損傷190

例中，26例（14％）と予想以上に多い不顕性骨

端線損傷が見つかったことは，日常臨床上注意す

べきことと思われる．病歴，理学所見より，不顕

性の骨端線損傷の存在を疑い，ストレスx線撮影

を追加するか，経過を追ってx線検査を行うこと

が大事であると考える．（まとめ）1）手指骨端

線損傷の14％に不顕性骨端線損傷をみとめた．

2）栂指，小指の基節骨，末節骨に多かった．3）

損傷型別では,Salter-HarristypeⅡが70%,type

lが30％とtypeⅡが大半であった．4)不顕性

骨端線損傷の診断には，ストレスx線撮影が有用

であった．

1-2-3

基節骨骨折（骨端線損傷を含む）症例の

検討

ClimcalSmdyofFracmreofProximalPhalanx

東邦大学整形外科

○関口昌之，岡島

金井ゆりか，勝呂

行一，馬目晃匡，

徹

【はじめに】骨端線損傷を含め基節骨骨折は，日

常診療上加療することの多い骨傷であり，比較的

安易に治療される場合がある．しかし，可動域制

限が残存したり,整復位が得られないまま経過し，

指尖交叉や側屈変形を来たす症例もみられる．今

回は当科で加療した骨端線損傷を含めた基節骨骨

折例について受傷原因，骨折型，治療成績等につ

き検討を行った．

【症例】症例は過去5年間に加療した75例であり，

年齢は3～82歳であった．骨端線損傷が45例と

全症例の60％を占めていた．骨端線損傷の骨折

型はSalter-Harris(S-H)1型7,2型35,3型2,5

型1で,S-H2型が77.8%であり,73.3%が小指

の受傷であった．受傷原因としてスポーツは意外

と少なく，転倒による受傷が多かった．治療は4

例を除いて他は保存的に行い，徒手整復後MP関

節屈曲位で隣接指と固定し早期から可動域訓練を

行った．2例に経皮的pinningを,1例に観血的整

復固定術を施行した．保存療法を行った42例中，

可動域制限を来した症例はなかったが，中指と環

指の各々1例に指交叉現象を，小指の2例に指離

開現象を認めた．骨端線損傷以外の症例では母指

の受傷が12例と最も多く，次いで小指が10例で

あり，ともに尺側基部の側副靱帯付着部の骨折が

多かった．受傷原因は，母指例ではスポーツによ

る受傷が，小指例では転倒が多かった．他指では

骨幹部の骨折が多く，撲打や圧挫など受傷原因は

様々であった．治療は15例に対し経皮的鋼線固

定を含め観血的に加療した．骨幹部骨折の1例に

指交叉現象を認め，矯正骨きり術を施行した．

【結果】おおむね機能的予後は良好であったが，

原因が圧挫など軟部組織損傷の高度な症例や小指

側副靱帯付着部の骨折例で可動域制限が残存した

症例がみられた．また，側副靱帯付着部の骨折例

で物を把持する際の痔痛が長引く症例がみられ

た．
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基節骨基部剥離骨折に対する経皮ピンニ

ングによる治療経験

TreatmentfbrAvulsionFracturesoftheBaseof

theProximalPhalanxUsingBlockPinning

'青森市民病院整形外科，2弘前大学整形外科

○窪田吉孝1，坪健司!，小川太郎2，

南雲明2

【はじめに】基節骨基部剥離骨折は転位が小さい

場合は保存療法も可能であるが，一般に手術的治

療を要することが多い．転位を伴う剥離骨折に対

しては経皮ピンニングまたは観血的整復が行われ

ている．今回我々は石黒法を応用した経皮ピンニ

ングを行い良好な成績を得たので考察を加えて報

告する．

【対象】症例は2002年7月から2003年7月までの

間に経皮ピンニングを行った8例8指である．内

訳は男性5例，女性3例で，手術時年齢は12～

64才（平均22才）だった．損傷指は母指6例，

中指1例，小指1例で，骨片の位置は僥側4例，

尺側4例で，いずれも掌側成分が多かった.罹患

側は右手4例，左手4例であった．小児骨端離開

を呈したのは8例中2例であった．関節面全体に

対する骨片の大きさは田崎分類l型の小骨片型で

あるS型が2例，大骨片型のL型が6例であった．

【方法】受傷から手術までの期間は2日～14日

(平均5日）であった．手術は伝達麻酔下に，母

指以外は指間背側より，1～2本のブロックピン

を刺入し，骨片を基節骨に押しつけるように整復

し,MP関節軽度屈曲位で鋼線固定した．約4週

で抜釘した．

【結果】鋼線刺入による神経血管損傷等の合併症

は特になかった．7例は変形なく骨性癒合が得ら

れ,S型の1例は線維性癒合したが，全例MP関

節の可動域制限はなく,ADL上特に支障を訴え

ていた症例はなかった．

【考察】転位のある基節骨基部剥離骨折に対する

手術法としては，観血的整復による鋼線締結法，

スクリュー刺入法などが報告されているが，手技

も煩雑であり侵襲も比較的大きい．一方，閉鎖性

にブロックピンを利用して骨片に圧迫をかける本

法は，整復位が獲得できれば,MP関節の固定角

度等の問題点は残されているが，小骨片を固定で

きる優れた方法であると考えられた．
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小関節の関節内骨折に対するPROFILEス

クリューの応用

PROFILEScrewFixationofIntra-articular

FragmentofSmallJoints

山形大学整形外科

○高原政利，荻野利彦士田浩之，

菊地憲明，佐々木淳也

【目的】小関節の関節内骨折は骨片が小さく固定

が困難な場合が少なくない．演者らは，小さな関

節内骨折の骨片の固定にPROFILEスクリューを

用い，良好な成績を得たので報告する．

【対象と方法】手足の関節内骨折の6例に対して

PROFILEスクリューを用いて固定を行った．男

性が4例，女性が2例であった．年齢は15歳か

ら43歳（平均37歳）であった．大菱形骨脱臼骨

折が1例，中足骨頭骨折が1例，基節骨近位端の

剥離骨折が2例,基節骨遠位の関節内骨折が1例，

および末節骨近位端の剥離骨折が1例であった．

全例に骨片の転位がみられ，観血的に骨片を整復

した後に,PROHLEスクリューを1から2本用い

て固定を行った．術後3から4週間の外固定を行

った．これらの症例に対し，手術時のスクリュー

の固定性，骨片の再転位の有無，骨癒合までの期

間，最終調査時の愁訴の有無，関節可動制限およ

び社会復帰について調査した．

【結果】手術時のスクリューの固定性は全例で良

好であった．骨片の再転位はみられなかった．骨

癒合は6週から3カ月（平均8.5週）で得られて

いた．経過観察期間は2カ月から2年であり，痛

みがある例はなかった．関節可動制限についてみ

ると，10度以上20度未満が2例，10度未満が4

例であった．全例が元のスポーツや職業に復帰し

た．

【考察】PROFILEスクリューの径は1.2,1.7およ

Ur2.3mmであり，約5mm程度の関節内小骨片の

固定が可能であった.Pull-out縫合やピンニング

よりも,PROFILEスクリューは小骨片に圧迫力

を加えられるので，固定性に優れている．比較的

早期の関節運動が可能であり，早期社会復帰が可

能であった．骨癒合も良好であった．

【結論】PROFILEスクリューは小さな関節内骨折

の固定に有用である．
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TJscrewsystemを用いた手舟状骨-月状
骨離開の治療経験

LigamentReconstructionforScapho-lunate

DissociationwithTJScrewSystem

'池田回生病院整形外科，2兵庫医科大学整形外科，

3神戸労災病院整形外科

○飯尾弘子ll田中寿--21大迎知宏21

奥野宏昭2，金谷貴子ヨ

【目的】舟状・月状骨離開例にinterferencescrew

(TJscrew)を用いて靱帯再建をおこなったので

その方法と結果を報告する．

【材料・方法】症例は，1）66歳男，2）28歳男の

外傷例と，原因不明例の3）46歳女である．方法

は,損傷されている舟状・月状骨間靱帯の再建に，

両骨中枢のやや背側に骨孔を作成し，症例1,2で

は長掌筋(PL)腱を,3に対しては骨付き腕僥骨

筋(BR)腱をそれぞれ2つ折りにし引き込み緊

張を掛け，尺骨肘頭より採取した皮質骨を介在さ

せTJscrew(j2.5mm)を用いて固定した．さら
にBlatt法に準じた背側関節包固定を同Screwを用

いて行った．K-wireによる仮固定を5週とギプス

固定を行った．経過観察期間は平均3年9ヶ月

(42ケ月～49ケ月）である．

【結果】症例1，2は関節可動域，握力が著明に

改善し，原職に復帰した.X線像では，症例1で

は舟状・月状骨間の開大は見られないが，症例2）

では舟状・月状骨間の軽度吸収像がみられた．症

例3では術後3ヶ月頃より徐々に舟状・月状骨間

の開大の再発を認め，関節可動域制限と軽度の瘤

痛を残した．

【考察】舟状・月状骨離開の治療法は，最近では

Weissらの靱帯再建法が有用とされているが，未

だ確立されていない．また本邦での報告は僅かで

ある．我々は本領域の靱帯再建術にTJscrew

systemを開発しその有用性を報告してきた．今回

舟状・月状骨離開の骨間靱帯再建に靭帯移植と本

Screwを用いた再建を行った.2例に良好な結果

が得られたが,BR腱を用いた1例に再発をみた．

これは他のPL腱に比してその強度に問題があっ

たためと思われた．本疾患に対して,TJscrewと

PL腱による靱帯再建は有用であることが判った．
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手関節鏡からみた月状三角骨靱帯断裂の

病態

EtiologyofLunotriquetralLigamentTearfrom

WristArthroscopy

!新潟手の外科研究所，2新潟中央病院整形外科

○坪川直人11吉津孝衛11牧裕11

山本康行2，白旗正幸2

【はじめに】舟状月状骨靱帯断裂(SL断裂）と比

較して月状三角骨靱帯断裂(LT断裂）は頻度も少

なく月状骨三角骨間離開も示しにくいためその病

態は不明の点が多い．手関節鏡症例についてLT

靱帯断裂の病態を検討した．

【対象症例】平成9年から6年間に手関節鏡を行っ

た258例261関節288鏡視，男196,女55,右162,

左99,年齢は11～83歳，平均36歳である．鏡視

前診断は舟状骨骨折（偽関節を含む）117，キー

ンベック病34,僥骨遠位端，尺骨茎状突起骨折

(変形治癒，偽関節を含む）31，尺骨付き上げ症

候群26,線維三角複合体損傷24,遠位僥尺関節脱

臼，変形症10,SL,LT断裂，手根不安定症9,手

関節痛6，骨腫瘍など4である．

【結果】LT断裂は48関節(18.4%)に認められた．

舟状骨骨折で9/117関節（7.7％)，僥骨遠位端，尺

骨茎状突起骨折で6/31（19.6％)，キーンベック病

では8/30関節（26.7％)，尺骨付き上げ症候群

11/26（42.3％)，三角線維軟骨複合体(TFCC)損

傷3/24(12.5%),SL,LT靱帯断裂，手根不安定

症5/9（55.6%)，手関節痛1/6（16.7％）であった．

またLT単独断裂7,SL+LT断裂6,LT+TFCC

断裂15,SL+LT+TFCC断裂20であった．

【考察】舟状骨骨折を除けばLT断裂はSL断裂と同

程度の頻度で起きているが，単独断裂は少なく

TFCC断裂との合併損傷例が多い．キーンベック

病進行例，舟状骨偽関節，遠位僥尺関節症，尺骨

付き上げ症候群ではLT断裂にSL,TFCC断裂が合

併し広範囲に手関節支持組織が障害されているが

LT不安定症による症状はなく,LT断裂による不

安定性とLT断裂による瘻痛の発現が一致しない．

LT靱帯手術を行った3関節はすべて外傷の既往を

持つTFCCとの合併損傷でありTFCC損傷との鑑

別が重要である.LT断裂の診断にはLT関節部の

圧痛,LT関節ストレステストなどの臨床症状に加

えて，手関節鏡による確定診断が欠かせない.
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舟状月状骨間解離モデルにおける手根靱

帯の役割

TheRoleoftheDICLigamentinDynancand

StaticScapholunatelnstability

!九州大学整形外科，2テキサス大学ガルベストン

校整形外科

○光安廣倫I,RitaM.Patterson2,

StevenF.Viegas2,岩本幸英！

【緒言】舟状月状骨間解離（以下SLD)はよく理

解されている手根不安定症であり,Watsonの定

義したDynamic,Statichstabilityは臨床上ではよ
く理解されてはいるが，バイオメカニズムは不明

な点が多い．我々は新鮮凍結屍体を用い，

Dynamic,Staticlnstabilityの相違について，また

近位手根列背側回転型手根不安定症（以下DISI)

におちいるメカニズムについて，舟状月状骨間解

離をモデルとして検討したので報告する．

【方法】5体の新鮮凍結屍体を用いて，段階的に

手根靱帯の切離を行い，手根不安定性の有無につ

いてX線学的にまた3次元的に解析した．手根靱

帯の切離については以下のごとく行った:Stage
l;背側の関節包切離（背側骨間靱帯（以下DIC),

背側榛骨手根靱帯は残存),Stage2;掌側舟状月状

骨靱帯切離,Stage3;DICを舟状骨の付着部より

剥離,Stage4;背側掌側舟状月状骨靱帯切離，

Stage5;DICを月状骨の付着部より剥離,Stage6;

月状三角骨靱帯切離を段階的に行い，評価した．

【結果】屍体に5kgのおもりをかけ,Dynamic

Instabilityのモデルとしたが，舟状骨はStage3に

おいてDynamiclnstabilityを示した．このとき同

様に舟状月状骨間はDynamicに解離を示したが，

DISI変形は生じなかった．月状骨はStage5にお

いてDISI変形を伴ったStaticInstabilityを示した．

【結語】本実験においてSLDにおけるDynamic,
Statichstabilityの相違について示唆することが出

来た．今後は臨床的知見の蓄積が必要である．
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舟状・月状骨解離の治療における新しい

試み

ANewMethodfbrtheTifeatmentofScapholunate

Dissociation

'聖マリアンナ医科大学整形外科，2山口整形外科

○別府諸兄!，松下和彦!，木村元11

青木治人!，山口哲史2

【目的】1972年にLinscheidらによって提唱された

手根不安定症とは，僥骨・手根骨靱帯および手根

骨間靱帯の損傷，手根骨の骨折に伴って，動的

(dynamic)または静的(static)に異常をきたし

た状態である．今回，最も遭遇する機会の多い舟

状・月状骨解離に対する，我々が最近行っている

治療法について報告する．

【対象と方法】症例は4例，男4例，受傷時年齢

は23歳～35歳，平均30歳．受傷機転は交通事故

2例，転落事故1例，自損行為l例．受傷から手

術までの期間は，10日以内2例，3ヵ月以上2例

で，新鮮例2例，陳旧例2例であった．診断に際

しては臨床症状，単純X線撮影，機能撮影,Car-

palstretchtestについて検討した．治療法は，新鮮

例に対して観血的に整復し,sutureanchorを用い

て舟状・月状骨間靱帯(SLIL)と背側手根骨間

靱帯(DIC)の縫合術を行った．また，陳旧例に

ついては第3中手骨・有頭骨間靱帯の骨一靱帯一

骨(BLB)を用いて再建を行った．術後経過観察

期間8カ月～2年6カ月,平均1年7カ月であった．

【結果】新鮮例の2例については,単純X線でDISI

変形の矯正もでき,舟状・月状骨解離も改善でき，

満足いく結果であった．陳旧例の1例は舟状・月

状骨解離も改善でき,関節症変化も呈する事なく，

瘻痛も改善した．他の1例にはsutureanchorを用

いた靱帯再建を施行したが，8週で鋼線抜後に舟

状・月状骨解離が再度出現した．この為，骨一靱

帯一骨(BLB)を用いて再建し，現在術後8カ月，

解離の改善，変形の矯正も保たれている．

【考察】今回，我々が行っている手術法は新鮮例

には効果的であった．また，陳旧例で関節軟骨の

変性がなく，術中に整復が可能であれば，このよ

うな骨一靭帯一骨(BLB)を用いた靱帯再建をま

ず考慮すべきである．関節症を伴った陳旧例，靱

帯再建不成功例は部分関節固定術の適応を考える

必要がある．
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手の外科における保険診療Ⅶ

社会保険等委員会アドバイザー

中村純次

平成14年度の診療報酬点数改正はかって経験したことのない初めてのマイナス改正でありました．さ

らに16年度はどのように推移するのでしょうか，我々の医療界には大きな変革が次々と出現しています．

すでに平成15年4月から開始された特定機能病院等における急性期入院包括化,DRG/PPSの試行5年間

終了，支払い基金の民間法人化，健康保険組合によるレセプト審査，国立大学・病院独立行政法人化，卒

後臨床研修の必修化などであります．

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り，かつ現物支給，出

来高払い，フリーアクセス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．他方，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．

しかし，他の国に比較すれば極めて効率の良い医療が行われているのです．このような状況を，また，

わが国の保険医療制度を患者さんに対し自分自身の言葉で語り，さらに今後のよりよい保険制度の構築に

向けて各自が理念を持つべきではないでしょうか．そのような理解のためにもぜひ本講演を利用していた

だきたいと思います．

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，本講演のなかで保険診療の基本を学び，現状を十分に理解し適正な

請求を行うよう心がけねばなりません．

今回は，まず保険診療の基本，現状,DPC診断群分類等について取り上げ，ついで例年のように症例検

討，さらに今回の点数改正（財務省は早々と医療費5％を打ち出しており，どの程度行われるか現在の所
全く不明ですが）についてもご報告したいと思っています．
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肘部管症候群再発例の検討

RecurrenceofCubimTunnelSyndrome

'帯広厚生病院整形外科，2信州大学整形外科，

3シドニー大学ロイヤルノースショア病院整形外

科，4北海道大学整形外科,5札幌社会保険総合病

院整形外科

○木村長三'，加藤博之2，末永直樹3，

岩崎倫政4，平地一彦，

肘部管症候群の手術を行い，麻痒が一度改善した後

に再び尺骨神経麻痒が出現することは非常に稀であ

る．

【症例】6例6肘である．右3例左3例．全例男性で

あった．初回手術時の肘部管症候群の原因は変形性

関節症3例，ガングリオン1例，不明2例であった．

初回の手術法は筋層下前方移所2例，皮下前方移所2

例，ガングリオン切除十皮下前方移所1例,Kmg変
法1例であった．

【結果】再発の原因は5例がガングリオン，1例が懐

痕であった．初回手術から再発までの期間はガング

リオンの5例では1年9か月から20年と様々 であり，

嬢痕が原因の1例では12年であった．再手術の方法

は希望しなかったl例を除き，ガングリオン切除十

神経剥離2例，ガングリオン切除十皮下前方移所2

例，神経剥離1例であった．経過観察期間は再手術

後（1例は再発後）1年6か月から7年3か月，平均5

年であった．麻痒の経過を赤堀の病期分類でみると，

再発時はⅡ期l例，Ⅲ期2例，Ⅳ期1例,V期2例で

最終経過観察時は1期1例，Ⅱ期2例，Ⅲ期3例であ

った．嬢痕が原因の1例はⅢ期のまま変わらなかっ

たが，ガングリオンの5例はI～Ⅱ期改善していた．

【考察】肘部管症候群の再発例に関する報告は非常

に少なく，再手術例の中で予後不良例とともに報告

されているに過ぎない．さらに原因がガングリオン

であったとする報告は渉猟しえた範囲では1例のみ

であった．しかし肘部管症候群の手術時にガングリ

オンが見つかることは少なくなく，肘部管症候群の

約10％に合併したとの報告もある．今回の結果から

初回手術時の麻痒の原因がガングリオンではなくと

も，再発時にはガングリオンの発生を念頭に置き診

断・治療にあたるべきであると思われる．たとえ尺

骨神経がすでに前方に移動していても内上穎の遠位

にガングリオンが発生すれば圧迫を受ける可能性が

ある．
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肘部管症候群再発例の手術所見からみた

初回手術の留意点

CriticalPointsoftheFirstSurgicalTreamentfOr

CubitalTunnelSyndromeinViewoflnvestiga-

tionofthelntraoperativeFindingsinRecurrent
Cases

1岩手医科大学整形外科，2済生会北上病院整形外

科

○田島克己'，古町克郎11瀬川泰幸ll

嶋村正ll阿部正隆2

【目的】1983年以降に当科で行われた肘部管症候群

再発例（前回手術から再手術までの期間が1年以

上で，その間に症状が一時期改善していたもの）

の再手術時所見から初回手術の留意点を検討した．

【対象】再発例は18肘で，性別は男14,女4肘，

年齢は17～71歳，平均年齢は50.5歳であった．前

回手術は他医13,当科5肘で；再手術までの期間

は1～19年，平均5､5年であった．3回目の手術例

は3肘で前回手術はすべて他医であった．赤堀の

病期分類では，Ⅱ期4，Ⅲ期4，Ⅳ期9,V期1肘

であった．術後評価は京都府立医大式判定基準を

用いた．

【手術】術中所見より初回手術法が明らかな14肘

は,Kmg法6,Osborne変法5,Osborne靱帯切離2,

Leannonth法1肘であった．神経剥離を行なった後，

全例に尺側手根屈筋筋膜の充分な切離と翻転，縫

合を行なった．さらに10肘に有茎脂肪移植，2肘

に内上穎切除を追加した．

【結果】再発の主原因は，術中所見より肘部管周囲

での尺骨神経の癒着14,Osbome靱帯遠位での絞掘

4肘と考えられた．癒着にガングリオン併存が1肘

あった．術後成績は，優5，良10,可3肘であった．

【考察】Osbome靱帯遠位での絞拒を認めた4肘で

は，尺骨神経の末梢側の解離が不十分で尺側手根

屈筋筋膜縁で再絞拒をうけたことが原因と考えら

れた．当科ではこのような絞拒を防ぐために，閉

創前に肘の屈伸を行ない，筋膜縁が神経にあたる

場合には筋膜を翻転固定する操作を初回手術に行

っている．また，全体的な癒着をおこした14肘で

は，表層に移行された神経周囲が艤痕が肥厚し形

成されたと考えられた．当科ではこのような術後

の嬢痕増悪を予防する目的で術前，術後に術後の

生活指導を行なっている．

【結論】再発予防のためには術前から術後の生活指

導を行い，術中充分な末梢側の展開，処理を行う

ことが重要と考えられた．
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透析手根管症候群・術後再発例の検討

TreatmentfOrRecurrentCarpalTunnelSyndrome

inHaemodialysisPatients

'名越整形外科医院，2岡山大学整形外科

○名越充11橋詰博行2

【はじめに】透析手根管症候群の術後再発例に対

する術後成績および初回手術法，初回手術前の臨

床症状の違いによる再手術前の臨床症状，再手術

所見の差を検討した．

【対象と方法】対象は再手術を行った36例42手

(平均年齢58.9歳)，平均透析歴24.6年であった．

初回手術は従来の手根管開放術(OCTR)32手，

内視鏡下手根管開放術(ECTR･奥津法)10手で

あった．OCTRのうち28手には神経剥離術，腱

滑膜切除術が加えられていた．再手術は局所麻酔

あるいは伝達麻酔下に観血的に手根管を開放し，

必要に応じて神経剥離,腱滑膜切除術を追加した．

これらの症例について術後成績はKelly分類を用

いて評価を行い，電気生理学的には術前，術後1

ヶ月と観察時の正中神経，遠位潜時を測定し検討

した（再手術後平均観察期間：4.8年)．また，

初回手術法と再手術中所見における正中神経や腱

の癒着，滑膜増殖の程度を比較，初回手術前の手

関節の腫脹や手指の屈曲障害などを把握できてい

たECTR10例における初回手術前の臨床所見と再

手術前の臨床症状，再手術所見を検討した．

【結果】術後成績はExcellentl4手,Good22手，

Fair6手,poorO手であった．遠位潜時は術後改善

されたが,観察時にはやや悪化した例が多かった．

初回手術がOCTRの例は再手術前の手指屈曲障害

が強く，神経，腱の癒着も強かった．また，初回

手術時に手関節の腫脹が強かった例では再手術前

も同様の症状があり，再手術中所見では滑膜の増

殖が強かった．そのほか全例で正中神経は腱滑膜

あるいは屈筋支帯と癒着していた．

【結語】透析手根管症候群の初回手術は侵襲の小

さい方法で対処すべきである．ただし，手関節の

腫脹が強い場合は滑膜切除も考慮する．再発例で

は正中神経は初回とは異なった状態にあるので観

血的手術が望ましい．
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長期血液透析に合併した手根管症候群の

手術治療一再発予防のために一

SurgeryfOrCalpalTunnelSyndromeduetotheLong-

tennHaemodialysis

'北海道勤医協中央病院整形外科，2北海道勤医協

苫小牧病院整形外科

○堺慎11大川匡11浅岡隆浩11

柴田定2，佐藤智弘2

【目的】私たちは長期血液透析に由来する手根管

症候群の初回および再発例の手術所見から症状の

発生には腱鞘滑膜の肥厚増殖性変化による手根管

内容積の物理的増大が大きな要因と考え，再発を

抑止するため積極的に手根管内の屈筋腱腱鞘滑膜

の切除術を行ってきた．今回は単純に手根管開放

術を行った群と，可及的に腱鞘滑膜切除を行った

群について術後成績を比較検討し報告する．

【対象】術後5年以上経過した20例31手を対象と

した．内訳は男12例，女8例で，手術時年令は

33才から65才，平均49才．術前透析期間は12

年から23年,平均17年6ケ月．片側例は9例9手，

うちシヤント側が8手，両側例は11例22手であ

る．術後経過観察期間は5年から14年，平均7年

8ヶ月．うち手根管開放のみのものは10例12手

(A群),腱鞘滑膜切除術を加えたものは12例19

手である(B群).成績評価は臨床症状，所見よ

り優，良，可，不可とした．

【結果】A群では優が4手，良が4手，可が1手，

不可が再手術を施行した4手であった．B群では

優が15手，良が2手，可が1手で不可はない．

【考察】長期血液透析にともなう手根管症候群の

成因として腱鞘滑膜を主とする手根管内へのアミ

ロイド沈着による手根管内圧の増大が考えられ

る．術中所見では多くの例で肉眼的沈着物質を伴

う著明な腱鞘滑膜の肥厚増殖を認めている．手術

方法はいくつかあるがこのうち従来の開放術に加

え肥厚増殖した屈筋腱腱鞘滑膜の切除術を行う方

法は出来るだけ再発を抑止させるという点で有効

な選択肢と考える．

【結論】l.手根管開放術のみの群では4手に再発

を認めた．2.B群では5年以上経過した現在再

発は認めていない．3．両群間に経過観察期間に

まだ差があるためさらに現時点で滑膜切除群が有

意に有効であるとは言えず今後も経過観察が必要

である．
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長期血液透析例の再発手根管症候群に対

する内視鏡手術成績

ReculrentCarpalTunnelSyndromeinLong-tenn

HaemodialysisPatients

'おくつ整形外科クリニック，2県西総合病院整形

外科，3日本赤十字社医療センター整形外科

○奥津一郎'，浜中一輝11吉田綾21

本村朋英3，森本修平3

血液透析を受けていると屈筋腱や腱滑膜にβ2‐

microglobulm由来のamyloidが沈着する．その結

果,手根管の相対的狭小化が発生し，内圧が上昇，

正中神経が圧迫されて手根管症候群(CTS)が発

症する．また，手術後も透析を継続するのため，

一部の症例ではCTSが再発する．われわれは初

回手術のみならず,｢USEsystemで行った内視鏡
手術後再発例」ならびに「他院で行われた観血手

術後再発例」に対しても内視鏡手術を行っている

ので，これらの成績を比較検討して報告する．

【対象/方法】6カ月以上臨床症状と電気生理学的

検査が追跡可能であった内視鏡手術後再発例は

104手で，平均年齢57歳，平均透析期間21年，

平均追跡期間2年であった．観血手術後再発例は

130手で，以下同様に56歳，20年，3年であった．

初回手術例は1848手で，以下同様に56歳,17年，

3年であった．

【結果】われわれが行った内視鏡手術の再発率は

5％であった．内視鏡手術後再発例で，最終的に

正中神経領域のしびれが消失したのは94％，痛

覚は97％，触覚は97％が正常に改善した．知覚

神経遠位潜時(DSL)と運動神経遠位潜時

(DML)は54%,33%が正常値に改善した．短

母指外転筋(APB)が術前MMT[0][1]を示

した症例の54％が［4］［5］に回復した．観血手

術後再発例では同様に91％，91％，87％が正常

に回復,DSLとDMLは58%,31%が正常値に改

善,APBは52%が[4][5]に回復した．初回手

術例では同様に96％，97％，94％が正常に回復，

DSLおよびDMLは,71%,53%が正常値に改善，

APBは65%が[4][5]に回復した．合併症は無

かった．

【まとめ】透析患者に発生したCTSに対するUSE

systemを用いた内視鏡手術は，初回発症例のみな

らず再発例においても有効な手術法である．
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Lowry法によるミユーカスシストの治療
経験

SurgicalTreatmentofMucouscystUsmgLowryb
Method

'東北海道病院，2北海道手の外科・スポーツ医学

研究所

○斉藤丈太11薄井正道ll船越正男11

高橋幸司!，石井清一2

【はじめに】ミューカスシストの手術治療では

様々なものが報告されている．シストを切除する

従来の方法では切除後の皮膚欠損部の再建が問題

となり術式が煩雑となる．我々 は,Lowryらが第

44回アメリカ手の外科学会で報告した術式すな

わち，シストの切除は行わず，関節胞と

osteophyteを可及的に切除してシストの底面を破

壊，内容物を排出する方法，を選択している．本

方法(Lowry法）で手術を行なった症例の予後を

調査，その妥当性を検討したので報告する．

【対象】1999年7月～2003年2月までの3年8カ

月間にミューカスシストに対し本方法で手術を受

けた20例22指．男性2例2指，女性18例20指，

平均年齢は57.9歳（45～82歳)，平均経過観察期

間は1年5カ月（3カ月～3年4カ月)．

【方法】対象症例に対し再発の有無，痩痛・変形

に対する自覚症状の変化，爪甲変形の変化をアン

ケート調査した．

【結果】16例18指（81.8％）で回答が得られた．

再発はl指/18指（5.6％)．瘻痛の改善は15指

(83.3％)，変形の改善は9指（50.0％）に認め，

増悪はそれぞれ1指（5.6％)，3指（16.7％）であ

った．術前爪甲変形は5指に認め，4指で回答が

得られ，全指（100％）とも変形の改善が得られ

た．平均手術時間は18.2分．

【考察】再発率，痩痛改善率，爪甲変形改善率は

諸家の手術成績と比較して遜色ない．変形改善は

50％であるがミューカスシストに対する手術の目

的が可能性関節炎の予防であることを加味すれば

充分満足できる結果である．

【結語】本方法の再発率は5.6％，爪甲変形改善

率は100％であった．痙痛の改善は83.3％・変形

改善は50％に認めた．ミューカスシストに対す

る本方法は有用であると考える．
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Bennett脱臼骨折後の母指CM関節不安定

症

TrapeziometacarpalJointlnstabilityafter

Bennett'sFracmreDislocation

'駿河台日本大学病院整形外科，2日本大学整形外

科

○長尾聡哉'，長岡正宏11龍順之助2

【目的】Benne枕脱臼骨折後に母指CM関節不安定

症を発症することがまれにあるが，ほとんど報告

がない．今回われわれはBennett脱臼骨折後の母

指CM関節不安定症6例に対し靱帯再建術を行っ

たので報告する．

【対象および方法】当科で経験したBennett脱臼骨

折後母指CM関節不安定症6例について，年齢・

性別・受傷側・受傷原因．x線所見・治療法など

を調査した．経過観察期間は8～38カ月，平均

20カ月であった．

【結果】症例の初診時年齢は17～28歳（平均22.2

歳)，性別は男性4例，女性2例であり，受傷側

は左右各3例であった．受傷機転はオートバイで

転倒3例，スキー・サッカー・歩行中転倒が各1

例であった．術前X線所見はBennett骨折後変形

治癒3例,fibrousunion3例であった．治療は

Eaton法による靱帯再建術を5例，骨折部矯正骨

切り+DorsoradialLigament修復を1例に行った．

握力は術前平均28．8±12.4kgから術後平均

41.7±16.2kgと著明な改善を認め,Pinch力も術

前平均4.8±2.1kgから術後平均7.2±2.6kgと増

加していた．最終経過観察時，1例に軽度の運動

時痛が残存したものの，全例で母指CM関節の不

安定性は消失していた．

【考察】母指CM関節には主に4つの重要な靱帯

があるが，近年はその安定性にDorsoradial

Ligamentが重要であるという報告が多い．本症は

Bennett脱臼骨折時に弛緩したDorsoradial

Ligamentが後に生じた不安定性の原因になったと

思われる．また,Eaton法はAnteriorOblique

LigamentのみならずDorsoradialLigamentをも強

固に再建できるため，本症の手術法として有用と

思われた．

【結語】Benne枕脱臼骨折後に母指CM関節不安定

症が生じた6例を経験し,Eaton法などによる靱

帯再建術によって不安定性は消失した．

1-2-12

母指CM関節不安定症に対する靱帯再建

術(EatonLittler法）の成績

LigamentReconstructionfOrUnstablelstCarpo-

metacarpalJointwithEatonLittlerProcedure

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，岡伸一，

津下健哉

母指CM不安定症に対する僥側手根屈筋腱を用い

た靱帯再建術EatonLittler法（以下,EL法）はよ

く知られた術式であるがその手術成績の報告は少

ない．そこで，われわれが過去にEL法を施行し

た症例を追跡調査し,EL法の成績，問題点につ

いて検討した．

【対象および方法】当センターで今までに母指

CM不安定症に対してEL法を行った症例は9例

10母指である．内訳は男性3例，女性6例，年令

は28～56（平均47才）であった．明らかな外傷

の既往があったのは2例2指のみであった．手術

は半裁した榛側手根屈筋腱を用いてCM関節を整

復し安定化さすEatonの報告に準じた靱帯再建術

を行った．術後経過期間は11年4月～3月（平均

5年10月）であった．これらの症例に対し術前後

のX線所見，理学所見，自覚的愁訴等の変化につ

いて調査した．

【結果】X線学的に術前，全例でCM関節の亜脱

臼を認めた.Eatonの関節症Stage分類ではStage

I:3指,Stagen:8指であった．術後亜脱臼は全例

で矯正されていた．関節症変化はStageⅡのなか

でも関節症変化の伸展していたものが2指あり，

StageⅢが1指あった．理学所見は握力が術前

25kgから術後28kg"､,ピンチカが術前4.1kgから

術後4.9kgへ改善していた．術後全例で十分の対

立運動が可能であったが，完全なrepositionがで

きない例が6例あり，1例に再手術を要し問題を

残した．痛みは7指で消失，3指で強いピンチ時

の鈍痛が残ったが,全例手術結果に満足していた．

【まとめ】母指CM不安定症に対するEL法は安定

化，除痛という点でStageⅡ関節症の合併例でも

きわめて有効な術式である．しかし，母指の

repositionに制限を残すことが多く，時にこれが
愁訴となる．また，安定化するにもかかわらず関

節症の進行する症例もあり長期的な観察が必要で

ある．
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母指CM関節症に対する靱帯再建術の検

討

SuspensionArthroplastyfOrTrapeziometacarpal
Arthritis

飯田市立病院整形外科

○百瀬敏充

【目的】母指CM関節症に対し，我々 はWeilbyに
準じた方法を施行している．今回その術後成績を

検討したので報告する．

【対象と方法】母指CM関節症でSuspension
Arthroplastyを施行した5例5関節を対象とした．

手術時年齢は平均71歳（62歳-75歳)，女性3

例，男性2例でした.EatonのX線分類でstage3

が3例,stage4が2例で，術後経過観察期間は平

均1年7ヶ月であった．術式は大菱形骨を摘出し，

半切した僥側手根屈筋（以下FCR)を長母指外転

筋と残りのFCRに8の字状に絡み合わせて，大菱

形骨を摘出した空隙を埋めた．1例ではさらに半

切したFCRを背側にもまわし，ミニアンカーで

第一中手骨近位背側にFCRを固定し，第一中手

骨の背側転位を予防した.評価方法は術後の瘻痛，

術前後の可動域，ピンチカ，握力,X線像で大菱

形骨摘出後の空隙の距離，透視下の可動域,MRI

を行った．

【結果】術前の痛みは4例でなくなり，1例で第一

中手骨背側に軽度あった．可動域とピンチカは改

善したが，握力の改善はわずかであった．大菱形

骨摘出後の空隙は手術直後から調査時までに2m

m減少した．術後透視下の母指僥側外転は平均

40.であり，掌側外転は平均48.6.と改善した．

MRIでは半切FCRは第一中手骨のやや掌側にあ

った．

【結論】我々の方法は半切したFCRを長母指外転

と残りのFCRにかけて大菱形骨摘出後の空隙を

埋め，母指CM関節の靱帯再建ができよい方法と

思われた．しかし第一中手骨が背側に転位する症

例があり，背側からの靱帯再建も加えたほうがよ

いと思われた．
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母指CM関節症に対する手術治療成績

Follow-upStudyofOperativeTherapyfor

OsteoarthritisoftheCarpometacarpalJointofthe
Thumb

'順天堂大学整形外科，2東京労災病院

○加藤大典'，富田善雅11岩瀬嘉志11

楠瀬浩一2

母指CM関節症に対する手術療法には様々な方法

がある．我々は以前から患者のADL等を考慮し，

適応を選んで関節固定術，関節形成術などを行っ

てきた．しかし，術式の選択は未だ議論の分かれ

るところである．今回，術式による術後成績に関

して考察を加えたので報告する．

【対象】1993年から当科で治療を行った症例は32

例で，手術を行い調査可能であった10例を対象

とした．術式を関節固定群と関節形成群の2群に

分けてそれぞれの治療成績を検討した．関節固定

術は5例6関節，右手3例・左手1例・両手1例に

行った．手術時平均年令59.0歳（53～64歳)，男

性3例・女性2例であった．関節形成術は5例5

関節，右手3例・左手2例に行った．手術時平均

年令51.4歳（23～65歳）であり，男性2例・女

性3例であった．術後経過観察期間はそれぞれ，

平均84.4ケ月（56ケ月～105ケ月）と平均78.8

ケ月（4ケ月～124ケ月）であった．

【結果】関節固定群では,ROMの低下を来す傾向

があったが，それによる愁訴は少なく，安定した

成績であった．一方，関節形成群では，関節固定

群に比べ，術後の癖痛やADLの改善が遅れる傾

向にあり，特定の動作を機に瘤痛が再発するケー

スもあり，成績は不安定であった．

【考察】諸家らの報告によると，関節固定術は重

労働者に適応があり，関節形成術は重労働をしな

い比較的高齢の女性に適応があるとされている．

しかし，関節形成術は,ROMが保たれる利点が

あるが，実際の僥側外転・掌側外転は,MP関節

で代償可能なことが多い．今回の検討では，関節

形成術の成績は不安定であった．重労働者でない

事に加え，非利き手であり，かつ対側が健常に使

える症例で，関節形成術はよい適応になるのでは

ないかと考えられた．
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母指CM関節症に対するtension-band-

wiringによる関節固定術の治療成績
TrapeziometacarpalArthrodesisUsingTension-

band-wiringfOrOsteoarthritisofFirstCarpometa-

carpalJoint

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

【はじめに】母指CM関節症に対する関節固定術

は除痛効果に優れる一方，長期の外固定，可動域

の制限,隣接関節の負担などの問題がある．今回，

我々 が主にEatonstage3に対し行っている関節固

定術について問題点を検討した．

【方法】手術法はairtomeにてCM関節の軟骨面を

削り，2本のK-wireと大菱形骨を通したsuture

w並eにて,tension-band-wiring固定する．術後1週

よりCMsplintを装着させ母指自動運動を許可す

る．術後6か月以上経過した症例で，直接検診，

評価し得た25例31手(男6例7手,女19例24手)，

平均61（47～84）歳，平均観察期間23か月（6

か月～5年7か月）について，痔痛，握力，ピン

チカ,ADL,X-P変化を検討した．

【結果】31手術手中，1手を除き瘻痛は消失また

は軽減し，握力は平均45.2％，ピンチカは31％

の改善が得られた.ADLは全例改善した.X-Pで

は26手で骨癒合，3手で癒合が遷延，3手でワイ

ヤーが破損し偽関節の状態であった．偽関節例で

あっても自覚症状は改善しており，2例（2手）

では手を酷使する職に支障なく復帰していた．術

後1手のSTと6手のMPに手の使用後に腱鞘炎様

の痙痛がみられたがいずれも軽度であった．術後

にMPの過伸展をきたした例はなかった．術前

ST関節に軽いOA変化があった例では，術後可

動域が十分ではなかったが,OA変化の進行はな

かった．合併症として僥骨神経浅枝領域の知覚過

敏が1手にみられた．

【考察】本法の中期成績では，患者の満足度は高

く，隣接関節の負担も問題ない程度であると考え

られた．ワイヤー破損，偽関節例は今後も経過観

察が必要である．術後早期は手の使用制限と

splmt装着を徹底させる必要がある．

1-2-16

母指CM関節症に対する関節形成術:308

症例の評価

ArthroplastyoftheCMCJArthrosis:Evaluation
of308ConsecutiveCases

HandSurgeryUnit,PoliclmicoMultiMedicaMilano

○LorisPegoli,MaurizioCalcagni,

GiorgioPivato,ThomasGiesan,

GiorgioPajardi

【INTRODUCnONIArthrosisoftheCMCJisawide

difhlsediseaseinwesterncounmes・Itaffectsmainly

womenstartingfromfOurthandfifthdecadewith

importantimpairmentmdailylife・Itsetiologyhas

beenwidelydescribedwhileitStreatmentisstill

controversial.

【MATERIALSANDMETHODS1308consecutive

patientswithclinicalandradiologicaldiagnosisof

CMCJarthrosistreatedwithsuspensionarthroplasty

wereevaluated.Patientsweredividedaccordingto

theiragegroup,surgicaltechnique,immobilization

tmeandremrntowolk・AccordmgtoEaton'sstagmg

therewere4patientswithstage2,127withstage3

andl77withstage4.Therewele36maleand272

femalewithanaverageageof66.2years(27-91).

Asregardsthetechniqueinl25patientsWelbyis

procedure,modifiedbyCeruso,wasused,intelposmg

pahnarislongusanchovyasbiologicalspacer,whnem

154nobiologicalinterpositionwasused.In29

patientstheBurtonPelleginiprocedurewasused.

【RESULTS11twaspossibletoevaluateatthefOllow

up226patients・Theywereevaluatedpreoperatively

andpostopatthree,sixandl2monthsusmgDASH

scoreandMAYOevaluationsystem.Accordmgtothe

latterweobtamed68excellentresults,99good,34fair

and25poor・TheaverageDASHscorewas73.04

preoperativelycomparedtol28.8postOperatively.As

compncationswehad5infections,25persistentpain

and31nmitedROM.
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舟状骨骨折の関節鏡所見とレントゲン所

見の検討

Exa血nationofArthroscopicandRadiographic

FindingsofScaphoidFracmre

弘前大学整形外科

○和田誠之，西川

小川太郎，藤

真史，工藤悟，

哲

【目的】舟状骨骨折の治療に関節鏡を併用し，そ

の有用性について考察した．

【症例と方法】1997～2002年の6年間で舟状骨骨

折治療時に関節鏡を併用した17例である．平均

年齢は29.6歳，女性2例，男性15例.Modified

Herbert分類でA2;6例,B2;5例,B3;1例，

D2;5例であった．鏡視所見は骨折部の軟骨の

形態と性状,離開の程度,介在物の有無で分類し，

軟骨辺縁がシャープなものをsharp,辺縁が丸く

てなだらかなものをroundとした．離開の程度は

完全に離開しているものをcomPlete,不完全な離

開はincompleteとした．また嬢痕があるものは

scarありとした．

【成績】B3で僥骨舟状関節間での骨折部を観察し

た以外は手根中央関節から観察した．鏡視所見は

A2の1例で軟骨の連続を認めたが，他の16例で

は明らかな骨折を認め，骨折部のinstabilityを認

めた.骨折辺縁はshalp12例,round4例(D2:4),

離開はcomplete9例(A2:4,D2:5),

incomplete8例(A2:3,B2:4,B3:1),scar

ありは4例(A2:1,B3:1,D2:2)であった．

治療は辺縁がroundの4例は全例で内固定に骨移

植を追加した．他の13例は鏡視下に骨折部位の

整復位を確認しながら小皮切でスクリュー固定を

行った.骨癒合は全例で得られ経過良好であった．

【結論】レントゲン上A2とされた例でも鏡視では

1例を除き全例でinstabilityを認めた．また今回

non-unionはD2のみであったが鏡視によってD1

も容易に判定可能と考えられる．治療はA2にお

いても離開がcompleteな場合は積極的にスクリュ

ー固定すべきで，辺縁がroundならば骨移植が必

要と考えられた.関節鏡視は舟状骨骨折部の診断，

治療に有用な方法である．
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1-3-2

手関節鏡のfalsepositive所見
FalsePositiveFindingsinWdstArthroscopy

'済生会下関総合病院整形外科，2小郡第一総合病

院整形外科

○安部幸雄11勝部浩介11土井一輝21-

服部泰典2，池田慶祐2

【はじめに】手関節も他の関節同様加齢による変

性所見を呈することが明らかとなっており，手関

節鏡で得られた異常所見が症状に直結するもので

あるかの判断は容易ではない．今回，手関節鏡の

falsepositive所見について検討した．

【症例】55例（男19．女36)．年齢15才～78才

(平均51才)，疾患は僥骨遠位端骨折19例，尺骨

突き上げ症候群10例，三角線維軟骨(TFCC)損

傷10例他,dorsalwristsyndrome,キーンベック

病など多岐にわたる.Falsepositive所見とは関節

鏡にて異常所見を示しながら,急性外傷では術後，

慢性瘤痛疾患では術前，術後を通じて所見のみら

れた部位に圧痛，運動痛等の愁訴を生じなかった

ものとした．鏡視は僥骨一手根関節は背側(55例)，

掌側（32例）より，手根中央関節は背側（29例）

から行い広域に病変を観察した．

【結果】TFCC損傷38例(69.1%),舟状骨-月状骨

間靱帯損傷36例（65.5％)，舟状骨-大小菱形骨間

関節症20例（67％)，月状骨-三角骨間靱帯損傷

19例（34.5％)，月状骨尺側軟骨面の変性9例

(16.4％)，有鉤骨軟骨面の変性5例（17.2％）が主

な所見であり，このうちfalsepositiveと考えられ

たのは順に10例（26.3％)，18例（50％)，9例

(45％)，8例（42.1％)，4例（44.4％)，2例（40％）

であった．

【考察】関節鏡は詳細な所見が得られる分過大評

価しやすい傾向にある.Falsepositiveの割合は比

較的高率であり，年齢や術前の理学所見が判断の

決め手となるが，僥骨遠位端骨折などの急性外傷

では骨折型，損傷形態をふまえた総合的判断が必

要である．



1-3-3

鏡視下手関節授動術

ArthroscopicMobilizationfbrContractureofthe

Wdst

'名古屋大学手の外科，2つのだクリニック，

3名古屋披済会病院

○服部達哉!，角田賢二2，渡邉健太郎3，

中尾悦宏!，中村蓼吾！

【目的】我々は関節鏡を手関節部の外傷に起因し

た拘縮例に応用し鏡視下に授動術を試みている．

授動術とは僥骨手根関節内に形成された隔壁切除

術である．この手技により経験的に手関節の可動

域が改善することを知った．今回我々は鏡視下関

節授動術の治療効果と病理組織を検討した．

【対象と方法】11症例11手関節（男性9例，女性

2例）を対象とした．疾患の内訳は僥骨遠位端骨

折8例,galeazzi骨折l例，月状骨周囲脱臼1例，

手根部損傷1例であった．手術時年齢は16歳か

ら65歳（平均40歳）であった．受傷から本手術

までの期間は4ケ月から16ケ月（平均9ケ月）で

あった．全例に関節造影を行い11例中9例に僥

骨手根関節内に隔壁の存在を推測した．また関節

鏡で全例に隔壁を確認した．11例中10例には舟

状月状骨靱帯の近位線維軟骨部より僥骨中央隆起

(midradialridge)にかけ存在する隔壁(radiocar-

palsepnnn)を認めた.9例は榛骨手根関節を完全

に区切る隔壁(typeA)で,1例は部分的な隔壁

(typeB)であった．残り1例は近位手根列切除例

であり僥骨手根関節内に多くの索状の隔壁を形成

していた．

【結果】手関節可動域は術前背屈平均47.,掌屈

平均29°が術後背屈平均56.,掌屈平均42。に改

善した．掌背屈全体で平均22。（背屈9．，掌屈

13｡）の改善を得た．榛骨遠位端骨折の1例では

術前と比較し一時的な改善はみたが最終的に改善

しなかった．隔壁の病理組織所見は滑膜絨毛と靱

帯様結合織であり，滑膜の一部には小血管が目立

っていた．病的細胞増殖や活動性の炎症はなかっ

た．

【考察】手関節部の損傷において手関節可動域制

限を生じた症例には僥骨手根関節内の隔壁形成を

考慮する必要がある．これは鏡視下手関節授動術

により可動域の改善が期待できる．

1-3-4

末梢神経腫瘍の術中所見と術後成績の検

討

TheRelationbetweentheOperativeRndingsand

theOutcomeinPeripheralNerveTumor

浜松医科大学整形外科

○澤田智－，佐野倫生，荻原弘晃，

大村威夫，長野昭

【目的】手術を行った末梢神経腫瘍の術中所見と

術後成績について検討する．

【対象と方法】1998年以降に当科にて手術を行な

い，組織学的に末梢神経腫瘍と診断されたvon

Recklinghausen病を除いた23腫瘍21症例（神経

鞘腫21例，神経線維腫2例）を対象とした．男

性12例，女性9例で，発生神経は腕神経叢4例，

皮神経終末枝4例，正中神経4例，僥骨神経浅枝

2例，尺骨神経2例，副神経1例，筋皮神経1例，

前腕内側皮神経1例，後骨間神経1例，総腓骨神

経1例，長腓骨神経1例，後脛骨神経1例であっ

た．手術時年齢は26～77歳（平均54.3歳)，術

後経過観察期間は3から42カ月（平均11.2カ月）

であった．

【結果】術中に神経束を剥離し，核出不能であっ

たものは神経鞘腫8例，神経線維腫1例であり，

神経鞘腫のうち腕神経叢発生が3例，皮神経終末

枝が3例であった．術前に運動障害を認めたもの

はなかったが，感覚障害を認めたものは4例存在

し，このうち3例が腕神経叢発生であった．一方，

腫瘍が核出可能であった14例ではいずれも術前

神経症状はなかったが，術後神経麻痒が出現した

症例は7例で，このうち感覚障害のみ4例，運動

障害のみ1例，感覚，運動障害ともに出現したも

のは2例であった．このうち運動障害については

1例除き筋力正常に回復したが，感覚障害が完全

回復したのは1例のみであった．

【考察】今回の検討では，術前に神経症状を呈す

る腫瘍や，より近位で発生する腫瘍ほど核出不能

であった．これは近位へいくほど神経束が太く，

密になり，神経が損傷を受ける可能性が高く，剥

離困難になるものと考えた．核出可能であった腫

瘍でも神経麻痒が出現したが，感覚障害が主であ

り，一部残存した．
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手指に発生した腱鞘巨細胞腫の検討

GiantCellTumorofTendonSheathoftheHand

札幌医科大学整形外科

○佐藤百合子，和田卓郎，金谷耕平，

射場浩 介 ， 山 下 敏彦

【はじめに】腱鞘巨細胞腫は良性腫瘍であるが，

再発率が高く局所浸潤することも知られている．

今回，手部に発生した腱鞘巨細胞腫について検討

した．

【方法】1990年から2003年8月までに，当科で手

術をうけ，組織学的に腱鞘巨細胞腫と診断された

9例（男性1例，女性8例）を対象とした．手術

時平均年齢は48.9歳（16～77歳)，罹患側は右5

例，左4例，罹患指は，母指1例，示指3例，中

指2例，環指2例，小指1例であった．術後平均

観察期間は，8．0ケ月（6～24ケ月）であった．

臨床経過，画像所見を調査し検討した．

【結果】初発例が8例，再発例が1例であった．

再発例は初回手術時から24ケ月で再発し，腫瘍

が多発していた．最終観察時再発例はみられなか

った．レントゲンでの指節骨の圧排像は5例でみ

とめられ，骨内浸潤は2例でみとめられた．MRI

検査は全例で施行した.T1強調画像T2強調画

像で低～等信号域を示し，1例で等～高信号域を

示した．ガドリニウム造影は7例でおこない，3

例が不均一に，4例が均一に造影された.MRI像

で関節内浸潤例は2例，掌背側両側存在例は3例

であった．

【考察】腱鞘巨細胞腫の再発率は10-40％と高率と

報告されている．しかしジ近年の報告では自検例

を含め低い傾向にある．これは画像診断，特に

MRIの発達により，腫瘍の局在診断が正確におこ

なえることが大きいと思われる．自検例では，関

節内への浸潤が2例，掌背側両側に存在する例が

3例にみとめられた．このような浸潤範囲を術前

十分に把握し，確実に腫瘍を切除することで局所

再発は抑えられると考えられた．

1-3-6

手指内軟骨腫に対する自家骨および人工

骨移植の治療成績

TreatmentofEnchondromaoftheHand

横浜市立大学整形外科

○堀武生，高橋晃，平出敦夫，

斎藤知行

【目的】手指の内軟骨腫に対して病巣掻爬と自家

骨または，人工骨（水酸化アパタイト,8-TCP,

リン酸カルシウムペースト）移植術を行い，移植

骨の種類と治療成績を比較検討した．

【対象および方法】対象は，昭和60年より平成15

年までに当科で手術を行い，術後6ヵ月以上経過

観察可能であった手指の内軟骨腫28例とした．

平均年齢は34（9～58）才で，男性11例，女性

17例，術後追跡期間は平均24（2～99）力月であ

った．腫瘍の局在は，基節骨18例，中節骨2例，

末節骨2例，中手骨6例であった．母指4例，示

指6例，中指7例，環指9例，小指2例であった．

術前に病的骨折を伴っていたのは7例であった．

骨欠損部の補填する材料によって4群に分類し

た.A群：自家骨18例,B群：水酸化アパタイト

10例,C群:6-TCP2例,D群：リン酸カルシウ

ムペースト2例であった．調査は，臨床評価とし

て，術前後の腫脹，瘤痛，可動域制限の有無を調

べた．また，画像評価として，術直後の移植骨の

充填率，移植骨と周囲骨との間の境界が不明瞭に

なる時期，術後骨折および再発の有無について調

べた．充填率について100％，75％以上100％未

満，50％以上75％未満，50％未満の4段階に分

けた．

【結果】術後の骨折，再発はすべての群において

なかった．充填率はD群がほぼ100％でもっとも

高く,B群：が低い傾向にあった．移植骨と周囲

骨との間の境界が不明瞭になるのは,A群は約2

カ月で,C群は2から3カ月であった.B群は境

界が徐々に不明瞭になるものと，変化しないもの

とがあった．境界不明瞭になるものは約9カ月を

要した．

【結語】いずれの群においても再発，骨折なく，

術後経過は良好であった．特に自家骨,8-TCP

は早期に周囲との骨形成を生じた．
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多発性骨軟骨腫の前腕変形に対する腫瘍

切除の効果一尺骨延長併用との比較一

EfrectofTumorResectionfbrForeannDefOrmity

ofMultipleOsteochondromas

'北海道大学整形外科，2信州大学整形外科

○石川淳-11三浪明男11岩崎倫政11

吉岡千佳!，加藤博之ユ

【はじめに】多発性骨軟骨腫に対する腫瘍切除は一

般的な方法であるがその前腕変形に対する矯正効果

についての報告は少ない．今回腫瘍切除単独の前腕

変形に対する変形防止，矯正効果についてのx線学

的検討を尺骨延長併用例と比較して行った．

【対象と方法】対象は手術時年齢が10歳以下で術後

2年以上の経過観察が可能であった12例，14肢であ

る．男7例，女5例で，手術時年齢は平均7.7歳（5‐

10歳)，経過観察期間は平均44カ月（24-84カ月）

であった．僥骨と尺骨両者に腫瘍が存在し，切除を

行った例が6肢，尺骨のみに腫瘍が存在し，切除を

行った例が3肢，腫瘍切除に尺骨仮骨延長を併用し

た例が5肢であった.X線計測はulnarshortening

(US),radialarticularangle(RAA),radialbowmg

(RB),carpalslip(CS)について行い，術直後（延

長例では延長終了時）と最終経過観察時で計測した．

腫瘍切除単独と尺骨延長併用との比較，腫瘍が榛尺

骨両方と尺骨単独での腫瘍切除の効果の差を検討し

た．

【結果】腫瘍切除全体ではUSは術前8.3mmが最終

時10.1mmと平均1.8mm尺骨の短縮が進行してい

た．平均RAAは術前36°が術後42｡,平均RBは術

前10.1mmが術後12.9mmと進行を認めた．CSは術

前81.4％が術後74.4％と軽度改善していた．尺骨延

長例ではUSは延長終了時2.2mmが最終時9.1mmと

平均6.9mm悪化していた.RAAは-5｡,RBは

1.6mm,CSは-16.0%であった.USは進行していた

が他のX線指標では優れていた．榛尺骨両方と尺骨

単独でX線指標の変化を比較した．前者ではUSが

1.6mm,RAAが7｡,RBが3.4mm,CSが-5.4%に対

し，後者ではUSが-1.8mm,RAAが-1｡,RBが‐

1.7mm,CSが-6.6%であった．尺骨単独で優れてい

た．

【考察】腫瘍切除単独全体では変形の進行を認めた

が，尺骨単独発症例に対しては腫瘍切除のみで変形

の進行を防止する効果があると考えられた．

1-3-8

血管柄付き腓骨移植術による榛骨遠位端

再建術後の長期成績

Long-termResultofVascularizedFibularGraft

afterExcisionoftheDistalRadius

'旭川医科大学整形外科，2旭川赤十字病院整形外

科，3函館中央病院整形外科

○研谷智11後山恒範I,松野丈夫11

平山隆三2，多田博ヨ

【目的】骨腫瘍に対する患肢温存手術において，

関節機能の温存に関してはいまだに問題点が多

い．当科では僥骨遠位端骨腫瘍切除術後に，血管

柄付腓骨移植による関節再建術を施行してきた．

安定した支持性が期待できる一方，経過中に関節

症性変化を来たす可能性が指摘されているが，そ

の長期成績に関する報告は少ない．今回我々は本

術式を行った患者の長期成績を調査したので報告

する．

【対象と方法】1978年から1986年までに当科で血

管柄付腓骨移植により僥骨遠位端を再建した4例

のうち，追跡調査可能であった3例を対象とした．

全例僥骨遠位端の骨巨細胞腫であり，手術時年齢

は22歳から36歳，平均経過観察期間は21年であ

った．手術はParrishらの方法に準じ，移植腓骨頭

を手根骨の形状に合わせた形成を行った．全例直

接検診を行い,Ennekingの患肢機能評価及びレン

トゲン評価を行った．

【結果】Ennekingの患肢機能評価法では平均91点

と良好な機能を維持していた．瘻痛残存も軽度で

ADLの制限は殆どなかった．平均可動域は手関節

屈曲13度/伸展33度，前腕回内43度/回外36度と

屈曲が強く制限されていた．レントゲン上，移植

腓骨の圧潰は認めず，2例では移植腓骨と手根骨

間に関節裂隙が残存していたが,1例は骨性強直

を呈していた．手根中央関節での関節症性変化を

認めた．側面動態撮影で計測した可動域は，移植

腓骨一手根骨間で6度,手根中央関節で45度であり，

大部分が手根中央関節によることが確認された．

【考察】今回調査した症例はいずれも関節の支持

性，無痛性という面では満足すべき結果であった．

可動域制限は強いが満足度は高く，レントゲン上

の関節症性変化も臨床的にはあまり問題になって

いない．

【結論】本法は長期的に安定した結果を残すこと

が期待できると考えられる．
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1-3-9

上腕骨悪性腫瘍の治療

TreatmentofMalignantBoneTumorinUpper
Arm

国立札幌病院整形外科

○合田猛俊，大坪英則，平賀博明，

井須和 男

【はじめに】上腕骨に発生した悪性腫瘍の治療は

原発性か転移性か，また転移性のものは予後によ

り術式選択に苦盧することがある．本研究の目的

は上腕骨発生の原発性腫瘍と転移性腫瘍の治療法

につき比較検討することである．

【対象と方法】2000年11月より稼動している当科

の患者登録システムに登録された上腕骨発生悪性

骨腫瘍78例中追跡調査可能であった46例を対象

とした．それぞれの症例について診断名，治療法，

合併症，予後について調査した．

【結果】年齢は8歳から79歳で平均49歳であった．

原発性骨腫瘍(P群)23例（骨肉腫:11例，軟

骨肉腫：8例，その他：4例)，転移性腫瘍(M

群）23例（乳癌：4例，肺癌：4例，造血器腫

瘍：7例，その他：8例）であった．治療はP群

で血管柄付き腓骨移植5例，人工骨頭10例，切

離断術3例，その他5例であった．M群は血管柄

付き腓骨移植2例，人工骨頭3例，放射線治療の

み5例，放射線治療と髄内釘5例，その他8例で

あった。合併症はP群で人工骨頭後の感染が2例

あり，そのうち1例は切離断術を，1例は血管柄

付き腓骨移植による再建を行っている．人工骨頭

後の再発が1例あり切離断術を受けている．甲状

腺癌に人工骨頭を行った1例に緩みを生じ，鎖骨

を用いた再建を行っている．予後はP群でCDF13

例,DOD9例,DOS1例,M群はAWD17例，

DOD6例であった．

【考察】上腕骨特に腱板を含む近位部に発生した

悪性腫瘍切除後の機能は術式の如何にかかわらず

満足するものとはなり難い．原発性腫瘍の場合，

発症年齢が低いこともあり，長期成績を考慮した

術式の選択が必要である.転移性腫瘍であっても，

原病のコントロールが可能な乳癌や長期生存の見

込まれる腎癌や甲状腺癌は積極的な腫瘍切除と再

建術の選択が必要と考える．

1-3-10

キーンベック病に対する血管柄付き僥骨

移植術の成績

TheTreatmentofmenb6ckDiseasewithVascu-

larizedRadialBoneGraft:OutcomeAnalysis

小郡第一総合病院整形外科

○喜多島出，土井一輝，服部泰典，

池田慶裕，児玉成人

【目的】Lichtman分類stageⅢのキーンベック病に

対してはさまざまな治療法があるが，当科では血

管柄付き骨移植術を施行してきた．近年では

Bishopの方法に準じた血管柄付き僥骨移植術，手

根骨部分仮固定術，創外固定術を組み合わせて施

行している．その手術成績について報告する．

【対象と方法】対象は12例（男性11例，女性1例）

で手術時平均年齢は39.9歳，平均追跡期間は14.5

ヶ月であった．術前のLichtman病期分類はstage

ma7例,stagemb5例であった．術式は2,3

intercompartmentalsupraretinaculararteryあるいは

4thextensorcompartmentalarteryをpedicleとした

有茎血管柄付き僥骨移植術を施行した．また創外

固定を9例に，部分手根骨間仮固定(STあるい

はSTT)を全例に追加した．

【結果】手術後，全例で手関節痛は消失あるいは

軽減し,Mayowristscoreは平均81.3点であった．

握力は平均17.6kgより27.8kg"､,CarpalHeight

Ratioは0.53から0.54'､,Stihlindexは42%から

46%'､,Scapho-Lunateangleは56.5°から53.1・へ，

Radio-Scaphoidangleは57.1°から54.8.へと改善

した．また手関節可動域も77.5°から95.5.へと

改善した．

【考察】12例全例で骨癒合を獲得し，可動域，瘻

痛に関しても満足すべき成績を得た．2,3inter-

compartmentalsupraretinaculararteryあるいは4th

extensorcompartmentalarteryを用いた有茎血管柄

付き僥骨移植術は中期キーンベック病に対し有効

な治療法であった．
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1-3-11

進行期キーンベック病に対する部分手関

節固定術と榛骨骨切り術の比較検討
LimitedWristArthrodesisversusRadial

OsteotomyforTreatmentoftheAdvanced

Kienb6ckDisease

名古屋大学手の外科

○建部将広，中村

中尾悦宏，稲垣

蓼吾，堀井恵美子，

弘進

【目的】Lichtman分類ⅢbおよびⅣの進行期キー

ンベック病に対して，部分手関節固定術や僥骨骨

切り術が行なわれているが，その治療成績を比較

した報告はない．今回両者を比較することにより

その有効性について検討した．

【方法】1975年より2002年までに進行期キーンベ

ック病に対し部分手関節固定術(LWA群）を行

った11例と榛骨骨切り術(RO群）を行った28

例を対象とした．LWA群は,STT固定術8例，

SC固定術3例であった．術前のLichtman分類は

LWA群Ⅲb9例，Ⅳ3例,RO群はⅢb27例，Ⅳ

l例であった.LWA群の平均年齢42.9歳，男性7

例，女性4例,RO群は平均年齢31.6歳，男性23

例，女性5例であった．術前の掌背屈可動域：

LWA群89.6度,RO群75.3度，握力:LWA群

18.3kg,RO群22.3kg,Carpalheightratio

(CHR):LWA群0.47,RO群0.49,St&aring;hl

mdex:LWA群25.4,RO群26.7であった．

【結果】術後掌背屈可動域はLWA群77.6,RO群

89.0．改善率はそれぞれ-8.7％と＋21.0％であり，

LWA群で低かった．握力はRO群33.2kg,LWA

群26.4kg,改善率はそれぞれ+91.2%と+88.2%,

CHRはLWA群0.45,RO群0.48,術前との比較

ではそれぞれ95.1％と97．9％とほぼ差を認めな

かった．

【考察】今回の比較ではややLWA群において，

病期が進行していた．その上での比較であり，ま

た，術式の性質上LWA群は可動域制限が生じて

しまうのは否めないが，握力,C肌などはRO群

と比較してもほぼ同等な結果であった．両者とも

に有用であるが，特に月状骨が温存不可能な場合

には部分手関節固定術は有力な方法と考える．

1-3-12

キーンベック病に対する榛骨遠位端骨切

り術および各種榛骨模状骨切ﾚﾉ術がDRUJ

に及ぼす影響についての生体工学的研究

TorqueEffectsofVariousTreatmentsfor

Kienb6ck'sDiseaseontheDistalForeann

'昭和大学整形外科,2BiomechanicsLab.,Mayo
Clinic

○平原博庸',PamciaG.Neale2,Yu-T℃un21

Kai-NanAn2jRichardA.BergeIQ

【目的】menbOck病の手術療法として月状骨に対

する除圧の理論に基づき，僥骨短縮術や各種僥骨

模状骨きり術が行われてが，術後の遠位僥尺関節

(DRUJ)に及ぼす影響についての報告は少ない．

今回新鮮凍結屍体を用い，各種骨きり術がDRUJ

に及ぼす影響について調べ報告する．

【方法】上腕中央で切断された14屍体をMayo

fOrearmsimulatorを使用し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．コンピューター制御によって回内筋群，回外

筋群を作動させない状態と反協調運動として作動

させた状態の二つの環境を作った（各筋3Kg負

荷)．僥骨骨きりモデルは，正常（以下CTL),

3nunの僥骨短縮骨きり術モデル(STG),15度僥

側を開く模状骨きり術モデル(LOP),15度僥側

を閉じる骨きり術モデル(LCS),15度尺側側を

閉じる骨きり術モデル(MCS)の5条件を作製し

た．骨切り部の固定には創外固定器を用いた．連

続した回内外運動におけるDRUJの回旋角度

と，中手骨ピンとモーターの間に設置したトルク

セルから得られたトルク値のデータを同時に連続

収集し解析した．

【結果】回内外筋群の負荷を作動させない状態と

させた状態双方でLCSが他の術式に対して有意

な手関節回旋時のトルク値の上昇がみられた．テ

スト前の屍体のulnavarianceがプラスとマイナス

の2群間およびDRUJの形態がフラットのものと

傾きがあるものの2群間には有意差はなかった．

【結論】全ての骨きり術の月状骨に対する効果が

等しいと仮定するならば，術後のDRUJへの影響

を考慮し,LCS以外の術式選択が示唆された．ま

た術前のulnavarianceとDRUJの形態の差異は影

響を及ぼさなかった．
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1-3-13

Kienb6ck病に対する一時的舟状小菱形骨

関節固定を併用した月状三角骨関節固定

術

LunotriquetralArthrodesisCombinedwitha

TemporaryScaphotrapezoidalJointFixationfOr

Kienb6ck'sDisease

大阪市立大学整形外科

○香月憲一，恵木丈，岡田充弘，

高岡 邦夫

【目的】1998年以来，月状三角骨関節固定術を

Kienb6ck病に対する治療に応用してきた．月状三

角骨関節固定が完成すれば月状骨は三角骨から血

流を得ることができ，三角骨は一種の血管柄付移

植骨として機能する．また，一時的舟状小菱形骨

関節固定は月状骨と三角骨が癒合するまでの間の

僥側のサポートとしての役割を担う．本術式の治

療成績について報告する．

【対象・方法】術後1年以上経過した8例を対象

とした．男性7例，女性1例，手術時平均年齢は

39歳（18-60歳)，術前は全例手関節痛のため就

労不能であった．術前のulnarvarianceはminusが

2例，Zeroが5例,plusが1例,Lichtman分類はⅢ

Aが2例，ⅢBが6例であった．月状三角骨関節

固定術は骨移植を併用し，鋼線固定を行った．合

併手術としてKirschner鋼線を用いた一時的舟状

小菱形骨関節固定を行った．術後6-8週間外固定

を行いKirscmer鋼線は平均2.9カ月(1.9-6.9カ月）

で抜去した．平均観察期間は2.3年（1-3.5年)，

観察時の合併症，手関節掌背屈可動域，握力を測

定し,X線像,MⅢ画像を検討した．臨床評価は

中村らの評価法を用いた．

【結果】手関節痛は2例に労作時痛を認めた以外

は全例で消失，1例で経過中RSDを合併したが保

存療法で改善，遷延癒合を1例に認めタ感染症の

合併はなかった．手関節掌背屈可動域は79度か

ら91度に，握力は18kgから31kgに改善した．

臨床評価はexcellent2例,good5例,fairl例であ

った．Carpalheightratio,scapholunateangleおよ

UsStahl'sindexが改善した例はなかったがMRI画

像の改善を2例に認めた．

【結論】短期成績ではあるが，病期の進行は認め

ず臨床成績は良好であったので，一時的舟状小菱

形骨関節固定を併用した月状三角骨関節固定術は

Kienb6ck病に対して有効な治療法であることが示

唆された．
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1-3-14

キーンベック病に対する腱球置換術とセ

ラミックインプラントの手術成績

SurgicalResultsofKienb6ckDiseasebyTendon

BallReplacementandCeramiclmplant

岡山大学整形外科

○三輪啓之，橋詰

藤原一夫，井上

博行，渡邊益宜，
一

【目的】キーンベック病のLichtman分類stage3に

対し，腱球置換術に加え，セラミックコア入り腱

球，腱被覆セラミックインプラントも使用してい

る．これらの臨床成績を報告する．

【対象および方法】症例は男16手，女4手，手術

時年齢17～64歳（平均40歳)，右8手，左12手

であった．Lichtman分類で3alO手,3blO手，術

後観察期間は1年8ヵ月から9年であった．コア

入り腱球置換ではコアを長掌筋腱で包み込み腱球

とし挿入，インプラント置換ではインプラントを

長掌筋腱で覆い，舟状骨と三角骨に固着した．3b

では回旋した舟状骨を整復した．成績評価には

Dornanの分類を用いた．

【結果】コア入り腱球置換ではCHRが術前平均

0.51から術後平均0.46,インプラント置換では

CHRは術前平均0.5が術後平均0.47であった．コ

ア入り腱球置換の成績は優1手，良7手，可1手

で不可の症例はなかった．インプラント置換では

優2手，良6手，可1手，不可1手であった．セ

ラミックコア入り腱球置換術では,carpalcollapse

は進行しているが，1手を除きstage3aにおいては

可動域,握力ともに改善し良好な成績が得られた．

腱被覆セラミックインプラント置換術は，不可の

1手を除き痔痛は改善していたが，可動域，握力，

carpalcollapseは低下していた．

【考察および結論】腱球置換術は早期の癖痛改善

が得られるが,carpalcollapseの進行は防止でき

ず，長期的には変形性手関節症発生の可能性が高

い．今後,carpalcollapseの防止を確実にするた

めには，インプラントの形状と舟状骨および三角

骨間の固定，舟状骨の整復保持などの点において

工夫と改良が望まれる．



1-3-15

10代発症のキーンベック病に対する僥骨

骨切ﾚﾉ術の有用性

SurgicalEfficacyofRadialOsteotomiesfor

Kienb6ck'sDiseaseinTeenagePatiems

'北海道大学整形外科，2北海道整形外科記念病院

○岩崎倫政ll三浪明男11石川淳-11

永井正弘2，三浪三千男2

【目的】キーンベック病発症の好発年齢は20-40

歳であり，10代発症例は稀とされている．本研

究の目的は，当科にて僥骨骨切り術を行ったキー

ンベック病10代発症例の術後成績を調べ，本術

式の10代発症例に対する有用性を検討し，さら

に本疾患の10代発症例の臨床的特徴について考

察することである．

【方法】症例は11例11手（右8手，左3手).男

6例，女5例，平均年齢は15.9歳.X線病期は

stagen3例,mA2例,mB6例．術前，全例で著

明な手関節痛と可動域制限を認め，発症後平均4

か月で当科を受診していた.Minusulnarvariance9

例には榛骨短縮骨切り術,plusvariance2例には榛

骨外側模状骨切り術を施行した．平均経過観察期

間は31か月である．臨床評価はNakamuraらの評

価基準よりX線学的評価を除いたもの（21点満

点）に従い,X線学的評価は月状骨remodelingの

有無，関節症変化の進行，各parameter計測に基

づき行った．

【成績】全例がスポーツ活動または調理師など手

関節に慢性の負荷が加わる背景を有しており，明

らかな外傷歴を有した例は11例中6例であった．

術後，全例で痔痛の消失を認め，臨床scoreは平

均19点であった．X線上6例に月状骨のremodel-

ingを認め，関節症の出現を認めた例はなかった．

X線学的parameterの術後統計学的変化は認めな
かった．

【考察・結論】キーンベック病10代発症例では，

慢性的な手関節への負荷を背景として明らかな外

傷を契機に発症する例が多い点が特徴的であっ

た．術前の著明な手関節痛および機能障害は，僥

骨骨切り術により比較的短期間で著明な改善が得

られ，月状骨のremodelmgを認める症例も多く存

在した．

1-3-16

骨端線閉鎖前に発症したKienb6ck病に対

する保存療法

ClinicalStudyofConservativeTreatmentfOr

JuvemleKienbOck'sDisease

'千葉大学整形外科，2城東社会保険病院，3佐倉

整形外科病院，4千葉市立青葉病院

○廣田延大11齋藤忍21江畑龍樹31

六角智之4，阿部圭宏！

若年発症Kienb6ck病の治療に関しての報告は稀

である．骨端線閉鎖前に発症した7例の保存治療

成績を報告する．

【対象と方法】当科及び関連病院で加療した7

例で，男性5名女性2名，年齢は13歳から16歳

平均13.9歳．全例にスポーツ歴があった.Licht-

mann分類でstagen4例,mA1例,mB2例．治

療は，スポーツを中止し，手関節固定装具を装着

した．経過観察期間は5ヶ月から60ヶ月，平均

17ヶ月．臨床所見として瘻痛，可動域，握力，

画像所見としてX線,Mmの変化を検討した．

【結果】痙痛は4例で消失，3例でADLに支障

が無い程度に軽減した．必要経過期間は4から10

ケ月．可動域は初診時掌屈平均47.が64.,背屈

が58．から69.へと改善，握力は健側比平均で

61％から82％と回復した.X線所見では，月状骨

の再構築2例，骨硬化と嚢腫様透亮像1例，圧潰

の進行1例を認め，3例は不変であった．stageで

はⅡからIへの改善が1例，ⅡからⅢBへの進行

が1例，他は不変であった.CHR,Stahllndexと

もほぼ不変であった．WIでは月状骨輝度の改善

がみられるものがあり,DynamicMmでは月状骨

内の血流動態改善が示唆されるものがあった．

【考察】若年性Kienb6ck病に手術療法を行い，

X線所見を含め著明な改善を認めることが報告さ

れている．しかし保存療法のみでも,ADL上支

障の無い程度まで回復する症例が多い．骨端線閉

鎖前の症例に手術療法を行う場合,ulnarvariance

の変化等の合併症が問題となる．治療経過観察期

間が十分あれば,stagel,ⅡだけでなくⅢA,

ⅢBの症例に対しても保存療法は有効と考えられ

る．ただし，早期のスポーツ活動への復帰を望む

場合，また症状やx線所見が悪化する場合は慎重

な判断を要する．また症状の改善がみられた症例

についても，長期経過については未知であり，注

意して観察していく必要がある．
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高齢者におけるKienb6ck病の治療成績

ClimcalResultsofmenb6ck'SDiseaseinEldedy
Patients

'和歌山県立医科大学整形外科，2和歌山県立医科

大学救急救命センター，3和歌山県立医科大学

リハビリテーション科

○谷口泰徳!，岩田勝栄!，吉田宗人I,

北野陽二2，峠康ヨ

【目的】一般に瞳enb6ck病は青壮年男性に多く発

生するため，その治療成績も青壮年男性患者を中

心に調査されている．そのため,menb6ck病の高

齢者の治療成績の報告は少ない．今回我々は当科

初診時年齢が60歳以上で治療を行った症例の治

療成績について検討し報告する．

【対象及び方法】過去20年間に経験した高齢者の

症例は18例19手関節であった．性別は男4例女

14例，初診時年齢は61歳～83歳（平均67歳）

であった．治療開始時の病期はLichtman分類で

stageⅡが3手関節,stagemaが6手関節,stage

Ⅲbが7手関節,stageⅣが3手関節であった．治

療法は保存的治療として7手関節には装具による

外固定を行い，7手関節には特に外固定などの治

療を行わなかった．外科的治療として腱球置換術

を5手関節に行った．追跡調査期間は1年～10年

(平均3.6年）で，治療成績はDomanの判定基準

でexcellent,good,fair,poorの4段階に評価した．

c肌を初診時と追跡時に調査し比較した．

【結果】臨床成績は14手関節がexcellent,5手関

節がgoodと評価された．調査時,X線上の手根

骨の圧壊は全例で進行していたが,ADL,職業

上問題を認めた症例は見られなかった．

【まとめ】年齢60歳以上で治療を行ったKienb6ck

病の治療成績は保存的治療，外科的治療ともに良

好であった．高齢者では手根骨の圧壊が進行して

も治療成績に影響しなかった．
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プライザー病の診断と治療

DiagnosisandneatmentfOrPreiser'sDisease

岡山大学大学院医歯学総合研究科機能再生・再建

科学専攻（整形外科学分野）

○河原一仁，橋詰博行，渡邊益宜，

土井武，井上一

【目的】比較的稀な疾患であるプライザー病4例

を経験したので報告する．

【対象と方法】2000年から2003年の4年間に治療

した4手4例を対象とした．全例男性で，年齢は

43歳から74歳，平均58.8歳であった．3例は明

らかな外傷の既往はなく，1例は同側尺骨遠位端

骨折の既往があった.X線所見は舟状骨の硬化像

3例,圧壊像2例,襄腫様陰影3例を認めた．MRI像

はT1強調像で信号強度の低下,T2強調像は低信

号と高信号の混在する像であった．3例は舟状骨

近位部分切除，1例は全切除したのち，長掌筋腱

を用いた腱球置換を行った．術中インピンジした

ものには僥骨茎状突起切除を追加した．術後経過

期間は3ヵ月から23ヵ月，平均14ヵ月であった．

【結果】術後評価はCooneyの評価基準を用いた．

成績は優2例，良1例，可l例であった．3例は

術後手関節痛が消失するか軽減し，握力は健側比

90から100％回復した．可動域は術前と同じか増

大していた．可1例では手関節痛は軽減したもの

の，握力と可動域が制限されていた．全例原職に

復帰した．

【考察と結語】舟状骨全体に壊死像を呈するもの

のなかで，外傷歴を有するものをプライザー病と

してよいのかなど，本疾患の定義にはいまだ混乱

が見られる．当科では術前のX線とMRI,およ

び術中採取した壊死組織を組織学的に検討するこ

とで最終診断している．治療は近位手根列切除や

血管柄付き骨移植などさまざまな方法がおこなわ

れ，いずれも良好な成績が報告されているが，腱

球置換は比較的早期に社会復帰が可能であり，考

盧すべき治療法の一つと考える．
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リウマチにおける関節変形－その機序と対策一

MechanismandManagementofJointDefOnnityin

ArthritisRheumatism

近畿大学整形外科

福田寛 二

関節リウマチ(RA)は多発性の関節痛と腫脹を主症状とする炎症性疾患である．その病変は主に滑膜増

殖であり，これが骨や関節軟骨などを破壊し，関節変形を生じさせる．手においてはPIPやMP関節に好

発し，手指の尺側偏位やswan-neck変形などの特徴的な変形を引き起こす．リウマチの原因についてはこ

れまで不明とされてきたが，最近新たな知見が報告された．

一方変形性関節症(OA)では，局所における機械的ストレスなどによる関節軟骨の変性に伴い軟骨マト

リックス成分であるプロテオグリカンやコラーゲンが分解され，その断片が関節内に遊離する．これが原

因となって二次性滑膜炎が発生し，さらに関節軟骨の変性が助長される．このように，両疾患は異なった

原因によって軟骨変性をきたすが，その一部には共通の病態が関与することが示唆されている．たとえば，

両疾患において関節液中のヒアルロン酸の濃度や分子量の低下が共通して観察される．この低分子化した

ヒアルロン酸は軟骨変性を助長することが報告されている．

本講演では軟骨破壊の機序として，新しいマトリックス分解酵素としての発見されたアグリカナーゼや，

軟骨変性におけるガスメデイエータの研究展開など，最近の知見を紹介するとともに，このような軟骨破

壊を抑制する新しい試みについても解説する．また近年軟骨再生をうたった多くの「健康補助食品」が市

販されている．これらの科学的作用についても言及したい．
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CTによる術前評価を行い観血整復した

PIP関節背側脱臼骨折の検討

CTEvaluationfOrSurgicalTreatmentofFracmre-

dislocationoftheProximallnterphalangealJoint

oftheFinger

'岡山済生会総合病院整形外科，2岡山大学大学院

医歯薬総合研究科（整形外科）

○今谷潤也'，島村安則11守都義明11

橋詰博行2，井上－ 2

【はじめに】陥没骨片を有するPIP関節背側脱臼

骨折・新鮮例の治療は，手指骨折の中でも最も困

難なものの1つである．我々は本骨折に対して，

術前に撮影したCT画像により骨折部を評価し，

可能な限り低侵襲な手術手技で観血整復・内固定

を行う方針で治療しているので，その術後成績を

検討し報告する．

【対象・方法】過去6年間に当科で本骨折に対し

手術的治療を行った13例を対象とした．性別は

男性12例，女性1例で，受傷時年齢は16才から

70才（平均26.6才）であった．受傷機転は，ボ

ール競技で突き指した症例が6例と最多であっ

た.CTの撮影方法は，腹臥位にて肩関節挙上位，

肘関節屈曲位でP唖関節に対してsagittalsectionを

直接撮影した画像（以下,directsagittal画像）や

3D-CT画像などを用いて，骨片の位置・大きさな

どを評価した．骨片は全例3から6本のCwireで

内固定され,extensionblockpinを追加した症例が
1例あった．人工骨移植を行った症例は10例であ

った．手術では，術前のCTで把握している骨片

の情報と術中所見を総合してwireの刺入部位・

方向を決定した．

【結果】最終調査時のPIP関節可動域は40°から

110。（平均88.5｡）であった．自覚症状では癖痛

を2例に，軽度のADL障害として軽度の握力低

下を2例に認めた．し線上の変化として，軽度の

OA変化を認めた症例が1例あった.Ikutaand

Ishidaの評価基準を用いた総合評価では，優9例，

良3例，不可1例となった．

【考察・結語】本骨折においては，陥没した骨片

の整復が術後の関節症変化の発生と関節可動域の

獲得に大きく影響することは諸家の報告より明ら

かである．今回，術前の各種CT画像から骨折線

や骨片の状態，転位の程度などを詳細に把握しこ

れらを術中所見と合わせて評価することで，より

低侵襲の手術操作が可能であった．
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手指PIP関節背側脱臼骨折の治療成績

TreatmentofDorsalDislocationFracturesofPP

Joint

'千葉大学整形外科，2千葉市立青葉病院，3佐倉

整形外科病院

○山田俊之1，六角智之2，大渕聡巳3，

國吉一樹'，松戸隆司！

【目的】手指PIP関節脱臼骨折はしばしば手術的

治療を要するが難渋することが稀ではない．今回

我々は手術治療を施行した手指PIP関節背側脱臼

骨折例の治療成績について検討したので報告す

る．

【対象と方法】対象は1991年3月から2002年11

月までに手術を施行した38例で，男性23例，女

性15例，手術時年令は平均34.3歳，受傷から手

術までの期間は平均17.1日で，受傷4週未満を新

鮮例，4週以上を陳旧例とすると新鮮例は32例，

陳旧例は6例，術後経過観察期間は平均5.3ヶ月

であった．術後成績評価方法として木野らの評価

基準を用い，受傷から手術までの期間，手術時年

令，術式，骨片の関節面に占める割合，陥没骨折

の有無について術後成績との関係を検討した．

【結果】受傷後早期に手術を行ったものや手術時

年令が若いものほど成績が良かった．新鮮例では

様々な方法で対応しているが優2例，良12例，

可12例，不可6例で，術式別の成績に差はなく，

おおむね良好な結果であった．また，骨片の大き

さ，陥没骨折の有無についても術後成績に有意な

相関はなかった．一方,陳旧例はosteotomyの1

例が可で，観血的整復固定術の5例は不可であっ

た．

【考察】早期に診断，治療されれば大きい骨片や

陥没骨折が存在しても術式に関わらずおおむね良

好な結果が得られた．陳旧例の多くは脱臼位のま

ま放置もしくは伸展位固定されており，どの術式

においても成績不良であった．これらのことより

正確なレントゲン側面像による早期診断が重要で

あり，整復位維持にextensionblock,創外固定が

有用と考えられた．
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当科におけるPIP関節脱臼骨折の手術成

績

SurgicalTreatmentfOrRacmre-dislocationofthe

ProximallnterphalangealJointintheHand

近畿大学整形外科

○大谷和裕，宮崎

浜西千秋

浩，福田寛二，

【はじめに】PIP関節背側脱臼骨折はつき指に代

表される軸圧損傷で発生することが多い．当科で

は関節面の解剖学的整復のため骨片の転位や関節

面の陥没を認める症例には積極的に手術を行って

いる．当科においてPIP関節脱臼骨折に対し手術

加療を行った症例の術後成績を検討した．（対象）

対象は手術加療を行った20例で，内訳は男性12

例，女性8例，年齢は13～50歳，平均27歳であ

った．手術までの期間は4日～18ケ月，平均2ケ

月であった．木野，石田の評価基準に準じ術後評

価を行った．症例を新鮮例と陳旧例に分け，さら

に新鮮例を骨移植の有無で2つに分け比較を行っ

た．

【結果】術後可動域は6ケ月で伸展平均-13度，

屈曲平均91度で，不安定性は全例に認めず，4例

に運動時痛を認めた．木野の評価は優5例，良8

例，可4例，不可3例で，石田の評価では優10例，

良5例，可2例，不可3例であった．石田の評価

で新鮮例は平均94点，骨移植例67点，陳旧例53

点で不可の3例はいずれも陳旧例で可動域制限の

ため成績不良となった．20例中10例で関節症変

化を認め，骨移植を行った7例中3例にX線上

stepoffを認めた．握力は対健側比で平均80%で，

新鮮例，陳|日例，骨移植例それぞれ88％，68％，

82％であった．

【考察】術後可動域制限は20例中11例に認める

が不安定性は全例消失し痙痛も4例に認めるのみ

で，陳旧例を除けば良好な成績を認めた．骨移植

施行例は非骨移植例に比し術後評価は低下してい

た．これは骨片の固定性に不安があるため可動域

訓練の開始が遅れることや，関節面不適合による

関節症の発症によるものと考えられる．受傷後1

ヶ月以上経過した症例や関節面の陥没症例に対し

ては創外固定や牽引装置を併用し早期に可動域訓

練が必要と考えられる．

1-3-22

PIP関節伸展位拘縮に対するlateralband

releaseの検討

LateralBandReleasefOrExtensionContracmreof

PIPJoint

!さいたま市立病院整形外科，2川崎市立川崎病院

整形外科，ヨ慶應義塾大学整形外科

○菊地淑人I,小原由紀彦11堀内行雄21

長田夏哉2，中村俊康ヨ

【目的】PIP関節伸展位拘縮に対し施行したlateral

band解離手術の成績を検討し報告する．

【症例】1989年から2003年までにlateralband

releaseを施行した17患者25指を対象とした．症

例は男性11例，女性6例，18歳から75歳（平均

45.6歳)．罹患指は示指8指，中指6指，環指6指，

小指5指であった．原因疾患は基節骨骨折術後5

例(内開放骨折2例,伸筋腱断裂を伴うもの2例)，

RSD3例（僥骨下端骨折後l例，原因不明2例),

RAに対する人工関節置換術後2例,malletfinger

に対する腱移植術後,PIP関節脱臼骨折後，内軟

骨腫術後，挫創後，伸筋腱断裂後，骨髄炎後，開

放骨折後PIP関節強直，原因不明がそれぞれ1例

であった．併施した手術は屈筋腱剥離術5例，抜

釘3例,DIP関節腱形成術1例,MP関節授動術1

例，肋軟骨移植1例,DIP関節固定l例であった．

術後経過観察期間は1カ月から50カ月（平均9.4

カ月）であった．

【結果】術前のPIP関節可動域は伸展が過伸展

45.から-35。（平均-2.8｡)，屈曲-25｡～40。（平

均11。）で，伸展位で固定していたものが15指

あった．またswanneck変形を呈したものが1例あ

った．術中他動屈曲可動域は70｡～110。（平均

90.2｡）を獲得した．最終調査時のPIP関節可動

域は伸展が過伸展30｡～-55°（平均-5.1｡)，屈曲

0～90。（平均51.7｡）であり，術中可動域に比べ

ると減少していた症例が多かった．再び伸展位拘

縮を来した症例は1例のみであった．

【考察】PIP関節拘縮の原因は様々であり，また

伸筋腱のみならず屈筋腱の癒着も存在することも

多く，本法のみで完全な可動域を獲得することは

難しい．しかし本法は簡便で局所麻酔下でも施行

可能な低侵襲の手術法であり，適応を選べば極め

て有用であると考えられた．
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重度な外傷後に生じたPIP関節拘縮に対

する創外固定器を用いた牽引関節授動術

の検討

TreatmentfbrthePIPJointContractureCausedby

SeverelnjuryUsingDistractionofExternal

Fixator

1大阪府済生会中津病院形成外科，2大津赤十字病

院形成外科，ヨ市立島田市民病院形成外科

○川勝基久11石川浩三21寺井勉31

齊藤 晋 2

【目的】PIP関節拘縮の治療に創外固定器を用い

た牽引関節受動術の報告が見受けられるが，骨折

の他に血管損傷や広範囲軟部組織損傷を伴った重

度外傷後の拘縮に対するまとまった報告は少な

い．今回我々が経験した症例について検討したの

で報告する．

【対象及び方法】1996年より2003年の間に施行し

た6ケ月以上の追跡期間のある5例7指（全例男

性，伸展拘縮6指，屈曲拘縮1指）を対象とした．

牽引法は1996年に報告された水関の方法に準じ，

年齢，追跡期間，損傷種類，合併組織損傷，追加

手術，改善度（拘縮改善度，可動域改善度，可動

域中央値)，合併症について調査した．

【結果】年齢は19歳から83歳（平均39.2歳)．追

跡期間は最短6カ月，最長2年3カ月（平均11.8

カ月)．損傷種類は圧挫軟部組織損傷1例，圧挫

解放性骨折3例，不全切断1例であった．合併組

織損傷は骨6指，屈筋腱1指，伸筋腱1指，指神

経1指，指動脈2指,PIP関節側副靱帯1指であっ

た．創外固定除去後に屈筋腱4指に，伸筋腱1指

に剥離術を施行した．PIP関節における伸展拘縮

もしくは屈曲拘縮の改善角度は自動では最小10

度，最大66度（平均31.4度)，他動では最小14

度，最大64度（平均32度）であり，関節可動域

の改善角度は自動では最小4度，最大46度（平

均17.7度)，他動では最小-10度，最大44度（平

均20.9度）であった．また最終でのPIP関節の可

動域の中央値の平均は自動では48.7度，他動で

は49.6度であった．合併症として1指に骨折が生

じたが，血行障害や知覚低下などは認められなか

った．

【まとめ】外傷による組織損傷が重度な症例ほど

獲得可動域は少なかったが，拘縮が改善されるこ

とでより機能的な肢位が獲得できた．また静脈移

植を要した重度な再接着指にも有用であった．
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1-3-24

骨性マレット指に対する単純X線軸位撮

影の試み

AxialViewofthePlaneRadiographfOrMallet

Fracture

産業医科大学整形外科

○戸羽直樹，酒井昭典，目貫邦隆，

平澤英幸，中村利孝

【目的】骨性マレット指に対する評価法は正面・

側面の単純X線2方向撮影が一般的である．しか

し骨片が僥尺側に偏っていて，正中に刺入した

extensionblockでは抑えきれないことがある．

我々は骨折部の横断面の評価のために軸位撮影を

行ってきた．今回の軸位撮影により，従来の2方

向撮影以上の情報が得られるかを検討したので，

撮影法とともに報告する．

【対象】軸位撮影を試みた症例は14例である．骨

折タイプはWehbeandSchneider分類でtypel,13

例,type2,1例であった．

【撮影・評価方法】正面，側面の撮影を行い骨性

マレツト指の診断を行った後,DIP関節を40.屈

曲位とし，中節と20.および±7度の放射線入射

角度を付けた3枚の軸位撮影を行った．3枚の撮

影像のうち，骨片と中手骨骨頭穎間部との関係が

最も確認できる像を用いて，骨折の状態・骨片と

中手骨頭との側方偏位(lateralshift)・僥尺側穎

間部を結んだ線と骨片との傾き(lateraltilt)を評

価した．

【結果】評価可能であった症例は14例中13例

(93％）であった．軸位撮影により第3骨片の状

態が正しく把握できた症例を2例に認めた．

Lateralshiftを示した症例は無かったが,lateraltilt

が5．以上の症例を5例に認めた．

【結論】骨性マレット指に対する単純x線軸位撮

影において，従来の正面・側面像では得ることが

できなかった，横断面での骨片の状態を確認する

ことができた．本法は，石黒法におけるextension

block刺入位置決定のために有用な方法と考える．
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石黒法による骨性マレット指の治療

TreatmentofMalletFingerFracturesbythe

Extension-blockPinningTechnique(Ishiguro
Method)

市立芦屋病院整形外科

○大野博史，中村俊之，岩名大樹

【目的】石黒法による骨性マレットの治療は，手

技も簡便で広く行われている．しかし，固定中に

骨片の転位をきたす症例もある．今回，骨性マレ

ット指の骨折型と固定法について検討したので報

告する．

【対象および方法】1988年6月から2003年6月に

石黒法で治療した骨性マレツト指43例43指で，

男性26例，女性17例，年齢は19から79歳（平

均32歳)，罹患指は示指6，中指11,環指12,小

指14指である．受傷から手術までは，1～14日

(平均7.2日）で，追跡期間は，4～18ケ月（平均

11.3ケ月）である．方法は,A群18指(1988年/6

月から1992年9月）は,DIP関節の掌側亜脱臼の

有無にかかわらずDIP関節を伸展位で固定した．

B群25指（1993年10月から2003年6月）は，亜

脱臼を伴わない場合DP関節を伸展位で固定した

16指(B-1群）と亜脱臼を伴う場合末節骨を屈曲

位で掌側より持ちあげるように固定した9指(B-

2群）である．臨床成績はClawfOrdの治療判定基

準を用いた．

【結果】感染した1例を除き骨癒合を得た．固定

期間は，30～40日（平均35.3日）であった.A

群では，優3，良7，可6，不可2指で，骨片の転

位は，亜脱臼を伴う6指中4指，亜脱臼を伴わな

いものl2指中1指にみた．原因はDP関節を固定

するピンが骨折部に近いため，固定がゆるんだた

めであった．B群では，優10,良10,可3，不可

1指で，骨片の転位は,B-1群16指中1指,B-2

群9指中2指にみた．

【考察】マレット骨折で亜脱臼を伴う場合は，骨

片の関節面に占める割合が大きく,DIP関節を固

定するピンの刺入には注意が必要である．軽度

DIP関節を屈曲位にして，固定することで骨片の

転位を予防できる．

1-3-26

腱性槌指に対する終止伸筋腱の一次修復

術

PrimaryRep血ofTenninalExtensorTendonfbr

MalletFinger

'鶴岡市立荘内病院整形外科，2新潟手の外科研究

所

○小泉雅裕'，神田俊浩'，牧裕2

【目的】腱性槌指には保存的治療が広く行われて

いるが,DIP関節の伸展制限が残る場合が多い．

その伸展制限をより少なくし，かつ十分な屈曲を

得ることを目的に終止伸筋腱一次修復術を行った

のでその結果を検討し報告する．

【対象及び方法】対象は平成12年3月より手術治

療を行った15例中調査できた14例で，男性11例

女性3例で，小指8例,中指2例，環指4例の内

訳であった．経過観察期間は3ケ月～3年6ケ月

(平均1年2ヶ月)，受傷から手術までの期間は1

日～14日（平均3.5日）であった．手術はDIP関

節背側に弧状の皮切とし断裂部を展開する．次に

DIP関節を伸展0°もしくはわずかに屈曲位で

1.0mm径のKirschnerwire一本にて仮固定する．

この時過伸展位は避ける．終末断端が残っていれ

ば5-0ナイロン糸2～3針で八字法で縫合する．

末節骨からの剥脱では，残った骨膜もしくは末節

骨基部の皮下組織に縫合する．4週の外固定の後

K-wireを抜去し,DP関節の自動運動を開始する．

夜間伸展位保持のスプリントを術後3～6ケ月行

い，他動屈曲訓練は特に行わない．術中の腱断裂

の形態，及び術後成績を調査した．

【結果】術中所見は14例中11例は腱実質での断

裂であった．その他3例は末節骨からの剥脱であ

った.DIP関節の伸展保持だけでは断端の接触が

得られないものが殆どであった．術後成績はDIP

関節伸展角度は-24｡～5・（平均-7｡）可動域41。

～85。（平均60｡）であった．

【考察】断裂形態は剥脱型は少なく腱実質での断

裂が多かった．このため受傷直後であれば腱同士

の縫合が可能となる症例が多いと思われる．伸展

が-24.と-15.と不十分な2例を環指に認めたが,

術後の後療法の管理が不備な症例であった．本治

療法では手術と同様に後療法が非常に重要であ

る．
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前腕の回旋拘縮に対する改良型動的副子

ModifiedDynamicPronation-supinationSplintfOr

ManagementofForearmRotationContracmre

'小郡第一総合病院リハビリテーシヨン科，z小郡

第一総合病院整形外科

○渡邊政男!，土井一輝2，服部泰典2，

池田慶裕2

【目的】外傷後の前腕の回旋拘縮は可動域訓練の

みでは改善が不充分となる場合も多い．これまで

にわれわれは前腕の回旋拘縮に対して考案した動

的副子を用いてきたが，現在はこの初期型に改良

を加えて使用している．今回は本副子の特徴と適

応した症例の結果に検討を加えて報告する．

【対象】対象は前腕に回旋拘縮を有す男性9例，

女性6例の15例である．平均年齢は30.7歳であ

り，内訳は先天性榛尺骨癒合症5例，前腕骨骨折

5例，骨折後変形治癒3例，前腕再接着およびフ

ォルクマン拘縮が各1例である．

【方法】初期型はColello-Abrahamの持つ力学的な

問題点を改善し，副子に回旋軸を持たせる事で効

果的な回旋トルクを産出するスプリントである．

今回はさらに副子自体の回旋軸が生理的な回旋軸

に沿うごとく改良を加えた副子を用いた．加える

牽引力は痛みのない範囲内とし，一回の装着時間

は40から60分で，一日に5から6回の装着を行

った．

【結果】副子の装着期間は平均6.6ケ月で，装着

開始時の総可動域は自動が10から115度，平均

47.7度で，他動が15から125度，平均65.3度で

あった．最終評価時では自動が30から180度，

平均102度で，改善角度は平均54.3度であった．

他動は50から180度，平均116.3度で，改善角度

は平均51度であった．この内先天性榛尺骨癒合

症を除く10例では最終評価時には自動が平均125

度，他動が136度であり，平均改善角度が自動で

69度，他動で70.5度と良好な改善を認めた．

【考察】本副子はゴムの牽引力をより効率的な回

旋トルクに変換することが可能であるばかりでな

く，副子自体に取り付けた回旋軸を生理的な回旋

軸に沿うように位置させることで，より適切な矯

正力を加える事が可能である．本副子は外傷後の

軟部組織の短縮等に起因する回旋拘縮に対して特

に有用性が高いと考えられた．

1-4-2

外傷性前腕回旋制限に対する動的回内外
スプリントの使用

DynancSplintfOrRotationalDysfimctionafter

FoIeannlnjury

名古屋披済会病院整形外科

○三ツロ秀幸，渡邉健太郎，佐久間雅之，

矢島弘毅，水島秀幸

【目的】前腕の動的スプリントは，1944年Sterling

Bunnellにより発表されて以来，いくつか報告さ

れていが，1990年にKeyColelloAbrahamが報告

したthreepartfOreannsplintは長い回転軸を持った
構造で前腕の回内外拘縮に対して効果的である．

我々はこのスプリントを一部改良し，外傷後の前

腕回旋制限の症例に使用し良好な結果を得たので

報告する．

【対象】1998～2003年の間，外傷後に前腕回旋制

限をきたしスプリント療法を行った18例（男性

14例女性4例平均年齢22才）を対象とした．

このうち手術例は16例であった．損傷部位は，

前腕遠位部：僥骨・尺骨遠位端骨折6例,TFCC

損傷1例，ガレアッチ骨折1例．宜詮乱：僥骨・

尺骨骨幹部骨折2例．前腕近位部：僥骨頭骨折2

例，僥骨頭脱臼骨折1例，モンテジア骨折2例．

前腕近位部と遠位部の合併損傷：3例であった．

装着適用は，リハビリ開始後4週間で著しい回旋

可動域制限を示すものとした．使用方法は，温浴，

自動運動後に1回15分～20分，1日に数回装着

し，昼間の装着だけで改善しなければ夜間にも装

着をした．

【結果】スプリント開始時期は，手術を施行した

症例では外固定除去後平均5週であった．装着前

平均可動域は回内17．0度・回外48.6度であり，

最終評価時の自動可動域は回内57.1度・回外72.7

度と改善がみられた．装着後30日以上経過して

も改善を認めないものは3例であった．合併損傷

例では改善率が劣る傾向があったが，単独損傷例

では平均100度以上の最終可動域を得た．

【結論】本スプリントは近位，遠位または骨幹部

単独に原因のある回旋制限に対しよい適応があ

る．
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手指伸展拘縮に対する新しい装具療法

NewCorrectiveSplintfbrExtensionContracmre

ofhtelphalangealJoints

東京手の外科・スポーツ医学研究所

○阿部幸一郎，山口利仁

【はじめに】手指の伸展拘縮はIP関節や指背腱膜

の拘縮により生ずる．このような症例に対し当施

設では構造がシンプルで輪ゴムの走行に工夫を凝

らしたスプリントを使用し，効果的に拘縮の除去

が得られたので報告する．

【方法】IP関節に伸展拘縮を認める5例5指に対

し，延べ68回，スプリントにて持続牽引を行な

った．このスプリントは，輪ゴムの走行がIP関

節では掌側,MP関節では背側に位置するために，

IP関節は屈曲,MP関節は伸展方向へ牽引される

のが特徴である．牽引強度は当施設で作成した痛

み尺度(Painscore,PS)を指標とした．このPS

は，0の「痛み無し」から「気になる痛み｣，「軽

い痛み｣，「我慢できる痛み｣，「我慢できるがちょ

っと厳しい｣，「我慢できるが厳しい｣，6の「我

慢できない痛み」の7段階とした．牽引開始時は

PSOからlの弱い牽引強度とし,10分経過毎に痛

みをPSに沿って申告してもらった．牽引時間は

30分とした．効果判定は牽引施行前後の他動屈

曲角度の変化とした．尚，牽引経過中にPS4にな

った場合は牽引終了し，次回の牽引強度を調整し

た．

【結果】全68回で30分の持続牽引が可能であっ

た．1回の牽引による平均改善角度はDIP関節が

9.8度,PIP関節が4.5度であった．最終的にDIP

関節で22.0度,P唖関節では33.2度改善した．

【考察】1回の牽引によりDⅣ関節がPIP関節より

もより改善したのは，末節骨の長軸に対し垂直に

牽引が加わり,DP関節へ強く屈曲力が加わった

ためと考える．また，最終的にはPIP関節の屈曲

改善も認めたことから,DIP関節の屈曲に伴う側

索の遠位方向への牽引と斜支靱帯のリンクシステ

ムによるPIP関節への屈曲力が作用した結果と考

える．これらのことから本スプリントはIP関節

の伸展拘縮の除去に有効と考えられた．
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1-4-4

手根管症候群に対する手関節装具療法の
治療成績

ClinicalResultsofWristSplintingfOrCarpal

TunnelSyndrome

東北労災病院整形外科

○信田進吾，佐藤克巳，小松哲郎，

小倉健，森優

【目的】私達は手根管症候群の軽症例を中心に手

関節装具療法を行ってきたので，その治療成績を

検討した．

【方法】手関節装具は掌側より熱可塑性プラスチ

ックをマジックベルトで固定して手関節中間位で

夜間就寝中に装着させた．対象は1998年以後に

本法を3カ月以上行って経過観察できた86例114

手である．男12例17手，女74例97手で年齢は

平均58歳である．110手が特発性，3手がColles

骨折合併例，1手がKienb6ck病合併例である．

臨床的病期の浜田分類はGradelが88手,Grade2

が22手,Grade3が4手であり，経過観察期間は

平均7カ月である．電気診断は治療前・後に短母

指外転筋(APB)の複合筋活動電位(CMAP)を

導出して遠位潜時（正常≦4.7msec)と振幅を計

測し治療成績と比較検討した．

【結果】APB-CMAPは107手が導出可能で遠位潜

時の遅延と振幅の低下を認め，7手が導出不能で

あった．治療成績はKellyらの評価基準により優

が23手，良が56手，可が26手，不可が9手であ

った．優・良の成績良好例はGradelが68手．

77%,Grade2が11手･50%,Grade3が0%であ

った．治療前のAPB-CMAPの振幅は各成績群間

に有意差がなく，遠位潜時(msec)は優群が平

均6.2,良群が7.2,可・不可群が8.4であり，優

群と可・不可群の間に有意差を認めた(p<
0.001)．治療開始後に成績評価が決定した時期は

優群が平均3.8カ月，良群が4カ月であった．

【考察と結論】手関節装具療法は手根管内圧を軽

減して正中神経障害を改善するといわれる．自験

例の検討からGradelと2でAPB-CMAPの遠位潜

時が8msec未満ならば好成績が得られ，本法の良

い適応と思われた．CMAPが導出不能または遠位

潜時が8msec以上,Grade3,4カ月間本法を行っ

て症状が改善しない症例は手術適応と考える．



1-4-5

短時間内における再現性のある握力測定

法の検討

ReliabilityofShort-termGripStrengthMeasure-
Inent

!山形県立総合療育訓練センター，2市立酒田病院

○渡邉忠良!，尾鷲和也2，金内ゆみ子11

井田英雄！

【目的】握力測定の再現性を得るため，測定間隔

をあける間欠測定法の報告がある．しかし，短時

間内における連続測定と間欠測定の研究は少な

い．本研究では，短時間内での連続・間欠測定を

比較し，その結果を用いて，握り幅と測定姿勢に

よる影響を調査した．

【方法】対象は健常成人男女各50人，年齢は22

～58歳（平均38.2歳).Smedley式握力計を用い，

握り幅は，第1指間から示指先端までの半分の長

さ（基準）とし，文部科学省推奨の要項に従い測

定した．各手を2回ずつ測定（1セット）し，そ

の平均値を測定値(kg)とした．はじめに，休憩

を挟まない連続測定，次にセット間に1分休憩を

挟む間欠測定を3セットずつ行った．更に，異な

った握り幅（基準幅･+10%･-10%),測定姿勢

(立位・坐位・臥位）で，1セットずつ測定した．

統計処理は，性別，利き手・非利き手群に分け分

散分析を行い，有意差はp<0.05とした．

【結果】全群で，連続測定ではセットが進むごと

に有意に低下した（男性利き手：45.2→43.3→

42.6,非利き手：42.4→40.8→39.6．女性利き

手：28.4→27.7→27.3,非利き手26.5→25.5→

24.9）が，間欠測定では有意な低下を認めなかっ

た．よって以下は間欠測定を用いた．握り幅では，

基準幅が最大値を示し，‐10％でのみ有意な低下

を認めた．測定姿勢では，立位が最大値を示し，

臥位でのみ有意な低下を認めた．

【結論】セット間に1分休憩を伴う間欠測定にて

再現性のある測定値が得られた．本法を用いて，

短時間内でも様々な状況における測定値の比較が

可能と思われる．本研究では，握り幅は基準幅，

測定姿勢は立位が最大値を示した．

1-P4-1

前腕回旋障害に対するダイナミックスプ
リント療法

ADynamicSplintfOrtheContracmreofProna-

tion-supinationoftheForeann

'大阪医科大学整形外科，2大阪医科大学リハビリ

テーション科

○植田直樹11阿部宗昭11白井久也11

渡辺千聡11櫛辺勇2

前腕の回旋障害は肘関節,前腕,手関節部の骨折や

脱臼後に生じやすい．回旋障害に対する治療は手

術が主で,装具療法はあまり注目されていなかっ

た．我々は,1992年より前腕の回旋制限に対し

Colello-Abrahamのダイナミックスプリントを用

い,1996年に改良し使用しているので改良装具

を紹介し，適応と成績について報告する．改良装

具は肘関節を90.に保持するスプリントと手関節

ガタースプリントで構成され，4本の水ゴムをガ

タースプリントのフックにかけて動的矯正を加え

る．矯正時，痛みのため防御的筋収縮が生じない

ように,EMGバイオフィードバックを用いて矯

正力を決定する．スプリントの装着時間は，1回

30分とし1日数回装着させる．適応は，関節包，

靱帯，骨間膜などの軟部組織の拘縮による50.以

上の回内・回外障害例としている．骨折例では，

骨癒合が完了してから使用し，遠位あるいは近位

僥尺関節の明らかな脱臼例や不適合例には適応し

ない.CRPS例にも使用できるが，痔痛が強い時

期には適応しない．第42回本学会に本装具の治

療成績を報告したが，その後の症例を加えて，再

度その効果を調査した．1996年以降のColello-

Abraham改良装具を用いた症例は58例であるが，

そのうち関節リウマチ，神経損傷，上肢切断，感

染例を除いた42例を対象とした．回旋障害の原

因は，肘周辺の骨折あるいは脱臼20例，手関節

部の骨折あるいは脱臼11例，前腕骨両骨骨折5

例,CRPS4例とVolkmann拘縮が2例であった．

スプリント装着後，回内・回外制限ともに有意に

改善していた．スプリント使用で回復しない例に

は手術を行っており，手術適応や時期の決定の一

助になっていた．また肘・手関節手術後の回旋可

動域の不良なものにも早期に装着して良好な結果

であった．
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1-P4-2

前腕回外制限に対するスプリント療法の
工夫

ModifiedSplintingfOrLimitationofForearm

Supination

'愛野記念病院リハビリテーション科，2愛野記念

病院整形外科

○田崎和幸ll貝田英二21辻本律2

【目的】我々 は第14回ハンドセラピイ学会にて，

僥骨と尺骨の掌背側方向での位置関係において前

腕回内外中間位での手関節他動尺屈位は前腕回外

位に類似しており，回外運動に適した肢位である

ことが示唆される．と述べた．その効果を判定す

るために2002年から外傷が遠位僥尺関節周辺に

発生し，回外制限を呈する症例に対して手関節尺

屈位で回外運動を施行してきた．今回症例数の多

い榛骨遠位端骨折例において，施行前・後1年間

の成績を比較し，検討したので報告する．

【対象・方法】回外運動開始時から2ヶ月以上経

過観察が可能であった僥骨遠位端骨折例を対象と

し，施行前の2001年群（前群）と施行後の2002

年群（後群）に分けた．前群は23例23手，男5

例，女18例，31～82歳（平均62.9歳）で，保存

的治療9例，観血的治療14例，固定期間は3～7

週（平均4.7週）であった．後群は27例27手，

男6例，女21例，31～85歳（平均62.7歳）で，

保存的治療10例，観血的治療17例，固定期間は

3～6週（平均4.4週）であった．前群は通常の回

外運動を行い，後群では動的回内外スプリントを

手関節尺屈位で用い，1日1～2回，1回20分間

装着するスプリント療法を併用した．

【結果】回外可動域健側比の平均値を算出し,週毎

に改善度合を観察した(前群％・後群％)．開始時

(64．66)，1週（77．90)，2週（85．91)，3週

(91．92)，4週（90．93)，5週（92．94)，6週

(90．94)，7週（91．95)，8週（93．95)，9週

(94．97）であった．後群は1週目に90％に到達

し,ほとんどの症例でスプリント療法を中止した．

またその後も安定して改善していた．対して前群

では90％に達するまでに3週要し，その後の改

善も不安定であった．拘縮例の可動域訓練は，可

能な限り正常の関節運動に近い状態で行うことが

望ましい．今回施行したスプリント療法は理に適

った方法といえ，良好な成績を獲得できた．
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手関節障害に対する新しいtractionsplint
の試み

ClncalTrialofaNewTractionSphntfOrWrist
Disorder

'東邦大学第2整形外科，2山王病院整形外科

○戸部正博11水谷一裕11甲斐秀顕11

津布久義人11柳原泰2

【目的】僥骨手根関節や尺骨手根関節に起因する

障害に対して，保存的療法の一つとして新しい

tractionsplintを開発したので，その使用経験を報

告する．

【対象と方法】僥骨手根関節もしくは尺骨手根関

節に起因する障害7手を対象とした．年齢は20

～64歳（平均42.5歳）で，男性1手，女性6手で

あった．原疾患は慢性関節リウマチ1手，外傷後

手根骨骨壊死1手，キーンベック病1手,TFCC

障害5手であった．本splint装着の適応として，

手関節痛はあるが関節可動域制限が少ない症例，

かつ早期の観血的治療を希望しない症例とした．

Splintの素材はシリコンラバーで裏打ちした形状

記憶半硬性プラスティックと弾性を持つ鋼板を使

用，スプリントの遠位部では手の掌側・背側アー

チとCM関節で包み込むように固定，近位部は前

腕中央部に固定し遠位部と近位部を掌側と背側か

ら弾性を持つ鋼板で固定した．Splintの装着期間

は2～4カ月（平均2.4カ月）であった．臨床評

価は患者自身の瘻痛効果・装着感・全体の満足度

にて行った．また，装着前と標準肢位でのsplint

装着前後のcarpalheightrate(以下CHR)の変化

を測定した．

【結果】患者自身による痙痛効果では非常に効果

あり3手，やや効果あり3手，どちらともいえな

い1手で，装着感は快適1手，やや快適1手，ど

ちらともいえない1手，やや不快4手で，満足度

では満足4手，やや満足2手，どちらともいえな

い1手であった.C服は装着前平均0.47であり，

装着下平均0.50であった．

【結語】本splmtは鋼板の反張力を利用し，牽引を

かけた状態で手関節の自動運動を妨げない機能的

装具である．まだ，開発途上であり，いろいろな

問題点もあるが，僥骨手根関節や尺骨手根関節に

起因する手関節障害に対する保存療法の一つとな

りうると考える．
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TFCC損傷に対するスプリント療法

OrthoticTreatmentfOrTriangularFibrocartilage

Complexlniury

!高槻赤十字病院リハビリテーション科，2総合加

納病院整形外科，3大阪医科大学整形外科

○西出義明!，板倉理恵'，永本和弘11

森拓美2，阿部宗昭3

【目的】G.K.Frykmanらは，遠位僥尺関節(DRUJ)

の安定性は三角線維軟骨(TFC)と尺骨手根靭帯

(UCL)の複合靱帯(TFCC)の寄与が大きいとし

ている．我々はTFCC損傷例に対し，考案したTFC

損傷用(cuff型,DRUJ固定）と,UCL損傷用

(uhargutter型）の2種類でsplint療法を施行してき

た．今回,splmt療法の成績を調べたので報告する．

【対象及び方法】2001年から2003年9月までの

TFCC損傷例でsplint療法を施行し，調査可能であ

った11名12手（平均36.1±17.5歳）を対象とした．

初回評価時に,DRUJと月状骨間に圧痛がある症例

にはcuff型splint(C型,9例10手）を，尺骨三角

骨間に圧痛がある症例にはulnargutter型splmt(UG

型，2例2手）を作製した．検討項目は1）受傷か

らsplint装着までの日数,2)装着期間,3)初回時

のsplint非装着・装着下での握力と運動時痛

(VisualAnalogScale:VAS),4)非装着下での初回

時と調査時の握力と運動時痛(VAS),5)初回時

と調査時の関節可動域とした．またc型の非装着・

装着下でのX線撮影を行いDRUJ間の裂隙を比較し

た．

【結果】受傷からsplint装着までの日数は平均
72.4±101日（5年経過後の1例は除く）であった．

splint装着期間は8週士6.4(154週の1例は除く）

であった．初回時のsplmt非装着・装着下での握力

は,C型の症例では装着下のほうが有意に強かった

(Nonparametric検定p<0.01).初回時のsplint非装

着・装着下でのVASもC型は装着下が有意に改善

していた(p<0.01).UG型は非装着でVAS平均7.6

が装着下で0.9へと改善していた．関節可動域は，

掌・背屈，回外において調査時が有意に改善して

いた(p<0.01).x線ではC型装着下でDRUJの関節

裂隙開大の改善が認められた．

【結論】TFCC損傷例に対し2種類のsplintを工夫し

て装着させることで症状の改善が得られた．TFCC

損傷例へのsplmt療法は有効と考える．

1-P4-5

屈筋腱損傷(zonel．2)修復後のスプ

リント療法

SpUntingaftermexorTendonRepair

'聖隷浜松病院ハンドセラピイ部門，2聖隷浜松病

院手の外科・マイクロサージャリセンター

○奥村修也'，原田康江11齋藤英彦21

高橋勇二21大井宏之2

【はじめに】屈筋腱損傷修復後(以下，腱修復後)のス

プリントは，腱の損傷程度，修復状態，治癒経過，

zoneなどで内容が変化するため，導入には十分な検

討が必要である．本発表では我々が腱修復後に使用

しているスプリントについて報告する．

【スプリントについて】当院の腱修復後の後療法は早

期運動を原則としている．修復後1日：修復腱の保

護に伸展制限スプリント(以下,EBS)とPulley付ゴム

バンド牽引を装着し早期自動運動法（以下,EAM)

もしくはmeine並改良法(以下，ⅣⅨ)を開始．その際，

IPの自動伸展が不十分であれば,EBSの掌側にMP

の屈曲角度を増す模状パーツを入れ自動伸展を容易

にしてIPの屈曲拘縮予防を図る.修復後3週:EBSを

外し自動運動開始.EBSは6週まで安静時,8週まで夜

間装着する.4週：模状パーツにゴム牽引のcuffを付

けIPの屈曲拘縮解離を図る.6週:他動伸展開始に伴

IJ,safetypinスプリント,8週:jomtjackを用いPの屈
曲拘縮解離を図る．

【対象と評価】対象は新鮮屈筋腱損傷例zonel:5手6

指,zone2:12手15指，男14名，女3名，平均年齢

35.4歳.後療法別では,EAMはzonel:3指,zone2:11

指,MKはzonel:3指,zone2:4指である．評価は日手

会評価基準（第3版)%TAMを用いた．また,Pの

屈曲拘縮の程度も調査した．

【結果】EAMのzonel優3指,zone2優11指,MKの

zonel優1指，良2指,zone2優2指，良2指であっ

た.IPの屈曲拘縮の平均はEAMのzonel優2｡zone2優

1.5｡MKのzonel優4.良17｡zone2優3.良12｡であっ

た．

【考察】早期運動を行い腱の癒着を柔軟なものに留め

られれば，修復後8週程度経過しても運動制限は訓

練やスプリントなどで改善可能である．その意味で，

屈曲拘縮予防を意図した早期のスプリントは功を奏

したと考えている．また，伸展が大きく得られるこ

とは，屈曲による腱滑走距離が大きく得られ，癒着

防止および癒着解離効果を高めると考えている．
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リウマチ手の術後におけるスプリントの
工夫

SplintingAfterSurgicalTifeatmentofRheumatoid
Hand

'関西医科大学整形外科，2松原メイフラワー病院

整形外科，3関西医科大学リハビリテーション科

○中村誠也11飯田寛和ll南川義隆21

浅井聖子ヨ

【目的】熱可塑性材料を利用したspl加を作成し現

在までに20数年が経過した．従来から，後療法

でのsplintの重要性を強調し報告してきたが今回

は，関節リウマチ（以下RA)の伸筋腱再建，指

関節形成術後のspht使用について述べる．

【方法】：伸筋腱再建術では術後3日よりMP関節

のDynamicspl伽と手関節,MP関節伸展位で固定

するnightspl伽を作成．新鮮死体による実験（南

川他，第33回日手会）と正常人安静時の指関節

の角度より計算した報告（中村他，第36回日手

会）から，手関節背屈位（約30度）で指の屈曲

は制限しない早期運動を行ってきた．尺側偏位術

後は，軟部組織での再建，人工関節置換術に関わ

らず矯正位でのDynamicsplintを術後3～5日で装

着関節の屈曲角は術式により段階的に増加させ

るが屈曲制限しないsplintを使用している．それ

らはVercroと簡易ハンガーの針金を用いたoutrig-

gerで牽引強度と方向が調節出来る．手背部では

牽引力による圧迫に注意し,クッション材も使用．

nightsplintはMP関節を軽度屈曲位で各指の肢位

は軽度回外位で固定．4～6週の後療法中に，腫

脹の軽減や変形の程度により適宜調節する.PIP

関節の屈曲良好な症例では，両IP関節を伸展位

での固定を追加することでMP関節の屈曲を改善

させる．手根骨尺側偏位のある症例では,Zig-

zag変形の見地から手関節尺屈位でのDynamic,

nightsplintを作成している．ボタン穴変形の術後

は,PIP伸展位でのsplintとVercroで強度調節可

能なPIP関節伸展装具(Capnersplint)を使用．

Swanneck変形はMP関節の同時手術例が多く，

PIP伸展blocksplintに牽引用のループを取り付け

ることもある．これら実際に行っている我々の工

夫を述べる．
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1-4V-1

プライサー病に対する血管柄付き骨移植
術の手術手技

VascularizedPedicledBoneGraftfOrPreisert

Disease

奈良県立医科大学整形外科

○河村健二，矢島弘嗣，小畠康宣，

重松浩司，高倉義典

【目的】特発性舟状骨壊死（プライサー病）は，

月状骨壊死（キーンベック病）に比して極めて稀

な疾患である．血行再建手段としては，従来は血

管束移植術を適応してきたが，近年はZaidemberg
らが舟状骨偽関節の治療法として報告した血管柄

付き骨移植術を施行してきた．本法の手術手技と

適応症例の結果についてビデオを用いて紹介す

る．

【手術手技】Snuffboxを中心に手関節僥背側の弓

状切開を加え進入する．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

動脈より反回して中枢側に走行する1,2intercom-

partmentalsupraretinaculararteryが確認できる．こ

の血管を剥離し移植に必要な骨片を僥骨より血管

柄付きで挙上する．次に手関節掌側の舟状骨結節

直上にZigzag切開を加え，掌側関節包を切開し

舟状骨を展開する．ドリルにて舟状骨に溝を掘り

壊死骨を十分に掻爬する．血管柄付き榛骨片を僥

側側副靱帯の下を通して背側から掌側に誘導し，

舟状骨に作製した溝に移植する．内固定は行わず

に関節包を修復し，皮層縫合を行い手術は終了す

る.ギプス固定は約5週間行う．

【結果】2例のプライサー病の患者に対して本法

を施行した．1例は21歳の男性，もう1例は25

歳の女性であった．2例ともに術後，手関節の瘻

痛は消失し，手関節可動域は改善した.MⅢにて

も舟状骨の再血行が確認できた．

【結論】本法は舟状骨偽関節に対する治療のみな

らず，プライサー病に対する血行再建手段として

も有効な手術法であると考えられた．



1-4V-2

舟状骨偽関節に対する僥骨掌側面よしﾉの

血管柄付き骨移植術の実際

VascularizedBoneGraftfromPalmarSurfaceof

theRadiusfOrtheTreatmentofScaphoidNon-

unlon

i大阪市立大学救急部，2馬場記念病院整形外科，

3清恵会病院外傷マイクロサージャリーセンター，

4大阪市立大学整形外科，

○五谷寛之!，榎本誠11遠山雅彦21

山野慶樹3，高岡邦夫4

【はじめに】舟状骨偽関節に対する手術的治療の

選択は議論の対象となるところであるが，僥骨よ

りの有茎血管柄付き骨移植術が有力な選択枝の一

つであることは論を待たない．しかし，手技的に

困難と受け止められる事が多く，本邦においては

広く普及しているとも言い難い．我々が行ってい

る僥骨掌側面よりの有茎血管柄付き骨移植術は手

技が簡便であり応用範囲も広いためビデオで紹介

したい．

【手術手技】ヘンリーのアプローチを用い進入，

方形回内筋の遠位から約lcm中枢で筋膜を切開

し，方形回内筋を筋鈎で前方に引く．掌側手根動

脈が僥骨掌側面で遠位僥尺関節近傍の骨膜上に

2，3の分枝を伴って，分布するのが確認できる．

この血管茎を含み，骨掻爬部の形状に合うように

移植骨をデザインして採取する．この際僥骨動脈

の分枝部から茎を同定するのは困難で，血管を損

傷する可能性がある．今回報告例では，移植骨の

固定にK-Wireを用い，操作は簡便であった．初

期例以外は全過程がワンタニケット時間で終了可

能であった．

【結果】臨床症例11例全例で血行のある移植骨を

採取可能で移植骨のサイズは最大1×lcmであっ

た．皮切は4.5～7.5cmであった．骨癒合は11例

にみられ，外来診察時に確認したのは術後6－11

週（平均7週）であった．

【考察】我々は，掌側の小さい骨欠損を伴う舟状

骨偽関節例においては同一皮切内で僥骨掌側面よ

り採取した海綿骨の充填を行ってきた．本法は，

僥骨掌側から採取する移植骨に血管茎を付加する

方法と考えられ，骨癒合確認も早期に得られた．

サイズの大きい骨移植が必要な症例を除く，舟状

骨偽関節例において同一の皮切内で施行可能な有

用な方法と考えられた．また，血行再建を目的と

した手術的治療が適応となる手部の無腐性骨壊死

においても，選択枝の一つとなると考える．

1-4V-3

舟状骨偽関節に対する掌側アプローチに

よるbiconcavebonegraftingの実際
BiconcaveBoneGraftingfOrtheTreatmentof

ScaphoidNonumonthroughVolarApproach

大阪労災病院整形外科

○安田匡孝，政田和洋，竹内英二

【目的】舟状骨偽関節に対してWatsonは,1993年

に背側アプローチによる海綿骨移植(biconcave

bonegrafting)の良好な成績を報告した．われわ

れは，2000年7月以来，掌側アプローチを用いて

この方法を行い極めて良好な成績を得ている．ビ

デオにより本術式を紹介し，成績を報告する．

【手術手技】Russeの掌側アプローチを用いて偽関

節部を露出する.STT関節は開放せずに偽関節部

のみ露出することにより，遠位骨片を栄養する僥

骨動脈の掌側枝が温存でき，さらに,radio-

scapho-capitateligamentも温存できる．中村法を

用いて手根不安定症を矯正した前後に，偽関節部

の懐痕組織を十分に掻爬し，直視下に近位と遠位

骨片を2本の指骨ピンで固定する．こうすること

により，両骨片は骨欠損を残した状態で三次元的

に矯正される．僥骨末梢の僥背側より，海綿骨を

採取し，偽関節部に十分に移植する．基本的に6

週間のギプス固定を行い，骨癒合確認後，ピンを

抜去する．

【症例と結果】本法施行後半年以上経過した症例

は，30例30手（男：27例，女：3例，手術時平

均年齢：28歳）であった．全例で骨癒合を得た．

術前の手関節痛は，術後に全例で消失した．

【考察】舟状骨偽関節に対しては，腸骨より皮質

海綿骨を移植し埋め込み圧迫螺子による固定法が

一般的な方法である．しかし，この手技の最大の

欠点は舟状骨のアライメントを矯正した状態を保

持しながら螺子で固定することが困難であること

である．また，腸骨部痛を伴うこと,STT関節に

損傷を与えることも大きな欠点である.本術式は，

こうした欠点も補い，極めて低浸襲でありかつ簡

便である．Watsonは骨癒合率は89%と報告して

おり他の報告と差はないが，今回の成績では100

％の骨癒合率を得た．
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1-LS-3

リン酸カルシウム骨セメントを使用した榛骨遠位端骨折の治療

TTeatmentfbrDistalRadiusFracmrewiththeUseofCalciumPhosphateBoneCement

東邦大学第2整形外科

戸部 正 博

【歴史的背景】僥骨遠位端骨折は骨粗霧症を基盤とする高齢者に多く発生する骨折であるが，交通事故、

労災，スポーツなどのhighenergyinjuryにより若年者にも発生する事も多い．僥骨遠位端骨折の治療で重

要な事は手関節機能の回復であり，年齢，骨折型，骨強度，骨欠損の有無に合わせた治療法の選択が必須

であると考えている．

僥骨遠位端骨折の治療では以前は保存療法が主体であったが，1972年Cooneyらは保存療法で整復位を保
つことが困難な骨折をunstableColles'fractureと定義し，創外固定やその他の手術療法の必要性を提唱し

た．また，近年では解剖学的整復位の獲得と維持は治療成績の向上につながるとの報告が多く，不安定型

僥骨遠位端骨折では積極的に手術療法が行われてきている．

【骨補填が必要な僥骨遠位端骨折】われわれが骨補填を要すると考えている骨折は，斎藤分類で，Ⅳ型．

V型の関節内粉砕骨折を絶対的適応，斎藤分類でⅡ型．Ⅲ型では相対的適応としている．また，骨粗霧症

を基盤とする僥骨遠位端骨折は海綿骨の骨密度の低下と皮質骨の脆弱性のため整復を行うと大抵の場合，

骨欠損を伴う不安定型骨折となるため，相対的適応と考えている．

【骨補填材料】骨補填材料として，母床への生着を考えれば自家骨が最も適しているが，採骨のための侵

襲は時として，主たる手術創より侵襲が大きくなる場合がある．また，骨粗繧症例では良好な自家海綿骨

は採取できないことが多い．そのため，骨欠損部への補填材料としてハイドロキシアパタイト，骨セメン

ト，他家骨などが使用されてきたが，それぞれ一長一短があり，術中の操作性にも難点がある．

現在本邦では，骨に置換しうる骨補填材料としてα-TCPとβ-TCPの2種類のリン酸カルシウム骨セメン
トが使用されている．その中で、ペーストとして使用するα-TCP(BIOPEX@:三菱マテリアル）は注入

操作が可能で，骨欠損部への細部充填能に優れ，水和反応により1週間で約80Mpの圧縮強度を有する．

しかし，優れた長所を持つ反面，骨外へリン酸カルシウム骨セメントが漏出した場合には重篤な合併症の

報告例も散見され，発売から約3年が経過した現在，いまだに僥骨遠位端骨折に対する手術手技は確立さ

れていない．

本講演では，リン酸カルシウム骨セメントを使用した僥骨遠位端骨折の治療について，その手技、併用す

る固定方法，合併症例，また短期経過ではあるが生体内でのリン酸カルシウム骨セメントの吸収について

述べる．
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1-4V-4

Kienb6ck病に対するGraner変法の手術

手技

SurgicalTechniqueoftheModifiedGraner
Procedure

東京医科大学整形外科

○高瀬勝己，山本謙吾，今給黎篤弘

【目的】Kienb6ck病の治療法には，様々 な方法が

報告されている．我々は，病期が進行し手根骨配

列異常を来したLichtman分類3b以上の症例に対

して，圧潰した月状骨を摘出後に手根骨間部分固

定術を行うGraner変法を施行してきた．今回，

我々が用いている手術手技を紹介すると共に問題

点について報告する．

【手術手技】手関節掌側の僥骨手根関節直上に約

5cmの横切開を加え，皮下を剥離後に伸筋支帯を

縦切し第3および4コンパートメント間を展開す

る．月状骨および肥厚した滑膜組織を摘出後に有

頭骨を半割し末梢骨片はそのままとし，中枢骨片

を中枢側に移動させ新しいradio-carpaljointを形

成する．さらに，大菱形骨・豆状骨を除いた手根

骨間の関節軟骨を全て切除した後に，手根骨間部

分固定術を行う．この際，内固定材料として

Kirschnerwire数本用いるが，軟骨切除あるいは

有頭骨移動により生じた空隙は，腸骨より採取し

た骨皮質や海綿骨を充填する．また術中に重要な

ことは，舟状骨の掌側回旋を十分に整復すること

であり，当科では過矯正とならないようにradio-

scaphoidangleを約50.に矯正している．

【結果】23例に本術式を施行した．全例に骨癒合

は得られており，術前に認められた瘻痛は著明に

改善され，安静時痛はなく軽度の労作時痛を認め

たのは僅かに2例のみであった．X線上では，23

例全例に新しく形成したradio-carpaljointに変形

生関節症性変化を認めたが，この変化に由来する

症状はなかった．また，手関節可動域は術前と同

程度であり改善も悪化も認められなかった．

【結語】Lichtman分類3b以上のKienb6ck病におい

て，早期の除痛や社会復帰でGraner変法は有効

な手術法である．

1-4V-5

母指CM関節症に対する骨移植を加えな

I,､tensionbandwiring法による関節固定
術

ArthrodesisUsingTensionBandWmngwithout
BoneGraftfOrtheOsteoarthrosisoftheThumb

CarpometacarpalJoint

熊本整形外科病院

○田嶋光

【目的】母指CM関節症に対しては病期により靱

帯再建と関節固定を使い分け,Eaton分類stage3

以上では除痛効果を期待して関節固定術としてき

た．骨移植を併用しないtensionbandwiring

(TBW法）により早期外固定除去として中高年女

性の希望に沿っている．我々の手術手技を紹介す

る．

【対象・方法】症例は48歳から80歳，男3手女

17手の20例20手，1例の第1中手骨基部変形治

癒骨折後を除いて一次性の関節症で,Eaton分類

ではstage2:1手,3:17手,4:2手である．手術法は
2本の径1.5mmK-鋼線により第1中手骨・大菱形

骨間を固定し，大菱形骨に通した軟鋼線を第1中

手骨基部背側で8の字締結する．固定角度は掌側

外転30.僥側外転20.母指をやや回内位としてtip

pinch可能とした．術後2週より外固定を除去し，
労作時のみ手関節固定装具として入浴を許可す

る．1例を除いて骨移植は行なっていない．

【結果】術後6カ月以上で症状固定した18例全例

で一期的骨癒合を得，母指長は健側差Ommから

8mm平均3.7mm,握力は対健側比平均85%ピン

チカ89%,X-P上の第1．2中手骨間角度による

平均最大掌側外転31°内転20.非手術側37。7。に

比し内転が制限されていた．但し母・示指の固有

指軸を測定した掌側，僥側外転はMP関節の代償

により60.以上が確保されいる，全例痙痛は消失

したか僅かである．

【結論】本術式は関節面の展開，大菱形骨への軟

鋼線の通し方，固定角度決定手技に工夫を要す．

一方骨移植を行なわず，固定力は良好で早期外固

定離脱が可能で，母指短縮の機能的損失もなく，

骨癒合も良好で，中高年女性を主体とした患者の

手術による負担を最小限とする．
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1-4V-6

セメントレス表面置換型PIP人工指関節
の術式

SurgicalTechniqueofCementlessSurfaceType

HngerJointArthroplastyoftheRngerJoint

松原メイフラワー病院整形外科

○南川義隆

【はじめに】ナカジマプロペラ社製の表面置換型

PP人工指関節(SelfLockmgFmgerJomt)はチタ

ン合金製螺子構造のジョイントアンカー(Stem)

とチタン合金の骨頭および超高分子ポリエチレン

製ソケットで構成される．側服靱帯を温存した最

小限の骨切除で骨セメントを使用しないジョイン

トアンカーの設置位置の調整が可能であるため，

解剖学的に設計されたbicondylarjoinsurfaceが
ⅢP関節の側方安定性を維持する．

【対象】関節リウマチ(RA)と変形性関節症

(OA)に適応があり,RA23関節,OA5関節に使

用し良好な成績を得た．術後平均2年で約50度

の可動域とジョイントアンカーの緩みは5％以下

であった．

【術式】背側縦切開による背側アプローチと掌側

ジグザグ切開による掌側アプローチがある．スワ

ンネック変形やボタン穴変形では伸筋腱の再建が

必要となるので背側アプローチ，変形のないRA

及びOAでは掌側アプローチが可能である．関節

の展開は背側からの方が容易であるが，屈筋腱鞘

を開放しない掌側アプローチでは早期自動運動に

制限がないのでより良好な可動域が期待できる．

【後療法】伸筋腱の再建法により異なるが，術後

3～4日から可動域訓練を開始する．側方動揺性

に対して側副靱帯を縫合した例には側方ストレス

に注意を要する．縫合創が安定する2週から

Capnersplintを使用する場合が多い．術後2ケ月

までは術者，セラピスト監視下の後療法がきわめ

て重要である．術式と後療法の詳細とポイントを

ビデをで紹介する．
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指島状皮弁と爪床移植による爪部切断例
の再建

CombiningTechniqueofFingerlslandHapand

NailBedGraftfOrFingertipReconstruction

崎玉手の外科研究所，2東京手の外科スポーツ医

学研究所

○平瀬雄一!，児島忠雄!，福本恵三!，

根本充'，山口利仁2

手指は高度な人間生活を営む上で必要不可欠な器

官であり，常に露出していることからその再建は

整容的にも重要な意味を持つ．今回は，そのうち

最も末梢の切断をきたしている症例について最も

効果的であると考えられる方法を紹介する．

【適応】適応となるのは，指末節での切断のうち，

爪母が残存し，末節骨も2/3以上残っているタイ

プである．

【方法】掌側指尖部の再建は指内に作成する指動

脈皮弁により行う．選択される皮弁は，掌側前進

皮弁,ObliqueTriangularFlap,逆行性指動脈皮弁

などである．次に足母指の爪の一部を．の字形に

一旦切除して爪床から必要な量を分層皮膚として

採取する．採取部には一旦切除した爪を戻してテ

ープで固定する．採取された分層爪床皮膚を指尖

に移行した指動脈皮弁の背側の爪床欠損部に植皮

しtie-over法で固定する．

【症例】18例の新鮮・陳旧切断例に応用し，全例

で指動脈皮弁と分層爪床移植の生着をみた．その

うち，6例は末節骨が1/2程度欠損していたため，

二次的に尺骨より採取した皮質骨を移植したが1

年以内に大部分が吸収され軽度の爪湾曲変形，あ

るいは爪の短縮が観察された．骨の欠損の少なか

った8例は整容的に極めて良好な形態を再獲得で

きた．残りの4例では爪は成長は良好であったが，

指尖部の組織の不足による軽度の先細りがみられ

た．しかし，いずれの症例でも爪は良好に成長し

ていることが確認できた．

【結論】爪部切断例の再建には適した方法である

が，術後に変形を残さないためには末節骨の2/3

が温存されていることが重要で，二次的な骨移植

はやがて吸収されることが確認された．末節骨の

1/2以上が失われている症例では血管柄付爪床移

植が最適応と考えられた．
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P&RTractionSystemによるPIP関節脱
臼骨折の治療

TheP&RTractionSystemfbrtheTreatmentof

Fracmre-dislocationsofthePIPJointintheHand

岐阜県立岐阜病院整形外科

○鈴木康，横井達夫

【目的】演者らは,手指用小型牽引装置を独自に開

発し，骨関節外傷や関節拘縮の治療に応用してき

た．今回は,PIP関節背側脱臼骨折に対する本装

置の手術手技とその適応について,要点を述べる．

【装置の概要】この装置の基本型(basicdevice)

は，損傷部を挟んで近位と遠位に刺入した2本の

K鋼線の間に輪ゴムを掛けて，損傷部に牽引力を

作用させるもので，構造が単純であることや特殊

な器材を必要としないなどの利点を有する．とく

にPIP関節背側脱臼骨折に対しては，脱臼した中

節骨基部にK鋼線を1本追加刺入することにより

確実な整復の得られる変型装置(modifieddevice)

を適用している．

【手術手技の要点】牽引用鋼線(axialtractionpin)
は損傷部の近位に，輪ゴムを掛けるための鋼線

(hookpin)は損傷部の遠位に，整復用鋼線

(reductionpin)は脱臼位にある中節骨基部にそれ

ぞれ刺入するが，何れも指の前額面に平行且つ指

骨軸に垂直となるように刺入する．鋼線の刺入位

置と方向を正確に決めるために,X線透視下に専

用の鋼線誘導器具を使用することもあるが，触診

により指節骨の形状を理解し，鋼線刺入方向を三

次元的に確認することにより，鋼線刺入時のx線

透視装置の必要性は少なくなり，レントケン被爆

量の軽減に繋がる．

【適応について】関節内骨折の治療原則は，骨片

の強固な固定と早期の関節運動であるので，観血

的整復一内固定術を第一選択とするが，治療法の

選択に迷うような粉砕骨折を伴う場合には本装置

の適応となる．陥没骨片に対しては経皮経骨髄的

整復法を併用し,関節面の解剖学的整復を目指す．

【成績】本装置を使用した16症例の平均11ケ月

の経過観察時点での治療成績は,PIP関節関節可

動域で85度であった．

【結論】本装置は，治療法の選択に難渋する粉砕

型脱臼骨折例に対し有用な治療法である．

1-VS1-2

陥没骨片を伴った指PIP関節脱臼骨折の

治療

TIeatmentofFracmreDislocationofProximalh-

terphalangealJointAccompaniedwiththeDepres-

sedFragment

名古屋披済会病院整形外科

○木野義武，渡邉健太郎，佐久間雅之

【目的】1981年来，治療に難渋するPIP関節背側

脱臼骨折の観血的治療を発表してきた．今回は術

式のビデオ供覧を目的とする．

【症例の内訳】陥没骨片を有する指PIP関節背側

脱臼骨折43例の詳細は，男34例女9例で，受傷

原因は，ソフトボール19例，野球9例，その他

のスポーツ6例，転倒4例，労災事故3例，交通

事故2例で，受傷時年齢は14歳から72歳，平均

33歳である．PIP関節への側方進入は陥没骨片の

ある僥側20例，尺側13例で，両側進入は主に陳

旧例の10例である．受傷から手術までの経過日

数は，陥没骨片剥離整復36例では平均7日，骨

癒合が発生し骨切り術施行7例では平均39日で

あった．骨移植は27例に施行した．

【手術適応】正確な側面x線撮影により，中節骨

関節面より深く陥入した陥没骨片であれば，観血

的整復固定の適応である．受傷後1カ月位の陳旧

例でも関節面の解剖学的復元が可能である．陥没

骨片が掌側骨片との間に挟まれた介在骨片であれ

ば，経皮的鋼線刺入による陥没骨片の整復の適応

となる．PIP関節側方進入は正面x線撮影で陥没

骨片が発生している側から進入する．正面像で陥

没骨片が不明の場合は斜位撮影の追加で僥側進入

か尺側進入か診断される．

【手術術式】新鮮例の手術の詳細はビデオで供覧

する．側副靱帯の起始部を一時的に切離反転する

ことにより，くさび状に中節骨関節面に深く陥入

した陥没骨片を直視下に剥離整復固定できること

が我々の術式のメリットである．

【結果】新鮮剥離例のPIP関節の可動域は平均

85.である．骨切り例のPIP関節の可動域は平均

71。である．
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陳旧例を含むPIP関節脱臼骨折の治療

SurgicalTreatmentfOrDislocationFractureof

FingerPIPJointIncludingOldCase

新潟手の外科研究所

○牧裕，坪川直人，吉津孝衛

PIP関節脱臼骨折で最もよく遭遇する例は，背側

脱臼に中節骨基部関節面掌側の骨折を合併しこの

三角骨片が転移したものと，さらにその骨片の背

側に陥没骨片を伴うものである．新鮮例の治療法

には各種報告があるが，私達の施設では可能な限

り解剖学的整復を目指し，観血的整復内固定を行

う場合が多い．アプローチは側正中切開で，側副

靱帯を切離して関節を開き陥没骨片を起こし，三

角骨片を合わせてキルシュナー鋼線で内固定を行

う．側副靱帯を修復し,PP関節伸展0。かやや屈

曲位で指背にアルミシーネをあてる．骨折の粉砕

が強く内固定の強度に不安があれば指用創外固定

をかける場合もある．最近は側方からでは全体が

見にくい粉砕型のものに対して，掌側から屈筋腱

をよけ掌側板の付いた骨片をはずし，背側の骨片

から順次整復してキルシュナー鋼線や締結用鋼線

でpullout固定する方法も行っている．また掌側

骨片の粉砕が強く，骨接合できない場合はEaton

法に準じて掌側板を関節内に引き込む．これらの

場合創外固定をかけ屈筋腱癒着防止の意味でDIP

関節を自動屈曲させる.PIP関節の可動訓練は4

～5週後に開始する．他動屈曲はhingeにならな

いよう牽引しながら行う．陳旧例で受傷から1～

2カ月程度であれば観血的整復を行うが，脱臼位

のまま放置されていると側副靱帯は拘縮してお

り，整復のために両側とも切離する場合もある．

術後の4～5週間の外固定には創外固定に牽引力

をかけたり,Robertson3方向牽引を用いる．側副

靱帯は切離したままでも羅痕性に癒合収縮し不安

定性が残ることはほとんどない．半年，1年と経

過し，強直した陳旧例に対しては両側の側副靱帯

を切離し，骨折部はいじらず創外固定で牽引のみ

かけ動かした経験はある．痛みを伴うものには，

関節固定か，40歳代までは関節移植を行う．

1-VS1-4

陳旧性PIP関節脱臼骨折の術前診断と手

術手技

ChronicDorsalFracture-dislocationoftheProxi-

malhtrphalangealJoint:PreoperativeDiagnosis

andSurgicalTechmque

'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1，高山真一郎2

変形治癒となった陳旧性PIP関節背側脱臼骨折に

対し矢部法を主とする矯正骨切り術を行ってき

た．第41，45回本学会において，本法の工夫．

問題点，中・長期治療成績について検討した．今

回,術前診断の工夫と手術手技を中心に報告する．

【対象と方法】過去12年間に本法を行った29例

のうち，荻窪病院で手術を行い経過観察可能であ

った10例を対象とした．男8例，女2例，左右

各々5例で，手術時年令は18～65（平均35.1）

歳であった．受傷から手術までは1.0～5.9（平均

2.7）力月で，示指3，中指1，環指5，小指1で，

中節骨関節面の陥没骨片を6例に認めた．術前診

断としてCTの矢状断撮影（初期は断層撮影）で

骨片の状態を把握しておき，手術は原則として両

側側方切開で進入し，陥没骨片があるものや整復

に難渋する例では片側の側副靱帯を一旦切離し

た．内固定は原則K鋼線で，整復位保持は伸展ブ

ロックの鋼線あるいはRobertson牽引，大野らの

DDAなどを単独または併用した．術後調査期間

は2～65.5（平均20.6）力月で，治療成績は木野

および石田の評価基準で判定し,X線所見は参考

とした．

【結果】治療成績は木野の基準では優1，良3，可

4，不可2で石田の基準では優3，良2，可5，不

可0であった.PIP関節の術後平均可動域は

71.3。で，15.以上の伸展制限を約半数の症例で

認め，伸展ブロック鋼線の影響が考えられた.X

線所見では鈴木らの関節症重症度score(0:正常～

12:最重症）で1～9（平均3.4）点で，治療成績

と相関がみられたが，一部軽症例でも可動域制限

を残すものがあった．

【考察】手術では正確な関節面の整復固定は必須

で，そのための術前CT診断は大切で側副靱帯の

処理や骨切りの計画が立てられる．後療法では持

続牽引下の早期自動運動が好成績につながると考

えられる．

-S48-



1-VS1-5

PIP関節骨折への牽引療法とDIP関節移行

術の適応

TractionandDIPJointTransferfOrPIPJoint

Fracnn･es

帝京大学整形外科

○黒島永嗣

PIP関節内骨折の治療の要点は，関節面の解剖学

的整復にあると一般に信じられている．しかし，

現実には外科医の技量，骨折粉砕の程度や受傷か

らの経過時間などにより，前述の要点は達成でき

ないことも多い.このような場合でも，解剖学的

整復を狙うあまり，広範な剥離展開や固定力のな

い内固定を行えば，早期運動が行えないばかりか

関節内外の広範な嬢痕形成や骨片壊死吸収によ

り，関節破壊や拘縮という最悪の結果を招く．

これを回避するには，解剖学的整復とは別の現実

的原理や目標が必要である．Kiefhaberはhinge

motionを避け曲enamralmiddlephalangealgrideが

重要と指摘している.X-p上，損傷がひどく見え

ても，牽引しながら受動的に動かしてみると驚く

ほどスムースに異音なく動くことがある．この状

態を人工的に実現し維持すれば,Kiefhaberの言

う目的は達成されることになる．

一方，受傷から時間が経過した症例の問題は，ア

ライメント異常と関節変形・破壊（強直を含む)，

関節内外の嬢痕化に大別できる．解剖学的整復と

早期運動が行えるならこれを行うべきであるが，

そうでなければアライメント矯正と関節のnatural

gride実現のために，艤痕切除と牽引療法は現実

的対応として有利である．

さらに破壊強直した関節の再建は，従来，足指関

節移植しかなかった．しかし，同じ手のDP関節

を有茎血管柄付きで移行する方法は，10年以上

の経過観察でそれに勝る安定した成績を示してい

る．

ビデオ発表では，広いスペクトラムを持つPIP関

節骨折に対して，牽引療法と関節移行術の占める

位置を,治療例を提示してその現実的対応を示す．
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Dorsaldigitalflapおよびdorsalmeta-
carpalflapを用いた手指骨髄炎の治療

TreatmentofOsteomyelitisinFingerPhalanges

UsingDorsalDigitalorDorsalMetacarpalHaps

'京都大学整形外科，2丹後中央病院整形外科

○柿木良介!，松本泰一!，池口良輔11

中村孝志11西島直城2

【目的】我々は4例4手の手指骨髄炎にたいし

Dorsaldigitalormetacarpalnapを用いて治療し，

良好な成績を得たので報告する．

【症例】症例125才，女性．右中指基節骨骨髄

炎．時々誘因なく右中指基部の腫脹，瘻痛が出現

し，抗生物質の内服で軽快していた．右中指基節

骨部より浸出液の漏出をみとめ，近医にて病巣掻

爬術をうけるも再び浸出液をみとめた．第2背側

中手動脈を茎とするadipofascialnapに骨間筋を一

部付着させて逆行性に採取し，病巣掻爬後の中指

基節骨内に挿入した.術後骨髄炎の再発は認めず，

手指の可動域制限も認めない．症例254才，男

性．散弾銃の暴発により右小指基節骨中節骨開放

骨折を受傷した.ただちに病巣掻爬術を受けるが，

創部より浸出液の漏出が続くため，再度病巣掻爬

術を施行し抗生剤入り骨セメントを充填した．そ

れでも謬出液の漏出が続くため，基節骨中枢部と

中節骨末梢部を掻爬し，右第4背側中手骨動脈を

茎とする逆行性の骨間筋付き部分第5中手骨を移

植した．約3ヶ月で骨癒合が得られ，以後経過良

好．症例356才，男性．右中指末節骨骨髄炎．

右中指末節骨骨折を受傷し，Sc1℃w固定を受けた．

6ヶ月後誘因無く同部の腫脹，痙痛，排膿をみと

め，ただちにScrew抜去と背側指動脈を茎とする

逆行性の脂肪弁を採取し,screwholeに挿入した．

炎症の再燃は認めない．症例456才，女性．左

母指末節骨化膿性骨髄炎．左母指に木片が刺さっ

て後，同部の腫脹，排膿を認めた．左母指背側尺

側動脈を茎とする脂肪弁に母指内転筋の一部をつ

けて逆行性に採取し，末節骨病巣を掻爬後，筋脂

肪弁を挿入した．術後炎症の再燃傾向なく，経過

順調である．

【結果及び結論】Dorsaldigitalflap及びdorsal

metacarpalflapは，手の骨髄炎の治療に有用な方

法と考える．

1-5-2

手部の化膿性骨髄炎についての検討

ClinicalStudyinPyogenicOsteomyelitisofthe

Hand

熊本整形外科病院

○矢渡健一，田嶋光，玉井誠

【はじめに】手部化膿性骨髄炎は外傷後発症によ

るものが多く，広範囲の挫滅創の他，刺創や切創

などわずかな外傷後の二次感染としても生じる．

今回われわれは過去12年間に経験した手部化膿性

骨髄炎について検討する．

【対象】1991年より2003年までの12年間に当院を

受診，手術加療を行った手部化膿性骨髄炎は28例

(男性15例女性13例)，受診時年齢は2～76歳（

平均年齢46歳)．罹患部位は固有指部14例（末節

骨10例，中節骨4例)，中手骨2例，化膿性関節炎

より波及した関節部12例(DIP関節部4例,PIP関

節部5例,MP関節部3例）であった．初期開放創

例は11例（39.2％)，初期外傷より6ケ月以降経過

した慢性例は5例（17.9％)，術後感染例は7例

(25.0％)，明らかな外傷歴のない特発例は5例

(17.9％）であった．初期開放創11例の内訳は挫滅

創3例，刺創3例，切創1例，擦過創2例，犬咬傷

1例，人咬傷1例．初期開放創例および特発例16

例中13例（81.2％）は，受傷時もしくは局所炎症

所見発現時に当院を含む医療機関を受診し，洗浄，

縫合，切開排膿，抗生剤投与などの初期治療を受

けていた．全例抗生剤投与に加え洗浄，軟部組織

郭清，骨掻爬術を施行，28例中皮膚欠損合併3例

に動脈皮弁を併用した．術中組織培養陽性例は9

例（陽性率32.1％)，内訳は黄色ブドウ球菌3例，

MRSA2例，化膿性連鎖球菌l例，β群溶連菌1例，

表皮ブドウ球菌1例，大腸菌1例であった．

【考察】手部開放創では，二次的に深部感染へ波

及し化膿性骨髄炎へ進行する場合があり，洗浄，

デブリードマン等の適切な初期治療が重要とな

る．一方，創の程度によっては必ずしも根治的に

郭清が行えない場合があり，深部感染へ進行する

可能性を患者へ充分に説明しておくべきである．

初期治療後局所炎症所見が遷延する場合骨髄炎へ

の波及を疑い，早期診断，早期郭清が必要である

と考える．
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1-5-3

化膿性屈筋腱腱鞘炎の治療経験

TreatmentofSuppurativemexorTenosynovitis

昭和伊南総合病院整形外科

○土金彰，青木哲宏

【目的】化膿性屈筋腱腱鞘炎は早期に適切な治療

を行うと良好な結果を得られるが，不適切な治療

で感染が遷延化すると重篤な機能障害を残すこと

がある．過去8年間に当院で治療した化膿性屈筋

腱腱鞘炎について治療法及びその結果を報告す

る．

【対象】症例は9例（男性8例，女性1例）で受傷

時年齢は31～79歳（平均50歳）であった．受傷

部位は母指1例，示指2例，中指3例，環指1例，

小指1例，手関節1例であった．受傷原因は材木

やワイヤーなどを刺した刺創が6例，手根管解放

後の感染が1例，不明が2例であった．発症から

手術までの期間は0日～6日で24時間以内に施行

した例は3例であり，受診当日に全例緊急手術と

して対応した.手術法は掌側zigzag切開で進入し，

腱周囲の感染滑膜組織を切除した後に充分な洗浄

を行った．2例に対して持続洗浄を留置した．術

後は平均5日間の抗生剤投与と早期より自動運動

を中心とした可動域訓練を開始した．

【結果】1例を除き2ヶ月以内で可動域制限を残さ

ず治癒し，健側との握力比は92％であった．可

動域制限を残した症例は初回手術から10ヶ月に

腱剥離術を施行したが，最終%TAMは62%で

Buck-Gramcko法の機能評価では良であった．

【考察】化膿性屈筋腱腱鞘炎の診断については外

傷歴と臨床症状を参考に行ったが，全例が

Kanavelの四徴を呈するわけではないので注意を

要する．治療としては初期には抗生剤投与のみの

保存療法を適応とする報告もあるが，抗生剤投与

のみの治療で重篤な機能障害を残したとの報告も

あり，当院では疑わしき症例も含めて全例手術療

法を選択し，良好な結果を得た．診断に苦慮する

症例でも漫然と抗生剤投与を続けることは治療期

間の延長と機能障害の原因となるのでなるべく早

期の手術療法が重要と考える．

1-5-4

手関節結核の手術治療の検討

SurgicalTreatmentfOrTuberculosisoftheWIist

岐阜大学整形外科

○大野義幸，大西量一郎，清水克時

【目的】最近，高齢者手関節結核2例を経験した．

過去30年間の症例を追加してその診断，治療上

の問題点を検討した．

【対象】1973年から2002年までの30年間に当科

で手術治療を行った骨関節結核68症例，71部位

のうち，手関節結核5症例5手（男子4例，女子

1例）を対象に調査した．

【結果】当科初診時年令は50-87才（平均64.6才)．

発症から手術までは6-30ケ月（平均13.4ケ月）

を要していた．肺結核など過去に結核の既往のあ

った症例は3例で，結核の既往の明らかでない2

例のうち1例では家族内で結核多発の家族歴があ

った．前医での当初の診断はRAが2例，キーン

ベック病が1例であり，この3例にはいずれも手

関節部にステロイド注射が行われていた．当科来

院時に持続的排膿があった例が2例あり，いずれ

もブ菌（1例はMSSA,他はMRSA)との混合感

染であった．結核の既往がなく，瘻孔よりMRSA

が検出されていた87才男性例では術中採取した

組織検査でも結核が特定できず，結核菌培養検査

により退院後に結核の報告がなされた．全例，手

根骨内に病巣が及んでおり，第1回目手術は病巣

郭清，外固定を行った．81才男性例では術後2ケ

月で再発し，排膿を認め，手根骨全切除,KM含

浸HAb充填，創外固定にて感染鎮静後,2期的に

遊離血管柄付き腸骨移植による再建を要した．全

例治癒し，その後再発はないが，手関節強直，手

指拘縮など機能障害を残した．

【ポイント】手関節の腫張を見たら，感染を鑑別

診断の一つにあげ，結核の可能性も念頭において

結核の既往歴，家族歴を聴取すべきである．排膿

を認め，一般細菌が検出されている場合でも，化

膿性手関節炎と早合点せず，結核に伴う混合感染

を疑う必要がある．治療は強力な抗結核薬治療を

行っても，不十分な病巣郭清では再発し，思いき

った病巣切除，再建が必要なこともある．
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1-5-5

難治性テニス肘に対する短僥側手根伸筋
腱延長術

ElongationoftheECRBTendonfbrTreatmentof

TennisElbow

'秋田赤十字病院整形外科，ユ新潟手の外科研究所

○松崎浩徳1，吉津孝衛2，牧裕2，

坪川直人2，湯本聡‘

【目的】難治性テニス肘の手術には様々な術式が

報告されているが,Gardenはその本態を短僥側

手根伸筋（以下ECRB)の牽引力による付着部障

害と捉え，1961年,ECRB腱延長による治療（以

下Garden法）を報告した．我々は本術式をテニ

ス肘手術の第一選択としており，その成績につい

て報告する．

【対象】1995年4月から2003年9月までにGarden

法を行った10例，10肘（男6人，女4人）を対

象とした．年齢は34～47歳（平均42歳）で，全

例術前に3カ月以上の保存療法を受けていた．上

腕骨外上穎から伸展回外筋群起始部の痔痛，

Thomsen徴候,中指伸展テストなどを全例に認め，

X線写真上は軽度の関節症性変化を認める症例が

あった以外特別な所見を認めなかった．

【手術方法】前腕僥背側部で，長母指外転筋およ

び短母指伸筋の中枢部に約3cmの縦皮切をもう

け,ECRB腱を同定するが,ECRB腱は長僥側手

根伸筋（以下ECRL)腱の尺側深部に存在するこ

と,ECRL腱より太いこと，筋腹がECⅢより末

梢まで存在することを手がかりとした.ECRB腱

をZ状に切開し，手関節屈曲位でも腱に緊張がか

からない程度に延長して縫合した．術後は抜糸ま

で約1週間のシーネ固定を行った．

【結果】全例術前の痛みは軽快または消失し，早

期の元職復帰が可能であった．握力も術前に比し

増加し，手関節伸展力の低下の訴えも認めなかっ

た．創部の違和感を訴えた例も認められたが，経

過観察の間に徐々に消失した.Nirschlの術後機

能評価基準では優3肘，良6肘，可1肘であった．

【考察】本術式は，外来手術で局所麻酔下に施行

可能であり，手術時間も概ね20分以内と患者の

負担はきわめて少ない．懸念される手関節伸展力

の低下や握力の低下も我々の症例では問題となら

ず，難治性テニス肘手術の第一選択として本術式

は有用であると考えられる．

1-5-6

IntersectionSyndromeの長期成績

IntersectionSyndrome-Long-tennResults-

医療法人鶴田整形外科

○鶴田敏幸，可徳三博，笠原貴紀

【はじめに】IntersectionSyndromeは,Periten-

dinitisCrepitansというHoward(1937)の報告に

始まり,Dobynsら(1978)により命名された疾

患である．今回治癒後1年以上経過した症例の治

療成績とその長期予後を調査したので報告する．

【対象】1997年10月より2002年10月末までの症

例は男性19例21手，女性16例16手，計35例37

手であり，その平均年齢は41.4歳，右21手，左

16手であった．職業は加工・製造業10名，農業

5名，大工5名，土木・水道工事4名，漁業3名，

その他全例が手をよく使った後に発症していた．

発症月は秋～冬にかけて多かった（9月～2月；

N=24).発症から初診までの日数は平均4.8日

で，全例初発例であった.Followup期間は平均

42.8ケ月であった．

【治療方法】消炎鎮痛剤投与36手，理学・物理療

法13手，ステロイド注入26手（平均1.3回),ギ

プスシーネ固定6手（平均7.2日）であった．加

えて十分な病状の説明と,生活指導をおこなった．

【結果】軽快治癒までの期間は平均9.0日であり，

再発および手術例はなかった．全例元の職業（ス

ポーツ）に復帰していた．

【考察】現在IntersectionSyndromeの本態は，前

腕背側筋膜下に閉じ込められたAPL,EPB筋腹と

その下を走るECRL,ECRB腱とが交叉すること

でおこるperitendinitisと考えられている．この疾

患は男性にも多く，治癒までの期間が短く保存的

加療によく反応し，予後が極めて良好などの点よ

り手・指の狭窄性腱鞘炎とは病態は異なるものと

考える．なお，全例元の職業に復帰しているにも

かかわらず再発を来たさない理由は不明である．
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1-5-7

DeQuervain病における短母指伸筋筋腹の

入ﾚﾉ込み現象の検討

ClinicalStudyofMuscleBellyIncursionof

ExtensorPollicisBrevisondeQuervainDisease

長野松代総合病院整形外科

○ 瀧 澤 勉，秋月章

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deQuervain病の症例

を昨年本学会で報告した．今回,deQuervain病

と診断し手術した症例のうち，短母指伸筋筋腹の

第1コンパートメントへの入り込み現象が，どの

程度の症例にみられるか調査したので報告する．

【対象および方法】2000年10月より2003年9月

までの間にdeQuervain病と診断し手術治療を行

った43例を対象とした．対象症例のうち男性が7

例，女性が36例であった．年齢は30歳から83歳

で，平均年齢は59.0±11.8(SD)歳であった．

手術側は右が25例，左が18例であった．これら

対象症例の術中所見で，手関節を尺屈，母指を屈

曲した肢位すなわちFinkelsteintestの肢位（以下

F肢位）で，短母指伸筋筋腹が第1コンパートメ

ントに入り込むかどうか調査した．

【結果】第1コンパートメント全体に筋腹の入り

込みがみられたのは3例，7.0％であった．第1コ

ンパートメントの半分まで筋腹の入り込みがみら

れたのが2例，4.7％であった．また第1コンパー

トメントにわずかに筋腹の入り込みがみられたの

が9例，23.3％であった．

【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

がみられる．しかし短母指伸筋の筋腹が第1コン

パートメント内に半分以上入り込むのが確認され

た5例のうち4例，9.3％は肉眼的に腱鞘の肥厚が

軽度であり，短母指伸筋筋腹の入り込み現象が

deQuervain病の要因となったと考えられた．

1-5-8

DeQuervain病の治療に影響する因子につ

いて

ClinicalOutcomeandFactorsthatAffectthe

ResultsofTreatmentfbrdeQuervainDisease

'聖マリアンナ医科大学東横病院整形外科，2聖マ

リアンナ医科大学整形外科

○清水弘之!，富田隆太郎11別府諸兄21

中島浩志2，青木冶人2

【目的】我々 はdeQuerv血病の超音波画像で隔壁の

存在が治療効果に影響することを報告してきた．

今回，症例を重ね，隔壁の有無と滑膜性腱鞘の肥

厚の程度が治療効果にいかなる影響を与えるかに

ついて検討した．

【方法】対象は初診時または経過中に超音波検査を

行った92例97手（男性15例，女性77例）である．

超音波検査は短軸像を中心に隔壁の有無と短母指

伸筋(EPB)腱と長母指外転筋(APL)腱周囲の低

エコー像（滑膜性腱鞘）を評価し治療効果と比較

した．さらに治療終了時の超音波検査を11手に施

行した．

【結果】ステロイド注射を中心とした治療で症状が

軽快または治癒した保存例は61例64手で，保存治

療に抵抗し手術に移行した例は31例33手であっ

た．超音波画像は隔壁のある例ではEPB腱周囲の

みに低エコー像がある例（保存例17手，手術例15

手）と隔壁がありEPB腱とAPL腱周囲全体に低エ

コー像がある例（保存例5手，手術例7手）に，ま

た隔壁のない例ではEPB腱とAPL腱周囲全体に低

エコー像がある例（保存例33手，手術例11手）と

ない例（保存例9手）に分類された．手術例では

保存例に比し隔壁のある頻度が高く，腱周囲の低

エコー像の増大する症例が多かったが，治療終了

時には隔壁や腱周囲の低エコーの消失する症例を

11手中8手に認めた．隔壁や腱周囲の低エコー像

のない症例では外用薬のみで症状の軽快を認めて

いた．

【考察】治療効果に影響する因子には隔壁の存在と

滑膜性腱鞘の肥厚の程度が考えられた．隔壁例で

はEPB周囲のみに低エコー像の描出頻度が高く，

APL周囲のみには描出されないことから本症の主

体はEPB腱鞘炎であり，その後にAPL腱鞘にも炎

症が波及するものと考えられた．このことから隔

壁例でのステロイド注射はEPB滑膜性腱鞘に注入

されないと治療効果がないことが示唆された．
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1-5-9

手関節尺側部痛に対する尺側手根伸筋腱

腱鞘造影の有用性

DiagnosticValueofExtensorCarpiUlnaris

TenographyfbrUlnarSideWristPain

群馬大学整形外科

○黒沢一也，荒巻

長谷川仁，高岸

哲夫，小林勉，

憲二

【目的】手関節尺側部痛の原因には,TFCC損傷

以外に尺側手根伸筋腱（以下ECU)に由来する

ECU腱鞘炎やECU腱脱臼があるが，我々はその

診断にECU腱鞘造影を行いその有用性を確認し

たので報告する．

【対象・方法】対象は,ECU腱鞘炎11例11手と

ECU腱亜脱臼1例1手で，全例前腕回外にて瘻痛

が誘発され，尺骨頭以遠ECU腱へのリドカイン

テストが陽性であった．11手中4手のECU腱鞘

炎に対し手術を行った．全例で左右両側のECU

腱鞘造影（ヨード造影剤十リドカイン）を尺骨頭

の約3cm中枢部からの注入で行い，その造影所見

と造影後の除痛効果について検討し，手術症例に

おける術中所見と造影所見の比較検討を行った．

【結果】ECU腱鞘炎11例中10例で健側と比較し

て明らかな造影像の途絶が尺骨頭以遠に認められ

た．1例は両側に造影像の途絶が見られた.ECU

腱亜脱臼と診断した1例は，腱鞘造影でECU腱

の亜脱臼が認められ，造影直後痒痛が消失した．

ECU腱鞘炎11例中,造影直後の瘤痛改善効果で

は，ほぼ消失がl例，軽減が9例，不変が1例で

あった．4例の術中所見では，全例で尺骨頭以遠

の伸筋支帯が肥厚し滑膜の肥厚も主に尺骨頭以遠

で認められた．また，全例subsheath下での狭窄，

腱の通過障害はな<,subsheathは温存しそれ以遠

の伸筋支帯切離のみで痙痛が消失した．

【考察･結語】ECU腱鞘炎における腱鞘造影では

尺骨頭以遠の造影像の途絶が認められ4例の術中

所見もその造影所見と一致していた．リドカイン

加造影による瘤痛改善効果は得られるものの完全

とは言えず，これは造影途絶部にはリドカインが

浸潤していないためと考えられた．また，1例で

はあるが腱鞘造影でECU腱亜脱臼が判明した．

手関節尺側部痛を呈するECU腱鞘炎,ECU腱脱

臼の診断およびTFCC損傷との鑑別にECU腱鞘

造影法は有用な手段になり得ると考えられる．
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尺側手根伸筋腱鞘炎に対する手術的治療

の検討

SurgicalTreatmentfOrTenosynovitisofExtensor

CarpiUlnaris

哲仁会えにわ病院整形外科

○大西信樹，増田武志，菅野大己，

百町貴彦，玉井幹人

【目的】伸筋支帯第6区画における尺側手根伸筋

腱鞘炎(ECU腱鞘炎）の発生は比較的稀であり，

これに対する病態，治療に関する報告は少ない．

今回，保存的治療に抵抗し手術的治療を行った症

例の成績を検討した．

【症例】10例11部位である．その内訳は女性9例，

男性1例で，年齢は33歳から72歳で平均45歳で

ある．3例は基礎疾患(A群:RA2例，人工透析

1例両側）を有していた．基礎疾患のない7例

(B群）中1例に外傷歴を認めた．全例動作時に

おける手関節尺側の痛みを訴えていた．所見とし

てはECU腱部において腫脹と圧痛を認め，手関

節の他動的榛屈，抵抗下での背屈時にて嵩痛が誘

発された．B群において単純X線上の所見として

ulnarvariantはplusが2例，Zeroが5例であった．

尺骨茎状突起偽関節を1例に認めた．前医での期

間を含め4ヶ月間以上の保存的治療にて軽快がみ

られず手術を行った．手術は第6区画を切開し，

fibro-osseoustunnelを切除した.ECU腱を観察し

腱滑膜の増殖，腱の線維性肥厚がある場合はこれ

を切除した．回旋運動にて腱が脱臼しないことを

確認後，支帯を修復した．術後は2週間外固定し

た．

【結果】術中の所見として腱表層の不整，色調の

変化を全例に認め，腱滑膜の増殖は5例に，腱の

線維性肥厚は5例に認めた．区画自体の異常，副

腱は認めなかった．術後平均8ヶ月時における調

査で，痛みは消失が7例，軽快が2例，一時的な

軽快後再発が1例であった．合併症として尺骨神

経背側枝の麻痒を4例に認め，3例は回復（平均

2ヶ月）したが，1例で神経剥離を要した．腱の

脱臼は認めていない．

【考察】本疾患の発生要因，手術適応，構造上の

特徴からその手術方法，合併症について検討が必

要である．
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弾発指に対するトリアムシノロン腱鞘内

注入（治療後2年の成績)一糖尿病群と非

糖尿病群について一

TwoYearFoHow-upofhtrasheathlnjectionofTIi-

amcinolonefOrtheTreatmentofTriggerFingers

-AComparisonbetweenDiabeticandNon-diabetic

Groups-

'東京都済生会中央病院整形外科，2慶應義塾大学

整形外科

○亀山真!，山部英行!，手塚正樹1，

仲尾保志2，池上博泰2

【はじめに】第44回本学会で，成人の弾発指に対

しトリアムシノロン腱鞘内注入を行い，症例を糖

尿病群，非糖尿病群に分けて，治療後6カ月まで

検討した結果を報告した．今回は治療後2年まで

検討した結果を報告する．

【対象および方法】対象は，1999年7月より本治

療を行い，2年間観察できた192例263指

(GroupA:糖尿病群インスリン使用例76指，

GroupB;糖尿病群インスリン非使用例83指，

GroupC:非糖尿病群104指）である．年齢は20

～88歳（平均63歳)，性別は男78例，女114例，

治療前の有症状期間は1日～3年（平均4.3カ月）

であった．治療のプロトコールは，トリアムシノ

ロン10mgと1%リドカイン0.5mlの混合液をAl

pulley近位へ27G針で注入し，これを2週ごとに

3回までとした．弾発指の症状は,Patel(1992)

のstage分類を改変し，瘤痛，弾発現象の程度や

頻度により7段階に分け点数化したもの（重症度

点数）で評価した．評価は治療後2週，3カ月，6

カ月，1年，2年で行った．

【結果】治療後2年で完全治癒（重症度0）を示し

ていた率は24%(GroupA:22.4%,GroupB:

19.3%,GroupC:28.8%)であった．追加治療と

して，ステロイド再注入を104指，手術を50指

に行なった．初回治療で治癒後に症状が再燃し，

追加治療をせずに症状（重症度点数）が自然に改

善した例はGroupA:31.6%,GroupB:22.9%,

GroupC:33.7%であった．

【考察および結論】腱鞘内注入のみで完全に治癒

を得ることは困難で，多くは追加注入，手術治療

を要する．しかし症例によっては長期経過後に，

症状が自然に改善する可能性も念頭に置く必要が

ある．
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手の外科手術における手術野保持補助装

置の考察

SurgicalFieldMaintenanceApparatusfOrHand

Surgery

'済生会神奈川県病院整形外科，2大槻外科病院整

形外科，3国立メディカルクリニック

○佐々木孝!，山中一良ll清水国章11

芦田多喜男2，設楽幸伸，

【目的】顕微鏡下手術を代表とする手の外科の精

密な手術においては，完全に静止した術野の確保

が重要な前提条件となる．術野の確保を目的とし

て各種の装置を使用してきたが，最近導入された

第3世代の装置は，現時点では有用なシステムと

考えられる．

【方法】1978年から2003年にいたる25年間に3

世代の肢位保持ならびに展開術野維持装置を使用

してきた．第1世代（1978-1988）は手の形をし

た厚手のアルミニウム板であり，主たる対象は切

断再接着などの長時間を要する顕微鏡下血管・神

経縫合術であった．第2世代（1988-2002）は

S&T社製チェーンシステムで助手不足を補う目

的で用いた．第3世代は2002-2003の最近2年間

使用しているカニカ・チェスシステムである．

【成績】第1世代は254症例に用いたが，平面的

な展開しかできない欠点があった．第2世代で立

体的な保持が可能となったが，鈎先端が鋭く危険

であり212例の使用にとどまった．第3世代では

3次元的に肢位の保持が可能となり，開創部の牽

引方向も大きな自由度を持つようになった.15分

を超えて同一術野で手術するような場合に有効で

あり，肢位の部分的な変更や開創鈎の設置位置の

部分的な変更も可能なため，展開方法が頻繁に変

更されるような場合にも対応可能である．現在ま

でに神経・血管・腱縫合および骨接合を対象に

115例に用いた．回内外の保持や,手関節・指関節

の屈曲位の保持も可能であり，不可欠な手術器具

となっている．欠点は固定装置がマグネットを使

用しているため，周辺の手術器械を磁化させやす

いことで，とくにマイクロ用の摂子などとはでき

るだけ近づけないようにすることが必要である．

【結論】第3世代の肢位・展開保持システムは，

安定かつ静止した術野を保持するのに大変有用で

あり，術者ならびに助手の負担の軽減にも有効で

ある．
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術後持続腋窩腕神経叢ブロックを用いた

外傷性肘関節拘縮の治療経験

TreatmentfOrPost-traumaticContracmreofthe

ElbowwithPostoperativeAxillaryBrachial
PlexusBlock

大阪厚生年金病院整形外科

○三宅 潤一 ，正富隆，田辺勝久

【目的】外傷性肘関節拘縮に対する治療は術後リ

ハビリテーションの成否が大きな比重を占め，訓

練中の痔痛誘発のためリハビリテーションが進ま

ないことも多い．持続腋窩腕神経叢ブロックは，

術後早期の除痛が得られリハビリテーションに有

効であるとされるが，まとまった報告は少なくそ

の効果については明らかではない．われわれは術

後持続腋窩腕神経叢ブロックを用い，術後早期よ

り積極的なリハビリテーションを試みたので報告

する．

【方法】対象は男5例，女1例の6例．複数回の手

術や回内外制限を伴う強い拘縮を呈する関節内骨

折後が3例,RSDが2例，異所性骨化が1例であ

る．観血的授動術後に，上腕内側近位筋間上の小

皮切より直視下に神経血管束を切開し，チューブ

を確実に神経血管束内へ導入，約7cm近位へ進め

て神経血管束鞘を吸収糸で縫合した．長時間作用

性局麻剤を用いう筋力は発揮されるが充分な除痛

をはかれる濃度・量を症例に応じて決定した．注

入は1日2回とし，注入後CPMにて可動域維持を

はかった．チューブ抜去後はダイナミックスプリ

ントを用いて訓練を継続した．

【結果】チューブは約2週間で抜去を余儀なくさ

れた．原因は刺入部の炎症や効果の減少である．

持続ブロック中は全例術中可動域の80％以上を

維持していたが，チューブ抜去後可動域の減少を

きたした．最終的に3例はADL上問題のない可

動域を獲得したが，3例に伸展は良いものの屈曲

が120.以下と制限を残した．

【結論】術後持続ブロックは早期の瘻痛コントロ

ールと術中可動域の維持に有用で，この時期具現

化される大きな可動域は患者のモチベーションを

高める点で意義がある．しかしチューブ抜去後は

可動域の低下をきたすため，ダイナミックスプリ

ントの併用など注意深く集中的な可動域訓練の継

続が必要である．
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駆血帯使用におけるリスクマネージメン

ト

RiskManagementofUsingPneumaticToumiquet

l香川大学形成外科，2坂出回生病院整形外科，

3井川病院整形外科

○浜本有祐1，宗内巌11笠井時雄21

井川和彦3，井川浩晴！

【目的】四肢の手術において，無血的術野を得る

ために駆血帯（ターニケット）は必須の器具であ

り，手術室において日常的に使用されている．合

併症として，神経筋組織障害や肺塞栓症などの重

篤なもののほか皮層傷害があげられるが，その発

生頻度に関する報告は少ない．今回，駆血帯使用

と合併症の関係を調査し，その危険因子を検討し

た．

【対象】2002年1月から2003年9月までの期間，

当院および関連施設における駆血帯使用883例．

0～88歳（平均47.8歳)，男性446例・女性437

例，上肢363例・下肢520例．

【方法】使用時間・圧力・合併症の有無と内容を

集計した．使用時間は，1回の手術における使用

時間の総計と，1回の手術のなかで最長に使用し

た時間のそれぞれについて集計した．

【結果】対象883例のうち，神経筋組織障害や肺

塞栓症などの重篤な合併症はなかったが，皮膚合

併症を12例（1.35％）に認めた．その内訳は，

皮膚壊死1．皮下出血斑2．小水庖2．発赤7で

あった．部位別にみると，上肢5例（1.37％）・

下肢7例（1.34％）であった．

【考察】合併症の主な危険因子として，使用時間

と年齢（幼児，高齢者）が考えられる．駆血帯使

用時，神経筋組織障害には十分注意を払うが，皮

膚傷害は軽視される傾向にある．この皮膚傷害が

上下肢に関わらず約1％強の頻度で発生している

ことから，これに対するリスクマネージメントと

して，適切な保護材による荷重の分散・ズレカの

排除，適切なインターバルの導入，消毒薬の付着

を排除する等が必要である．
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手および上肢手術に際する腋窩神経ブロ

ックでの塩酸ロピバカイン（アナペイン）

の使用経験

TheEffectofRopivacineHydrochlorideHydrate

(Anapeine)inAxillaryNerveBlockfOrHandand

UpperExtrentySmgery

興生総合病院整形外科

○河野正明，竹葉淳，奥田俊介，

山下貢二，丸石晃

【目的】手および上肢の手術に際し，我々は腋窩

神経ブロックを多用してきており，多くの場合特

に問題なく非常に有用であった．2001年8月，日

本で塩酸ロピバカイン（アナペイン）が販売され

るようになり，2002年9月より我々は，それまで

使用していた塩酸リドカイン（キシロカイン）に

加え，アナペインを使用してきているのでその有

用性につき検討する．

【対象および方法】2002年9月より2003年7月ま

でに，アナペインによる腋窩神経ブロックで手術

を行った症例の内，カルテの記載により麻酔の作

用時間が正確に把握し得た66例（男：女＝33：

33,平均年齢52.2歳）を対象とした（ア群)．こ

れらをほぼ同時期の10ケ月間にキシロカインに

よるブロックで手術を行った59例（男：女＝

26：33，平均年齢47.0歳）（キ群）と比較検討し

た．

【結果】両群間で年齢，性別に有意差なく，手術

侵襲の基準として検討した出血量と手術時間にも

有意差はなかった．麻酔の回復は両群とも運動回

復の方が知覚回復よりも早く，運動の回復はア群

で平均482.2分，キ群で平均218.7分．知覚の回

復はア群で平均557.0分，キ群で平均263.5分と

いずれも有意にア群の方が長く効いていた．両群

とも特に合併症はなかった．また術後使用した痛

み止めの回数も比較検討したが，有意差はなく，

わずかにア群が少ない程度であった．

【考察】腋窩神経ブロックの際，アナペインはキ

シロカインと同等に安全に使用でき，より長い麻

酔が得られることが分かった．このことは長時間

の上肢手術を可能にするのみならず，術後早期の

痛みの対策として，また疾患によっては運動回復

から知覚回復までの間にリハビリを行えるなど将

来性のある麻酔と考えられた．
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関節リウマチ手指の尺側偏位に対するMP

関節形成術

MetacarpophalangealJointArthroplastyfOrUlnar
DriftinRheumatoidPatients

'慶應義塾大学整形外科，z川崎市立川崎病院，3

国立成育医療センター，‘川崎市立井田病院,5IJ,

しぐろ整形外科

○池上博泰'，堀内行雄2，高山真一郎3，

丹治敦4，石黒隆5

【目的】関節リウマチ手指の尺側偏位は，外観上

の問題だけでなく，母指とのピンチの際に力が入

りにくいなど機能障害も大きい．この尺側偏位に

対して，滑膜切除術，背側関節包の縫縮(Wood

法)，榛側側副靱帯の中手骨への再逢着,crossed

intrinsictransferおよび要すれば（骨頭が破壊され

ている例)mplantの挿入からなるW関節形成術

を行っている．今回，この手術方法および治療成

績について検討したので報告する．

【症例および方法】対象は,尺側偏位に対してMP

関節形成術を行った16(男2,女14)例,50W関

節(示14,中12,環12,小指12)である．手術時

年齢は58歳(38-72)，リウマチ罹病期間12年，術

後経過観察期間3年(1-8)である．手術方法は,前

述した軟部組織の再建に，骨頭破壊のあった12

例,32MP関節にはimplant(Swanson型4,MES

社製8,AVANTA社製20)を用いたMP関節形成

術を行った．治療成績は，手術に対する患者の満

足度と手指の自動運動可動域によって検討した．

【結果】痔痛は術前40関節から術後3関節に，腫

脹は45関節から5関節に減少した．関節可動域

では，術前伸展平均-38度，屈曲75度から術後

各々-10度，70度となり，より伸展側へ可動範囲

は移動した．骨頭を温存した4例中3例,implant

を用いた12例中10例では，外観，機能とも著明

に改善し患者の手術に対する満足度も高かった．

屈曲が悪くなった例よりも,MP関節の伸展不足

角が大きい例（尺側偏位は改善していたが）で，

患者の満足度は低かった．

【考察】尺側偏位が改善すると力が入りやすくな

ったと自覚しているものが多かったが，患者の手

術に対する満足度は指の伸展角度がより重要であ

った．術中の操作および後療法で，可動域をより

伸展側へ移動するかしないかは決定できるので，

術前に患者の希望をよく聞いておくことが大切で

ある．
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関節リウマチ患者における手関節部滑膜
切除術の治療経験

SynovectomyoftheWristJointwithRheumatoid

Arthritis

奥田整形外科

○奥田敏治

【目的】関節リウマチ(RA)患者において手関節

は最も罹患しやすい関節のひとつである．当科で

は，手関節部に腫脹・痔痛が持続しADL障害を

訴えるRA症例に対し積極的に滑膜切除術を試み

てきたので術後成績を報告する．

【対象・方法】症例は33例43手関節（男性12例，

女性21例，手術時平均年齢57.3歳)，術後経過期

間は6ケ月から11年2ケ月（平均48.9ケ月）であ

る．術前Larsen分類は,gradel:7関節,n:9関

節，Ⅲ:9関節，Ⅳ:10関節,V:8関節であった．

屈筋腱滑膜切除は4例6関節，伸筋腱滑膜切除は

4例4関節，関節内滑膜切除をおこない遠位僥尺

関節の処置を施した症例は25例33関節である．

尺骨頭の処置は,Kapandji法が25関節(canurated

Herbertscrew使用:17関節,Acutrakbonescrew

使用：6関節）に,Dan･ach法が8関節に行われた．

腱断裂の合併は2例（屈筋腱1例・伸筋腱1例）

で，手根菅症候群は4例にみられた．これらの症

例につき，痙痛・腫脹の有無，関節可動域,X線

学的変化,QOLの評価などを調査した．

【結果】屈筋腱滑膜切除例では，いずれも術後早

期に瘻痛・しびれ等が改善しRA特有の朝のこわ

ばりも著しく軽減した．遠位僥尺関節の処置例で

は，術後一時尺骨切除端での違和感がみられるが

徐々に消失し，癖痛・腫脹は術前に比べ有意な改

善が認められた．可動域は掌背屈の制限はみられ

るも前腕の回内外は著しく改善した.X線所見で

は，術後gradeの進行する例もあるが計測上著し

IAcollapse･ulnarshiftは認めなかった.QOL評

価では術後改善がみられ，患者の満足度は高かっ

た．

【結論】RA手関節滑膜切除術は，除痛効果が大き

く回内外の改善に伴い手の使用頻度が増加し患者

の満足度は高いため，薬物療法にてもADL障害

を訴える症例には積極的に試みてもよいと思われ

る．

1-5-18

リウマチ手関節に対する部分関節固定術

PartialArthrodesisfOrtheWristJointofRheuma-

toidArtmtis

広島大学整形外科

○鈴木修身，石田

泉田泰典，越智

治，砂川 融，

光夫

【目的】リウマチ手関節の部分関節固定術は可動

域を温存できる利点があり，榛骨手根関節の破壊

があるが手根中央関節が保たれている例に選択さ

れることが多い．しかし術後に固定していない関

節に変形が進む可能性があり,X線上のアライメ

ントや手根骨の変化を中心に検討した．

【対象と方法】1995年以降の手術例で，直接検診

できた8例9手関節を対象（男性2例，女性6例，

手術時平均年齢62歳）とした．固定部位は榛骨一

月状骨が6，僥骨-月状-舟状骨が2，僥骨-月状-三

角骨が1手関節で，原則としてスクリューで固定

した.全例で滑膜切除と尺骨末端切除を併用した．

瘻痛，関節可動域,X線での手根骨の変化を検討

した．手根部のアライメントはcarpalheightratio

(CHR),ulnarcarpalshiftratio(UCSR),volar

carpalsubluxationratio(VCSR)で評価した．術

後経過は8カ月～8年6カ月（平均4年3カ月）で

あった．

【結果】固定部位は全例良好に癒合した．痔痛は

ほぼ消失し，滑膜炎の再発もなかった．手関節掌

背屈可動域は平均70.が48.に減少し，特に複数

関節固定の3手関節で調査時20.,45.,35°と著

しく低下した．一方前腕回内外可動域は平均

121°が159。に増加した.X線所見では3手関節

で変化がなかったが，6手関節で手根骨のびら

ん・吸収が進行し,CHRは平均0.50が0.42に減

少した.UCSRは平均0.15が0.12に,VCSRは平

均0.25が0.23と軽度改善した．尺側移動と掌側

亜脱臼については手術時に矯正されたアライメン

トが保持されていた．

【まとめ】本法では尺側移動や掌側亜脱臼に対す

る制動性は高かった．榛骨-月状骨間固定では可

動域は長期に保たれx線上の変化も少なく，僥骨

手根関節に不安定性があるが手根中央関節が保た

れている例に適応がある．
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関節リウマチに対する手関節部分関節固

定術

RadiocarpalPartialArthrodesisfOrRheumatoid

Arthritis

北野病院整形外科

○添田恒光，藤尾圭司，梁瀬義章

【はじめに】関節リウマチ(RA)においては手指，

手関節の罹患率が多い．手関節の破壊が進行した

症例では，手関節の僥屈掌側亜脱臼が進行し，

手指の尺屈偏位が進行する．最近では，滑膜切除

に尺骨遠位端切除と部分関節固定を組み合わせる

手術の報告が増えている．我々も進行期以降の

RA手関節破壊に対して部分関節固定術を積極的

に行っている．その術式に工夫を加え，早期にリ

ハビリができるよう僥骨月状骨間にHerbertscrew

を用いて固定している．その術後成績，適応につ

いて報告する．

【症例】男性4例，女性10例，平均年齢は52歳

(42-68歳）平均術後経過観察期間は2.7年（1.5-5

年）であった．手術適応は1.進行期のRA手関節

で，手根中央関節が保たれている症例．2.手根骨

の尺側移動，僥側回転が見られ,MP関節での尺

屈偏位が見られる症例d3.Larsen分類でGrade3以

上の症例とした．手術方法は僥骨-月状骨間固定

(R-L固定)12例，僥骨-舟状骨，月状骨間固定

(R-S-L固定)2例であった．これらについて臨床

評価として癖痛の有無，関節可動域,X線評価と

して骨癒合の有無,ulnarcarpalshiftratio,volar

carpalsubluxationratioを計測した．

【結果および考察】臨床評価としては，痛みは12

例とも改善していた．可動域については，背屈が

術前平均33.から術後平均30°に，掌屈が術前平

均37°から術後平均18°になっており，掌屈で優

位に術後可動域の減少が認められた．回内外につ

いては術後大幅に改善した.X線評価としては骨

癒合は10例に認められ，2例は線維性癒合であっ

た.uharcarpalshiftratioは，術前0.132±0.037(

Mean±SD)から術後0.129±0.064(p<0.01)

と有意差を認めた.volarcarpalsubluxationratioは

術前0.255±0.025(Mean±SD)から術後

0.215±0.052と有意差を認めなかった．

1-5-20

リウマチ手関節に対する棚形成術の短期

成績

ResultsofShelfOperationfOrWristDisordersin
RheumatiodArthritis

'国立大阪南病院整形外科，2大阪労災病院整形外

科

○辺見俊-11政田和洋21小田剛紀11

米延策雄！

【目的】リウマチ手関節に対して，第44回日手会

で藤田，政田らが報告した棚形成術の短期成績を

報告する．伸筋腱断裂例については尺骨の背側亜

脱臼との関連を検討し報告する．

【対象】術後1年以上経過した25例27手（男4例，

女21例）が対象である．手術時年齢は平均57歳，

術後観察期間は12～24ケ月（平均17ケ月）であ

った．術前の政田分類はnarrowingが24手，

partialankylosingが3手であった．手術法は藤田，
政田らの方法に準じた．腱断裂を伴った11手に

対しては腱移植もしくは腱移行を併用した．評価

項目は1）日手会評価（痙痛，可動域，握力）2）

X線所見からCarpalheightratio(CHR),Carpal

translationindex(CTI),Palmarcarpalsubluxation

ratio(PCSR)3)前腕最大回内位でのCT軸写像

から尺骨遠位端の背側亜脱臼の程度を亜脱臼率と

し伸筋腱断裂との相関を調査した．

【結果】1）日手会評価では術前平均84点が術後

104点と改善した．癖痛は術後全例で軽減し尺骨

切除断端部の痙痛はなかった．関節可動域は掌屈

/背屈が術前平均26./24.,術後13./28.,回内/回

外は術前64./58.,術後83./82.であった．握力

は術前平均70から術後144mmHgに改善した.2)

術前/術後でCHRは0.40/0.40,CTIは0.32/0.33,

PCSRも0.25/0.25と有意差はなかった.3)亜脱

臼率が50％を超える症例は腱断裂を認めた．

【考察】短期成績ではあるが棚形成術は有用な手

術法であった．伸筋腱断裂は尺骨遠位端の背側亜

脱臼も要因のひとつと考えられた．
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RA手関節安定化手術のADLに及ぼす影響

nneEffectofStabinzingProcedurefOrtheRheu-

matoidWristontheActivitiesofDailyLiving

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，中園清

【目的】全身の進行性疾患である関節リウマチ

(RA)において，手関節の破壊性病変に対する滑

膜切除プラス安定化手術が，どの程度，患者の

ADLの改善に影響を及ぼしているかを調査した．

【方法】対象は,RA100例の127手関節で，術後

平均5年の時点でのアンケート調査である．アン

ケートは，日常生活動作(ADL)を9つのカテゴ

リー（起居移動，整容，食事，トイレ，更衣，服

薬，入浴，コミュニケーション，その他）に分け，

その各々で，術前に比べてどのように変化したか

(改善，不変，悪化）と，手術に対する満足度（5

段階）について問う様式とした．術式別では，関

節破壊の軽度な24関節にはSauv6-Kapandji法
(SK)が，中等度の74関節には部分固定術(LF)

が，高度な29関節には全固定術(TF)が行われ

た．全身のムチランス型RAの占有率は,SKで

0%,LFで8%,TFで41%であり,LFとTFでは，

ムチランス型と非ムチランス型とでデータを比較

した．

【成績】SKやLFでは，各ADLカテゴリーにおい

て，50％以上の例で改善し，特に整容，食事動作

では，改善する例が60％以上と多かった．TFで

は,SKやLFに比べ，改善する例は少なく，整容，

更衣，服薬動作では30%代であった．手術に対し

て,SKで83%,LFで80%,TFで65%の例で満足

していた.TFのムチランス型では,ADLの多く

で，術後むしろ悪化する傾向がみられ，満足度も

58％と低かった．一方,TFの非ムチランス型で

は,ADLの改善がみられ，満足度も71%と比較

的高かった．

【結論】関節破壊度に応じた手関節安定化手術に

よって,ADLの改善が得られた．手術は，高度

関節破壊となる前に行われるべきであり，有効な

手術効果を得るには，全身のRAのコントロール

が良好に維持されていることが必要である．

1-5-22

小指深指屈筋腱皮下断裂例の検討

SubcutaneusRuptureoftheFlexerDigitorum

ProfUndusTendonoftheLittleFinger

'新潟中央病院整形外科，ユ新潟手の外科研究所，

3富永草野病院整形外科

○後藤真一1，吉津孝衛2，牧裕2，

坪川直人2，草野望3

【目的】小指深指屈筋腱皮下断裂は比較的まれで

あり，原因として関節リウマチ，有鉤骨鉤偽関節，

豆状三角骨関節症などの報告がある．しかし，基

礎疾患が存在しない例もしばしば経験し，多くは

腱実質部で断裂する．これは，小指屈筋腱が有鉤

骨鉤部を支点として走行角度を急激に変化させる

ことが一因と説明されてきた．今回われわれが経

験した症例は,比較的軽度の外力にもかかわらず，

深指屈筋腱が虫様筋起始部で完全断裂していた

が，有鉤骨鉤部の支点となる部分の滑膜に全く変

化がない，すなわち有鉤骨鉤部が原因とは考えら

れない症例であったため，その深指屈筋腱側を解

剖学的に検討した．

【症例】2000年4月より2003年8月まで，当科で

経験した，このような小指深指屈筋腱皮下断裂は

5例であった．全例男性であり，年齢は27歳から

60歳（平均41.6歳）であった．受傷機転は，物

を持とうとした2例，物につかまった，犬の散歩，

ひもをしばっていて，が各1例であった．

【解剖学的特徴】5例中4例は，環指と小指の深指

屈筋腱が虫様筋のレベルまで完全に癒合してお

り，外観上環指の深指屈筋腱から直接小指深指屈

筋腱が分枝していた．1例は分離していたが，可

動性はわずかであった．

【考察】深指屈筋腱の尺側3指は同じ筋腹を持ち，

前腕遠位部から虫様筋起始部までの腱間結合には

様々な変異を持つ．われわれの4症例は，環指と

小指が虫様筋起始部まで癒合し，小指の深指屈筋

腱の独立性の完全な欠如を示しており，この解剖

学的特徴により，小指の深指屈筋腱が環指からの

分枝部で走行角度を変えることとなり，いわゆる

jerseyflnger呵町と類似の受傷機転が小指に起こ

ったとき，その分岐部に剪断力が働き，断裂が起

こると推察した．
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1-5-23

深指屈筋腱停止部裂離骨折の治療経験

ExperienceofAvulsionFractureoftheFlexor

DigitorumProfimdusTendon

'荻窪病院整形外科，2慶應義塾大学整形外科

○岡崎真人'，田崎憲-11池上博泰21

中村俊康2，杉木正 2

【はじめに】大きな骨片を伴った深指屈筋腱停止

部裂離骨折は稀とされ,まとまった報告は少ない．

今回，本外傷10症例を観血的に治療する機会を

得たので，その骨折型，治療法，術後成績などに

ついて検討し報告する．

【症例】男性9例・女性1例，年齢は20－63歳

(平均40歳)，全例左手で環指5例・小指4例・中

指1例,全例で大きな深指屈筋腱裂離骨片を伴い，

裂離骨片がDIP関節面の1/4以上を占めるもの8

例・裂離骨片がA4pulley出口より近位に退縮し

たもの3例・末節骨横骨折を伴うもの5例だっ

た．手術は受傷後2－31日（平均11日）に行い，

ナイロン糸または軟鋼線による爪甲へのpullout
を5例，軟鋼線固定を2例（1例でDIP関節仮固

定),K-wire固定を2例(1例でDIP関節仮固定),

螺子固定を1例に行った．

【結果】DIP関節平均可動域は屈曲57度・伸展-

11度で，瘻痛が残存した症例はなかった.DIP関

節をK-wireで仮固定した2症例は屈曲伸展とも可

動域制限が残存した．末節骨横骨折を合併した5

症例中3例で屈曲変形を遣残した．

【考察ILeddyは深指屈筋腱停止部皮下断裂を分

類し，大きな裂離骨片を伴い,A4pulleyの遠位

に断端がとどまるtype3がもっとも稀と報告して

いる．今回報告した症例は全例大きな骨片を伴っ

ていたが，骨片がPP関節レベルまで退縮してい

るものや，末節骨横骨折を合併するものなど，骨

折型は一様ではなかった．関節内骨折となる症例

が多く，正確な関節面の整復・強固な固定・早期

可動域訓練を心がけるべきであり，裂離骨片が脆

弱でK-wireや螺子による固定が困難な場合は，

ナイロン糸または軟鋼線で骨片を面で圧迫固定す

ることが有用であった．

1-5-24

関節リウマチに伴う伸筋腱断裂の治療

TreatmentforExtensorTendonRupturein

PatientswithRA

大阪労災病院整形外科

○竹内英二，政田和洋，安田匡孝

【目的】当科における関節リウマチ(RA)による

伸筋腱断裂の治療成績を報告する．

【症例】1998年6月から2002年10月までにRAに

よる伸筋腱断裂に対して再建術を行った71人78

手中，術前に環小指の伸展障害を訴えた30人

(男4，女26）31手（右25,左4，両側1）を対象

とした．手術時年齢は平均67.3歳（46～79)，術

後追跡期間は平均28.3か月（4か月～4年6か月）

であった．手関節に対する手術は棚形成術が29

手，尺骨頭切除術が1手，手関節固定術が1手で

あった．伸筋腱断裂の再建法は手術所見により異

なり，示指固有伸筋腱(EIP)を移行したものが

15手，環小指の総指伸筋腱(EDC4/5)と小指固

有伸筋腱(EDM)を中指の伸筋腱(EDC3)に端

側縫合したものが14手，長掌筋腱をEDC4/5に移

植したものが2手であった．EPを移行した15手

中,EIPをEDC4/5のみに移行したものが8手，

EIPをEDC4/5とEDMに移行したものが7手であ

った．術後は減張位運動療法を4手におこない，

ダイナミックスプリントを用いた早期運動療法を

27手に行った．

【結果】術中に観察された実際の断裂腱はEDC4/5

とEDMの断裂が12手,EDC4/5とEDMに加えて

中環指の総指伸筋腱(EDC3/4)の断裂が19手で

あり，61％にEDC4/5とEDMの断裂に加えて

EDC3/4の断裂が認められた．中手指節間関節の

自動伸展は環指小指ともに術前平均-66.から最

終観察時平均-15°と有意に改善した．屈曲につい

ては術前と術後で有意な変化は認められなかっ

た．

【考察】術前に環小指の伸展障害を訴えた症例で

も実際の断裂腱は一様ではなく，手術法の選択に

あたっては術中に実際の断裂腱を確認すること，

juncturaの解剖を理解して伸展障害が効率よく再

建できるように考慮することが重要である．
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1-5-25

変形性手関節症に対する遠位僥尺関節形

成術と伸筋腱皮下断裂の合併

ArthroplastyforOsteoarthritisofDRUJand

RuptureofExtensorTendon

'長野市民病院整形外科，2信州大学整形外科

○松田智'，向山啓二郎!，加藤博之2，

山 崎 宏 2

【目的】関節リウマチ（以下RA)による，遠位僥

尺関節での伸筋腱断裂はしばしば認められる．し

かし,RAの関与しない変形性遠位僥尺関節症

(以下OA)患者にも，時に伸筋腱の皮下断裂を

合併する事がある．このようなOA患者に対して，

われわれは手関節形成術としてSauve-Kapandji法

(以下SK法）もしくはHemiresectionArthroplasty
(以下HA法）を施行するとともに，伸筋腱の再

建を施行している．OA患者の手関節形成術の術

後成績を検討した．

【方法】RAの関与しないOA患者で，遠位榛尺関

節形成術を施行した症例は11例15関節であり，

男性6関節，女性9関節であった．平均年齢は

72.9歳であり，右手8関節，左手7関節であった．

このうち9例，11関節，25指（約82％）に伸筋

腱の皮下断裂を合併していた.SK法を9関節に，

HA法を6関節に施行した．平均経過観察期間は

6.8カ月であり，それぞれの患者群に対して，握

力，回内外可動域,MP関節の伸展不全に注目し

て成績を評価した．

【成績】術前後の握力を改善率で比較すると,SK

法で術前13.9Kgから13.4Kg(改善度96.4%),

HA法で術前15.1Kgから14.6Kg(改善度96.7%)

とほとんど差がなかった．回内外可動域は,SK

法で術前154.から術後170。（改善度110.4％）

HA法で術前148．から術後163.3｡(改善率

110.3％）とほぼ同等であった．伸筋腱の皮下断

裂合併例のMP関節伸展不全は,SK法で術前-

51.7.から術後－8．3。（改善43.4｡),HA法で術

前-48.3.から術後－3．3。（改善45.0｡）と両者

の間に大きな差はなかった．

【結論】握力と回内外可動域ともにSK法とHA法

で差が無く，手術時間と手術侵襲を考えると，

RAの関与しないOA患者にもSK法が勧められ

る．

1-5-26

遠位僥尺関節症に合併した伸筋腱皮下断

裂の治療成績

ResultoftheExtensorTendonReconstruction

AssociatedwithOsteoarthritisoftheDRUJ

!波田総合病院整形外科，2厚生連新町病院

○下川寛一'，杉本良洋11宮沢照子2

【目的】遠位僥尺関節症に合併した伸筋腱皮下断

裂に対する腱修復術の治療成績について検討する

こと．

【対象と方法】当科および新町病院において手術

が行われた20例20手について後ろ向きに検討し

た．男性11例女性9例で，年齢は67から93歳，

平均75．8歳であり，右14例，左6例であった．

尺側手関節痛を自覚してから手術に至るまでの期

間は平均77カ月，術後経過観察期間は平均16.6

ヵ月であった．関節の処置は,Sauve-Kapandji

(以下s-K)法が11例,Darrach法などその他が9

例であった．伸筋腱皮下断裂は小指のみが7例，

環小指が7例，中環指が1例，中環小指が3例，

示中環小指が2例であり，腱修復法は腱移行が12

例（以下，移行群)，長掌筋腱移植（以下，移植

群）が8例であった．手関節可動域，術前後の握

力，日手会評価法での%TAM,再建指および非

再建指に関しての可動域について伸筋腱に関して

は移行群と移植群間で，また遠位僥尺関節に関し

てはS-K法とそれ以外の再建法との間での差異を

検討した．統計にはt検定およびMann-WhitneyU

検定を用い，危険率5％未満をもって有意差あり

とした．

【結果】手関節可動域は掌背屈が平均77度から85

度，回内外が131度から148度に改善していたが

術式間の差はなく，術後握力は術前の平均188％，

健側の88％に改善していたが術式による差はなか

った．平均%TAMは再建指で86.3,非再建指で

は87．1で，これも術式間の差は認めなかった．

有 意 差 は な い が 非 再 建 指 に お け る 移 植 群

の%TAM,移植群のMP伸展と移行群のMP屈曲

が優れている傾向があった．また,S-K法は他法

よりも握力と可動域で優れている傾向があり，回

内外可動域改善度においては有意差を認めた．
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1-Pa-1

正常およびLmxlbノックアウトマウスに

おける，腱関連遺伝子Sixl及びSix2の発

現に関する研究

ExpressionofTendon-relatedGenesinNormal

andLmxlbKnockoutMiceduringLimb

Development

ロマリンダ大学人間解剖学

○鳴瀬卓爾,ChalmameU.Pira,

KerbyC.Oberg

【緒言】正常な指の機能のためには，腱が骨の正

確な位置に停止する必要がある．手では，背側

(手背）の伸筋腱，腹側（手掌）の屈筋腱は，そ

れぞれ背腹非対称に停止している．腱停止部位の

変位は，指の機能障害を引き起こす．しかし，腱

の停止位置を決める因子は，未だ明らかでない．

四肢の背腹軸発生において，転写因子Lmxlbは

背側因子として働く.Lmxlbノックアウト(KO)

マウスの四肢背側は，腹側の表現型をしている．

自脚の背側では，伸筋腱に代わり，本来腹側の屈

筋腱が重複し，腱停止位置も背腹対称に変位して

いる．転写因子Sixl及びSix2は，マウスの指発

生において，それぞれ伸筋腱と屈筋腱に発現する

と報告されている．従ってそれらが，腱の背腹非

対称な停止に関与している可能性がある．

【目的】正常及びLmxlbKOマウスにおける，

Sixl/Six2の,腱停止への関与を明らかにすること．

【方法】Sixl/Six2の発現を，切片及びwholemount

insituhybridization法を用い調べた．また，腱関

連遺伝子scleraxisとtendinを用いて，発生段階の

腱の走行を観察した．

【結果】正常マウスでは,Sixlは虫様筋腱，骨間

筋腱，指背腱膜に発現していた．Six2は浅・深指

屈筋腱，指伸筋腱に発現していた．一方Lmxlb

KOマウスでは，虫様筋と骨間筋は，背腹両側に

重複していた．それらの腱は，各々ループ状に癒

合し，基節骨側面に停止していた．指背腱膜は，

確認されなかった.Sixlは背腹両側の虫様筋腱，

骨間筋腱に発現していた.Six2は背腹両側の浅・

深指屈筋腱に発現していた．

【考察】指背腱膜は，虫様筋腱及び骨間筋腱の停

止の一部であり，指伸筋腱とそれら腱との相対的

位置の保持，並びに指関節の伸展に重要な構造で

ある．このことからSixlは，指背側の腱の正常

な位置の保持と停止に，重要な役割を担っている

と考えられる．
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1-Pa-2

手関節掌側関節包靱帯の解剖学的考察

AnatomyofthePalmarCarpalLigamentofthe

WristJoint

!熊本整形外科病院整形外科,2CMstineM.meinert

Institute

○玉井誠',AmitGupta2

【目的】手関節掌側関節包靱帯については既に多

くの論文や成書において詳細な記載がなされてい

るものの，その解剖についてはまだ一般にはよく

理解されていない．その詳細な解剖をイメージン

グし，構造の普遍性を調べる為にヒト新鮮屍体標

本を用いて研究を行った．

【方法】ヒト新鮮屍体標本16手を用いて,4倍ル

ーペ下に手関節掌側関節包靱帯の解剖を行った．

【結果】radio-scapho-capitateligament(RSCL)は，

radio-scaphoid,radio-capitate,そしてradio-

triquetralの3つのバンドルに分けられた.long

radio-lunateligament(LRLL)の遠位掌側部と掌

側luno-triquetralligamentは，すべての検体におい

てradiusからtriquetrumへと連続したバンドルで

覆われていた．このバンドルは,RSCのradio-

triquetralbundleとはsulcusによって隔てられてい

た．このことは"spaceofPoirier"がRSCとLRL

の間ではなく，2本のradio-triquetralbundlesの間

に存在している事を示した.shortradio-lunate

ligament(SRLL)はTFCCの掌側関節内壁を構成

する関節包の肥厚であり，強靭なバンドルではな

l'､.scapho-capitateligament(SCL)とtriquetro-

capitateligament(TCL)は強靭で普遍的であった．

独立した構造物として記載されている3本の尺骨

手根靭帯ulno-lunateligament(TCL),ulno-

capitateligament(TCL),ulno-triquetralligament

(TCL)は，分離不可能である．これらはradio-

ulnarngament(PRUL)のdistalpahnarextensionと

交わってTFCCの掌尺側壁を構成している．

【考察】これらの結果は，手関節掌側関節包靱帯

のより深い理解に貢献するものと思われる．



1-Pa-3

母指CM関節のX線像と肉眼解剖学的所
見

RadiologicalChangeandGrossAppearanceofthe

ThumbCarpometacarpalJoint

弘前大学整形外科

○上里涼子，西川

工藤悟，藤

真史，小川太郎，

哲

【はじめに】母指CM関節は大菱形骨と第1中手

骨からなる鞍状関節であり，母指の外転と内転，

屈曲と伸展，母指対立などの広範囲の可動域をも

つ関節である．そのため関節の不安定性が高く，

母指CM関節は関節症性変化が起こりやすいとい

われている．今回われわれは,CM関節の変性に

ついてその性差，部位に関する所見をx線と肉眼

的に観察し検討した．

【対象と方法】系統解剖用遺体27体54手（男性

14体28手，女性13体26手）で，年齢は55歳か

ら93歳，平均77.7歳であった．全例に母指CM

関節の単純X線2方向撮影を行い,Eatonらの病

期分類により分類した．母指CM関節を背側から

展開し，肉眼的評価を行い，大菱形骨関節面と中

手骨関節面それぞれを5つの領域に分けて，

gradeOから4まで5つに分類した.X線分類と肉

眼的所見を点数化し,t検定にて評価した．

【結果】X線分類は男性がstageO:5,stagel:14,

stage2:4,stage3:2,stage4:3手，女性はstageO:2,

stagel:12,stage2:7,stage3:0,stage4:5手であった．

関節面の肉眼所見で変性を認めたものは,大菱形

骨背側16,僥側22,掌側24,尺側36,中心14,

中手骨背側35,僥側16,掌側34,尺側20,中心

15手であった．骨鰊を認めたものは4手あり，内

3手は大菱形骨側に認めた．

【考察】x線分類と肉眼所見をそれぞれ点数化し

検討したが,変性の発生に男女差は認めなかった．

x線所見と肉眼所見には相関があり，大菱形骨は

尺側，中手骨は背側と掌側で有意に変性が多かっ

た．関節面の変性は大菱形骨では掌側，尺側に多

く，中手骨では背側，掌側に多いとの報告がある

が，今回の結果は同様の傾向を示した．

1-Pa-4

母指MP関節の形態学的検討

MortionandMorphologyofthenlumbMetacar-

pophalangealJoint

!聖マリアンナ医科大学整形外科，2テキサス大学

ガルベストン校整形外科

○吉田亮',StevenF.Viegas2,

HughO・House2,RitaM.PatterSon2,

別府諸兄！

【目的】新鮮屍体の母指中手骨頭をx線側面像か

ら形態計測し,MP関節の可動域，性別，年齢，

IP関節の可動域との関係を詳細に検討したので報

告する．

【対象・方法】対象は70手（男性26手，女性35

手，不明9手)，年齢は平均71歳（男性66歳，女

性75歳)．母指中手骨頭のX線側面像より，関節

面の掌側縁から背側縁までの距離(A)および関

節面の曲率半径(r)を計測し,A/r値により中手

骨頭を00Round''"Flat"の2型に分類した．各検

体のMP関節およびⅢ関節の最大屈曲，最大伸展

角度を他動的に計測し，各項目の関係を回帰分析

により統計学的に検討した．

【結果】MP関節可動域は平均94度（屈曲70度，

伸展24度),IP関節可動域は平均114度（屈曲81

度，伸展33度）であった．また,A/i値による分

類ではi6Round''37例,"mat"27例であった．統

計学的検討より,@lRound''タイプの骨頭形を持

つ関節ではl0Flat''タイプの関節よりも有意に可

動域が大きかった(Round;106度,Flat;77度).

また，女性は男性に比べ有意にi0Round"タイプ

が高率であり（女性66％，男性36％)，可動域も

大きかった（女性99度，男性87度)．MP関節の

可動域と年齢,IP関節の可動域との間には明らか

な関連は認められなかった．

【考察】Roundタイプの中手骨頭を持つ母指MP

関節では,Flatタイプの骨頭を持つMP関節より

も有意に大きな関節可動域をもつという結果が得

られた．この結果から，臨床において，母指外傷

後の関節機能の再建や関節固定を行う際に，治療

方針を決定する一つの指標としてX線側面より中

手骨頭の形態を評価することの有用性を示唆した

と考える．
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1-Pa-5

尺骨神経麻痘における手の爪形態の左右

差

AsymmetryofFingerNailsinUlnarNervePalsy

'関東労災病院整形外科，2帝京大学整形外科

○小林康-11黒島永嗣2

【背景と目的】第45回，第46回の本学会で，つ

まみ動作の多い群の利き手母指の爪は横長で，片

麻痒の患側爪は縦長かつ長軸・横軸の弩曲が強い

と報告した．今回は外因と神経性因子の影響を区

別するために，同じ手の中で正常指と麻痒指の混

在する尺骨神経麻痒に着目して手の爪の形態を検

討した．

【対象と方法】尺骨神経麻痒の14人（肘部管症候

群13人，尺骨神経損傷1人：患側のMCV33.3i

17.6m/s,SCV30.4±23.Om/s)の全指の爪を対象

とした．各指尖の背側正面と遠位軸方向正面と側

面の3方向を撮影した．計測は，爪正面像の幅，

長さ，半月の長さと，爪郭の榛尺側縁のなす角度

を求めた．さらに爪の弩曲度の指標として，軸方

向正面画像の爪僥尺側の接線がなす角度と側面に

おける爪の近位・遠位の接線がなす角度を求め

た．母指と示指～小指のピンチカも測定した．左

右差検定にはpairedt-testを用いた．

【結果】患側の小指のみ爪長さと側面の接線のな

す角度が有意に大きかった（各々 p<0.1%,p<
0.05％)．ピンチカは全指で有意に患側が小さか

った(p<0.01%～0.5%).

【考察】小指の爪のみ患側が縦長で側面の弩曲が

強かった．これは統計に頼るまでもなく14人中

11人で肉眼観察だけで患側を指摘できるほどで

あった．環指で左右差がなかったことは，正中・

尺骨神経の境界領域であることを反映しているか

もしれない．患側小指の半月は不鮮明で，後爪郭

が萎縮・後退して見かけ爪甲が長いのか爪甲が真

に長くなっているのかわからなかった．ピンチカ

は患側全指で減少しているにもかかわらず，小指

の爪のみ変化が見られたことにより，手の使用な

どの外因よりも神経性因子の影響が強いことを示

していると考えられた．

-S65-

1-Pa-6

3D-FEMを用いた榛骨遠位端骨折に対す

る鋼線固定法の力学的評価

BiomechamcalEvaluationoftheRigidityofPer~

cutaneousPinningfOrColles'Fracturewiththe
Useof3DFiniteElementMethod

'新居浜立花病院，2岡山大学整形外科，3岡山工

業技術センター

○佐伯祐司11橋詰博行21井上一2

永山則之3

【目的】僥骨遠位端骨折に対する鋼線刺入固定法

において，鋼線の刺入角度と鋼線径の違いにより

生じる力学的強度の差を3次元有限要素法(3D-

FEM)を用いて検討したので報告する．

【方法】（実験1）1.8mmの鋼線のソリッドモデル

を30．，45．，60°傾けた片持ち梁として解析ソ

フト上に設置し，先端に集中荷重を加え，荷重一

転位曲線を得た.これより得られた剛性を用いて，

各鋼線の刺入角度による強度の差を比較した．正

常僥骨24体の単純し線側面像を用いて実測した

Lister結節から掌側骨皮質までの長さの平均値を

各鋼線長(30｡:21mm,45．．25mm,60｡･

34mm)として設定した.(実験2)34mm長の鋼

線を60.傾けた片持ち梁ソリッドモデルの直径を

1.0mm,1.5mm,1.8mm,2.Omm,2.4mmと変化

させ，実験1と同様な測定を行い，直径の違いに

よる鋼線の剛性の差を比較した．解析ソフトとし

てMARC(MARC社）を使用し，鋼線のYoung

率を193GPa,Poisson比を0.3として物性値を設

定した．

【結果】（実験1）各鋼線の刺入角度の違いによる

剛性の比は30.：45。：60｡＝1．45:1.43:1で

あった．（実験2）直径の違いによる各鋼線の剛

性の比は1.0mm:1.5mm:1.8mm:2.0mm:

2.4mm=0.09:0.46:1:1．36:3.13であった．

【結論】3D-FEMによるシミュレーション実験で

は，鋼線の直径により剛性は大きく変化したが，

刺入角度による差は僥骨内を横切る鋼線の長さが

関与するため，30．．45．ではほぼ変わらず,60°

では約70％の剛性を示した．
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精密な僥骨遠位部3次元骨モデルを用いた

有限要素法の試み

3DPreciseDistalRadiusModelfbrFiniteEle-

mentAnalysis

濁協医科大学整形外科

○益崎浩一郎，長田伝重，富沢一生，

藤田聡志，玉井和哉

【はじめに】本邦では新鮮屍体の入手は困難であ

るために，欧米特に米国と同じような骨・関節の

バイオメカニクス研究を行うには，多くの弊害が

存在した．他方，工業の分野では以前より種々の

力学的解析に有限要素法が汎用されている．有限

要素法は実際の物体を使用することなく，コンピ

ュータ上に構築したモデルに個々の物質特性を入

力してシュミレーションを行い，物体に起こる変

化を再現する方法である．近年整形外科の分野で

も有限要素法が用いられてきつつあるが，いまだ

2次元モデルでの研究段階であり，生体に近い3

次元モデルはほとんど存在していない．われわれ

は生体に近い3次元骨モデルを用いた有限要素法

による力学的解析を行うことを目的として，精密

な僥骨遠位部3次元骨モデルを作製したので報告

する．

【対象と方法】外傷歴のない27歳男性の右僥骨遠

位部のCT画像を利用した.CTはSIEMENS製

VolumeZoomを用い，最小スライス厚である

1.25mmの画像を元のデータとした．画像上の皮

質骨と海面骨との境界および関節面を可能な限り

正確に全ての画像でマニュアルにてプロットし，

その2次元連続切片をもとに3次元構築ソフトで

あるForgeにて3次元形状を再構築した．力学的

解析には有限要素法の解析ソフトであるANSYS

をもちいた．

【結果】150mm長で要素数約120万，メッシュ形

態は四面体要素の僥骨遠位部骨モデルを作製し

た．本モデルをもとに僥骨遠位端骨折モデルを作

製し,有限要素法による力学試験を行ったところ，

以前われわれが行った屍体による榛骨遠位端骨折

モデルの力学試験と同様の破断様式を示した．

【結論】精密な3次元骨モデルを用いた有限要素

法は，骨・関節のバイオメカニクス研究にきわめ

て有用な方法となりうる．

1-Pa-8

遠位僥尺関節の安定性への関節包の関与

StabilityoftheDistalRadioulnarJointCon-

mbutedbytheJomtCapsule

l山梨大学整形外科,2MayoChic

○渡邉寛',RichardA.Bergerz,

Kai-nanAn2,浜田良機！

【目的】遠位僥尺関節関節包の関節安定性への関

与について検討したので報告する．

【方法】上腕中央部で切断した新鮮凍結肢体,6肢

を用いた。固定した尺骨に対して6.7Nの力で僥

骨を掌側および背側方向へ移動させ，その移動量

を不安定性として，以下のような条件で計測，そ

の値を比較した．まず皮層を切除しA:すべての

遠位僥尺関節の安定にかかわる組織を温存した状

態と,B:遠位僥尺靱帯，骨間膜など関節安定に関

与する組織を切離し，掌側関節包のみを残した状

態,C:背側関節包のみを残した状態，さらに，関

節包縫縮による影響を見るものとしてD:残存さ

せた掌側関節包のみを縫縮した状態,E:残存させ

た背側関節包のみを縫縮した5つの状態である．

そしてすべての測定は最大回内外位，60度回内

外位，中間位で行なった．

【結果】掌側関節包のみを温存した場合には，最

大回外位で，背側関節包のみを温存した場合には

最大回内位で，遠位僥尺靱帯を含めたすべての遠

位僥尺関節の安定にかかわる組織を温存した状態

と変わりない関節安定性が見られた．掌側関節包

のみを縫縮した状態では，最大外位で優位な背側

方向への安定化が得られ,背側関節包の縫縮では，

最大回内位で優位は掌側方向への安定化が得られ

た．

【考察】最大回内位では背側関節包が，最大回外

位では掌側関節包が関節安定性に重要な役割を担

っていた．関節包の縫縮により，遠位榛尺靱帯を

上回る関節安定化が得られた．以上の結果より関

節の不安定を見る症例の中には，関節包縫縮術で

安定性の回復が期待できる症例があると考えられ

るが，その適応については臨床的研究が必要と考

えている．
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尺骨短縮効果に関する生体力学的検討

一第1報筋無負荷時の遠位榛尺関節支持

性に対する効果一

UlnarShortemngEffects:ABiomechamcalSmdy

ontheDRUJStabilizingEffectwithoutMuscle

Load

I駒沢病院整形外科，2慶應義塾大学整形外科,3芳

賀赤十字病院整形外科

○西脇正夫'，中村俊康2，仲尾保志2，

戸山芳昭2，小野宏之ヨ

【目的】尺骨短縮術は主に尺骨突き上げ症候群に

対して用いられ，その症状改善の機序として尺骨

手根骨間関節(UcJ)の除圧が考えられてきた．

しかし，中村らは三角線維軟骨複合体(TFCC)

の機能解剖を行い，尺骨短縮術はUCJの除圧の

みでなく,TFCCのsuspension効果を高め，遠位

僥尺関節(DRUJ)の支持性を向上させることを

提唱し，これをTFCC損傷やDRUJ不安定性に対

して適用してきた．今回われわれは尺骨短縮前後

のDRUJ支持性の変化についての基礎的研究を行

った．

【対象・方法】UInarvariance+1～+3画皿の新鮮

屍体6上肢（上腕切断標本）を用いた．尺骨を固

定し，僥骨に1.25nm紗の速度で背側および掌側

に一定変位を負荷し，変位-荷重曲線を作製した．

TFCC正常，三角（僥尺）靱帯背側portion切離，

三角靱帯掌側portion切離，三角靱帯全切離の状

態で中間位，回内外60.位で計測を行った．尺側

手根伸筋腱腱鞘床は温存した．得られた変位-荷

重曲線から一定変位に対する荷重を求め，尺骨を

lmm毎に6mmまで短縮させた際の尺骨短縮前か

らの荷重の増加率をDRUJ支持性の増加率として

計算した．

【結果】TFCC正常では,DRUJ支持性は尺骨短縮

量にほぼ比例して向上し,61rm短縮で26～46%

向上した．三角靱帯部分切離では，正常より少な

めであったが,DRUJ支持性は尺骨短縮により向

上する傾向にあり，3～5m､の短縮でTFCC正常

とほぼ同等となった.TFCC全切離では6nm短縮

しても正常と同等の支持性は得られなかった．

【考察】TFCC三角靱帯部分切離では，尺骨短縮

によりTFCCのsuspension効果が高まるため，正

常と同等のDRUJ支持性を獲得し得るが，三角靱

帯全切離では，尺骨短縮後もsuspension効果はほ

とんど認められず，正常と同等の支持性は得られ

ない．

1-Pa-10

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の生体工学的研究

KinematicandTorque-RelatedEffectsofDorsally

AngulatedDistalRadiusRacturesandtheDistal
RadialUlnarJoint

'昭和大学整形外科,2BiomechanicsLab.,Mayo

Clinic

○平原博庸',PatdciaG.Neale2,Yu-TeLm2,

WmiamP.Cooney2,Kai-NanAn2

【目的】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生体工学的に検討したので報

告する．

【方法】上腕中央で切断された9屍体（右5，左4，

男3，女6，平均年齢73歳）を用いた.Mayo

fOreanns加ulatorに連結し設置し,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,dorsaltntmgangleO｡,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

回旋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．wCC切断後はいずれの状態でもトルクは減

少した．有意差はなかったが，回内外筋を反協調

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．

【結論】回内外筋非負荷状態を高齢者のモデルと

すると，高齢者では30.未満の変形は許容しても

よさそうである．回内外筋負荷状態は著しく手を

使う肉体労働者やスポーツ選手のモデルと考える

ならば，症例によっては10.の背屈変形において

も障害となる可能性がある．
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CTを用いた舟状骨偽関節の3次元形態計

測と骨欠損量の評価

TheAnalysisofThreeDimensionalStrucmreand

BoneDefectofScaphoidNonunionbyComputed

Tomography

大阪大学整形外科

○岡久仁洋，村瀬

後藤晃，吉川

剛，森友寿夫，

秀樹

【目的】舟状骨偽関節の手術は骨移植が必要とな

るが，骨折線の部位により骨移植の量を分類した

報告はない．また舟状骨偽関節における骨片の転

位，骨欠損の評価は主にレントゲンやCTでされ

ていた．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ウェアプログラムを用い

て，3次元CT画像から舟状骨偽関節の3次元形態

を解析し，骨折線の部位による骨片の転位，骨欠

損量を定量的に計測し，必要となる骨移植の量を

評価した．

【方法】対象は舟状骨偽関節患者15名（男性13

名，女性2名，平均年齢25.0歳）の15手関節で

ある．手関節中間位,前腕回内回外中間位で患側，

健側ともCT撮影を行った．得られた3次元CTデ

ータから独自に開発したソフトウェア(Virtual

Place-M,Polyeditor)を用いて舟状骨を抽出し3次

元モデルを作成した．患側の鏡面像を作成し，近

位骨片を健側骨モデルとmatcmngさせることによ

り遠位骨片の偏移量，骨欠損量を測定した．骨折

線の位置は舟状骨の舟状月状骨間靱帯付着部であ

る舟状骨背側Ridgeより遠位にあるものをA群，

近位にあるものをB群として分類した．

【結果】A群は11例であり遠位骨片は掌側に転位

していた.B群は4例であり，遠位骨片は背側に

転位していた．骨欠損量はA群において骨折線掌

側の骨吸収量が大きく全例200mm3以上の骨欠損

を認めた．それに対しB群は，骨折線背側のわず

かな骨欠損を認めるだけであった．

【結論】舟状骨偽関節に対する骨移植は，骨折線

が舟状骨背側Ridgeより遠位の場合，掌側に模状

の骨移植が必要となるが，骨折線が近位の場合，

背側に比較的少量の骨移植でよいと考えられる．

1-Pa-12

舟状骨偽関節における病的キネマティク
ス

PathologicalKinematicsinScaphoidNonumon

'大阪大学整形外科，2大阪大学附属病院放射線部

○森友寿夫11村瀬剛11後藤晃11

岡久仁洋!，有村武浩2

【目的】舟状骨偽関節を有する手関節において各

手根骨がどのように動いているかを知ることは，

舟状骨偽関節の自然経過，治療を考える上で重要

である．本研究の目的は，生体の舟状骨偽関節の

病的キネマテイクスを解析し，特に骨折部位とキ

ネマテイクス変化の関係を明らかにすることであ

る．

【対象・方法】阪大式生体3次元動態解析システ

ムを用いて，舟状骨偽関節患者6名（全員男性）

の6手関節を調査した．中間位，榛・尺屈位，

掌．背屈位の5ポジションでMⅢ撮影し,榛尺屈，

掌背屈での手根骨の3次元アニメーションを作成

した．骨折線が，背側舟状月状靱帯付着部である

舟状骨尺背側突起の遠位を通る遠位型（4例)，

近位を通る近位型（2例）の2型に分けてそれぞ

れのキネマテイクスパターンを調査した．

【結果】遠位型と近位方とでは異なるキネマテイ

クスパターンを示した．遠位型では，舟状骨遠位

骨片は遠位手根列と一緒に，近位骨片は月状骨と

一緒に動くという，骨片間のブックオープン型の

異常な動きを示した．掌背屈の方が榛尺屈よりも

異常運動が明らかであった．また全例DISI変形

を呈していた．一方，近位型では，骨片間の動き

は小さく，舟状骨と他の手根骨との間の動きは正

常に近かった．またDISI変形も認めなかった．

【考察・結論】これまでに舟状骨偽関節の生体3

次元動態解析の報告はなかった.今回の結果から，

舟状骨偽関節に伴う手根不安定症の発生に関し

て，骨折線が舟状骨尺背側突起の遠位を通るか近

位を通るかが鍵となることが示唆された．背側舟

状月状靱帯が遠位骨片に付着している近位型では

手根不安定性は生じにくいが，背側舟状月状靱帯

により遠位骨片が制御されない遠位型では手根不

安定症へ発展すると考えられた．
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RA手関節に対する僥骨月状骨間固定後の

手根骨キネマテイクスー"7vivo:udy-

CarpalmnematicsinRAWristsTreatedwith

RadiolunateFUsion-j"vivoSmdy-

北海道大学整形外科

○吉岡千佳，岩崎

山根慎太郎，三浪

倫政，石川淳一，

明男

【目的】僥骨月状骨間固定（以下RL固定）は関

節リウマチ（以下RA)手関節に対する有効な手

術として行われてきた.RL固定後の手根骨キネ

マテイクスは屍体実験により証明されているが，

実際のRA患者に対して本術式が行われた際の手

根骨キネマテイクスは明らかではない．本研究の

目的はRA患者に対するRL固定後の手根骨の動

きをinvivo解析し，手関節可動域との関連を明

らかにすることである．

【対象と方法】対象はRL固定したRA患者5例7

関節（男6例，女1例，平均年齢53歳）である．

この7関節に対して側面像の最大背屈位と最大掌

屈位のx線断層撮影を行った．得られた画像から

最大掌背屈位での僥骨第3中手骨間角度を計測し

手関節可動域を求めた．さらに榛骨手根関節の動

きの指標として最大掌背屈位での僥骨舟状骨間角

度(RSangle)を，手根中央関節の動きの指標と

して舟状骨有頭骨間角度(SCangle)を計測し，

その変位量を求めた．

【結果】X-P上の手関節可動域は37｡～74｡(平均

57｡）であった.RSangleのarcは13｡～55｡(平

均40｡）で，手関節の掌背屈に伴って舟状骨も動

いていることが示された.SCangleのarcは8｡～

25。（平均14｡）で,RSangleのarcにSCangleの

arcを加えると手関節可動域と近似していた．

【考察】今回の結果では実際のRA患者では肌固

定後も僥骨手根関節の動きが残存していた．しか

も手根中央関節よりも僥骨手根関節での動きが，

手関節可動域により反映していると考えられた．

1-Pa-14

最大等尺性収縮における手根伸筋・屈筋

群の手関節の肢位による影響

InfluenceofWristJointPositiononaGroupof

WdstExtensorsandFlexorsinMaximumlsomet-

ricContraction

i藤田保健衛生大学公衆衛生,2MayoClinic,

BiomechanicsLab.

○今枝敏彦',Kai-nanAn2

【目的】手関節の肢位や力の方向を変えることに

よる筋力の違いを検討し，さらに手根伸筋・手根

屈筋の筋放電の違いを検討した．

【対象・方法】利き手の上肢に外傷や疾病などの

既往のない成人男性12人を実験の対象とした．

被験者の手関節を自作の筋力測定装置に固定し肘

関節は伸展位とした．バイオフィードバックを利

用して，指示する方向に5秒以内に等尺性に最大

筋力まで出させた．被験者の手関節を9つの肢位

に無作為にとらせ，さらに8つの筋力方向は無作

為とした．表面筋電は長・短僥側手根伸筋，尺側

手根伸筋，僥側・尺側手根屈筋に設置し，筋力出

力時の表面筋電を筋力と同時に測定した．

【結果】手関節最大モーメントは筋力の方向と手

関節の肢位に影響を受けた．手関節中間位におけ

る最大掌屈モーメント（8.81±0.36Nm:meani

SD)と最大背屈モーメント(7.67±0.47Nm)は

最大僥屈モーメント（3.94±0.25Nm)や最大尺

屈モーメント（3.58±0.25Nm)より大きかった．

また手関節中間位と背屈位における最大掌屈モー

メントは掌屈位におけるものよりも大きく，背屈

位と中間位における最大背屈モーメントは掌屈位

におけるものよりも大きかった．中間位における

最大僥屈モーメントと最大尺屈モーメントは僥屈

位や尺屈位におけるものより大きかった．他方，

手根伸筋・屈筋群の最大筋電は手関節の肢位に影

響を受けず，筋力の方向にのみ影響を受けた．特

に短榛側手根伸筋は，背屈方向に特異的に機能し

た．

【結論】手関節最大モーメントは筋力の方向と手

関節の肢位に影響を受けた．手根伸筋・屈筋群の

最大筋電は手関節の肢位に影響を受けず，筋力の

方向にのみ影響を受けた．本研究は科学研究費補

助金（課題番号11670341）を受けた．
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肘関節外反強制テストにおける上腕骨回
旋の影響：屍体上肢を用いた研究

TheEfrectofHumeralRotationonElbowValgus

Laxity:CadavericSmdy

'大阪医科大学整形外科,20rthopaedicBiomecha-

mcsLaboratoryUmversityofCalifbn血

○三幡輝久11阿部宗昭',ThayQ.Leez

【目的】肘関節内側側副靱帯(McL)損傷の診断

目的に行われる肘関節外反強制テストに対する上

腕骨回旋の影響は過去に報告されていない．本研

究の目的はMCL損傷モデルを作成し，上腕骨回

旋が診断に及ぼす影響を検討することである．

【方法】新鮮凍結屍体5上肢（肩甲骨を含む）を

用いた．肩甲上腕関節最大挙上位，前腕回内外中

間位にて自家考案の肘関節内外反動揺性試験器に

設置した．上腕骨骨幹部にピンを経皮的に刺入す

ることにより上腕骨回旋固定した状態（固定群）

と固定なしの状態（自由群）にて肘関節屈曲30,

50度における肘関節外反動揺性（外反トルク：

0.5,1.0,2.0Nm)を計測した.MCL正常,MCL

の前斜靱帯(AOL)前方線維切離後,AOL完全

切離後において比較検討した．角度計測には

Microscribe3DLXを使用した．

【結果】自由群の肘関節外反角度は固定群と比較

して有意に大きかった（28±10度)．自由群にお

いて外反トルクにより上腕骨は外旋した.固定群，

自由群ともにAOL完全切離後に肘関節外反角度

は正常時に比較して有意に増加した（固定群：

77-138％の増加，自由群：2-63％の増加).AOL

前方線維のみの切離は肘関節外反角度の有意な増

加は認めなかった．

【考察】肘関節外反ストレステストにおける肘関

節外反角度の増加には上腕骨回旋による要素が含

まれるということが証明された．また上腕骨回旋

の影響によりAOL切離後の外反角度の増加率は

減少し，臨床検査において診断率を低下させる可

能性が示唆された．臨床診断において上腕骨の回

旋を完全に抑制することは不可能であるが，回旋

の影響を少なくする肢位（肩関節挙上位や外反テ

ストにおける上腕骨最大外旋位など）にて検査を

行うことが診断率を高める上で有用と思われた．

1-Pa-16

指ごとのquadriga症候群の起こしﾉやすさ
についての研究

SpeculationonDifferentSeveritiesofPossible

QuadrigaSyndromeamongFingerS

'名戸ケ谷病院整形外科，2東京大学整形外科

○大江隆史1，筋野隆11辰巳徹志11

三浦俊樹2

【背景】外傷などによる1指の動きの制限が他指

の動きをも制限する現象は屈筋腱の滑動制限がそ

の原因とされ,quadriga症候群として知られてい

る．示指の運動制限は他の指に比しこの症候群を

生じにくいとされているが，指ごとの起こりやす

さについての詳細な報告はない．ある指に運動制

限が生じた場合，他のどの指の運動制限に留意す

べきかを知ることは，この症候群の予防と治療に

寄与する．

【方法】指に外傷歴のない成人50人100手の示指

から小指について，1）制限のない状態での自動

ROM,2)1指を他動的に伸展位に保持した時の

他指の自動屈曲角度，3）1指を手掌まで自動屈

曲させた位置で保持させた時の他指の自動伸展制

限角度を,MP・PIP･DIP関節について測定し

た．1）に対するZ),3)の割合を,MP･PIP･

DIP関節角度の総和で指ごとに比較することで

quadriga症候群の起こりやすさの指標とした．

【結果】2）の1指の伸展時では，環指伸展時の小

指58.1％，環指伸展時の中指46.7％，中指伸展

時の環指44.0％，中指伸展時の示指36.8％，環

指伸展時の示指32.8％の順でその屈曲が制限さ

れた．そのばらつきは環指伸展時の小指屈曲制限

で最大であった．3）の1指の屈曲時では中指屈

曲時の環指48.4％，小指屈曲時の環指46.1％，

環指屈曲時の中指41．5％，示指屈曲時の中指

38.7％，環指屈曲時の小指30.2％の順でその伸展

が制限された．そのばらつきは中指屈曲時の示指

伸展制限で最大であった．

【考察】この症候群のメカニズムとして尺側3指

の深指屈筋腱の筋腹共有，虫様筋が起始する腱の

重複などが挙げられている．今回の結果はこの症

候群が尺側の3指間や隣接指間のみならず発生す

ることを示している．ばらつきの大きい組み合わ

せには解剖学的変異のある可能性があり，更なる

研究を必要とする．
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手の触覚に対する皮層硬さの影響

EffectofSkinHardnessontheTouchSense

宇都宮大学工学部バイオメカニクス研究室

○酒井直隆，嶋脇聡

【目的】手の知覚の定量的検査法として代表的な

二点識別法(2PD)は，手の皮層表面の2点を圧

することで触覚を判定する．この場合，皮層の硬

さに差があれば同じ圧力で圧しても知覚受容体へ

の刺激が異なることが予想される．すなわち，手

の触覚のsensitivityの偏在性は皮膚硬さの違いに

よるものではないか，という疑問が生じる．この

点を明らかにするため，我々は硬さ計を用いて手

の皮層硬さを計測し,2PDの結果と比較検討した

ので報告する．

【方法】健常成人男性10人の右手を掌側・背側と

もに29区の領域に区分した．区分は末梢神経の

支配領域を考慮し，母指は末節・基節部の2区に，

示指・中指・小指は末節・中節・基節部の3区

に，環指は末節・中節・基節の各部を指軸で2分

し計6区に区分した．同様に手掌・手背面は計12

区に区分した．各領域について2PD検査を試行

し，最小識別間隔の平均値を領域間で多重比較検

定Scheffetestにより比較検討した．また同時に

Elastron社製硬度計ESAを用いて皮膚硬さを計測

し，平均値を領域間で比較すると同時に,2PDの

結果とも比較検討した．

【成績】掌側の平均識別距離は末節部2.0,中節部

3.7,基節部4.9,手掌部7.2mmであり，末節部

と手掌部との間には有意差(p<0.01)が見られ

た．掌側の平均皮膚硬さは末節部21.1,中節部

27.3,基節部24.4,手掌部23.1であり，示指・中
指・環指の中節部と中指基節部との間に有意差

(p<0.01)が認められた．識別距離と皮膚硬さ
の相関係数はr=0.06と，相関に乏しかった．

【結論】皮膚硬さは圧迫力に対する皮膚の変形量

を左右するが,2PDによる知覚検査法は皮膚変形

量に影響されず，皮下の知覚受容体の密度分布を

反映すると考えられた．

1-Pa-18

新しい筋力測定システムによる母指の屈

曲，伸展，外転，内転力
MeasurementofFlexion,Extension,Abduction

andAdductionForcesoftheThumb,UsingaNew

MuscleStrengthMeasuringSystem

l金沢大学保健学科作業療法学，2吉村整形外科医

院

○西村誠次11生田宗博11柴田克之11

犬丸敏康11中山幸保2

【目的】母指，手指の機能障害の程度によって握

力，ピンチカの計測は困難となり，手の残存能力

の評価が不十分となることがある．そこで今回，

我々は，三次元解析による新しい母指筋力測定シ

ステムを開発し，母指の末節骨部と基節骨部での

屈曲，伸展，外転，内転力を比較検討した．

【対象と方法】対象は，健常女性10名20手の母

指で，年齢は21.1±1.2歳であった．自作の母指

筋力測定システムは，センサー部に三分力計を固

定し，3台の動歪みアンプと,A/D変換解析機器

を介して，自作のコンピュータソフトでシステム

を制御した．計測肢位は，肩関節屈曲60度，前

腕中間位，手関節背屈40度，母指CM関節僥側

外転20度とした．各運動方向.の筋力は，センサ

ー部を母指の末節骨部,あるいは基節骨部に当て，

尺側方向への運動を屈曲，僥側方向を伸展，掌側

内転方向を内転，掌側外転方向を外転として最大

努力下で計測した．各測定は3回計測し，その平

均値を測定値とした．各運動方向の筋力の統計処

理は，一元配置分散分析を使用し多重比較検定に

はScheffeの方法を用い，末節骨部と基節骨部の

比較は，対応のあるT検定を用い，ともに有意水

準を1％とした．

【結果と考察】母指末節骨部の屈曲は平均25.9N,

伸展は8.3N,外転は11.2N,内転は22.8N,基

節骨部の屈曲は28.4N,伸展は14.7N,外転は

13.1N,内転は36.5Nで，ともに内転と屈曲は，

伸展，外転より有意に大きかった(P<0.01).

しかし，屈曲と内転，伸展と外転の間には有意な

差はなかった．また，基節骨部の伸展，内転は，

末節骨部より有意に大きかったが(P<0.01),

屈曲と外転では有意な差はなかった．本法は，新

しい母指筋力評価法として臨床応用が期待できる

と考えられた．
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はさみ操作中の母指の運動

JointMotionoftheThumbunderScissorsOpera-
tion

'国立相模原病院リハビリテーション科,2慶應義

塾大学整形外科

○関敦仁11名倉武雄2

【目的】関節リウマチなどの慢性疾患を有する患

者では，手芸を趣味としてQOLの維持を図る例

が少なくない．その際，はさみ操作の巧綴性が重

要となるが，はさみ操作に必要な母指の関節運動

様式を評価した研究はない．リウマチ手再建を計

画する上で，はさみ操作時の関節運動様式を把握

し，関節形成と関節固定の適応を使い分けること

は重要であると考え，母指各関節の運動を検討し
た．

【方法】健常ボランティア5名を対象とした．

Qualysis社製動作解析装置を用いて，母指の指尖，

P関節,MP関節,CM関節および僥骨茎状突起，

示指のMP関節とCM関節,Lister結節，さらに，

はさみの各刃先と支点に貼付したマーカーの三次

元座標を計測し，はさみ操作時の母指の各関節の

運動様式を評価した．図示された直線に沿い，薄

紙を正確に切る動作を課題動作とした．

【結果】関節角度そのものには個人差が大きいも

のの，各関節の運動は，はさみの刃先の開閉に同

期していた.刃先が開くときにCM関節は伸展し，

MP関節は屈曲した．刃先が閉じるときは,CM

関節が屈曲し,MP関節は伸展したため，母指末

節と基節は，ほぼ平行に移動した．

【考察】はさみの構造上，刃先を安定して操作す

るには，操作部（把持部）の動きが規定される．

そのためCM関節を中心とし，かつ，基節の平行

運動が要求されたものと考える．

【結論】はさみ開閉時のCM関節とMP関節の運

動は，同期しているが，屈伸については逆の運動

を呈した．はさみ操作を希望する患者に対して

CM関節とMP関節の可動性を温存する必要があ

る．
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PGA人工神経による末梢運動神経再生の

評価-CAT活性を用いた評価とその経時

的変化一

RegenerationofSciaticNervewiththeUseofa

PolyglycolicAcid-collagenTubeFilledwith

CollagenSponge

l奈良県立医科大学整形外科，2奈良県立医科大学

救急科，3京都大学再生医療研究所臓器再建応用

分野

○重松浩司'，矢島弘嗣'，稲田有史2，

清水慶彦3，中村達雄3

【目的】本研究の目的は，2002年より臨床応用し

てきたコラーゲンスポンジ充填PGA人工神経

(以下人工神経）の運動神経再生に注目し1.人工

神経における運動神経再生をコリンアセチルトラ

ンスフェラーゼ（以下CAT)活性値を用いて評

価する．2.人工神経内の組織学的評価3.その再生

能力を臨床的に汎用されている自家神経移植との

比較することである．

【方法】日本白色家兎（体重約2.5kg)で左坐骨神

経1.5cm欠損モデルを作成し,3群に分類した．

A群(n=7):人工神経を用いて再建した群.B

群(n=7):摘出10分後に摘出片を再度顕微鏡下

に神経 束群縫合法で再吻合した群.C群

(n=7):B群と同条件で神経上膜縫合を行った群．

これら運動神経再生を術後2週，1ヶ月，2カ月

で，神経近位吻合部中枢に3カ所と移植神経内の

2カ所，遠位吻合部末梢，脛骨神経，腓骨神経の

計8カ所のCAT活性値を検討した．組織学的に

は吻合部と移植神経内を検討した．

【結果】A群のCAT活性値は，術後1カ月で人工

神経内は吻合部近位と比べ有意差を認めず，術後

2カ月ではその吻合部末梢側でもCAT活性はほぼ

正常値を示し，経時的に末梢へ伸展していること

が推測された．また,B群はA群と比較し，より

早期に末梢側でCAT活性は高値を示した．しか

し,C群はA群･B群と比較してむしろ低値を示

していた．組織学的には人工神経内は経時的に再

生神経は増加した．

【結論】人工神経内のCAT活性値は経時的に増加

し，人工神経は運動神経再生の良好な足場となり

うることが示唆された．組織学的にも再生神経数

は増加する傾向にありCAT活性の値と同様の結

果を示した．自家神経移植法と比較しても良好な

結果を示しており，採取部の合併症もないため優

れた再建方法と思われる．

1-Pb-2

末梢神経再建用ポリマーチューブを用いた

bFGFのDrugDeliverySystemにおけるbFGF
の生物学的活性と至適濃度に関する実験的研究

ExperimentalStudyofbFGF-DrugDeliverySystem

UsingBioabsorbablePolymerNerveCondmt-Analysis

ofBioactivityofbFGFandOptimzationofConcentra-
tionofbFGFmAnimalModel-

l大阪市立大学整形外科，塑清恵会病院整形外科，

3芦原病院整形外科

○高松聖仁'，香月憲一'，高岡邦夫'，

中塚洋直2，門口竜司3

これまで我々は欠損部再建用の生体吸収性ポリマ

ーチューブについて種々の検討を加え報告してき

た．昨年度はこのチューブを用いたbFGFの徐放

システム(DmgDelivrySystem以下DDS)と,DDS
が末梢神経再生に及ぼす影響について報告した．

これまでbFGFの徐放についてはゼラチンハイド

ロゲルを用いた報告がなされているが，それに比

較するとポリマーを用いたDDSでは徐放効果は

得られるがbFGFの活性に劣りその作用は減弱す

るとされていた.そこで，今回我々はポリマーチ

ューブを用いたbFGFのDDSにおいてbFGFの生

物学的活性と至適濃度について検討を加えた．

【方法】今回は血管新生においてbFGFの効果を

比較検討するためにラットの背部皮下に，チュー

ブを100"g/ml(フィブラストスプレーと同濃度）

および10"g/mlのbFGF溶液と生理食塩水に約1
時間浸潤させた3群に分けて包埋した.(各群n=5)

チューブは管腔壁がPLAのメッシュとP(LA/CL)

の共重合体スポンジでできており，管腔壁は

0.5mmで内腔径は2mm外径3mm長さ10mmとし

た．包埋後4週目にチューブを採取し，チューブ

中央においてチューブ1本につき横断切片を各3

枚ずつ作成し組織学的に血管新生について新生血

管数．血管面積・血管占有率の3項目において比

較検討を加えた．

【結果】新生血管数は100"g/mlb･bFGF溶液群

で33．7±l.8(SE)本,10"g/mlb・bFGF溶液
群で35.33±4．5，生食群で19.9±2.2であった．

また血管面積はそれぞれ5590±1191"m2,

4302±539,2850±288で，血管占有率は5.28±

1.12％，4.07±0.51,2.71±0.27であり，生食群

と他の2群間に統計学的に有意差を認めた．

【結語】ポリマーチューブによるbFGFのDDSにお

いて徐放されたbFGFは生物学的活性を有し血管

新生を増加させ,bFGFは100"g/mlまでの濃度に
おいては濃度に依存して血管新生を増大させた．
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ハイ ブ リ ッ ド型人工神経における

Schwann細胞の役割

ARoleofSchwannCellfOrHybridArtificial

PeripheralNerve

'慶應義塾大学整形外科，2平塚市民病院

○池田崇1'21仲尾保志11斎藤治和11

栩木弘和11戸山芳昭！

【はじめに】ハイブリッド型人工神経において培

養Schwann細胞は再生神経を誘導することが報告

されているが，移植された培養Schwann細胞がど

のように働いているのかは明らかでない．今回，

移植Schwann細胞の働きを明らかにするために研

究を行ったので報告する．

【材料および方法】LacZで標識されたSchwam細

胞不死化細胞株(LacZ-IMS32)をDMEM+10%

FCS中で10cmシャーレ上にほぼ隙間なく増殖す

るまで培養した．これを人工神経内に3次元的に

培養し，ハイブリッド型人工神経を作成した．細

胞を培養しない人工神経のみのコントロール群

と，ハイブリッド型人工神経群を，10週齢ICR

マウスの坐骨神経に10mmのgapを作って移植し

た．移植後4週（コントロール群N=5,人工神経

4週群N=5),6週（コントロール群N=5,人工神

経6週群N=5)の時点で人工神経を取り出し，

blue-whitescreeningによるLac-Z陽性細胞の発色

と抗PO抗体および抗neurofilament抗体による免

疫染色を行った．

【結果および考察】コントロール群では移植後4

週，6週とも，再生神経はLac-Zの発色を認めな

かった．ハイブリッド型人工神経群では，4週群

では，人工神経内にLac-Z陽性細胞の発色がみと

められた．さらに6週群では，人工神経内のLac-

Z陽性細胞は減少したものの，抗neurofilament抗

体による染色で，多数の再生軸索が確認され，そ

の周囲にLac-Z陽性細胞の発色が確認された．こ

のことから，移植された培養Schwann細胞

(LacZ-IMS32)はmediatorを放出しているだけで

なく，遊走によって積極的に軸索を誘導している

可能性が示された．

1-Pb-4

神経栄養因子遺伝子導入シュワン細胞を

用いたハイブリッド型人工神経

Tissue-engineeredPeripheralNervewithGeneti-

callyModifiedSchwannCells

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

ッド型人工神経の開発を進めているが，今回，人

工神経の軸索誘導能を高めるために，使用するシ

ュワン細胞に神経栄養因子遺伝子の導入を試みた

ので報告する．

【方法】生後7日齢ラット坐骨神経および後根神経

節から分離培養したシュワン細胞に，アデノウイ

ルスを用いて神経栄養因子遺伝子(BDNF,CNTF,

NT3)を導入した．コントロールとして空ベクタ

ー遺伝子導入シュワン細胞を用いた.Invitmの

軸索誘導の検証として，導入後の神経栄養因子蛋

白の発現をウェスタンプロットを用いて検索した

ほか，遺伝子導入シュワン細胞の培養3日，3週，

8週の上清をゲル培養中の後根神経節に付加し，

軸索伸展距離を測定した．hvivoでの検証は，ラ

ット坐骨神経に遺伝子導入シュワン細胞をゲル中

に包埋したチューブをgapl5mmで移植し，術後

12週で架橋中央部の再生軸索数，軸索密度を検

索した（各n=5).

【結果】遺伝子導入シュワン細胞がコントロール

に比べて有意に多くの神経栄養因子蛋白を発現し

ていた．またBDNF,CNTF,NT3,コントロー

ル群の軸索伸展距離は培養3日ではBDNF,

CNTF,培養3週BDNF,CNTF,NT3,培養8週

BDNFがコントロールとの間に有意差を認めた．

架橋実験では軸索密度（本/mm2)はBDNF17513

=tl833,CNTF15011±3400がコントロール

9305±2893と有意差を認めたが，総軸索数(本）

ではBDNF3887±767がコントロール1470±276

と有意差をもった(P<0.05).

【結論】遺伝子導入によって神経栄養因子の徐放

を増強したシュワン細胞の作製に成功し，これを

用いたハイブリッド型人工神経は多数の再生軸索

を誘導できることが判明した．
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rhMDP77の運動神経再生促進効果

Muscle-specificProtein,rhMDP77Specifically

PromotesMotorNerveRegenerationj"vivo

'東京医科歯科大学疾患遺伝子実験センター，

2同産業技術総合研究所人間系特別研究体，

3同物質材料研究機構生体材料研究センター，

4同大学院医歯学総合研究科

○伊藤聰一郎11植田淳子21福岡優子41

田中順三3，四宮謙一4

【目的】除神経筋抽出液が神経再生を促進するこ

とが知られている．田口らはヒヨコ及びヒト除神

経筋由来神経突起伸張因子MDP77のクローニン

グに成功した．本研究で はヒ トM DP 77

(rhMDP77)の神経再生促進作用を検討した．方

法:hMDP77を0,5,10,20"g/ml含むI型コラーゲ

ンをシリコンチューブに充填後ゲル化し，ラット

の右坐骨神経に14mmの架橋移植を行った（各群

N=6)．対照にはPBSで同様に調製したものを移

植した(N=6).術後12週時に移植部近位で電気

刺激し，腓腹筋よりM波を導出した．また，足関

節部で腓腹神経を刺激し，移植部近位でSNAPを

記録した．チューブ中央部10mmで架橋組織の断

面積を計測後，チューブ内と脛骨神経の腓腹筋枝

分岐部より試料を採取して組織標本を作製した．

筋枝分岐部脛骨神経の光顕標本を用いて，再生有

髄軸索の密度，直径，軸索占有率を測定した．結

果と考察:架橋形成率は対照群0/6,MDP-0群4/6,

MDP-5,10,20群は6/6と濃度依存性に神経再生

は促進されたが，再生神経の組織像や軸索の直径

分布に相違はなく，軸索の成熟化にMDP77は影

響しないと考えられた．一方，軸索密度と軸索占

有率はMDPの濃度依存性に増加し,MDPは再生

軸索の発芽を促進することが示唆された．また，

M波を記録できたのは対照群0/6,MDP-0群2/6,

MDP-5群3/6,MDP-10,20群は6/6であり，

SNAPはいずれも記録できなかった．以上より，

MDPの運動神経特異的再生促進効果が示唆され

た．実験群の終末潜時に有意差はなく,MDPは

再生軸索の伸張と髄鞘形成には影響しないと考え

られる．

1-Pb-6

終末シュワン細胞特異的遺伝子Herpの神
経筋接合部における発現解析

ANovelMarkerfOrTerminalSchwannCells,

Homocysteine-responsiveER-residentProtein

(Herp),aslsolatedbyaSingleCellPCR-differ-

entialDisplay

1京都府立医科大学大学院医学研究科運動器機能

再生外科学（整形外科学)，2京都府立医科大学大

学院医学研究科分子病態病理学

○小田良'，岡島誠一郎11小橋裕明11

伏木信次2，久保俊一！

【目的】終末シュワン細胞は，神経終末の形成・

維持・再生に重要な役割を果たす．しかしながら，

終末シュワン細胞は細胞数が非常に少ないため，

これまでの研究は形態学的解析が主であり，遺伝

子解析はほとんど行われていない．本研究では，

独自に開発した単一細胞遺伝子発現解析法によ

り終末シュワン細胞特異的遺伝子を同定し，さら

に成熟過程の神経筋接合部において，特異的遺伝

子の発現を組織学的に検討した．

【方法】12週齢のラットから終末シュワン細胞と

軸索周囲シュワン細胞を単離した．これらの細胞

から全剛Aを抽出し，独自に開発したsinglecell

PCR-differentialdisplay法により終末シユワン細胞

特異的に発現している遺伝子をクローニングし

た．さらに12週齢と14日齢のラットヒラメ筋で

msimhybridization法を実施した．

【結果】終末シュワン細胞特異的遺伝子として

Herpを同定した.RT-PCR法とmsituhybridization

法により,Herpが軸索周囲シュワン細胞との比

較において終末シュワン細胞で特異的に発現して

いることを確認した．さらに14日齢のラットに

おいてもHerpが終末シュワン細胞で特異的に発
現していることを確認した．

【考察】終末シュワン細胞と軸索周囲シュワン細

胞を区別しうる初めての分子マーカーとして

Herpを同定した.Herpは神経変性疾患などにお

ける小胞体ストレスに関与する膜蛋白である.in

situhybridization法の結果から判断すると，終末

シュワン細胞においてHerpは定常的に発現して

いると考えられる．分子マーカーとしてHerpを

応用することで，終末シュワン細胞特異的な機能

を解明する糸口になると考えた．
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末梢神経不全損傷に対するbypassgraft
術の再生形式についての検討

TheEvaluationabouttheRegeneratedFonnofthe

BypassGraftProcedurefOrlncompletelnjuryof

PeripheralNerve

!関西医科大学整形外科，2関西医科大学付属男山

病院

○谷川暢之11斉藤貴徳21小串むつみll

今田直紀11飯田寛和！

【目的】末梢神経不全損傷に対するbypassgraft術
の再生形式を検討した．

【方法】日本白兎の腓骨神経を大腿遠位1/3を血

管クリップで圧迫，3週間後，筋電図上fibrilla-

tionを生じ,MUPの消失する有連続性完全麻痒モ

デルを作製，その後クリップ抜去後放置する群

(control),同側脛骨神経を用いて，障害部を跨ぐ、

端側吻合によりbypassgraftする（不全）群，又

は腓骨神経の同レベルを結紮，3週間後，完全麻

庫を確認しbypassgraftを施行する（完全）群，

を作製した.(n=7×3)各群，針筋電図にて前脛

骨筋よりreinnervationpotential(RP)が確認され

るまでの期間を同定，再生軸索が終末器官まで到

達するまでの期間を検討した．RPを確認12週後，

前脛骨筋より複合筋活動電位の波形，振幅を健側

と比較した．又，両側前脛骨筋筋重量測定，再生

軸索の組織学的検討も行った．また何も手を加え

ていない腓骨神経にも同様のbypassgraftを施行

する(sham)群も作製，その術後12週で同様の

検討を行った．

【結果】不全，完全群間で,RPが確認されるまで

の平均期間には有意差を認めず,control群より有

意に早期であった．RPを確認後12週での前脛骨

筋複合筋活動電位振幅は,control群で健側の

35.9％，不全群では約60.3％，完全群で55.2％であ

った．両側TA筋重量測定，吻合部中枢，末梢側

軸索数にも，両群明確な有意差は無かった．

【考察】不全群の軸索再生形式は，先ず第1に

bypassgraft内を迂回路として伸長し損傷部末梢側

へ流入する．その後圧挫損傷後のneuralscarを越

えて伸長してきた軸索は，伸長を阻害される事が

示唆された．
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末梢神経修復後の運動ニューロンヘの脊

髄下行路入力の変化

AlterationsofSpinalDescendinglnputson

RepairedMotoneuronsafterAxotomy

'筑波大学整形外科，2茨城県立医療大学医科学セ

ンター

○作田直記'ﾕ，佐々木誠一2，落合直之！

【目的】末梢神経修復後の脊髄下行路にどのよう

な可塑的変化がおこるのか興味深いが，麻酔下で

随意運動系脊髄下行路の自発的活動は抑制され，

実験は困難である．これに対して肋間神経移行後

の筋は麻酔下でも呼吸性に活動する特徴を持つ．

我々は肋間神経移行モデルを作製し，神経修復後

の脊髄の可塑的変化を調べるために実験を行っ

た．

【方法】4匹の成ネコを用い，ペントバルビター

ル麻酔下に実験を行った．正常1例の第2，第3

肋軟骨間筋の電気的呼吸性活動を2本の針電極で

同時記録した．実験群では第2，第3肋間神経を

筋皮神経へ移行したモデル3例を作製し，術後6

ヶ月の上腕二頭筋の呼吸性活動を正常と同様に記

録した．解析にはSpikeHistogram/ADInstuments

を用いた．波形の形から単一運動単位(sMU)を

分離し，同時に二本の電極から各々記録された

sMUの組を作った．活動の同期性を観察するた

め,1本目の電極のsMUの1つの活動に対して2

本目のsMUがどの時点で活動したのかを解析し，

この過程をsMUの全活動で繰り返して相互相関

ヒストグラムを作製した．作製されたヒストグラ

ムを総計して正常と実験群の傾向を比較した．

【結果】正常5組,実験群15組のsMUが分離され，

それぞれの総計相互相関ヒストグラムが作製され

た．正常からはsMUの同期活動が観察されたが，

実験群では観察されず，むしろ同期活動が起こり

にくい傾向があった．

【考察】同側隣接髄節の肋間筋の運動神経細胞は，

呼吸性脊髄下行路の単一軸索分枝から共通入力を

受け，同時記録された2つのsMUは同期活動す

る(Searsら).実験群の同期活動消失の原因とし

て，脊髄下行路の軸索分枝の減少，運動神経細胞

の膜の性質の変化，抑制性の機序が働く，などの

可能性がある．神経修復後の皮質脊髄路でも同様

の変化が起こっている可能性がある．



1-Pb-9

副交感神経節細胞移植によるラット脱神

経筋の神経再支配

ReinnervationofDenervatedMuscleby

TransplantationofParasympatheticGangliato

TransectedSciaticNerveintheRat

'旭川医科大学整形外科，2旭川リハビリテーショ

ン病院整形外科，3奈井江町立国保病院整形外科

○中川順子11熱田裕司11松野丈夫11

中村智2，勝木雅俊 3

【緒言】我々は以前に，脱神経筋にもとの運動神

経細胞からの再支配ができない病態で，胎仔脊髄

移植により神経筋単位の再建が可能である事を示

した．しかし臨床応用では胎児組織の利用は困難

である．そこで今回は，運動神経と同様にアセチ

ルコリン作動性である副交感神経節細胞を利用し

て脱神経筋の再支配が可能かどうか検討した．

【方法】Wistar系ラットを用い，処置や計測は

pentobarbital腹腔内麻酔下に行った．神経節移植

群10匹，コントロール群6匹で左坐骨神経を大

転子の高位で約7mm切除し，近位端は神経再生

防止のため結紮した．移植群は切断した坐骨神経

遠位端に同種大腿静脈で移植用の袋を作成した．

移植群各1匹に対し同種ドナー1匹より採取した

頚部副交感神経節を断端袋内に移植し，コントロ

ール群は移植を行わなかった．14週飼育後，坐

骨神経と下腿筋を露出し以下の検討を行った．

(1)電気生理学的検討；神経節移植部から坐骨神

経を電気刺激し，下腿筋より針電極を用いて誘発

筋電図（電気刺激に対する一定潜時の活動電位）

を導出した．

(2)筋湿重量測定；（1）の後，下腿三頭筋を採

取し重量を測定，健側同筋も計測し健側比（％）

を算出して移植群とコントロール群で統計学的に

比較した．(t-検定）

【結果】（1）移植群10匹中4匹で誘発筋電図陽性

であった．コントロール群は陽性例は無かった．

（2）筋湿重量（健側比）はコントロール群

20.4±2．1％，移植群25.3±2．1％で，移植群が

有意に大きかった(p<0.001).

【考察】切断した末梢神経に副交感神経節を移植

した結果，誘発筋電図が一部で導出され，筋萎縮

はコントロール群に比べ有意に少なく，移植細胞

による神経再支配の徴候がみられた．このことは

下位運動単位の再建や脱神経筋の萎縮防止に役立

つ可能性があると考える．

1-Pb-10

腰神経切断モデルにおいて健常部分から

損傷部分に進入した再生神経による標的

組織再支配の検討

FunctionalEvaluationofRegeneratingAxons

EnterlmpairedPart廿omhtactPartinDamaged
LumbarNervePlexus

1国立療養所村山病院整形外科，ユ慶應義塾大学整

形外科，3川崎市立川崎病院整形外科

○新井健11仲尾保志21斉藤治和21

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（腰神経切断モデル）を作成し，損傷部

分に再生軸索が進入することを証明し報告してき

た．しかしながら，この再生神経が標的組織を機

能的に再支配するか不明である．今回，切断した

腰神経の末梢端を他の神経に接合することで，腰

神経切断モデルにおける再生神経の機能的再支配

について検討した．

【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腰神経を切断した．この第

4腰神経末梢断端に切断した同側大腿神経の末梢

断端を端々 吻合した．吻合部はsiliconetubeで被

覆した．8週間後に電気生理学的検索後，腰神経

叢および大腿神経を採取し，光顕および電顕によ

る検索，さらに抗neurofilament抗体，抗

macrophageED1抗体などを用いた免疫組織学的
検索を行った．

【結果】モデル作製後8週間で，第4腰神経を電

気刺激することにより大腿筋の収縮が認められ，

外側広筋からM波を記録することができた．電

顕では，第4腰神経，端々吻合部および大腿神経

において，再生神経を示す像が認められ，免疫組

織学的検索でも，再生軸索を示すneurofilament陽

性線維が認められた．

【考察】今回の結果は，腰神経切断モデルにおい

て健常部分から損傷部分に進入した再生神経が標

的組織を機能的に再支配したことを示していた．

このことから，健常部分から損傷部分に進入した

再生神経を機能再建などに応用することが可能で

あると考えられた．

-S77-



1-Pb-11

脊髄後角における1次求心路神経細胞へ
のノルアドレナリンの作用－伽WvOパッ

チクランプ法を用いて一

ActionsofNoradrenaUneonPrimaryAfferentTenni-

nalsmtheRatSpmalCordRevealedby加yjVOPatch

Recording

佐賀大学整形外科

○園畑素樹，石井英樹，長嶺里美，

肥後知子，浅見昭彦

【目的】複合局所瘻痛症候群（以下CRPS)は難

治性の疾患であり，その病態は今だ解明されてい

ない．交感神経由来のノルアドレナリン（以下

NA)は1次求心路神経細胞のDRGや末梢神経に

対して作用し,CRPSの症状増強因子の一つと考

えられている．一方，正常状態においてNAは1

次求心路神経細胞の脊髄後角の神経終末に対し

て，中枢神経由来の下行性痛覚抑制物質として作

用する.NAの多彩な瘻痛調節作用を解明するべ

く，今回我々はmvivoパッチクランプ法という

電気生理学的手法を用いて，正常状態における1

次求心路神経細胞の脊髄内神経終末へのNAの作

用を検討したので報告する．

【方法】ラットを全身麻酔下に椎弓切除し，脳脊

髄固定装置へ固定．硬膜・〈も膜を切除後，後根

を頭側へ圧排，軟膜に有窓を作製．同部よりガラ

ス電極を刺入し，脊髄後角膠様質神経細胞より電

位固定法を用いて記録を行った．記録細胞の皮膚

受容野に対して痛み刺激及び触刺激を与え，刺激

によって惹起された興奮性応答(EPSC:興奮性

シナプス後電流）に対してNAを脊髄表面へ灌流

投与し，反応を観察した．

【結果】痛み刺激により惹起されたEPSCは,21

細胞中15細胞で抑制された．触刺激により惹起

されたEPSCは20細胞中9細胞で抑制された．ま

た，膠様神経細胞の85％においてNAは膜電位を

過分極させた．

【まとめ】1次求心路神経細胞の脊髄後角内の終

末において,NAは触刺激により惹起された

EPSCよりも，痛み刺激により惹起されたEPSC

に対してより選択的に抑制効果を示した．膠様質

の神経細胞では，非選択的に抑制することが示唆

された．今回用いたmvivo標本は,CRPSの病因

解明の研究標本として非常に優れており，重要な

基礎データになりうると考えられた．

-S78-

1-Pb-12

軸索切断後のラット坐骨神経におけるⅥ

型プロコラーゲンα1のmRNAの発現誘導

Up-regulatedExpressionofTypeWProcollagen

AlphalGeneAxotomizedinRatSciaticNerve

'金沢大学整形外科，2金沢大学脳細胞遺伝子

○檜木茂11池田和夫11富田勝郎11

東田陽博2，横山茂2

【目的】軸索損傷後には末梢神経幹の細胞外基質

を構成する分子であるI型，Ⅲ型コラーゲンが誘

導されることが分かっているが，その他の蛋白に

ついては未だに不明である．本研究の目的は，軸

索切断端で発現誘導される新たな細胞外基質蛋白

を同定することである．

【方法】ウイスターラット（6-8週齢）の左坐骨神

経を大腿中央で切断した．5日後に近位と遠位断

端および健側の右坐骨神経幹を摘出してmRNA

を抽出し，サブトラクションPCR法を用いてベ

クターに組み込んだ．クローン化したcDNA断片

の塩基配列を決定後，既知の遺伝子との相同性を

比較した．細胞外基質をコードするクローンにつ

いてノーザンブロット解析を行い近位断端，遠位

断端，右坐骨神経幹のmRNAレベルを比較定量

した.

【結果と考察】塩基配列を解析した121クローン

中，細胞外基質のmRNAとしてフイブロネクチ

ンを16クローン，Ⅲ型プロコラーゲンα1を2ク

ローン,Ⅵ型プロコラーゲンα1を1クローン得

た．Ⅵ型プロコラーゲンα1についてノーザンブ

ロット法を3回施行し，健側神経幹に比べて近位

断端で平均2.8倍，遠位断端で2.1倍量のmRNA

が発現誘導されていることを確認した．Ⅵ型プロ

コラーゲンαlはⅥ型コラーゲンの前駆物質のひ

とつであり，細胞外の微細線維を形成している．

末梢神経損傷とⅥ型コラーゲンの関係については

今まで報告は無く，神経再生時の髄鞘再構築の分

子機構を研究するための手がかりになる可能性が

ある．

【結論】軸索切断後のラット坐骨神経で発現誘導

されている遺伝子として，Ⅵ型プロコラーゲンα

1を新規に同定した.



1-Pb-13

手根管症候群での臨床症状とgelatinase
との関係

RelationbetweenClinicalSymptomandGela-

tinaseinCarpalTunnelSyndrome

l三重大学整形外科，？鈴鹿回生総合病院整形外科

○辻井雅也ll平田仁11森田哲正21

藤澤幸三2，内田淳正！

【目的】手根管症候群(CTS)は正中神経の絞抓

性神経障害とされてきた．しかし,LevineのCTS

questiom血eなどoutcomeassessmentを用いた最近

の研究では患者は早期に自覚症状が最も強く，正

中神経麻痒とは相関しないとの論文が増加してき

た．そこでCTSを腱滑膜病変と考え，組織内の

remodehgでextracellularmatrix(ECM)の分解を

担うgelatinaseに着目し，滑膜内のgelatinase活性

を測定し，臨床症状との関係を検討した．

【方法】対象は2000年10月から2003年5月まで

に手術施行した22例で，手術は全例直視下に手

根管開放術が施行された．症状を自覚後3ヶ月以

内(early群)9例,3-6ケ月(mtennediated群)7

例，6－12ケ月(late群)6例であった.臨床症状

は術前の夜間痛，日中痛，夜間異常感覚，日中異

常感覚はLinkertscaleで，睡眠障害は術前2週間

の覚醒回数を評価した.gelatinaseは摘出滑膜で

zymogaphyを施行し，活性度を測定した．

【結果】臨床症状は全てearly,intermediated,

lateの順に強かった.zymographyでMMP-2活性

度も同様の順に高く，全ての臨床症状でその重症

度と相関を認めた．瘻痛，睡眠障害は特に強い相

関を認めた.MMP-9は全例で認められなかった．

【考察】CTSの病態は正中神経の絞抓性神経障害

と考えられてきた．しかし，今回の結果では症状

が発症早期に強いことが示され,CTSの早期では

神経外組織に由来する症状を認めることが考えら

れた．また，発症早期にMMP-2の活性度が高か

ったことは腱滑膜でのECMremodelingを反映し

ており，さらに症状との相関を認めたことから

ECMremodelingによる腱滑膜の増大がCTSの本

態である可能性が示された．

1-Pb-14

正中神経圧迫に伴う急速回復型伝導ブロ
ックに関する実験的研究

RapidlyReversibleConductionBlockand

SequentialChangesofSensoryThresholdhduced

byExperimentalCompressionoftheMedian
NerveattheWrist

高知大学運動機能学

○坪屋英志，野口政隆，谷俊一，

谷口愼一郎，牛田享宏

【目的】以前より，大径線維ほど神経圧迫の影響

を受けやすいということが一般に信じられてきた

が，近年，小径線維の方が伝導の安全因子が小さ

いため，弱い圧迫ではまず小径線維から順に伝導

ブロックが起こるという報告も散見される．この

弱い圧迫によるブロックは線維構造の破壊による

ものではなく，圧迫部での阻血によるものと考え

られる．そこで，感覚神経のうち冷覚と振動覚を

対象として正中神経の急性圧迫に伴う感覚閾値の

変化と複合感覚神経活動電位（以下SNAP)の変

化との関係を検討した．

【方法】健常男性12例を対象に，正中神経を手関

節近位部で記録電極を兼ねた圧迫装置を用いて約

9.8Nの強さで30分間持続的に圧迫した．その間，

中指をリング電極で最大上刺激し，圧迫部と肘部

の2箇所から順行性SNAPを2分毎に単極導出し

た．また，2分毎に中指末端の冷覚閾値を測定し

た．冷覚閾値の測定は,probeの温度が35℃から

毎秒1℃低下するよう設定して行った．さらに11

例で，振動覚計を用いて中指末端の振動覚閾値を

測定した．

【結果】圧迫部ではSNAP陰性波の振幅は圧迫開

始4分後より進行性に有意に減少し，肘までの伝

導速度は18分後より有意に減少していた．冷覚

閾値は16分後より有意に上昇した．これに対し

て，振動覚閾値は24分後より有意に上昇し，圧

迫解除後は急速に回復していた．

【考察】肘までの伝導速度が早期には低下しなか

ったことや，冷覚閾値の変化が振動覚閾値の変化

に先行して起こったことは，圧迫による神経障害

がまず小径線維から起こることを示唆している6

また，感覚閾値の変化が圧迫部でのブロックより

も遅れた原因についてはcentralsynapseのconver-

genceにおけるocclusionの関与が考えられた．
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1-Pb-15

ラットCCIモデルの異所性発火に対する

神経除圧の効果

EffectsofNerveDecompressiononEctopicFiring
mRatCCIModel

'旭川リハビリテーション病院整形外科，z旭川医

科大学整形外科

○中村智11熱田裕司21中川順子,

【目的】Peripheralneuropathyにおける自発性のし
びれや瘻痛には求心性線維に発生する異所性発火

が重要な役割を果たすと考えられる．我々は，

chromcconsmctionnerveinjury(CCI)モデルにお

いて異所性発火が有意に増大していることを既に

報告している．今回我々は,CCI部位に対する治

療的手段としての神経除圧が異所性発火に及ぼす

影響を検討した．

【材料・方法】Wistar系ラットの坐骨神経を4-0ク

ロミックグッ卜糸で緩く結紮してCCIモデルを作

成し,sham群(n=7):モデル作成7日後に皮

膚切開のみを行い,14日後に評価した群．除圧

群(n=7):モデル作成7日後にクロミックグ

ット糸及び神経周囲の嬢痕を除去して14日後に

評価した群，の2群に分けた．除脳・脊髄条件下

で腓腹神経から異所性発火を逆行性に導出して評

価した．評価項目は自発性発火の発火頻度，on‐

offpatternの有無及び1分間の低酸素負荷による

異所性発火の変化，とした．

【結果】腓腹神経から導出した自発性発火頻度は，

sham群に比べて除圧群において有意に低かった．

またCCIに特異的なon-offpatternの出現率は，

sham群:29%,除圧群:0%,であった.sham群

では低酸素負荷により異所性発火は著明に増強し

た.一方除圧群では発火の増強現象は軽微であり，

発火数で比較すると明らかな差がみられた．

【考察】神経除圧はCCI処置による異所性発火の

発火頻度の増大や異常発火パターンの発現を抑制

した．さらに低酸素負荷による発火増強も減少さ

せた．本研究によって神経除圧という手術的治療

の効果を求心性線維の機能的側面から明らかにで

きた．
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1-Pb-16

末梢神経癒着防止材としての新しいアル

ジネートゾルの検討

InmbitionofPeripheralNerveAdhesionbythe

NovelmghViscosityAlginateSol

'三重大学整形外科，2クラレメディカル株式会社

○長倉剛11平田仁ll辻井雅也11

中島俊秀2，内田淳正！

【目的】絞抓神経障害の神経剥離術で術後の癒着

防止は再発予防のため重要であるが，現在有効な

手段はない．今回我々は癒着防止材料として新し

いアルジネートゾルを開発した．その癒着防止効

果を加vivoで示し，その作用機序についてm

Wtmで示す．

【方法】ラット坐骨神経を露出し，神経床を焼灼

したものを癒着モデルとした．ゾル有・ゾル無・

shamの3群の神経癒着剥離に要する力を生体力

学的に評価した．また癒着部位についてゾル有・

無群のHE染色，マッソン・トリクローム染色，

シリウスレッド染色を経時的に行い組織学的評価

を行った.invitmの実験ではラット皮肩由来の

培養線維芽細胞を使用した3次元培養系を用いて

コラーゲン収縮解析を行い，線維芽細胞遊走能へ

の影響も調べた．またPCNAを用いて増殖能への

影響を評価した．

【結果】生体力学的実験ではゾル無群では高度な

癒着を認め，ゾル有群はsham群と同程度であっ

た．また組織学的評価ではゾル無群では神経と周

囲組織との間に厚い溌痕が形成されていたが，ゾ

ル有群では疎性結合織だけで炎症細胞浸潤も認め

なかった．また神経周膜損傷部位はゾル無群では

艤痕組織に覆われていたが，ゾル有群では層状の

周膜様組織が形成されていた.mvilroの実験で

はアルジネートゾルは濃度依存性に細胞の遊走，

増殖を抑制し，線維芽細胞の存在下で有意にコラ

ーゲン収縮を促進していた．

【考察】新しいアルジネートゾルには癒着防止効

果があり，1.神経周膜の過剰なコラーケン生合成

の抑制，2.神経および周囲組織の線維芽細胞の遊

走，増殖の抑制，3.コラーケンの再構築の促進，

以上3つの作用に基づくことが考えられた．アル

ジネートゾルは生体親和性もよく癒着防止材とし

て有望な生体材料と考えられた．



1-Pb-17

ポリフェノール処理した保存末梢神経移

植に関する研究

AnExperimentalSmdyofStorageofPeripheral

NervesUsingGreenTeaPolyphenol

I京都大学整形外科，2京都大学再生医科学研究所

○池口良輔11柿木良介11松本泰-11

玄丞焦2，中村孝志！

【目的】ポリフェノール類には虚血性変化からの

組織保護作用があり，組織保存液として期待され

ている．今回我々は，現在組織保存液として使用

されているWisconsin液(UWCSS)と比較し，ポ

リフェノールの末梢神経保存液としての可能性に

ついて検討した．

【方法】Lewisラットの坐骨神経より20mm長の移

植神経片を採取し，移植片採取直後に移植したも

のをF群(n=24),7日間4℃でポリフェノール

処理を行いその後細胞培養液中で21日間保存し

たものをP群(n=20),コントロールとして

UWCSSのみで28日間保存したものをUW群

(n=23)としそれぞれレシピエントラツトの坐骨

神経を15mm切除して作成した神経欠損部に10-0

ナイロン糸にて縫合架橋した．移植前の神経移植

片をcalceine-AM/ethidiumhomodimerの二重染色

にてcellviabilityを判定し電顕による観察も行っ

た．また，オスルイスラットからメスルイスラッ

トに同様の坐骨神経片を移植し12週後移植神経

からgenomicDNAを抽出し,Sex-determining

regionoftheY-chromosome(SIy)に特異的なPCR

を施行した．移植12週及び24週後に電気生理学

的評価と組織形態学的評価を行った．

【結果】移植片に対する移植前評価では,P群は

UW群に比較して移植片のcellviabilityがより良

好に維持されていた．P群ではF群と同様にメス

より採取した坐骨神経片内にオス細胞由来のSry

が存在していることが確認された．電気生理学的

評価において,M波の最大振幅に関しては,P群

ではF群とほぼ同等で,UW群より有意に改善し

ていた．組織形態学的評価においても,P群は

UW群より有意に高値であった．またP群ではF

群に比較して，両群間に統計学的有意差は認めら

れなかった．

【考察】ポリフェノールは有効な末梢神経保存液

になりえると考えられる．

1-Pb-18

末梢神経慢性伸張モデルの脊髄後根神経

節におけるInterleukin-6mRNAの発現誘

導

Expressionoflntedeukin-6mRNAattheDorsal

RootGanglia-GradualNerveElongationModel-

'金沢大学整形外科，2金沢大学脳細胞遺伝子

○納村直希11池田和夫11富田勝郎11

東田陽博2，横山茂2

【目的】hterleukin-6(IL-6)は，神経損傷後に発

現する遺伝子の一つであり，神経の再生や生存に

深く関与していると言われている．本研究の目的

は，末梢神経の慢性伸張という特殊な状態におけ

るIL-6mRNAの発現を確認することにより，慢

性伸張が神経細胞体に及ぼす影響を検討すること

である．

【方法】Wister系ラットの大腿骨に創外固定器を

装着し，骨幹部中央で骨切りを行い延長すること

で坐骨神経を緩徐に伸張した．術後3日目から大

腿骨を1日0．5mm,1.0mm,2.0mm,20.0mm

の速度で2cmまで延長した．延長終了後，両側

の第4-6腰髄後根神経節(DRG)を採取しRT-

PCR法，サザンブロツト法を行いIL-6mRNAの

発現量を測定した．また，トルイジンブルー染色

で,DRGおよび軸索の形態学的変化を観察した．

【結果】IL-6mRNAは全ての群で発現しており，

伸張速度の増加に伴い発現量が増大していた．ま

た，1日l.0mm,2.0mm延長群では，反対側の

DRGにもⅡ-6mRNAの発現誘導を認めた．形態

学的には，1日20.0mm延長群のみ神経細胞体の

逆行性変性像，軸索のWaller変性像を認めた．

【考察・結論】今回の実験では，低速度の伸張群

でもIL-6mRNAの発現が確認された．これは，

形態学的に変化が生じる以前より遺伝子レベルで

は神経細胞体に軸索修復のシグナルが生じている

ことを示唆しており，神経細胞体は軸索の伸張に

かなり鋭敏に反応しているものと考えた．また，

伸張速度の増加に応じてIL-6mRNAの発現量も

増加しており，適切な伸長速度を決定する上で

IL-6mRNAが一つの指標となると思われた．さ

らに,1.0mm/dayおよび2.0mm/dayという中～高

速の伸張速度では，反対側のDRGにもIL-6

mⅢAの発現を認めた．このことから，末梢神経

の慢性伸張は，反対側の神経にも軸索修復能を充

進させる影響を及ぼす可能性があると考えた．

-S81-



1-Pb-19

近位断端直接緩徐伸長による末梢神経欠
損部修復の可能性について

PossibilityofRepairofPeripheralNerveDefect

withDirectGradualDistractionofProximal

NerveStump

筑波大学整形外科

○000審吉拉夫，西浦康正，山田康貴，

原友紀，落合直之

【目的】今回，われわれは，末梢神経欠損部修復

の治療において，神経近位断端を直接把持し緩徐

伸長することによって，欠損長を消失させ，直接

縫合により修復する可能性について検討したので

報告する．

【方法】実験動物としてWistarrat(12週齢3,

4009)を用いた．

＜手術法＞麻酔下に，大腿中央にて坐骨神経を

10mm切除し，直接縫合不可能な神経欠損長を作

製した．自家考案の創外固定器を大腿骨にピンで

固定した後，近位断端を厚さ2mmのリングに通

し，縫合固定した．また，リング近位端から

1mmの神経上膜に糸でマーキングを行った．遠

位断端は筋膜に縫合固定した．この際，両断端間

の距離を10nmとした．翌日より，麻酔下に，リ

ングにとりつけた糸を体外で牽引することによっ

て1日lmnの速度で伸長した．

＜評価法＞10，15，20日後に評価した．リング

とマーキング間の長さ（当初1mm)と，神経両

断端間の距離を計測した．近位断端の凍結縦断切

片を用いて,neuromament(以下，肝）染色とS-

100蛋白染色を行い，染色部分の先端とリング近

位端の距離を計測した（各n=6).また,20日群

でリングから近位2mmの部分で横断切片を作製

し評価した(n=6).

【結果】リング・マーキング間の長さは継時的に

増加し，20日後には平均12.1mmであった．すべ

てのラットで神経両断端は重なっていて，重なり

部分の長さは20日後に平均7.75nmであった.20

日後のリング近位端とNF染色部の先端との距離

は平均0.50mm,S-100染色部先端との距離は平均

0.49mmであった．横断切片では，多数の小径線

維が見られた．

【結語】神経近位断端を直接把持し緩徐伸長する

ことによって，直接縫合できる距離まで神経を伸

長させることが可能であることが判明した．

1-Pb-20

遠位断端直接緩徐伸長による末梢神経欠

損部修復の可能性について

PossibilityofRepairofPeripheralNerveDefect

withDirectGradualDistractionofDistalNerve

Stump

筑波大学整形外科

○山田康貴，西浦

市村晴充，落合

康正，000奏吉拉夫，

直之

【目的】今回，われわれは，末梢神経欠損部修復

の治療において，神経遠位断端を直接把持し緩徐

伸長することによって，欠損長を消失させ，直接

縫合により修復する可能性について検討したので

報告する．

【方法】実験動物としてWistarrat(12週齢記，

400g)を用いた．

＜手術法＞麻酔下に，大腿中央にて坐骨神経を

10mm切除し，直接縫合不可能な神経欠損長を作

製した．自家考案の創外固定器を大腿骨にピンで

固定した後，遠位断端を厚さ2mmのリングに通

し，縫合固定した．また，リング遠位端から

3mm,6mmに糸でマーキングを行った．近位断

端は筋膜に縫合固定した．この際，両断端間の距

離を10mmとした．翌日より，麻酔下に，リング

につけた糸を体外で牽引することによって1日

lmmの速度で伸長した．

＜評価法＞10，15，20日後に評価した．リング

とマーキング間の長さ（当初3mm,6mm)と，

神経両断端間の距離を計測した．遠位断端の凍結

縦断切片を用いてS-100染色を行い，染色部分の

先端とリング遠位端の距離を計測した．20日の

コントロール群として，神経を切断し放置した群

を作成した．20日の各群において,PCNA,S-

100,核染色を行い,Schwann細胞の増殖率を評

価した．各群n=6で作製した．

【結果】リング・マーキング問の長さは継時的に

増加し，20日後に6mm部で平均12.1mmであっ

た.すべてのラットで神経両断端は重なっていて，

重なり部分の長さは20日後に平均6.8mmであっ

た．S-100染色では，リング遠位端Ommまで染色

された．20日後においてSchwann細胞の増殖率

は伸長群が高かった．

【結語】神経遠位断端を直接把持し緩徐伸長する

ことによって，直接縫合できる距離まで神経を伸

長させることが可能であることが判明した．

-S82-



1-Pc-1

高齢女性の榛骨遠位端骨折に対する掌側

ロッキングプレート単独使用例の検討

VolarLockingPlatingfbrDistalRadiusFractures

inFemaleEldedyPeople

清恵会病院整形外科外傷マイクロサージャリーセ

ンター

○寺浦英俊，坂中秀樹，中塚洋直，

杉本武，山野慶樹

【目的】高齢女性の僥骨遠位端骨折は整復は容易

であるが骨脆弱性のため骨癒合までの整復位保持

が困難な場合が多い．今回，骨欠損部に骨移植や

骨ペーストを充填することなしに掌側ロッキング

プレート固定単独で整復位保持が可能かどうかを

検討した．

【対象と方法】60歳以上の女性の僥骨遠位端骨折

20例を対象とした．内訳は年齢64～90歳（平均

73.2歳)，右11例，左9例，骨折型はAO分類で

はA2:4例,A3:10例,C1:5例,C2:1例，

Frykman分類ではI:3例,n:11例,m:1例，

Ⅳ：4例，Ⅷ：1例であった．16例で尺骨骨折を

合併しており，うち9例に尺骨の骨接合術を施行

した．術後の外固定期間は0～4週（平均2.6週)，

経過観察期間は5～12ケ月（平均8.5ケ月）であ

った．手術は掌側アプローチで行い,AOdistal

radiusplateを使用，遠位部は全例buttresspmで固

定,pinは僥骨関節面subchondralboneぎりぎりに

刺入した．AO分類A3で粉砕の著しい2例および

C型の6例にKワイヤーの固定を追加した.X線

学的評価としてRadialinclmation(m),VolarTilt

(VT),UInarVariance(UV)の3項目を受傷時，

術直後，最終調査時に計測，臨床評価はMayo
WristScoreを使用した．

【結果】全例で骨癒合を得た．x線は受傷時，術

直後，最終調査時の平均値でRI:10.4,19.3,

19.1,VT:-15.9,10.7,10.3,UV::3．3,0．55,

0．75と矯正位損失はほとんど認めなかった．臨床

評価はexcellent:4例,good:12例,fair:4例，

減点項目は主に握力であった．

【考察】高齢女性の僥骨遠位端骨折に対してはプ

レート固定の場合でも整復後に生じた骨欠損部に

骨移植あるいは骨ペーストを充填する報告が多

い．今回掌側ロッキングプレート固定単独で整復

位保持が可能であった．

1-Pc-2

成人における開放性榛骨遠位端骨折の治

療成績

OpenFracmreofDistalRadiusofAdult

名古屋披済会病院整形外科

○水島秀幸，渡邉健太郎，矢島弘毅，

佐久間雅之，木野義武

【目的】過去10年間に当院にて治療を行った成人

の開放性僥骨遠位端骨折症例36例のうち挫滅が

高度なため前腕切断となった2例を除いた34例

につき治療成績を調査した．

【対象および方法】対象は男性24例，女性10例

であり受傷時年齢は平均59（16～91）歳，平均

追跡期間は21（2～106)ケ月，受傷側は右15例

左19例であった．受傷原因は転倒が7例，高所

からの転落が6例，交通事故が4例，プレス，ロ

ーラーなどで受傷したものが17例であった．関

節外骨折が15例，関節内骨折が19例であった．

神経損傷を合併した症例は6例であった（正中神

経3例，尺骨神経4例，僥骨神経1例)．動脈損傷

を合併した症例は6例であった（僥骨動脈5例，

尺骨動脈2例)．腱損傷を合併した症例は10例で

あった．固定方法はプレート固定16例，創外固

定11例，その他7例であった.Gustilo分類では

typelが4例,type2が20例,type3Aが0例，

type3Bが4例,type3Cが6例であった．これらの

症例をtypelと卯e2を足した群(以下A群24例),

とtype3群（以下B群10例）の2つの群に分け，

術後合併症，治療成績につき統計学的検討を行っ

た．

【結果】総手術回数はA群で平均2.5回（1～5)，

B群で平均7.5回（2～13）と有意にB群に多か

った(p<0.001).感染を合併した症例はB群に

1例を認めたのみであった．骨癒合不全はA群に

3例(12.5%),B群に3例(30.0%)とB群に多

い傾向を認めたが統計学的有意差はなかった．最

終調査時平均可動域については前腕回内外でA群

(平均141｡）が,B群（平均104｡)より有意に大

きく(p=0.01),手関節掌背屈でもA群（平均

101｡)がB群（平均60｡)より有意に大きかった

(p<0.01).

【考察】B群はA群よりも追加手術の頻度が高く，

術後成績も劣っていた．
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僥骨遠位端骨折不安定型に対するForteプ

レートを用いた背側固定の治療成績と適

応

DorsallntemalFixationwithFortePlatefbrUn-

stableDistalRadiusFracture-ResultsandIndica-

tion-

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，

照喜納光信

【目的】1998年Carterらは，不安定で背側へ転位

する榛骨遠位端骨折に対して,low-profileのForte
プレートでの背側固定が有用であると報告した．

当科でも,症例を選んで本法を施行してきたので，

その治療成績と適応について報告する．

【対象と方法】1998年9月から2002年4月までに

本法を施行した13例．年齢は，45-77,平均66歳．

男性3例，女性10例．術後経過観察期間は，9-50,

平均14.8カ月．骨折型は，齋藤分類で，関節外

Colles骨折6例，関節内粉砕Colles骨折I型が3

例，Ⅳ型が2例,V型が2例である．手術は，

Forteトラクションテーブルを用いた持続牽引下

に，背側T字状切開を加え，第3，4背側区画間

から骨折部を展開して行うことを原則とした．術

後は，痔痛腫脹が許す範囲で可及的早期に手関節

activeROMex・を開始した．評価は，齋藤の評価

基準に従った．

【結果】術後5～20日，平均10日でROMex.を開

始できた．術後3週で，平均で伸展22度，屈曲

26度の可動域が得られていた．最終評価では，

Excellentが7例,Goodが6例であった．術直後と

調査時のX線評価で，榛骨短縮は平均2mm増加

し，掌側傾斜角は9度増強していた．合併症とし

て，創治癒遷延が2例に，伸筋腱刺激症状が4例

にみられた．

【考察】症例の前半は，関節外Colles骨折が多く

を占め，術後早期からROMex.を開始でき，食事

動作等早期から手が使えることが利点であった．

しかし，術後合併症が少なからずみられたことか

ら，後半は関節外Colles骨折に対してはcondylar

stabilizing法が行われるようになった．したがっ

て，現在の本法の適応は，粉砕Colles骨折で背側

からの整復と骨移植が必要なI,W,V型である．

手術にあたっては,術後僥骨の主に掌側が短縮し，

掌側傾斜角が増強することを考慮し，術中に掌側

傾斜角を過矯正しないように注意が必要である．

1-Pc-4

榛骨遠位端関節内骨折に対するcondylar
stabilizing法
CondylarStabilizingTechniqueforthelntra-

articularFractureoftheDistalRadius

済生会山形病院整形外科

○清重佳郎，石垣大介

【目的】第45回本学会において演者は，榛骨遠位

端骨折に対するcondylarstabilizing法を報告した．

本法は，掌側アプローチでlocking機構を有する

plateをcondylarplateとして用い，軟骨下骨部の

subchondralsupportで安定性を得る方法でる．先

に遠位骨片を固定し,plateを整復操作にも用い

ることを特徴とする．今回，転位のある関節内骨

折（1.5mm以上のgapあるいはstepoff)にも適
応を拡大したので追加報告する．

【手術法】関節外骨折では遠位骨片を先に固定し，

plateを近位骨片に合わせるようにして整復する

が，関節内骨折もこの原理を利用して転位の大き

い骨片から順に整復する．drillguideを装填した

plateを刺入ガイドとしながら，最も転位してい

る骨片に付属の1.8mmdrillpointのかわりに1.8

mmK-wireを刺入する．一体となっているplate/

drillguide/K-wireを動かし，転位骨片の関節面を
相対する骨片のそれに合わせたところでK-wire

を進める．こうして関節面を合わせながら順次

K-wireをlockingpinに変え，遠位骨片を固定する．

【症例および検討項目】症例は14例（男性4例，

女性10例)．年齢18～88歳.AO分類B-Type2

例,C-Typel2例．手関節可動域と握力等の機能
回復を経時的に検討した．

【結果】術後の経時的機能回復は，第45回本学会

で報告した中高年女性関節外骨折および転位の少

ない関節内骨折例と同様であった．

【結論】condylarstabilizing法は3個までの関節面

骨片からなる関節内骨折に適応可能であり，術後

外固定なしに積極的な後療法を行っても初期整

復・固定位を失うことなく，関節外骨折と同様の

成績が得られる．
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新しい掌側ロッキングプレート(DRV

LockingPlate)による榛骨遠位端骨折の
治療経験-Preliminaryreport-
NewDesignedVolarLockingPlatefOrDistal

RadiusFracmre:APrelinnaryReport

濁協医科大学整形外科

○長田伝重，藤田聡志，岩本玲，

玉井和哉，早乙女紘一

【目的】われわれは僥骨遠位端骨折に対して

Symmetryplateを数多く用いてきた．その治療成

績は良好であったが，背側プレートによる伸筋腱

合併症の危険性や関節内粉砕骨折での十分な固定

性の得られない症例の存在など,問題点もあった．

Colles型骨折に対して掌側プレート固定の有用性

が最近報告されているが，本邦で入手可能な掌側

プレートはそれぞれ一長一短があり，われわれの

期待する機能を持ち合わせたものはなかった．そ

こで，新しい掌側プレートを開発し，第46回本

学会にて屍体僥骨での固定性について報告した．

今回，本プレートによる手術方法と初期の治療成

績について報告する．

【手術法】DRVLockmgPlateはチタン製で，十分
な強度を持たせて榛骨遠位部にかかる軸圧による

プレートのたわみを最小限に抑えた．プレート遠

位部にはhead付きの穴が6個あり,2-mmLock-

mgpm,2.7-mmLockingscrew,2.7-mmScrewの3

種類が使用できる．手術はプレート遠位端をK-

w並eで仮固定後，軟骨下骨にLockingpmを4本刺

入固定することを基本とする．また，必要に応じ

粉砕骨片の固定や浮き上がった背側骨片の引き寄

せにLockingsclew¥Screwも用いる．既存の掌側

プレートよりも強固なため，骨欠損部への人工骨

や骨移植の必要性は少ない．術後は可能な限り外

固定はせずに手関節の可動域訓練を開始する．

【症例】本プレートを用い術後3ヵ月以上経過し

た症例は12例，平均年齢は45歳であった．

【結果】遠位骨片の固定はほとんどの症例で

Lockmgpm4本で十分であった．粉砕の強い例で

1，2本のLockingscrewやScrewの追加固定を行

った．全例で骨癒合が得られ，骨折部の再転位は

認められなかった．斎藤の評価では全例good以
上であった．

【結論】僥骨遠位端骨折に対して本プレート固定

は有効な治療法と思われる．

1-Pc-6

僥骨遠位端骨折に対する閉鎖的non=

bridge創外固定一各種骨折型に適合した
遠位ピン刺入法一

ClosedNon-bridgeExtemalFixationfOrDistal

RadiusFractures-AnOptimumDistalPinning
MethodfOrVariousFracmres-

i済生会宇都宮病院整形外科,2国立栃木病院整形

外科，3済生会中央病院整形外科

○松村崇史!，吉田宏樹2，山部英行，

【目的】閉鎖的non-bridge創外固定法の成績と問題点
を検討する.

【対象および方法】2002年3月以降に本法を施行し

た不安定型Colles骨折25例（関節内20,関節外5)

を対象とした．男11例女14例，年齢17-78歳（平

均53）であった．2003年4月まではMiniFixator

(EBI),以降はTechnoFIX(フッロ）創外固定器を

用いた．骨折の整復は透視下で閉鎖的に行い骨移植

は行わなかった.関節内骨折では転位骨片を経皮的

に整復し，術前CT等によりピン刺入方向を決定し

た．手術翌日から痔痛自制内で積極的に患肢を使用

させた．経過観察期間は13～57週（平均25)であ

った．評価項目は斉藤の評価，早期ADL,復職状況

とした．

【結果】全例に骨癒合が得られ，創外固定器を平均

約5週で除去した．斉藤の評価は優20,良4，可1

例であった．1例にRSD様症状が発生したが比較的

早期に改善した．他の1例にターニケット麻痒が発

生し評価は可であった．その他は全例術後1週以内

に500g程度の物体把持動作が可能であった．肉体

労働者でも多発外傷の1例を除いて全例3カ月以内

に原職復職した．

【考察】本固定法の特徴は，閉鎖的に整復・固定し

骨移植を行わないこと，さまざまな骨折型に対応し

て遠位ピンの刺入方向を最適化すること，小型固定

器を用いて超早期にADLを再開させることである．

その結果骨移植を行わなくとも早期に骨癒合し，日

常生活や社会復帰を早期に達成できた．遠位ピンを

最適化したポイントから関節面直下に刺入するため

固定性が向上し,痔痛や矯正損失もわずかであった．

骨粗繧例や多彩な関節内骨折には，遠位ピンを自由

に多数刺入可能なTechnoFⅨの方が有利と思われ

た．問題点として,DRUJ不安定例の治療と閉鎖的

整復の限界が上げられた．

【結論】遠位ピンの刺入法を最適化した本法は，多

彩な骨折型に対応可能であった．
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僥骨遠位端関節内骨折(AO分類C型）に

対するCompack創外固定器による治療
TreatmentfOrlntra-articularFracmresofDistal

EndoftheRadius(AOClassificationType3)

UsingCompackExternalFixator

l小田原市立病院整形外科，2慶應義塾大学整形外

科，ヨ佐野厚生総合病院整形外科

○吉川泰弘'，岩本卓士11森田晃造21

岩部昌平3

僥骨遠位端骨折の中の関節内骨折(AO分類C型）

に対する治療は，関節内の整復操作と整復位の良

好な保持が必要とされ，著明な粉砕例や骨粗繧症

合併例ではしばしば治療に難渋することもある．

また，近年注目されているnon-bridge型創外固定器

は早期運動の有用性は高いものの，関節内粉砕骨

折で骨片が小さい場合にはその適応も困難なこと

がある．今回われわれは僥骨遠位端関節内骨折

(AO分類C型）に対してCompack創外固定器によ

る治療を行ったのでその治療成績について報告す

る．

【対象と方法】僥骨遠位端関節内骨折(AO分類C

型）に対してCompack創外固定器による治療を行

った18例（男6例，女12例）を対象とした．年齢

は23～85歳（平均61歳)，経過観察期間は4～16

カ月（平均8.3カ月）であった．骨折型はAO分類

ではC1型:5,C2型:7,C3型:6例,Frykman

分類では3型：4，4型：5，5型：1，7型：2，8

型6例であった．臨床成績として斎藤のpoint

system,可動域,X線評価，合併症について検討し
た．

【結果】斎藤のpointsystemではexcellentll例，

good6例,fairl例であった．X線評価ではulnar

varienceのわずかな矯正損失を認め,C3型の場合

には粉砕骨片がわずかに再転位した例がみられた．

合併症は1例でpm刺激症状を認めた．

【考察】僥骨遠位端関節内骨折(AO分類C型）の

治療では，小骨片に対してhalfpinを至適位置に刺
入することが可能な場合は整復位も良好に保たれ

ていた．しかしながら，特にC3型の場合には小骨

片に対してhalfpinを至適位置に刺入することが困

難な場合があり，その場合には複数の鋼線固定を

追加する必要があった．また，手技上の工夫とし

て背側から複数のk-wireを軟骨下骨に刺入し，そ

のwireの直下にhalfpinを刺入して格子状に関節面

を支える方法が骨片の再転位防止に有効であった．

1-Pc-8

手指・前腕部骨折に対するK-wireによる

簡易牽引創外固定の新しい利用法

ExtendedUsageofExternalFixationUsingK-

wirefbrHandandForeannFracmres

帝京大学整形外科

○木村理夫，黒島

深沢克康，松下

永嗣，烏浜智明，

隆

【はじめに】K-wireと手術用手袋による簡易牽引

創外固定法（黒島法）は,PIP関節脱臼骨折の治

療で良好な成績を得ている．この牽引の原理を，

手指・前腕骨折の整復補助と固定に応用した．

【方法と対象】牽引法はjまず骨折部の近位・遠

位に骨長軸に直交するようにK-wireを刺入し，

この2本を直角に曲げて互いに向き合わせ,K-

wireの重なった部分にソフトワイヤーを巻き付け

摺動可能にする．次にhook状に曲げたK-wire両

端にソフトワイヤーをループ状に掛けて，馬蹄を

利用して牽引力を発生させて整復に利用する．

K-wileを貫通させれば，両側で強力に牽引するこ

とも可能である．また，そのままで創外固定とし

ても利用できる．

対象は僥骨遠位端骨折7例，榛・尺骨骨幹部骨折

1例・小指基節骨骨折1例，示指基節骨骨折1例

の計10例で，整復操作の補助や創外固定にこの

牽引法を利用した．

【結果と考察】術翌日から自動可動域訓練を開始

し，創外固定は4～6週で抜去した．僥骨では径

1.4～l.8nmのK-wireを用いれば，馬蹄を利用し

たwire締め上げにより，容易に整復に必要な直

達の牽引力が得られた.術中の整復が不十分でも，

徐々に矯正される様子が術後3例で観察された．

これは骨折部に持続して牽引が作用するためと考

えられ，従来型創外固定器にはない特徴と考えら

れた．全例で良好な整復位保持と可動域獲得，骨

癒合が得られた．

本法は強力な牽引が得られる反面，調節性が少な

いので，三次元的な整復には二重に設置するなど

の工夫を要する．一方，そのままでnon-bridge

卯e創外固定として転用でき，隣接関節の早期運

動が可能である.本法は特別な機器を必要とせず，

手技も簡便で，従来の創外固定器と比較しても侵

襲の少ない方法である．
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榛骨遠位端関節内骨折に対するイリザロ

フ創外固定器を用いた鏡視下整復固定術

DistalRadiallntra-articularFracmresTreatedby

ArthroscopicallyAssistedReductionwithIlizarov

HybridExtemalFixation

清恵会病院外傷マイクロサージャリーセンター

○中塚洋直，江口佳孝，坂中秀樹，

寺浦英俊，山野慶樹

【目的】榛骨遠位端関節内骨折の治療は，関節面

の解剖学的整復が重要である．しかし，整復の為

の広範な展開や，整復位保持の為に手関節を長期

間牽引するなどの問題があった．今回，この様な

症例に対しハイブリッド型イリザロフ創外固定器

により関節をまたがない固定を行ったのでその術

後成績を報告する．

【対象と方法】対象は青壮年者の僥骨遠位端関節

内骨折で，イリザロフ創外固定器を用いて加療し

た10症例である．全例男性で，年齢は平均44歳

(18～64)．骨折型はAO分類C1:2例,C2:1例，

C3:7例であった．術式は経皮的又は経骨髄的に

ワイヤーを用いて鏡視下に関節面を整復し，ワイ

ヤーおよびハーフピンで遠位骨片間を固定した．

それらをハーフリングに装着後，転位を矯正し中

枢のハーフピン2本と連結した．関節内軟部組織

損傷を認めた9例中5例に処置を行った．全例術

直後より可動域訓練を開始した．創外固定器装着

期間は平均6.2週（5～7）であった．術後成績と

して,X線計測,可動域，臨床成績の評価を行っ

た．

【結果】術中全例で関節面の転位はlmm以内に整

復された．Palmarnlt(PT)は受傷時-11.7度が整

復時10.3度，最終調査時13.4度と掌側へ転位す

る傾向が認められた.UharVariance(UV)は受

傷時4.3mm,整復時1.1mm,最終調査時2.3mmと

わずかに短縮を認めた．可動域は背屈64度，掌

屈64度，回外77度，回内79度であった．合併症

は全例で認めなかった．

【考察】近年,Non-bridge型創外固定器の報告を

散見するが，固定器によりワイヤーの刺入位置が

制限され，多骨片を有する関節内骨折への適応は

限られていた．本法により，従来Bridge型創外固

定器の適応であった症例に対し関節をまたがない

固定が可能であり，おおむね良好な成績が得られ

た．矯正損失の防止などが今後の課題である．

1-Pc-10

僥骨遠位端骨折に伴う尺骨茎状突起骨折

の治療

ClinicalSmdyofUharStyloidFracmreAssociat-
edwithDistalRadiusFracmre

北九州市立八幡病院整形外科

○櫛田学

【目的】僥骨遠位端骨折に伴う尺骨茎状突起骨折

は日常よくみられる骨折であるが，治療法につい

ては未だ議論の余地がある．今回我々は，僥骨遠

位端骨折に伴う尺骨茎状突起骨折の臨床的,X線

学的調査を行い，予後および治療法について検討

した．

【対象と方法】1993年より手術的治療を行った僥

骨遠位端骨折118例のうち，尺骨茎状突起骨折に

対し観血的治療を施行しなかった34例35手を対

象とした．男性18例，女性16例で，平均年齢

46.7歳（16-82歳）であった．榛骨遠位端骨折に

対する治療は経皮的鋼線刺入17手，創外固定1

手，創外固定と鋼線刺入の併用8手,Plate9手で

あった．2手で遠位僥尺関節の固定を追加してい

た．骨折部位は先端3手，中央部8手，基部19手，

骨端部5手であった．これらにおいて臨床所見，

骨癒合について調査した.さらに骨癒合を治療法，

榛骨遠位端骨折の骨折型とあわせて検討した．僥

骨遠位端骨折にはFrykman分類と斉藤分類を用い

た．経過観察期間は3-60ヶ月（平均11ヶ月）で

あった．

【結果】骨癒合は35手中7手（20％）で得られて

いた．部位別の癒合は先端0／3手，中央部3／

8手，基部4／19手，骨端部0／5手であった．

手関節尺側部痛が残存した8手（偽関節7手，

87％）のuharvarianceの平均は+4.1mmであった

のに対し，瘻痛が残存しなかった27手（偽関節

21手，77％）の平均は+1.6mmであった．また

茎状突起が癒合しても瘻痛や可動域制限が残存し

た2手ではulnarvarianceはそれぞれ+5mm,+

4mnであった．

【結論】僥骨遠位端骨折に伴う尺骨茎状突起骨折

の予後はおおむね良好であり，癒合の有無よりも

僥骨の短縮や変形が臨床症状に影響していると考

えられた．
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僥骨遠位端骨折に続発する長母指伸筋腱

断裂の予防法

ProphylacticneatmentfbrEPLTendonRupture

AssociatedwiththeFractureofDistalRadius

さいたま赤十字病院整形外科

○代田雅彦，関康弘

【はじめに】僥骨遠位端骨折に続発する長母指伸

筋（以下EPL)腱断裂の紹介例が後を絶たない．

本症は手関節伸展位で軸圧が加わり遠位僥尺関節

レベルに発生する，ほとんど転位のない骨折型に

続発することが知られているが，全例が腱断裂の

危険性に関するインフオームドコンセントを受け

ておらず，骨折自体の看過例も散見する．整復を

要さない単純な骨折治療のはずが，腱断裂を続発

すると再建術後の固定と後療法にさらなる時間を

要し，日常・社会生活上払う犠牲は少なくない．

当院では同骨折型に対し，腱断裂の予防に努めた

治療を行っている．その方法とこれまでに得られ

た知見・結果を報告する．

【治療法】手関節背側を頻繁に観察すべ〈，骨折

は着脱可能な掌側シーネ固定とし，患者には腱断

裂の危険性を説明し，注意を喚起して異常の早期

自己発見に努めさせる．毎週外来受診させ，リス

ター結節付近の限局した圧痛・腫脹，母指運動時

の痔痛や軋礫の有無を確認する．受傷後初期の痔

痛や腫脹が軽減した後1-2週を経てこれらの異常

を認める場合は可及的早期にMRIを撮像する．

MⅢ所見が判然としなくても，ひきつづき異常所

見を認める例は外来手術を行い,EPL腱障害の原

因を探り適切な処置を行う．この結果を基に以後

の治療計画を進める．

【結果】2年間に受診した同骨折型18例中13例に

MRIを施行した.MRIではX線で判然としない

骨折部位が明瞭となり，リスター結節付近への応

力の集中が推察された.EPL腱周囲の出血や浮腫，

腱断面の形態や信号変化の観察にはT2強調・軸

写像が有用であった．6例に手術を施行，全例で

保たれていた第三区画を開放し，脂肪成分豊富な

血腫の排出・リスター結節骨不整部の形成・腱滑

動床の再建・腱不全損傷部の処置などを行った．

術後より母指運動痛は消失し腱断裂の続発はなか

った．

1-Pc-12

僥骨遠位端骨折の術後合併症

CompncationsaftertheSurgicalTreatmentofthe
DistalRadiusFracture

函館中央病院整形外科

○多田博

【はじめに】僥骨遠位端骨折の軟部組織合併症と

しては，皮層障害，伸筋腱断裂，正中神経障害，

コンパートメント症候群などがある．治療は保存

療法が第一選択であるが，徒手整復またはその保

持が困難な症例には，手術療法が選択される．今

回我々は，当科で経験した僥骨遠位端骨折手術例

の術後合併症について調査したので報告する．

【対象と方法】1995年より当科で手術治療を行っ

た僥骨遠位端骨折症例のうち3カ月以上の経過観

察が行われた91例94手を対象とした．年齢は16

～86才（平均54.2才)，男35例，女56例であっ

た．骨折型はAO分類で関節外骨折のA2が19手，

A3が16手，関節内部分骨折のB3が7手，関節内

完全骨折のClが17手,C2が21手,C3が14手で

あった．治療法は主にプレートを用いた観血的手

術が45手，経皮鋼線固定術が49手で，創外固定

の併用が16手，腸骨移植が14手，骨ペーストの

併用が4手であった．これらの症例の術後経過に

ついて，術後2カ月以上での感染，神経障害，手

指拘縮，腱損傷及びその他の合併症を調査した．

また，術式，年齢による合併症の発生率について

検討した．

【結果と考察】全症例の合併症の発生は鋼線刺入

部の感染が1手(1.1％)，神経障害が9手(9.6％)，

手指拘縮が15手（16％）で，腱損傷例はなかっ

た．その他の合併症では肩関節痛が6例，経皮鋼

線固定術後の早期鋼線逸脱が8手にみられた．術

式別の合併症発生は，観血的手術例は13手

(28.9％)，経皮鋼線固定術は早期鋼線逸脱例を除

くと16手（36.2％）に見られた．年齢別に60歳

以上と60才未満の症例を比較すると，神経障害

の発生率は両者で差はないが，手指拘縮，肩関節

痛は60歳以上の発生率が有意に大きく，高齢者

の手術の際は充分な注意が必要と思われた．
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TriMed社のpinplatesystemを用いた僥
骨遠位端骨折治療における合併症の検討

ComplicationofPinPlateFragment-specific
Fixation

'静岡県立総合病院整形外科,2ClevelandOrthopae-

dicandSpineHospital

○松岡秀明',WilliamH.Seitz,Jr.2

TriMed社のpmplatesystemは米国のMedoffらに

よって開発された僥骨遠位端骨折の内固定材料

で，本邦では販売されていないが,pinを用いて

遠位骨片を近位骨片に整復固定した後，このpin

を極めてlowpmfileなplateに固定する，という仕
組みを持つ.Plateの種類はそれぞれの遠位骨片

を解剖学的に整復固定するためradialplate,uhar

plate,volarplate,およびmtraarticmarfragmentを
挙上支持するためのwirefOnnと呼ばれる特殊な

内固定材料が用意されているため，あらゆる骨折

型に対応でき，かつ榛骨の異なる面から複数の

plateを当てることにより強固な固定性が得られ

る，という利点がある．このsystemを22例の新

鮮骨折および5例の変形治癒に用いたが，その合

併症について報告する．骨折の再転位2例,pin

が抜けてきたもの5例,implantの突出4例,pin

の破損2例，伸筋腱断裂全体の可動域は腱側比平

均で背屈が20％，掌屈が10％低下したが，回

内・回外・僥屈・尺屈ではほぼ腱側と同様にまで

回復した．適切な長さのpinを挿入すること，伸

筋支帯を利用して軟部組織をimplantから保護す

ること，などの工夫により，現在では合併症を減

らすことが可能となっている．僥骨遠位端骨折に

対する内固定材料はさまざまなものが使用されて

いるが，本発表が内固定材料を選択する際や今後

新しい内固定材料を開発する際の参考になれば幸

いである．

1-Pc-14

僥骨遠位端骨折の治療成績に関する因

子一多変量解析による分析一

Affec伽gFactorsfbrtheClimcalResultofFrac-

turesoftheDistalRadius-MultipleLogistic

RegressionAnalysis-

!日本医科大学多摩永山病院整形外科，2日本医科

大学整形外科

○南野光彦!，澤泉卓哉2，南部昭彦2，

小寺訓江2，伊藤博元2

【目的】僥骨遠位端骨折で良好な成績を得るため

には，治療早期に成績不良因子を検討し，適切な

治療を選択することが肝要とされている．今回保

存的治療例に対し，治療早期のどの因子がどの程

度強く成績に影響を与えるかをロジステイック回

帰分析による多変量解析を用いて検討した．

【対象】症例は保存的に治療した榛骨遠位端骨折

258例（男56例，女202例）で，平均年齢63.1歳，

平均経過観察期間は4.0カ月である．目的変数は

治療成績とし，最終調査時に斉藤の評価法に準じ

て行った．説明変数は年齢，性別，関節内骨折の

有無僥骨背側骨皮質の粉砕の有無，尺骨茎状突

起骨折の有無,AO分類，初診時と整復後1週の

volartilt(VT)とradialinclination(RI)とulna

variance(UV),VTとⅢと[Ⅳの再転位の有無の

計15因子とし，ロジステイック回帰分析を用い

て成績に影響を与える因子を検討した．再転位は

整復後3週までにパラメータ値が変化した場合と

した．

【結果】治療成績はexcellentlO2例,goodl42例，

fairl4例であった．成績に強く影響を与えた因子

は，女性，僥骨背側骨皮質の粉砕,VTとUVの

再転位，整復後1週と初診時のUV,整復後1週

のVTとRI,初診時のVTの順の9因子で，尺骨

茎状突起骨折，関節内骨折,RIの再転位，年齢

等はあまり影響を与えない因子であった．これら

強く影響を与えた因子は，佐々木の不安定型骨折

の判定基準項目の一部と一致し，裏付ける結果が

得られた．

【考察と結論】僥骨背側骨皮質の粉砕，初診時と

整復後1週のVTとUV,VTとUVの再転位など

の9因子は，治療早期に予後を判定する指標にな

ると思われた．良好な成績を得るためには，これ

ら不良因子を検討し，不安定型骨折や保存的治療

の適応の有無を判断すべきであると思われる．
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尺骨遠位部アーチ状骨切り術を併用した

僥骨遠位端骨折変形治癒例の治療法
ArchedUlnarRecessionfOrMalunitedDistal

Rradius

岩手医科大学整形外科

○古町克郎，田島克巳，西田淳，
嶋村正

【目的】僥骨遠位端骨折変形治癒例に多くみられ

る尺骨プラス変形に対して施行した，尺骨遠位部

アーチ状骨切り術の成績を報告する．

【方法】対象は尺骨プラス変形に対して，われわ

れの尺骨遠位部アーチ状骨切り術を施行した，僥

骨遠位端骨折変形治癒5例5手（19-69歳）であ

る．優位側3手，非優位側2手，受傷からの期間

は平均13カ月（5-18カ月）である．僥骨骨切り

術（4手,TCP移植),背側僥尺靱帯再建(2手）

と同時に尺骨関節面をアーチ状に骨切りし，後退

させ螺子固定した．術後5週間，背側副子固定し

た．術後12カ月でMayowritscoreと,Palmar

tilt,ulnarvariance,SI-m(Sagennanのsigmoidnotch-
ulnarmclmationの差）などのX線評価を施行した．

【成績】Wristscol℃ではexcellent4例,goodl手の
改善が得られた.Palmartiltは術前平均-19,8度か

ら術後平均十9.2度へ,ulnarvarianceは術前平

均+14mmから術後平均6.4mm"､,SI-UIは術前

平均27,1度から術後平均16度へ改善した．

【考察とまとめ】尺骨プラス変形に対して，われ

われは僥骨のopeningwedgeosteotomyを施行して

いる．また僥骨骨切りに際しては一側の皮質の連

続性を残し，僥骨延長を5mm以下にとどめてい

る．その理由は延長により軟部組織の過緊張が生

じる点，皮質全周を完全に骨切りした場合は偽関

節のリスクを回避するために大きな内固定材料が

必要となる点である．残存した尺骨プラス変形に

はhemiresection法,Sauve-Kapandji法などの選択
肢がある．われわれのアーチ状骨切り術は骨癒合

が良好，尺骨の遠位僥尺関節面を調整できる，

7mmまでの尺骨短縮が可能である，などの特徴

がある．
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僥骨遠位端骨折変形治癒に対する

Trapezoidalosteotomy(Watson法）の
6例

TrapezoidalOsteotomyoftheDistalRadiusfOr

WristDefbrmityafterColle5Fracmre

ごとう整形外科クリニック

○後藤均

【目的】術前DorsalTilt(DT)20.以上で握力低下

とADL上の支障を訴えた変形治癒6例に対し，

WatsonによるTrapezoidalosteotomyを行ったので

術後成績を検討した．

【症例】H14年7月からH15年5月までに本手術を

行った6例，男3例女3例42歳(17～71),術後

経過7.5ケ月（4～15)．女性は3例とも手根管症

候群を合併し神経剥離術も追加した．男性1例は

関節鏡で月状・三角骨間靱帯損傷が確認され，月

状・三角骨間固定も追加した．

【術式】僥骨遠位背側の4cmの縦切開で進入．僥

骨関節面と平行に矯正骨切りし，骨切り近位から

模状移植骨を採取し移植した.Kワイア2本また

はプレートで固定した．採骨部には人工骨を補填

し骨膜縫合した．術後2～3週のギプスシーネ固

定後可動域訓練開始した．

【結果】術前のDT28.4｡(20～43),Radial

Inclination(RI)17.7｡(10～24),手関節掌屈

50。（30～90）背屈64°（30～90）握力14.2kg

(0～36.8)/33.3kg(20～45.5)(健側）であった．

術後はPalmarTilt(PT)3.7｡(-3～14),RI

16｡(7～26),手関節掌屈73.3｡(40～90)背屈

83.3。（60～90）握力27.6kg(7.1～45)/33.4kg
(17～54）（健側）に改善した．Watsonの

ModifiedFernandez機能評価でExcellent:4,

Good:1,Poor:1であった．

【考察】DT22o以下の4例中3例はExcellentで1例

がPoorであった．Poorの症例は手根管症候群と

第5MP関節打撲後拘縮を合併し握力健側比36%

が結果不良の原因と考えられた．縦切開創と採骨

部の癒着による可動域制限が危‘倶されたが，人工

骨補填と骨膜縫合により大きな障害とはならなか

った.本術式は矯正骨きり部を採骨部とするため，

患者負担も小さい良好な術式と考えられた．
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僥骨遠位端変形治癒に対するnon-bridge
創外固定器を用いた低侵襲X線透視下矯

正骨切ﾚﾉ術

SmalllnvasiveCorrectiveOsteotomyUndera

RoentgenoscopeUsingaNon-bridgeExternal

FixatorfbrDistalRadiusMalumtedFracmres

済生会宇都宮病院整形外科

○松村崇史

【はじめに】変形癒合後早期にnon-bridge創外固

定器を用いた低侵襲矯正骨切り術を行っているの

で報告する．

【対象および方法】保存的治療中に転位を来たし，

すでに骨癒合傾向のある不安定型Colles骨折4例

(A3:3例,C3:1例）に本法を行った．男2

例女2例，年齢は17～61歳（平均33）であった．

受傷から骨切り術までの期間は28～52日（平均

39）であった．2例にMiniFixator(EBI),2例

にTecmoFIX(フツロ）創外固定器を用いた．は

じめに遠位骨片の僥骨手根関節面直下に，予定し

た矯正方向から複数のピン（直径1.6～2.0mm)

を刺入しておく．次に骨折部位に1～2cmの小皮

切を置きx線透視下にノミで骨切りを行う．十分

に遠位骨片が可動するようになったら近位骨片に

もピンを刺入し,joystick法で骨切り部の矯正を

行う．両クランプ間をコネクティングバーで連

結・固定し，骨切り部にβ-TCPを移植する．術

直後から積極的に患肢を使用させる．評価項目は

斉藤の評価，早期ADLとした．

【結果】全例に骨切り部の癒合が得られたが，尺

骨茎状突起を内固定した1例は偽関節となった．

斉藤の評価は優3，良1例であった．全例術後2

週以内に軽作業に復帰した．

【考察】本矯正法の特徴は，小皮切からx線透視

下に骨切り・人工骨移植を行うこと，矯正と固定

にnon-bridge創外固定器を用いることである．早

期矯正の適応はdorsaltilt20o以上,ulnarvariance

5mm以上,DRUJの不安定性・不適合，関節面の

段差1mm以上としているが，関節内骨折によっ

ては小皮切からの骨切りは困難と考えている．

【結論】保存的治療中に変形が増強しすでに癒合

し始めていても，新鮮例と同等の侵襲で矯正骨切

りが可能であった．
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僥骨遠位端骨折後変形治癒例に対する手

術治療

SurgicalTreatmentfOrDistalRadiusMalumon

愛知医科大学整形外科

○壺井朋哉，山崎豊弘，橋本晋平，

桜木哲太郎，佐藤啓二

僥骨遠位端骨折後変形治癒例に対する手術治療

【目的】僥骨遠位端骨折後の変形により起こる合

併症とその手術的治療に関し検討し報告する．

【対象および方法】平成9年1月から平成15年10

月までに手術療法を施行した9例．女性8例，男

性1例であった．平均年齢は28歳から85歳平均

66．2歳であった．手術方法は僥骨背側oPen

wedgeosteotomyが4例，僥骨掌側からの変形矯正

が2例，尺骨短縮術1例，変形の矯正を行わずに

手根管開放術のみを行ったものが2例であった．

【結果】僥骨の骨切りを行った症例のpalmartntは

術前平均-28｡が7.2｡,ulnarvarianceは術前平均

7.0mmが術後3.8mm,Radialinclinationは術前

16.0°が22.5。と改善していた．7例で術前に手根

管症候群の症状を呈していたが，1例を除き改善

した．4例で術前に手関節尺側の瘻痛を認めたが

改善した．

【考察】僥骨遠位端骨折後の遺残変形は掌側への

角状変形による正中神経の絞掘性障害，遠位僥尺

関節の不適合による瘻痛，回内外制限，僥骨短縮

による尺骨突き上げ症候群など，いろいろな手関

節の症状を惹起する．これらの障害に対する治療

においては個々の変形の形態，症状，年齢などに

よりその症例に応じた手術方法を選択する必要が

ある．これらの障害を起こさないために，変形矯

正のアウトラインを設ける必要があると思われ

た．
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中高年者の僥骨遠位端変形治癒骨折に対

する矯正骨切り術：僥骨cIosingwedge
osteotomyと尺骨短縮術の併用

RadialClosingWedgeOsteotomyCombinedwith

UInarShorteningOsteotomyfOrDistalRadius
Malunion

1札幌医科大学整形外科，z札幌医科大学保健医療

学部

○和田卓郎11磯貝哲11相木比古乃11

塚原智英11青木光広2

【目的】僥骨openingwedgeosteotomyは若年者の
僥骨遠位端変形治癒骨折に対する有用な術式であ

る．しかし，移植骨の吸収，変形の残存などの合

併症の報告も多く，中高年女性など骨粗霧症を伴

う症例は適応になりにくい．このような症例に対

して我々は，僥骨closmgwedgeosteotomyに尺骨
短縮術を併用する術式を行っている．その術後成

績は昨年の本学会で報告した．今回はさらに症例

を追加して報告する．

【方法】対象：愁訴を有する僥骨遠位端骨折変形

治癒例7例7手を対象とした．全例が女性で手術

時年齢は49歳～72歳（平均61歳）であった.X

線計測上,Colles型5例のdorsaltiltangle(DT)

は20｡～25｡,Smith型2例のvolartiltangle(VT)
は24.と37.であった．7例のulnarvariance(UV)

は+3mm～+11mm(平均+6mm)であった．手関

節可動域の健側比は伸展が53％，屈曲が23％，

握力の健側比は30％であった．術式：僥骨には

掌側進入法を用いた．変形治癒部から模状骨を切

除し，背屈あるいは掌屈変形を矯正してT-plate
で内固定した．尺骨には横骨切りを行った．DCP

plateとAOcompressiondeviceを用い,6mm~

11mmの短縮を行った．術後観察期間は17か月で

あった．

【結果】僥骨，尺骨の骨切り部は全例3か月以内

に癒合した．合併症はみとめられなかった.X線

上VTは全例で正常範囲の8。～15°に改善した．

UVは6例でOmm,1例で+2mmであった．手関

節可動域の健側比は伸展が96％，屈曲が90％に

改善した．握力の健側比は73％に改善した．

Fernandezの評価基準による評価では，優が5例，

良が2例であった．

【考察と結論】我々の術式では，確実な変形矯正

が可能で，骨癒合，術後機能に優れていた．腸骨

移植も不要である．骨粗霧症の合併が予想される

中高年女性に対する有用な治療法である．
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手指外傷性皮層・軟部組織欠損に対する

塩基性線維芽細胞成長因子(b-FGF)の

基礎研究と臨床応用

ExcellentEfficacyofBasicFibroblastGrowth

Factor(bFGF)onHealingofthelnjuredDigits

-ExperimentalandClinicalStudywithaNew

ReplantationMethod-

l徳島大学整形外科，2町立上那賀病院整形外科，3

高知赤十字病院整形外科

○浜田佳孝11安井夏生ll高井宏明21

十河敏晴3，内田理3

【目的】固有指部での様々な外傷性皮膚・軟部組

織欠損に対し,b-FGFを，ラットと人外傷症例に

応用し，良好な結果を得たので，新しい方法を加

えて報告する．

【方法】1．（基礎研究）ラットの両側足趾（計6

匹30趾）にデグローブ損傷を作成し，従来の

occlusivedressing(以下OD法）におけるbFGF

(各趾20"g)の効果を検討した.OD法は，損傷
直後，3，7日目の計3回（各bFGFも塗布）～2

週間で開放療法とした．4週の時点で，形態，組

織を検討した．2．（臨床応用）対象は,DIP以遠

の切断指(Allen分類3,4各3指）でコンポジツ

トグラフト（以下C法）した4例6指，全周性デ

グローブ損傷3例，指尖部切断他計12例14指，

年齢は16-68才（平均42才）である.方法は，受

傷時より，フイブラストスプレーbFGF(100-

400"/ml)を散布,OD法で被覆し，以降は，原

則として週1回のみ，同上の処置を約3～6週

(平均5,2週）おこなった．C法の症例では，接合

面にbFGF(250"g:400"/ml)を塗布，骨・腱
を修復し，皮膚を緩く縫合した.完全生着しなか

った場合は，3－6日以内で壊死した表皮のみを鋭

利に，深部組織を残して切除し,bFGFを併用し，

OD法をおこなった.外傷に伴い剥がれた皮層は，

bFGFを併用し縫合した．

【結果，考察】1．（基礎研究）爪根部までの指残

存率は,bFGF群73%,対照群20%で，有意差を

認めた．2．（臨床応用）全例に良好に治癒した．

C法の完全生着率は2/6であったが，他の4例も

切断面より1/2以上生着し,OD法にて良好な形

態を得た.この深部組織を利用する新しい方法は，

よい方法である．骨や腱の癒合，感染に対しては

有利で，腱組織の癒着，関節拘縮の問題はなかっ

た．爪変形発生例は3例認めた.bFGFは指の外

傷において，皮層・軟部組織の形成を旺盛にし，

治癒期間の短縮にも期待できる．

1-Pd-2

同種複合組織移植（手移植）における三

剤併用免疫抑制療法の長期安全性
MaximumEffectandMinimumSideEffectof

Long-tennlmmunosuppressionTherapyinExper-

imentalLimbTransplantation

'神戸労災病院，2神戸大学整形外科，3シドニー

大学移植免疫学講座，4マイクロサーチフアンデ

ーシヨンオブオーストラリア，5ミラノービコツカ

大学整形外科

○金谷貴子1,4，藤岡宏幸2,AlexG.Bishop3,

EaIIOwen4,MarcoLanzettal

【目的】同種複合組織移植である手移植はライフ

セービング治療でない為，生涯に及ぶ免疫抑制療

法とその副作用が普及の歯止めとなっている．そ

こで我々はラット同種下肢移植モデル用いてタク

ロリムス(FK506),セルセプト(MMF),

predonisoneによる三剤併用免疫抑制療法の長期間

継続における効果と安全性について検討した．

【方法】拒絶反応の強い組み合わせであるLewis

ラット（レシピエント）とBNラット（ドナー）

に同種下肢移植を行った(n=11).FK506

(2mg/kg/day),MMF(15mg/kg/day)及び

predonisone(0.5mg/kg/day)を術後2週間投与し，

3週よりpredmsoneとMMFを毎週20%減量し7週

で終了した．8週以降6ケ月までⅨ506のみ投与

した．投薬期間中の拒絶反応の出現の有無を臨床

的および組織学的に観察した．

【結果】全例6ヶ月にわたって拒絶反応は認めら

れなかった．術後2週まで10-20％の体重減少を

認めたものの6週以内に回復し，その後は順調に

体重は増加続けた．下痢，血尿，血便，脱毛など

いわゆるGVHDを疑わせる症状や悪性新生物等

の出現もなかった．ドナー移植肢皮膚の組織学的

検討においても拒絶反応の所見はなかった．

【考察】FK506単独投与では早期の拒絶反応や長

期によるラットの死亡は報告されている．本研究

ではMMFとprednisoneを併用する事により
FK506を長期間安全に投与する事が出来た．今後

Ⅸ506を減量して長期間安定した結果が得られる

か検討する予定である．

【結論】FK506,MMF,Predomsoneの三剤併用免

疫抑制療法の長期継続におけるその安全性が示唆

された．
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CTLA4-IgとICOS-Ig同時投与による同種
複合組織移植片生着延長効果の検討

ProlongedSurvivalinRatsCompositeTissue

AnograftswithCTLA4-IgandICOS-Ig

'北海道大学大学院医学研究科高次診断治療学専

攻機能再生医学講座整形外科学分野，2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11岩崎倫政I,菊池佳乃11

三浪明男‘，上出利光2

【目的】我々はドナー特異的な免疫寛容の獲得を

目標に補助シグナル阻害による移植免疫制御を試

みてきた．これまで遮断分子としてCTLA4-Igま

たはICOS-Igを単独使用して同種複合組織移植片

生着延長効果を報告している．今回，更なる延長

効果を目指しCTLA4-IgとIcos-Ig同時投与によ
る拒絶反応抑制効果を検討した．

【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．補助シグナル阻害は,CD80/86-"

CD28経路に対してCTLA4-Igを,B7h→ICOS経

路に対してIcos-Igをそれぞれのシグナルの遮断

分子として使用した．実験群としては，対照群

(非治療群,n=9)と補助シグナル阻害群

(CTLA4-Igを移植後2日目に250"g,ICOS-Igを

移植後2日目に250"g,4,6日目に125/zg腹腔
内投与,n=9)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．

移植後7日目に移植片の組織を採取し，

B&uuml;ttemeyerの基準で評価した．

【結果】移植片生着日数は対照群では平均6.2日

に対して補助シグナル阻害群では，25．7日と有意

に延長した．術後7日目の各組織所見においても

補助シグナル阻害群においては拒絶の抑制が認め

られた．尚,recipientのラットの体表所見からは

遮断分子の副作用と思われる反応は見られなかっ

た．

【考察】過去の報告によると，複合組織移植片生

着延長効果はCTLA4-Ig単独投与では20.5日，

Icos-Ig単独投与では13.0日であり，同時投与で

は25．7日とさらなる生着延長が認められ，両者

の相乗効果による拒絶反応抑制効果と考えられ

た．

1-Pd-4

jnsifuhybridization法を用いた再生指骨
における細胞由来の検討

CharacterizationoftheCellularOriginofa

Tissue-engineeredHumanPhalanxModelby加

sMHybridization

'近畿大学形成外科,2DepartmentofBiochemistry

andSectionofRheumatology,RushMedicalCollege,

Rush-PIesbyterian-St・Luke'sMedicalCenter,3Depart-

mentofBiochemistryandMolecularPathology,North-

eastemOhioUmversitiesCollegeofMedicme

○磯貝典孝',SusanChubmskaya2,

WmiamJ.Landis3,上石弘！

これまで，われわれは，指骨・指関節に特有な3

次元構造を有する複合組織の再生を行なってき

た．その手技では，まず，加w"oにて子牛細胞

(骨膜，軟骨細胞，腱細胞）と生分解性ポリマー

を組み合わせた複合体を作成し，次に，この複合

体をマウスの背部皮下に移植している.その結果，

invivo環境下に再生誘導された指骨の3次元形態

は良好に維持され，正常と同様な骨・軟骨組織構

造が再現された．今回は，この複合体から形成さ

れた再生指骨の性状を詳細に検討する目的で，加

simhybridization法を用いて，再生組織を構築す

る細胞の由来について検討した．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を用いた．子牛の前

腕部より採取した骨膜，軟骨細胞を用いて，骨膜

一細胞一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20週目に

組織採取を行い，コラーゲンⅡ型,X型，

aggrecan,BSP,OPN,Biglycan,decorinプロー

ベを用いてinSimhybridizationを行い，再生指骨

の細胞由来を検討した．結果およびまとめ：加

simhyb面dizationの結果，移植20週目の再生指骨

において,donor細胞（ウシ）由来の全てのプロ

ーベに対して陽性反応が認められた．一方，

recipient細胞（マウス）由来のプローベ(mouse

decorin)に対しては，陰性反応を示した．この結

果，再生指骨は，播種細胞により構成されている

ことが判明した．
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人工骨への血管束移植による人工骨気孔内

血管ネットワークの構築と骨再生の促進

CapillaryVesselNetworkhtegrationbyaVascu-

larPediclelmplantationEnhancesBoneFonna-

tioninTissueEngineeredBoneUsinglntercon-

nectedPorousHydroxyapatiteCeramics

'星ケ丘厚生年金病院整形外科，2大阪大学整形外

科

○秋田鐘弼ll玉井宣行21名井陽21

河井秀夫ll吉川秀樹2

【目的】我々は，細胞や組織が通過できる大口径

の連通孔で連結した新規多孔体ハイドロキシアパ

タイト（ネオボーン）を開発した．その連通気孔

構造を生かして気孔内に毛細血管ネットワークが

構築されれば，不良条件での骨修復に人工骨を応

用できる可能性がある．今回我々は，この人工骨

への血管束移植によって連通孔内の毛細血管ネッ

トワークの構築が可能かどうか，また，その新生

血管が骨形成に及ぼす影響を検討した．

【方法】実験1，麻酔下にラットの下腹壁動静脈

を剥離し，直径6mm×高さ10mmの円柱状ネオ

ボーンの中心部に動静脈を移植する．次に，周囲

からの血管新生を防ぐためにネオボーンをポリエ

チレンフィルターで包み，それを鼠径部の皮下に

移植した．移植6週後にネオボーン内の血管増生

を評価した．実験2，ネオボーン内に構築された

新生血管が骨形成に及ぼす影響を検討するため，

実験1と同じ操作rhBMP-2を含浸させたネオポー

ンを用いて行った．移植3週後に新生骨の形成を

評価した．

【結果】血管束挿入群では，挿入した血管束から

派生した多くの毛細血管がネオボーン気孔内に認

められ，毛細血管ネットワークを構築していた．

それに対して，非挿入群ではネオボーン表層にの

み微小血管を認めただけであった．また，

rhBMP-2含浸ネオボーンの血管束挿入群では，気

孔内に旺盛な骨形成があり，特に血管束近くの最

深部にて観察された．非挿入群では，新生骨は表

層にごくわずかにしか認めなかった．

【結論】ネオボーンに血管束を移植することによ

って，ネオボーンの内部からも骨形成が促進され

る．このネオボーンヘの骨形成因子，骨芽細胞，

遺伝子などの導入に加えて，血管束を移植する方

法によって不良条件下でも人工骨を応用すること

が可能となると考えられる．

1-Pd-6

非リウマチ性母指ボタン穴変形

Non-rheumatoidBoutonniereDefO]mnityofthe

Thumb

荻窪病院整形外科

○田崎憲一，岡崎真人

リウマチの母指ではNalebuffl型のボタン穴変形

はよくみられるが，リウマチ以外では外傷による

変形の報告が散見されるのみである．今回，外傷

性および非外傷性の同変形を手術加療したので報

告する．

【症例】症例1．30歳，男．コック．主訴：右母

指MP関節伸展障害．半年前に母指を屈曲強制さ

れ伸展位副子固定を受けたが，改善せず当科を受

診した．自動伸展時IP関節が過伸展し,MP関

節が屈曲するボタン穴変形を呈し，拘縮はなかっ

た．短母指伸筋(EPB)腱を縫縮したが3カ月後

に再発し，2回目の手術でEPB腱を基節骨基部に

Mitekanchorで縫着し治癒した．症例2.55歳，

女．主婦．主訴：右母指MP関節痛．3年前から

母指MP関節の自動伸展障害を認め，運動痛も出

てきたため当科を受診した．ボタン穴変形に保存

治療は無効で，関節造影施行後，手術を行った．

EPB腱を基節骨に縫着し，弛緩した指背腱膜を縫

縮し，瘻痛・変形とも消失した．症例3．50歳，

女．ピアノ教師．主訴：右母指IP･MP関節痛．

4年前からピアノでオクターブが届き難くなり受

診した．ボタン穴変形による運動制限であった．

症例2と同様の経過で手術となり，術後半年には，

関節症のあるIP関節を除き運動障害なく治癒し

た．

【結果】症例1は外傷，症例2，3は変性によるも

ので,MP関節の伸展機構に障害が生じた.X線

側面像で基節骨の掌側亜脱臼を，関節造影でMP

関節包背側の弛緩拡大を認めた．関節包や指背腱

膜の縫縮のみでは不確実で,EPB腱の基節骨への

縫着で改善した．

【考察】外傷による母指ボタン穴変形の治験の報

告は,Cardonをはじめ散見される．しかし中高

年の非外傷性ボタン穴変形はあっても装具やテー

ピングなどで対応され，手術治療の報告はみられ

ない.自験例のような手術法は有効と考えられる．
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母指MP関節榛側側副靭帯損傷に対する観

血的治療

SurgicalTreatmentoftheRadialCollateral

LigamentlnjuryoftheMetacarpophalangealJoint
oftheThumb

'北海道勤医協苫小牧病院整形外科，2北海道勤医

協中央病院整形外科

○柴田定'，高畑直司!，佐藤智弘'，

堺慎2

【はじめに】母指MP関節僥側側副靱帯損傷は，

尺側側副靱帯損傷に比べADLやスポーツ活動に

影響が少ないと考えられ軽視される傾向にある．

しかしその一方，陳旧化し愁訴を残しやすいとの

報告もある．今回当科における本損傷の観血的治

療の経験について報告する．

【対象および方法】1987年4月から2003年3月ま

でに観血的治療を行った母指MP関節僥側側副靱

帯損傷10例を対象とした．男性7名女性3名，受

傷時年齢は17歳から76歳（平均48.3歳）であっ

た．受傷原因はスポーツが4例転倒や突き指等

の日常生活での受傷が6例であった．受傷から手

術までの期間は受傷翌日から10年であり，1ケ月

以上経過した陳旧例は2例であった．損傷部位は

中手骨側が7例，基節骨側が2例，不明が1例で

あった.新鮮例では靱帯縫合または骨接合を行い，

6例に対してK-wireによる仮固定を3～4週間行

った．陳旧例のうち1例は短母指伸筋腱を用いて

靱帯再建を行った．経過観察期間は平均2年5ヵ

月であった．

【結果】初診時に徒手的な関節不安定性を全例に

認めた．安静位でのX線写真にて軽度のものも含

め全例に側方亜脱臼を認め，8例に掌側亜脱臼を

認めた．尺側へのストレスX線撮影は8例に施行

し，患側平均が36.5.,健側平均が21.4･であっ

た．経過観察時，新鮮例ではW関節に平均14°

の可動域制限を認めた．全例痒痛は軽快し，就労

やスポーツ活動に支障はなく，手術の結果にはほ

ぼ満足していた．

【考察】本損傷の診断に際しては，徒手的に関節

不安定性を調べることは必須であるが，安静位x

線写真での側方または掌側亜脱臼の存在を認める

ことが重要である．術後にMP関節の可動域制限

を残すことが多いが，瘻痛は軽快し成績は良好で

あった．不安定性の強い症例に対しては観血的治

療を考慮すべきと考える．

1-Pd-8

手指MP関節ロッキングの徒手整復による

治療経験

ClosedReductionofMetacarpophalangealJoint

Lockmg

'和歌山県立医科大学整形外科，2和歌山県立医科

大学救急救命センター，3和歌山県立医科大学リ

ハビリテーション科

○岩田勝栄ll谷口泰徳11吉田宗人ll

北野陽二2，峠康3

【目的】手指MP関節のロッキングは比較的稀な

疾患であり，その原因として中手骨骨頭の骨性隆

起，骨鰊，関節鼠，掌側板の異常，種子骨などが

指摘されている.MP関節ロッキングの解除のた

めに手術的治療が必要との報告が見られる.今回，

我々は手指MP関節ロッキングに対して，徒手整

復が可能であった症例を経験したので報告する．

【対象】過去10年間に経験した手指MP関節ロッ

キングは5例で，内訳は男2例女3例，年齢は27

～83歳（平均63歳）であった．罹患指は示指4

例，中指1例であった．ロッキングは，物を強く

握る，摘む，物を持つ，手を突っ張るなどの動作

の後に発生していた．単純x線では全例で中手骨

骨頭に骨性隆起が見られていた．

【徒手整復方法】ロッキングしたMP関節を愛護

的に他動屈曲させ，さらにその力を強めたまま骨

性隆起の見られる側に，基節骨にストレスをかけ

ながら伸展させると，整復音とともにロッキング

は解除される．無麻酔で整復操作は可能である．

整復後は，特に外固定は追加せず，直ちに自動運

動を開始する．

【結果】以上の整復操作によりMP関節ロッキン

グは全5例とも，直ちに解除された．整復後ロッ

キングの再発は見られていない．MP関節ロッキ

ングの発生から，解除までの期間は1～7日（平

均2．6日）であった．

【考察】諸家の報告の通り,MP関節ロッキング

の原因は，副靱帯が骨性隆起に引っ掛かることが

要因であると考えられる．ロッキング解除に対し

ては観血的整復術が必要であるとの報告も見られ

る．しかし,X線所見に骨性隆起が認められる症

例では，われわれの整復操作により1週間経過し

た症例でも整復が可能であった．そのため,MP

関節ロッキングでは，観血的整復術が必要な症例

は少ないと思われる．
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鋼線締結法を用いた手指裂離骨折の治療

経験

TreatmentofWireFixationofAvulsionFractures

intheHand

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】今回我々は，手指裂離骨折に対して主に

鋼線締結法による固定を行い，術後の固定方法に

注意を払いながら，早期から可動域訓練を行った

のでその術後成績について報告する．

【方法】症例は男35例，女16例の計51例で，手

術時年齢は12歳から75歳，平均36.5歳である．

その内訳はMP関節側副靱帯裂離骨折16例,PIP

関節のpalmarplateavulsionfiacture21例,PIP関

節掌側脱臼骨折5例，陳旧性骨性槌指5例，末節

骨基部骨折2例，深指屈筋腱皮下断裂2例で，術

後経過観察期間は平均1年4か月，手術法は

figureofeightによるtensionbandwireが22例，

pulloutwireによるものが29例であった．術後固

定期間は約2週であったが,palmarplateavulsion

fractureや屈筋腱皮下断裂例に対しては術後伸展

位固定を行った．これらの症例に対して瘻痛の程

度,ROM,握力，関節の安定性などを調査し,X

線学的評価を行った．

【結果】術後，瘻痛の程度は全く認めなかったも

のが45例，また時々あるものの日常生活で支障

の無い程度のものが6例であった．ROMはPIP掌

側脱臼骨折例ではPIP関節とDIP関節を合せた

ROMは健側の平均74.4%,握力は健側の平均

88.3％であり,volarplateavulsionfiacture例に屈

曲拘縮は認められなかった.MP関節,PIP関節

ともに関節の不安定性は全ての症例で認められ

ず,X線学的検討では術後はほぼ全例に骨癒合を

認めた．

【考察】figureofeightによる鋼線締結法はtension

bandによる動的圧迫固定であり，術後早期の可

動域訓練が可能な事から，小骨片を有した本損傷

に対して有効な固定法であった．またpalmar

plateavulsionfractureに対して整復固定術後の伸

展位固定は，本損傷の治療で問題となっていた偽

関節や屈曲拘縮を解決する上で推奨されるべき治

療法と思われた．

1-Pd-10

ブロックピンを用いた手指中節骨掌側基

部の関節内剥離骨折に対する治療

TreatmentfbrIntra-articularAvulsionFractureof

theProximalVolarPartoftheMiddlePhalanxby

BlockPinning

中通総合病院整形外科

○千馬誠悦，成田裕一郎

【目的】手指の中節骨掌側基部の関節内骨折にも，

骨性槌指に対する石黒法の原理で，ブロックピン

を用い骨片間に圧迫をかけて固定する手術を行っ

たので報告する．

【方法】手術治療し，6か月以上経過観察できた

10例10指を対象にした．内訳は男性6例，女性4

例で，受傷時年齢は12～43歳,平均23歳であっ

た．患側は，右5指，左5指で，損傷指は中指3，

環指5，小指2であった．3指がPIP関節脱臼を伴

っていた．受傷から手術までの期間は1～12日，

平均5.6日であった．手術はPP関節を伸展させ，

掌側からキルシュナー鋼線を刺入して，中節骨の

掌側小骨片をブロックする.PIP関節を屈曲させ

て整復し，骨片間に圧迫をかけてPIP関節を固定

する．骨片を整復できなかった2指と側副靱帯の

修復が必要な2指は観血的に手術した．鋼線は術

後25～33日，平均26.1日で抜去した．

【成績】2指に全例に軽度の瘻痛がみられた．全

例が骨癒合し，不安定性も認められなかった．

PIP関節の可動域は伸展が－25～10｡,平均-

3.5.,屈曲が85～105.,平均97.であった．健

側と比較すると，平均で伸展不足角度が15｡,屈

曲不足角度が8．であった．握力は健側比で75～

106％，平均92％であった．

【結論】骨癒合が得られ，比較的良好な可動域が

獲得できたことから，中節骨掌側基部の剥離骨片

をブロックピンで圧迫をかけ固定する方法は有用

な手術方法といえる．関節を固定するため長期間

固定した場合や観血的手術で侵襲が大きくなった

場合は，可動域制限を残す可能性がある．特に屈

曲拘縮が生じやすく，固定は屈曲位となりすぎな

いようにし，ピンの抜去を早めにして早期に可動

域訓練させることが重要と考える．
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手指骨骨折に対する機能的スプリント療

法

FunctionalSplintTherapyfOrtheFractureof

BasalPhalanxandMetacarpus

済生会山形済生病院整形外科

○石垣大介，清重佳郎

【目的】手指骨骨折治療のゴールは手指機能の再

獲得であり，できれば早期回復が望ましい．解剖

学的整復を追求した侵襲的治療が，逆に後療法を

遅延させることも少なくない．特に手指は骨と腱

が密に接しており，腱の滑走を妨げる治療は避け

なければならない．我々は脱臼骨折や転位した指

節骨頚部骨折を除いた手指骨骨折に対し，オーダ

ーメイドのスプリント療法を行ってきたので報告

する．

【対象と方法】スプリントは全て主治医のオーダ

ーに従いhandtherapistが作成している．基節骨骨

折に対してはBurkhalterおよび石黒らの報告に準

じて,MP関節を70｡の伸展ブロックとして手関

節は拘束しないスプリントを作成した．中手骨骨

折に対してはGalvestonの3点支持の原理を用い

て，骨頭と基部の掌側，および骨折部の背側にパ

ッドを設けて支持するスプリントを作成した．指

の回旋変形は初診時に徒手整復してbuddytaping

を併用した．いずれも直後から手指の可動域訓練

を行った．1997年以降にこの方法を行い骨癒合

まで経過観察可能であったものは，基節骨骨折

24例29指，中手骨骨折48例53指であった．

【結果】全例骨癒合した．スプリント装着期間は

基節骨骨折で平均3.9（3-6）週，中手骨骨折で平

均5.1（3-12）週であった．経過中に他の治療法

に変更した例はなく，最終観察時に機能的な問題

を残す症例もなかった．

【ポイント】本治療法のポイントは，腫脹の軽減

に合わせてフィッテイングが良くなるよう1～2

回の修正を行うことである．フィッティングが良

ければ痙痛が少なく可動域訓練をスムーズに行う

ことができる．従来スプリントといえばstaticな

意味あいが強いが，本治療法では早期可動域訓練

と併用するためdynamicな要素を持ち，機能的ス

プリント療法と考えている．

1-Pd-12

マイクロプレートシステムを用いた中手

骨・指節骨骨折の治療成績

TifeatmentofMetacarpalandPhalangealFractures

withMiniamleScrewsandPlates

'尾道市立市民病院整形外科,z岡山大学整形外科，

3鳥取市立病院整形外科

○廣岡孝彦11橋詰博行21藤原一夫21

加藤久佳3，井上－2

【はじめに】中手骨，指節骨骨折に対して，術後

早期より可動域訓練を開始するために,AO社製

modmarhandsystemを用いて手術を行った術後成

績を調査し，同システムの有効性を検討した．

【対象】対象は37例，40指で，男性26例，女性

11例，年齢は7～87歳（平均40.1歳)，受傷から

手術までの期間は当日～13日（平均5ユ日）であ

った．骨折部位は中手骨20指，基節骨14指，中

節骨4指，末節骨2指で，骨折型は横骨折6指，

斜骨折14指，粉砕骨折17指，剥離骨折2指，内

軟骨腫による病的骨折1指であった．関節外骨折

は29指，関節内骨折は11指であった．手術は全

例伝達麻酔で行い，Screwのみ使用した奨励が16

指,plateを併用した奨励が24指であった．術後

は19指に外固定を行った．これらの症例に対し

て，最終調査時の%TAM(totalactivemotion)を

測定し,%TAMが100%を優,75%以上を良，

50％以上を可，50％未満を不可とした．また，受

傷時年齢が50歳以下と51歳以上，中手骨骨折と

指節骨骨折，関節内骨折と関節外骨折手術まで

の期間が4日以内と5日以降，外固定の有無の2

群間でt-testを用いて比較検討し，危険率0.05以

下を有意とした．

【結果】%TAMは41%～100%(平均88.7%)で，

優23指，良10指，可6指，不可1指であつ･た．

可および不可の症例は基節骨骨折5指と中節骨開

放骨折2例であった．2群問での比較では，50歳

以下，中手骨骨折および外固定を行わなかった症

例が有意に優れていた．

【考察】術後成績は一般に良好であったが，軟部

組織の挫滅が高度な指節骨骨折は中手骨骨折と比

べて明らかに成績が劣っていた.これらの症例は，

早期可動域訓練を行っても，指拘縮が生じる可能

性が高く，抜釘後の腱剥離も考慮に入れて治療に

望む必要性があると考えられた．
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1-Pd-13

中手骨骨折に対するJ字型髄内ピン固定法

IntramedunaryFixationfOrMetacarpalFracmres

'公立長生病院整形外科，2千葉大学整形外科

○板寺英-11阿部圭宏21廣田延大21

國吉一 樹 2

【目的】中手骨骨折の治療として最近髄内ピン固

定法が多く報告されているが,K鋼線刺入部断端

による伸筋腱や皮層への刺激が問題点としてあげ

られている．演者はK鋼線をJ字型にあらかじめ

曲げておき髄内釘として使用する方法（骨折，

22：632-4,2000）を行っているのでその当科で

の成績を報告する．

【対象および方法】対象は2002年9月から2003年

7月までの11ヶ月間に当科で手術を行った中手骨

骨折6例（男5例，女1例）8骨折（頚部5骨折，

骨幹部3骨折）である．平均年齢は38歳（16～

81歳)，患側は利き手側3例，非利き手側3例で

あった．

手術にはJ字型に曲げた2.OmmK鋼線(J釘）を

用い，あらかじめ近位部（骨外に突出する部分）

をつよく曲げ，断端が皮層側へ向かないようにし

ておく．長さは透視下に決定し，先端を切って調

節する．小皮切から中手骨近位端に2.4mm程度

のK鋼線で刺入孔を作成し，ここからJ釘を1本

のみ刺入する．遠位骨片へ刺入する直前に骨折部

を徒手整復し,J釘先端を軟骨下骨まで刺入する．

伸筋腱断裂合併例を除き，術後の外固定は行わな

かった．抜釘はX線上骨癒合が確認された時期

(術後6週以降）に行った．術後経過観察期間は7

週から14週（平均9週）であった．

【成績】全例変形なく骨癒合が得られた．皮層お

よび伸筋腱の挫滅を合併した1例に高度の可動域

制限を残したが，他の症例では可動域は良好であ

った.J釘先端の突出による痙痛が1例に見られ

たが，刺入部の皮層および伸筋腱に対する刺激な

どの合併症はほとんどなかった．また，抜釘困難

例もなかった．

【結論】本法は中手骨頚部骨折および骨幹部横骨

折に対し，手技が容易で有用な方法であり，伸筋

腱や皮層への刺激などの合併症も少ない．

1-Pd-14

手指末節骨骨折遷延治癒・偽関節例の検

討

EtiologicalFactorsinDelayedUnionandNon-

umonofDistalPhalangealFracturesintheHand

'手稲前田整形外科病院整形外科，2北海道勤医協

苫小牧病院整形外科

○畑中渉'，柴田定2，高畑直司2

【目的】手指末節骨骨折は頻度の高い外傷である

が，適切な治療が行われないと，偽関節・爪甲変

形など機能障害を残すこともある．手指末節骨骨

折のうち遷延治癒・偽関節例の発生要因，治療法

などについて検討したので報告する．

【対象】初回治療で断端形成術を選択した症例を

除く手指末節骨骨折で，1991年から2002年まで

に加療し長期経過観察可能だった103例（男74

例，女29例）108指（右64指，左44指）のうち，

初期治療で遷延治癒・偽関節となった16例17指

(他院からの陳旧例2指を含む）である．男性12

例，女性4例,受傷時年齢は18～70歳，平均

44.2歳．開放骨折が31指中10指，皮下骨折が77

指中7指であった．骨折型別の発生率は，粗面部

が32指中10指，骨幹部が28指中6指，基底部が

48指中1指であった．初期治療法別の発生率は，

保存療法が51指中11指，骨接合が57指中6指で

あった．最終経過観察期間は2カ月～9年8カ月，

平均2年7カ月である．

【結果】遷延治癒･偽関節となった原因は，骨折

の整復不良が1指，固定性不良が13指，骨片吸

収が3指で感染例は無かった．5指に偽関節手術

が施行され骨癒合が得られたが，12指は偽関節

のまま経過観察となった．偽関節手術までの期間

は6～27週，平均13.8週で，術後骨癒合判定ま

での期間は受傷後14～41週，平均28.2週であっ

た．指尖部の瘤痛残存を1指に，骨折部の圧痛を

1指に，爪甲の変形を10指に,IPないしDm関節

拘縮を4指に認めたが，偽関節でも愁訴の無い症

例が3指あった．

【考察】初期治療における固定性不良が,遷延治癒

・偽関節の原因と考えられる症例が多かった．固

定方法の選択，骨接合材料の工夫が予防のために

重要と考えられた．骨癒合遷延が多かった粗面部

骨折では整復困難な場合，瘻痛残存予防のために

は骨片除去を選択することもあると考えられた．
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1-Pd-15

手指骨骨折の術後に生じた偽関節例の検

討

NonunionafterOperativeTherapyfOrCarpal

BoneandMetacarpalBoneFracmre

'済生会前橋病院整形外科，2群馬大学医学部整形

外科学教室

○小林勉!，後藤渉11進上泰明11

黒沢一也2，高岸憲二2

【目的】手指の骨折は日常診療する機会が多い外

傷であり，ときにその手術例に，偽関節が生じる

ことがある．今回，手術的治療を行った手指骨骨

折術後に生じた偽関節例について検討したので報

告する．

【対象と方法】当科において，最近10年間で手術

的治療を行った中手骨，指節骨骨折のうち，その

後偽関節を生じた10例10手（11部位）を対象と

した．受傷時年齢は19から60歳（平均41歳)，

性別は，男性8例，女性2例であった．これらの

症例の受傷原因，内固定方法,偽関節の発生部位，

骨折の型，神経血管損傷等合併損傷の有無につい

て調査し，検討した．

【結果】受傷原因は，労働災害等のmghenegyに
よるものが大多数で，合併損傷を伴うものが多か

った．内固定は,Kirschner鋼線（以下,K-w)

の単独使用が10例と多かった．偽関節の発生部

位は，基節骨が6部位と多かった．骨折型は横骨

折が8部位，粉砕骨折が3部位で，全例が開放性

骨折であった．全例偽関節手術として骨移植を行

V,,K-Wと軟鋼線を併用した，より強固な内固

定を行い，骨癒合が得られた．

【考察】偽関節の誘因として骨折部位自体は重要

な要素ではなく，合併損傷の有無，骨折型などが

考えられた．広範囲の軟部損傷など骨癒合を阻害

する要素がある場合には，より強固な内固定を考

盧すべきであると思われた．

【まとめ】1手指骨骨折の術後に生じた偽関節例

を検討した．2受傷原因は,highenergyな外傷
が大半で，骨癒合が阻害される周囲組織の高度な

損傷が伴うものが多かった．3偽関節の誘因と

して合併損傷の有無，骨折型などが考えられた．

4手指の骨折に対する手術治療では，固定性に

つき術中に十分検討し，強固な内固定を適応する

必要があると思われた．

1-Pd-16

手指関節における自家骨軟骨移植の応用

ClinicalAppmcationofOsteochondralBoneGraft

fOrWristandFingerJomts

'弘前大学整形外科，2むつ総合病院整形外科

○西川真史11藤哲11工藤悟11

小川太郎11成田俊介2

【目的】自家骨軟骨移植を手指関節軟骨欠損に臨

床応用したのでその手技と短期成績について報告

する．

【症例と方法】症例は外傷性の関節軟骨欠損の男

性5例である．移植は指MP関節で母指基節骨1

例，第4中手骨1例，第5中手骨2例．手関節で

榛骨1例であった．採骨はいずれも同側の膝関節

大腿骨頚部関節面から採取した‘手術の実際：

MP関節は背側から展開し可能な限り屈曲位とし

て軟骨欠損部を露出する．欠損の大きさをsizer

で測定し，ドリルで欠損部から骨髄に向けて骨孔

を掘る．次に膝蓋大腿関節外側を展開して大腿骨

頚部関節軟骨を露出させ，骨孔と同サイズの採骨

用円筒ノミで採骨し欠損部の骨孔に慎重に打ち込

んだ．手関節は背側から展開して第4伸筋支帯か

ら骨膜化下にLister結節を越えて榛側に剥離展開

する．僥骨の関節軟骨欠損部にsizerやドリルが

刺入可能なまで手関節を屈曲させ，以下は指の場

合と同様にして骨移植をおこなった．移植骨サイ

ズは直径2.7mm:1例,4.5mm:2例,4.5mmX

2（モザイク）：2例であった．術後2週間の安静

の後，自由に運動を許可した．

【成績】術後経過観察期間は平均12.4ケ月（8-20

ケ月）で全例関節運動痛が消失し関節可動域の改

善が得られた．関節運動はスムースで,X線撮影

では関節裂隙の開大を認めている．これらの結果

から移植骨は生着していると考えられる．

【結論】自家骨軟骨移植の特徴は欠損の形にとら

われずに自由に移植可能なことと，各採骨の大き

さが小さく採骨部への負担が軽減されることであ

る．本方法は関節の片側部分軟骨欠損例に有効な

治療法で手指関節の外傷後の再建に応用範囲は広

いと考えられる．今後簡便なdonor部位の研究に

より，さらに臨床応用される方法であると考えら

れる．
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2-S2-1

TFCC損傷に対する関節鏡視下手術

ArhoscopicTreatmentfbrlnjuryofTFCC

弘前大学整形外科

○西川真史

【目的】TFCC損傷の鏡視下治療について1987年

11月より16年間に施行した全症例303件を対象

に検討した．

【症例と方法】症例は279例(男138,女141例)，
平均年齢35.9歳（11-88歳)．両側施行6例（男5

例，女1例)，同側複数回施行16例（男13例，女

7例）であった．対象関節は288関節（右148,

左140関節)．同側複数回施行関節は右10関節，

左7関節（1例は両側に複数施行）であった．

【成績】鏡視下所見をPalmer分類及びPalmer分類

にあてはまらない手根骨尺側付着部損傷(以下

UCD)で分類すると,1A:70,1A+その他:19(+

UCD:17,+1B:2),1B:39,1B+その他：

3(1A+UCD:1,+1D:1,+2D:1),1D:

36,1D+その他(+UCD:3,+2A:1),

2C:9,2C+その他(+UCD:1,+1A:

1,+1C:1),2D:8,UCD:92,表層断裂：

13関節であった．治療法は1Bで尺骨茎状突起骨

折が無くTFCCの緊張が低下している例はZachee

法で縫合，その他は鏡視下部分切除をおこない安

定した成績であった．僥骨遠位端骨折に合併した

TFCCは僥骨を整復することで断裂部位が異常な

動きを認めない場合は放置している．複数回手術

例は追加部分切除が11例,1Bのsecondlookが4

"1Bの追加手術が2例であった．

【結論】手の外科分野において手関節鏡視下手術

は最小侵襲手術の代表的な手術手技のひとつとな

っている．特に関節鏡三角線維軟骨複合体（以下

TFCC)は手関節鏡導入早期から注目され，正確

な診断のもとに施行されたTFCC鏡視下部分切除

療法良好な成績であった．適切な範囲での切除と

UCDの合併症例を見落とさないことが重要であ

る．

2-S2-2

尺骨小窩でのTFCC損傷による遠位僥尺

関節不安定症に対する鏡視下縫合術

ArthroscopicTreatmentfOrDRUJInstability
duetoDetachmentofTFCCatFovea

北野病院整形外科

○藤尾圭司，梁瀬義章，添田恒光

【目的】TFCC損傷が原因で起こる遠位僥尺関節

不安定症の診断，治療には難渋することが多い．

我々は，尺骨小窩（以下Fovea)でのTFCC損傷

が原因の遠位僥尺関節不安定症の症例に対して鏡

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】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

41例（男性27例，女性14例)，平均年齢29.1

(14歳から56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．

手術は鏡視下に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inside-out法で縫

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，痔痛，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Pianokeysi印が残存

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．

【考察及び結語】'IFCCのFoveaでの損傷に対する

手術方法はSennwald法など直視化の縫合が報告

されているが，鏡視下縫合方法の報告は少ない．

鏡視下縫合は正確にTFCCのFoveaでの縫合が可

能であり，術後成績も良好であり選択すべき治療

法の一つと考える．
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榛骨遠位端関節内骨折の鏡視下整復・固

定術

ArthroscopicAssistedReductionandlnnnobi-
lizationofIntra-articularRacnnfeoftheDistal

AspectsoftheRadius

小郡第一総合病院整形外科

○土井－輝

僥骨遠位端関節内骨折の整復,固定術に対しても，

掌背側ポータルを用いることにより，その適応，

有用性が広まり，手技が確立してきた．私たちの

方法を紹介する．

【適応】単純し線で関節内骨折の疑いがあれば，

断層撮影,CT行い，関節面のgap,step-offが

1mm以上あれば鏡視下整復固定術の適応とする．

年齢は患者のADLでの手の使用程度で，自立生

活者であれば，高齢者でも暦年齢では適応外とし

ない．AO分類,C3,CT分類3-part,4-partでは鏡

視下整復術を必要とし，反対にAO分類,B,分

類2-partでは鏡視下整復を必要としない場合が多

V,.4-part粉砕型で，骨片の幅，厚さがlcm以下

の場合は鏡視下整復,固定が困難である．

【手術】鏡視下整復は牽引下に行い，掌側1，背

側3のポータルを使用する．掌側ポータルは牽引

台に吊るす前に直視下に手関節掌側で僥骨動静脈

と僥側手根屈筋腱との間より関節鏡を挿入してお

く．背側ポータルは通常の第3-4,4-5ポータルを

使用する．まず，掌側ポータルより鏡視し，関節

内の血腫,debrisを除去したのち，骨折の状態を

把握する．プローベ，キルシュナー鋼線，粘膜へ

ラを使用して，関節面の骨折の整復を行う．最初

に僥骨茎状骨片の整復を行い，鏡視のみでキルシ

ュナー鋼線の誘導を行い，中枢骨片に固定する．

続いて,Die-punch骨片の整復固定を関節鏡およ

びプローベ,K-wireをポータルを適時変えながら

行う．必要なら骨幹端の骨折からもプローベで骨

片を挙上操作を加える.Die-punch骨片をK-wire

で固定する．骨折線は鏡視下で1mm以内の整復

を目標にする．骨幹端部骨折に骨欠損があれば，

腸骨移植を行い，最後に創外固定を装着する．後

療法は尺骨茎状骨折整復・固定例以外はギプスを

用いず，創外固定は術後3，4で除去し,K-wire

は骨癒合後抜去する．

2-S2-4

手根管症候群の最小侵襲手術とは何か

一内視鏡手術一

WhatisRealMinimallylnvasiveSurgeryin

CarpalTunnelSyndrome？‐Endoscopic

Surgery-

'県西総合病院整形外科，2おくつ整形外科クリニ

ック

○吉田綾11奥津一郎21浜中一輝2

手根管症候群は様々な原因により正中神経が手根

管内で圧迫されて発症する絞抓性神経障害であ

る．手術の目的は，正中神経の安全かつ完全な除

圧であり，大別すると観血手術と，われわれが

1986年に初めて開発したUSEsystemを用いた内

視鏡手術と，本法に触発されて開発された様々な

内視鏡手術がある．われわれは，過去18年間に

日赤医療センターとおくつ整形外科クリニックで

5820手に対してUSEsystemを用いた内視鏡手術

を行なった．そして単に臨床症状の改善だけでな

く，内視鏡下手根管開放術に際して「根拠に基づ

いた医療」の観点と，最小の健常組織損傷で神経

の機能回復を最大限に引き出すためにはいかなる

組織を切離すれぱ良いかを，術前，術後の手根管

内圧測定結果ならびに一部の症例においては正中

神経内圧測定結果から判定してきた．その結果，

内視鏡下手根管開放術は，健常組織損傷を最小限

とすることができる根拠にもとづいた術式である

と同時に，神経の完全な除圧を行なう事で，患者

の疾患に対する愁訴を早期に軽減でき，また，早

期に社会復帰が可能となることが明らかとなっ

た．われわれの行なっている完全な内視鏡下手術

法および手術成績について報告する．
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2-S2-5

小皮切による直視下手根管開放術

OpenCarpalTunnelReleasewithaSmall
Incision

'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1，津下健哉11木村修司2

【はじめに】手根管症候群に対する手根管開放は，

手掌から前腕末梢に及ぶ従来の皮切で安全かつ確

実に行える．しかし，この方法では術後の創部痛

のために社会復帰が遅れたり，手関節部に肥厚性

嬢痕や有痛性嬢痕を生じ問題となることがあり，

1980年代後半より小皮切による直視下開放術，

鏡視下開放術などの最小侵襲外科的手技が開発さ

れてきた．このうち直視下開放術では，手根管掌

側の皮層や皮下組織の損傷を軽減させる目的で手

掌部の皮切をより小さくする試みが行われてお

り，我々も1997年以降，手掌部の小皮切から手

根靱帯切離刀を用いた皮下手根管開放術（部分直

視下開放術）を施行している．今回，その有用性

と問題点について検討する．

【症例と手術方法】当科で施行した手根靱帯切離

刀による皮下手根管開放術は65例75手（特発性

症例：46例49手，透析症例：19例26手）であ

る．手術は局所麻酔，あるいは腋窩伝達麻酔下に

環指僥側線上で横手根靱帯末梢部に1.5cmの皮切

を入れ，皮下組織と手掌腱膜を鈍的に分けたのち

に正中神経を確認．神経の尺側で横手根靱帯と手

掌腱膜，屈筋腱の間を丁寧に剥離したのち，手根

靱帯切離刀で横手根靱帯を選択的に切離する．こ

の際，必ず直視下に靭帯の完全切離を確認する．

使用した切離刀はhdianaTome(Biomet社製）と

Knifelight(Stryker社製）の2種類であった．

【結果ならびに結論】全例で術前のしびれ，知覚
障害は軽快した．局所の圧痛は術後2ヵ月以内に

消失し，肥厚性綴痕，有痛性嬢痕を認めた症例は

なかった．浅掌動脈弓，正中神経，屈筋腱等の合

併損傷はなく，術後にRSDを生じた症例もない．

手根靱帯切離刀を用いて手掌部の小皮切から横手

根靱帯を選択的に切離する皮下手根管開放術は，

安全かつ確実に手根管の開放ができ，低侵襲手根
管開放術として有用である．

2-S2-6

母指CM関節症に対する関節鏡視下手術

ArthroscopicSurgeryfOrtheThumbCarpo-

metacarpalJointArthritis

'木原整形外科医院，2聖マリアンナ医科大学整形

外科

○木原仁11別府諸兄21笹尾三郎21

木村元2，青木治人2

【目的】関節鏡を用いた低侵襲手術手技が手の外

科領域でも定着している．我々は母指CM関節へ

関節鏡を施行するにあたり安全な刺入点の解剖学

的検討を行った．その結果を踏まえ1995年4月

より関節鏡を導入してきた．今回，母指CM関節

症症例（以下OA例）に対して鏡視下関節形成術

を行った症例の長期成績について報告する．

【対象・方法】症例は8例で，女性6例，男性2例，

手術時年齢は23歳から80歳，平均56歳である．

OA例の内訳は一次性OA例が6例，二次性OA例

が2例で，術前病期はEaton分類によるとstage2

が5例,stage3が3例であった．手術は伝達麻酔

による外来手術で行った．母指CM関節の直上で

長母指外転筋の背側と掌側の2ヶ所に刺入点を作

製し，関節鏡と手術器具を交互に入れ替えながら

大菱形骨の辺縁に形成された骨鰊切除と関節面の

部分切除を行った．切除後に生じた間隙には長掌

筋腱を充填した．これらの症例に対して直接検診

と電話検診を行った．術後経過観察期間は1年6

ケ月から5年3ケ月，平均2年11ケ月である．

【結果】全例に除痛が得られており，患者の満足

度も高かった．握力やピンチカも術前より増加し

ており，またx線上関節症変化が進行していた症

例はなかった．術後合併症は僥骨神経背側枝の刺

激症状と長掌筋腱が皮下結節となり部分切除した

症例が各1例あった．

【考察】本法は関節鏡を使用するため，関節裂隙

の拡大が困難な症例は適応外と考える．よって手

術適応はEaton分類のStage3までと考えている．
関節鏡手術は皮切が小さいため整容面においても

有用な方法と考えるが，施行の際は周辺解剖を熟

知しておくことが重要である．なお鏡視下母指

CM関節形成術はまだ本邦において報告はない．
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2-P5-1

Dupuytren拘縮modelにおけるinterferon-
γの影響--薬物治療のための実験的研究一
MannerofDownregulationofaSmooth

MuscleActinbylnterferon-7,inDupuytren
ContracmreModelCen

'春秋会城山病院整形外科，2大阪医科大学微生物

学教室，3大阪医科大学リハビリテーション科，

4大阪医科大学整形外科

○田中公生11佐野浩-21田中一成31

弓場一秀4，阿部宗昭4

【目的】interferon)'(IFN)')は,Dupuytren拘縮

に対して,pilotstudyにおいて局所注射による治

療効果の可能性が示されており，共同研究者の田

中らは第44回の本学会においてinvitroでの

Dupuytren由来線維芽細胞に対して,I剛γのα‐
SmoothMuscleActin(qSMA)産生抑制を証明

した.今回，その作用機序の解明を目的として，

線維芽細胞にTGF61を反応させたDupuytren拘

縮model細胞を作製し，それに対するI剛γの影

響について調べた．

【対象及び方法】ヒト胎児線維芽細胞(WI-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@1を反応させたもの，

(3)培養初期にTGF81を反応させた後に1mγ

を反応させたもの，（4）培養初期にTGF"1と同

時にFNγを加えたものを比較した．細胞固相化
酵素免疫法(EIA)にてαSMAの定量を行った．

またそれぞれのモデルのaSMA-mRNA量をPCR

法で調べた．

【結果】EIA後の吸光度は(1)0.11±0.02(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IFNγを加え
ると,qSMAの産生が著しく抑制された．培養

初期にTGF61を反応させた後にⅡTNγを反応さ
せた場合にもαSMAの産生が抑制された.PCR

法の結果からはIFNγはmRNAレベルでのα

SMA産生を抑制していた．

【考察】TGF"1は筋線維芽細胞の指標となるα

SMAを誘導するサイトカインであり,Dupuytren

拘縮例での局所濃度も高く，その病態に関与して

いると考えられている．本実験結果からⅣNγは

TGF61のαSMA産生誘導を強く抑制するもの

と考えられた．このことよりⅣNγ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，臨床応用としては術後再発予防に効

果を有すると考えられた.Dupuytren拘縮由来細

胞株に対するMγの影響についても言及する．

2-P5-2

Dupuytren拘縮の術後成績に関与する因
子一予後と関連した新しい病期分類一

CriticalFactorsforSurgicalResultsof

Dupuytren'sDisease,ANewClassification
RelatedtoClmicalResults

'千葉大学整形外科，2千葉市立青葉病院，3佐倉

整形外科

○阿部圭宏1，六角智之2，大渕聡巳3，

廣田延大11國吉一樹！

【目的】Dupuytren拘縮に対する術式として本邦で

はsubtotalfasciectomyが普及しているが，しばし

ば屈曲拘縮の残存やあるいは再発，進展などの成

績不良例が存在する．欧米ではsubtotal

fasciectomyの他，屈曲拘縮の強い症例に対しPIP

関節の形成術や，骨切りの併用が，また再発の

riskの高い症例に対してはdermofasciectomyが用

いられる等様々な術式が行われている．しかしな

がらriskの評価に関しては具体的な方法がなく，

術者の経験による部分が多いのが実情である．当

研究の目的は術前にriskを予測し，治療方針のガ

イドラインを設けることである．

【対象と方法】当院と関連施設で行ったDupuytren

拘縮手術例を対象とし，以下の項目につき検討し

た．1）術前拘縮角と拘縮改善率との相関分析2）

Dupuytren'sdiathesisと再発，進展との関係を統計
学的に分析しriskfactorを同定．3)Riskfactorと

同定できたものに対し，鋭敏度，特異度，オッズ

比を算定．

【結果】1)MP関節では術前拘縮角と拘縮改善率

との間に相関関係はなく,PIP関節では負の相関

関係がみられ統計学的に有意であった．2）再発，

進展のriskfactorとして，統計学的に有意であっ

たのは，両手罹患，小指罹患，若年発症,ectopic

lesionの合併,榛側指罹患であった.3)両手罹患，

小指罹患は鋭敏度が高いが，特異度は低く，若年

発症,ectopiclesionの合併，榛側指罹患は，鋭敏
度は低いが，特異度が高かった.4）オッズ比は

両手罹患，小指罹患，若年発症に比べ,ectopic

lesionの合併，僥側指罹患の方が高い値を示した．

【結論】予後と関連した新しい病期分類を考案し
た．
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2-P5-3

Dupuytren拘縮に対する部分的開放療法
の検討

ClinicalAnalysisofPartialOpenMethodin

themeatmentofDupuytrenContracture

'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，ヨ国立栃木病院整形外科

○亀山真'，森澤妥!，吉川泰弘2，

西脇正夫2，吉田宏樹，

【目的】Dupuytren拘縮の手術療法として，我々 は

皮下の索状硬結を直視下に切除した後，創の一部

のみを閉鎖する開放療法を行なっているので，治

療の実際と成績を紹介する．

【対象および方法】対象は1994年8月以後に本法

を施行した19例20手（男18例，女l例）で，8

例は糖尿病であった．年齢は46～77歳（平均62

歳)，罹患指は示指2，中指5，環指11,小指14,

Meyerdmg分類は1度9手,2度4手,3度7手，術

前の罹病期間は10カ月～8年（平均3年）であっ

た．手術は，まず指列ごとに手掌の皮線に平行な

切開を数箇所加え皮下トンネルを作成し，索状硬

結を近位から切離翻転した．遠位手掌皮線より固

有指部にかけては，皮線に沿った切開とこれを斜

めに交通する切開を加え，皮弁を翻転し神経血管

束を確認しながら病巣を切除した．皮線に沿った

切開は開放のままとし，斜めの切開のみを縫合し

た．9手では皮弁先端の壊死を防ぐ為，斜めの切

開をedgeの手前までとした．指関節の自動運動

は術後3日目より積極的に行い，夜間のみシーネ

固定を行った．

【結果】術後観察期間は3カ月～3年(平均2年3カ

月),創の治癒には平均26.9日を要したが,多くは

3週以内にdressmgを解除できた.創の開放部は全

例正常の皮層隆線に囲まれた細い線状嬢痕で治癒

した.石川らの％改善率は平均69%,Tubianaの評

価ではverygoodl2手,good5手,伽3手であった．

【考察】本法は，従来の横切開のみによる開放療

法に比し，固有指部の索状硬結に対する十分な展

開，切除が可能である．創の部分的縫合は創縁に

緊張がかかりにくく，このため皮弁の血流を極力

温存でき，術後に瘻痛を惹起することが少ない．

【結論】部分的開放療法は，閉鎖療法で時に問題

となる感染，血腫，浮腫，皮弁壊死を防止しなが

ら，術後早期より自動運動を積極的に遂行できる

有用な治療である．

2-P5-4

Dupuytren拘縮におけるPIP関節の術後
成績

PostoperativeFunctionofPIPJointin

Dupuytren'sContracture

広島大学整形外科

○鈴木修身，石田

横田和典，越智

治，砂川融，

光夫

【目的】Dupuytren拘縮では，手術により関節可動

域が改善されるため患者の満足度は高い．しかし，

術前にPIP関節に強い屈曲拘縮がある場合には治

療が困難なことがある．

【対象および方法】1988年以降の手術例で，術前

にPIP関節に30.以上の屈曲拘縮を認めた症例の

うち，直接検診できた14例17手24指（男11名，

女3名，手術時平均年齢68歳）を対象とした．

罹患指は小指が16指，環指が6指，中指が2指で

あった．手術では一部健常部を含めて病的腱膜を

完全に切除した．術後経過期間は1～15年（平

均7年）であった．

【結果】Tubianaの判定基準でverygoodが9指，

goodが7指,fairが3指,poorが5指であった．

PIP関節の屈曲拘縮の平均値は術前49.が調査時

25。となっており，15.以下のものが12指，45。

以下のものが9指,残りの3指は75.,90.,90.で

あった．術前の拘縮が90.以上と高度なものの中

には，循環障害のため術中に完全伸展できないも

のがあった．また手術時にほぼ完全な伸展を得て

いながら後療法が継続できず再拘縮をきたしたも

のもあり，成績不良であった3指では手術時の最

大伸展は-15.程度が可能であったにもかかわら

ず術後に再拘縮した．屈曲拘縮が20｡程度であれ

ば本人も自覚せず臨床上問題になることは少なか

ったが，30.を超えると多くの例で愁訴となって

いた．本症の後療法では長期の指伸展位での外固

定が必要となるが，調査時に握力が著しく低下し

た例や，伸展拘縮をきたした例はなかった．

【考察・結語】PIP関節を十分に伸展するように

するには，病的腱膜の切除のみならず，掌側板の

解離，側副靱帯の切離が必要であった．また術中

に伸展が可能になっていても再び屈曲拘縮をきた

すことがあり，本症に対する後療法には注意が必

要である．
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縦皮切にZ形成を加えたDupuytren拘縮
手術の成績

ResultsofSurgicalTreatmentfOrDupuytrenis
Contracture

山形大学整形外科

○井上林，高原

土田浩之，荻野

政利，柏英雄，

利彦

【目的】縦皮切にて部分手掌腱膜切除を行い,Z

形成を追加して閉創を行ったDupuytren拘縮手術

の治療成績を検討した．

【対象と方法】1997年から2003年に当科で手術を

施行した25例28手を対象とした．男性24例，女

性1例であり，手術時年齢は53歳から83歳（平

均68.6歳）であった．罹患側は右16手，左12手

で，罹患指は小指18指，環指18指，中指3指，

示指2指，母指2指であった.Meyerding分類の

Einarsson変法による術前の重症度は,0度1手,1

度14手，2度7手，3度6手であった．治療成績

は,MP関節とPIP関節の伸展制限角度を計測し，

Tonkinらの方法に準じて拘縮改善率を計算した．

またTubianaの評価基準を用いて総合的な評価を

行った．術後経過観察期間は3カ月から24カ月

(平均9.5カ月）であった．

【結果】拘縮が術前よりも悪化した症例が2例2指

あり，それぞれ小指MP関節と環指PIP関節であ

った．罹患関節別にみると伸展制限角度は術前が

MP関節5～120｡(平均50.0｡),PIP関節5～

120。(平均56.1。）であり，術後はMP関節0～

25。(平均1.9｡),PIP関節0～75｡(平均18.3｡)で

あった．拘縮改善率はMP関節が96.7%,PIP関

節が71.6％，全体では78．8％であった．罹患指

別にみると拘縮改善率は小指78．0％，環指

91.4％であった.Tubianaの評価基準では,very

goodが11手,goodが14手,fairが3手,poorが0
手であった.全例で一期的に創閉鎖が可能であり，

皮膚移植を必要とした例や術後に皮膚壊死を生じ

た例はなかった．1例で術中に指神経を損傷し縫

合を行った．

【考察】病的索状腱膜の直上に縦切開を加える方

法は，皮切の決定が容易であり，また視野が広い

ため，病的索状腱膜の切除と神経血管系の確認を

直視下に行える利点がある．拘縮が高度な症例に

対してもZ形成を加えた一期的な閉創が可能であ

り，治療成績も良好であった．
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孤高の外科医ギヨーム・デユピユイトラン男爵（1777～1835）

Bal-OnGuillaumeDUPUYTREN(1777～1835),ASolitarySurgeninGlor)

福岡整形外科病院

小林晶

手の外科領域では人口に膳炎している，ギヨーム・デュピュイトラン男爵(BaronGuillaume

DUPUYTREN)は1777年10月5日フランス中西部リモージユ近郊のピエール・ビユフイエール村に生ま

れた．父は弁護士で，祖父より3代前までは外科医であった．

彼は当時の無敵で栄光に輝いたフランス陸軍に憧れたが，父の強い勧めで医師となった．生涯のうち，

8つの政治体制を経験するという動乱の時代を過ごした．

わが国でいえば，「解体新書」出版(1774)を契機にして蘭学が勃興し，緒方洪庵の適塾創設(1838)

に至までの期間に相当する．

医学を志しパリのシャリテ病院で解剖学を中心に学び，黄金時代を築き始めたフランス医学の中で，多

いに外科手術学に興味をもった．当時は外科医と理髪外科医の融和が漸く見られ，内科学の下に見られて

いた外科学の地位も向上してきた時代である．

臨床の基礎として病理解剖学を精力的に学び,1802年以後オテル・デイウで活躍し，ここが終生の職

場となった．数々のコンクールを突破して,1812年手術外科学の主任,1815年主任外科医となり教授に

就任する．時に38歳であった.1821年には多くの業績と王家出身者の治療に尽力した功績により男爵を

授けられた．

デュピュイトラン自身が生涯自分で執筆した論文はそれほど多くはない．大部分は臨床講義を筆記して

発表されている．有名な拘縮も講義を弟子のパイヤールとマルクスが筆記して，「手掌腱膜の疾患に続発

する指の収縮について－病像，有効な手術法一オテル・デイウ外科報告」という題のもとに,1831年

発表したものがオリジナルである．本疾患を‘|曼性外傷による発症とし，解剖所見，手術法を詳述し，決し

て不治のものではないことを力説した．

この拘縮については，既にイギリスのクライン（1777)，クーパー（1822）の報告が文献的には知られ

ていた．デュピュイトランはイギリスでクーパーに直接会っている．フランスでも彼の師の一人ボワイエ

や他にもこの疾患を記述していたのに，デュピュイトランー人の冠名になった．この辺りには，当時のフ

ランス医学の高い水準や，彼の悪名高かった性格が関係しているようである．

拘縮以外の業績では，足関節部の骨折，世界最初の下顎骨切除結腸癌手術，動脈結紮術などの他に，

多数の考案した手術器具が知られている．

彼は実際，外科臨床面に関しては当時ヨーロッパ全体に名を轟かせ，その学識経験，手術の巧みさに

並ぶ外科医はいなかった．文学界でもバルザックは多数の作品の中に，デュピュイトランをモデルにして

登場させている．しかし，ナポレオン軍の軍医長だったペルシーが「デュピュイトランは外科医としては

最高であったが，人間としては最低であった」と酷評したのが，最も印象に残る言葉である．それほど確

執が多かった．

デユピユイトランは1835年2月8日膿胸により死去，葬儀の模様をドーミエが描いている．壮大な墓は

パリのペール・ラシェーズ墓地にある．
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FracturesoftheDistalRadius,ContemporaryPerspectivesin2004
"

一

JesseB.JupiterM.D.

HanSjorgWyssProfessorofOrthopaedicSurgely,HarvardMedicalSchool,BosIon,

Masachusetts,USA

Fracturesofthedistalradiusaresocommonthattheyarebecommgapublichealthissueinmanydevelopedcountries.Among

womanovertheageof60years,theriskoffracmreisl7%comparedtol4%fbrahipfracture.Furthennore,inoldernlentherisk

ofhavingahipfractureafteradistalradiusfractureistwicethatoffemales.Inyoungeradults,thereisanincreasingnumberof

fracturesduetohighenergytraumawithassociatedwristanddistalradioulnarjointinjury.Unforiunately,theexistingliteratureis

generallypoorasmosttrialsaresmall,havemethodologicshortcomings,andarenotstandardizedusingnon-validatedfunctional

outcomes.Oneofthebetterpl･ospectivestudybyKrederet.a1.suggestedextemalfixationtoprovidebetterresultsinthetreatment

ofintraarticularfractureSthanintemalfixation.

Anumberofdevelopmentshaveoccu汀edoverthepaStdecadethathaveexpandedourundersiandingofthediStalradius

fracture.RadiologicadvancessuchasCTscanningand3-DCThavegreatlyexpandedtherecognitionofthevarietyoffracture

pattemsandtheaccuracyofthesefindingShavebeendocumentedinanumberofclinicalstudies.Classificationsofdistalradius

fractureshaveevolvedfTomSimpleeponymicdescnptionssuchasColles'orSmith!sfi･acturestofractureclassificationssuchas

thatofFemandezwhichisbasedonthemechanismofinjury.Inaddition,fracturestabilityhasnowbeencharacterizedby

definingthestmcturalcomponentsofthedistalradiusascolumns--radial,intennediate,andulnar.

Therecognitionofassociatedcarpalligamentinjuryhasgreatlyinnuencedmanagementdecisions.CertainX-rayprOjectionsof

camalalignmentordistalradiusfracturepattemswillsuggestaconcomitantcalpalligamentinjurywhichcanbeconfinnedwith

wristarthroscopyandtreatedeffectively.So,too,withinjulytothedistalradioulnarjoint.Acuteinjuryofthisjointmayaffect

articularsurfaceS,ligamentsandTFCC,andsecondarystabilizersofthejoint.TheseinjuriescanbeSubdividedintostable,

unstable,andpotentiallyunstable.

Therehasalsobeenmajordevelopmentsinimplantsdesignedspecificallyforthedistalradius.Theseincludethosewithlocked

screwsprovidingangularstabilityevenforosteoporoticbone.Thishasexpandedtheindicationsforstableintemalfixationto

includeunstablearticularfracturesintheolderagebutfUnctionallyactiveindividua1.Wereviewedandpublishedaseriseof

intemalfixationin25activepatientswithanaverageageof67years.Allhadfailedclosedtreatmentandtheirfractureswere

displacedandunstable・AllfractureShealedafterintemalfixationwithoutimplantlooseningorfailureand89%hadgoodto

excellentresults.

Morerecently,wehavedevelopedwiththeAOasetofimplantsdesignedspecificallyfOrtheanatomicalshapeofthedistal

radiuswith''lockediiscrewheadswhichprovideangularstabilityfbrpredictablefixationeveninostoeporoticbone.Theseimplants

allowmanydorsallydisPlacedfracturestobetreatedfromavolarapproachlimitingthepotentialproblemoftendonirritation.We

havefbllowedprospectivelyoverl20patientsoveral2monthperiodwithencouragingresultstodate.Allfractureshavehealed

withoverallgoodtoexcellentfilnctioninmostandlimitedcomplications.

AnadditionaldevelopmentlbrtreatmentofthesefracmreshasbeenNoriancementandotherbonesubstitutes.Norianplace

PercutaneouslyinselectedfractureshasshowngreatpromisefOrmaintenanceofaligmnentandearlyfunctionalresults.

Unfortunately,complicationsassociatedwithdistalradiusfracturesarenumerousandcontinuetopresentproblemsfOrboth

patientandsurgeon.

MalunionrepresentsthemostcommonproblemandmayrequiresurgicalcolTection.Newmethodsofpreoperativeplanning

includingcomputerassistedmodelling,improvementsinimplantandsurgicaltecmiques,andrecognitionthatintraarticular

defOnnitiescanalsobecoITected--haveallledtoimprovedoutcomesfOllowingdefbnnitycolTection.
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UpdatesonTreatmentofMalunitedDistalRadiusFractures

JaiyoungRyu,M.D.

Professor(Tenured)andChief,HandandUpperExtremity

Service,Dept.ofOrthopedics,WestVirginiaUniversity,

MorgamOwn,WestVirginia,USA

DespitetheculTenteffbrttogainanatomicalreductionofdistalradiusfractureswithmoreaggressivetreatment,

malunionremainsthemostfrequentcompliCation.Patientsoftenwillnotepainanddiscomfbrtweekstomonths

aftertheinitialtreatment､astheyincreasethemotionandlevelofloadingofthewrists.

TaleisnikandWatsonwelldocumentedthatsymptomaticmid-calpalinstabilitywilldevelopifthereisexccssive

dorsaltiltofover23degrees.SymptOmsmayincludetendemessoverlunocapitateandtriquetrohamatejomts.A

painfUlaudiblesnapoftenresultsfromactiveulnardeviationwithfbreanninpronation.Somelossofpalmarnexion

isusuallypresent,andgripstrengthisusuallydecreasedby50%.ProperopeningwedgeosteotomywillcoITectthe

mid-carpalinstability・Differentsurgicaltechniquesandtheirprosandcons,alongwithcautions,willbediscussed.

Excessiveradialsholteningorlossofradialinclinationwouldbemorelikelytoaffectdistalradioulnarjomt,limiting

pronosupmatlon・Lengthening,alongwithopeningwedge,ofdistalradiusmaybeindicated.IfDRUJremains

incongruentorulnarplusdefbrmity/impactionispresent,matchedulnarresection,obliquehemiarthroplasty,darrach

procedure,orSauve-Kapandjiproceduremayneedtobeadded.

MaluniOnofintra-artiCular廿actureofthedistalradiusisaquitedifibrentproblem,becauseitoftenproducespost-

traumaticanhritis・Differentsurgicalprocedureshavebeenusedtotreatthistroublesomecomplication.Among

them,proximalrowcarpectomyandradioscapholunatefusionhavebeenthemostpopular.

Proximalrowcarpectomy,however,resultsinatleasttemporaryweaknessduetothelengtheningeffectonallwrist

andfingerextrinsictendons.Inmostcases,itcannotbedonebecausethelunatefOssaisdamagedorarthritic・Even

ifthelunatefossaissparedfrommalunionoralthrosis,thenewlycreatedradiocapitatejointisincongruentandlater

arthrosisistheruleratherthantheexception.

Wedividethewristintotworows,andthus,haveafalsenotionthatradiocarpalandmidcarpaljointscanfunction

independemly.So,itseemslogicaltofUsethedamagedradiocarpaljoint,expectingthemidcaIpaljointtoproduce

limitedbutpainlessmOtion.However,whenrealizingtheSTTandlunocapitatejointsareatdifferentlevels,and

thuscannotshareacommoncenterofrotation、itbecomesclearwhvonehasvirtuallvnonexion-extensionmotion
ジ ー

afterradioscapholunatefusion.Themotionisminimalandonlyintheradioulnardirection.Thisnon-fUnctional

motionalsoproducesexcessivefrictionatthescaphOcapitateandlunocapitatejoints,andthesejointswillbecome

arthriticlater、

Thebetterchoiceisaradiolunatefusionwithexcisionofthescaphoidandtriquetrum.Thismaintainsthecarpal

height,thusproducingnoweakness.Thedamagedradiolunatejointisincorporatedintofusion,andthe

radioscaphoidjointdoesnotexistanymore.Theresultantmotionisproduced廿omthenormal,congruent

lunocapitatejoint,withoutanyinterferencefromlhescaphoidortriquetrum.Surgicaltechniqueandprelmmary

resultswillbediscussed.
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僥骨遠位端骨折変形治癒例における手関
節バイオメカニクスの変化

BiomechanicalChangesintheWristwith
MalumtedFracmreoftheDistalRadius

大阪市立大学大学院整形外科学

○香月憲一

榛骨遠位端骨折変形治癒における手関節バイオメ

カニクスの変化を,cineradiographyを用いた運動
解析と感圧フイルムを用いた屍体実験の結果につ

いて検討するとともに，最近の遠位僥尺関節にお

ける影響に関する報告につき考察を行った．

僥骨遠位端変形治癒骨折では僥骨軸に対する僥骨

遠位関節面の傾斜角度に変化が生じるとともに僥

骨短縮による尺骨相対長の増加をきたす．レント

ゲン側面像における僥骨遠位関節面の榛骨軸に対

する傾斜角度をdorsaltnt(DT),正面像における

傾斜角度をradialinclination(m),尺骨相対長を

ulnarvariance(UV)とすると，変形治癒骨折患

者では変形の程度が大きくなるほどDTとUVは

増加,RIは減少し，見かけ上の手関節可動域は

背屈域と僥屈域は増加，掌屈域と尺屈域は減少す

る．しかし，変形治癒による影響を補正した値で

みると，むしろ掌屈域と尺屈域が増加，背屈域と

僥屈域が減少していた．Cmeradiographyによる解
析結果から，変形治癒によって手根中央関節で過

大な代償性掌屈および尺屈が生じていることを意

味することがわかった．

感圧フイルムを用いた実験では，僥骨手根関節に

おける手根骨の圧分布は掌側から背側に移動し，

その面積は減少，強い変形を残すと僥骨手根関節

において，より背側の狭い範囲で強い圧集中が起

きていることがわかった．尺骨相対長を変化させ

るとUVがminusまたはZeroではulnocarpaljoint

に圧集中はないが,plusのモデルでは強い圧集中

が生じており，臨床的なTFCC損傷や尺骨突き上

げ症候群との関連が示唆された．

榛骨遠位端骨折の合併症の一つに遠位僥尺関節不

安定症があるが，その発生頻度や程度は必ずしも

僥骨遠位端骨折変形治癒の程度とは一致せず，高

頻度に合併するTFCC損傷や周囲軟部組織の損傷

程度に関連すると考えられた．

2-P6-2

僥骨遠位端骨折変形治癒後の手根骨の配

列異常

ChangesofCarpalAlignmentduetoDistal
RadialFracmre

名古屋大学手の外科

○堀井恵美子，矢崎尚哉，建部将広，

中村蓼吾

僥骨遠位端骨折変形治癒後の手関節障害として

は，僥骨手根骨間関節(RCJ)に起因する障害と

遠位僥尺関節に起因する障害とが考えられる.主

にRCJでの機能障害の病態を明らかにする目的

で，変形治癒例のX線解析，および荷重伝達の変

化を解析し，これを実験データと比較検討した.P

対象：変形治癒症例の正面・側面xpより,volar

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

scaphoidangle(RSangle),capitatetranslationratio

(CTR),radialinclination(RI),carpalulnar
distanceratio(CUDR)などのパラメーターを測

定した.さらに，骨切術を施行した症例について，

術後の各パラメーターの変化を測定した．

3DRBSMを用いて，変形治癒例におけるRCJで

の荷重分布の変化を,正常手関節と比較検討した．

【結果】VTの減少（背屈変形が高度になる）に従

V,RLangleも減少し，有意な相関を認めたが，

RSangleとの間に相関は認めなかった．CTRも

VTと有意な相関を認めた．骨切術によりVTを

矯正するとmangleも矯正されたが，受傷後長期

経過例ではRLangleの改善は少なかった.僥骨遠

位関節面の変化に伴い，荷重中心の変化はみられ

たが，有意な尺骨への荷重の移動は明らかではな

かった．

【考察】僥骨月状骨間は強固な靭帯により安定し

ており，基本的に僥骨関節面とともに回転し，舟

状骨は前腕軸に対して比較的安定していた．実験

的に,RCJでの手根骨の異常の生ずる場合と，手

根中央関節で異常の生ずる場合と2パターンが報

告されているが，臨床例では手根中央関節での異

常を呈する症例が多かった．このような配列異常

が長期に存在することにより二次的な靭帯の脆弱

化が生じ，手根不安定症の発症する可能性が考え

られた．
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OpenReductionandinternalFixationof
UnunitedFracturesoftheDistalRadius

'Dept・ofHandSurgery,Rhoenklinikum,Gennany,

2DepartmentofOrthopaedicSurgery,Universityof

Berne,3HarvardMedicalSchoolHandandUpper

ExtrentyService

○KarlPrommersberger',DiegoFernandez2,

JesseJ叩iter3,DavidRing3,UlrichLanz!

【序論】Nonumonofthedistalradius-oncethought

tobeexceedmglyrale-arenowhequentlydiscussed.

Mostauthorsadviseagainstattemptstogainhealmg

whenthedistalhagmentislessthan5mnl加etersm

size,suggestmgtotalwristfUsionmstead.

【方法】Twenty-threepatientswithnonunionofthe

distalradiushadORIFandautogenousbonegraftmg

inanattempttohealthefracture・Tenpatientsin

whomthedistalfifagmenthadlessthan5mⅡ加eters

ofsubchondralboneatthelunatefacet(Groupl)were

comparedwiththel3patientswithalargerdistal

fragment(Group2)inregardtobonehealing,

radiologicalandclncaloutcome.

【結果】InGroupl,onepatientfailedtohealthe

fiacnn･eandhadwristfilsion.hGroup2,twopatients

developedadvancedradiocarpalarthritisandone

patienthadlossofalignment.Postoperativenexion

averaged43｡andextension34｡mGrouplcompal℃。

with41｡and44｡mGroup2.Pronationaveraged76o

andsupination64｡intheGrouplcomparedwith

73｡and59｡mGroup2.AtanaveragefOnow-upof30

months,therewasnosignificantdifferenceinthe

radiologicalortheclmcaloutcomebetweenthesetwo

groups.

【結論】Thesedatasuggestthatoperativeattemptsto
gainunionofanonunionofthedistalradiusare

worthwhileevenwhenthedistalfragmentissmall.

Surgeonsshouldtrytopreserveevenasmallamount

ofwristflexionandreservewristfUsionasafinal

resort．

2-P6-4

僥骨遠位端骨折変形治癒に対する矯正骨

切り術の治療成績

CorrectiveOsteotomyfOrMalumtedFractures
oftheDistalEndoftheRadius

!ながたに整形外科，2愛野記念病院整形外科，

3いまむら整形外科，4五島中央病院整形外科

○長谷芳文!，貝田英二2，今村宏太郎3，

角光宏4

【はじめに】榛骨遠位端骨折変形治癒は種々の愁

訴を残すことが認識され，積極的に手術が行われ

ている．我々は，僥骨の関節面の傾斜異常により

手関節痛，可動域制限，握力低下が認められる症

例に対して僥骨矯正骨切り術を行っており，その

治療成績について報告する．

【対象および方法】対象は1991年から手術を行っ

た17例18手関節で，男性12例，女性5例，年齢

は平均46歳，受傷から手術までの期間は平均5

カ月，関節面が背側転位しているColles型変形治

癒は15手，関節面が掌側転位しているSmi曲型は

3手であった．手術はColles型では背側から，

Smith型では掌側からのアプローチで，僥骨の

openwedgeosteotomyと腸骨からの骨移植術を行

った．ulnaplusvarianceが大きな症例には尺骨短

縮術またはSauve-Kapandji法を追加した．術後成

績は斎藤の自覚的評価で瘤痛の判定を行い，可動

域，握力の対健側比を術前後で比較した．x線写

真ではpalmartilt,ulnavarianceを計測した．経過

観察期間は平均24カ月であった．

【結果】癖痛は9手で完全消失，重労働後に時々

瘻痛を訴えるもの8手，1手で瘻痛のため活動の

制限が認められた．手関節掌背屈可動域は術前平

均84度が術後平均137度に，前腕回内外可動域

は術前平均113度が術後平均159度に改善した．

X線学的にはpalmartiltがColles型で術前平均-

27度が術後平均4度に,Smith型では術前平均30

度が8度に改善した.ulnavarianceは術前平均

6.3mmが術後平均l.4mmとなった．

【まとめ】榛骨遠位端骨折変形治癒例に対して僥

骨矯正骨切り術を行い概ね良好な成績が得られ

た．
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僥骨遠位端骨折変形治癒例の治療一手術

適応，手術法，成績に関して－
TreatmentofDistalRadialMalunion

北海道大学大学院医学研究科高次診断治療学専攻

機能再生医学講座整形外科学分野

○三浪明男，岩崎倫政，石川淳一，

吉岡千佳，山根慎太郎

【目的】僥骨遠位端骨折後の変形治癒例では，瘻

痛や可動域制限，握力低下などが問題となること

がある．我々はこれまで変形治癒例に対して，積

極的に矯正骨切り術による治療を行ってきた．今

回その成績について検討し手術適応，手術法など

について報告する．

【方法】対象は男6例，女13例，手術時年齢は平

均46歳（19～71歳）であった．骨折型はColles

型15例,Snth型4例で全例関節外骨折であった．

受傷から手術までの期間は平均14.9ヵ月（3～

144カ月）であった．手術適応は原則として

palmartiltがColles型は-15･以下,Smith型は

25.以上とし，痔痛,ADL障害等を考慮して決

定した．手術はFernandezの方法に準じて全例

open-wedgeosteotomyと腸骨移植を行い,2例に

Darrach法を追加した．全例術後3ヵ月以内に骨

癒合が得られた．術後経過観察期間は平均73カ

月（18～164カ月）で,X線学的評価(radial

inclination,ulnarvariance,palmartilt)とCooneyの

臨床評価基準を用いて評価した．

【結果】手関節痛は13例で消失，6例で軽度の運

動時痛を認めるのみであった．手関節と前腕可動

域は術後有意に改善した．臨床評価はexcellent4,

good8,fair5,poor2例であった．Colles型例のX

線計測ではradialinclinationは16.から21｡,ulnar

varianceは+4.1mmから+2.4mm,palmartiltは

Colles型で-22．から11｡,Smith型では37･から

13.に改善した．臨床評価とX線計測値間では，

術後のpalmartilt値にexellent,goodの成績良好群

と伽r,poorの成績不良群で有意な差が認められ
た．

【結論】今回の調査では術後痔痛の軽減と関節機

能の改善が得られ，僥骨遠位端変形治癒骨折に対

する矯正骨切り術の有用性が示された．

2-P6-6

僥骨遠位端骨折後関節症に対する部分手

関節固定術

PartialRadiocarpalArthrodesisasaSolution

fOrOsteoarthritisFollowingFracturesofthe
DistalRadius

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，前川尚宜

【目的】僥骨遠位端骨折後の僥骨手根関節に発生

した関節症に対して，部分手関節固定術を行った

9例の手術成績を報告し，本手術法の適応と問題

点について検討した．

【方法】対象とした症例は男性8例，女性1例の9

例で，9関節に対して僥骨手根骨固定術を施行し

た．手術時年齢は23歳から70歳，平均41歳で，

罹患側は右7，左2で，7例が利き手側であった．

骨折の分類(Frykman)は,typeⅦが3例，Ⅷが4

例で，2例は不明であった．骨折から手術までの

期間は，4カ月から30年であった．手術は僥骨舟

状骨月状骨(RSL)固定が3例，僥骨月状骨(m)

固定が6例である．骨移植術は不明の1例を除い

て全てに施行し，腸骨からが7例，僥骨遠位端か

らが1例であった．内固定材料としてキルシュナ

ー鋼線を用いたものが5例で，ハーバートスクリ

ューが3例であった．術後経過観察期間は2年1

カ月から33年，平均9年2カ月である．

【結果】全例において3カ月以内に骨癒合が得ら

れ，追加骨移植を要したものはなかった．術後の

手関節痛は6例が全く消失し，残りの3例で減弱

したが，後者のうち1例は後日手関節痛が再度増

強し，関節症の増強を認めたために術後79カ月

目に手根中央関節の固定術を追加した．手関節の

掌背屈域はRSL固定群で術前50.から術後35°に

減少し,RL固定群では術前72.から術後76.に改

善した．握力はRSL固定群で術前7kgから術後

18kgに,RL固定群で術前16kgから術後27kgに

それぞれ改善を認めた．レントゲンでは3例に非

固定関節の関節症を認めたが，全関節固定術に至

った1例を除き，症状はみられなかった．

【結論】僥骨手根骨固定術は除痛の点で良好な結

果をもたらした．ただし手関節可動域において，

RSL固定術は制限が強く，できれば僥骨舟状骨関

節を除圧し，榛骨月状骨固定にとどめるべきであ

ると考えられた．
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個人開業医における手の外科のrisk

management

RiskManagementoftheOutpatientSurgery

麻生整形外科クリニック

○ 麻 生邦一

無床診療所で年間250例くらいの外来手術を行っ

ている経験から，一人開業医における手の外科手

術のriskmanagementについて述べる．個人開業

クリニックにおいては，初診時に病歴をとり，診

察して診断を決め，治療（手術）を行い，その成

績を判定するまですべて一貫して同一者が行うた

めに，大病院で多くの職種の人たちが関わって起

こりやすい危険は少ないといえるだろう．しかし

麻酔器やmonitorを含めた機器の整備，適正な患

者の選択，安全かつ有効な麻酔法の選択，習熟し

た手術手技など，手術が安全に，かつ成功するた

めに重要なことである.手術の前では病気の説明，

手術の必要性，麻酔法，手術手技，手術のmerit,

demerit,起こりうる合併症，後療法などについて，

十分に説明をし理解してもらう，すなわち患者と

医師との1対1でのinfOnnedconsentがより強く得

られやすいことが開業医の特徴であろうか．手術

中では,monitorでvitalsignをcheckすると同時に，

意識がある状態での麻酔（神経ブロック，局所麻

酔)で行うために患者といろいろな話をしながら，

そして手術所見を説明しながら進行して行くこと

を心がけている．全身状態の把握には患者と話す

ことが最も良いことと考えている．手術後は必ず

電話による連絡をとり，異常はないか，状況を尋

ねることにしている．また不測の事態に備え，後

方病院を確保し，いざという場合にはすぐに対応

してくれる体制を作っておくことも大事なことで

ある．

2-P7-2

当院におけるリスクマネージメント

RiskManagementofOurHospital

北海道整形外科記念病院

○加藤貞利，三浪三千男，近藤真，

永 井 正 弘

【目的】2002年厚生労働省の方針として，医療事

故防止対策の安全対策指針作りや院内の事故を把

握する制度の創設が義務づけられた．当院でも各

部署の代表で構成される，医療安全対策委員会を

置き，患者および職員を医療事故から守るべく活

動している．この機会を得て当院のリスクマネー

ジメントの実際を検討してみた．

【方法】当院においては，平成14年4月からヒヤ

リ，ハットレポートを医局，看護部，薬局，レン

トゲンおよびリハビリ部門の各部署に義務づけて

事故情報の把握に努めている．平成14年4月か

ら平成15年3月までの当院における手術件数は

2779件（うち上肢の手術は1379件:49.6％）であ

った．この間に提出された医療事故およびニアミ

ス事故の報告を分析した．

【結果】医療事故報告の総数は512件であった．

指示などの確認ミスが22％,注射，点滴のミスが

17％，患者の転倒，転落が15％であり次いで服薬

ミスが9％であった．手術日に事故報告が多い傾

向があり，時間帯としては8時から18時の昼の

時間に全体の66％の事故が発生していた．この間

の手術室での事故件数は16件である．術前が4

件，術中が4件，外回りで5件そして看護助手の

事故が3件であった．

【結論】当院は225床を有する整形外科単科の病

院であり，手術件数の多い病院として周術期のリ

スクマネージメントは特に重要である．単科病院

の利点としては，情報伝達がスムーズに行われや

すい点があげられる．事故報告の分析情報をすみ

やかに全職員で共有することで同じ事故の再発防

止に役立てている．医療従事者が常日頃からお互

いに注意を喚起しあうことは，医療機関のミスを

なくするという文化の醸成に寄与する．さらには

医療事故防止のためにリスクマネージメントに徹

底的に取り組むことが，より本質的な医療の質の

向上にも同時に役立つことを強調したい．
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大学病院における手の外科のリスクマネ
ジメント

RiskManagementofHandSurgeryinMedical

UmversityHospital

北里大学東病院整形外科

○小林明正，二見俊郎，只野功，

井 村貴之，藤田護

大学病院の立場から，手の外科領域の手術の際の

リスクマネジメントの現状とわれわれの考えにつ

いて述べる．

I.患者・部位確認など1.入院→手術：平成13

年6月から入院患者全員に患者確認用バンドの装

着を義務化した．バンドには患者ID番号，氏名

が記載され色で血液型などが判明できるものであ

る．装着時には，医師，看護師の複数で確認しつ

つ，原則として手関節に装着している．手の手術

患者には非手術側での装着を徹底し，手術側の誤

りを予防している．2.病棟→手術部：医師，麻酔

医，看護師立ち会いで，手術患者の確認を行う．

3.手術室：複数の手術室があるため，手術室の入

口扉には患者名，手術術式を掲示している．手術

開始時，術者が患者名，手術部位，術式をのべ，

麻酔医，看護師が確認する．手術終了後はX線像

で異物残存の有無等を医師が確認し，サインを行

う．4.手術部→病棟：医師，麻酔医，看護師立ち

会いで，患者確認を行い帰棟す．

Ⅱ、事例の結果患者確認用バンドの装着を義

務化後，当院での手の手術例は585例であった．

本期間中accident,mcidentは経験しなかった．

Ⅲ．研修医などの教育大学病院の使命として

研修医の教育がある．現在，われわれは手の外科

領域のリスクマネジメントは確立されたものを有

していない．今後は教育面の立場からのリスクマ

ネジメントが必須になると考える．

Ⅳ､防止策1．リスクに対する病院全体，自己

意識の改革が必須となる．2.手の手術の際は部位

(左右，指）の確認が重要であるので，二重，三

重の確認を必要とするマニュアルを作成し必ず実

行する.3.Incident報告の開示，発生原因の分析

を行う．4.他人が確認しているだろうという意識

は捨て，コミュニケーションを十分に行い，意思

の疎通を計る，などである．

2-P7-4

医事紛争事例からみた手の外科における

リスクマネージメント

RiskManagementofHandSurgeryDiscussed

onMalpractice

'明治鍼灸大学整形外科，

○勝見泰和11糸井

宇田憲司2

2UdaCmc宇田医院

g',小嶋晃義11

【目的】近年，医療事故に関する数多くの報告がな

され，手の外科においても医療事故に対する防止

策が急務である．そこで医事紛争例から手の外科

領域の事例を調査し，手の外科におけるリスクマ

ネージメントについて検討した．

【方法】1973年1月から2002年12月までの京都府

内での医事紛争例の中で，年齢・性別・状況が調

査可能であった1395例を対象とした．その内訳は

男673例，女722例，年齢は0歳から98歳，平均

39.7歳であった．これらの症例から末梢神経損傷

を含む手の外科に関連する医事紛争事例を抽出し，

個々の症例ごとに事故時の状況などについて分析

した．

【結果】抽出された医事紛争例は143例（男69例，

女74例，平均年齢35.2歳）であった．発生状況で

は，注射時がもっとも多く43例あった．次に手術

時39例，診断の誤り・遅れ23例，保存治療の成績

などの不満11例，管理8例，ギプス時7例，麻酔4

例，分娩時3例，検査時2例，その他3例であった．

注射時に発生した症例のほとんどは採血時に誤っ

て末梢神経内に注射針を刺入したもので，肘部で

正中神経が，手関節部で僥骨神経背側枝が損傷さ

れていた．手術39例では頚部の手術時に生じた副

神経損傷8例などの末梢神経損傷が多かったが，

伸筋腱縫合術後にRSDをきたし医事紛争となった

症例もみられた．診断の誤り・遅れでは骨折の見

落としが多くみられた．事故時の当該科は整形外

科が57例ともっとも多く，次いで外科43例，内科

29例，産婦人科7例，その他7名などであった．

【考察および結論】注射時の医療事故の防止には，

肘部屈側と手関節僥側の局所解剖の熟知が重要で

ある．手の外科における手術時には，末梢神経損

傷やRSDなどの可能性があることを術前に説明す

る必要がある．また診断時には,X線学的所見だ

けでなく理学所見も含めた診断が大切であると考

えた．
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パイロットのリスクマネジメント教育

TheRiskManagementEducationfOrPilots

株式会社TAS創研

○斎藤貞雄

私は，企業や行政体などの社会人教育を専門とし

ている．研修プログラムを開発し実施するのが主

な仕事である．約10年前，全日空のCRMセミナ

ーをパイロットと共同で開発した.CRMとは，

クルーリソースマネジメントの事であり，「安全

で効率的な運航を達成する為に，コックピットで

得られるあらゆる資源を活用しよう」という考え

方にたっている．飛行機事故の70～80％はヒュ

ーマンファクターが原因だと言われている．そこ

にメスを入れようというわけである．過去のイン

シデントやアクシデントを参考にしながら，副操

縦士コース，機長コース，教官コースの各々2泊

3日セミナーを開発した．今では,CRMセミナー

を受講する事がパイロットに義務付けられてい

る．また，鉄道や原子力関係，そして一般企業に

も注目され,社員教育に活用されるようになった．

最近では医療事故防止にも参考にしようという動

きが出始めている．例えばSHFIIモデルは，も

ともとKLMオランダ航空が開発したツールだが，

今では医療関係者にも浸透してきている．全日空

ではそれ以外に，シミュレーターでのフライトを

ビデオに撮り，コミュニケーションやリーダーシ

ップを振り返るLOFrトレーニングや，毎年新し

いテーマに沿ったグランドスクールを実施してい

る．こうした2重3重のトレーニングを実施して

安全の確保に努めている．医療業界は，事故防止

のためにどのような教育を実施したらいいのかを

真剣に考える時期にきている．

2-P7-6

医療現場での法的責任

LegalLiabilitiesorRisksRegardingMedical

Malpractice

弁護士（大阪弁護士会）

○金田朗

一般の交通事故と同様，医療事故を起こした場合には，

民事責任（患者および家族に対する損害賠償責任)，

刑事責任（業務上過失致死傷罪)，行政責任（医師法

上の処分)を問われる可能性がある．比較的最近まで

は，刑事責任が問われる場合というのは，故意に近い

ような極端なケースと考えていればよかったが，この

ところの相談案件を見ているとそう安心していられな

い現状であるし，刑事に連動する形で行政処分も重罰

化傾向にあるので注意が必要である．民事責任につい

ては,診断遅延があったが患者の死亡や後遣障害の発

生は避けられなかったという理由で因果関係がないと

判断され，医療側がこれまで完全勝訴していた，末期

癌の見落しや急性脳炎の診断遅延のような事案につい

ても，最高裁のいくつかの判決により，適切な医療が

行われていれば悪い結果が避け得た「相当程度の可能

性」さえあれば慰謝料を認めるというように有責の流

れが明確になっている（今後は具体的にどのような鑑

定がある場合に「相当程度の可能性」が認められるか

が焦点となる)．加えて，転倒，転落，誤嚥といった

偶発的な看護・介護分野の事故についても，医療施設

内で起きた場合には責任が追求される傾向が出てきて

いるというように，結果が悪く，患者・家族が納得し

ない場合にはクレーム必至という状況になってきてい

るので，医療側も十分な自己防衛体制を整えることが

不可欠である．そのためには，まず，患者への説明，

特に合併症，副作用，予後が悪い場合もあり得ること

は徹底して行うこと，カルテへの十分な記載は言うま

でもなく，診療活動の全て（特に検査データ）につい

て証拠がなければ裁判に負けるという危機意識を持

ち，過剰になることを恐れず，必要か否か迷う場合に

は積極的に検査をして客観的なデータを残しておくこ

と，自分の知識・能力・技術の限界をわきまえて無理

をせず，安易な思い込みを徹底的に排すること，医療

はチームで行っていることを常に意識し，誤解，連絡

ミス，誰かがチェックしただろうというもたれ合いを

根絶すること，が重要である．
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遠位僥尺関節障害に対するSauve-

Kapandji法のX線学的検討
RadiologicalStudyofSauv6-Kapandji

ProcedureforChronicDerangementofthe
DistalRadioulnarJoint

名古屋大学手の外科

○稲垣弘進，中村

中尾悦宏，建部

蓼吾，堀井恵美子，

将広

遠位僥尺関節障害に対しSauve-Kapandji法(SK法）

を行いX線学的検討を行ったので報告する．

【症例および方法】症例は31例で僥骨遠位端骨折

変形治癒20例,Galeazzi骨折4例，遠位僥尺関節

脱臼5例，尺骨突き上げ症候群2例であった．男

性18例女性13例，手術時年齢は平均43歳，術後

経過観察期間は平均70カ月であった.Proximal

UInarStumpに対する腱制動術はSK法施行時に4

例，施行後に1例行った．以上の症例について

UlnarStump(US)の症状，単純X線正側像およ
び術後正側機能撮影像を調査し比較検討した．

【結果】US周辺に症状を訴えたのは14症例であ

り,DistalUSの圧痛12例,ProximalUSの不安定

感または瘻痛5例でそのうち4例は遠位僥尺関節

脱臼例であって術前の不安定性が関与していた．

X線所見では術後RadiouharDistance(RD)は平

均8mm,UlnarDistance(UD)は平均35nmであ

り,RDは術前と比して全例狭小化していた．ま

たDistalUS圧痛例のRDは平均5mm,圧痛なし

例では9mmであり統計学的有意差があった．側

面掌背屈機能撮影でのProximalUSの総変位量は

同部の有症状例平均11mm,無症状例が5mmで

あり有意差があった.Scallopmgは10例に存在し，

正面榛尺屈機能撮影におけるProximalUSの総変

位量はScalloping例は平均10mmであり，ない例

の4mmと比して高値を示し有意差があった．機

能撮影時のProximalUSの変位方向に関しては掌

背屈僥尺屈ともに一定の方向性はなく，また骨切

レベルと機能撮影時のProximalUSの変位量との

関係を検討したが有意な相関は得られなかった．

【結論】DistalUSの圧痛はRDの狭い例と関連し，

ProximalUSの症状は掌背方向の不安定性と関連

があり,ScallopmgはProx伽alUSの僥尺方向の不

安定性と関連があった．しかしProximalUSの不

安定性に一定の方向性はなく骨切レベルとも関連

はなかった．

2-2-2

尺骨頭形態へのulnarvarianceの影響

UlnarHeadMorphology-InfluenceofUlnar
Variance-

'名古屋大学手の外科,2藤田保健衛生大学公衆衛生

○中村蓼吾',EliasHyams',矢崎尚哉11

建部将広ll今枝敏彦2

【目的】尺骨頭にUInarvarianceによる形態の変化

があるか，あればどのような性状か検討した．

【方法】102例の健常手関節基準撮影正面像を検

討対象とした．男性66例，女性36例よりなり，

その平均年齢は34.0（18～69）才であった．次

の6種の示標を計測した,1.ulnarvariance,2.

ulnarstyloidlength,3.uhaheaddiameter,4.ulnar

headpeakdistance,5.ulnarseatmclmation,6．3rd

metacarpallength.mnarheadpeakdistanceは尺骨
頭部で最も遠位に突出した点と遠位僥尺関節との

距離を垂線上で計測した．計測値2,3,4を計測値6

で除した値を100倍した値をそれぞれのindexと

し，さらに7.ulnarstyloidprocessindex(Garcia-

Elias)も計算し,ulnarvarianceとの相関を検討し

た．またulnarseatinclinationは直接uharvariance

との相関を検討した．

【結果と考察】Ulnarstyloidlengthindexとulnar

varianceとの間に有意の相関は認めなかった

(p>0.2).Ulnarstyloidprocessindexはr=0.797

とulnarvmanceと強い相関を示した(p<0.001).

有意で中等度の相関をulnarheadpeakdistance

indexとulnarseatinclinationindexに認めた

(r=0.433,0.398,p<0.001).またulnarhead

diameterindexは弱いながら有意の相関を示した

(r=0.194,p<0.05).したがってulnarvariance

が増加するとulnarseatmclmationが増加するだけ

でなく，尺骨頭の頂点が尺側へ移動し，尺骨頭の

横径が増加する傾向がある．この結果はulnar

varianceの増加に応じWolffの法則に従った尺骨

頭の形態変化と考えうる．またpositivevariance

例の全てが尺骨突き上げ症候群を発症しない一因

とも考えうる．
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Sauve-Kapandji法における尺骨近位断端
部痛に対する尺骨近位断端制動術の検討

StabmzationoftheUlnarSmmpattheSauv6-

KapandjiProcedure

日本医科大学整形外科

○澤泉卓哉，青木孝文，南野光彦，

南部昭彦，伊藤博元

【目的】遠位僥尺関節障害に対して行ったSauve-

Kapandji法のうち，尺骨近位断端(stump)を制

動しなかった群(A群）と，我々が考案した尺側

手根伸筋腱を半栽してstumpを遠位に吊り上げて

制動した群(B群）と，戸島ら方法の準じて

stumpを制動した群(c群）との治療成績とX線

上の変化を比較検討し,smmppainの原因につい

て考察した．

【対象と方法】対象は27例28手で，そのうちA

群は12手（男性4例，女性7例),B群は10手

(男性3例，女性7例),c群は6手（男性2例，女

性4例）で，3群の年齢・追跡期間に差はなかっ

た．治療成績評価法は，井上のclmicalevaluation

scoringのpainの項目をwristとstumppainに分け

て4項目とした．術後6ケ月のX線像でulnar

distance,ulnargap,interosseousdistance,

dorsopalmardistanceを測定し，最終調査時のX線

像でsmmpの形態変化を調査した．

【結果】回旋可動域，握力,wristpainは3群とも

著明に改善し有意差はなかった.stumpp血はA

群ではmOderate以上が5例,B群ではmoderateが

1例であった．またX線像上，4つのパラメータ

ーとも3群間で有意な差はなかったが,B群の4

例で腱のcutoffが認められた．

【考察】4つのパラメーターが3群で差がなかった

ことから,stumppain発生の原因は,stumpの榛

側や背側への偏位ではなく，動的要因によること

が推察された.B,C群ともstumppain予防の効

果は得られていたが,cutoffの認められたB群は

腱の緊張が強すぎたものと考えられた．

2-2-4

遠位僥尺関節障害に対する尺骨短縮術の

治療成績

UlnarShorteningProcedureforDistal

RadioulnarDerangement

国立長野病院整形外科

○石垣範雄，中土幸男，立岩裕，

松永智美，荻原伸英

【目的】尺側手関節痛を生じ,Ulnaplusvariantを

認める遠位僥尺関節障害に対し，尺骨短縮術の治

療成績を検討し報告する．

【対象と方法】対象は1986年6月から2003年5月

までの間に尺骨短縮術を施行した44例45肢（男

22例，女22例)，年齢は12～77歳（平均46.8歳）

であった．発症要因は僥骨遠位端骨折などの外傷

後13例,TFCC損傷3例，遠位僥尺関節の関節症

性変化24例，関節リウマチ3例であった．術前

のUlnavariantは0～12mm(平均4.40mm)であ

った．尺骨短縮術および伸筋支帯によるTFCC靭

帯再建を36例，尺骨短縮術単独を9例に施行し

た．検討項目は瘻痛，可動域，握力，尺骨頭不安

定性,ADL障害，合併症である．

【結果】癖痛はほぼ全例において消失もしくは軽

快した．可動域は術前後において明らかな変化は

認めなかったが，掌背屈，尺屈動作が改善傾向に

あった．握力は術前後で有意に改善をしていた．

Mayowristscoreでは術前平均49.19から術後平均

75.0と改善した．術前，尺骨頭の不安定性は

57.8％の症例に認めたが，術後は13.3％と減少し

た.ADLは42例においては制限なしもしくは改

善を認めたが，2例においては変化を認めなかっ

た．また各発症要因の間に術後成績の差は認めな

かった．合併症は，骨切り部偽関節による再骨折

を生じ再度骨接合を要した2例，プレート折損と

尺骨のminusvariantを生じ瘻痛出現したため再手

術を要した1例，不安定性残存し再手術を要した

症例1例であった．

【結語】UInaplusvariantを認める遠位僥尺関節障
害に対し，尺骨短縮術は比較的安定した良好な成

績を得られる．
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遠位僥尺関節不安定症に対する長期治療
成績

Long-tennFollow-upStudyofDRUJInsta-

bility

'聖マリアンナ医科大学整形外科，2木原整形外科

医院

○笹尾三郎'，別府諸兄ll木原仁21

木村元11青木治人！

【はじめに】三角繊維軟骨複合(TFcc)損傷に伴

った遠位僥尺関節(DRUJ)不安定症症例に対し

動的例と静的例に分類し手術的治療を行い，その

長期成績を検討したので報告する．

【対象・方法】症例は全例に何らかの外傷歴を認

めた男性9例，女性4例である．右側が6例，左

側が7例で初診時年齢は12～52歳，平均22.8歳，

術後遠隔期間は1年1カ月～7年2カ月，平均3年

6カ月であった．症例のうち遠位僥尺関節にスト

レスを加え，はじめて不安定性が確認できた動的

不安定症症例（動的例）が7例，手関節側面像か

ら診断可能な静的不安定症症例（静的例）が6例

であった．治療方針は尺骨茎状突起骨折を伴わな

い不安定症に対しては尺骨短縮骨切り術を第一選

択とし，尺骨茎状突起骨折を認める症例に対して

はその骨折部位に応じ治療法を選択した．内訳は

尺骨短縮骨切り術6例，骨短縮量2～5mm,平均

3.1mm,茎状突起の偽関節手術5例，茎状突起骨

片摘出とTFCC再縫着を2例に行った．

【結果】術後の評価はMayoModifiedWristScore

を用い，さらに徒手検査によって不安定性の有無

を調査した．結果はexcellentl2例,goodl例で
あったが，若年者の静的例で骨短縮量の多い症例

2例に動的不安定性を認め，さらに偽関節手術を

行った静的例1例に動的不安定性を認めた．単純

し線上，骨短縮を行い4年以上経過観察し得た4

例中2例にDRUJの軽度関節症性の変化を認めた

が，痔痛との連関は認めなかった．

【考察】DRUJの安定化組織に関してはこれまで

数多くの報告がなされている．われわれは第46

回日本手の外科学会に於いて手関節尺側の詳細な

解剖を報告し，その結果，安定化組織の一つとし

て尺骨茎状突起から三角骨背側に付着する靭帯組

織を明らかにした．また,DRUJ不安定症の治療

方針については静的と動的に分けて論じることは

有用と考える．

2-2-6

変形性肘関節症における手関節部の変形

性関節症

DegenerativeChangesintheWristJointin
OsteoarthritisoftheElbow

井上整形外科

○井上貞宏

【目的】変形性肘関節症（肘OA)における手関節X

線写真を検討し，肘OAと手関節部の関節症の関連

を検討した．

【方法】肘OAの症例123例(男性92例，女性31例，

平均年齢70歳)の手関節X線写真より遠位僥尺関節

(DRUJ),尺骨手根骨間(Uc),僥骨手根関節(RCJ)

の関節症性変化(骨鰊形成，関節裂隙狭小，骨硬化，

磨耗や変形など)の出現について検討した．

【結果】肘OAに伴う手関節部の関節症は男女ともに

DRUJ(65%),UC(36%),RCJ(18%)の順に多く

認められた．各部の関節症は肘OAの進行とともに

出現頻度が増加していた．肘OAが進行するとDRUJ

の関節症も進行しているものが多かった．また，肘

OAの進行とともにulnarvariance(UV)が増加し，

UCに関節症を認めるものではUVが高値であった．

RCJの関節症はSLAC型変性のStagel程度であり進

行例は認めなかった.RCJに関節症を認めるもので

は関節内石灰沈着症を合併するものが多かった．

【考察】肘OAではDRUJやUCなどの手関節尺側に

関節症を合併することが多く,RCJの関節症は多く

はなくその進行程度も軽度であった．これは肘OA

ではUVが増加することと前腕回旋運動の支点であ

る腕僥関節が変形するためにその作用点である手関

節尺側へのストレスとなり関節症が進行するためと

考えられた．一方,RCJの関節症には手根不安定症

や軟骨代謝障害などの影響が大きいために肘OAと

は特に関連がないと考えられた．演者は肘OAと手

関節尺側のOAが合併することが多いことに注目し

前腕の両極に生じる関節症としてBipolar

degenerationと命名してきたが,RCJは前腕回旋運動

には関与しないので肘OAとRCJの関節症の合併は

多くはないと考えられた．

【結論】肘OAには手関節尺側の関節症を合併するこ

とが多いが,RCJの関節症の合併は多くはない．生

体力学的には肘関節と手関節尺側の関連が重要であ

る．
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TFCC損傷のメタ分析

Meta-analysisofLong-tennResultsofTFCC

Injuries

小郡第一総合病院整形外科

○土井一輝，服部泰典，池田慶裕，

喜多嶋出，関寿大

【はじめに】手関節TFCC損傷は手関節鏡の導入

により最も脚光を浴びた疾患であるが，手関節尺

側部痛の病態が複雑であり,TFCC損傷鏡視下手

術の信頼性も疑問視されてきた．本研究の目的は

TFCC損傷治療の文献を統計学的に検証を行い，

TFCC治療体系を明確にすることである．

【方法】MFDLID肥でヒットしたTFCC損傷に関す

る英語論文（1966年以降）440編と日本手の外科

学会雑誌掲載論文（1984年以降）121論文から，

症例の詳細の記載があり，症例の術前背景，手術

術式が合致し，同一施設，同一著者の重複を除い

た37論文を今回のメタ分析に用いた．

【結果】1）論文の評価:EBM観点から信頼性の

高い論文は少なく，症例対象研究は7論文，同一

施設からの数編の論文の統合で症例対象研究とな

った5研究のみであった．それ以外の論文は科学

論文としての信頼性は低いが，論文数が少ない．と

検証が不可能なので，半定量研究として補足的に

使用した．2）保存的治療と手術治療（尺骨短縮）

ではオッズ比14.0で手術の方が成績良好3）デブ

ライドメントと尺骨短縮では対象研究では差がな

いが，半定量研究では尺骨短縮が良い4)Wafer

法と尺骨短縮では半定量研究では尺骨短縮が良い

5）修復術は鏡視下，直視下とも差がない6）全

治療の非治癒率は保存療法：41％，デブライド

メント：28％，尺骨短縮：14％，修復術：15％，

Wafer法:39%である

【結論】TFCC損傷に関する論文はEBMの観点か

ら信頼性の低い論文が多いが，一定の傾向は把握

可能であり，臨床でのインフオームドコンセント

の参考にはなる．保存治療での治癒率50％を基

準値とした場合，偏差値を各治療法の手術効果と

すると，その効果は低く，病態の再検討，適応の

限定が必要となる．

2-2画8

榛尺屈におけるTFCCの形態変化-MR

Microscopycoilを使用した解析一
MorphologicChangeofTFCC(Triangular

FibrocartilageComplex)AnalyzedbyMR

MicroscopyCoil

'筑波記念病院整形外科,2DepartmentofRadiol-

ogy,BrighamandWomen'sHospital,3筑波大学整

形外科，4筑波大学放射線科

○田中利和!，吉岡大2，落合直之3，

安部伊知朗11植野映子4

【はじめに】Tnmgularfibrocartilagecomplex(以後

TFCC)損傷は，尺屈，過伸展，回内外動作で生

じやすいが，榛尺屈時のdiscの変化についての報

告はない．今回我々は，榛尺屈動作でのTFCCの

形態変化についてMRmicroscopycoil使用し観察
した．

【対象と方法】対象は手関節痛の既往のないボラ

ンティア10名（男4，女6，平均年齢25.3歳）と

した．使用機種はPhilips社製GyroscanNTIntera

T1.5で47mmのmicroscopycoilを使用した．撮影
方法は腹臥位で任意の手を挙上し僥尺屈固定具に

より固定した．コイルは尺骨頭を視標にしてその

中心に尺骨手根関節が来るようにし，周囲を非磁

性帯の錘でさらに固定した．すべてのMR画像は

冠状断面で撮像し，撮像条件はGRET2*強調画

像(TR/TE/FA=368-661/9.2-16/30-40)であった．

撮影肢位は僥屈，中間，尺屈の3肢位とし，榛尺

屈は僥骨軸と第3中手骨軸のなす角度を計測し

た.discが最もよく見える3スライスを使用し横

径の平均と，厚さを計測した．厚さは付着部，尺

側辺縁部，とその中央の3箇所とした．統計学的

処理はWilcoxonsignedranktestを使用し,p<

0.05を有意差ありとした．

【結果】全例,TFCC,S-L,L-T靭帯の断裂はなかっ

た．僥屈は24±7.49.,尺屈は34±9.14.であっ

た.diskの幅は僥屈時8.87±0.81mm,尺屈時

8.48i0.70mmであり有意に僥屈位で冠状断面上

で尺側に広がっていた(p=0.0170)．discの厚さ

は中央部で僥屈時1.383±0.434mm,尺屈時

1.95±0.715mmと僥屈時に有意に減少した

(p=0.0091).榛骨付着部(p=0.4828),尺側辺縁

(p=0.3847)では，有意差はなかった．

【結論】TFCCの榛尺屈における形態の変化は，

僥屈することによりdisc部分は中央部で薄くな

り，やや尺側方向に延長する．
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重度遠位僥尺関節不安定性に対する直視

下三角線維軟骨複合体(TFCC)縫合術の
成績

OpenRepairoftheTriangularFibrocartilage

ComplexfOrSevereDRUJhstabinty

慶應義塾大学整形外科

○中村俊康，仲尾保志，森田晃造，

井 上 薫 ， 三 笠貴彦

遠位僥尺関節(DRUJ)重度不安定性症例に対す

るTFCC直視下縫合術の術式と成績を報告する．

【術式】DRUJ背側から進入し,ECU腱鞘床僥側

を切開しTFCCを展開,TFCC僥背側でのavulsion

に対してはsutureanchorを用いて縫合，小窩部

avulsionには尺骨尺側に向け1.2mmK-wireで開

孔,TFCCを3-0ポリエステル糸でpull-out縫合ま

たはsutureanchorを用いて三角靭帯の走行方向に

沿って縫合する．

【対象と方法】1年以上経過観察を行った36例37

手を対象とした．年齢は16から65歳（平均29.3

歳)，右20,左15,両側1例で，受傷から手術ま

での期間は0日から25年であった．損傷診断は

関節造影とMRIで，最終的には関節鏡と手術所

見で診断した．尺骨varianceが+2mm以上の9手

では尺骨短縮術を併施した．症状，損傷形態，わ

れわれの評価での手術成績を検討した．

【結果】全例で手関節可動痛，重度のDRUJ不安

定性を認め，25手では動作の際に手が抜ける

slack現象を訴えた．回内外制限は2手に認めた．

35手は尺側avulsion,2手は僥背側avulsionであっ

た．尺側avulsionには31手でpull-out縫合,4手

でsutureanchorを行った．榛背側avulsionはsumre

anchorで縫合した．最終調査時には癖痛は31手

で消失，6手で軽度残存,DRUJ不安定性は30手

で消失，5手で軽度，2手で中程度残存し，1手で

は再発した．回内外制限を呈した2手は著明に改

善した．臨床成績は優31,良5，可0，不可1と

良好であった．

【考察】TFCCの解剖が明らかになったため，靭

帯の走行方向を勘案したTFCC直視下縫合が可能

となった．尺骨短縮術で対応しきれない重度

DRUJ不安定性症例にも良好な成績を期待でき

る．

2-2-10

高齢者のTFCC損傷の鏡視下治療につい
て

ArhoscopicneamentoflnjuredTriangular

FibrocartilageComplexinElderCases

'弘前大学整形外科，2むつ総合病院整形外科

○小川太郎11西川真史ll工藤悟11

藤哲ll成田俊介2

【はじめに】手関節鏡は三角線維軟骨複合体（以

下TFCC)損傷の診断・治療に有用で，我々は鏡

視下部分切除術を積極的に実施してきた．その中

で，高齢患者19例の治療経験から，高齢者の

TFCC損傷について考察する．

【対象と方法】1991年から2002年までに手術を行

った65歳以上の患者19例（女性16例，男性3例）

で，手術時年齢は65歳から88歳（平均72.5歳）

である．主訴は慢性手関節痛で，日常生活動作で

痔痛が出現することが多く，発症原因は転倒によ

る打撲，捻挫後が4例，僥骨遠位端骨折治療後が

3例，重量物運搬や除雪などの作業後が3例のほ

か，誘因が明らかでないものが9例あった．全例

伝達麻酔下に水平牽引を用いて鏡視し，デブリド

マンを行ったほか，2例ではZachee法による縫合

術を施行した．

【結果】手術時のTFCC損傷は,Palmer分類で

Classlが10例(1A3例,1B3例,1C1例,1D3例),

Class2が11例(A1例,2C4例,2D6例）であり，

2例でClasslと2の損傷を合併していた.Class2C,

2Dの症例では，断裂部の非薄化や毛羽立ちのほ

か,弁状の断裂が関節内に挟まる像が観察された．

術後，症状は早期に軽快し，患者の満足度は高か

った．

【考察】高齢者のTFCC損傷の特徴として，軽度

の外力や力仕事，あるいは明らかな誘因なく症状

を生じたものが多かった．症状ではタオルを絞っ

たり，食器を回外位で保持するなどの日常生活動

作で瘻痛が惹起されていた．鏡視所見では断裂部

が弁状を呈するものが多く，無症候性に存在した

変性断裂に軽度のストレスが加わって断裂が進展

し，症状が出現した可能性が考えられ，鏡視下部

分切除は高齢者のTFCC損傷に対して有用な治療

であると思われた．
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末梢神経損傷と生体の可塑性について

PlasticityofNervousSysteminPeripheralNervelnjury

筑波大学臨床医学系整形外科

落 合 直 之

骨は，外傷により変形しても,remodelingにより実にきれいに自己復元する能力のある器官である．一

方，神経系は,plasticityがあるとされる．

Dorland'sillustratedmedicaldictionaryによればplasticityとは形成性（可塑性）とあり，その中の項目の

synapticplasticityの説明には，「環境に応じて変化するシナプスの能力．感受性の冗進や減退のように機能
を変える．または実数を増加させたり減少させたりする．この現象は，神経系路の全体的な形成性（可塑

性）の主要な発生源とみなされる」とある．

また，可塑性を広辞林で引くと「固体に外力を加えて弾性の限界を超えて変形させたとき，その各部分

が外力の方向に変形し外力を去ってもひずみがそのまま残る現象」とある．

末梢神経系に侵襲が加わったとき，生体は可塑性により適応する．その適応の妙，限界について，神経

縫合，神経移行，分娩麻痒，腱移行などの例について最近の知見をまじえ考察する．
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鏡視下手根管開放術を安全確実に行うた
めに

SafeandRenableWayofEndoscopicCaxpal
TunnelRelease

'新潟県立吉田病院整形外科，2香川大学整形外科

○田中英城11諸橋政人1l乗松尋道21

加地良雄2

【はじめに】1996年6月以降，演者らは手根管症

候群に対し透明外套管による2-portal手根管開放

器具を開発し使用してきた．そこで，これによる

一連の操作で遭遇した解剖学的破格も含む手根管

内外の様々な所見をもとに安全向上策について報

告する．

【対象・方法】対象は2003年8月までに鏡視下手

根管開放術を行った手根管症候群101例124手

で，特発性が109手，透析が13手，僥骨遠位端

骨折およびキーンベック病が各1手あった．使用

器具および方法は第44回本学会で報告した方法

で行った．

【結果】解剖学的破格は長掌筋腱(PL)の欠損2

手，正中神経の破格2手,entryportalでの筋肉の
破格が2手に見られた．外套管挿入操作での痙痛

のために直視下手術に変更したのが4手（透析，

僥骨遠位端骨折変形治癒，正中神経破格，その他

が各1手）あった．屈筋支帯中央から遠位には1‐

3回の追加切離を要した．外套管の誤設置が2手

(浅掌動脈弓または指神経が外套管のスリットを

横走したのが各1手）あり，前者は挿入し直し，

後者ではこれを避けて屈筋支帯を切離した．術後

の電気生理および知覚評価においても医原性神経

損傷が疑われる例は無く，屈筋腱または動脈の損

傷も無かった．

【考察.まとめ】瘻痛のために外套管が挿入困難

な場合には跨跨せず直視下手術に切り替えるべき

である．一方,PLの欠損例や神経，筋の破格の

ある例では外套管を正中神経の尺側から刺入し，

手根管内組織の確認が一層重要である．屈筋支帯

の切離後には外套管を180.回転させることによ

りスリットに組織が迷入せず，屈筋支帯の離開程

度と残存繊維の有無が観察しやすくなる．機具設

置までの適切な手技と判断，そして広い視野の下

で慎重かつ正確な操作により，鏡視下手根管開放

術は極めて安全な手技となる．

2-2-12

鏡視下手根管開放術の手術成績一母指球

筋萎縮自覚から手術までの期間との関

係一

ClimcalResultsofEndoscopicCalpalTumel

Syndrome-RelationwiththeTermofthe

ThenarMuscleAtrophy-
日本大学整形外科

○佐藤多賀子，長岡正宏，長尾聡哉，

龍 順 之 助

【目的】鏡視下手根管開放術例において母指球筋

筋萎縮を自覚した時から手術までの期間が予後に

影響を与えるかどうかについて検討した．

【方法】鏡視下手根管開放を行った筋萎縮のある

手根管症候群108手のなかで，母指球筋萎縮ある

いは母指運動障害の出現した時期を記憶していた

症例で，しかも中等度以上の母指球筋筋萎縮があ

り1年以上（平均29.3ヵ月）経過を観察できた40

例48手を対象とした．症例の内訳は男性2例，

女性38例で初診時年齢は38歳から85歳，平均

61.4歳で，罹患側は右側17例，左側15例，両側

8例であった

【結果】母指球筋萎縮あるいは母指の運動障害を

自覚してから手術までの期間は2から120ヶ月，

22.7±31．1カ月でばらつきが大きかった．術前，

術後の母指球筋萎縮の推移をみると，術前中等度

19手，重度29手であったが，術後はなし18手，

軽度16手，中等度5手，重度9手であった．術後

の筋萎縮の程度別に母指球筋萎縮を自覚した時期

から手術までの期間を見ると，なし6．8±6．9カ

月，軽度7.9士9．0カ月，中等度39.4±24.2カ月，

重度71．8±35.1カ月であった．母指球筋萎縮が

あるにもかかわらず母指対立障害を訴えていなか

ったものが8手あったが残りの40手は対立障害

があった．この内，術後も全く改善しなかったも

のは7手，（手術までの期間は48,58,60,60,

108,120,120カ月)，少し改善したもの3手（36，

36，72カ月）であった．日常生活に支障のない

程度に改善したもの30手であった．改善したも

のでは，その徴候が初めて確認された時期は術後

2カ月から7カ月平均3.6カ月であった．

【結論】母指球筋萎縮を自覚した時期から手術ま

での期間は予後と関連がある．中等度以下の筋萎

縮を呈する症例や罹病期間が2年以内の症例では

対立再建を行う必要がないと考えられた．
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手根管症候群に対する鏡視下法と従来法

のProspectiverandomizedstudy-第4
報:ADLと理学所見の改善度の検討一
ProspectiveRandomizedStudybetween
EndoscopicandOpenCarpalTunnelRelease
forCarpalTunnelSyndrome-Part4:
ComparisonoflmprovementADLand
PhysicalFindings-

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】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)

の治療成績を，日常生活動作（以下ADL)と理学

所見の観点から比較検討することを目的とした．

【対象と方法】CTS患者41例48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

17例20手（男性1手，女性19手）で，平均年齢

は62歳であった.OCTR群は24例28手（男性3

手，女性25手）で，平均年齢は63歳であった．

2群間で年齢や性に有意差はなかった．治療効果

の評価は，術後4週と12週の時点で行った．検

討項目は,1)ADL(箸の使用，書字，ボタン掛

け，本の保持，受話器の保持）の障害度，2）知

覚(Semmes-Weinsteinmonofilamentstest,static-

2PD),3)筋力（握力，チップピンチカ，サイド

ピンチカ）とした．1)はVisualanaloguescale

(VAS)を用い,2)と3)は術前値と比較した改善

度を用いて，2群間で比較検討した．

【結果】ADLと知覚の改善度は，術後全ての時点

で2群間に有意差は認められなかった．筋力の改

善度では，握力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，ピンチカは術後全ての

時点で,ECTR群がOCTR群に比して有意に改善

していた(p<0.05).

【考察】我々はこれまでに,ECTR群では重症例

で術後早期に症状や神経機能が悪化する症例が存

在すること，これら悪化例も長期的には改善する

こと，そして自覚症状と電気生理学的改善の面で

は，両群の長期成績には有意な差は無いことを報

告してきた．さらに本研究により，術後12週ま

での短期間では，ピンチカの回復においてのみ

ECTR群が優れているが，それ以外のADLや理

学所見には両者に差がないことが判明した．手術

方法を選択する際には，これらの事実を患者に説

明したうえで決定する必要がある．

2-2-14

鏡視下手根管開放術後の手掌部痛の検討

PalmarTendernessafterEndoscopicCarpal
TunnelRelease

!岡山赤十字病院整形外科，2岡山大学整形外科

○小西池泰三11小野勝之11橋詰博行2

我々は，鏡視下手根管開放術（奥津法）を行って

いるが，術後にしびれはよくなったが机などに手

をつくと痛いなどと訴える患者をよく経験する．

我々のいう手掌部痛とは,同部の鈍い圧痛であり，

自発痛でない．また，放散痛や知覚低下を伴わな

いものである．今回，この手掌部痛の検討を行っ

たので報告する．

【対象および方法】平成11年よりの5年間に当院

において，奥津法を行った90例116手（男11例

14手，女79例102手）を対象とした．既存疾患

は,DM5例,RA2例で透析例は認めなかった．

術後の圧痛の消失の時期，および1カ月以内で術

後の圧痛が消失したものをA群，1カ月以上圧痛

が継続するものをB群とし，それぞれの年齢，性

差，手根管症候群の重症度，治療成績の検討を行

った．

【結果】圧痛は，1カ月以内に66手(57%,A群),

3カ月以内に105手（91％）が消失していた．3

カ月以上圧痛が継続するものは11手（10％）で，

最長9ケ月で消失した.A群66手（男4,女62手）

平均年齢61.6iO.2,B群50手（男10,女40

手）平均年齢55．9士0．4であった.B群はA群

に比し，年齢が若く(p=0.0071),男性が多い傾

向がみられた．手根管の重症度，および治療成績

には有意差を認めなかった．3ヶ月以上圧痛が継

続する愁訴の強い5手に，ステロイドの局注を行

い，圧痛は消失した．

【考察】鏡視下手根管開放術は，横手根靱帯を切

除することで除圧を図るものであり，手根管内の

滑膜炎そのものを治療する訳ではない．手をよく

使う若年者や男性は，機械的刺激による滑膜炎が

持続しているのではないかと考えている．また，

ステロイドが効果的なことから，我々は，この手

掌部痛は，術後も持続する滑膜炎によるものでは

ないかと考えている．
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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3報)一手根管開放術後に

屈筋腱のbowstring効果は起こらない－
AssociationbetweenStenosingTenosynovitis

andCarpalTunnelSyndrome-CarpalTunnel

ReleaseDoesNotHaveaBowsmngEffectof
theFlexorTendon-

l鈴鹿回生病院整形外科，2三重大学整形外科

○森田哲正11佐野哲也11藤澤幸三11

長倉剛2，平田仁2

【目的】特発性手根管症候群(CTS)の25%と高

率に狭窄性腱鞘炎が合併することが知られている

がその発生機序については未だ不明である．

Hombalらは手根管開放術後にばね指が多い理由

として，手根管を開放することによって屈筋腱が

手根管部で浮き上がり現象，すなわちbowstring
をきたし，この効果によって更なる緊張がA1

pulleyにかかるためと推論しているが，この説明

では手術をしていない症例でもばね指の発症を認

めること,CTSと同時期に発症した例やばね指が

先行する例があることを説明できない．よって

我々は手根管開放術後の屈筋腱に本当に

bowstringが生じるのかを検討した．

【方法】2002年以降に当院で特発性手根管症候群

と診断され手根管開放術(OCTR)が施行された

10例を対象とした．男性は2例，女性は8例で平

均年齢は52.9才であった．罹患側は右が6例左が

3例で両側例は1例であった．これらの症例に対

し術前および術後約2－5ケ月後（平均3ケ月）

にMRIを施行した.MRIは手関節20度屈曲位と

なるよう手関節を固定し，指を握った状態での

sagital像を撮影し，中指の深指屈筋腱を指尖から

手関節まで描出させ，第三中手骨骨軸の中央部

(a),舟状骨前面(b),僥骨遠位端(c)から深指

屈筋腱までのそれぞれの距離を測定し，比較を行

った．

【結果】MRI上全例で中指の深指屈筋腱は確認で

きた．aは術前平均14.2mm,術後平均13.8mm,

bは術前平均2.6mm,術後平均3.2mm,cは術

前平均1.9mm,術後平均1.9mmで，術前術後

で屈筋腱の走行に変化はなく，すべて統計学的有

意差を認めなかった．

【結論】今回の結果より手根管開放術後屈筋腱は

Hombalの推測のようなbowstringをきたさないこ
とがわかった．

2-2-16

瘻痛を訴える手根管症候群の臨床像

ClincalCharacteristicsoftheCarpalTunnel

SyndromewithPain

日本大学整形外科

○豊泉泰洋，長岡正宏，長尾聡哉，

龍順之助

【目的】手根管症候群は手指のしびれ感を主訴と

することが最も多いが,瘤痛を訴える症例もある．

自験例のうち痔痛を訴えた症例の臨床像を明らか

とし，それらの症例に対する鏡視下手根管開放術

の成績を検討する目的．

【方法】当院で鏡視下手根管開放術を行い1年以

上経過を観察できた症例のうち，初診時に痔痛を

主訴としていた症例(A群)と瘤痛はないが持続的

しびれ感を訴えていた症例(B群),合計87例112

手を対象とした.症例の内訳は男性6例女性81例，

年齢は28歳から85歳，平均58.6歳で，罹患側は

右側32例左側30例両側25例であった．術後のし

びれ感の評価は0:完全に消失したもの．1:指尖部

のみに軽いしびれ感が残存するもの．2:痔痛はな

く，しびれ感の改善はあるが残存するもの．3:全

く改善がないか悪化したものとした．経過観察期

間は12カ月から96カ月，平均32.6カ月である．

【結果】痔痛を訴えたA群は37手，持続的しびれ

を訴えたB群は75手であった．初診時年齢はA

群は56.4士11.4歳,B群64.6±12.2歳で高齢者に

瘤痛を訴える症例が多かった(Mann-WhimeyU

test:p<0.01)．術後のしびれ感はA群では0:14手，

1:11手，2:12手であったが,B群では0:53手，

1:19手，2:3手で，2群間には差があった．すなわ

ち，いずれの群も術後に痔痛は消失したが，痔痛

を伴う群はしびれ感が残る傾向にあった．しかし，

その内訳を見るとA群のうち術後しびれ感の評価

2となったものは70歳以上では10手/17手

(588％）であったが70歳以下ではわずか2手/20

手（10％）であった．初診までの期間，術前後の

Semmes-Wemsteintest,術前の母指球筋萎縮の程

度は2群間で差はなかった．

【結論】瘤痛を訴える手根管症候群は高齢者に多

い．手術により瘤痛は速やかに消失するが，特に

高齢者ではしびれ感が残存する傾向があった．中

高年者の成績は良好であった．
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手根管症候群の手術成績一母指球筋の萎

縮例を中心に一

SurgicalResultofCarpalTunnelSyndrome

杏林大学整形外科

○工藤文孝，内倉長造，平野純，

里見和彦

【目的】母指球筋の萎縮を伴う手根管症候群の術

後成績を検討したので報告する．

【対象および方法】当院で治療した60例66手の

うち浜田の病期分類Grade2,3の症例を対象とし

た．内訳はGrade2は17例21手,Grade3は15例

18手で，手術はGrade2は全例手掌内小皮切によ

る開放術（以下開放例）を,Grade3は開放例が5

手，開放術と母指対立再建の併用（以下再建例）

を13手に行った．性別は男性2例，女性30例，

平均年齢は59.9歳，経過観察期間は平均15.8ヵ

月であった．調査項目は，罹病期間,Semmes-

Wmstemmonofiramenttest(以下SWT)を用いた

知覚評価,pinch力(keypinch,pulppinch)で，

治療成績には浜田の評価法を用いた．

【結果】平均罹病期間はGrade2は16カ月,Grade

3は18.7カ月であった．SWTではblueまで回復し

たのはGrade2は14/21手で平均7.4カ月,Grade3

は5/18手で平均9カ月であった．keypinch力は

Grade2は術前3.1±1.2kgが術後5.1±1.6kgに改

善しその期間は平均6.2カ月であった.Grade3開

放例は2.57±1.4kgが2.73±2.2kgで平均8カ月，

再建例は2.4±1.6kgが4.6il．8kgで平均4.2カ

月であった．pulppinch力はGrade2は術前2.1i

0.8kgが術後3.8±0.7kgに改善しその期間は平均

6.3カ月であった．Grade3開放例は1.82士0.7kg

が2.2±2.1kgで平均8カ月，再建例は2.3±0.8

kgが4.3±0.7kgで平均4.1カ月であった．治療成

績は,Grade2はgoodl6手,fair5手,Grade3開

放例はgood2手,fair3手でgoodの2手は罹病期
間が平均9カ月と比較的短い症例であった．再建

例はgoodl2手,fairl手であった．

【考察および結論】Grade3で罹病期間が短い例

は開放術で，知覚および筋力の改善が期待できる

可能性が考えられた．しかし早期にADL上の改

善を求める例に対しては対立再建術を検討すべき

と思われた．

2-2-18

手根管症候群に対する鏡視下手根管開放

術の経験

RetrospectiveStudyofEndoscopicCarpal
TunnelRelease

長野市民病院整形外科

○向山啓二郎，松田智

【目的】手根管症候群に対しわれわれは2-po刺の

鏡視下手根管開放術を施行し，術中の手根管内圧

測定を施行している．本法の術後成績および術中

の手根管内圧について検討した．

【方法】対象は平成12年12月から平成15年3月

までに鏡視下手根管開放術を施行した119症例で

ある．男性28例，女性91例，年齢は34～90歳，

平均51.1歳であった．これらの症例に対し，術

前と術後3カ月のSCV,MCV,終末潜時を測定

し，比較検討した．また，術中の手根管内圧を測

定した．

【結果】平均SCVは術前34.2m/sec,術後

44.9m/sec.平均MCVは術前53.0m/sec,術後

54.3m/sec.終末潜時は術前6.2msec,術後4.4msec.

Pinch力はpulppinchが術前平均4.1kg,lateral

pinchは4.6kg,術後3ケ月でそれぞれ4.7kg,

5.1kgであった．手根管解放前の平均手根管内圧

は22mmHg,fUllgrip時には59.8mmHgであった．

手根管開放後の内圧平均は0.85mmHg,fUllgrip

時でも6.1mmHgであった．術中，安静時手根管

内圧は手台装着時（平均49.9mmHg)にピークと

なった．また，手術合併症として，動脈

(superficialpalmararterialarch)の損傷を2例，偽
性動脈瘤を1例，正中神経不全損傷を思わせる手

根管遠位部でのTinel徴候の残存を1例に認めた．

【結論】術後3ヶ月の時点では神経伝達速度，

pinch力において改善が見られた．手根管開放後
の手根管内圧は開放前に比べて有意に低下してい

た．鏡視下手術の成績は良好で，また，手根管内

圧を測定することで，術中に確実に手根管開放が

得られたという目安にすることができると考えら

れる．
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Chow改良法によるECTRの手技と短期成
績

PreliminaryResultsofModifiedChow's
ECTR

I諏訪赤十字病院整形外科，2塩川病院整形外科，

3信州大学整形外科

○内山茂晴ll川口杏夢11安富隆21

加藤博之3

演者らは，手根管症候群治療のECTRに際して

Chow原法では，正中神経損傷の頻度がOCTRよ

りも高いことを前回学会で発表した．そこで最近

は術式に改良を加えたChow改良法を実施してい

る．演者らの手技を紹介し，その術後短期成績を

原法と詳細に比較検討した．

【方法】特発性手根管症候群の41手36人にChow

改良法を行った．内訳は女：31人，男：5人で

年齢は平均57才であった．手技の改良点は，1）

Entryportal(1cm)で横手根靭帯(TCL)近位を

5mm程度切離する,2)Exitportal(1cm)ではTCL

遠位端を確認し，神経血管を背側におき,TCL遠

位を5mm程度切離する，の2点である．この

Chow改良法の施行術前と術後1,3,6ケ月に理

学的所見と正中神経伝導速度を測定した．さらに

Chow改良法時のカニューラ挿入時抵抗を術者の

感覚により小，中，大の3段階にわけた.Chow

改良法の短期成績を前回発表したChow原法87手

の成績と比較した．

【結果】改良法施行術中，術後に重度の合併症は

なく，全例で改良法によるECTRを遂行可能であ

った．理学所見による臨床成績では自覚的にしび

れが術後増悪した例はかった．伝導速度では術後

1ヶ月で伝導速度の末梢潜時が術前より増悪した

例が1手認められた．挿入時の抵抗は小が20手，

中が16手，大が5手であった．術後一過性の正

中神経機能悪化例は，原法13手，改良法1手で

あり，統計学的に有意差があった．

【考察】演者らの改良法は,EntryportalとExit
portalからTCLを直視下に部分切離することによ

り，カニューラ挿入時の抵抗を減じ，正中神経の

損傷とカニューラを手掌皮膚に出すときの正中神

経と尺骨神経管の交通枝および浅掌動脈弓の損傷

を回避することができる点で優れた方法である．

手根管内圧測定による神経損傷機構の詳細な検討

と適応の決定が今後の課題である．

2-2-20

手根管症候群に対する鏡視下術後成績に

ついて術前検査よしﾉ回復時期を予想で

きるか？

EndoscopicSurgeryofCarpalTunnelSyn-
drome

山田赤十字病院整形外科

○松本衛，細井哲，松村好博，

久保良太，網谷謙

【目的】手根管症候群（以下CTS)の手術成績は

概ね良好であり，特に知覚障害のみを主訴とする

例に於いては満足な結果が得られることが多い．

しかしながら，神経に対する手術の場合，術前の

神経障害の程度によりその回復時期については

infOnnedconsentの際明言することは困難である．

今回，術前の電気生理学的検査により，溥れに対

する愁訴の消失時期の予想が可能か否かを調査し

たので報告する．

【方法】対象は，2001年以降手根管症候群に対し

て鏡視下手根管開放術（以下ETCR)(奥津法）

を施行し，術後1年以上経過した45手のうち，

直接検診が可能であった36手について検討した．

手術時年齢は40～78歳平均58歳であった．電気

生理学的検査は，潜時,CMAP,SNAPについて

術前，術後1，3，6，12ケ月に各々計測し，自覚

症状の有無，日常生活動作の変化,pillarpainの

有無，術後合併症の有無及びその経過について調

査した．

【結果】術前夜間痛（起床時痛）のあった12手に

おいては，術直後より瘻痛消失を得た．輝れの軽

減はほぼ全例に得られたが，消失までの期間は

MCV,SCV導出可能例では1～3ケ月，不能例で

も6ヶ月後の時点で消失していることが多かっ

た．神経伝導速度導出不能例18手のうち6ケ月

以降も痒れが残存し，導出不能が残存したものは

2手存在したが,12ケ月の時点で導出可能となり，

溥れが消失していた．合併症は，初期例において

屈筋腱のささくれを来した1例，中環指領域の神

経損傷例1例，尺骨神経領域の庫れが出現した1

例があったが，術後1年時点では愁訴なく，反対

側の手術も施行していた．

【結論】当科によるETCR(奥津法）では，神経

伝導速度導出不能例に対しては痒れの消失が得ら

れるまでの期間を6ヶ月から1年と説明しようと

考えた．
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手根管症候群再手術例の検討

ReoperationfOrCarpalTunnnelSyndrome

'埼玉社会保険病院整形外科，2国立成育医療セン

ター整形外科，3慶應義塾大学整形外科，4川崎市

立川崎病院整形外科

○森澤妥11高山真一郎21仲尾保志31

堀内行雄4

【目的】手根管症候群の手術成績は非透析例に限

れば良好で，再発・再手術が問題となるのは透析

例が殆どである．今回，再発，再手術の原因，治

療上の問題点について検討する目的で再手術例の

分析を行った．

【対象と方法】1983～2002年迄に施行した560例

641手の手根管症候群の手術のうち，再手術例は

12例14手（2.2％）であった．性別は男性4例5

手，女性8例9手，再手術時年齢は，43～73歳

(平均57.3歳）であった．初回手術から再手術ま

では3カ月～14年（平均4.9年)，再手術の10例

12手中7例9手即ち3/4が透析例であった．再手

術率は透析例73例128手中7例9手（7.0％)，非

透析例487例513手中5例5手(0.9%)であった．

術中所見，治療上の問題点について検討した．

【結果および考察】非透析例は，術後から症状の

改善が思わしくなく1年未満で再手術を行ってお

り，再発というより不適切な切離により，症状の

改善が不十分な症例であった．即ち，手根管症候

群の再発例の殆どが透析例であった．透析例の再

手術は初回手術から平均8.8年で施行されたが，

特に強い夜間痛および透析時の痛みが再手術を受

けるきっかけとなっていた．手術は，増殖した滑

膜・線維組織を可及的に除去し，特に手指の拘縮

が存在する場合，入念に行った．また，再手術時

に皮下直下に正中神経が存在していた例もあり，

注意を要する．再手術により症状の改善は得られ

たが，再発を完全に防ぐ手段はなく，2例では3

年後，5年後に再び症状増悪し再々手術を行った．

透析に関しては，今後，透析膜の改良,62-MG

吸着カラムの開発で再手術が減少することが予想

される．

2-2-22

手根管開放術再手術例の検討

RecuIrenceafterCarpalTunnelRelease

琉球大学整形外科

○大城亙，普天間朝上，安里英樹，

長嶺順信金谷文則

【はじめに】1991年～2003年に当科および関連施

設でおこなわれた手根管開放・正中神経剥離術は

再発例を含めて，176例196手で，男性31手，女

性155手，手術時平均年齢56歳（20～96歳）で

あった．透析患者（手術時平均透析期間14.5年）

45例51手を含んでいた．手術は原則として手掌

部小皮切を用いて横手根靱帯を切離し，屈筋腱腱

鞘滑膜炎合併例では滑膜切除を行った．術後は手

関節軽度背屈位シーネを2週間装着した．今回，

手根管開放術後の再発例につき検討する．

【症例】手根管開放術後の再発例は7例7手，男

性2例，女性5例であり，そのうち透析患者は5

例であった．初回手術から再手術までの期間は平

均1年11カ月であった．透析患者5例では全例に

屈筋腱腱鞘滑膜炎の再発を認め滑膜切除術を行

い，1例では脂肪付きpalmarisbrevistumovernap

で正中神経を被覆した．腱鞘滑膜と横手根靱帯の

病理所見ではアミロイドの沈着を著明に認めた．

非透析患者は2例とも他施設で初回手術が行われ

ていた，1例は症状はいったん軽減したが9ヵ月

後に症状の再発を認め,MRIで正中神経の掌側偏

位を認めた．他の1例は術直後より症状が増悪し

ており再手術時所見では手根管の近位部で正中神

経の偽性神経腫を認め，初回手術時の横手根靱帯

の不全切離が疑われた．2例とも正中神経を剥離

し脂肪付きpahnarisbrevistumovernapによる被覆
を行った．再手術を行った7例全例で症状は改善

している．

【考察】手根管開放術後の再発は0.3～20％と報

告されているが，透析患者と非透析患者では再発

の機序やその対策が異なることが考えられた．
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鏡視下手根管開放術後再発例の検討

RecurrentCasesofEndoscopicCarpalTunnel
Release

聖マリアンナ医科大学整形外科

○木村元，別府諸兄，松下和彦，

吉田 亮 ， 青 木治人

【目的】現在本邦で行われている鏡視下手根管開

放術（以下ECTR)には，奥津法に代表される

oneportal法とChow法に代表されるtwoportal法
があるが，われわれは1993年よりChow法を行っ

てきた．今回ECⅢ後の再発例について検討した

ので報告する．

【対象・方法】対象は当院および関連病院で施行

したECTR症例304例400手（特発例:191例229

手，血液透析例：113例171手）のうち，再発し

て再手術に至った症例14例15手である．全例血

液透析例であり，特発例の再発は認めなかった．

症例の内訳は男性8例9手，女性6例6手，年齢

は39～74歳，平均56.3歳，再手術時の透析期間

は13～24年，平均20.8年であった．治療法とし

て15手中6手に再度ECTRを,9手(4手は当院，

5手は他院にて）に従来法（以下OCTR)を施行

した．初回手術から再手術までの期間は2年8カ

月～7年，平均4年6カ月であった．

【結果】14例中13例は初回両側手術例で，うち

10例は初回手術として両側ともECTRを受けてい

たが，3例は片側にOCTRを受けていた．この3

例ではすべてECTRを受けた側に再発していた．

初回両側ECTRで両側再発例は1例のみであっ

た．シャント側との関係では15手中8手がシャ

ント側に再発していたが，7手では反対側に生じ

ていた．再手術後，全例とも術前あった症状は軽

快した．

【考察・結語】血液透析例における手根管症候群

は特発例のそれと異なり，維持透析を続けていく

以上，再発の可能性は高いといえる．問題はほぼ

同時期に同術者が同手技で両側手術をしても，片

側のみ再発が見られたことである．シャント側と

の関係もなく，今回，再発に関して一定の傾向は

認められなかった．初回手術時に再発時期を予測

できる因子は不明であった．

2-2-24

手根管症候群および肘部管症候群におけ

る再発例の検討

RecurrenceinCarpalTunnelSyndromeand

CubitalTunnelSyndrome

'佐賀大学整形外科，z鶴田整形外科

○浅見昭彦ll園畑素樹11肥後知子11

石井英樹!，鶴田敏幸2

【目的】手根管症候群および肘部管症候群におけ

る再発例はあまり多くなく，頻度，原因や治療法

が検討されることは少ない．今回，これらを明ら

かにするために検討したので報告する．

【対象および方法】手術的に加療し，6か月以上

経過観察し得た手根管症候群72例93手（28～93

歳，平均60.2歳）および1年以上経過観察し得た

肘部管症候群106例117肘（15～90歳，平均55.8

歳）のうち，術後一旦は症状が消失あるいは軽快

したものの，その後症状の再燃をみたものを再発

例として頻度，再発の原因，治療法について調査

した．

【結果】手根管症候群では再発は2例3手で，1例

l手は特発性，もう1例2手は透析に伴うもので

あった．透析例のものは両手とも過去3回他院で

手根管開放術を受けていた．再発までの期間は数

か月であった．これらの症例に対してOCTRを行

い，良好な結果を得た．肘部管症候群では再発例

は4例あり，これらの原因は変形性肘関節症が1

肘で，あとの3肘（1肘は2回目の手術未施行）

は上腕骨外穎偽関節後の外反肘変形に伴うもので

あった.再発までの期間は数年～十数年であった．

いずれも初回手術が他院で行われており，3肘に

対する当院での手術は血管柄付き尺骨神経前方移

動術を選択し，良好な術後結果を得た．

【考察および結論】当科で経験した再発例は手根

管症候群では93手中3手（3.2％)，肘部管症候群

では2回目の手術未施行例を含めると118肘中4

肘（3.4％）とほぼ同率であった．透析例におけ

る手根管症候群の再発は透析の長期化と腱滑膜炎

の再燃によるものと思われる．一方，肘部管症候

群の再発例のうち，4例中3例が上腕骨外穎骨折

後の偽関節に伴っていたことから，外反肘変形に

加えて関節の不安定性が尺骨神経に徐々に悪影響

を与えているのではないかと思われた．
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特発性手根管症候群術後再発例に対する

鏡視手術後の臨床症状回復

CnmcalRecoveryinEndoscopicManagement

ofRecurrentldiopathicCarpalTunnelSyn-
drome

'おくつ整形外科クリニック，2日本赤十字社医療

センター整形外科

○浜中一輝!，奥津一郎'，吉田綾11

本村朋英2，森本修平2

【目的】われわれは特発性手根管症候群により，

他院で観血的手根管開放術を受けた後に再発した

症例に対し，再手術をUSEsystemを用いた鏡視

手術で行っている．再手術における鏡視所見，術

前，術後の手根管内圧測定結果，再手術後の臨床

症状，電気生理学的回復結果について報告する．

【方法】1986年から2003年5月までの間に日本赤

十字社医療センター整形外科を受診した観血手術

後再発例で,USEsystemを用いて再手術を行い，

1年以上追跡調査できた症例は，7症例8手で，

平均年令は62.6歳であった．内圧測定は，術前，

術後の安静位および指最大自動屈曲位で行った．

臨床症状の評価は，75％の症例の正中神経領域

全域における，自覚的なしびれ感の消失期間,3g

痛覚計および2g触覚計による知覚の正常への回

復期間を調べた．さらに，術前に異常値を示した

distalsensorylatency(DSL)とdistalmotorlatency
(DML)の術後改善率を比較検討した．

【成績】鏡視所見では，全例で手根管掌側に靱帯

様組織が存在した．術前平均内圧は安静位で

53.1mmHg,指最大自動屈曲位で157.8mmHg,術

後は同様に3.4mmHg,12.3mmHgであった．しび

れ感の平均回復期間は186.3日,3g痛覚計では

126.0日,2g触覚計では182.0日であった．術前

にDSLが異常値を示した患手は75.0%,DMLで

は87.5％で，術後はそれぞれ16.7％，28.6％が正

常値へと改善していた．

【結論】手根管症候群の観血手術後再発例に対す

るUSEsystemを用いた鏡視手術後の臨床症状の

回復結果は良好であった．

2-2-26

長期血液透析患者に発症した手根管症候

群の再発例に対する手術治療一滑膜切除

術の必要性について一

Hemodialysis-relatedCarpalTunnelSyn-

drome:SurgeryfOrRecurrentCases

虎の門病院整形外科

○中道健一，立花新太郎

【目的】手根管症候群の再発が最も問題となる長

期血液透析例(HD-CTS)の再手術時，再生屈筋

支帯の切離のみでよいか，滑膜も切除すべきかに

つき比較を行った．（対象と方法）1998年以降の

HD-CTSで再発・再手術となった13例19手を対

象とした．再手術時の主な愁訴は透析時と夜間か

ら朝方に増悪する手の癖痛と異常知覚

(dysesthesia)であった．屈筋支帯の切離のみ行

った手をA群，滑膜も切除した手をB群（いずれ

もopen法）とし，経過を比較した．

【結果】A群の初期の3例3手で痙痛と異常知覚の

軽減が部分的で，5－8カ月後徐々に悪化した．う

ち2手はおのおの10，14ヶ月後に再々手術に至

り，滑膜を切除し瘻痛と異常知覚は消失した（残

る1手は手術待機中)．このためA群は除圧が不

十分と判断し，以後の同群へのふりわけを取りや

めた．残る10例16手はB群とし，全手で痔痛と

異常知覚は消失した．再手術時，再生屈筋支帯は

靱帯性組織を欠き膜様で，滑膜は石灰化を伴い高

度に増殖していた．病理学的に屈筋支帯は綴痕再

生，滑膜は軟骨化生を伴う初回手術時より高度な

炎症と線維化を呈し，いずれもアミロイド陽性で

あった.なお両群の透析期間，重症度と手術・病

理所見は同等であった.A群で再々手術を行った

2手とB群全手で神経学的・電気生理学的所見は

改善し，再燃はない（経過観察：2-5[平均3]年)．

【考察】屈筋支帯の切離のみで除圧できれば手術

侵襲上好ましいが，本結果はこれのみでは不十分

で，滑膜切除が必要であることを示している．手

術・病理所見で屈筋支帯の再生は懐痕膜様であっ

たのに対し,滑膜の炎症性増殖が強かったことは，

再発時の神経圧迫の主因が後者であることを示し

ており，滑膜切除の必要性を支持するものと考え

る．

【結語】HD-CTS再手術時には，再生屈筋支帯の

切離のみでは不十分で，滑膜切除が必要である．
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血液透析患者の手根管症候群再手術例に
ついて

RecurrentCarpalTunnelSyndromeinLong-

tennHaemodialysisPatients

吉村整形外科医院

○吉村光生

【目的】長期透析患者における手根管症候群の初

回手術は，いずれの手術法でも良好な結果が得ら

れるが，再発することが多い．原因が透析アミロ

イドーシスによる腱滑膜炎と屈筋腱の変性であ

り，再手術では滑膜切除術を主に行ってきた．

【方法】初回の手術は，手掌部の小皮切を用いて

横手根靭帯切離を行った．再手術では，手掌部と

手関節近位部の2小皮切をとおして，増殖した屈

筋腱滑膜を手関節部の近位～遠位まで切除する．

手指の可動域制限に対し,臘鞘を少し広範囲に切

開する.腱がアミロイド沈着で肥厚している場合，

この部を一部切除して細くする．再生した横手根

靭帯も切離する．

【結果】再手術を行ったのは26例40手で，男性

16例26手，女性10例14手で，滑膜切除と腱鞘

切開を併用したのは40手中30手であった．再手

術例の初回手術までの透析年数は13～23年，平

均16.4年であった．再手術までの透析年数は17

年～30年，平均22.2年で，初回手術から再手術

までの期間は1年～15年，平均6.0年であった．

2回以上再手術を行った症例は5例7手であった．

滑膜炎および腱の変性は手関節から手掌部に強か

った．一方，腱の変性は手関節から手掌部にかけ

ては深指屈筋腱が，腱鞘切開部では浅指屈筋腱が

強かった．術後，瘻痛を伴うしびれ感は全例で改

善したが，手指の可動域の改善にはばらつきがあ

り，握力は平均11.3kgから15.9kgへと改善した．

【考察】長期血液透析患者の手根管症候群に対し

て，開放術と同時に滑膜切除を行うか否かは議論

されるところである．しかし再手術では長期透析

に伴うアミロイド物質の沈着による滑膜炎と腱の

変性が著明であり,手根管の開放では対処できず，

滑膜切除，腱鞘切開術，腱の処置が必要である．

術後，瘤痛は良好に改善したが，運動機能に関し

ての改善は良好とは言いえない．

2-2-28

透析による手根管症候群再発例に対する

屈筋腱滑膜切除を併用した直視下手根管

開放術の中期成績

OpenCarpalTunnelReleasewithExtensive

FlexorTendonTenosynovectomyfbrRecurrent

CarpalTunnelSyndromemPatientwithHaemo-

dialysis

1信州大学整形外科，2北海道大学整形外科，3札

幌社会保険総合病院整形外科

○加藤博之!，村上成道11三浪明男2"

岩崎倫政2，平地一彦3

【目的】血液透析による手根管症候群(CTS)で

は手根管開放術後に再びCTSが高頻度で再発す

る．このような再発CTSに対して，直視下手根

管開放術(OCTR)を行うか鏡視下開放術を行う

か，あるいは屈筋腱の滑膜切除を行うか否かにつ

いては意見の一致をみていない．演者らは手根管

部からA2滑車までの屈筋腱滑膜切除を併用した

OCTR行ってきた．演者らの方法を紹介し，中期

成績を報告する．

【対象と方法】症例は7例11手で，年齢は43才か

ら60才，透析歴は19年から27年であった．初回

OCTRから今回の手術までの経過期間は平均9年

であった．シヤント側が8手，非シャント側が3

手であった．これら11手の臨床像ではCTSの症

状に加えてに手指の屈筋腱腱鞘滑膜炎による手指

の握りづらさを認めた．手術は入院し全身麻酔下

で空気止血帯を用いた．前腕遠位から手掌に至る

皮切を用いて手根管を開放した．手根管内容の減

少と屈筋腱腱鞘炎の改善を目的に，屈筋腱滑膜を

手根管部からA2滑車の近位まで可及的に切除し

た．術直後から指の自動運動を開始した．

【結果】切除した滑膜の湿重量は平均7gであった．

シャントの損傷，創治癒遅延，拘縮，屈筋腱の癒

着などの合併症はなかった.CTSによる症状は全

例で軽快した．握力は術前平均4.7Kgから術後平

均12.7Kgに増加した．可動域が術後に低下した

指はなく，示指から小指の指尖手掌距離は術前平

均3.2cmから術後平均l.0cmに改善した．本手術

後の経過期間は1年2か月～9年であるが，現在

まで再々度の手根管開放術を要した症例はない．

【考察】本術式はECTRに比べて侵襲が大きいと

いう短所はあるが，安全で確実に正中神経の除圧

が可能であり，透析CTS再発例において有効な

方法と考えられる．さらに指の自動屈曲角度が有

意に改善し日常生活での手が使用しやすくなる効

果がある．
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コレス骨折に対するcondylarstabilizing
法の治療成績

ClimcalResultsofCondylarStabinzingTech-

niquefOrCollesFracture

'立川綜合病院整形外科，2刈羽郡総合病院整形外

科

○森谷浩治1，河路洋--11内山徹11

幸田久男'，傳田博司2

【目的】2002年に清重が報告したcondylar

stabilizing法は，僥骨短縮を来すことなく術直後

から手関節を動かすことができ，早期機能回復を

可能とした．当科でも2002年7月より背側皮質

骨の粉砕したコレス骨折に対して本法を施行し，

良好な結果が得られている．今回，その治療成績

について報告する．

【対象と方法】対象は2002年7月よりcondylar

stabilizing法を施行したコレス骨折の内，術後12

週以上経過観察できた21例で，男性5例，女性

16例であった．手術時年齢は29から79歳，平均

61歳であった．骨折型は斎藤分類でコレス骨折9

例，粉砕コレス骨折12例であった．使用したプ

レートはAO/ASIF掌側用distalradiusplatel8例，
LCP3例であった．術直後および術後12週時で

UInarlnclination(UI),VolarTilt(VT),UInar

Variance(UV)を計測し検討した．臨床的評価

は斎藤の治療成績評価基準を用いた．

【結果】術後12週までにUIは1.0±1.8｡,VTは

1.0±2.3｡,UVは1.1±l.5mmの整復位損失を認

めた．術後12週までに可動域は健側の80から

97％，握力は66％まで回復した．治療成績は

excellentl6例,good4例,fairl例であった．

【考察および結論】condylarstabilizing法により早
期機能回復が可能となり，おおむね整復位も維持

することが出来ていた．経時的にUV増加が見ら

れる症例では手関節尺側部痛を認め，治療成績不

良の原因となるため月状骨窩下もbuttIesspmにす
るなどの工夫が必要である．

2-3-2

僥骨遠位端関節内骨折に対する背側

DoublePlating法による治療
SurgicalTieatmentfbrlntra-articularFractures

oftheDistalRadiusbytheLowProfileDouble

Plates-AProspectiveStudyof36Consecutive
Patients-

'(特医)きっこう会多根総合病院,2(特医)きっこ

う会多根第二病院，ヨ滋賀医科大学整形外科

○本城昌11福田眞輔21冨士居和之ll

西澤和也1，松末吉隆ヨ

【目的】僥骨遠位端関節内骨折の治療は解剖学的

整復位の保持および早期の関節可動域訓練が重要

である．我々は，前向き研究としてRikliらの背

側DoublePlatmg法を選択し，検討した．

【方法・対象】対象は2000年7月から2002年7月

までの36例．男性15例，女性21例で手術時年令

は21-82歳（平均55.8歳)．平均経過観察期間は

17.6ケ月．初診時，全例にX線検査,CT検査を

施行．骨折型はAO分類でC1:1例,C2:14例，

C3:21例，他の骨折分類及びDRUJの破綻も検

討．手術方法は，背側第三区画より侵入し，原法

に従い内固定材料（マチス社製ミニ2.0T&2.0ス

トレートプレート）を互いに60.前後の角度を持

たせて設置した．骨欠損例は自家腸骨移植術を併

用.X線評価は経時的に各パラメーターを計測．

臨床評価はCooneyの基準その他を用いた．

【結果】全例で骨癒合を得た.Cooney評価で

Excellentll例,Goodl2例,Fairl4例．伸筋腱の

障害は2例に認めた.X線評価で，術直後と6ケ

月時との矯正損失量は,RTO.53｡(24.4→24.3),

PTO.71｡(12.1→12.2),RL0.39mm(11.9→11.7),

[Ⅳ0.44mm(0.9→1.3).統計学的には[Ⅳに有意

差を認めたが，矯正損失は非常に少なく，一方，

PT,RT,肌は有意差を認めず．

【考察】3-columnconceptに基づく背側Double

Plating法は，非常に薄い内固定材料を用いるが，

その設置方法により強固で，早期の関節可動域訓

練が可能．また背側プレート法の欠点である伸筋

腱障害を減少させ得る．難点は，手技的に習熟を

要する事である．またDRUJの損傷の強いものは

Cooney評価でfair群に多い傾向がみられ，手関節

面とDRUJの解剖学的整復と保持が重要であると

推察された．

【結論】背側DoublePlatmg法は，背側プレート固
定特有の合併症を減少させ安定した成績を得る事

ができる．
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AO-C3型僥骨遠位端骨折に対するプレー

ト固定の治療成績

ResultofPlateFixationfOrtheTreatmentof

AO-C3FracmresoftheDistalRadius

濁協医科大学整形外科

○亀井秀造，長田伝重，岩本玲，

藤田聡志，早乙女紘一

【目的】近年,AO-C2型までの僥骨遠位端骨折に

対しては，ピンニング,bridgingtype,non-

bridgingtype創外固定，プレート固定など多くの

術式が行われており治療成績も良好である．しか

し，関節内粉砕骨折であるAO-C3型骨折につい

ては治療が難しく，どの手術法においてもまとま

った治療成績の報告は少ない．今回我々は,AO-

C3型骨折についてプレート固定の治療成績を検

討したので報告する．

【対象と方法】過去6年間にSymmetryplateを用い

て手術を行ったAO-C3型骨折62例を対象とした．

男性29例,女性33例であり,年齢は平均50歳であ

った.骨折型はC3-1型23例,C3-2型33例,C3-3型

6例であった.手術までの期間は平均5.8日であっ

た．僥骨の背側にplate固定した例は37例，掌側

にplate固定した例は25例であり，骨欠損部への

人工骨充填は33例，骨移植は1例であった．術

後の手関節可動域訓練開始時期は平均10.4日で

あり,術後経過観察期間は平均12.7ケ月であった．

【結果】X線計測値:Radiallength(RL)の平均値

(mm)は受傷時4.5→plate固定時11.2→骨癒合時

10.4であった.Radialtilt(RT)の平均値(度)は同

様に16.5→22.6→23.5であった．Pahartilt(PT)

の平均値(度)はColles型は-14.1→5.1→6.3であ

り,Smith型は14.0→8.2→8.0であった．Ulnar

variance(UV)の平均値(mm)は4.1→0.0→1.5であ

った．術後骨折部再転位：術後にRLが3mm以上

短縮した例は10例,RTが4度以上変化した例は

15例,PTが4度以上変化した例は12例,UVが

3mm以上増加した例は10例であった．総合評価

(斎藤）はExcellent51例,Good7例であった．合

併症としてRSDが1例に認められた．

【結語】AO-C3型僥骨遠位端骨折に対して，本

Plateによる固定は有効な治療法である．しかし，

関節部の粉砕が高度な骨折では十分な固定性の得

られない症例も認めた．

2-3-4

掌側SymmetricPlateを用いた僥骨遠位
端骨折の治療成績

TreatmentfOrDistalRadiusFracturesUsing

VolarSynnnetricPlate

'国保中央病院整形外科，2平成記念病院整形外科

○藤谷良太郎11小野浩史11荒木正史11

片 山 健 l l 前 川 尚 宜 2

【目的】僥骨遠位端骨折に対して，早期の社会復

帰をめざし，掌側SymmetricPlate(SP)を使用し，

その結果を検討した．

【対象と方法】対象は28例31手，男性11例，女

性20例．受傷時年齢18～83歳，平均55.9歳であ

った．骨折型はAO分類でA22例,A318例，

B32例,C11例,C25例,C33例であっ

た．P手術は掌側SPで僥骨を固定し,6例にC-

wire固定を追加した．5例にリン酸カルシウム骨

ペースト(CPC)を掌側より注入した．尺骨茎状

突起骨折9例中，3例に鋼線締結を行った．術後

は外固定0～2週間（無17例，1～2週間14例）

行った．追跡期間は平均6.7ケ月であった．

【検討項目】全体を掌側転位(v群)18例と背側

転位(D群)13例に分け検討をした.X線学的評

価はPT,UV,RIを術前，術直後，最終調査時に

計測した．

【結果】全例に骨癒合を得た.Cooneyの臨床成績

では優25例，良4例，可2例であった．可の2例

は握力と可動域が悪かった.X線学的評価ではV

群とD群のいずれのパラメーターも術直後と最終

調査時の間に有意差を認めなかった．

【考察】今回，掌側転位骨折のみだけでなく，背

側粉砕型骨折や関節内骨折に対しても掌側SPを

使用し早期可動域訓練を行い良好な成績を得た．

その固定力は良好で,V群,D群とも術直後の整

復状態が最終調査時まで保持された．その方法の

要点は1）末梢のスクリュー3本を軟骨下骨に沿

って固定する，2）骨欠損部にCPCを充填しスク

リュー，軟骨下骨の支えを作ることであった．し

かしD群ではPTが手術直後2.6±3.7.で手術時

の整復不足があり，さまざまな脅曲のPlateが必

要であると考えられた．
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LessinvasivePalmarPIatingSystem

(LIPPS)による僥骨遠位端骨折の治療成績
ClinicalResultsintheTreatmentfbrFracture

oftheDistalRadiusUsingLesshvasivePalmar

PlatingSystem

'大阪府済生会中津病院整形外科，2大阪市立大学

大学院医学研究科整形外科，3馬場記念病院整形

外科，‘池田病院整形外科

○釜野雅行11宮脇裕二11香月憲-21

遠山雅彦3，町井義和4

今回我々は僥骨遠位端骨折に対する新しい掌側プ

レート固定システムを開発したのでその臨床成績

を報告する．

【対象と方法】僥骨遠位端骨折17例.AO分類

A2-2:2例,A3-2:8例,A3-3:1例,C2-1:3例,C2-

2:2例,C3-1:1例．受傷時年齢平均60歳(19-82

歳)，受傷機転は転倒転落．平均追跡期間3ケ月

であった．手術は上肢伝達麻酔下にtrans-FCRア

プローチを用い，約3cmの皮切で侵入した．本プ

レートシステムの特徴は1厚さ1.3mm,最大長

48mm,最大幅24mmの形状を有するanatomical

plate,2.ガイドワイヤーを用いることにより
cannulatedcanncellousをより正確に遠位骨片の軟

骨下骨に挿入できる，3．骨移植用窓を有するこ

とである．Screwheadの形状はlow-profileであり，

軟部組織に対する刺激はない．骨欠損や骨粗霧の

強い例ではプレート窓からcalciumphosphatebone

cementを注入した．外固定期間は抜糸までの1週

間し，その後手関節の自動運動を開始した．臨床

評価はGartlandらの評価法を用いた.X線学的検

査はpalmartilt(PT),radialinclination(RI),

radiallength(RL)の3項目について術前，術後，
最終に計測した．

【結果】骨癒合は全例に得られた．臨床評価は

excellent8例,goOd9例であった.PTは術前-

24.から術後7°に，mは術前13.から術後21.に，

RLは術前0mmから術後9mmに改善し，最終ま

で維持されていた．

【結論】背側転位型僥骨遠位端骨折に対する掌側

プレート固定法の安全性と有用性はすでに確立さ

れている．今回，我々はより低侵襲でかつ良好な

固定性が得られるLPPSを開発し，少数例の短期

追跡期間であるが良好な成績が得られた．

2-3-6

LeibingerMatrixplateを用いた僥骨遠位
端関節内骨折に対するプレート固定法の
治療成績

PlatingwithLeibingerMatrixPlatefOrhtra-
aticmarFractureofDistalRadius

'静岡赤十字病院整形外科，2慶應義塾大学整形外

科

○牧田聡夫11中村俊康2

【目的】榛骨遠位端関節内骨折に対し解剖学的整

復，強固な内固定，早期運動を目標として

LeibingerMatrixplateを用いたプレート固定を施
行した．今回その治療成績につき報告する．

【対象および方法】2002年4月以後当科において

手術を施行した20例を対象とした．男性6例，

女性14例，年齢は24歳から78歳，平均58歳で

あった．骨折型は斉藤の分類で，掌側Barton骨折

1例，粉砕Colles骨折12側粉砕Smith骨折6例，

掌側Barton･chauffeur合併骨折1例であった．

合併損傷は尺骨茎状突起骨折を11例に，尺骨頭

骨折を2例に認めた．手術方法は掌側進入掌側プ

レート固定16例，背側進入背側プレート固定4

例で，プレートはLeibingerMamxplateを使用し

た．4例にリン酸カルシユウムペースト(Biopex)

の充填を追加した．術後の可動域訓練は骨折部の

固定性により7から35日（平均17日）より開始

した．術後成績評価は瘻痛，関節可動域，握力，

合併症について調査し,X線学的評価も行った．

総合評価は斉藤の評価基準を用いた．X線学的評

価はRadialinclination(RI),Palmartilt(PT),

Ulnarvariance(UV)を術前，術後，最終調査時

に測定した．

【結果】術後成績は斉藤の評価基準でExcellentl5

例,Good5例であった．X線計測値は術前平均

RI:15.9｡,PT:9.8｡'UV:4.7mmが術後平均

m:20.5｡,PT:6.7｡,UV:0.3mmと改善され，最終

調査時平均m:20.3｡,PT:6.6｡,UV:0.9mmと整復

位がほぼ維持された．しかし骨移植をすべきであ

った症例およびosteoporosisの強い症例に僥骨の
短縮を認めた．

【考察】榛骨遠位端関節内骨折に対し,Leibinger

Matrixplateを用いたプレート固定を行いほぼ良
好な成績が得られた．しかしプレート単独では整

復位を保持できない症例もあり，骨移植の追加を

検討すべきである．
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僥骨遠位端骨折に対する創外固定および
経骨髄的鋼線固定一成績不良例と尺骨茎
状突起骨折との関連一

ExtemalFixationwithhtramedullaryPinnmg
fOrtheTreatmentoftheDistalRadiusFracture

-TheAnalysisoftheComplicatedUlnar
StyloidProcessFracmre-

永山病院整形外科

○納田真也，成山雅昭，岡崎辰也，
永山宗徳

【目的】僥骨遠位端骨折に対する創外固定及び経

骨髄的鋼線固定の治療成績を報告するとともに，

成績不良例における尺骨茎状突起骨折との関連に

つき検討した．

【対象と方法】1998年1月から2003年4月までの

5年間に当科で創外固定及び経骨髄的鋼線固定を

施行した僥骨遠位端骨折で術後6カ月以上経過し

た42例43関節（男性10関節，女性33関節）を

対象とした．受傷時年齢は，18～91歳（平均55

歳）で，術後経過観察期間は6～68カ月（平均

30ヵ月）であった．骨折型は斉藤の分類で粉砕

Colles骨折が39関節，粉砕Smith骨折が4関節で

あった．X線学的評価として,radialinclination

(m),volartilt(VT),radiallength(RL),ulnar
Variance(UV)を術直後と最終調査時で比較した．

機能評価には斉藤のポイントシステムを用いた．

成績不良例については，主な減点項目と尺骨茎状

突起骨折との関連を調査した．

【結果および考察】X線学的評価ではRI,VT,

RL,UVは，各々 術直後平均22.6｡,4.4｡,

10.4mm,0.9mmから最終調査時22.2｡,4.0｡,

10.0mm,1.1mmであり矯正損失は全ての項目で

小さく，術直後の整復位はよく保たれていた．機

能評価は,excellent36関節,good7関節でfair,

poor例はなかった．good7関節では全例に痙痛が

残存し4例では特に尺側部痛を訴えていた．good
7関節中，尺骨茎状突起骨折を伴っていた例が6

関節であり，尺側部痛のある4関節はすべて茎状

突起基部および中央部での偽関節例であった．

【結論】榛骨遠位端骨折に対し本法施行により，

X線学的，臨床的評価において概ね良好な結果が

得られた．成績不良(good)例では瘻痛の残存が

共通し，合併する尺骨茎状突起骨折に対する非手

術例が多かった．

2-3-8

創外固定と骨移植によるAO-C3型榛骨遠

位端骨折の治療成績

OperativeTreatmentfOrUnstableRacmreof

DistalRadius(AO:23-C3)

山口大学整形外科

○重冨充則，伊原公一郎，村松慶一，

橋本貴弘，河合伸也

【目的】1998年から,AO-C3型の僥骨遠位端骨折

に対して，創外固定による牽引整復下に骨移植を

用いて関節面の整復・固定を図る方法を行ってき

た．本法は粉砕・陥没した関節面の骨片を手根骨

関節面を鋳型として整復するとともに，その整復

位の保持を移植骨で担うものである．2000年か

ら，一部の骨粗霧の強い症例で自家骨移植量を減

じるためにリン酸カルシウム骨ペースト(cPc)

も併用した．今回，術後6カ月以上経過した14

例15手につき，その治療成績を検討したので報

告する．

【対象】14例15手の内訳は男女各7例，年齢は平

均52歳（48～77）であった．この内，他部位の

骨折を伴う多発外傷例は5例と高エネルギー損傷

例が多かった．骨折型は,Frykman分類ではⅣ
型：1，Ⅶ型：8，Ⅷ型：6，斉藤分類では全例

comminutedColles型であった．術前のvolartilt

(VT):-40～-12｡,radialshortning(RS):1~
17mm,radialmclmation(RI):0～35｡.手術時，

CPCを併用したのは4例4手（全例女性）であっ

た．創外固定器は,POINGFⅨを用いた．経過

観察期間は，平均14カ月（6～26）であった．

【成績】治療成績は斉藤の評価基準では

Excellent:12手,Good:3手,Green&OIBrien

の評価基準ではExcellent:9手,Good:6手と比

較的良好な成績であった.CPC併用症例でも，成

績に差は無かった．最終評価時のVT:平均9。

(3～15),RS:平均1mm(-2～5),RI:平均

24。（15～30）とほぼ解剖学的な形態が獲得でき

ていた．

【結論】榛骨遠位端の関節内骨折については，手

関節鏡視下に整復固定を推奨する報告もあるが術

中・術後の水腫や手術時間，内固定法など問題点

も多い．本法は手技的な難易度は高くなく安定し

た成績が得られており,AO-C3型の僥骨遠位端

骨折において有用な治療選択肢と考える．
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創外固定法とIntrafocalpinningを併用し
た粉砕Colles骨折の治療
TreatmentfbrtheComminutedCollesFracture

UsingtheExternalFixatorandIntrafocal

P加血9

'鹿児島市立病院整形外科，2鹿児島大学大学院

運動機能修復学講座整形外科学

○牧信哉ll谷口良康11吉野伸司2

【はじめに】粉砕Colles骨折の治療に創外固定法

のみを用いた場合，骨折部でズレを生じやすい事

は，共同演者である吉野が第40回本学会で発表

したが，今回我々はこれを予防するため，創外固

定法にintrafOcalpinnmgを追加した症例と，追加
しなかった症例のし線所見を比較したので報告し

たい．

【症例および方法】症例は平成10年5月～平成14

年10月に当科及び関連病院にて創外固定法で加

療した粉砕Colles骨折の症例のうち,intrafocal

pinningを追加しなかった症例;19例(A群),

intrafOcalpinningを追加した症例;36例(B群）
とし比較検討した．年令はA群；20才～84才

(平均；56才),B群;19才～85才(平均;53才),

性差は男;A群9例,B群14例，女;A群10例，

B群22例で，全例粉砕Colles骨折であった．この

2群に対し，術前と創外固定器除去時の1）

palmartilt,2)radialmclmation,3)radiallength,
と第40回本学会で発表した際使用した4）背低転

位，5）側方転位を計測，比較検討した．

【結果】創外固定器除去時の1)palmartilt,A

群；平均3.5｡,B群；平均8.8｡,2)radial

inclination,A群；平均15｡,B群；平均20｡3)

radiallength,A群；平均5.1mm,B群；平均

9.9mm,4)背底転位,A群；平均3.5mm,B群；

平均1.5mm,5)側方転位,A群；平均1.8mm,B

群；平均1.4mmで，側方転位は差がなかったが，

他はB群が解剖学的整復の面で優れていた．

(p<0.05)しかし,B群でもpalmartiltが過度に
矯正されていた症例が3例あった．まとめ；粉砕

Cones骨折の治療として，創外固定法にintrafOcal

pmningを追加することにより，解剖学的整復が

できるが，僥骨遠位端骨折部掌側の骨皮質が合っ

ていないと術後もpalmartiltが過度に矯正されや

すい．

2-3-10

背側骨欠損を有する不安定型僥骨遠位端

骨折に対するnon-bridging創外固定術
Non-bridgingExternalFixationfOrUnstable
FracturesoftheDistalRadiuswithMassive

DorsalBoneDefect

'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!，岡崎敦11葉梨大輔11

斎藤知行2，酒井直隆2

【目的】背側に大きな骨欠損を有する不安定型僥

骨遠位端骨折に対しnon-bridging創外固定術を行

ったので，術後成績および固定期間や骨折型別の

整復位の保持を調べたので報告する．

【対象と方法】対象はHoffman2compact創外固定

器を用いnon-bridging創外固定術を行った不安定
型榛骨遠位端骨折のうち，整復位にて長軸方向に

lcm以上の背側骨欠損を有した21例で，年齢は

平均66才．受傷側は右10例，左11例，平均経過

観察期間は9カ月であった．骨移植術などは併用

しなかった．骨折型はAO分類A型8例,C型13

例．創外固定器は平均6.5週で除去した．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(Pr),UharVariance(UV)

を計測しX線的評価を行った．さらに，固定期間

と骨折型別の整復位の保持性を調べた.また,斉藤

のポイントシステムを用い臨床的評価を行った．

【結果】PTは受傷時-23.2±15.1度が整復時9.4i

4.5度(p<0.001),除去時10±4.3,調査時9.8
4.7度と整復位は良好に獲得，保持された．UVは

4.3i2.7mmが0.9±0.9mm(p<0.001),1．5±

1.4mm(p<0.05),1.8i1.6mmと良好に整復位は
獲得されたが固定中に臨床的には最小の範囲であ

るが有意に短縮を認めた.UVの変化を固定期間

別にみると6週固定では整復時0.8±0.1mm,除

去時1.4±1.5mmと有意に増加したが,(p<0.05),

8週固定では1.1±0.7mm,1.60.9mmであった．

骨折型別ではA型で0.3±0.7mmが0.6i0.9mm

だが,C型は1.2±0.9mmが2.0±1.4mm(p<

0.05）と有意な短縮をみた．斉藤のポイントシス

テムはExcellentl7例,Good4例であった．

【結論】骨欠損を有する不安定型僥骨遠位端骨折

に対してもNon-bridging固定術は良好な成績が得

られたが，固定期間を6週にする場合や，骨欠損

を伴うC型骨折では骨移植などが必要と考えられ

た．
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Non-bridgetype創外固定器を単独使用し
た榛骨遠位端骨折の治療成績について

TreatmentofDistalRadiusFracturesUsing
theNon-bridgeTypeExternalFixatorlndi-

vidually

日本医科大学整形外科

○南部昭彦，澤泉卓哉，南野光彦，

小寺訓江，伊藤博元

【目的】近年僥骨遠位端骨折にnon-bridgetype創
外固定器を用いた治療の有用性についてや，プレ

ート等の併用で適応が拡大できる等の報告が散見

される．しかし，単独使用でどの骨折型までを対

象とするか未だに結論はない．今回我々はnon‐

bridgetype創外固定器単独にて治療した症例の治

療成績を検討したので報告する．

【対象および方法】2000年から3年間にnon-bndge
type創外固定器を用いて治療した僥骨遠位端骨折

31例32手(Compack創外固定器28例29手，イリ

ザロフ創外固定器3例3手）を対象とした．男12

例，女19例，右11手，左21手，受傷時平均年齢

54.7歳，受傷～手術までの期間は平均8.5日であ

った．骨折型はA-O分類で,A2:4例,A3:9

例,B3:4例,C1:7例,C2:11例であった．

【結果】創外固定平均装着期間は8.9週，抜去時／

最終調査時平均関節可動域は掌屈31.5761.2皆屈

38.7764.5.であった．最終調査時，握力は平均

19.8kg(健側比72.8%)であり，単純レントゲンで

のRadialhclmation,VolarTnt,UlnarVarianceの

平均腱側平均は26.3725.5｡,8.3713.6｡,-1.6mm/L

0.8mmであった．斉藤の評価基準では25例が優，

7例が良であった．

【考察】最終レントゲン計測上は健側とほぼ同等

で，治療成績も良好であり，関節内が高度に粉砕

した骨折以外はnon-bridgetype創外固定器単独使

用で治療可能と考えられた．今後,non-bridge
type創外固定の利点を損失せず良好な結果を得る

ために，骨移植やK-ワイヤー固定程度を追加し

た治療を考えている．

2-3-12

Non-bridging型とbridging型創外固定に
よる不安定型僥骨遠位端骨折の治療成績
の比較

ComparativeStudyoftheTreatmentofUn-

stableFracturesoftheDistalRadiusUsing

Non-bridgingExternalFixationorBridging
ExtemalRxation

杏林大学整形外科

○内倉長造，平野純，工藤文孝，

高山拓人，里見和彦

【はじめに】不安定型僥骨遠位端骨折に対し，

我々は創外固定器による治療を原則としている．

2002年3月まではbridging型を用い,4月以後は

non-bridging型に移行してきたので，その成績に

つき比較検討した．

【対象および方法】症例はnon-bridgmg型（以下A
群）70例（男16,女54,平均年齢62.8歳）71骨

折,bridging型（以下B群)42例（男16,女26,

平均年齢59.6歳）42骨折であった．受傷原因は

転倒が73例と最も多かった．骨折型は,AO分類

ではA22骨折,B2骨折,C89骨折であった．平

均経過観察期間はA群が8カ月,B群が26カ月で

あった．治療成績は斉藤の基準を用い，自覚的，

他覚的評価，合併症に分け，総合成績をexcellent

からpoorの4段階で評価した．

【結果】全例に骨癒合は獲得できた．創外固定の

装着期間はA群が全例6週,B群が4～9(平均

5.4）週であった．治療成績は，自覚的評価では

A群,B群の順にgood以上が97.2%,90.5%であ

った．他覚的評価では，遣残変形はいずれもA群

が良好であったが,radialtiltは過矯正の傾向にあ

った．また，創外固定抜去後の再転位量もA群の

方が少なかった．総合成績はA群,B群の順に

good以上が100,95.2%であった．考察：不安定

型榛骨遠位端骨折に対する創外固定による良好な

治療成績の報告を散見するようになった．自験例

でも特にA群では良い成績が得られた．また，遣

残変形もA群は骨移植を行わなかったにもかかわ

らずB群より少なかった．これらの理由として

non-bridgmg創外固定は末梢骨片に直接p血を刺入

するため骨折部に対して強固な固定性が得られる

ことや術直後から手関節を動かせるために手関節

の拘縮予防と関節軟骨のリモデリング促進になる

ことなどが考えられた．
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僥骨遠位端関節内骨折に対する弩曲髄内

釘と経皮ピンニング併用による手術成績

Post-operativeResultofthelntramedullary
FixationwithCurvedKirschnerWiresfor

Intra-articularFracturesoftheDistalRadius

I社会保険筑豊病院整形外科，2産業医科大学整形

外科

○益本真太郎'，井原成男!，山口拓嗣!，

酒井 昭典2

【目的】我々は，榛骨遠位端骨折に対して，脅曲

髄内釘と経皮ピンニングによる手術を行ってい

る．関節内骨折に対しても原則的に，同様の方法

で治療している．今回，その手術成績について報

告する．

【対象】1998年から2003年6月までに手術を行っ

た関節内骨折16例を対象とした．女13例，男3

例，手術時年齢は53～95歳（平均74.9歳)．骨

折型は齊藤分類で行った．受傷から手術までの期

間は，0～5日（平均2.4日）で，術後経過観察期

間は5～51週（平均15.6週）であった．

【方法】麻酔下に，徒手整復が可能な事を確認す

る．次に多方向に脅曲を加え，先端を鈍とした

Kirscmer鋼線3本を，手関節の中枢より軟骨下骨

まで髄腔内に挿入し，固定性を高める目的で遠位

より経皮的に骨折部を通じて近位髄内に数本ピン

ニングした．術後は約3週で経皮ピンのみ抜釘し

た．X線学的計測として,radialinclmation(RI),

Volartilt(VT),ulnarvariance(UV)を初診時，

術直後，術後3週，最終診察日に測定し，その値

の推移，ならびに健側との比較をして検討した．

【結果】mの平均値は健側22.9°に対し，患側は初

診日16.7｡,術直後23.1°で以降大きな変化はなか

った.VTの平均値は，健側11.1.に対し患側は初

診日-9.9.,術直後7.5.,以降やや増加の推移をた

どり，最終8.5.であった．UVの健側との差は受

傷日1.7mm,術直後0.4mm,3週後2.1mm,最終

1.7mmと推移した．また全例で骨癒合が得られ，

重篤な合併症もなかった．

【考察】本法は，低侵襲，簡便で，かつ術後管理

が容易であり骨粗霧症の強い患者にも適応可能で

ある事より，榛骨遠位端関節内骨折に対し，有用

な1つの手術方法と考える．

2-3-14

榛骨遠位端骨折に応用したリン酸カルシ

ウム骨ペーストは本当に置換されるか？

DoesCalciumPhosphateCementfOrFractures

ofDistalRadiusReplacetheBone？

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

当科では骨粗霧症を基盤とした不安定型榛骨遠位

端骨折に対し，自家腸骨移植の他，リン酸カルシ

ウム骨ペースト（以下,cPc)も骨補填財として

使用している．CPCを応用することにより自家骨

採取が不要といったメリットを持ち，また,CPC

自体も経時的変化による骨への置換も期待される

有用な骨補填材料とされている．今回,CPCを使

用した僥骨遠位端骨折においてCPCの置換状況

につき経時的に検討した．

【対象】平成12年以降,CPCを応用して治療し12

ケ月以上経過観察し得た不安定型僥骨遠位端骨折

28例，男性2例，女性26例である．平均年齢68

(57～80）歳で，平均経過観察期間は17.7(12~

36）ケ月であった．

【方法】X線学的にCPCの吸収の有無につき評価

を行った．また,radialinclination(RI),radial

shortenmg(RS),volartilt(VT)を受傷時，術直
後，最終観察時と経時的に計測を行い，臨床評価

として斉藤の評価基準,Green&Oibrienの評価基

準を用いて評価を行った．

【結果】CPCの骨への置換については,X線学的

に正確な評価は困難であったが，最終観察時には

全例CPCの遣残を認めた．しかし,radial

inclination(RI)は術前平均17.3｡,最終観察時

22.5｡,radialshortening(RS)は3.3mmから

1.0mm,volartilt(VT)は-20.から6.2.と良好な

解剖学的整復位の保持が得られていた．臨床評価

でもexcellentが24例,goodが4例と良好な成績
であった．

【まとめ】榛骨遠位端骨折に応用したCPCは当初

予想されたほどの骨への置換は起こらなかった

が,X線学的に骨折部の形態は良好に保たれ臨床

評価も良好であった．
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僥骨遠位端骨折に対する生体活性セメン

}(CAP)の掌側注入による治療

PalmerBioactiveBoneCementingfOrthe
TreatmentofDistalRadiusFractureinthe

Elderly

!箕面市立病院整形外科，2市立泉佐野病院整形外

科，3国立大阪南病院整形外科，4友紘会総合病院

整形外科，‘(株)クラレメディカル

○難波二郎ll島田幸造21斉藤正伸31

栗山幸治4，中島俊秀，

【目的】高齢者僥骨遠位端骨折に対し，解剖学的

整復位の維持，超早期機能回復を目的に我々は独

自開発の生体活性セメント（以下CAP)を使用

し治療開始した．今回，髄内セメント注入経路を

掌側骨折部とし，術後6ケ月経過した8症例を検

討し，有用性，問題点を明らかとする．

【素材】CAPはhydroxyapatiteとBis-GMA系樹脂
のcompositeで，生体親和性に優れ，骨伝導能を

持つ．撹拝操作をせずにペースト状で注入が可能

である．圧縮強度は249Mpa(PMMA107Mpa,
Biopex80Mpa),重合温度は46度(PMMA76度),

最大硬化時間は6から8分(PMMA約10分，

Biopex2週間）である．

【対象】対象は僥骨遠位端骨折8例9肢で全例女

性，年齢は54から79才平均66才．骨折型は

Frykman分類にて5型4肢,6型5肢であった．経

過観察期間は全例6ケ月．

【方法】手関節掌側進入により骨折部を展開．整

復後K-wireにて固定し，骨折線の一片を利用し

た小開窓を作成し，骨欠損部にCAPを注入充填

した．骨片は開窓部へ戻した．創部安静のため1

から2週シーネ固定し,K-wireを抜去後に手関節

自動運動訓練を開始した．以上にX線学的評価と

斉藤の評価基準にて臨床評価を行った．

【結果】全例骨癒合を得,CAP周囲骨透梁像は認

めなかった.tiltingは平均7.7度dorsal/､,

inclinationは平均1.3度変化した.varianceは平均

1.2mm,plus偏位した．臨床評価はExcellent7例8

肢,Goodl例であった．

【考察】一般的に髄内セメント固定法は背側注入

であり，骨折転位は充填量に依存される．掌側進

入，注入法の利点は掌側骨皮質の整復位を直視下

に確認できることで，よりsinkingが防止される
と考える．今回，背屈方向へ矯正位損失がみられ

るも僥骨沈下は防止され，加え早期運動開始によ

り臨床的に好成績をおさめたと考える．

2-3-16

新しい生体活性セメントCAPを用いた僥
骨遠位端骨折の治療

TreatmentfOrFractureoftheDistalEndof

RadiuswithUseofNewBioactiveCement

"CAP"

｜りんくう総合医療センター市立泉佐野病院整形

外科，2国立大阪南病院整形外科，3(株)クラレメ

ディカル研究開発グループ

○島田幸造11察栄美!,山下太11

斉藤正伸2，中島俊秀3

【目的】骨粗霧を有する高齢者の僥骨遠位端骨折

に対して，小侵襲で解剖学的形態を維持しつつ早

期に運動を開始し，手の機能を最大限温存するた

めに，新しい生体活性セメントを用いた治療を開

始した.CAPはハイドロキシアパタイトを

BisGM系レジンでペースト状にした骨補填材で

ある．硬化後表面に析出したアパタイトは骨伝導

能を有し骨と生体学的に結合する一方，その初期

強度は近年実用化された種々のペースト状骨補填

材に比較して圧倒的に強く（圧縮強度249MPa)

容易には崩れない．屍体新鮮凍結標本を用いた実

験（日手会誌17巻）を経て臨床応用を開始した

ので，その経過を報告する．

【方法】10名（男2名，女8名．年齢56～76才，

平均66才）の不安定型僥骨遠位端骨折に対し，

麻酔下に整復を行いK-wireにてcrosspinningの

後，背側小皮切から骨欠損部にCAPを補填し，

背側シーネによる2週間の外固定後に自動運動を

許可した．術後6ヶ月間経過観察し，臨床所見と

し線像を調査した．

【結果】全例骨癒合を得，術後1，3，6ケ月で関

節可動域は対側比平均52％→78％→86％，握力

は32％→66％→76％であった．術前，術直後，

術後3，6ケ月のし線像は,VolarTilt(｡)が-14.2

→-1.7→-1.8→-2.6,RadialAngle(｡)が18.3→22.8

→21.9→21.6,UlnarVariance(mm)が3.0→0.9-"

1.4→1.9と，術後の整復位は良好に維持された．

【考察】僥骨遠位端骨折部を小侵襲下に治療する

ため，種々の骨補填材が開発されてきた．最近の

トピックスはリン酸カルシウム系の骨ペーストで

あるが，初期強度不足から期待したほどの効果が

得られていない.CAPは骨伝導能を有しながら

初期強度が骨皮質並みに強く，早期運動に耐える

骨補填材といえる．手術だけでなく後療法も含め

て小侵襲の治療により，手の良好な機能予後が期

待できる．
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2-3-17

榛骨遠位端骨折変形治癒に伴う可動域制

限の分析

AnalysisofROMRestrictioninMalunited
FracturesofDistalRadius

名古屋大学手の外科

○矢崎尚哉，中村

中尾悦宏，稲垣

蓼吾，堀井恵美子，

弘進

【目的】昨年の本学会において，手関節中間位の

X線の検討を行った．今回さらに機能写X線を追

加して検討を行った．

【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，関節面に転位のない骨折27例を対象とし

た．男性5例，女性22例，平均年齢47歳であっ

た．患側と健側のpalmartiltの差から僥骨背屈変

形角度を得た．中間位，背屈位および掌屈位で

radiolunateangle(RLA),radioscaphoidangle

(RSA),scapholunateangle(SLA),capitate

translationratio(CTR)を測定した.CTRは僥骨

背側骨皮質を基準にして有頭骨骨頭中心の位置を

示す．背屈位，掌屈位で第3中手骨を位置から手

関節背屈可動域，掌屈可動域を計測し,RLAjg

り月状骨背屈可動域（％)，月状骨掌屈可動域

(％）を求めた．僥骨背屈変形角度≦30.の症例

をA群（15例)，背屈変形角度＞30°の例をB群

(12例）に分類した.A群とB群の比較には

Mann-WhimeyU-testを用いた(p<0.05).

【結果】背屈位CTR,掌屈位CTR,手関節掌屈可

動域，掌屈位RLA,掌屈位RSA,中間位SLA,

背屈位SLAにおいて,A群B群間に統計学的有意

差を認めた．背屈可動域，背屈位RLA,背屈位

RSA,掌屈位SLAには有意差は認めなかった．

【考察】僥骨の背屈変形が進行すると，月状骨の

背屈(DISI)が出現し，遠位手根列が背側に移動

ことにより，手関節掌側の靱帯に異常な負荷がか

かると考えられる．また月状骨は背屈するが，舟

状骨はあまり背屈しないため,SLAが増大し，舟

状月状骨間靱帯に過剰な負荷がかかると推定でき

る.背屈可動域制限は軽度であったが，手関節掌

屈可動域は著明に制限されていた．可動域制限は

僥骨手根関節のみならず，手根中央関節にも同様

に起きていた．

2-3-18

3D-CADカスタムメイドテンプレートを

用いた僥骨遠位端骨折変形治癒に対する

矯正骨切ﾚﾉ術

CorrectionOsteotomyfOrMalunitedDistal

RadialFracturesUsing3DCADCustom-

madeTemplate
大阪大学整形外科

○村瀬剛，森友寿夫，後藤晃，

岡久仁洋

【はじめに】僥骨遠位端骨折変形治癒の矯正骨切

術は正確な3次元的矯正の程度が成績の良否を決

定する．我々はより正確な手術をめざして,CT

データを用いた3次元矯正骨切手術のコンピュー

ターシミュレーショを行ってきた．さらに，カス

タムメイドテンプレートを用いてシミュレーショ

ン通りの矯正を可能にする手術方法を考案して臨

床に用いているので，その方法と初期成績を紹介

する．

【症例】症例は3例（男1例，女2例)，平均年齢

46歳で，受傷から手術までの期間は平均8ケ月で

ある．

【方法】両手関節のCTデータからコンピュータ

ー上で僥骨の骨表面モデルを作製し，患側の僥骨

を健側の僥骨の鏡像にマッチングさせることによ

り最適な骨切面と矯正量を3次元シミユレーシヨ

ンした．このシミュレーションに忠実な骨切を行

うための骨切スリットを持ち，僥骨遠位背側面に

フィットするカスタムメイドテンプレートと矯正

位を保持するための矯正ガイドをコンピューター

上で設計(gomputerassisted旦esign)して光造形モ
デルとして作製した．手術ではテンプレート通り

に骨切して整復ガイドで整復位を保ちながら骨欠

損部に骨移植を行なった後，背側プレートを用い

て固定した．術前後のレントゲン計測値と最終調

査時の手関節可動域，瘻痛の程度を評価した．

【結果】volartilt,radialinclmation,ulnarvariance

は，術前それぞれ-16.7｡,12.7｡,4mmが術後それ

ぞれ8.7｡,26.3｡,0.7mmと健側と同等に改善し，

最終調査時にも変化はなかった．術前は健側の

50％であった手関節掌屈可動域が術後6ケ月には

83％に回復し，外観上の変形および瘻痛は消失も

しくは著しく改善した．

【考察】本システムは僥骨遠位端骨折変形治癒の正

確な矯正手術を行う上で非常に有用な方法と考え

る.今後汎用化に向けた開発を進める予定である．
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2-3-19

僥骨遠位端骨折・変形治癒に対する僥骨
矯正骨切ﾚﾉ術の成績

CorrectiveOsteotomyfortheMalunited
FracmreoftheDistalRadius

名古屋大学手の外科

○中尾悦宏，中村

稲垣弘進，矢崎

蓼吾，堀井恵美子，

尚哉

【目的】僥骨遠位端骨折後の有愁訴変形治癒例に

対し，僥骨矯正骨切り術を行った．術前後のX線

的変化，治療成績を報告する．

【対象および方法】僥骨遠位端骨折変形治癒で手

関節痛や可動域制限など日常生活に不具合を生じ

た症例のうち，僥骨掌側傾斜角-15.以下，僥骨短

縮3mm以上，遠位僥尺関節不適合などを手術適

応とした．術後1年以上経過観察し得た31例31

手を対象とした．男17女14，19～71歳（平均

46.8歳)，右14左17であった．関節外骨折28,

関節内骨折3,尺骨茎状突起骨折合併25であった．

僥骨尺側傾斜角は平均17.2｡,uharvarianceは平

均8.6mm,掌側傾斜角は背側転位型(23手）で

は平均-26.1.,掌側転位型（8手）では平均

24.5.であった．受傷より手術までの期間は2カ

月～5年（平均13カ月）であった．手術は，僥

骨を骨切りし模状の腸骨片を挿入，プレート（掌

側20手，背側11手）にて固定した尺骨短縮術

を9手に，尺骨茎状突起接合術を7手に,SK術を

3手に同時施行した．経過観察期間は12カ月～6

年（平均23カ月）であった．

【結果】痔痛の緩和は全例で得られ，無痛27,労

作時軽度4であった．健側比可動域は，背屈:術

前83％から術後94％，掌屈:59％から83％，榛

屈:127％から98％，尺屈:69％から87％，回外:70％

から97％，回内:62％から92％となり，健側比握

力は56％から92％へ改善した．僥骨尺側傾斜角は

平均23.5｡,ulnarvarianceは平均3.2mm,掌側傾

斜角は平均13.0.であった．僥骨手根関節に関節

症を生じた例はなかった．日手会手関節機能評価

基準では,excenent21,good7,fair3であった．

【考察】愁訴を伴う変形治癒例に対し，本来の手

関節形態に戻すべく矯正骨切り術を施行した．全

例にて手関節痛の軽減，可動域および握力の改善

が得られた．本術式は有用な手関節機能を獲得す

るために推奨できる治療法である．

2-3-20

僥骨遠位端骨折変形治癒骨折に対する矯
正骨切ﾚﾉ術の治療成績

CorrectiveOsteotomyfbrMalunitedFracture
oftheDistalEndofRadius

広島大学整形外科

○杉岡敏博，石田

鈴木修身，越智

治，砂川融，

光夫

【目的】僥骨遠位端変形治癒骨折に対する骨切り

術の臨床成績に影響を与えるx線所見について検

討を加えた．

【対象と方法】1990年から2001年までの問に手術

を行った10例を対象とした．男性5例，女性5例

で，手術時年齢は18歳から59歳，平均49歳であ

った．受傷から手術までの期間は5ヵ月から3年

5ヵ月で，平均1年4ヵ月であった．術式は原則

としてFemandezの方法に準じ，腸骨移植を併用

したopenwedgeosteotomyを選択し,plateにて内

固定した．X線所見はradialinclination(RI),

volartilt(VT),ulnarvariance(UV)を術前後で

比較し，術後成績はCooneyらの基準にて評価し
た．

【結果】9例に腸骨移植を併用したopenwedge

osteotomyを行い，残りの1例はclosewedge

osteotomyを行った.X線所見では全例で一期的

に骨癒合が得られていたが，3例に僥骨手根関節

の変形，狭小化が生じていた.m,VT,[Ⅳは術

前各々 8｡,-28｡,･+6mmから術後各々 14｡,+5,

+2mmに改善していた．Cooneyの評価基準では，

Good3例,Fair7例であった．Fairの原因は主に

可動域，握力の健側比低下によるものであった．

X線所見と臨床評価を比較すると,VT,[Ⅳの改

善が不良である症例で可動域が低値である傾向が

見られた．

【考察】骨移植を併用したopenwedgeosteotomyは

僥骨骨折後変形に対して有効な治療法であるが，

特にVT,UVの改善を重視するべきと考えられ

た．
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2-3-21

榛骨遠位端骨折変形治癒に対する矯正骨

切り術

CorrectiveOsteotomyforMalunionofthe
DistalRadius

豊橋市民病院整形外科

○井上五郎，大間知孝顕，須川敬

【目的】僥骨遠位端骨折の合併症では変形治癒が

最も多く，痙痛や関節可動域制限などの機能障害

を起こす．これらの症例に対する僥骨矯正骨切り

術の術後成績を報告する．

【症例】過去18年間に僥骨骨切り術を行った症例

は男性16例，女性8例の24例で，手術時年齢は

16歳から65歳，平均35歳であった．骨折型は

Colles型17例,Smith型7例であった．受傷から

矯正骨切り術までの期間は2ケ月から4年，平均

8ケ月であった．

【方法】X線評価は僥骨短縮,volartilt,radial

mclmationを，臨床評価はFernandez法を若干修正

した方法を用いた.術前の僥骨短縮は平均5.6mm

(2-12mm),volartiltはColles型で平均-27｡(-10-

53｡),Smith型で平均37｡(23-53),radial

inclinationは平均16．であった．遠位僥尺関節

(亜）脱臼は11例あり，背側6例，掌側5例であ

った．術前臨床評価は良4例，可8例，不可12例

であった．手術はColles型変形は背側より，

Smith型変形は掌側よりopenwedgeosteotomyを

行い，模型腸骨移植を行った．内固定材料は16

例にK鋼線を，8例にplate固定を行った．骨切り

術後も遠位僥尺関節の不適合性が残った3例には

Bowers法を併用した．術後外固定期間は平均4.3

週間であった．術後追跡調査期間は平均20ヶ月

(6ケ月-8年）であった．

【結果】僥骨短縮は平均1.6mm(5-4mm),volartilt

はColles型で平均1.5｡(-20-10｡),Smith型で平均

12。(6-20｡）であった.radialinclinationは平均

20.であった．臨床評価は優12例，良10例，可1

例，不可1例であった．遠位僥尺関節の不安定性

が3例に残った．

【結論】榛骨遠位端骨折変形治癒に対する矯正骨

切り術は僥骨短縮の矯正がやや不足したが成績は

良好であった．
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2-LS-5

手の外科領域における血管柄付き骨移植術の適応

VascularizedBoneGraftsinSurgeryoftheUpperLimb

奈良県立医科大学整形外科

矢島弘嗣

血管柄付き骨移植術は，整形外科，形成外科領域における種々の難治性疾患に対して用いられ，良好な成

績が報告されている．手の外科領域においても近年その適応は広まり，一般的な手術手技となりつつある．

本講演においては種々のドナーについて説明し，その適応を明確なものとする．

腓骨は遊離移植術における最も一般的なドナーボーンである．最大24cmの直線上の皮質骨として採取で

き，かつ中程度の皮膚欠損に対してもperonealflapとともに移植可能である．上肢に対しては,5cm以上

の骨欠損，あるいは難治性偽関節に対して適応がある．さらに腓骨頭を採取することにより，上腕骨頭，

あるいは僥骨遠位端の再建が可能で，同部位の悪性腫瘍切除後の再建手段として非常に有用である．肩甲

骨も10cm程度の直線的な皮質骨が採取でき，かつかなり大きな皮弁（肩甲皮弁）さらに広背筋も同時に

採取することができる．本法の最大の利点は,angularbranchを血管柄として用いることにより，上腕骨

中央部付近までは有茎での移植が可能なことである．また採取部が衣服に隠れることから，女性に対して

は有用なドナーと考えている．骨欠損がない難治性偽関節に対しては大腿骨内上穎からの薄骨移植が有用

である．大きな骨の採取はできないが，比較的自由に折り曲げることができるため，上腕骨や前腕骨の偽

関節部を包み込むように移植でき，ドナーの採取も比較的容易である．僥骨の一部は前腕皮弁とともに採

取して，軟部組織欠損を伴う中手骨や指骨の欠損に用いる.wraparoundnapが適応できない症例の母指再
建に対しても有用である．

近年舟状骨偽関節（壊死）やキーンベック病に対して有茎血管柄付き骨移植術が広く応用されている．わ

れわれは血管束移植術を積極的に行ってきたが，最近は血管柄付き骨移植術に変更している．種々のドナ

ーが報告されているが,Zaidembergが報告した僥骨遠位端をドナーとする方法が血管のvariationが少なく
勧められる方法である．本法に関してはビデオを用いて手術手技の詳細を解説する．
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腕神経叢損傷における脊髄画像所見

ImagingofSpinalCordLesioninBrachial

Plexuslnjury

'東京大学整形外科，2東京日立病院，3都立広尾

病院

○山本真-11佐々木了21星川慎弥11

山本直哉3，田尻康人，

【はじめに】外傷性腕神経叢損傷は，神経根の引

き抜きなど根糸以遠の損傷と考えられてきた．一

方で，脊髄実質内病変を伴うと考えられる

Brown-Sequard型脊髄損傷の合併例の報告が散見

される．我々は1995年以降，節前損傷の有無の

鑑別目的にMRIを行ってきた．その中で，画像

上脊髄実質の病変を伴うと考えられる症例を認め

たので報告する．

【対象・方法】術前にMmを行った腕神経叢節前

損傷患者は68例であった．年齢16-51歳，男性

65例，女性3例．受傷翌日から5カ月に，

SiemensMagnetomVision(1.5T)にて4mm厚の

T1およびT2強調横断面を撮像した．

【結果】12例に脊髄実質の病変が認められ，麻痒

型は重傷例に多かった.脊髄実質内の信号変化は，

実質広範と前根起始部に観察された．実質部に広

範に観察されたのは,T2高信号7例，低信号2例

で，内4例が解離性知覚障害を伴うBrown-

Sequard型損傷を合併しており,2例は下肢反射

が充進していた.前根起始部に限局していたのは，

T2高信号2例，欠損1例であった．

【考察】腕神経叢損傷の画像診断としてのMRIは，

近年その有用性が報告されているが，そのほとん

どが根糸の形態にのみ注目しているものばかりで

あり，脊髄内病変の記載は少ない．一方で，

Brown-Sequard型脊髄損傷の合併例の報告では，

脊髄の圧迫や血行障害などに起因すると推察され

ている．本研究におけるMRIでの脊髄内信号変

化はこれを支持するものと考えられ，出血の存在

が示唆された．また損傷が重度となれば脊髄実質

にまで波及し，欠損に至る可能性も考えられた．

【まとめ】腕神経叢節前損傷に脊髄実質内病変を

伴う症例は存在し,MRIにて同定可能であった．

2-3-23

腕神経叢損傷患者における肋間神経移行

術後の上腕部における酸素代謝の検討

OxygenMetabolismatUpperExterimity

MuscleaftertheOperationoflntercostal

NerveTransferinBrachialPlexuslniury
Patients

l浜松医科大学整形外科，z浜松医科大学リハビリ

テーション科，3浜松ホトニクス

○西村行秀11美津島隆21黒野剛弘31

竹内恒彦3，長野昭！

【目的】腕神経叢損傷(BPI)患者における肋間

神経移行術は肘屈曲機能再建方法として有効な手

段の一つである．筋収縮時の筋酸素代謝は神経性

調節も関与することが知られているが，神経移行

筋における酸素代謝は不明である．今回我々は

BPI患者の肋間神経移行術後の酸素代謝の検討を

行ったので報告する．

【方法】肋間神経移行術後肘屈曲力が徒手筋力テ

ス.ﾄ4以上となった男性4名（平均22.8歳，平均

身長173.8cm,体重75.0kg,全型2例，上位型2

例）を対象に，術後568日から873日に初回測定

を，その約6カ月後に2回目測定を行った．被験

者は肘関節90度屈曲回外位で上腕二頭筋の最大

筋力(MVC)測定後,100%MCV5秒,35%

MVC2分での同筋持続等尺運動を行った.その間，

近赤外線装置NIRO-300(浜松ホトニクス社製）

で患側および健側の上腕屈側部の組織内酸素飽和

度(TOl),酸化型酸素飽和度(O2Hb),還元型

酸素飽和度(HHb)を測定した．

【結果】肋間神経移行術後の最大筋力は3.8N~

19.4N(健側比6.7%～37.7%)であった.最大

筋力発揮時および35%MVC発揮時の健側TOI,

O2Hbは時間とともに低下した．HHbは時間とと

もに上昇した．肋間神経移行後の手術側肘屈曲時

にも変化量は小さいもののTOI,O2Hb,H帥の

変化は同じであった．

【考察】本研究により肋間神経移行術による肘屈

曲力再建後，肋間神経による上腕部の神経支配を

受けても健側と同様な酸素代謝が行われているこ

とが明らかとなった．この結果，肋間筋も随意筋

(上腕二頭筋）と同じような機能をもつものであ

り，肋間神経を用いて上肢の機能の再建を行うこ

とは，一見，異質の神経を用いているようである

が，理にかなった方法と考えられる．
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筋肉移植後の移植筋の形態変化（超音波

エコーでの検討）
UltrasoundStudiesontheFreeMuscle

Transfer

小郡第一総合病院整形外科

○児玉成人，土井一輝，服部泰典，

池田慶裕，喜多島出

【目的】機能的遊離筋肉移植後の，移植筋の筋力

回復についての定量的計測の報告は極めて少な

い．今回我々は超音波エコーにより，筋肉移植後

の移植筋の形態変化について検討したので報告す

る．

【方法】対象は機能的遊離筋肉移植（移植筋は全

例，薄筋）を施行し，すでに神経の再支配が得ら

れ，筋収縮が認められた患者15例で，その内訳

は，腕神経損傷11例，分娩麻津3例，絞掘輪症

候群1例である．年齢は6歳～37歳（平均19歳）

で，測定時期は術後8ケ月～7年3ケ月であった．

測定方法はAlokalOMHzリニアプローブを使用

し,Bモード長軸走査とした．先ず移植筋が最も

描出されやすい部位で横断面積を測定．移植筋を

逢着した部位からの距離を測定し，次にコントロ

ール群として健側の薄筋において，恥骨付着部よ

り同距離で横断面積を測定した．各々の横断面積

を安静時と収縮時で測定し，その比率を収縮率，

同患者における健側薄筋と移植筋の安静時横断面

積の比率を萎縮率とした．

【成績】移植筋の収縮率と健側薄筋の収縮率に統

計学的有意差はなく(p=0.46),同等の収縮率を

示した．筋の萎縮率は，平均0.92±0.21で，4例

ではもとの筋より肥大していた．筋の収縮率と肘

屈曲角度には相関関係が認められた.筋の収縮率，

萎縮率と術後経過期間に相関関係は認められなか

った．

【結論】移植筋の収縮率は，神経再支配後は健側

薄筋と同等の収縮率まで改善し，肘屈曲角度と相

関関係が認められ，エコーによる移植筋の評価は

客観的評価として有用であると考えられる．また

筋の萎縮は，神経再支配後はその収縮率とともに

回復するが回復程度は一定でない．移植筋のエコ

ー評価は，術後リハビリの1つの指標となり，定

量的評価として有用であると考えられる．

2-3-25

腕神経叢損傷手術患者におけるQOL,

ADL評価の検討（第1報）

OutcomeAssessmentofQualityofLifeafter

theSurgeryofBrachialPlexuslnjury

小郡第一総合病院整形外科

○喜多島出，土井一輝，服部泰典，

池田慶裕，児玉成人

【目的】BPI治療の最終目的は患者のQOL改善で

あり，治療効果の判定には客観的機能評価だけで

なく，純粋に患者の主観による評価が不可欠であ

る．今回，われわれは国際的に最も広く用いられ

ているQOL評価法の一つであるMedicalOUtcome

Smdy36-ItemShortFromHealthSurvey(SF-36),
上肢のADL機能評価法の一つであるDisabilities

oftheArm,ShoulderandHand(DASH),そして客

観的機能評価とを比較しその妥当性を検討した．

【対象と方法】BPIに対し機能再建術を施行した

49症例（男性43例，女性6例）を対象とした．

平均年齢は25.8歳，麻痒型は，全型損傷32例，

上位型損傷13例，下位型損傷3例，末梢型損傷1

例，受傷機転は外傷45例，分娩麻揮4例であっ

た．手術法は土井のdoublemuscle法を主体に各

症例に機能再建術を行った．評価はSF-36,

DASHをアンケート形式で行い，肩関節自動可動

域，肘関節自動可動域，手指総自動運動域

(TAM)等について統計学的検索を行った．

【結果】SF-36のサブスケールのうち身体機能

(PF),日常役割機能（身体)(RP),体の痛み

(BP),日常役割機能（精神)(RE)でDASHの機

能症状スコアとの間に有意な相関を認めた．また

肘最大屈曲角度,TAMの違いにより同スコアに

有意差が生じた．麻津型によるスコアの差は認め

なかったが，上位型では肩，肘可動域の違いによ

り有意差が生じた．

【考察】SF-36とDASHは部分的に相関した．ま

たDASHのスコアに基づくと肘最大屈曲角度，

TAMが患者のQOLに大きく影響していると考え

られた．しかし最近のBPI治療により，運動機能

の回復は格段の進歩を遂げたにもかかわらず，

SF-36,DASHに完全には反映されていない．上

肢運動機能の回復評価を現在のSF-36,DASHで

判定すると，今後の再建手術の方向付けを誤る可

能性がある．
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分娩麻痒に対する機能再建術の術後10年
でのQOL評価

AssessmentofQualityofLifeatBrachial

PlexusBirthPalsy

'札幌医科大学整形外科，2札幌医科大学保健医療

学部理学療法学科

○相木比古乃11和田卓郎ll射場浩介11

金谷耕平11青木光広2

【はじめに】従来分娩麻痒に対しては麻痒の自然

回復を待ち，患児の協力が得られるようになって

から機能再建が行われてきた．一方，近年は出生

後早期に神経を積極的に修復する治療も行われて

いる．いずれの治療に関しても術後成績を患者の

QOLの観点から評価した報告は少ない．今回，

我々は当科で再建手術を行った分娩麻輝患者の術

後平均10年の患肢機能をSF-36を用いて評価し

た．

【対象と方法】1986年12月から2001年4月の間

に分娩麻痒に対して再建手術を行ったのは14例

であった．このうち調査可能であった8例を対象

とした．男7例，女1例，手術時の麻庫型は全型

1例，上位型2例，下位型5例であった．手術は

肩関節再建術が1手術，肘関節が2手術，前腕が

2手術，手関節が9手術，手指が10手術であった．

初回手術時平均年齢は11.5歳（8-18歳)，調査時

平均年齢は24.3歳(20-31歳)で平均経過観察期間

は10年1ケ月(4年7ケ月～16年)であった．これ

らの患者の患肢機能をSF-36を用いて評価した．

【結果】SF-36のスコアは身体的健康(Pcs)が

54.9（身体機能29.4,身体日常役割機能7.6,身

体の痛み11.3,全体的健康感20.5)，精神的健康

(MCS)が48.2(活力18,社会生活機能9.3,,精

神日常役割機能5.8,心の健康23.5）であった．

健常日本の平均値PCS50.2,MCS49.3と比較して

同等の成績であった．精神的健康のスコアは，経

過観察期間が長くなるほど低下する傾向が見られ

た．各スコアと手術時麻揮型，手術時年齢，調査

時年齢とは一定の傾向は見られなかった．

【考察】分娩麻痒の術後評価はMalletのgrading
systemが用いられることが多い．上肢全体の機能

評価,QOLに関する評価の報告は少ない.SF-36

を用いた評価点は予想外に良好で健常人の平均値

と同等であった．これはすでに患者が片側上肢で

の日常生活に適応しているため考えられた．
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腕神経叢損傷に対する横隔神経移行によ

る肘屈曲再建術

RestorationofElbowFlexioninBrachial

PlexuslnjurywithPhremcNerveTransfer

'関西医科大学付属男山病院，2関西医科大学整形

外科

○市岡直也11斉藤貴徳ll森良樹11

笹井邦彦2，飯田寛和2

【目的】腕神経叢損傷の新鮮例における肘屈曲再

建には一般に肋間神経移行術が行われてきた．

我々も平成7年まで薄筋の遊離筋移植による手関

節背屈再建との組み合わせでこの方法を施行し安

定した成績を得てきた．しかし，日常使用しうる

上肢にはほど遠く，さらなる機能獲得を目指すた

め新たなdonornerveの必要性を感じたことより，

平成8年より肘屈曲再建に横隔神経を用い，肋間

神経は肩外転と肘伸展や手関節背屈に使用する方

法を施行してきた．今回は従来我々が施行してき

た肋間神経移行術群（16例）と比較検討したの

で報告する．

【対象と方法】対象は現在まで本法を行った全型

完全損傷の12例で術後経過観察期間は平均2年3

ケ月である．横隔神経は胸空鏡を用いて横隔膜へ

のmotorpointの直前で切断し，第2あるいは第3

肋間から皮下に出し，腋窩部の皮下トンネルを通

して筋皮神経と端端縫合を行った．縫合部は

motorpomtより約3-5cmの部位で10-0ナイロン糸

を用いて行った．

【結果】筋皮神経への縫合部は2cmから4cmが8

例と最も多く，筋電図上のreinnervation時期は4

ヶ月が最も多かった．最終調査時の肘屈曲筋力は

全例3＋以上で，重錐の保持では1kg2例,1.5kg

が5例,2kgが3例,3kg以上が2例であった．こ

れらの結果はいずれも肋間神経移行例より明らか

に良好であるが呼吸からの分離により時間がかか

る傾向があった．また，術後の肺機能の変化は

VC%が平均7.2%低下したが自覚症状を有する例

は認めなかった．

【結論】本法による肘屈曲再建の成績は従来の肋

間神経移行に比し明らかに優れており，今後主と

して用いられるdonornerveの1つになりうると考

える．
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全型腕神経叢損傷に対する対側C7移行術

の有用性と問題点

CIinicalResultofContralateralC7Root

NeurotizationtotheMedianNerveinBrachial

PlexuslnjurieswithTotalRootAvulsion

'関西医科大学付属男山病院整形外科，2関西医科

大学整形外科

○斉藤貴徳17市岡直也11森良樹11

笹井邦彦2，飯田寛和2

【目的】腕神経叢引き抜き損傷の治療は未だチャ

レンジの段階であり，幾つかの神経移行術が報告

されているが，満足できるものはない．対側の

C7rootが近年神経移行のdonorとして用いられる

ようになったが，我々の5例の経験では,C7root

採取に伴う健側の麻庫は一過性であり恒久的なも

のは発生していないことを2001年の当学会で報

告した．今回は術後2年以上経過した7例につい

てその有用性と問題点について検討した．

【対象と方法】対象は全型の腕神経叢引き抜き損

傷の治療に際し健側のC7rootをdonorとして使用

し2年以上経過した7例である．年齢は17才から

42才で男性6例女性1例であった．いずれも鎖骨

上窩部で腕神経叢を展開し,C7横突起から約

4cmの部位でC7神経根を切断し，患側の尺骨神

経を血管柄付きでcablegrahし健側のC7rootを患

側の正中神経に皮下を通して移行した．併用した

再建術は横隔神経移行術，肋間神経移行術，副神

経移行術である．

【結果】健側の脱落症状：7例とも術後6ケ月の時

点で切断前の状態まで筋力・感覚とも回復し自覚

症状は消失した．完全回復までの期間は2ヶ月1

例,3ケ月3例,4ケ月2例,5ケ月1例であった．し

かし,7例中2例において術後1年以降に患側の正

中神経領域に感覚が回復し始めるのと同時に健側

の同部位にしびれが出現し，そのうちの1例では

把持機能障害が生じ現在も持続中である．患側の

機能：手関節掌屈の最終筋力はMMT1;1例，

WT2;4例,MMT3以上2例であり,手指の屈曲は，

MMT1;2例,MMT2;3例,MMT3以上2例であった．

感覚の獲得はpalmでSO-S2が1例,S3以上が6例

であり,indexfingerpulpで各々2例,5例であった．

【結論】本法による機能獲得は,Inotorに関しては

実用的な機能獲得には至っていないが,sensory

に関してはprotectivesensationとして実用的な回

復が得られた．

2-3-29

SignificanceofPrehensileReconstruc-
tioninDoubleFreeMuscleTransfer

(DFMT)

4棚第一総合病院整形外科

○タッカセミ，土井一輝，服部泰典，

池田慶裕，喜多島出

Devastatingresultsoftotalbrachialplexusinjury

(TBPI)oftenaffectyoungindividualsandrestoration

oftheaffectedlimbcompletelythatistheexpectations

ofthepatientsisalmostimpossible・hordertoget

prehensilefUnctionofthehand,restorationofthe

shoulderandelbowmustbedonewiththehighest

priority.AccordmgtoourexperienceofDFMTwe

canprovide2differentpowelfUlprehensilefUnctions.

Hookgripandpowergrip,39patientswhohadhad

reconstructionwiththeuseofdoublefreemuscle

transferprocedurewereevaluatedaccordmgtopower

gripandhookgripfunctionandalsoevaluated

whethertheycouldmanagekeyorpulp-to-pulppmch.

Powergripisevaluatedbyholdmgabottleandhook

gipisevaluatedbymingaweight.Noneofthemhad

keypinch.30%(14/39)hadverylightpulp-to-pulp

pmchwhichwasuseless.39%(15/39)hadpowergip.

72%(28/39)hadhookgip.Themeanpowerthatcan

canyisl．2kgwiththemvolvedsideand3.2kgwith

thebothhand・Fmemovementsofthehandlikekey

pinchandpulptopulppinchneedswelldeveloped

exquisitecontrolofmovements・TBPIpatientshave

theotherlmbsurvived・TBPIpatientsneedtousethe

injuredupperextremitywhentheywanttocanyan

ohiectwithbothhandsandholdmganobjectwmlethe

othernonnalsidewasworkingonit,likeholdinga

bottlewhileopemngitscap.Thismeansthepower

neededactions.AndweprovidedthisfUnctionby

DFMT.
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上肢機能再建における血管柄付き尺骨神
経移植術の経験

VascularizedUlnarNerveGraftfOrUpper
ExtrentyReconstruction

小郡第一総合病院整形外科

○服部泰典，土井一輝，池田慶裕

【目的】われわれが行っている血管柄付き尺骨神

経移植術（以下VUNG)の手術手技と結果につい

て報告する．

【方法】過去4年間にVUNGを行ったのは16例で，
この内，術後2年以上経過観察可能であった8例

を対象とした.手術時年齢は5～58歳(平均24.5)，

受傷から手術までは1～6カ月（平均4）であっ

た.1例の高位正中・尺骨神経損傷を除きすべて

全型腕神経叢損傷（以下BPI)であり，そのうち，

2例の末梢型を除いた5例は全根引き抜き損傷で

あった．上尺側側副動静脈（以下SUCA)を血管

茎として有茎で移植したのが3例で，遊離移植を

5例に行った．2例ではSUCAと尺骨動静脈の2

つの血管茎を使い，尺骨神経を2つに分割して遊

離移植したため，計10の神経移植を行った．高

位正中・尺骨神経損傷の1例と末梢型のBPIの2

例では，正中神経もしくは僥骨神経の広範囲な欠

損の再建のために,VUNGをbridgegranとして移
植した．全根引き抜き損傷の5例では，神経移植

のドナーとして,C5根が2,健側C7根（以下

CC7)が5であった．これらのレシピエントは，
僥骨神経や肩甲上神経が中心であった．

【成績】CC7をドナーとした5神経移植の中，肘
伸展を再建した4例では上腕三頭筋のM2以上の

回復が得られ，肘関節の動的安定性が得られた．

正中神経を再建した小児例では，前腕筋のM4の

回復が得られた.C5根を使い，肩甲上神経を再

建した2例では，肩外転平均45度の回復が得ら

れた．正中神経もしくは僥骨神経を再建した3例

では，前腕筋のM4の筋力回復が得られた．

【結論】VUNGは，手技的にも容易であり，安定

した成績が得られ，尺骨神経を犠牲にすることの

できる全型BPIなどでは積極的に使用するべきで

ある．

2-3-31

腕神経叢損傷全型・C5-8型に対する胸背

神経への肋間神経移行による肩内転再建

Recons伽ctionofShoulderAbductionUsing
IntercostalNerveTransfertoThoracodorsal

NeIveinTotalorC5-8RootAvulsionCases

I東京都立広尾病院整形外科，2東京大学整形外科

○田尻康人1,2，川野健-11山本直哉11

原由紀則11山本真一Z

【目的】全型やC5-8型の腕神経叢損傷では神経移

行による肩の外転再建はできないことが多い．そ

のような症例では肩関節固定術を行って肩の安定

化と上肢のコントロールとを獲得し，肘屈曲動作

の再建と併せて上肢と体幹の間で物を保持する機

能が重要となる．しかし，全型では肩内転筋は麻

痒しており内転動作は専ら上肢の重力下垂による

作用であり，また,C5-8型でも大胸筋等の残存

筋力は非常に弱く内転作用としては不十分であ

る．そこで肩の内転作用を付加する目的で肘に対

して肋間神経移行術(ICN-MC)を行うと同時に

側胸部で肋間神経を胸背神経に移行(ICN-TD)

し広背筋(LD)の再建を試みたので報告する.

【対象と方法】対象は1998年5月から2002年10

月までの間に手術を行った全型もしくはC5-8型

の腕神経叢損傷患者で本手術を行った15名（全

型10名,C5-8型5名）である.C5-8型では術前

にLDがEMGで完全に麻庫していることを確認

の上手術を行った．手術は4本の肋間神経を剥離

し，2本を筋皮神経へ2本を胸背神経に移行した．

後療法は通常のICN-MCと同様に肘屈曲訓練を中

心に行い内転動作訓練は特に行わなかった．LD

の術後再支配時期をEMGにて調査した．また，

LDの徒手筋力は脇に隙間なく上肢を体側に引き

寄せられる筋力をM2として内転力と筋収縮によ

り判断した．一部の症例はⅦCROFET2徒手筋力

計により評価した．

【結果】LDの再支配時期は術後平均3.7ケ月であ

りMCの4．8ケ月よりおよそ1ケ月早かった．術

後18ケ月以上経過した12例のLDの筋力は,C5-

8型がM1;1例,M2;2例,M4;1例で，全型

はM2;4例,M3;4例であった．肩固定した3

例(M21例M32例）のMICROFET2による内転

力は平均45.31b.であった．

【まとめ】ICN-TDは肩の内転力を付加する手段と

して考慮してよい術式である．

-S147-



2-3-32

腕神経叢神経根引抜き損傷における脊髄

損傷合併の頻度は本当に低いか？一下肢

筋力での検討一

IsitTruethatSpinalCordlnjuriesOccurin

VeryFewPatientsofBracmalPlexuslnjuries

withRootAvulsions-hvestigationwithMea-

surementofStrengthsofThighMuscles-

'せんぽ東京高輪病院整形外科，2中央大学

○中川種史11高橋雅足2

【はじめに】腕神経叢損傷患者での脊髄不全損傷

の合併についてはこれまで山本らなどの報告があ

るが，その頻度はあまり高くないとされている．

われわれはこの2年間に3例の下肢のしびれ，感

覚障害を合併し，脊髄不全損傷と考えられた症例

を経験したことより，これまで認識していなかっ

たSubclinicalな脊髄損傷が神経根引抜きによって

生じている例もある程度存在しているのではない

かとの仮説を考えた．そこで今回，神経根引抜き

損傷例の下肢筋力を測定し，検討した．

【測定対象】少なくとも3根の神経根引抜き損傷

を伴ない，下肢に外傷等のない腕神経叢損傷患者

6症例，下肢のしびれ，感覚障害などの下肢症状

を伴なった4症例，全例男性．対照健常男性10

名．

【方法】ミナト医科学社製膝関節筋力訓練測定シ

ステムCOMBITCB-2を使用，大腿四頭筋の膝関

節屈曲60度での等尺性収縮筋力を測定した．10

秒の筋収縮における最大筋力を計測，3試行の平

均値を採用した．腕神経叢損傷による上肢麻痒の

下肢筋力への影響を避けるため測定においては上

肢での支持をせず腕を組んだ姿勢で行った．

【結果】健常者においての左右比は平均97％（85

から117％）であった．下肢症状を伴なった4例

では患側の対健側比は69％（58から79％）であ

った．下肢症状のなかった6例では89％（78か

ら104％）であり，6例中4例は90％以下であっ

た．

【まとめ】下肢症状のない神経根引抜き損傷患者

においても，下肢症状を伴なった症例よりは軽度

ではあるが患側下肢筋力が10％以上低下してい

た症例が3分の2を占めた．この結果が脊髄損傷

によるものとは断定できないが，われわれの仮説

は，正しい可能性があり，さらなる検討に値する．

2-3-33

腕神経叢上位神経根損傷の治療成績一神
経修復法による差異一

TreatmentforBrachialPlexusPalsywith

UpperRootlniuries-TheDifferenceofRe-

generationwithMethodsofNerveRepair-

国立長野病院整形外科

○中土幸男，松永智美石垣範雄，

荻原伸英，立岩裕

【目的】腕神経叢上位根損傷（以下，上位型）に

対し，最近，筋皮神経への尺骨神経部分移行術

(Oberlin法，以下O法）が導入され，その評価が

検討されている．今回,O法導入以前と導入後と

で獲得肘機能の比較を行うと同時に，上位型損傷

に対する神経修復法の成績について検討した．

【方法】対象は神経修復術を施行した外傷性腕神

経叢上位型麻痒20例である．根損傷を含まない

例は除外した．症例の内訳は男19例，女1例で，

手術時年齢は4歳から55歳で，平均25歳であっ

た．受傷から手術までの期間は17日から233日，

平均105日であった．術後観察期間は9ヵ月から

7年10カ月，平均3年3ヵ月であった．手術は全

て同一術者が行った．筋皮神経再生は節後断裂神

経根から筋皮神経への神経移植群(9群),肋間

神経移行術(ic群),およびO法(u群）に分けら

れた．肩の再生はC5根断端から肩甲上神経，あ

るいは肩甲上と腋窩神経への神経移植(cg群),

もしくはそれらの神経への副神経移行術(ac群）

が行われた．術後は1.5～3カ月間隔で定期的に

筋電図検査を実施した．術後の肩および肘屈曲機

能を著者らの方法で（日手会誌8:352,1991）評価

した．

【成績】上腕二頭筋の筋電図再生所見の出現時期

は9群209±74,ic群298±132,u群80±44日
であった．前二者間には有意差はなかったが，u

群はそれぞれ他二者と比較し有意に再生開始が早

かった．肘機能は重力に抗して90度以上屈曲可

能な症例は9群,ic群で71%(7例中5例),u群で

100%(4/4)であった．肩関節機能は9群(9例)で平

均2.4点（5点満点),ac群で4点と後者の成績が

優れていた．

【結論】Oberlin法と副神経移行術の組み合わせが

最も成績が良好であった．
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小児の外傷性腕神経叢損傷の治療経験

Long-termResultsofFunctionalRecon-

snctionofTraumaticBrachialPlexuslnjury
inChild

小郡第一総合病院整形外科

○服部泰典，土井一輝，池田慶裕

【目的】小児の外傷性腕神経叢損傷（以下BPI)

は稀であるが，分娩麻痒あるいは成人のBPIとは

異なった治療概念が必要である．本発表では，わ

れわれが経験した小児のBPIの治療成績とその問

題点について報告する．

【方法】症例は3例，男性2例女性1例で，受傷時

年齢はそれぞれ6，5，11才であった．損傷タイ

プは，すべて全型で，2例はC5根が節後損傷で1

例は全根節前損傷であった．受傷から初回手術ま

での期間は，平均5.3（4～6）力月であった．手

術方法は，全例でDoubleMuscle法と，健側第7

神経根移行術により1例では正中神経を2例では

後神経束の再建を行った.C5根が節後損傷の2

例では，肩甲上神経の再建を行った．その他の再

建術としてBateman法，腱剥離術,MP関節包縫

縮術などを行った．初回手術からの経過観察期間

は平均3.3年（2.5～4年）であった．

【結果】移植筋はすべて生着し，手術に伴う合併

症はなかった．肘機能は全例で90度以上の自動

屈曲力獲得でき，手指機能は1例を除き,TAM60

度以上の独立した可動域が獲得できた．土井の手

指把持機能評価では，2例が優，1例が良であっ

た．優の2例では,ADLでの両手動作に再建肢を

常に使用している．

【考察】小児の神経再生能力は予想以上に優れて

おり，神経移行術・筋肉移植による再建は，成人

例以上に良好な成績が獲得できた．しかし，最大

の問題点は術後のリハビリの動機付けにあり，家

族・医療サイドのサポートが非常に重要である．

良であった1例は，移植筋の筋力回復自体は良好

であったが，十分なリハビリが行われず，結果的

にはADLでの使用が制限されていた．

【結論】小児のBPIでは成人例以上に筋肉移植・

神経移行術などによる積極的な機能再建を目指す

べきである．

2-3-35

エアバッグによしﾉ受傷した小児腕神経叢

損傷症例の検討

BrachialPlexuslnjuryinChildrenCausedby

AirBagDeployment

浜松医科大学整形外科

○荻原弘晃，長野昭，大村威夫，

佐野倫生，澤田智一

【目的】エアバツグによる小児腕神経叢損傷2例

を報告し，エアバッグによる腕神経叢損傷の危険

性につき考察した．

【症例】（症例1）3歳男児．普通乗用車の助手席

乗車中対向車と正面衝突し受傷した．シートベル

トを装着しており，エアバッグが作動した．頚部

が右側屈後屈強制され，体幹はエアバッグの下に

入り込んでいた．左上肢麻痒にて当科紹介受診し

た.同乗者は頚椎捻挫のみであった．理学的所見

では左上肢の完全麻痒があり,MR像にてC8,

Thl神経根のmeningoceleが存在した．術中所見

では，神経刺激でいずれの根もSEPは導出不能で

あり全型節前損傷であった．（症例2）3歳女児．

助手席でチャイルドシート乗車中対向車と正面衝

突し受傷した．シートベルトを装着していた．エ

アバッグが作動し頚部が右側屈後屈強制され，体

幹はエアバッグの下に入り込んでいた．以後左上

肢の完全麻痒が出現し当科紹介受診した．同乗者

に外傷はなかった.理学的所見左上肢の完全麻痒，

左鎖骨窩の血腫があり,MR像にてC7,C8,T111

根の根欠損像，左鎖骨下動脈の途絶を認めた．腕

神経叢損傷全型と診断し腕神経叢展開術を行っ

た．術中所見ではC6以下は引き抜かれ,C5根刺

激でSEPは導出不能であり全型節前損傷であっ

た．

【考察】小児のエアバッグ外傷としては眼球破裂，

頚椎損傷などが知られているが，腕神経叢損傷に

ついては多発外傷を合併した1例が報告されてい

るのみである．本症例では，小児のため乗車位置

が成人より低いことにより，頭部から胸部に作用

するエアバッグが頭部のみに作用し，頚椎が側屈

後屈強制されて受傷したと考える．また同乗者に

大きな外傷はなかったことより，交通事故の規模

の大きさによるもではなくエアバッグ特有の損傷

であり，小児が前方座席に乗車した場合の危険性

を示唆していると考えた．
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Russe法と血管柄付き僥骨移植による舟

状骨偽関節の手術成績

SurgicalResultsofConventionalRusse's
ProcedureandVascularizedRadialBoneGraft

fOrScaphoidNonumon

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】舟状骨偽関節は，一般に腰部の偽関節で

はHumpback変形を伴い，掌側から変形の矯正が

可能なRusse法を行う場合が多い．一方，近位骨

片に血流障害を認め骨壊死が疑われるいわゆる難

治性偽関節では,血管柄付き骨移植の適応となる．

我々の経験した舟状骨偽関節の手術成績につき検

討を行った．

【対象と方法】当科を受診し6ヶ月以上経過観察

し得た23症例を対象とした．女性5名，男性18

名．右17手．左6手．年齢は15歳から42歳（平

均31歳）であった．手術法は腰部の定型的偽関

節17例にはRusse(R)法に準じ腸骨から十字型

の骨片をinlay移植しHerbertscrew固定を行った．

Proximalpole部の偽関節と近位骨片に骨壊死が疑

われた6例にはZaidemberg(Z)法に準じ1,2-

Intercompartmentalsupraretinaculararteryを血管茎

として榛骨遠位から挙上し偽関節部に移植した．

経過観察期間は6カ月から36カ月（平均20カ月）

であった．

【成績】全例骨癒合が得られた．骨癒合はR法で

は平均11週,Z法は10週で認められた．平均手

関節可動域はR法では伸展堀曲:術後70/60,Z法

は術前63/55が術後は54/54であった．全例術前

の痙痛は軽減し，握力も改善し,Cooneywrist

scoreによる総合評価ではR法ではexcellentl2

good2,Z法ではexcellent2,good4と良好で患者
の満足度も高かった．

【結論】舟状骨偽関節に対するR法と難治性偽関

節に対するZ法はいずれも良好な成績が得られ

る．僥骨からの血管柄付き骨移植術は中枢骨片の

壊死，分節化のある難治性偽関節に有用な手術法

である．

2-4-2

舟状骨偽関節におけるサルベージ手術

SalvageOperationofScaphoidFractureNon‐
unlon

'兵庫医科大学整形外科，z奈良県立医科大学整形

外科

○戸祭正喜11田中寿-11大迎知宏11

常深健二郎!，矢島弘嗣2

【目的】スクリュー固定や骨移植による手術にも

かかわらず，結果として骨癒合が得られなかった

舟状骨骨折もしくは偽関節症例に対して行ったサ

ルベージ手術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・偽関節357例のうち，偽関節例は

161例（45.1％）であり，このうち初回手術にて

骨癒合が得られずサルベージ手術として行った

16例（13例は初回手術を他施設で受けていた）

を対象とした．男性14例，女性2例，平均年齢

28.2（16～45歳)．初回手術からサルベージ手術

までの期間は平均21.7ケ月（3ケ月～10年）であ

った．初回手術法は，新鮮骨折対する骨接合術を

受けていたのが9例，骨移植術のみを含む偽関節

手術を受けていたのが7例であった．サルベージ

手術としては，偽関節部を掻爬した後に，挿入さ

れていたスクリユー(Herbert7例,miniHerbert2

例,Herbertwhipple3例,SCARF1例）を抜去し，

3種の骨移植（海綿骨，皮質海綿骨en-block,骨

釘strutbone)を併用して，さらにスクリューで

内固定する方法を行った．

【結果】16例のうち2例では骨癒合が得られず，

再度サルベージ手術（1例は血管柄付き骨移植併

用）を要したが，最終結果は全例で骨癒合が得ら

れた．サルベージ手術後の骨癒合までの期間は平

均15.0週であった．

【考察】初回手術で骨癒合が得られなかった原因

としては，偽関節部の掻爬不足，移植骨の適合不

全，スクリューの刺入方向の誤りといった手技的

な問題と，スクリューそのものの構造上の欠陥で

あった．サルベージ手術としては，可能な限りの

最大限かつ良質の骨移植に強固な内固定を行うこ

とで，良好な結果が得られると思われた．
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舟状骨偽関節に対する骨移植法の検討

-chipboneかblockboneか一
SelectionofBoneGraftMethodforthe

ScaphoidFraCmre

熊本整形外科病院

○田嶋光，玉井誠，矢渡健一

【目的】舟状骨偽関節に対してはHerbert螺子（類

似螺子を含む）固定に，変形および骨硬化のない

例ではchipbone充填(c群),強い例では変形矯

正のためにblockbone移植(B群）を使い分けて

きた．両法の適応，手術手技，結果について検討

する．

【対象方法】c群は骨折部皮質骨を最小限有窓と

して開削しchipboneを充填しHerbert螺子で固定

し，薄い皮質骨片で蓋をし指骨ピンで固定し5週

で背側より抜去する.B群では模状骨片で変形を

矯正し固定する．91年から03年までの症例は，

C群は1例を除き15歳から22歳で11例全例男，

B群は15歳から65歳男15例女3例の18例．受傷

から手術までの期間はC群は1例の1年の他は6

カ月以内,B群は6カ月から46年,Herbert分類

による骨折型はC群はC,D1型,B群は全例D2

型であった．

【結果】RL角はC群で術前-2.から癒合時-2｡同様

SL角は56．から56．と変化なく,B群はRL角－

12．から-2｡SL角は70.から58.へと改善した．

術後6カ月以上で症状の固定した29例のJSSH手

関節機能評価では,C群は全例Excellent,B群は

ExcenentS例GoodlO例F血3例.B群の2例で癒合

を得ていない．

【結論】受傷後期間が短く骨硬化・吸収が軽く変

形のない例では，変形矯正を企図しないchip
bone移植とHerbert固定により良好である．近位

骨片の骨壊死，吸収・硬化の強い例では，変形の

矯正よりは十分な掻爬と移植block骨片の良好な

適合による骨癒合に主眼を置く．

2-4-4

舟状骨偽関節の手術後に再度偽関節とな

った症例の検討

RecurrentNon-unionoftheScaphoidafter

FreeBoneGrafting

'済生会新潟病院整形外科,2新潟手の外科研究所，

3新潟大学整形外科

○牧野正晴11吉津孝衛21牧裕21

坪川直人3，津吉秀樹3

【目的】遊離骨移植および内固定の手術後に再度

偽関節に陥った舟状骨偽関節の原因および我々が

行った再建法の結果を報告する．

【症例および方法】全て男性で4例，右1例，左3

例であり，手術時年齢は（以下，時系列順）26，

59，39，42歳であった．受傷から初回手術まで

の期間は9年，不明，1.5年，20年であり，偽関

節部位は舟状骨近位3分の1，中央部，遠位3分

の1，中央部であった．初回手術では全例遊離腸

骨移植が行われ,K-ワイヤー,Herbert螺子，

Herbert-Whipple螺子,K-ワイヤーおよびHerbert

螺子を用いて内固定を行った．術後ギプス固定期

間は12，8，8，8週間であり，2回目手術として

全例に施術した血管柄付き第2中手骨移植術（以

下，本法）までの期間は5，8，10，22ケ月であ

った．この経過中に移植骨吸収，螺子周囲の骨

吸収，螺子の逸脱，螺子周囲骨吸収が生じ偽関節

が再発した．2回目手術では，全例に遊離海綿骨

移植を追加し，1例目にはHerbertおよび小

Herbert螺子固定，最近の2例にはK-ワイヤー固

定を追加した．術後のギプス固定期間は14，8，

8，8．5週間であった．

【結果】し線上明らかな骨癒合までの期間は3.5,

4,2.5,3ケ月であり，変形性手関節症の発現は

認められなかった．また，重労働後の軽い手関節

痛を訴えた1例以外では特に愁訴がなかった．

【考察】舟状骨はその特異な骨内血行のため骨折

後偽関節に陥りやすい．そこに掻爬，遊離骨移植

等の操作が加えられると更に骨内血行は障害さ

れ，移植骨と残存舟状骨の間に速やかに血行が再

開されない場合には，移植骨吸収，螺子の逸脱等

が生じ再度偽関節となってしまう．我々はこれら

再発偽関節4例を本法により救済することができ

た．今後は，今回の結果を踏まえ本法を舟状骨偽

関節手術に広く適応したい．
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Zone4,5における多数指屈筋腱縫合後

早期自動屈曲・伸展運動療法の検討

EarlyActiveMobilizationAfterFlexor

TendonRepairinZone4and5

濁協医科大学整形外科

○藤田聡志，長田伝重，山口哲彦，

岩本玲，玉井和哉

【目的】屈筋腱Zone4,5の損傷は多数腱損傷に

なりやすく，また神経損傷も合併しやすいため術

後障害を残しやすい．われわれは屈筋腱損傷に対

して1997年から術後早期より自動屈曲・伸展運

動療法を行っている．今回,zone4,5における

本法の治療成績を検討したので報告する．

【症例と方法】Zone4,5での屈筋腱損傷の診断に

て手術後本法を行った10例のうち，経過観察し

得た9例を対象とした．男性7例，女性2例，右

5例，左4例，受傷時平均年齢は31.4歳であった．

受傷原因は，ガラス4例，自殺企図2例，鉄板，

電気のこぎり，機械への巻き込まれがそれぞれ1

例であった．損傷腱は,Zone42例10指,Zone5

7例25指であった．修復を行った合併損傷は，正

中・尺骨神経3例，正中神経2例，僥骨・尺骨動

脈1例，手根骨骨折1例であった．腱縫合法は吉

津1法やTripleloop法を基本としたが，細い腱の

場合はDoublelooph法やSingleloop法を行った．

全例6-0ナイロン糸による補助縫合を追加した．

後療法は原則として術翌日より開始し，術後3週

間はKleinert変法と，医師監視下に行う1日数回

の自動屈曲運動を併用した．動脈吻合を行った1

例は，術後2週目より本法を行った．

【結果】日手会指屈筋腱評価(%TAM)では，

Zone4では優2例,Zone5では優6例，良1例で，

可，不可ならびに再断裂は認めなかった．腱剥離

術を行った1例は，挫滅損傷にて骨接合術，動脈

吻合術も行った症例で，可動域改善率22％，最

終%TAMは100%であった．神経損傷合併の有無

で，指の可動域に差はなかった．

【結論】Zone4,5での多数指屈筋腱損傷に対して，

本法は有用な方法であると思われた．

2-4-6

陳旧性指屈筋腱損傷に対しメッシュで補
強した腱移植術と早期自動運動療法の経

験

MeshReinforcedTendonGraftandEarly

ActiveMobilizationforOldFingerFlexor

Tendonlnjury

聖隷浜松病院手の外科・マイクロサージヤリーセ

ンター

○大井宏之，齋藤英彦，高橋勇二，

照喜納光信

【目的】陳旧性屈筋腱損傷に対して遊離腱移植術

後に早期運動療法を行い第45回日本手の外科学

会で報告した．この方法の問題点は屈曲拘縮であ

った．しかし術後，積極的に自動屈伸運動を行わ

せるには，従来の遊離腱移植の遠位腱縫合法に問

題があると考え，二段階腱移植例にSilfverski-

&ouml;ldらの方法に準じた移植腱をメッシュで補

強した腱縫合法を行ない，新たな方法での早期自

動運動を行った症例を経験したので報告する．

【対象】2002年7月からの4例5指である.このう

ち2指は合併損傷がなく，1指は関節損傷を合併

し2指は関節・骨・神経血管損傷を合併していた．

【方法】2段階腱移植術の初回手術時に移植腱の

長掌筋腱もしくは足底筋腱の遠位部の約lcmを，

人工の補強材料であるpolypropylenemonofilament

meshかPTFEFabricmeshで巻き付けた.2回目の

移植時にこの補強部分を遠位腱接合部にもってゆ

き，3-0エチボンド2本を使用し引き抜き縫合し

た．近位腱接合法はPulvertaftによる編み込み縫

合（4～5回編み込む）を3指に行い，最近の1

指では，さらにその周囲に補強材料を巻き付け強

化した．後療法は伸展制限用背側副子装着下に自

動屈伸運動のみ行った．夜間は背側副子を装着し

患指以外を伸展位で固定した.術後結果は%TAM

法と,新たに術後達成度(％)((術後TAM)/(術前

他動屈曲可動域一自動伸展不全角度)×100）を

用いて評価した．

【結果】%TAM法は平均79.5%(61.0～100%)で

あった．術後達成度は平均99.7％（96.0～106.5％）

であった．

【考察】今回は指伸展機能の問題がない症例の結

果である．過去の同様な症例で従来の縫合法と早

期運動をおこなった9症例の結果は,%TAM法は

平均79.9％（60.4～93.8％）で術後達成度は平均

79.4％（64.6～92.0％）であり，今回の試みは術

後達成度が高く満足する結果が得られた．
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就学前小児のZoneⅡにおける屈筋腱一次

縫合，腱剥離の検討

FlexorTendonRepairandTenolysisinZone
nofChildrenunder6YearsOld

'新潟手の外科研究所，2新潟中央病院整形外科

○吉津孝衛ll牧裕11坪川直人11

後藤真一2，白旗正幸2

【目的】小児におけるZoneⅡの屈筋腱一次縫合の

評価は一定ではなく，技術面，後療法，腱剥離の

可能性とその時期，成績不良例の成長への影響な

ど成人と異なる多くの問題がある．今回就学前の

小児の一次縫合の成績,腱剥離の可能性と成績，

成長への影響につき検討した．

【対象】1987年以後の14例16指で男児7例，女

児7（9指)，右5，左9．損傷指は示・中指各3，

環・小指各5，原因はガラス10,セトモノ2，カ

ミソリ2．受傷年齢は1才が8例（9指,I群),5

才以上6例（7指Ⅱ群）と2群に分けた．手術ま

での期間は24時間以内4例，2週間以内8，1カ

月以後2で，平均14日である．

【手術】FDP縫合法はKessler変法5指,double

loop法5,singleloop法3,YⅡ法2,8-figure法1

である.FDSは腱交叉部での全断裂11指,片側断

裂5で，腱縫合は11指で8-figure法6,singleloop

法3，単純縫合2，片側断裂で切除2，全切除1，

放置2である．神経・血管束断裂は両側11指,片

側5で，神経のみ全例縫合されている．観察期間

は6カ月から11年，平均3年10カ月で，12例を

tensionreducmgposition法で3～4週間固定した．

【成績と考察】%TAMでI群は優4指，良2,可3,

Ⅱ群は優1，良2，可2であった．優・良を良好

群とするとI群67％，Ⅱ群71％で，必ずしも良

好とはいえないため腱剥離術がⅡ群の5例に行わ

れた．手術までの期間は6～24，平均15カ月，

観察期間は6～90,平均24カ月で，良3，不可2

が優3，良1，可1と良好な成績を示した．5例

(良4，可1，神経・血管損傷2）の骨成長を指節

骨で健側と比べた．経過年数3～11年，平均6年

3カ月，観察時年齢は4～12才，平均8.5才で基

節骨には障害はなく，中節骨・末節骨にのみ

95％と障害が認められた．経年的に可動域が改

善するとはいえないことから，腱剥離の可能性を

追求すべきと考える．

2-4-8

手指骨折術後の屈筋腱剥離術の治療経験

ClimcalAssessmentofFlexorTenolysisafter

MetacarpalandPhalangealFracmres

!川崎市立川崎病院整形外科，2慶應義塾大学整形

外科，3さいたま市立病院整形外科

○長田夏哉11堀内行雄11林俊吉11

中村俊康2，菊地淑人3

【目的】今回，手指骨折術後に手指運動制限を生

じ屈筋腱剥離術を行った症例の治療成績を調査

し，若干の考察を加えて報告する．

【対象および方法】過去3年間に当科で手指骨折

術後に屈筋腱剥離術を行った症例は7例8指であ

った．症例の内訳は男4．女3例，示・中・環・

小指が1･2．1．4指，癒着の原因となった骨

折部位は中手骨1．基節骨6・中節骨1例であっ

た．骨折の手術法はpmnmg法7指，その他1指で

あった．骨折から腱剥離を行うまでの期間は平均

135日，腱剥離後の経過観察期間は平均100日で

あった．これらの症例に対して腱剥離前後での％

TAMを求め，日本手の外科学会屈筋腱機能評価

法を用いて評価した．

【結果】関節可動域はgoodが6例,farが2例であ

った．good例の%TAMは，腱剥離前が73%,腱

剥離後は89％であり,fair例は前62%,後67%

であった．

【考察】われわれが行っている屈筋腱剥離術は，

麻酔をなるべく静脈内局所麻酔もしくは局所麻酔

としている．可及的にpuneyを残し癒着部を展開，

剥離中の腱の牽引は癒着部近位・遠位両側から行

い，腱が十分に動くまで剥離を行う方法で，最後

に患者自身に患指を屈曲させて残存した癒着部の

剥離を行わせている．今回手指骨折術後に生じた

屈筋腱癒着は，腱断裂術後の癒着に比べて癒着範

囲が局所的なことが多く，腱剥離の効果が得られ

やすかった.fair例は，変形治癒が著明で，腱剥

離から行いその後に矯正骨切り術を追加した症例

と，重度の挫滅のために腱滑動面の一次修復が不

十分であった症例であった．これらfair例につい

ても，腱剥離による関節可動域の改善は得られ患

者の満足度は高かった．
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2-4-9

鏡視下腱剥離手術を用いた糖尿病性手指
拘縮の治療

EndoscopicReleaseofFlexorTendonin
DiabeticStiffHand

'慶應義塾大学整形外科,2平塚市民病院整形外科，

3埼玉社会保険病院整形外科，4都立清瀬小児病院

整形外科,5済生会中央病院整形外科

○仲尾保志11石井聖佳21森澤妥31

斉藤治和4，亀山真s

【目的】糖尿病に高率に合併する手指関節拘縮

(diabeticstiffhand)は，狭窄性腱鞘炎を主因とす

る意見もあるが,A1プーリーの開放のみでは十

分な改善が得られず，糖尿病の創の遷延治癒を理

由に手術治療を否定する意見も少なくなかった．

今回，内視鏡を用いた腱剥離手術による治療を試

みたので報告する．

【対象・方法】対象は，糖尿病患者18例（男6例，

女12例）64指で，罹患指は母指2，示指18,中

指18,環指16,小指12であった．指尖手掌距離

は4～13（平均6.4)cmで,IP,PIP関節の可動

域制限は著しく他動運動で強い窪痛を訴えた．ス

テロイド注射などの保存療法が奏効しない例に手

術を適応したが，手術指数は5指2例，4指10例，

3指6例であった．駆血下に局所麻酔を用い，屈

筋腱上の2カ所に2.5mm長の極小切開を設け，皮

下組織を最小限に剥離後,2.9mm径のカニユーラ

を挿入した．カニユーラの2mmx50mmの横窓

を通して，直径2.7mm内視鏡で病態を観察しな

がら，フックナイフでA1プーリーと増生した滑

膜性腱鞘を約5cm長にわたり縦切した，術後皮膚

の縫合は不要で圧迫ドレッシングのみ行った．

【結果・考察】術後の自発痛はなく，創は4～7

(平均5.7日）で閉鎖し，水仕事も可能になった．

指尖手掌距離は，術後2週で平均4.5cm,4週

2.1cm,6週0.7cmと良好に改善し，ステロイド注

射の併用などで関節痛も消失した．なお，神経や

血管，腱損傷などの合併症はなかった．従来の腱

剥離手術は手掌部を大きく展開する必要があり，

手術侵襲が大きいことと，糖尿病による手術創の

遷延治癒が問題とされてきた．本法は極めて低侵

襲で，関節拘縮の改善率も高く，創の早期癒合が

もたらすメリットも大きかった．

2-4-10

切断指再接着術後の血流観察はいつまで

必要か？一血流不全発症時期における検

討一

TheClinicalStudyofTimingofCritical

ThrombosisafterReplantationSurgeryofthe

Digits

l松寿会共和病院，2京都大学形成外科，3大津赤

十字病院形成外科

○宮田明人ll沢辺一馬21石川浩三31

北山稔大!，添田晴雄！

【はじめに】切断指再接着術後は，色調・温度・

レーザードップラー・ピンプリックテスト等の血

流観察をいつまですべきかが問題となる．そこで

今回我々は血流観察期間を探るべく，切断指再接

着術から血流不全を起こすまでの経過時間につい

て検討した．

【対象および方法】1986年1月から2003年4月ま

でに当院にて再接着術を施行した切断指症例630

例835指のうち，術後血流不全に陥り緊急に再手

術を施行した31症例31指について検討した．初

回手術時の動脈吻合時刻から術後血流不全を確認

した時刻までの経過時間を5群に分類し，血流不

全発生率，各群の生着数を調べ検討した．また，

損傷状態,切断レベル等を検討項目として加えた．

1日群：吻合後24時間以内に血流不全を生じた症

例．以下，24～48時間を2日群，48～72時間を

3日群，72～96時間を4日群，96～120時間を5

日群とした．

【結果】術後24時間以内の血流不全症例は22例，

71％で大半を占め，術後120時間以降の血流不全

症例はなかった．各群の生着率は，1日群：生着

13例（内,Brent法6例)/22症例,2日群:3

(1)／3，3日群：3（2）／3，4日群：2（2）／

2，5日群：0／1であった．

【考察およびまとめ】再接着術後24時間以内に血

流不全と診断されたものが全体の71％を占めて

おり，特に術後24時間以内の厳重な血流観察が

重要であると考えられた．術後血流不全は全例術

後120時間までに生じており，緊急に再手術を行

い68％を救済できた．従って5日間の頻回の血

流観察が必要と考えられた．また，損傷状態，切

断レベル等については発表にて報告する．
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2-4-11

切断指再接着術後管理におけるパルスオ

キシメータの有用性

UsefUlnessofthePulseOximeterfOrtheMan-

agementofDigitalPost-replantation

川崎医科大学整形外科

○長谷川健二郎，清水雅恵，中條武秀，

長谷川徹，三河義弘

【はじめに】切断指再接着術後管理におけるパル

スオキシメータによる動脈血酵素飽和度(spo2)
モニターの実際とその有用性について報告する．

【対象】対象は術直後より術後7日目まで継続し

てSpO2測定を行うことが出来た切断指の生着例
40症例（男性34例，女性6例，平均年令42.9歳）

52指（完全切断13例，不全切断39指）を対象と

した．血行状態が悪くなり再手術を施行した症例

やフィッシュマウスや針刺激を行った症例は除外

した．

【方法】方法は玉井のZone分類に基づいて分類し，

各々の切断指ごとに，術直後から12時間以内．

術後24～48時間・術後7日目の安定した時の

SpO2の平均値を出して対照指SpO2と比較検討し
た.SpO2の測定にはATOMPulseOximeter2000
を使用した．

【結果】対照指52指のSpO2は全体で平均97.9%
であり，術直後から術後7日目まで95％台～

100％の範囲で推移していた．切断指の生着例52

指のSpO2は，術直後から12時間以内の平均SpO2
ではZone2からZone5の順に,98.9%,97.8%,

97.1％，98.7％であった．術後24～48時間の平

均SpO2はZone2からZone5の順に,98．8%,
98.2％，97．8％，98．4％であった．そして生着し

たと考えられる術後7日目の平均SpO2はZone2か
らZone5の順に,97.8%,98．6%,97.7%,

97.7％であった．

【考察】従来，我々の用いて来た非接触皮膚温計

による切断指の皮膚温度は，術直後には比較的低

値を示し，その後経時的に上昇し，術後7日目に

は安定する傾向があった．これに対しSpO2は術
直後より安定した値を示すため，再接着指の血行

状態をモーターする上では経時的な変化を考慮す

る必要が無く，術直後から術後7日目まで一定の

基準で血行状態を判断することが可能であると考

えられた．

2-4-12

切断指再接着・手指の皮弁形成術後にお

いてsuperlizerの星状神経節近傍照射に
より血流改善を認めた経験について

SuperLizerlrradiationtotheSatelliteGan-

glion,asaTreatmentfOrthelmprove-mentof

BIoodHowafterSurgicalTreatmentinDigit
長浜赤十字病院形成外科

○服部亮，黒川正人，羽森由佳，

野田和男

【目的】切断指再接着後や手指の皮弁形成術後で

は，とりわけ患部への血流維持が重要であるが，

抗凝固剤，血管拡張剤等の薬剤だけでは効果が不

足することも少なくない．今回，われわれは手指

の血流改善目的にsuperlizer(直線偏光近赤外線）

の星状神経節近傍照射を行い，手指の血流改善を

認める結果を得たため報告する．

【対象と方法】2001年より2002年までに当科にて

切断指再接着または手指の皮弁形成術を行った

18例，年齢は20～65歳（平均41歳)．全例に対

しsuperlizerの星状神経節近傍照射を行った．照

射はSG(星状神経節）プローブを用い，出力

80％で3秒間照射7秒間休止のサイクルを5分間

行った．

【結果】星状神経節近傍照射を行った18例のうち

14例では順調な創傷治癒が得られた．色調の悪

化を来たし断端形成術施行したものが4例であっ

た．サーモグラフイーを用い照射前後の手指皮膚

温を測定した症例では照射後，1～3度の皮肩温

上昇が確認された．

【考察】以前より星状神経節ブロックによる手指

血流が増加することは知られていたが，正確な星

状神経節ブロックは手技的に難しく，外来診療に

おいて容易に取り入れられるものではなかった．

superlizerの星状神経節近傍照射により手指の皮

膚温上昇が確認され，手指の血流改善，創傷治癒

促進のための方法として有用であると思われた．
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2-4-13

再接着が不可能であった母指切断に対す

る治療成績

FoHow-upSmdyofThumbA岬utation

(ImpossibleReplantation)

熊本機能病院整形外科

○寺本憲市郎，中島英親，原田香苗，

長井卓志，田口学

【目的】母指は手において，外観上はいうまでも

なく機能的にも重要であり，日常生活においての

役割はとても大きいといえる．その損傷において

は可能な限り健常に近い状態に戻すことが望まれ

る．母指切断に対しては再接着術が第一選択とな

ることは当然であるが，組織の挫滅の程度や手術

までの時間等でやむなく他の方法を選択せざるを

得ない場合がある．今回我々は玉井の分類Zonel

を除く母指切断で再接着が不可能であった症例に

対して,当科で施行した手術方法について結果を

検討し報告する．

【対象および結果】1990年から2003年に当科に初

診，あるいは他医で加療の後紹介された母指の再

接着不可能であった26例を対象とする．内訳は

男性19例19指，女性7例7指．年齢は21歳から

75歳平均50.7歳であった．玉井の分類ではZone

Ⅱ8例Zoneml4例ZoneV4例，左側15例右側

11例でありそのうち利き手側は12例であった．

術後経過観察期間は6ケ月から13年平均6年8か

月である．受傷原因としては，仕事中作業機械

に巻き込まれた症例が14例と最も多く，電気鋸7

例，ロープに巻き込まれた症例が4例，犬咬症1

例であった．手術方法は皮弁による断端の形成術

が7例(Zonen6例Zoneml例)oblique

triangularskmnap掌側三角状皮弁変法1例(Zone

n)Kiteflap3例(Zonenl例Zonem2例)Groin

nap5例(Zoneml例ZoneV4例)Wraparound

flap9例(Zonem9例）骨延長十爪再建1例(Zone

Ⅲ1例）であった．これらに対し，痔痛，しびれ

の有無,S-Wtest,2PD(static,moving),母指の

可動域，対立機能,ADLでの使用状況（箸，書

字，鍵を開ける，新聞をめくる，ふたの開閉，紐

結び，爪切り，ボタン掛け）満足度（非常に満足，

満足，やや満足，不満足）の項目で評価し報告す

る．

2-4-14

幼児指末節部切断再接着術の治療経験

ReplantationfOrFingerTipAmputationin
Children

県立宮崎病院整形外科

○芳田辰也，高妻雅和

【はじめに】成人指末節部切断再接着は比較的標

準的な手術手技となっているが，幼児指末節部切

断再接着は技術的に難易度が高い．今回幼児指末

節部切断再接着術成功例を経験したので報告す

る．

【対象及び方法】過去20年間で幼児指末節部切断

は10例であり，その内再接着を試みたのは6例．

成功症例は4例である．男3例・女1例．左2

例・右2例．示指3例・小指1例．手術時年齢1

才2ケ月～5才，平均年齢は2.5才であった．完

全切断2例・不全切断2例であった．切断レベル

は石川の分類を使用した.subzone3-2例4-2例

であった．

【結果】成功症例4例の内2例は切断レベルが

Subzone3で完全切断1例と不全切断1例であっ

た．ともに静脈を確認出来ず動脈のみ吻合した．

静脈の吻合が出来なかったため2例とも潟血を行

った．幸い術後輸血を必要としなかった．残り2

例は切断レベルがSubzone4で完全切断1例と不全

切断1例であった．2例とも動脈及び静脈を1本

ずつ吻合することが可能であった．静脈の吻合が

可能であったため2例とも潟血を行わなかった．

再接着した全例にへパリン投与を行った．術後の

合併症として1例に爪変形を認めた．

【結論】幼児指末節部切断再接着は技術的に難易

度が高いが再接着に成功すれば機能的・整容的に

最良の結果が得られるので，爪基部より近位では

再接着術をまず試みる必要がある．
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2-4-15

指尖部挫滅切断の治療

TreatmentfOrFingertipAmputation

手稲渓仁会病院整形外科

○佐々木勲，大野和則，辻野

宮 田 康史，藤田裕樹

、一

存，

【はじめに】当科では指尖部挫滅切断に対して

1996年以降，皮弁とcompositegraftを組み合わせ

て指尖部の再建を行ってきた．我々が行っている

指尖部再建の方法と治療成績を報告する．

【対象と方法】1996年5月から2003年4月までに

当科で指尖部挫滅切断に対して皮弁とcomposite

graftを組み合わせて指尖部を再建した17名19指

を対象とした．男性10名，女性7名，年齢は16

歳～57歳であった．切断部位は石川のZone分類

でsubzonel:4指,subzone2:12指,subzone3:3指，

であった．手術方法：指尖部切断片は掌側の皮

層および皮下脂肪を可及的に切除し爪甲・爪床・

骨のみとする．次に各種皮弁にて切断指の欠損し

ている指尖部掌側を形成し，ここに皮層・皮下脂

肪を切除した指尖部切断片（爪甲・爪床･骨）を

compositegraftする．この際，骨はK-wire，スク

リュー等で固定し，指の背側は爪甲同士を縫合，

側面は爪甲・爪床と皮弁を縫合する．用いた皮弁

は局所皮弁が3指，母指球皮弁が6指，掌側前進

皮弁が10指であった．

【結果】皮弁は全例生着した．指尖部の形態は概

ね良好で，カラーマッチもよく，患者の満足度は

高かく，指をよく使用していた．一方，合併症は

軽度の爪変形が6指，皮弁縫合部でのわずかな皮

層のくびれが3指,PIP関節の拘縮が母指球皮弁

の1指に見られた．

【ポイント】本法は簡便な方法で，特別な機械を

必要とせず,安定して良好な成績が得られるゆえ

指尖部挫滅切断にたいする治療法の1選択肢であ

ると考える．

2-4-16

指尖部切断再接着の新手技:volar

advancement法を併用した手掌ポケット

変法

NewStrategyforFingertipAmputation:

PalmarPockettingwithVolarAdvancement
Method

大津赤十字病院形成外科

○ 齊藤晋，石川浩三，樋上敦

【目的】2001年Arataらは爪床レベルの指尖部切

断に対して手掌ポケット法(Brent法の変法）を

報告した．我々は本法を更に中枢側の切断に対応

させるべく改良を加えた．改良点は切断指のDIP

関節を屈曲位にして掌側皮層を前進させたことで

ある．この利点は1再接着する組織量を減少し

2接着部の接触面積を増加させることで生着率

が上がる可能性があることや3ポケットに挿入

した際の指の固定が自然であることである．我々

は考案した新手技を爪母レベルの切断に適応し良

好な成績を治めている.手技及び症例を供覧する．

【手術方法】切断指組織の断端をデブリードマン

した後,メスを用いて真皮中層まで脱上皮を行う．

これをDIP関節屈曲位で移植床に鋼線固定し

compositegraftとする．屈曲度は支靱帯に過緊張
を与えない45.程度までとする.DIP関節を屈曲

位にすることで近位の掌側皮層に余裕を生み末梢

側に前進可能となる．この前進させる分だけ移植

片の掌側皮膚皮下組織の切除をする．次に同側の

手掌にポケットを作成する．移植指をポケットに

挿入し縫合固定する．約17日後に移植片の取り

出し手術を行い，閉鎖軟膏療法，可動域訓練を開

始する．

【結果】現在まで爪母レベルの切断(石川subzone2-

3）例5指（挫滅切断例，小動物による咬傷例や

28時間に及ぶ温阻血例を含む）に応用した．部

分生着を含めて全例生着を確認した．

【考察】DIP関節を屈曲位固定するだけの簡単な

手技により少なくとも5mm巾で掌側組織を減じ

ることができる．この方法によりcompositegraft

のみでは不可能であった爪母レベルでの切断に対

しても高い生着率を得た．この術式は血管吻合に

よる再接着のように特殊技能を要さず極めて簡便

であり，有用性の高い新方法と考える．
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手指末節切断に対するBrent法（手掌ポケ
ット法）の治療成績と術後合併症

ResultsandPostoperativeComplicationsof

TreatmentofFingertipAmputationsUsing
BrentMethod

長浜赤十字病院形成外科

○黒川正人，野田和男，服部

羽森由佳

亮，

【目的】当施設では手指末節切断の血管吻合不能

例および再接着後の血流不全例に対して，掌側皮

下に切断部を埋め込むBrent法（以下Brent法と略

す）を行っている．今回，われわれはBrent法の

治療成績，術後合併症について検討したので報告

する．

【対象および方法】1997年4月から2003年9月ま

でに，当施設でBIent法を施行した症例は15例16

指で，男性13例，女性2例，年齢は1～61歳

(平均33.7歳）であった．血管吻合不能は11指，

再接着後の血流不全は5指で，再接着例では全例

神経吻合を行っているが，血管吻合不能例では神

経吻合を行っていない．以上の症例について術後

3カ月以上の経過観察を行い，治療成績および術

後合併症について検討した．

【結果】血管吻合不能例では完全生着はなく，部

分生着が3指，全壊死が2指であった．再接着後

の血流不全例では完全生着が4指，部分生着が3

指，全壊死が3指であった．完全生着または部分

生着した11指における術後合併症は，遅発性壊

死が1指,S2以下の知覚が7指，爪の欠損また

は変形が8指であった．遅発性壊死の1例は切断

レベルzone2の血管吻合不能例で20日間手掌皮下

に埋入して，抜去後44日で上皮化して完全生着

した．しかし，上皮化後1カ月頃より切断部が萎

縮し，上皮化後5カ月頃より末節骨が露出し壊死

に陥ってきたために断端形成を施行した．

【考察】Brent法は手指末節切断で血管吻合が不能

の場合や，再接着後の血流不全例に対する救済策

として有効である．しかしながら，切断レベルが

中枢に近いものほど生着後の血流は不安定である

と考えられる．遅発性壊死をきたした1例では血

流が不安定な状態で軟部組織が萎縮して末節骨が

露出し，壊死に陥ったと考えられる．

2-4-18

StepV-Yadvancementflapを用いた指尖
部皮膚欠損の再建

StepV-YAdvancementFlapintheRecon-

structionofSkinDefectofFingertip

'東邦大学形成外科，2高月整形外科

○荻野晶弘11澤泉雅之21山口利仁21

丸山優！

【目的】今回，われわれは指尖部皮膚欠損10例に

対して,V-Yadvancement法にW形成術を併用し

たstepV-Yadvancementflapを用い再建を行った

ので，その結果に考察を加え報告する．

【症例】2003年5月からの半年間に受診した指尖

部損傷9例9指，指尖部腫瘍1例1指を対象に検

討した．指別は母指が5例，示指が2例，環指が

2例，小指が1例であった．指尖部皮膚欠損部に

隣接する掌側皮膚にステップ状にV字形の皮弁を

作製し，島状に挙上して欠損部へ移行した．皮弁

採取部はV-Yadvancement法に準じて一次縫縮し

た．皮層の欠損が7mm程度以内であれば皮下茎

皮弁とし，皮層の欠損が10～15mm程度以内で

あれば神経血管柄付き皮弁とした．

【術後経過】術後全例で皮弁の生着は良好であり，

明らかなparesthesia,coldintoleranceは認められ

ず，日常でも患指をよく使用しており，機能的，

整容的にも患者の満足度は高かった．

【考察】従来，指尖部掌側再建では欠損部が

15mm以内であれば，掌側前進皮弁,oblique

triangularflap,Kutker変法などの指動脈前進皮弁

が,15mm～25nm程度の欠損では逆行性指動脈

皮弁がよい適応とされている．このうち，指動脈

前進皮弁ではV-Y形成を併用した方法が用いら

れてきた．しかし従来のV-Y皮弁法では，皮弁

移行後のdogear形成が問題となる．そこで皮弁

遠位端の鋭角の部分を鈍に，かつ中枢側へ向けて

ステップ状にデザインすることで，健常組織を余

分にトリミングすることなく欠損の修復が可能で

あった．また，縫合線がジグザグとなるので，そ

の破線効果により嬢痕が目立たず拘縮の予防にも

役立つ．術後指尖部の機能，形態は良好であり，

指尖部再建，特に新鮮外傷例に有用と思われた．
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指尖損傷における最小侵襲手術

MinimumlnvasiveSurgeryforFingertip

Injuries

'香川大学形成外科，2井川病院整形外科，3長浜

赤十字病院形成外科

○宗内巌11浜本有祐ll井川和彦21

黒川正人3，井川浩晴！

【目的】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，末節全

体におよぶ場合は断端形成を行わざるをえない．

これ以外の場合はシ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．指尖損傷に

おける最小侵襲手術の心得とは，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

を見極め，不要な手術治療を行わないことに他な

らない．昨今，難易度の高い複雑な皮弁が熱視さ

れる傾向にあるが，保存的治療の適応をあらため

て見直してみたい．

【対象と方法】平成9～15年の6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381

例（男279．女102,平均41.2歳）を対象とした．

その内訳は，血行再建による再接着52,複合組

織移植103(Brent法を含む),断端形成57,外科

的治療44（皮弁36．植皮8)，保存的治療125で

あった．また，創の被覆に用いた皮弁は，手掌皮

弁15,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．

これらすべてをEvansら(JHS,25B:58-60,2000)

が提唱したPⅢ分類(Pulp-Nail-Boneの損傷状態

をそれぞれ7～8項目に細分化して表示）で振り

分けた後，保存的治療例と外科的治療例の治療結

果を比較検討した．

【結果と考察】保存的治療と外科的治療の境界が

PNB分類においてが推測された．保存的治療は

上皮化までの期間が長いという欠点があるが，安

静のための固定を要さないうえ手術嬢痕がなく，

手指の拘縮をきたしにくい点が最大の長所であ

る．外科的治療が適する場合であっても，固定期

間による関節拘縮，手術綴痕による拘縮を考慮に

入れ，基本的な皮弁の中から選択すべきである．

2-4-20

足趾移植例のQOLの評価

QualityofLifeafterVascularizedToeorToe
JointTransfers

'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

○金谷耕平11和田卓郎11射場浩介11

相木比古乃'，青木光広2

【目的】足趾移植は，失われた手指を美容的かつ

機能的に再建できる唯一の方法である．しかし，

完全な整容と機能の回復を獲得することは困難で

あり，また足趾が採取されたドナー側に愁訴を残

すこともある．これまで足趾移植例の日常生活上

の問題や術後QOLに関する報告はほとんどない．

今回演者らは，日本語版SF-36(MOS36-Item

Short-FonnHealthSurvey)を用い，足趾移植例お

よび足趾関節移植例の術後QOLの評価を行った．

【方法】対象は1987年10月から2003年6月まで

に行った足趾移植または足趾関節移植の14例で

ある．男10例女4例，右手7例左手7例，手術時

年齢は平均で34.9歳（4～56歳)，評価時年齢は

43.3歳（17～67歳)，経過観察期間は8.5年（4

か月～16年）であった．原因は，外傷が12例，

先天性が1例，腫瘍が1例であった．術式は，足

趾移植が8例,WAFが3例，関節移植が3例であ

った．日本語版SF-36を用いて，郵送によるアン

ケート調査を行った．

【結果】スコアの平均値は，身体的健康度が49.2,

精神的健康度が51.8であった．身体的健康は日

本人の標準値と有意差はなく，4項目中3項目で

標準値を上回った．術後1年未満の症例では，身

体的日常役割機能が低かった．精神的健康の項目

のうち活力と心の健康は，半数以上の症例で標準

値を下回った.その傾向は女性で強く認められた．

各スコアと受傷側および原因との間に関連性はな

かった．

【考察】身体的健康については術後早期の症例で

スコアが低い傾向があるが，術後経過の長い症例

ではhandicapを受け入れ，日常生活によく適応し
ていると考えられた．精神的健康の項目で低値を

示す症例が多いことが問題である．精神的なケア

を取り入れた術後治療の必要性が示唆された．
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手指の再建における血管柄付き筋膜弁移
植の有用性

VasclarizedFascialHapTransferfOrRecon-

structionoftheFinger

松江赤十字病院形成外科

○梶彰吾，梶ひろみ，大石正雄，

津田雅由

【目的】われわれは，外傷や熱傷などによる手背

の広範な皮膚，軟部組織欠損例の再建には，主と

して薄い組織が得られる血管柄付き筋膜弁移植を

適用し，本学会にも報告してきた．今回は，特に

手指の再建に対する筋膜弁移植例について報告す

る．

【方法】手の特に手背から指における骨や腱など

の深部組織が露出した皮膚，軟部組織欠損の再建

に適用したのは，逆行性前腕筋膜弁と遊離浅側頭

筋膜弁で14例であった．その中で，指再建の症

例は8例で女性5例,男性3例，年齢は,1歳か

ら63歳であった．疾患は，熱傷4例，外傷2例，

難治性潰瘍1例，腫瘍1例であった．使用した筋

膜は，逆行性前腕筋膜弁が4例，遊離浅側頭筋膜

弁が4例であった．再建指は5例が2指以上の再

建で，また2例では全周性の指再建に適用した．

多数指再建では,約3週間後に指の分離を行った．

また1例では逆行性前腕筋膜弁を二分割し，2指

を一期的に再建した．筋膜弁上には，分層もしく

は全層植皮をおこなった．

【結果】筋膜弁は全例生着し，植皮の生着も良好

であった．術後経過は10年から10ヶ月であるが，

薄い組織による再建で指の形態は良好であり，機

能的にも満足できるものであった．筋膜弁上の植

皮部の知覚獲得は,Semmes-Weinsteintestにて

3.84～4.31を知覚できS2の評価であった．

【結論】筋膜弁移植は，指背や指全周性の再建の

一つの方法として大変有用である．

2-4-22

手背部複合損傷の再建における皮弁選択

について

ReconstructionofComplexDorsallnjuryof
theHand

'弘前大学整形外科,2HandSurgeryUnit,Policlinico

MultiMedica,Mnano

○工藤悟11藤哲',MaurizioCalcagli2,

LorisPegoli2,GiorgioPJardi2

【目的】手背部は，その解剖学的構造のため，小

さな外傷でも機能障害を引き起こす複合損傷とな

りやすい．そのため，複合損傷での皮膚欠損に対

する皮弁の選択は，整容面だけでなく術後の機能

獲得にも大きな影響を及ぼすことになる．腹壁皮

弁などの古典的な有茎皮弁は，今日では用いられ

ることは少なくなり，遊離皮弁や逆行性の島状皮

弁が主に用いられている．我々は，複合損傷で

の皮弁として，有茎皮弁としては後骨間皮弁を逆

行性の島状皮弁として用い，遊離皮弁としては傍

肩甲皮弁と伸筋腱付足背皮弁を用いてきた.今回，

皮弁選択の是非について検討した．

【対象と方法】ZoneⅥの手背複合損傷で加療した

21例．局所皮弁や植皮などで加療した小外傷は

含めなかった．男性17例，女性4例で，年齢は

21歳から56歳である．15例は外傷によるもので

あり，6例は伸筋腱の癒着や損傷のある外傷後嬢

痕である．後骨間皮弁を12例に，傍肩甲皮弁を6

例に，伸筋腱付足背皮弁を3例に用いた．

【結果】全例，生着した．1例（傍肩甲皮弁例）

で皮下感染のためデブリドマンと植皮を必要とし

た．腱再建の6例で二次的腱剥離を必要とした．

後骨間皮弁を用いた女性例で採皮部の植皮に対す

る整容的不満のため除去手術を必要とした．

【考察】前腕からの逆行性の有茎皮弁は，動脈吻

合を必要としない利点はあるが，植皮を要する

donor部が露出部となる欠点を有す．術後可動域

における差はなく，遊離皮弁を第一選択として，

適応を限って逆行性有茎皮弁を用いることが良い

と考えられた．
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母指背側からの逆行性島状皮弁の応用

Reverse-flowUlnodorsalFlapTransferfOr
ThumbReconstruction

'医真会八尾総合病院整形外科，2奈良国保中央病

院整形外科，ヨ奈良県立医科大学救急科

○面川庄平!，小野浩史2，稲田有史3

【目的】1998年,F.Brunelliらは母指背側からの

逆行性皮弁による母指末梢部の再建について報告

した．今回，同皮弁を8例に使用したのでその結

果を述べる．

【方法】症例は25歳から74歳，男性7例女性1例

である．全例外傷例で，母指切断4例，母指開放

性骨折にともなう皮膚軟部組織欠損が4例であっ

た．術前にドップラー聴診器で母指背側部の血流

を確認し，母指MP関節背側部で皮弁をデザイン

した．尺側採取が7例，僥側採取が1例であった．

皮弁の大きさは平均3×1.5cmで,1例は神経付

きで採取し掌側指神経と縫合した．

【成績】結果は1例で創部感染から部分壊死とな

ったが他の7例は完全生着した．追加手術として

皮弁採取部のz形成術と爪形成術をそれぞれ1例

と2例におこなった．神経付きで移行した皮弁の

知覚回復はstatic2-PD:10mmであった．本皮弁

により良好な指尖が再建でき全例に満足な結果を

得たが，皮弁を掌側に移行した場合の色調不適合

と皮弁採取部の綴痕が問題となった．

【結論】母指MP関節部背側からの逆行性皮弁に

より良好な母指末梢部の再建が行いえる．

2-4-24

逆行性指背島状皮弁による治療経験

ReconstructionofFingerTipwithReverse

DorsalDigitallslandmap

大垣市民病院

○千田博也，

相良学爾，

藤吉文規，室秀紀，

鈴木伸幸

【目的】指尖部の組織欠損に対する再建法には多

種多様な手法があり，それぞれの特徴,利点欠点，

患者，術者の状況により選択される．逆行性指背

島状皮弁は指背側の皮下組織を血管柄とする島状

皮弁で，1994年DelBeneらにより報告され，本

邦では三沢らの報告がある．当科では平成13年

より治療法選択の1つとして採用し，6例に対し

適用したのでその経験を報告する．

【方法】皮膚欠損に応じた皮弁をPIP関節から基

節部の指背側にデザインし，ピボットポイントを

DIP関節付近としその間の皮膚を真皮直下で剥離

する．皮下静脈を含む皮下組織を幅10n皿程度血

管柄としてパラテノン上で剥離して島状皮弁とし

皮膚欠損部に移植した．皮弁採取部には肘窩から

全層植皮を行った．症例は年齢30から58歳，母

指示指各1例，中指環指各2例で，母指1例は末

節骨骨髄炎に伴う爪床の組織欠損，他の5例は指

尖部切断に対する再建を行った．指尖部切断のう

ち2例は爪組織が欠損した症例，3例は爪の残る

損傷であった．皮弁のサイズは10×15から15X

20mmであった．

【成績】2例で皮弁が壊死し，そのうち1例は全層

植皮，1例はocclusivedressmgで治療した．2例は

術後1週程度皮弁血行が不安定であったが完全生

着した．残る2例は終始安定した血行で生着した．

【結論】本法の利点は指動脈を犠牲にしない事，

血管茎の剥離が不要なので手術手技が容易で短時

間で行える事が挙げられる．一方重要な問題点と

して皮弁の血行に障害の見られる症例が高頻度に

認められた．全例術中の皮弁血行は良好だったこ

とから，原因としてピボットポイントで折り返さ

れたボリュームのある血管柄の圧迫による血行障

害を生じたと考えられた．
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2-VS2-1

Nomanbland内および遠位での屈筋腱縫
合法の工夫

TendonSummnghandDistalof"NoMan's
I'and"

'東京手の外科・スポーツ医学研究所，z埼玉成恵

会病院形成外科

○山口利仁11後藤治彦11脇田隆司11

平瀬雄一2

腱縫合後の癒着や再断裂を防止するためには，腱

鞘を切開せずに腱縫合すること，腱鞘内を通過す

る腱の表面に縫合糸がみられないこと，断端部よ

り十分離れた健常部で縫合できることが理想的と

いえる．そこで著者は2-0ナイロン糸をループ状

に固着させた長い直針を開発し，腱の断端より

2cm以上離れた位置で津下法で結紮する腱縫合法

や腱移植法を工夫してきた．またnoman'slandk

り末梢の深指屈筋腱断裂でも，遠位断端が短く，

浅指屈筋腱の停止部があるA4pulleyもきわめて狭
いなどの難しさがある．このような縫合の遠位断

端では,腱停止部中央付近で一度腱外に引き出し，

もやい結びを行った後津下法の第2結紮をする．

もし第2結紮が不可能であれば，指尖部背側遠位

にpull-outして固定する方法を開発した．術後の

理学療法は手術当日から自動運動を始めるが，今

回これらの手技と結果についてビデオで発表す

る．

2-VS2-2

2-0／2－ストランドロツキングループテ

クニックによる屈筋腱縫合と積極的早期

自動屈曲運動療法

AggressiveActiveMobilizationFollowing

Zone2mexorTendonRepairUsinga2-strand

Heavey-GaugeLockingLoopTechnique

I九州労災病院整形外科，2溝口整形外科病院

○畑中均11宮城知之11小島哲夫21

溝口知行2，杉岡洋一！

屈筋腱修復後の早期自動運動を安全に行うには強

固な腱縫合が不可欠である．実験的研究によれば

縫合強度を増加するためには以下の三つの手段が

ある．

1縫合部をまたぐ縫合糸の数を増加する．

2縫合部をまたぐ縫合糸の太さを増加する．

3縫合糸ループの形状をlockingloopとする．

手段1が一般的であるが，我々は手段2および3

を採用している．すなわち主縫合糸は2-0エチポ

ンド，縫合法はlockingloop(張力が及ぼされた

場合腱線維束を締めるループ）からなるmodified

Pennington法(2-strandtecmique)である.Origmal

Pennmgton法はmodifiedKessler法において縦糸が

横糸より深部（つまり背側）を通過するものと定

義されるが，狭い腱内部で縫合糸をそのように運

んでゆくことは困難で，場合によっては縦糸と横

糸の位置関係が誤って逆転しgraspingloop(腱線

維の周りを縫合糸がすり抜けるループ）となり，

その結果縫合強度の低下を招く可能性がある．一

方でmodifiedPennmgton法では縦糸は横糸より背

側を例外なく通過し,しかもlockingloopの断面

積（縫合張力に正の影響を与える）をコントロー

ルできるという自由度を有している．このような

主縫合に6-0simplemmingstitchを組み合わせる

と最大破断張力が90.2Nとなることが実験的に確

認されている．臨床応用では6-OCross-stitchと組

み合わせるので，最大破断張力は少なくとも100

Nと推定される．

上述したように非常に強固に屈筋腱を修復し，術

後48時間以内に医師等の指導下に一日に3回の

自動運動療法を開始した．約2日間の指導後はな

んら指導せず自動運動療法を行った．

このような治療を施したll指中10指がoriginal

Stricklandcriteriaで優あるいは良であった．縫合

法および術後運動療法の詳細についてプレゼンテ

ーションを行う．
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2-VS2-3

吉津法(Y1法）縫合と早期自動屈曲・伸

展療法

mexorTendonRep血withY1Procedureand

EarlyActiveMobilization

新潟手の外科研究所

○坪川直人，吉津孝衛，牧裕

【目的】かつてnoman'slandといわれたZoneⅡで

の屈筋腱縫合の手術成績を向上させるため，私達

は十分な張力を有する屈筋腱縫合法と術後の早期

自動屈曲・伸展療法を開発し良好な成績をあげて

いる．その実際を紹介し報告する．

【縫合材料および縫合方法】縫合材料は主縫合に

二重4-0nylon両端針と4-0ループ針，補助縫合に

6-0nylonを使用する．縫合方法はKessler変法と

津下法の複合法で縫合糸が6本通過する．二重4‐

Onylon両端針を用いて腱断端部から7～10nm離

れた部位で横方向に糸を通す．両方の針で腱線維

を十分に把持するように横糸の深部を通し腱断裂

部に引き出す．次に一方の針を腱断端部より刺入

し7～10mm離れたやや内側に引き出し同じ針で

同様の操作を行い，再び腱断裂部針を引き出す．

横糸の2～3mm遠位部より津下法に準じてルー

プ針を引き出しておく．まず両端針のKessler変

法を行い，次に腱中心部を寄せるように津下法を

行う．補助縫合は6-Onylonを用いて全周性連続

縫合を行う．これにより3mmgap形成までの最

大張力が早期自動屈曲・伸展療法を行うに足りる

42.2Newtonに達する．最後に4指の爪に4-0

nylonでループを作成し手関節0｡,MP関節30~

70｡,P関節0．で背側シーネ固定を行う．

【後療法】翌日よりセラピストの監視下で早期自

動屈曲・伸展療法を行う．術後3～5日では浮腫，

瘻痛が強いため他動屈曲，屈曲位保持を中心に行

わせ，可能であれば2～3回自動屈曲させる．そ

の後は1日3～4回，20分程度の自動屈曲伸展運

動を行う．また最初からKleinert変法,Durran法

を併用する．ゴム牽引は3週でやめ，背側シーネ

は6週で除去する．原則としてゴム牽引中の3週

間は入院とする．IP関節屈曲拘縮には十分注意し

単関節のみの他動伸展は早期から行う．屈曲拘縮

が出現したら8週経過後より副子を用いて矯正す

る．

2-VS2-4

4ストランド津下法による屈筋腱縫合と早

期自動屈曲運動

mexorTendonSutureUsingDoubleTsuge'sHexorTendonSutureUsingDoubleTsuges

LoopSumre

広島大学整形外科

○石田治，砂川

越智光夫

融，鈴木修身，

屈筋腱損傷の治療においては早期運動が可能とな

る，より確実な縫合法について，様々な基礎的・

臨床的研究が報告されている．演者らはビーグル

犬を用いて屈筋腱縫合の実験的研究を行い，津下

のmtra-tendinoustendonsumre(ITTS)法を二重に

したdoubleloop法がtensilestrength¥gap

fOrmationに対して有利な縫合方法であると報告

した．その結果に基づいて，演者らは津下法を二

重にして腱縫合を行っている．つまり，一般的に

は4－0ループ糸による津下法を二重で行い，4‐

strandとする.6-0ナイロン糸でepitendinous

runningsutur･eを追加する．腱鞘は可能な限り，縫

合閉鎖する．後療法では，術翌日からゴムバンド

を使用した自動伸展，他動屈曲を中心とした

memert法を行うが,assistedactiveflexionも注意

深く開始する．この際,PIP関節の伸展には十分

注意して，完全な伸展ができるよう訓練を指導す

る．ギプス内で軽度の伸展制限が生じやすいので

注意が必要である．ゴムバンドによる運動療法は

術後4週間行う．その後，外固定・ゴムバンドを

除去して通常の運動を行う.特に運動を制限せず，

装具療法が必要となることはまれであるが，屈曲

が弱い，あるいは伸展制限が残存する場合には装

具を処方する．ビデオでは演者らの縫合方法，包

帯，外固定や後療法のやり方を紹介する．
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2-VS2-5

ModifiedKIeinert法によるzonel,2新
鮮屈筋腱断裂に対する一次修復術の成績

FlexorTendonRepairinZoneland2

FollowedbyModifiedmemertMobilization

'信州大学整形外科，2北海道大学整形外科，3帯

広厚生病院整形外科，4名寄市立病院整形外科

○加藤博之11山崎宏11三浪明男21

木村長三3，小瀧宏明4

【目的】腱縫合後に自動伸展，他動屈曲運動を行

うmodifiedKleinert法は，近年まで標準的な後療

法とされてきた．しかし本法を用いたzonel,2

の屈筋腱断裂の治療成績の報告は少ない．本発表

では演者らの行ってきたmodifiedKleinert法の成

績を報告し，その限界と問題点を検討する．

【対象と方法】過去13年間に演者らが治療した

zonel,2の新鮮屈筋腱断裂で，術後1年以上観察

可能であった52指を対象とした.年令は12～59

才である．受傷から縫合までの期間は平均6日で

あった．再接着，重度挫滅，腱部分断裂例は除外

した．断裂高位別の内訳はZonel:11指，

zone2:41指で，断裂腱別の内訳はFDS,FDPの

両腱損傷：34指,FDP腱単独損傷:18指であっ

た．腱縫合法にはmodifiedKessler法かTsuge法を

用い，core縫合数は2strand:33指,4stand:15

指,6stand:4指であった．後療法は医師の管理

下にrubberbandによる他動屈曲，自動伸展運動

を約4週間行った．

【結果】TAMは80～265(平均212)度で，日手

会評価基準ではExcellent:21指,Good:19指，

Fair:5指,Poor:7指であった.Fairあるいは

Poorと評価された12指の成績不良の原因は，腱

の再断裂が6指，癒着が6指であった．再断裂は

全例が2strandcore縫合例で縫合後4～5週に断裂

した．癒着の6指は受傷機序が電動鋸，鉄板など

の軽度挫滅損傷例であった．腱の再縫合を5指に，

腱剥離術を3指に行い，最終獲得TAMは80~

265（平均231）度で,Excellent:25指,Good:

20指,Fair:5指,Poor:2指であった．

【考察】ModifiedKleinert法の成績は概ね良好であ

った．本法は，作業療法士不在の病院，あるいは

腱縫合法に習熟していない医師などの状況におい

て標準的治療法として価値がある．再断裂を防ぐ

為には4strandcole縫合が良い．Cleancutmjury以
外の例では腱剥離を要する場合がある．

2-VS3-1

外傷性手指関節拘縮

Post-traumaticContracmreoftheFingerJomt

昭和大学附属豊洲病院整形外科

○瀧川宗一郎

指外傷の初期治療後，関節可動域(ROM)訓練

を半年程施行しても患者の満足が得られず，患者

がROM改善を強く希望した場合，生活環境や職

業などを十分考慮のうえ関節授動術の適応とす

る．拘縮関節の経過，病態を十分把握し，患者に

十分説明し，手術の期待度について患者の十分な

了解を得ておくことが重要である．また術後早期

からの十分なROM訓練は手術そのものと同等，

ないしはそれ以上に重要であることを患者に十分

理解してもらうことが大切である．術後成績は患

者のmotivationが大いに関与する．麻酔は局所麻

酔とし，術中に患者の自動運動を確認しつつ進め

るのが理想的である．しかし現実的には局所麻酔

手技の難しさ，指の血流，患者の希望やキャラク

ターにも配慮し全身麻酔を選択せざるを得ない場

合がある．通常1～3個のZ形成術を追加した皮

切デザインとする．また関節授動術，腱剥離術の

第一歩は“神経剥離・確保術”であることを十分

認識し，術者は2.5倍率程度のルーペを使用して

操作を安全・確実に施行すべきである．多くの場

合,PIP関節屈曲拘縮の主因は掌側板と側副靭帯

の拘縮である．掌側板切離では屈曲拘縮再発の危

険が高いため“切除”する．側副靭帯の掌側部を

部分切離する．皮膚は術後早期のROM訓練に耐

えられるように，しっかりと縫合する．PIP関節

では術後固定肢位は0度伸展位を原則とする．術

翌日，ないし翌々日の超早期から自動運動を中心

としたROM訓練を開始する.Hand用CPMの補

助下に徹底的な関節自動運動を施行する．「創は

必ず治る,多少の出血は心配ない.どんどん動かさ

なければ今回の手術は無駄になる，気を抜くと術

前にもどるか，術前より悪くなる危険すらある.」

ことを術前同様，患者に繰り返し説明しながら訓

練する事が重要である．
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2-VS3-2

Dupuytren拘縮に対する手術治療
SurgicalTreatmentfOrDupuytrenContracmre

北海道大学整形外科

○石川淳一，三浪明男，岩崎倫政，

吉岡千佳，山根慎太郎

【はじめに】Dupuytren拘縮に対して演者らが行っ

ている手術方法をビデオに供覧する．

【手術方法】病的腱膜は可及的に全切除する部分

的腱膜切除術を原則とし，皮膚は一期的に完全閉

鎖することとしている．皮膚切開は軽症例では

zig-zag切開を用い，症例によりV-Y法を加える．

重症例で罹患指が1指の場合は手掌部より固有指

部までの縦切開に数箇所のZ形成を加える．2指

以上の重症例ではSkoog法に順じ手掌部は遠位手

掌皮線に沿う横切開とその近位に縦切開を加え，

それぞれの固有指部は縦切開にl-2個のZ形成を

加える．まず手掌部近位にて病的腱膜を切離し，

遠位へ剥離を進める．縦走線維の切除が主である

が横走線維も一部含める．基節部までの腱上索

(pretendmousband)およびcentralcordを切除する

ことでMP関節のほぼ完全伸展が得られる．MP

関節から固有指部でspiralcord,lateralcordが関

与している場合は指間部で神経血管束を同定し，

十分に遠位まで剥離してcordとの関係を確認す

ることが重要である．固有指部においては病的腱

膜の取り残しがないよう全切除を心がける．特に

小指尺側では小指外転筋より起始するlateralcord

がPIP関節の拘縮に関与していることがある．

PIP掌側板の解離を行う場合もあるがこれによる

伸展改善の効果は少ない．止血は丁寧に行い術後

の血腫の発生を防ぐ．

【結果】上記手術法による85手，145指の成績は

拘縮改善率で平均74％と概ね良好であった．罹患

関節別ではMP関節のみで98%,PIP関節のみで

60%,MP+PIP関節で69%であった．罹患指別で

は中指71％，環指80％，小指62％であった．小指

PIP関節では53%と劣っていた．術後局所再発は

14指（10％）で認められた．

【考察】PIP関節ではMP関節に比し，改善率が悪

く，可及的早期の手術と固有指部での病的腱膜の

全切除が重要であると考えられた．

2-VS3-3

フォルクマン拘縮に対する筋解離術

MuscleSlidingOperationfOrtheTreatmentof
EstablishedVolkmann'sContracture

'広島大学整形外科，2広島手の外科微小外科研究

所

○砂川融11津下健哉21木森研治21

石田治'，越智光夫！

【はじめに】完成されたフォルクマン拘縮に対す

る筋解離術の実際をビデオにて供覧する．

【適応】津下の分類で2度および多数指に拘縮の

ある1度，多少なりとも屈筋力の残存している3

度が適応となる．年齢に制限はない．

【手術時期】神経麻痒が高度でない場合には，

dynamicsplint等を使用しながら拘縮の除去をお

こない，拘縮，残存筋力の程度が確定した後に手

術を行う．

【手術方法】尺骨神経と正中神経を肘関節レベル

で同定しこれを末梢に剥離していく．次に尺側手

根屈筋尺側縁を確認した後，これを尺骨から骨膜

下に剥離し，上腕骨内側上穎に起始する屈筋，回

内筋群を中枢，尺側から末梢，僥側に向けて剥離

していく．骨間膜からの起始も前骨間神経，動脈

を損傷しないように気をつけながら剥離する．以

上の操作で不十分な場合には僥骨から起始する浅

指屈筋，長母指屈筋も剥離する．剥離に際しては

手指を他動的に伸展させながら行い，手関節やや

背屈位で強めに手指を伸展してやっと指の完全伸

展が可能な程度を目標とする．また各筋への運動

神経を損傷しないように十分に気をつける．剥離

が終了した時点で前進させた屈筋群を周囲軟部組

織と数カ所縫合する．術後は手関節，指関節伸展

位で掌側スプリント固定を行う．

【後療法】術後1～2週後からdynamicsplintを使

用した自動運動を開始する．拘縮の再発を予防す

るために術後6週間夜間シーネの装着を指導す

る．

【利点，欠点】本法の利点は操作が比較的簡単で

あるのに良好な拘縮除去が可能であり，腱の癒着

の心配がないこと，2次的な腱移行術が可能なこ

とがあり，欠点としては剥離し過ぎると屈曲力が

不十分になること，小児においては前腕の骨成長

に伴い拘縮の再発が生じる可能性のあることがあ

げられる．
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軟部組織拘縮に対する皮弁移植

mapThfansferfbrtheTreatmentofSoftTissue
Contracmre

岡山大学大学院医歯学総合研究科形成再建外科

○難波祐三郎，光嶋勲

【目的】z形成術や植皮では治療困難な軟部組織

の拘縮に対する治療方針は，基本的には嬢痕近位

からの有茎皮弁を第1選択に考え，局所皮弁では

被覆不能と判断された後に，初めて遊離皮弁を選

択すべきと考える．遊離皮弁を応用することで，

血管付神経移植による神経再建，血管付筋膜移植

によるglidingsurfaceあるいは腱の再建を行うこ

とも可能である．またnow-throughtypeに血管吻
合することで元血行を温存できる．今回は手や手

指の艤痕拘縮に対する遊離皮弁移植について，ビ

デオ供覧し知見を述べたい．

【症例・結果】1979年から2003年までに遊離皮弁

を用いて86例の上肢の再建を行った．外側大腿

回旋動脈系皮弁(ALTnap,TFLperforatornap)
を用いた再建が20例と最も多い．その内l例に

皮弁壊死を認めた．

【考察】遊離皮弁のドナーはできるだけ縫縮可能

な部位，衣服にて被覆可能な部位を選ぶべきであ

る．大きな皮弁が必要な場合は皮下に脂肪弁を拡

大させた皮膚脂肪弁として挙上し，植皮を追加す

る．あるいは皮膚を全く含めず脂肪筋膜弁や筋膜

弁として挙上し，植皮を行うなどの工夫が必要で

ある．またPUPflap,SCIPflapのようなpure

perforatorflapを応用することもdonormorbidityの
観点から合理的である．レシピエントについても

手背への大きな切開は避け，指間やかぎたばこ部

分の小切開を利用して血管吻合を行うように心が

ける．このようにドナーのみならずレシピエント

に対してもminimalinvasivesurgeryを指向するこ
とが我々の目標である．
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2-5-1

Dupuytren拘縮由来細胞株の樹立とその
性状

FrequentEstablishmentofLong-tenn-culture

MyofibroblastCellLinesfromDupuytren's
Nodules

'大阪医科大学整形外科，2大阪医科大学微生物学

教室，3大阪医科大学リハビリテーション科

○弓場一秀11佐野浩-21田中一成31

田中公生11阿部宗昭！

【目的】Dupuytren拘縮の発症メカニズムや病態の

詳細は明らかでなく,Dupuytren拘縮由来細胞株

の樹立が期待され，近年interferon),(IFN)')等の
各種薬剤の局所注入による保存的治療も試みられ

ている．本研究では，我々 が樹立したDupuytren

拘縮由来細胞株の細胞生物学的特徴について解析

し,mvitroにおけるHγの有用性について検討
した．

【材料と方法】4人のDupuytren拘縮患者の手術時
に採取した手掌腱膜をフラスコ内で4週間静置培

養した細胞を材料とした．培地はEMEMmedium

に10%FBSを添加し，細胞は2年以上継代培養出

来た．それぞれの細胞について，形態観察，核型

分析,TGF61の発現量,IFNγのαSMA産生
量に及ぼす影響を調べた．

【結果】細胞は紡錘形ないし多菱形であり，重積

傾向があった．透過型電子顕微鏡では細胞膜下に

高電子密度の0.1～0.5"m幅の構造物を認めた．
抗αSMA抗体を用いた免疫蛍光染色では同部位

で線状の蛍光強陽性を示し,qSMAのバンドル

形成と思われた．核型分析では特異的な染色体異

常を認めなかった．細胞は自律的にTGF61を産

生し，継続してαSMAを発現したが，その発現

量はIFNγの濃度依存性に低下した．

【考察】Dupuytren拘縮組織内にはαSMAの発現

によって証明される筋繊維芽細胞が多数存在し，

拘縮形成に関与している．2年以上の培養期間，

形態学的な細胞特性，継続したαSMA産生など

からこれらの細胞がDupuytren拘縮由来細胞株で

あることが証明された．さらにIFNγの治療効果
についても細胞レベルで証明することが出来た．

以上の結果はDupuytren拘縮の病態解明や治療薬

候補物質の研究に有用であると考える．

2-5-2

当科におけるDupuytren拘縮に対する開
放療法の検討

ResultsofOpenPalmMethodsinDupuytren's
Contracture

東京医科大学整形外科

○鈴木秀和，高瀬勝己，山本謙吾，

今給黎篤弘

【目的】当科において開放療法により治療した

Dupuytren拘縮症例について検討した．

【対象および方法】1987年から2002年までに当科

において開放療法により治療したDupuytren拘縮

症例17例20手（男性15例18手，女性2例2手）

を対象とした．手術側は右手14手，左手6手，

手術指は母指4指，示指9指，中指12指，環指

14指，小指13指で，手術時年齢は35～71歳

(平均62.6歳)，術後経過観察期間は1年から16

年6ケ月（平均6年1ケ月）であった．足底線維

腫症を5例,knucklepadを2例に認めたが

Peyronie病は認めなかった．また糖尿病および高
血圧の合併を各々5例ずつに認めた．術前拘縮度

はMeyerdmg分類で0度0手,1度10手,2度5手，

3度3手，4度2手であった．開放療法は原則とし

てMacCashの皮切を用い，部分腱膜切除術を施

行した．病巣が広範な場合にはZig-Zag皮切も追

加し，同部は一次的に閉鎖した．術後開放創は

wetdressingとし，装具を用いて持続牽引を行っ
た．術後治療成績の評価にはTubianaの評価基準

を用いた．

【結果】創治癒までに要した期間は17日から61

日（平均32.7日）で，植皮などの追加処置を必

要とした例はなく，感染の合併も認めなかった．

また糖尿病合併群と非合併群間に創治癒期間に明

らかな差はなかった．最終診察時の術後成績は，

verygoodlO手,good7手,fair3手,poorO手で，
fairの3手はいずれも術後8年以上経過していた．

術前拘縮度1度群ではverygood4手,good4手，

fair2手だったのに対し,3度群ではverygood2手，

fairl手,4度群ではgood2手と，軽症例と重症例

との成績差は明らかでなかった．

【考察】Dupuytren拘縮に対する開放療法は有用な

術式の一つであるが，経過観察中に成績低下が認

められる例もあり，長期のフォローアップが必要

である．
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Dupuytren拘縮の手術における創部分的
開放十早期運動療法一創閉鎖と後療法の

工夫一

PartialOpenMethodandEarlyExercisein

SurgicalTreatmentofDupuytrenContracture

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】Dupuytren拘縮に対しzigzag切開を用いた

腱膜切除に加え，創閉鎖と後療法に若干の工夫を

加え安定した成績を得たので報告する．

【対象および方法】対象は1998年以降に手術を行

った13例16手27指で，全例男性であった．手術

時年齢は平均58.4歳（49～72)，罹患指は中指3，

環指9，小指15,Myerdmg分類ではgradelが5手，

grade2が3手,grade3が8手，経過観察期間は平

均3年6ケ月（5ケ月～5年8ケ月）であった．手

術は，手掌から指まで連続したzigzag切開で展開

し，神経血管束を確認しながら病的腱膜を切除し

た．皮膚の緊張が強い箇所では，切開の山形の頂

点にY字の切れ込みを加えて延長し，無理に閉鎖

せず一部開放のままにした．術後は，1～2日目

よりオスバン温浴下に自動運動を創治癒まで行っ

た．これら症例の創治癒までの期間を調査し，

Tubianaの評価基準，伸展不足角(EL)改善率に

より成績を評価した．

【結果】1例に皮膚壊死が起こったが創処置のみ

で治癒した．開放部の上皮化も良好で，創治癒ま

での期間は平均21．8日（13～36）であった．

Tubianaの評価基準では,verygood6手,goodlO

手,EL改善率はMP関節100%,PIP関節では

87.4％であった．伸展制限は全て小指の11指に残

存していたが，術前平均73.9.が術後12.5.に，

EL改善率は83%と良好な成績が得られた．

【考察】本法は広範囲な展開により病的腱膜の徹

底切除を安全に行うことができ，高度な屈曲を呈

した例においても，追加処置無く一期的な創治癒

を得ることができた．早期に温浴下の運動を行う

ことで，創治癒にも好影響を与え，術後の拘縮に

よる伸展のlossも防ぐ事ができたと考える．

2-5-4

Dupuytren拘縮手術例の検討
CnmcalSmdyofDupuytren'sContracmre

山口大学整形外科

○吉田佑一郎，重冨

伊原公一郎，河合

充則，村松慶一，

伸也

【目的・方法】Dupuytl℃､拘縮は本邦でも稀な疾患

ではなくなり，手術的治療成績についても多数報

告されている．成績不良例に関してもいくつかの

因子が挙げられており，そのうちの一つとして足

底線維腫(Ledderhose'sdisease)･Knuklepadなど

のDupuytrenisdiathesisがある．当科での

Dupuytren拘縮手術例を調査し，特にDupuytren's

dia伽sisを認めた症例について検討した．

【結果・考察】1982年から2003年の問に当科では，

Dupuytren拘縮38例（男性35例，女性3例)45手

について手術的治療をおこなった.手術時年齢は，

27～82歳（平均60.4歳）で，罹患指は，母指

3．示指3例・中指9例・環指24例・小指26例で

あった．手術は病的腱膜の全切除を基本とし，皮

層閉鎖にはmultipleZplastyを用い，必要に応じ

てopenmethod･植皮を行った.PIP関節罹患例

では，術後にsplint装着をおこなった．足底線維

腫合併例は2例（0.05％）で，2例ともMeyerding

分類grade3で，両手両足罹患・複数指罹患・小

指罹患・PIP関節罹患例であった.1例は手掌で

のopenmethodをおこない,18年の経過で

Tubianaの評価基準でgoodであった.1例は10代

からの若年発症で,Knucklepadを認めた症例で

あった．皮膚閉鎖に指基部での植皮を用いたが，

術後1年の経過で再発なく,Tubianaの評価基準

でもverygoodであった．短期成績であり，今後

もfOllowが必要である．Dupuytren'sdiathesisを

認める症例では，病変の進行が速い，他部位へ病

変が拡大するなどの特徴があり，成績不良因子の

一つとされている．特に緒家の述べるように，

PIP関節高度拘縮例が多く，治療上問題となる．

我々はこのような症例に対し，最近では術前の

plamlmngから工夫を加え，対処している．
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2-5-5

当科におけるDupuytren拘縮の治療成績
ClinicalResultsofSurgicalTreatmentfOr

Dupuytren'sContracmre

横須賀北部共済病院

○岡崎敦，坂野

葉梨大輔，村田

裕昭，太田裕敏，

淳

【緒言】我々 はDupuytren拘縮の外科的治療とし

てzigzag切開によるlimitedfasciectomyを施行し

たので治療成績と成績不良因子を報告する．

【対象と方法】対象は手術的治療を行った

Dupuytren拘縮15例17手，男性13例，女性2例，

平均年齢63才（48-76)，右11手，左6手であり，

罹患指は小指13指，環指6指，中指1指，母指1

指，罹患関節はMP関節19指,PIP関節7指であ

った．既往歴は糖尿病5例，高血圧4例であった．

zigzag切開によるlmitedfasciectomyを行い，必要

に応じてz-plastyを行った．術前後の拘縮手の評

価はMeyerdingの分類を，術後の手の総合評価は

Tubinaの判定基準を使用した．罹患関節ごとに

extensionloss(EL)を計測し術前後の比較により

ELの改善率を調べた．

【結果】Tubianaの判定基準でverygood9手，

good7手,poorl手であった．Meyerdmgの分類で

は，術前gadel:8手,gfade2:5手,gade3:

4手が，術後gradeO:9手,gfadel:8手となっ

た．各gradeでのverygood獲得率はgradel:

25.2%,grade2:22.4%,grade3:10.7%と術

前の拘縮の進行により成績も低下した．合併症と

して1例にRSDを認め判定基準でpoorであった．

ELは術前平均39.2度が術後平均6度となった．

罹患関節ごとのEL改善率はMP単独93.4%,PIP

単独87.5%,MP・PIP両関節罹患は75.7%と

MP・PIP両関節罹患が有意に改善率が悪かった

(p<0.05).

【結語】Dupuytren拘縮に対しlimitedfasciectomy

を行い良好な手術成績をが得られた．成績の不良

因子として術前の拘縮度とMP･PIP両関節罹患

が考えられた．

2-5-6

Dupuytren拘縮の術後遠隔成績と愁訴例
に対するVCSの効果

TheEffectofVCSfOrtheComplaintsafterthe

OperationoftheDupuytren'sContracm?e

!東京手の外科・スポーツ医学研究所，2埼玉成恵

会病院形成外科

○山口利仁11澤泉雅之11脇田隆司11

平瀬雄一2

【はじめに】当院ではDupuytren拘縮28例41手に

手術療法を行なってきた．術式はfasciectomyに

加え，皮膚拘縮に対しz形成術などの皮弁移動術

を加えた．fasciectomyは，まず手根管を展開し，

末梢に向かって皮層および皮下脂肪織を手掌腱膜

から剥離し，腱膜を中枢から切除する．手根管末

梢では腱膜の腫隆形成は少なく，指動脈・神経か

ら腱膜を剥離することが容易で神経血管損傷を防

ぐことができる．そして非罹患指の腱膜繊維も，

たとえ腫隆はなくても緊張が高度のことが多く，

非罹患指といえどもMP関節まで腱膜を可及的に

全切除する．また罹患指では再発を防ぐ意味で緊

張の強い繊維がなくなる末梢まで出来る限り完全

に腱膜を切除する．今回術後2年以上経過した18

例27手の遠隔成績をまとめた．

【方法】調査内容は指の完全伸展が可能か，溥れ

感，冷感，痙痛が残るか，日常生活や仕事に不自

由があるか．症状が一度消失したが再発傾向があ

るかの6項目である．

【結果】完治した症例は9例14手，また伸展障害

が術後も残るが不満はないものが3例5手で，12

例に満足が得られた．一方，伸展障害，淳れ感お

よび瘻痛が残り不安があるものが3手，完全伸展

は可能だが蝉れ感や瘤痛が残りやや不満があるも

のが2手，再手術を要するほどではないが再発傾

向にあるものが3手で，愁訴が残る症例は6例8

手であった．

【考察】本疾患の原因は主に手掌腱膜の繊維芽細

胞の遺伝子異常とされ，保存療法は確立しておら

ず，ある程度の再発はやむを得ない．当院でも

種々の治療薬を用いてきたが，今回ビタミンcの

鎮痛効果に着目し，術後愁訴の残る6例に6ケ月

間ビタミンC入りのジェルを塗布したところ5例

に症状の軽減を得たので，この薬剤についても言

及する．
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2-5-7

先天性榛尺骨癒合症に対するADL評価

EvaluationofADLforCongenitalRadio-

ulnarSynostosis

'山形大学整形外科，2クラーク病院

○金内ゆみ子!，高原政利11柏英雄11

荻野利彦ll北村美穂2

【目的】先天性榛尺骨癒合症は，前腕回内位を主

症状とし，障害を訴える場合，手術適応となる．

術式は関節形成術と榛骨回旋骨切り術に大別さ

れ,双方ともに術後ADLは良好とされるが，術

前後の詳細なADL評価の報告はない．本研究の

目的は，僥骨回旋骨切り術を施行した先天性榛尺

骨癒合症例の術前後のADLの評価である．

【対象と方法】既存の上肢ADL評価法を参考にし，

独自の榛尺骨癒合症のADL評価法を作成した．

全26項目（整容11,食事8，社会生活7）で，5

段階評価法（4点満点）とし，保護者へのアンケ

ート形式とした．先天性榛尺骨癒合症で僥骨回旋

骨切り術を行った10人にアンケートを郵送し，

回答を得た8人，13肢を対象とした．手術時年齢

は平均6.2歳，アンケート時年齢は平均11.4歳，

術後観察期間は，平均5.2年であった．術前の前

腕回旋角度は，平均50。（30～90）回内位であ

ったが，術後は平均2.5。（中間位～回外20）回

外位であった．

【結果】全項目の平均点は術前2.4点から術後3.6

点と改善し，術後に評価点が低下した項目はなか

った．茶碗の保持，洗顔の評価点は，術前に低か

ったが術後に大きく改善した．爪切りや体洗いの

評価点は術前に低かったが，中等度の改善がみら

れた．箸使いとボタンかけは術後の改善点が低か

った.ADLの改善点と回旋矯正角度や術後の肢

位とは相関は認めなかった．

【考察】全項目で術後評価点の悪化した項目はな

く，前腕回内位から中間位固定への肢位の変化で

ADLは改善した．特に茶碗の保持と洗顔は回外

矯正によって高い評価点が得られた．爪切り，体

洗い，箸使い，ボタンかけでは，術後改善を示し

たが，満足の得られる程ではなかった．これらの

動作は回内外の運動をともなう動作と考えられ

る．

2-5-8

先天性榛尺骨癒合症に対する僥骨遠位部

での回旋骨切り術

RotationalOsteotomyoftheDistalRadiusfOr

CongemtalRadioulnarSynostosis

'北海道大学整形外科，2信州大学整形外科

○藤本理代11加藤博之21岩崎倫政11

石川淳-11三浪明男！

【はじめに】先天性榛尺骨癒合症で高度の前腕回

内位固定例に対して各種の骨切り術による肢位矯

正が行われている．今回本症に対し僥骨遠位部で

の回旋骨切り術を施行したので，手術手技と短期

成績につき報告する．

【症例】2001-2003年に当科で手術を行った3例，

4前腕（男児2例，女児1例)．手術側は左右2例

ずつ，手術時年齢は3-4歳（平均4歳5カ月）で

あった．術前前腕強直位は回内70-85.,全例で高

度の僥骨頭後方脱臼を合併していた．経過観察期

間は3-36カ月（平均16カ月）であった．

【手術法】前腕中央の皮切で僥骨骨幹部中央から

遠位部1/3を展開し僥骨をノミにて横切する．次

に徒手的に前腕を回外し手掌のMP関節部での回

旋が最大回外位となる位置を保持し，骨膜・皮膚

縫合を行う．術後は上腕より手掌までのギプス固

定を行う．

【結果】全例で骨癒合を得たが，1前腕では骨癒

合が遷延したため超音波治療を行った．外固定を

完全に除去するまでの期間は10-20週(平均12週）

であった．前腕は中間位から10.回内位固定，可

動域は手掌面での計測で回内平均60.,回外平均

63°に矯正された．術直後と比べ矯正角の損失は

なかった．遷延癒合以外の合併症はなく，前腕の

循環障害，神経障害，肥厚性懐痕もみられなかっ

た．

【結論】高度の回内位強直によりADL上支障があ

る症例に対して，軽度回内位の矯正骨切り術がす

すめられる．演者らは以前は前腕近位部での榛尺

骨両骨の短縮骨切り術を行ってきた．この方法は

手技が煩雑で，合併症として一過性の後骨間神経

麻痒を経験した．また内固定が必要であり2回の

手術を必要とした．本手術法は，手術手技が容

易・後骨間神経麻痒の可能性が少ない．1回の手

術で治療が終了するなどの点で以前の方法に比べ

て優れていると思われる．
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2-5-9

創外固定器による術前牽引を行った僥側

内反手の治療経験

Pre-operativeDistractionLengtheningfOr
RadialClubHand

l福島県立医科大学整形外科，2山形大学整形外科

○鳥越均ll菊地臣-11紺野慎-11

荻野利 彦2

【はじめに】僥側内反手に対するradialization法は，

早期に行われた場合には，骨・軟骨の切除を必要

とせず，前腕の長さの維持と手関節の可動域の獲

得に有用な術式である．しかし，軟部組織の緊張

の強い症例には，部分的な骨切除が必要となるこ

ともある．これに対し，われわれは，2例3手の

僥側内反手に対して，創外固定による牽引を術前

に行った後にradialization法を行っている．本術

式の有用性を検討したので報告する．

【症例1】症例は9歳の男児で,BayneType4の右

僥側内反手である．3歳6ヶ月時に，右側に対し

術前での牽引後にradialization法を行った．7歳4

カ月時に，健側比68％の前腕短縮と僥屈変形角度

26°の変形再発を認めたために，イリザロフ法に

よる変形矯正と骨延長を行った．術後経過観察期

間は，6年3カ月である．

【症例2】症例は4歳の女児で,BayneType4の両

僥側内反手である．2歳2ケ月時に，右側に対し

術前での牽引後にradialization法を行った.2歳6

ヶ月時に，左側に対し術前での牽引後にradiali-

zation法を行った．術後経過観察期間は，それぞ

れ2年4カ月と2年である．

【結果】創外固定器による牽引期間は，平均38日

(29～49日）で，平均牽引距離は,14mm(13~

15mm)であった.Radialization法の手術前後での

手関節の榛屈変形角度は，術前平均40°（15～

64｡)，術後平均-11。（-25～-2｡）と，平均29.の

改善を認めた．僥側への偏位距離は，術前平均

20mm(18～22面皿),術後平均-2mm(-4～-1nm）

と,平均22nmの改善を認めた．

【まとめ】僥側内反手は，長期経過をみると，変

形の再発や片側罹患例での前腕長の左右差など，

成長に応じた解決すべき課題が多い．創外固定器

による術前牽引は，軟部組織の緊張が強くて矯正

が困難な症例に対しては，手術時の矯正位の獲得

を容易にする有用な方法である．

2-5-10

マーデルング変形に対する手術療法

OperativeTreatmentfbrMadelungDefbrmity

名古屋大学手の外科

○岩田佳久，中村蓼吾，堀井恵美子，

中尾悦宏

【目的】僥骨遠位骨端と骨端線の尺側・手掌部の

成長障害であるマーデルング変形に対する決定的

手術方法はない．今回我々は，本疾患に行った手

術方法について検討した．

【方法】1981.10月～2003.3月に手術を行い経過観

察した11症例12手（手術時年齢11～57歳平均

27.7歳.男2女9．右5左8．経過観察期間1ケ月

～13年9ヶ月平均3年9ヶ月）についてレントゲ

ンradialtilt(Rt),ulnarvariance(Uv),radiusvolar

tilt(Rv),radiolunateangle(Rl),radioscaphoid

angle(Rs),radiometacarpallength(Rm)計測及び
ROM評価を行った．手術方法はA・僥骨骨切り＋

尺骨短縮骨切り9手,B.僥骨月状骨間固定術1手，

C榛骨月状骨間固定術十尺骨短縮骨切り1手,D.

尺骨短縮術1手であった．

【成績】レントゲン計測はA.でRt/Uv/Rv/RI/Rs/Rm

すべて減少した.B.でRl減少,Rs増大した．C.

でUvRl減少,RsRm増大した．D.でRⅦv減少，

Rv/Rl/Rs/Rm増大した.ROMはA.は

｡抑fysup/pro/rd/udすべて改善した.B.はdfｿrd/ud

増大,pf/sup/pro減少した.C.はdf/sup増大，

pf7pro/rd/Ud減少した.D.はdfｿrd/ud/sup/Pro増大，

pf減少した．

【結論】僥骨月状骨間固定術では，手根中央関節

の代償あるがsup/proの改善のためには単独より
も尺骨短縮術等の併用が必要である．僥骨骨切り

及び尺骨短縮術併用症例はレントゲン･ROMと

もに良好な改善が得られていた．よってマーデル

ング変形の手術は,radialtiltの増大・尺骨骨頭相

対的延長による背側亜脱臼・手根骨尺側偏位の3

要素をよく考慮し僥骨・尺骨両骨への手術が有用

である．
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2-5-11

再手術を要した母指多指症の検討

RepeatedSurgeriesfOrDuplicationofthe
Thumb

!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国立成育医療センター整形外科，4川

崎市立川崎病院整形外科

○斎藤治和1，仲尾保志2，中村俊康2，

高山真一郎3，堀内行雄4

母指多指症は頻度の高い先天奇形であるが，変形
や関節不安定性により複数回の手術を要する場合

も少なくない．当科における母指多指症の再手術

症例を検討し，適切な治療方法を明らかにするた

めに調査を行った．

【対象および方法】1972年から2002年までに手術

が行われた母指多指症症例は135例で，このうち

再手術が行われた31例31手を対象とした．内訳

は，男18手女13手，右15手左16手であり，

Wassel分類では2型19手,3型1手,4型8手であ

った．また再手術時年齢は1歳2カ月～23歳（平

均8.6歳）で，再手術からの経過観察期間は1カ

月～11年9カ月（平均5年7カ月）であった．再

手術の内訳は，基節骨骨切りが12手，指間のZ

形成が5手，関節固定が4手，母指対立筋移行が

3手であり，再々手術は靭帯形成が3手，末節骨

骨切りが2手，関節固定が1手であった．

【結果および考察】再手術を要したのは末節骨型

が多く，主に基節骨骨切りが行われていた．これ

らは，初回手術直後は指軸のずれは大きくないも

のが多く，徐々にZ変形が進行して，再手術に至

っていた．一方，初回手術において，基節骨骨切

りが行われたのは13手であり，いずれも指軸の

ずれは20度以上であったが，再手術で再び骨切

り術が行われた症例は1手のみであった．再手術

例ではZ変形に加えてIP関節の不安定性を合併

する場合が多く，これによる骨頭変形が変形の一

因と考えられた．Ⅲ関節の不安定性に対しては靭

帯形成や関節固定により，力強いピンチ動作が可

能となっていた．また，母指対立が不良の症例に

は，母指対立筋の移行を行ったが，患者が母指対

立機能を自覚する年長での施行が有効と思われ

た．

2-5-12

先天性Thumb-in-palm変形の治療成績
SurgicalTreatmentfOrCongemtalThumbin

PalmDefOnmty

'名古屋大学手の外科，2東海病院

○堀井恵美子'，中村蓼吾11牧野仁美21

中尾悦宏'，稲垣弘進！

【目的】Thumbmpalm変形の治療で，スプリント矯

正が無効の場合は拘縮解離術が必要となる.拘縮解

離後の皮膚欠損を補う方法として,Brand法などが

あるが，手背に大きな手術創ができる.我々は，示

指榛側よりの局所皮弁(Flap)･Z形成(z)･

Dupuytren拘縮の治療に利用されるopenpahn(Open)

を組み合わせて拘縮解離術を行ったのでその治療成

績を報告する．

【対象と方法】1988年以降，男児18人，女児5人に

対して手術を行った．41手（両側手術18例）に対

して手術を施行し，手術時平均年齢は4.3歳であっ

た．握り母指症11,風車翼手6,FreemanSheldon

syndrome3,多発性関節拘縮2,Escobarsyndromel

であった．第1指間の皮層および皮下組織の解離を

十分行い,母指の掌側皮膚欠損に対してmapを用い，

第1指間に関してはZ,内転拘縮に対してはOpenで

対応した.解離後は1-2中手骨を外転位で,MP関節

を伸展位でピンニングした.術後約5週間で掌側の

Openは上皮化しピンを抜去し，その後母指外転位

でスプリントを装着した．手術内容は,Flap+Open

27手,Z+Open5手,Openのみ9手であった．術後

平均観察期間は4.0(0.5-15.2)年である．

【結果】全例，術前と比較してMP関節の伸展が改

善し，把持動作が良好となった．示指僥側，あるい

は手掌部の手術創は線状で，色調も良好であった．

再度拘縮解離術を施行した症例が6手あったが，腱

形成術を行った症例はなかった．最終調査時,MP

関節30度以上の伸展不全のある症例が14手あり，

これらはいずれも，術前70度以上の屈曲拘縮のあ

った症例であった．外観上の訴えはあるが，機能障

害の訴えは少なかった．

【考察】Thumbmpa肋変形に対し，早期の軟部組織

解離術は有効で,Flap,Z,Openの組み合わせによ

る皮膚形成術は，整容的に良好であった．拘縮再発

予防のために，長期にわたるスプリントの装着が必

要である点が問題点であった．
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2-5-13

先天性疾患に対する短母指外転筋移行に

よる対立再建術

AnOpponensplastybyAbductorPollicis

BrevisTransferfOrCongenitalDefOrmityof
theHand

'国立成育医療センター整形外科，2慶應義塾大学

整形外科

○高山真一郎ll下村哲史11日下部浩11

山本さゆり!，仲尾保志2

【はじめに】母指の対立障害を呈する母指形成不

全症例でも，軽症例では母指球筋は低形成である

ものの欠損せず存在している．また母多指症術

後・先天性握り母指などでもしばしば母指対立障

害が認められるが，これは短母指外転筋(APB)

付着部の掌側偏位が対立障害の一因と考えた．こ

の様な症例に対し，基節骨背側を通しAPB腱を

MP関節尺側に移行する対立再建法を試みたの

で,その術後成績・問題点などについて検討した．

【症例および結果】症例は男児7例,女児3例の10

例11手で，手術時年齢は2.8歳から11.9歳，平均

5.7歳，疾患の内訳は母多指症術後4手，母指形

成不全4手(Blauthn3例,mal例),先天性握

り母指3手である．いずれも母指の対立機能が不

良で,MP関節の不安定性・伸展障害も認められ

た．4例では第1指間の形成術を併用し，5例で

は伸筋腱が滑走床と強固に癒着していたため腱剥

離術を併用した．母多指術後の1例とBlauthma

の1例ではAPBの萎縮は明らかで，短母指屈筋・

母指対立筋との分離は困難なためまとめて移行を

行った．他の例ではAPBの容量・色調ともほぼ

良好で，他筋と容易に分離してMP関節尺側に縫

着可能であった．術後母指の掌側外転・回内，さ

らにMP関節の伸展効果が得られ,MP関節尺側

が不安定な症例では関節安定性が獲得された．2

例ではMP関節の尺屈傾向が出現したため，僥側

側副靭帯の縫縮を追加した．移行筋の緊張が強め

な症例では母指の回内が著明に改善し指腹つまみ

も上手にできるようになったが，母指MP関節の

屈曲可動域が減少した．また分娩麻痒・外傷後の

対立障害例など先天性疾患以外にも本法を試みた

が，同様な結果が得られた．短母指外転筋移行術

の適応は限られているものの，有用な母指対立再

建法であると考えられた．

2-5-14

当科における尺側列形成障害例の手術成

績

TheResultofSurgicalTreatmentfOrUlnar

RayDefficiency

'東京慈恵会医科大学形成外科，2町田市民病院，

3東京慈恵会医科大学第3病院，4東京慈恵会医科

大学柏病院

○岸陽子11大村愉己21黒木知子31

杉山敦樹4，栗原邦弘！

【はじめに】1968年11月から2002年10月までに

当科を訪れた尺側列形成障害例は40例45手であ

った．そのうち手術を行った25例26手につきそ

の結果を報告する．

【症例】40例45手の尺側列形成障害例のうち手術

を行った25例26手を対象とした．男19例，女6

例，右側13例，左側10例，両側2例であった．

手術時年齢は1歳から8歳平均3歳3ヶ月であっ

た．経過観察期間は2年8ケ月から24年11ケ月，

平均7年6ケ月であった．

【分類】昨年手の所見を10型に分類した．それに

従って手術例を検討した．

【結果】手術は大きく2つに分類できた．1つは合

併する合指の分離，1つは骨移植ないし骨切りに

より指のオーバーラップを解消するものである．

その他は母指対立機能不全のため短母指外転筋移

行術，腱欠損に対する腱移植，肘関節拘縮解除の

ための骨延長器装着，浮遊母指に対する腹部皮弁

術であった．タイプ別に見ると100％行ったのは

小指欠損の4型と示・中・環・小指欠損の10型

であった．6例中5例手術を行ったものは中・

環・小指欠損の9型で，10例中7例に手術を行っ

たのは，環･小指欠損例の8型で，合指に対する

指間分離を行った．その他のlから3型は約50％

に癒合の分離を行った．全く手術を行わなかった

のは，癒合が末梢側に及んだ5，6，7型であった．

【考察】指の本数に関係なく合指の分離のみの症

例の結果は良好であった．一部移植皮膚に色素沈

着をみた事に本人家族の満足度の問題があった．

分離した指間の上昇は軽度であった．但し術前よ

り指の拘縮や,外転ないし内旋変形があるものは，

追加の骨切り術を要した．小指球は小指が欠損し

ていても存在した事については，その筋の起始が

尺側より中央に存在するためと考えられた．握力

に関しては年齢的考慮により行わなかったが今後

判定してゆく予定である．
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先天異常手に対する中手骨延長

MetacarpalBoneLengtheningfOrCongenital
HandAnomalies

東京慈恵会医科大学形成外科

○宮脇剛司，岸陽子，栗原邦弘

手足領域に対する仮骨延長は比較的新しい．我々

は今までに先天異常手の機能改善を目的として仮

骨延長法による中手骨延長を行ってきた．

【症例】過去に当施設で治療した先天異常患者7

名男4例，女3例で，延長した中手骨は11で手術

時年齢は5歳から14歳であった．先天異常は合

短指症6例，母指形成不全1例であった．これら

患者の術前後の骨長をX線上で比較するとともに

非延長骨長と比較し成長への影響についても検討
した．

【結果】平均延長期間は必要とされる骨長によっ

て異なるが，平均38日で,X線所見上仮骨形成

が十分と判断し延長器を術後平均80日で抜去し

た．骨延長距離は平均23mmで延長前の骨長の

70％となった．延長のリズムとレートは一日一

回，一回1mmであったが，最終的に延長距離を

延長期間で割った一日あたりの延長距離は平均で

0.6mmとなった．合併症によって延長を中断あ

るいは断念した症例は無かった．

【まとめ】我々 の経験した症例の多くは第4，5中

手骨の短縮例であり，2つの中手骨を一つの延長

器で同時に延長を行った．低年齢例では骨強度が

低く延長軸が曲がる可能性もあり，キルシュナー

ワイヤーを髄内釘として使用し予防を図ってい

る．本法は延長器を装着し骨形成を得るまでの期

間を待つ必要があるが，骨移植では困難な延長距

離を安全に獲得でき，有用な方法と考え文献的考

察を加え報告する．

2-5-16

手術療法を行った腋窩神経損傷7例の治療

成績

ResultsofSurgicalTreatmentfOrAxillary

Nervelnjuries

京都府立医科大学大学院医学研究科運動機能再生

外科学（整形外科）

○白須幹啓，岡島誠一郎，山本美幸，

小橋裕明，久保俊一

【はじめに】非開放性腋窩神経損傷の治療は保存

療法が第1選択である．今回，保存療法を施行し

たが回復不良であった症例に手術療法を行い，そ

の術後成績と保存療法期間について検討した．

【症例と方法】症例は非開放性腋窩神経損傷7例

(男性6例，女性1例)，年齢21～62歳（平均

35.9歳）であった．受傷原因は交通外傷3例，高

所からの転落2例，スポーツ中の肩関節強打1例，

肩関節脱臼後1例であった．受傷から手術施行ま

での期間は3.5～7カ月（平均4.8カ月)，全例に

神経剥離術を施行した．術後観察期間は9～39

カ月（平均18.9カ月）であった．術前後の腋窩

神経の評価は肩関節外転能を指標とし肩関節自動

外転可動域と外転筋力を用いて行った．

【結果】術前の肩関節外転角度は30～60。（平均

45｡)，肩関節外転筋力は徒手筋力検査にてgrade
l～2であった．手術時，全例で腋窩神経は

quad面lateralspaceで絞厄されていた．術後3週間

～10カ月（平均4.0カ月）で外転筋力はgrade3

以上に回復した．術後最終観察時，肩関節外転角

度は140～170。（平均160｡)，外転筋力は全例

grade4以上であった．

【考察】非開放性腋窩神経損傷の治療の第1選択

は保存療法であるが，改善しない症例には手術療

法を考慮すべきである．手術施行時期は受傷後3

～6カ月で手術療法を行った場合に治療成績が良

好であるという報告がある．保存療法を7カ月間

行った後に手術療法を施行した1例を除いた6例

(受傷後3.5～7.0カ月で手術）では術後3カ月で

外転筋力がgrade3に回復しており，一定期間の

保存療法で回復不良な症例には手術療法の施行を

考慮することが肝要であると考えた．
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神経・腱・筋の障害と鑑別を要した転換

性障害の5例

Five-casesReportofConversionDisorder

金沢大学整形外科

○舩木清人，池田和夫，檜木茂，

富田勝郎

【はじめに】転換性障害とは，心理的葛藤やスト

レスが随意運動系・感覚系などの身体症状に転換

された状態である.患者はその症状に苦痛を感じ，

意図的に症状を示す詐病とは異なる．我々は手の

外科領域で神経・筋・腱などの障害と鑑別が困難

であった，転換性障害の5例を経験したので報告

する．

【対象】症例は5例で，男性2例，女性3例である．

22歳女性・17歳男性・26歳男性は腱癒着と，23

歳女性は前腕筋区画症候群と，9歳女児は下腿筋

区画症候群との鑑別が特に問題となった．

【症例提示】症例1は22歳女性で，両尺側手根屈

筋腱脱臼に伴う癖痛があった．右側に対し尺骨茎

状突起部分削除を行い，1週間後に仕事復帰した．

その後右手関節が回外・尺屈位で硬直してしま

い，4カ月後に腱剥離術を計画した．麻酔後，右

手関節が他動的に十分可動したので，手術を行な

わずに終了した．しかし，麻酔覚醒後すぐに硬直

位に戻った．31カ月後に麻酔下で回内位ギプス

固定を行なった．麻酔覚醒後，本人は手が回内で

きているのを見て非常に喜んだ．3週間後にギプ

スを除去した．4ヵ月後で，まだ多少硬直はある

が書字は可能になった．症例2は17歳男性で，

仕事中に落下した鉄製品で右中指を挟んだ．その

後右中指が自動屈曲できなくなり，10週後に受

診した．画像では明らかな所見はなく，腱癒着を

疑い手術を計画した．全身麻酔が浅く，皮膚切開

の瘻痛刺激で中指の自動屈曲が見られたのでその

まま閉創した.｢癒着を剥離したので動きますよ.」

と説明すると，術直後より自動屈曲が可能になっ

た．

【考察】転換性障害の診断には，詐病や器質的疾

患を厳密に鑑別することが重要である.治療には，

患者の訴える身体症状を受け入れて，精神科医や

理学療法士と連携した多面的なアプローチが必要

である．

2-5-18

MusicianHandの治療に関する検討

TreatmentfOrMusicianHand

i慶應義塾大学整形外科，2国立成育医療センター

○仲尾保志11中村俊康11池上博泰11

佐藤和毅11高山真一郎2

【目的】音楽家は，特有の手の障害を発症するほ

か外傷を手に受傷することもあるが，様々な制約

の中で高度な機能再建を要求されるため，治療計

画に悩むことも少なくない．今回,Musicain

Handの治療経過を調査したので報告する．

【対象】対象は女43例男10例で，専門はピアノ

22例，バイオリン15例，チェロ2例，オーボエ2

例，フルート1例，パーカッション1例，指揮者

2例である．障害の内訳は上腕骨外上穎炎7例，

肘部管症候群10例，腱鞘炎6例,手関節ガング

リオン3例，変形性関節症3例，手根管症候群2

例,MP関節靭帯炎2例，胸郭出口症候群2例，

ジストニア3例のほか，骨折や靭帯損傷を含む外

傷5例，感染1例であった．

【結果】バイオリニストでは左肘部管症候群が11

例と多く，いずれもStruthersarcadeでの障害であ

り，左肘を屈曲して長時間演奏することが原因と

思われた．同部へのステロイド注射と夜間肘伸展

位保持，演奏フォームの矯正が有効であったが，

3例にarcadeの開放を施行し症状の改善をみた．

ピアニストの外上穎炎7例には,elbowbandとス

テロイド注射で治療しても軽度の瘻痛の持続する

例が多かった．またジストニアには，鏡を用いた

イメージトレーニングが有効であった.外傷には，

積極的な手術治療で良好な成績を得ることができ

た．

【考察】MusicianHandに発症する疾患は，over

useに原因することが多く，注射や薬物療法，装

具療法が有効であったが，骨折や靭帯損傷では手

術的に正確な整復と固定性を獲得し，早期に演奏

活動に復帰させることが大切と思われた．また正

しい診断と治療のためには演奏を見ることが大切

であり，手指がまだ短い年少者の場合はフォーム

の矯正も有効な治療と思われた．
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鈍的外傷により小指球部に生じた尺骨動
脈外傷性動脈瘤

TraumaticAneurysmofUlnarArteryinthe
HandCausedbyBluntTrauma

大阪市立総合医療センター整形外科

○山本研，日高．典昭，明石健一，

中川敬介，松田英樹

【目的】比較的まれと思われる，鈍的外傷により

小指球部に生じた尺骨動脈外傷性動脈瘤の治療経

験を報告する．

【症例および方法】症例は6例あり，すべて男性

で平均年齢は36才（17-65才）であった．検討項

目は臨床所見，画像所見，手術方法，病理所見な

らびに術後経過とした．経過観察期間は平均7カ

月（4-10カ月）であった．

【結果】臨床所見：いずれも有痛性腫瘤を主訴と

して来院しており，1例を除いて他はすべて拍動

性であった．2例に尺骨神経領域の知覚障害を認

めた．発症から受診までの期間は平均14カ月

(1-36カ月）で，誘因として4例に強く手をつい

たという外傷歴があった．他の2例は手掌部に反

復する鈍的外傷を受けやすい職業に従事してい

た．画像所見：全例にMRIを施行し,T2Wで高

信号を呈する，尺骨動脈に連続した腫瘤をみとめ

た．5例に血管造影を施行し，1例を除いて他は

すべて円形の血液貯留像がみられた．手術方法：

動脈瘤を切除した後に，3例は端々吻合を，2例

は静脈移植による再建を行った．残りの1例では

血栓を形成し閉塞していたため結紮した．病理組

織学所見：2例は真性動脈瘤，他の4例は特殊染

色にて内弾性板の途絶がみられ，仮性動脈瘤と診

断された．術後成績：全例とも術後に末梢の血行

障害はみられず，術前の癖痛は消失していた．血

管壁の薄い皮下静脈を移植した1例に無痛性の拍

動性腫瘤が残存していた．

【考察】動脈瘤の切除および尺骨動脈の再建によ

り，概ね良好な成績が得られていた．この部位で

の尺骨動脈は比較的余裕があり端々吻合が可能な

場合が多かった．従来の報告では，鈍的外傷によ

る外傷性動脈瘤では“真性”を呈するとされてい

たが，血管壁の構造は必ずしも保たれておらず，

組織学的には“仮性”と診断されることが多かっ
た．
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ZoneⅡにおける深指屈筋腱のtendon

tensionの計測一新しいd6Modified

SynergisticTherapy"法の考案一
mexorDigitorumProfUndusTendonTension

DuringFingerManipulation:AStudyin
HumanCadaverHands

l熊本機能病院整形外科,2MayoCl師c

○田中達朗',PeterC.Amadio2,

Kai-nanAn2,米満弘之11中島英親！

【目的】屈筋腱修復術後の早期リハビリは，術後

癒着形成を抑制し，腱縫合部の強度を増し，より

良いROMの獲得を促すと言われているが，より

安全で効果的な術後のリハビリはいまだ試行錯誤

の段階である．我々は,ZoneⅡレベルにおける

深指屈筋腱のtensionを様々な指ダ手関節角度で

計測し，通常術後に用いられるそれぞれのリハビ

リ法を比較し，新しくModifiedSynergistic法を考

案したので報告する．

【方法】肘関節を含む8屍体より8深指屈筋腱を

用い,ZoneⅡにおけるtensionとMP関節の角度

を同時に連続的に計測した．術後によく用いられ

るpassiveとsynergisticmotionをシュミレーション

し，手動にて指を動かし計測を行った．

【結果】DIP,PIP,MPおよび手関節完全伸展位

で最大tensionが得られた(17.6±3.3N).一方，

DIP,PIP,MPおよび手関節完全屈曲位では

tensionは得られずONであった．MP関節の角度

はtendontensionに大きく反映し,DIPおよびPIP

伸展，手関節60.屈曲，およびMP45o過伸展位で

tensionは1.8=tO.7Nであった．また,DIP,PIP,

MP屈曲および手関節完全伸展位においてtension

は得られずON(synergisticmotion)であるが，手

関節伸展位,DIP,PIP屈曲位のまま，徐々にMP

を過伸展していくと，適度なtensionが発生し

MCP45.過伸展位で1.8=tO.4Nであった．

【結論】passiveとsynergisticmotionはよく似た

tensionが得られた．passivemotionでは腱の滑走

に十分なtensionは得られず，また,synergistic

motionは腱の滑走を向上させると言われている

が，腱修復術後において十分な腱の滑走を生じる

tensionは得られなかった．手関節伸展位,DIP,

PP屈曲位のまま，徐々にMCPを過伸展45.まで

行うModifiedSynergisticTherapyが至適tensionを

得られ腱修復術後に有効であると考えられた．

2-Pa-21

TenoFixTMsystemによる屈筋腱縫合の検
討

FlexorTendonRepairUsingtheTenoFixTM

System

'福岡大学整形外科,2UCSF

○古賀敬',EdwardDiao'2,副島修121

内藤正俊‘

【目的】腱縫合術後早期運動療法の有効性は臨床

的に確立されている．そのため，より確実な縫合

法が報告されている．しかし，それらの新しい縫

合法は必ずしも容易で再現性が高いとは限らな

I/3.TenoFixTMsystem(TFS)は強度と再現性の

改善を目的として開発された．本研究の目的は

TFSの生体力学的特性を従来のKessler法と比較

検討することである．

【対象および方法】新鮮凍結屍体の深指屈筋腱42

本を対象とした．1:TFS,2:2-strandModified

KesslerSuture(MKS)(4-ONylon),3:4-strand

DoubleModifiedKesslerSuture(DMKS)(3-0

Ticron)の3種類を比較した．MTS(Bionix858

MaterialTestSystem)を用い,WorkofFlexion

(WOF,腱鞘内での摩擦力）の増加率と破断強度

を測定した．

【結果】WOFの平均増加率はTFSが13.5%,

DMKSが19.8%,MKSが10.3%であった．平均破

断強度はTFSが37.1N,DMKSが50.4N,MKSが

21.7Nであった.DMKSのWOF増加率はMKSと

比較して有意に高かった．しかしTFSのWOF増

加率はMKSと比較して有意差を認めなかった．

TFSとDMKSの破断強度はMKSと比較して有意

に高かった．

【考察】4-strandのDMKSのWOF増加率は2‐

strandのMKSと比較して有意に高かった．TFSの

破断強度はMKSと比較して有意に高かった．ま

た,TFSのWOF増加率はMKSと比較して高かっ

たが有意差はなかった．

【まとめ】TenoFixTMsystemを検討した．
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A2プリーの部分切除が腱の滑走抵抗およ

びその強度に及ぼす影響一術中A2プリー

はどの程度部分切除可能か？－

TheEffectofPartialA2PulleyExcisionon

GlidingResistanceandPuneyStrength加v"、

'熊本機能病院整形外科,2MayoClinic

○田中達朗',PeterC.Amadio2,

Kai-nanAn2,米満弘之11中島英親’

【目的】屈筋腱損傷はしばしばA2プーリーの損傷

を伴い，また，術中術野の展開を良くし腱縫合術

を容易にするため，プーリーを部分切除する事が

ある．この際プーリーは修復すべきか，また，ど

の程度まで切除して良いのか様々な意見がある．

我々はA2プリーの部分切除が，腱の滑走抵抗お

よびその強度に及ぼす影響を調査した．

【方法】32深指屈筋腱を11屍体手より用い,A2

プーリーを近位から遠位へ，または遠位から近位

へそれぞれ0％，25％，50％，75％と連続的に部分

切除を行った．正常腱－プーリー間および腱縫合

後の腱一プーリー間の滑走最大抵抗をそれぞれ計

測後，プーリーの破断力を測定した．

【結果】腱－プーリー間最大抵抗は正常腱群およ

び腱縫合後の腱群においてよく似た傾向を示し

た．遠位から近位方向の部分切除では，どの切除

グループにおいても腱－プーリー間の滑走最大抵

抗は有意な変化はみられなかった．一方，近位か

ら遠位方向の部分切除では，75％切除グループは

他の切除群と比べ有意に最大抵抗の増加がみられ

た(p<0.05).プーリーの破断力は，近位から

遠位方向の75％部分切除の破断力(160N)は遠

位から近位方向の75％部分切除(96.7N)と比べ

有意に高かった(p<0.05).プーリーのStiffness

も同様に，近位から遠位方向の75％部分切除群

(120N/mm)は遠位から近位方向の75%部分切除

(70.5N/mm)と比べ有意に高かった(p<0.05).
【結論】A2プーリーの部分切除は切除方向および

切除量によっては滑走抵抗，破断力,Stiffilessに

影響を及ぼし，75％の部分切除は有意に影響を及

ぼした．しかしながら，遠位から近位へ，または

近位から遠位へ，どちらの方向の切除でも50％以

下のA2プーリーの部分切除であれば腱一プーリ

ー間の滑走最大抵抗の増加も少なく，術後プーリ

ー破断の危険性も少ないため，許容できると考え

られた．

2-Pa-23

徐放化モノナイロン糸を用いた塩基性線

維芽細胞成長因子(b-FGF)による屈筋腱断
裂の治癒促進

ImprovedEndogenousTendonHealingwithMono-

filaInentNylonCoatedbyBasicHbroblastGrowthFactor

-AnExperimentalSmdyUsmgGradualReleaseSystem-

1徳島大学整形外科，2町立上那賀病院整形外科，

3京都大学再生医科学研究所生体組織工学研究部

門生体材料学分野

○浜田佳孝'，尾関真3，安井夏生！，

高井宏明2，田畑泰彦3

【目的】腱断裂の治癒は，早期は腱周辺の外因性

が活発化する．腱線維内の内因性は遅れるが，特

にendotenonは配列の整った太く成熟した線維成

分を産生する．FGFsignalは腱の発生分化成熟

に,b-FGFは腱損傷の修復に，それぞれ重要であ

る．本研究では,b-FGFを腱実質内endotenonへ薬

剤配当性を高め，早期の腱成熟，強化を目指した．

【方法】徐放糸作製：両端4-0ループ糸を，コロ

ナ放電処理により親水性を付与し，ゼラチンコー

トした．これを異なる濃度のグルタルアルデヒド

にて架橋し,bFGFの徐放期間(1w-3w)を変化させ

た.糸の中央1/4に50"1のbFGF溶液(2000"
g/ml)を含浸させた.糸からのb-FGF徐放の確認に，

培養線維芽細胞の増殖を用いた.動物実験：白兎，

左側の下肢深屈筋腱(趾屈筋腱)を使用．草野らの

早期運動療法モデルを用い,3群(1w徐放,3w徐放，

対照)で比較した.b-FGF徐放化糸でcore縫合し，

7-0糸で全周連続縫合した(Y2法).1,3週後に,組

織を固定，各群4匹，肥と，内因性bFGFmRNA

の発現をinsimhyb面血ationで調べた.3週,6週

後に，力学試験(破断張力，剛性)を測定した（各

群8匹).gap3n皿以上のgap形成率を算定した．

【結果，考察】各種サイトカイン，成長因子の徐

放可能な糸を作成した．内因性bFGFmRNAも誘

導増強され,bFGFの徐放が確認された．組織学

的に腱の成熟も促進されていた．力学試験で，1

週徐放性糸で，3週後に平均37％の差で有意に強

度の増加がみられた．しかし，6週経過後，3週

徐放性糸ではいずれの時期でも有意差はなかっ

た．3週後の平均値（破断張力N/剛性対照：

24.8/7.6,1週徐放33.9/9.6,3週徐放29.0/9.4）で

あった･gap形成率に有意差はなかった．早期運動

療法を用い癒着変化に差はなかった．より強力な

腱の成熟には,bFGF濃度の変更，全周連続縫合

糸から徐放しepitenonを刺激するなど，さらなる

工夫が必要である．
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当科における手の先天異常症例の検討

ClinicalSmdyofCongenitalAnomalyofthe
Hand

京都大学形成外科

○沢辺一馬，鈴木義久，鈴木茂彦

【はじめに】当科での過去15年の手の先天異常症

例を検討し，若干の知見を得たので報告する．

【対象および方法】1989年から2003年9月までに

当科で手術を施行した106例120手につき，日本

手の外科学会先天異常委員会による手の先天異常

分類マニュアルにより分類し，頻度を調べ，比較

的症例数の多い母指多指症と合指症症例において

手術方法を検討した．

【結果】頻度1.B-1．僥側列形成障害2例2手2．

C.指関節拘縮1例1手,E.a.血管腫5例5手，c・

動静脈瘻1例1手3.A.母指多指症58例60手，

C・小指多指症5例7手,D.三指節母指2例3手

4.A.皮層性合指16例21手,B、1.骨性合指5

例5手,B.2.中央列多指1例1手,B.3.裂手

1例1手,B.5.複合裂手1例1手5．A.巨指症

1例1手6.B、短指症1例1手7.4例6手8.2例

4手母指多指症手術法Wassell-6型においては骨

抜き皮弁法が13手，側正中部付近での縫縮例が

30手であり，型による偏りは認めなかった．合

指症手術法掌背側とも直線切開十植皮例が13手，

ジグザグ切開十植皮例が15手であった．また，

直線切開十植皮症例のうち4例は2～6才時に植

皮部の切除縫縮を行った．

【考察】頻度3．重複.がもっとも多く，4．指列誘

導障害.が次に続き，諸家の報告と差を認めなか

った．母指多指症手術骨抜き皮弁法と縫縮は，良

好な形態をとるかシンプルな嬢痕をとるかという

問題になる．当科では，できるだけ綴痕をシンプ

ルにするのがよいと考えている．合指症手術ジグ

ザグ切開後の搬痕修正は困難であるが，直線切開

後の癩痕形成は容易で拘縮もなく良好な形態が得

られている．経過観察が必要であるが，当科では

直線切開を基本と考えている．症例呈示など詳細

は発表にて報告する．

2-Pa-25

先天性表皮水痘症に対する治療成績

TreatmentforEpidermolysisBullosa
Hereditaria

'順天堂大学整形外科，2東京労災病院整形外科

○富田善雅11岩瀬嘉志11加藤大典11

黒澤尚!，楠瀬浩一2

【はじめに】先天性表皮水庖症(EB)は出生時よ

り軽微な外力で全身の皮層，粘膜に水庖を形成す

る遺伝性水庖性皮層疾患群の総称でジ臨床症状及

び電顕的水庖形成部位により単純型，接合部型，

栄養障害型の3病型に分類される．特に常染色体

劣性遺伝形成を示す劣性栄養障害型では，四肢末

梢の嬢痕癒着が進展すると日常生活が著しく障害

される．第44回の本学会において我々は，この

難治性疾患の治療成績を報告した．今回は，その

後経験した症例を加え問題点について検討したの

で報告する．

【対象および方法】1983年から当科で治療を行っ

たEBは23例であり，今回調査可能であった7例

を対象はとした．その内訳は男性5例，女性2例

で，全例劣性栄養障害型の表皮水庖症で，手術時

年齢は7歳～52歳（平均26．5歳）であった．術

式は全例に指間形成術が行われ，関節受動術や植

皮が追加された．指間形成術の特徴は，まず病変

水庖を徒手的に剥離・指間は鈍的に形成・指節間

関節の拘縮には一時的関節固定・母指内転拘縮解

離後の皮膚欠損には植皮を行い，術後は十分な抗

生剤入りガーゼでwetdressingとし，週2回の薬

浴を行った．

【結果】術前全例に中節部以上の指間癒着が認め

られ,術後全例に良好な指間が得られた．しかし，

全症例で,術後早期から指間の再癒着が認められ，

スプリントを用いて再癒着を防止したが，徐々に

指間は上昇していった．

【考察】EBの治療の問題点は術後の再癒着である．

母指の内転拘縮は著しい機能障害を呈し，再癒着

を防止するため植皮を行うべきと考える．

【まとめ】EBに対する当科の治療方針と術後経過

を報告した．指間形成術後の再癒着は免れないも

ののADLの改善を考慮すると有用であり，患者

の満足度も高かった．
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骨性合指症に対する遊離脂肪移植を併用
した骨切り術の検討

OsteotomyFollowedbyFreeFatGraftin

ComplexSyndactylies

山形大学整形外科

○鳴瀬卓爾，荻野利彦，石垣大介，

高原政利

【緒言】骨性合指症の分離のため，一般的に骨性

架橋の骨切り術が行われている．骨切り術後の分

離部の再癒合は,充分な矯正を妨げる原因となる．

Langenskioldら(1975)は外傷による骨端線早期

閉鎖に対し遊離脂肪移植術を行い良好な成績を得

た．次いでOgdenら(1981)とVickers(1987)

は,Langenskioldらの遊離脂肪移植を三角指節骨

の矯正骨切り術に併用し良好な成績を得た．これ

まで我々 も,Ogden,Vickersの方法に準じ，三角

指節骨の矯正骨切り術に遊離脂肪移植を併用し，

良好な成績を得ている．最近，骨性合指症の分離

のための骨切り術にも，再癒合防止の目的で遊離

脂肪移植術を併用している．

【目的】骨性合指症に対する，遊離脂肪移植を併

用した骨切り術の成績を検討すること．

【対象と方法】遊離脂肪移植を併用した骨切り術

を行った骨性合指症4例を対象とした．4例のう

ち，2例は骨切り後の再癒合例だった．他の1例

では，同一指間に末節型骨性合指と基節型骨性合

指がみられ，2回に分けてそれぞれの分離手術を

行った．手術方法は，骨癒合部の骨性架橋を切離

し，生じた間隙に遊離脂肪組織を移植した．術後

は一時的に，指を鋼線固定した．術後，骨切り部

の再癒合の有無を単純X線像で観察した．

【結果】全例で最終調査時までに，分離部の骨の

再癒合は認めなかった．

【考察】骨性合指症の骨切り後には，分離部が再

癒合する場合がある．今回，遊離脂肪移植を併用

した骨切り術を行い，全例で分離部の再癒合はみ

られなかった．再癒合後の2例でも，良好な結果

を得た．骨性合指症の分離部へ移植した脂肪組織

は，骨の再癒合を防止する介在物として有用であ

ったと考えられる．

2-Pa-27

－側上肢の肥大をきたした異常筋の7例

SevenCasesofAbeITantMuscleswithHyper-

trophyoftheUmlateralUpperExtrenties

'東海病院整形外科，2名古屋大学手の外科

○牧野仁美il篠原孝明11堀井恵美子21

中村蓼吾2

【目的】上肢の異常筋に関する報告は欧米では多

く見られるが，本邦においては数少ない．過去

30年間に受診した異常筋により一側上肢の肥大

を来たした7症例につき文献的考察を加え報告す

る．

【症例】症例1は18歳の女性で右前腕から手にか

けて周径の増大を認めた．母指の内転拘縮に対し

て手術を行い，有鉤骨鉤突起から母指基節骨基部

に走る筋と，短母指屈筋と共に走行し母指基節骨

基部に停止する異常筋を認めた．症例2は3カ月

の男児で肩から手にかけて右上肢の肥大があり，

レントゲンでは中手骨の肥大も認めた．母指内転

筋形成を目的に手術を行い，手掌部および母指球

部に手掌内に起始停止を有する異常筋を認めた．

症例3は8歳の男児で生下時より右手の肥大があ

り，成長に伴い変形が進行してきたため手術を行

った．手術所見では浅指屈筋より分岐した筋肉が

手根管を通って手掌部に達し，その一部は示指中

指の基節骨基部に達して虫様筋様を呈していた．

症例4は1歳5カ月の男児で生下時より右前腕か

ら手の肥大があり，母指内転障害に対して手術を

行った．虫様筋は腱様部がみられず，浅指屈筋は

手掌中央まで筋腹が連続していた．可及的部分切

除を行い，固有示指伸筋腱を用いて内転筋形成を

行った．10歳の現在，肩高位から右上肢全体の

肥大を認める．症例5，6，7は経過観察を行って

いる．

【考察】複数の異常筋により上肢の肥大や機能障

害を来した症例の報告は少なく，また異常筋の状

態もさまざまである．乳幼児期には機能評価が十

分できないこともあり，切除範囲の決定は困難で

あるが，症例ごとに慎重に経過観察を行い，機能

障害を来す症例については骨変形が高度となる以

前に肥大筋の切除を行うことが必要であると考え

る．
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巨指症の治療とその長期経過

TreatmentandLong-tennFollow-upResult

fOrMacrodactyly

I東京慈恵会医科大学形成外科，z東京厚生年金病

院形成外科

○大村愉己'，鈴木文恵11栗原邦弘11

増沢源造2

【目的】巨指症はその支配神経領域における過成

長を示すだけでなく，神経腫大を伴わずに，脂肪

組織,骨組織の過成長に由来するものも経験され，

治療に難渋する疾患である．巨指症の治療とその

長期経過を検索，検討を行った．

【方法】昭和43年から平成15年までの36年間で

巨指症と診断，治療を行った34例に対し，

Tentamyの分類に基づき分類を行い，罹患部位，

合併症，手術法，結果および経過について検索し

た．

【結果】truemacrodactylyのfirsttypeは2例4指で

平均手術回数1.5回,truemacrodactylyのsecond

typeは10例16指で平均手術回数3.75回であった．

Hyperostoticmacrodactylyは3例13指で平均手術

回数2回であった．初回手術では長さの調節のた

めの末節骨切除が最も多く，さらに発育線固定や

発育線切除と関節固定を行った．成長過程におい

ては，指骨，中手骨の短縮術をほぼ全例に必要と

した．また指切断術を要した例もあった．太さの

調節では除脂術を1～6回必要とした．

【考察】truemacrodactylyのfirsttypeは早期に骨長
軸の短縮，成長に伴い除脂術を行い機能，形態と

もに満足のいく結果が得られる.secondtypeは数

回の手術を要し，機能，形態とも満足が得られに

くい.Hyperostoticmacrodactylyは数回の手術の後，

切断を余儀なくされることも多い．手術はそれぞ

れの症例によって肥大する速度も違い，発育が停

止する時期も違うため，治療計画は立てづらく，

機能面と形態面の両方を満足させるには難しいと

思われる．

2-Pa-29

小児ばれ指

一母指以外のばね指について一

TriggerFingerinChildren

'波田総合病院整形外科，2信州大学整形外科

○杉本良洋11加藤博之21下川寛一！

【目的】われわれは第24回と32回本学会で小児

ばれ指の追跡調査ならびに治療法についての報告

を行った.小児ばれ指の多くは母指ばね指であり，

示・中・環・小指についての報告は少ない．今回

は，母指以外の罹患指を対象として病態の分析，

治療法ならびに治療成績を検討した．

【方法】演者らがこれまでに経験した母指以外の

小児ばれ指症例の内訳は27例39手53指で，性別

では男児12例，女児15例であった．罹患側は両

側12例，片側15例で右側21例，左側18例であ

った．罹患指別発生頻度は示指2指，中指33指，

環指10指，小指1指で，これらに母指の合併が6

例みられた．初診時の症状における分類では1型

(腫瘤型）：1指，2型（自動弾擢型）：16指，3

型(他動弾溌型)：16指，4型(強直型)：9指，不

明11指であった．治療では，1型と2型は経過観

察のみとし，3型と4型に対しては装具療法を第

1選択とする．装具療法で効果が十分に得られな

い場合は，手術療法を行う．手術時期：伸展障害

が強い3型と4型の内，伸展制限角度が強い場合

は機能障害も強いことから就学前に全身麻酔下で

手術を行う．3型あるいは4型であっても伸展制

限角度が軽い場合は更に待機することがある．

【成績】装具療法を行った11手17指では治癒と

改善を合わせて12指，不変5指であった．手術

を行った7手9指は全例に治癒が得られた．しか

し，手術例9指のうち6指がA-1pulley切離のみ

ならずA-2Pulley近位まで切開が必要であった．

【結論】母指以外の小児ばれ指の治療は装具療法

で概ね良好な成績が得られる．手術例の場合は

A-lpulleyのみならずA-2pulley近位の切開を要
するものが多かった．
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2-Pa-30

小指伸筋腱狭窄性腱鞘炎による弾発小指
の2例

TwoCasesofStenosingTenovaginitisof

ExtensorDigitiMimm

I千葉市立青葉病院整形外科，2千葉大学整形外科

○六角智之ll高橋勇次ll廣田延大21

阿部圭宏2，國吉一樹2

【目的】手関節伸筋腱区画の狭窄性腱鞘炎はde

Quervainがよく知られたところであるが，第5区

画での狭窄性腱鞘炎の報告はきわめて稀である．

今回2例の弾溌現象を伴った小指伸筋腱（以下

EDM)の狭窄性腱鞘炎を経験したので報告する．

【症例1】26歳男性．ハンマー仕事により手関節

尺側部痛出現．徐々に小指の弾溌現象を生じた．

近医にて腱鞘炎とされ注射を受けたが症状変わら

ず，紹介初診．尺骨頭遠位でEDM上に結節を触

れ，強い圧痛があり，この部で著明な弾擢現象を

認めた．局所麻酔下に手術施行．第5コンパート

メント上遠位で結節を触れ，直上を開放すると

EDMはこの部で2分していた．分岐部に腫脹あ

り．コンパートメント内にも発赤した滑膜炎が存

在した．遠位1/2のコンパートメントを開放し，

一部滑膜切除を施行.術後症状は完全に消失した．

【症例2】37歳女性．特に誘因なく，右小指の弾

擢現象が出現．近医にて腱鞘炎とされ注射を受け

たが症状変わらず，紹介初診．尺骨頭遠位に圧痛

あり,EDMに結節を触れ，屈曲伸展にて弾擢現

象を認めた．局所麻酔下に手術施行.EDMは第5

コンパートメント以遠で3本に分岐しており，こ

の分岐部に腫脹があった．伸筋支帯より遠位に肥

厚した腱鞘様組織があり，腫脹した腱の分岐部に

引っかかっていた.腱鞘様組織を開放することで，

弾溌現象は完全に消失した．

【考察】どちらもEDMが伸筋支帯以遠で複数に分

岐しており，この分岐部で狭窄，弾擢をおこして

いた．しかし解剖学的な報告によると，伸筋支帯

以遠でEDMが2本以上に分岐しているものは

80％近くとされており，分岐が原因とは考えづら

い．治療は狭窄した第5コンパートメント，それ

以遠の腱鞘様組織の開放が必要である．

【まとめ】きわめて稀なEDMの狭窄性腱鞘炎によ

る弾擢小指の2例を報告した．

2-Pa-31

ばね指における皮切の検討

ThfeatmentofSnappingFmger

広島鉄道病院整形外科

○杉田直樹，生田義和，佐々木正修，

村尾保，濱崎貴彦

【目的】私達はばね指における手術において従来

より横切開を行ってきたが，2003年4月以降手掌

縦掌紋に沿う切開（以下縦切開）も行っている．

今回縦切開と横切開における手術時間，術後創綴

痕の状態について調査したので報告する．

【対象と方法】対象は2003年4月～2004年9月ま

でに当院においてばね指の手術行った33例36

指．男性5例6指，女性28例30指，手術時年齢

は36歳～80歳（平均61歳)，患指は母指19指，

示指3指，中指10指，環指4指であった．術式は

縦切開19例22指，横切開14例14指であった．

手術時間，術後創嬢痕の状態について検討した．

【結果】平均手術時間は縦切開14.5分，横切開

14.1分とほぼ同等であった.術後創嬢痕は縦切開，

横切開とも明らかに目立つものはなかった．

【結論】手掌縦掌紋に沿う皮切は神経血管束を損

傷する可能性も少なく,Al-pullyに沿っているた

め腱鞘切開しやすいことがわかった．また手術癩

痕についても従来法と同等であることがわかっ

た．
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2-Pa-32

上肢の熱圧挫損傷

HeatPresslnjuryoftheUpperExtrenty

札幌医科大学高度救命救急センター

○土田芳彦，辻英樹，川上亮一，

相木比古乃，浅井康文

【はじめに】熱圧挫損傷は熱傷および圧挫損傷の

両者による複合損傷であり，その発生頻度は少な

い．本損傷治療上の問題点は，受傷早期には組織

損傷の範囲と程度を正確に判断することが難しい

ことであり，それゆえに治療法選択および治療時

期については議論のあるところである．今回我々

は，当センターにて治療した手部・前腕熱圧挫傷

の6症例を報告する．

【対象症例】対象は当センターに搬入された前

腕・手部熱圧挫損傷の6症例である．性別は男性

4例，女性2例で，受傷時平均年齢は33.2歳（20

から53歳）であった．全例，労働災害によって

高温物体に上肢を挟まれ受傷していた．初診時の

損傷程度が重度で，明かに深部骨・筋・腱組織に

損傷が及んでいた4症例に対しては，一期的デブ

リドマン＋皮弁形成術を受傷1日～7日間目に施

行した．また初診時の損傷程度が比較的軽度であ

り，皮弁術か植皮術か判断に迷った2症例に対し

ては，繰り返しのデブリドマンの後に治療方針を

決定した．その結果1例は皮弁術(受傷4週間後)，

もう1例は植皮術（受傷2週間後）を施行した．

【結果および考察】全症例において，損傷範囲と

程度の判断を誤ったことに起因する再手術例は存

在しなかった．熱圧挫損傷の損傷程度は個々の症

例によって様々であり，その機能予後は筋・腱・

神経などの重要組織の損傷程度に依存していた．

結果的に損傷が重度であった2症例の機能予後は

不良であった．しかし早期皮弁術施行により，予

後が改善したと考えられた症例が2症例存在し

た．熱圧挫損傷治療に際して，損傷が軽度であっ

た場合は，治療方法と治療時期は予後に影響を与

えない．しかし，損傷が重度であれば，早期デブ

リドマンと皮弁形成術施行が望ましいと考えられ

る．

2-Pa-33

手指の複合組織欠損に対する遊離腸骨片

移植の経験

FreelliacBoneGraftfOrCompositeTissue

DefectofFmger

長野市民病院整形外科

○松田智，松永大吾，向山啓二郎

【目的】手の外傷などにおいて，指骨を含む組織

欠損を伴うものは少なくない．われわれは，比較

的大きな指骨および指関節の欠損に対して，遊離

腸骨を一塊として移植している．その利点と移植

骨の経過について検討した．

【方法】当院で指骨欠損に対して，遊離腸骨を一

塊として移植した症例は4例である．いずれも同

時に血管柄付の皮弁，血行再建もしくは組織移植

を伴っていた．この4例について，感染の有無，

骨癒合までの期間，術後骨萎縮の程度について検

討した．

【成績】症例の内訳は，4例全例男性で，年齢は

41歳～60歳，平均51歳であった．母指不全切断

が2例，母指切断が1例，中指不全切断が1例で

ある．同時に施行した手術は，それぞれ血行再建，

逆行性僥骨動脈皮弁,Wraparoundnap,静脈皮

弁であった．手術時間は平均6時間44分であり，

平均経過観察期間は10.6ヵ月であった．移植腸

骨片の大きさは，手術時平均7×10.25×31.5mm

であったものが，最終経過観察時には平均6.5×

9.125×31.5mmと73.5～88.9%(平均82.3%)の

縮小となっていた．骨癒合は8～16週（平均11.5

週）で得られ，感染は認められなかった．

【結論】比較的大きな皮膚および骨欠損に対して，

血管柄付き骨皮弁移植が検討されてしかるべきと

も思われるが，指骨の場合はDonorとして適当な

大きさの骨が得られにくいことが問題である．こ

の解決策として遊離腸骨片は形の形成が自由であ

り，血行の充分な軟部組織で覆えれば感染もなく

生着する．術後の体積の減少はあるものの，症例

を選べば極めて有用な方法であると思われた．
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2-Pa-34

指尖部損傷における治療経験

SurgicalTreatmentofFingerTipInjury

'愛宕病院整形外科，2高知大学整形外科

○松崎浩'，上田昭吾11野口政隆2

【目的】当科では指尖部切断に対し積極的に再接

着術を行ない，その生着率，術後の機能，患者の

満足度に関して良好な成績が得られているが，反

面治療費の高騰，社会復帰の遅れに伴う失業等新

たな問題が生じてきた．そこで，今回，現状を把

握し，指尖部切断の治療方法について検討を加え

たので報告する．

【対象及び方法】対象はDIP関節より末梢での完

全切断例53指（男性38指，女性15指)Allen分

類ではTypen8指,Typem25指,TypelV20指．

これらのうち，再接着を27指,compositegraftを

9指,occlusivedressingを17指に施行した．受傷

時年齢は4～75歳（平均40.6歳)，術後追跡期間

は3～49カ月（平均16.1カ月）である．これら

の症例に対して知覚,爪変形,指腹部委縮の有無，

使用状況，満足度などについて調査を行った．

【結果及び考察】再接着のうち2指(TypeW)が
壊死に，2指(Typem)が部分壊死に陥ったが，

他の23指は完全生着し,paresthesiaのある2指を

除けば機能的，美容的に最良の結果を得た．

compositegraftは2指(Typem)に完全生着が得

られたが，1指(TypeW)が壊死に陥った．他の

6指は部分生着にとどまり，高度の爪変形，指腹

部委縮を認めた．また，支障なく患指を使用して

いる症例はparesthesiaのない小児のcleancut2例2

指のみであった.occlusivedressingの17指には明

らかなparesthesialcoldmtoleranceは認められず，

患指をよく使用しており，機能的には患者の満足

度は高かった．指尖部切断の治療はAllenTypem

遠位部までであればcompositegraftも可能だが

cleancut以外では機能的な問題が多い為，

replantationを第一選択とすべきである．しかし，

早期社会復帰を希望する症例や末梢切断端の挫滅

が激しい症例で爪変形や指長の短縮を容認するな

らocclusivedressmgもよい適応と考えられる．

2-Pa-35

Allen4型指尖切断症例における治療法の

選択-GraftFrapの有用性一

TreatmentOptionfbrAllenLevel4Fingertip

Iniury-GraftFrapProceduremaybeaGood

Option-

東京医科大学形成外科

○田中浩二，松村一，松下博明，

渡辺克益

【はじめに】DIP関節と爪半月の間での指尖切断

(Allenの分類,4型）では積極的に再接着を試み

るのが一般的である．しかしこのレベルの切断で

は断端の挫滅により血管吻合が困難な症例も多

く，各種皮弁による再建やcompositegfaftなども

施行される．また指掌側を皮弁で被覆し，背側は

切断指から採取した爪床を含む複合組織を

compositegraftに準じて移植するGrafrHap法も選

択肢の一つである．今回我々はAnen4型指尖切断

症例の治療について,GIafiHap法を中心に検討
した．

【対象】1999年1月から2003年9月までの当院で

の成人のAnenlevel4型症例22例,23指．

【結果】治療法は再接着7指，皮弁による再建5

指,compositegaft3指，断端形成3指であった．

また5指にGrafrRap法を行った．このうち3指

にて爪の生着が得られた.compositegraftにおい

ては移植片が生着したのはl指のみであった．

【考察】Allen4型指尖切断は，再接着が第一選択

となるが，断端の挫滅から再接着が難しい症例も

経験される．ときには再接着を試みるも，術中鏡

視下に断念せざるを得ない場合もあり，その他の

選択肢も考えておく必要がある．今回5症例に施

行されたGrafiHap法は従来のcompositegaftより

も生着しやすく，また爪が温存され患者の整容的

満足度も大きい点から，このlevelでの再接着を

施行できない指尖切断症例における有用な手術法

の一つと考えられた．
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2-Pb-21

手根管症候群患者のDASH・SF-36によ

るQOL評価

ComparativeoftheDisabilitiesoftheArm,

ShouldenandHand,andSIL36fOrCalpalTun-

nelSyndrome

小郡第一総合病院整形外科

○関寿大，土井－輝，服部泰典，

池田慶 裕

【目的】医療における治療効果，またQOL評価の

一環として，運動器疾患の治療効果をSF-36で評

価することが論議されている．今回我々は，手根

管症候群(CTS)と診断された患者の他覚症状の

進行度と,SF-36,theDisabilitiesoftheArm,

Shoulder,andHand(DASH)によるQOL評価と

の関連性を検討したので報告する．

【対象と方法】平成15年1月～10月に当院にて

CTSと診断され，手根管開放術を行った37人42

手（男性12,女性35）である．平均年齢は63b7

歳であった．他覚所見は正中神経領域の知覚麻痒

の程度・母指球筋の筋萎縮の有無･短母指外転筋

の神経伝導速度の遅延について判定を行った．

SF-36,DASHについては患者自己記入方式のア

ンケート方式にて行った．その結果をSpearman

の順位相関係数の検定を行い，相関の有無を評価

した．

【結果】他覚所見の進行度とDASH,SF-36の

Physicalfilnctionmgにおいて0.70,-0.65と強い相

関を示した．またDASHとSF-36のPhysical

fUnctionmgにおいても-0.71と強い相関を示した．

【考察】SF-36等の全身疾患QOL評価法は今後医

療の費用効果分析の指標として使用されていく傾

向にある．しかし,CTSのような上肢機能や局所

症状の評価についてはSF-36では症状を反映しに

くく，費用効果を軽視される可能性がある．今回

の結果よりCTS患者の他覚所見の進行度におい

てはDASHによる評価法がSF-36と比較して患者

の麻痒・障害の程度を反映していることになる．

今後，手の外科学会においても全身QOL評価法

が偏差値偏重による費用対効果分析へ応用されて

いくことへの危険性を検証していく必要性があ

る．

【まとめ】CTS患者の他覚所見の進行度はSF-36

と比較すると,DASHによる評価のほうが反映し

ていると示唆された．

2-Pb-22

手掌内小皮切による手根管症候群の手術

成績一臨床所見と神経伝導検査所見との

比較一

EvaluationofLimitedOpenSurgeryfor

CarpalTunnelSyndrome:CoIrelationCnmcal

FindingswithNerveConductionSmdy
I石巻赤十字病院整形外科，z東北大学整形外科，

3ごとう整形外科クリニック

○長谷川和重ll松原吉宏21後藤均3

【目的】手根管症候群の手術成績を調査し，臨床所見

と神経伝導検査所見との関連性を明らかにすること

【対象】手掌内小皮切による手根管開放術を行い術後

3M以上観察しえた64例を対象とした．年齢は平均60

歳（38～82)，男10手，女54手，平均経過観察期間

9M(3～20)であり，全例で術前の短母指外転筋の遠

位潜時(APB-DL)>6.0ms,第2虫様筋(SL)の活動

電位が導出可能であった．

【方法】しびれのみで母指掌側外転筋力低下(-):A群

(n=17),母指掌側外転筋力低下(+):B群(n=47)

とした．1）術前の母指掌側外転筋力とAPB-DL,SCV

の関係，2）術前APB-DLとSCVのA,B群の比較,3)

術前，術後1M,3M,6M,12Mで臨床所見（自覚的し

びれ，母指掌側外転筋力:MMT)およびNCS所見

(APB-DL,SL-DL,SCV)の推移を検討した．

【結果】1）術前の母指掌側外転筋力(MMT)とAPB-

DLは負の相関(R=0.63,p<0.0001)があった．一方，

MMT3でもAPB筋活動電位の導出不能(NR)例が存在

した.2)APB-DLの平均値はA群8.2ms[O],B群

9.3ms[18],SCVの平均値はA群24m/s[10],B群

29m/S[33]であった([]内はⅢの例).3)全例で臨

床所見,NCS所見が経時的に改善した.APB筋活動電

位導出不能例(n=18)の術前のSL-DLは平均7.4ms(5.2

～10.2)であった．術後lMのMMTは全例不変であっ

たがSL-DLは平均5.6ms(4.1～7.7)と全例で改善してい

た．

【考察】APB筋活動電位が導出不能で対立障害が軽微

な例は，母指球筋群の尺骨神経支配領域が広いために

正中神経運動枝の障害がmaskされていることが一因と

考えられる．

【結論】1)APB-DLはCTSの術前重症度を概ね反映す

るが,APB筋活動電位導出不能が母指掌側外転筋力0

と一致しない場合がある．2）臨床所見の改善に並行

して,NCS所見も改善する.3)APB筋活動電位導出

不能例では,SL-DLの改善が母指掌側外転筋力回復に

先行して捉えられる．
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手根管症候群における術中終末潜時測定
の試み

DistalLatencyoftheMedianMotorNervein

theOperationfOrtheCarpalTunnelSyndrome

福岡大学整形外科

○舌間崇士，副島

西尾謙吾，内藤

修，白水圭，

IE俊

【はじめに】手根管症候群に対して，術前，術後

の運動神経終末潜時（以下DML)測定に関して

の報告は散見されるが，術中正中神経を直接刺激

し,DMLを測定した報告はない．今回，術中横

手根靱帯切離前後でのDMLの経時的変化を測定

したので報告する．

【対象】2003年3月から2003年12月までに鏡視

下手根管開放術を施行した12例15手で，女性10

例，男性2例，右10手，左5手であった．手術時

平均年齢は，56.8歳であった．手術適応は，術前

DMLが4.5msec以上または，瘤痛，しびれの強い

ものとした．

【方法】麻酔は全身麻酔で,計測時はターニケット

をO即とした.記録には,日本光電社製MEB-9100

を使用し,記録電極は短母指外転筋筋腹に,刺激電

極は手首皮線と長掌筋腱の交点で正中神経に直接

刺激した．術中横手根靱帯切離前,直後,3分後,5

分後,7分後,10分後のDMLを計測し,切離前を基

準として改善率で評価した．また，術中DMLの

改善率を，術前・術後2ヶ月の改善率と比較した．

【結果】術中DMLは，切離前平均6.7msecから10

分後平均5.4msecに経時的に改善した．術中DML

の改善率は，切離直後平均6.4％から10分後平均

20.1％へ経時的に改善した．術中改善率と術後改

善率の比較検討では，測定した全ての時間におい

て相関が認められ，特に，切離後5分では，最も

強い相関を示した．

【考察】今回，我々は手根管症候群術後の回復程

度の指標とすべく術中DMLの経時測定を行い術

後2ケ月の改善と比較検討した．中島らの報告で

は，術直前DMLが7msec以下の症例では，手根

管開放直後に全てDMLが改善し，術後2ケ月で

は，術前に比較しすべて著しく改善したと報告し

ている．今回の我々の検討でも少例ではあるが，

術中と術後2ケ月のDMLの比較では，有意に改

善していた．

2-Pb-24

特発性手根管症候群における鏡視下手根

管開放術後の電気生理学的経過

PostoperativeNerveConductionChangesafter

EndoscopicCarpalTunnelRelease

l岡山大学医学部・歯学部附属病院リハビリテー

ション部，2岡山大学大学院医歯学総合研究科機

能再生再建科学専攻

○濱田全紀ll堅山佳美21千田益生ll

橋詰博行2，井上－2

【目的】当院では1993年から奥津法にしたがい，

手根管症候群(CTS)に対する手術として鏡視下

手根管開放術(ECTR)を行っている．今回我々

は，特発性CTSに対しECTRを行った症例で，定

期的に筋電図検査を行った症例の術後電気生理学

的経過について報告する．

【対象】1994年4月から2002年3月までに特発性

CTSでECTRを行い，術前，術後1,3,6,12カ

月に筋電図検査を行ったのは82例102手あった．

計5回の検査において運動・知覚誘発電位が導出

可能であった56例62手を今回の対象とした．男

性4例4手，女性52例58手であった．手術時年

令は26～85才，平均55.1±11.9才であった．

【方法】筋電図検査は，表面電極を使用して短母

指外転筋M波遠位潜時(MDL)とリング電極を

使用して中指一手関節間の知覚神経伝導速度

(scv)を測定した．当院ではCTSの診断基準を，

MDL4.3msec以上and/orSCV45m/Sec未満として

いる.MDLとSCVの経時的変化を分散分析を行

い，各群間の有意差の検定をScheffe検定で行っ

た．

【結果】MDLは術前に比べて術後，経時的に改善

していく傾向が認められた.MDLでは術前に対

し術後1カ月，3カ月，6カ月，12カ月のすべて

にP<0.01で有意差を認め，術後1カ月に対し6

カ月，12カ月にP<0.01で有意差を認めた.SCV

もMDLと同様の傾向と有意差を認めた．

【考察】今回の結果でMDL,SCV共に，術後1カ

月の時点で有意に改善しているが’3カ月以降は

徐々に改善しているものの有意差を認めなかっ

た．また,MDLとSCVは同様の改善パターンを

示しており,MDLもしくはSCVのどちらか一方

しか導出できない場合でもその術後経過を追跡す

ることで臨床予後を推測できるのでは無いかと考

えられた．
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術中超音波ガイド下に行う手根管開放術

一侵襲軽減の工夫一

ModifiedUltrasound-assistedCarpalTunnel
Release

虎の門病院整形外科

○中道健一，立花新太郎

【目的】第39回日手会でわれわれは，術中超音波

(US)下に行う低侵襲手根管開放術を報告した．本

法では，屈筋支帯（駅）を正中神経と尺骨動脈の中

央線（安全線）に沿って，遠位部は小皮切より直視

下に，近位部は3.5mm径の切離器（屈筋腱保護用外

套管を装着した鏡視下剪刀）を用いUS下に切離す

る．その後遠位部もUS下操作に変更し，より低侵

襲化したので報告する．

【手術法】安全線（上述）と浅掌動脈弓を手掌にUS

下マーキングする．安全線上で両者の交点より5m、

近位を局麻後,1.8mm径の金属管に側溝を設けた断

面C字形のメスガイドを安全線の方向に刺入し，駅

遠位端よりその背側面に沿って手根管内にUS下に

挿入する．上向きとしたメスガイドの側溝に15番メ

スを入れ，皮膚と手掌腱膜を貫通後駅遠位部をUS

下に切離する．近位部は原法（上述）通り切離する．

【対象】特発例10手と血液透析例9手に本法を行い，

以前US原法を行った特発例50手と透析例20手と比

較した．

【結果】神経学的回復はUS原法と同等で，合併症は

なかった．創は，手の厚さによりやや異なるが6‐

8mm(原法,10-15mm)と短縮し，有痛性皮下硬結

も縮小した．創治癒も4-6日（原法，7－10日）と短

縮した．

【考察】本法では,US原法と同様の安全性を確保し

ながら低侵襲化を図った．すなわち浅掌動脈弓はそ

の近位でのメスガイドの刺入により，正中神経，尺

骨動脈・神経は安全線での切離により，屈筋腱はメ

スガイドと切離器の外套管により保護される．さら

にメスガイドは細径で挿入時に瘻痛や神経圧迫がな

い．本法での皮膚と手掌腱膜の切開はメスに規定さ

れており，現在は費用を考慮し汎用メスを用いてい

るが，仕様変更によりさらに切開を縮小しうる．

【結論】全操作のUS化によりlcm未満の皮切で手根

管開放が行え，有痛性皮下硬結を縮小し，創治癒を

早期化できる．

2-Pb-26

Camiセ変法による母指対立再建術

OpponensplastybytheModifiedCamitz's
Method

琉球大学整形外科

○長嶺順信，金谷文則，普天間朝上，

安里英樹

【はじめに】手根管症候群（以下CTS)に対して

Camitzが報告した長掌筋腱(以下PL)を短母指外

転筋腱(以下APB)に移行する母指対立再建法は

良好な成績が報告されている．しかし,Camitz法

では母指対立位が不十分な例や対立時にMP関節

屈曲位をとる例があったため，私たちは岩渕らが

報告したPLを2分し,1本をAPBに直接縫着し，

他の1本を短母指伸筋腱（以下EPB)の下を通し

てEPBの上からAPBに縫着するCamitz変法を行

い良好な成績を得ているので報告する．

【対象】当科で1994～2003年に母指球筋の萎縮

が高度なCTSに対してCamitz変法を行った8例

10手（男1手・女9手，右8手・左2手）を対象

とした．手術時年齢は51～87歳（平均67歳)，

術後経過期間は6カ月～9年1カ月（平均3年2カ

月）であった．

【方法】僥側外転角，掌側外転角，爪面対向角，

ピンチカ，対立動作可能範囲，ボタン掛け動作を

測定し，三浦らの判定基準を用いて評価した．

【結果】榛側外転角は35｡～56。（平均43｡)，掌

側外転角は36｡～50。（平均43｡)，爪面対向角は

110｡～158。（平均127｡)，ピンチカは2.4kg~

5.5kg(平均3.6kg)であった．対立動作可能範囲
は全例小指MP関節までの対立動作が可能であ

り，ボタン掛け動作はsmoothが8手,possibleが

2手であった．三浦らの判定基準を用いた総合評

価（12点満点）は8～12点（平均10.6点）であ

った．

【考察】Camitz変法が良好な母指対立動作を獲得

できた理由として，2分したPLの1本をEPBに

まわしAPBに縫着させたことで，母指の回内力

を増加させ，対立時にMP関節を伸展させる作用

があったためと考えられた．

-S187-



2-Pb-27

重度手根管症候群に対する母指対立筋腱

再建術-RemnantFRpulleysy､emによ
る浅指屈筋腱移行術一

OpponoplastyforSevereCarpalTunnel
Syndrome:aSublinsTendonTransferwith

RemnantmexorRemaculumPuneySystem
大阪市立大学大学院医学研究科整形外科

○恵木丈，香月憲一，岡田充弘，

金城養典，高岡邦夫

【目的】母指対立障害を認める重度手根管症候群

(CTS)に対して頻用されているCamitz法は，移行腱

の滑走量，滑走方向に関して短母指外転筋(APB)

本来の機能再建とはほど遠い．私達は，よりAPBの

特徴に類似した浅指屈筋腱(FDS)を移行腱として

採用し，切離後のremnantFR(屈筋支帯）をpuneyと
する母指対立機能再建術を施行しているので報告す

る．

【手術法】手掌内に限局する2.5cmの皮切から手根管

開放術を行う．その時服の近位尺側は約lcmの幅で

残すように切離する．中環指いずれかのAlpuney直
上小皮切からmS切離を行い，手根管部に引き出す．

切離したFDS先端は,passerを用いて駅近位尺側部

で背側から掌側へ貫通させて服をpuneyとする．母
指MP関節僥側でAPB腱停止部を確認しFDSを誘導

し，母指掌側外転位の位置でmtedacmgsutureを行う．
【対象】APBの筋萎縮が著明で，電気生理学的にM

波を認めない7例，脱神経電位，遠位潜時遅延（平

均14.8ms)を認める5例の計12例の重度CTSを対象

とした．男性2例，女性10例，手術時年齢は平均64

歳（23-82歳)であった．中指1例を除いて，11例は
環指FDSを用いた．

【方法】筋力の評価法として,pulppmch,keypmch,握

力，また母指対立の評価法としてKapandjitestを用い
た.以上に対して術前，術後2,3,6,9,12ケ月におい

て記録し経時的に調査した．術後追跡期間は6-22ケ

月，平均12ケ月である．

【成績】Kapandjitestは術後2ケ月,keypmchは3ケ月，
pulppmchは6ケ月の時点で術前よりも有意に改善し

た．

【結論】従来FDSによる腱移行時は,pulleyを豆状骨
部に別皮切を用いて作成する必要があったが，

remnantFRを用いることで追加皮切を要せず低侵襲

なpulley作成が可能となった．そのpulleysystemと
FDSを併用することで，早期により生理的な機能回

復が可能であった．

2-Pb-28

ギオン管をpulleyとして利用したあたら
しい母指対立再建術の早期運動療法

EarlyRehabilitation.forNewMethodof

OpponensplastyinCalpalTumelSyndrome

愛野記念病院整形外科

○ 辻 本 律 ， 貝 田 英 二 ， 田 崎 和 幸

我々は重度手根管症候群に対してギオン管を

pulleyとして利用した新しい母指対立再建術を

2001年1月より行っており，その有用性について

は第46回本学会で報告した．しかし,報告した15

例15手中3例に母指IP関節の伸展拘縮がみられ

た．このため後療法を3週間固定後の運動療法か

ら術翌日からの早期運動療法へ変更し良好な結果

が得られたので3週間固定群(以後固定群)と早期

運動療法群(以後早期群)の成績を比較し報告する．

【対象】ギオン管をpulleyとして利用して行った
母指対立再建術21例22手のうち移行腱に浅指屈

筋腱を用い，4カ月以上経過観察が可能であった

13例13手を対象とした．固定群は8例8手（平

均年齢74.9歳，平均経過観察期間11.0ケ月)，早

期群は4例4手（平均年齢68.8歳，平均経過観察

期間5.0ケ月）であった．

【術式】移行腱として浅指屈筋腱を採取する．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，母指最大掌側外転で移行腱を長母指伸筋腱

にmterlacmgsutureする．

【後療法】固定群は3週間固定後，早期群は翌日

から母指の対立運動と屈曲運動を開始した．

【調査項目】母指IP関節ROM,指腹つまみ力お

よびその改善がプラトーに達するまでの期間の各

項目を固定群,早期群それぞれについて調査した．

【結果】母指IP関節の屈曲は固定群34.5度・早期

群49.8度，伸展は固定群5.9度・早期群16.5度，

指腹つまみ力は固定群4.09kg・早期群4.30kg,指
腹つまみ力の改善がプラトーに達するまでの期間

は固定群12.5週・早期群6.0週であった．

【考察】早期運動療法は母指IP関節のROM,指

腹つまみ力いずれも優れており有用であった．ま

た早期運動療法により指腹つまみ力の改善もはや

くなり母指対立再建術の時間的問題がある程度緩

和された．
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肘部管症候群における術後自覚的症状の

改善にかかわる術前因子の検討

PredictionfbrPostoperativeRecoveryofCmef

ComplaininCubitalTunnelSyndrome

'旭川医科大学整形外科,z函館中央病院整形外科，

3奈井江町立病院整形外科

○入江徹11後山恒範11研谷智11

多田博2，勝木雅俊3

【はじめに】肘部管症候群の術後において，臨床

的に主訴となるしびれ感について評価の難しさを

感じることがある．今回我々は，術後自覚症状の

改善に注目し検討を行った．

【対象と方法】1994年12月より2003年4月まで

当科で尺骨神経皮下前方移動術を行った52例中，

頚椎疾患，糖尿病，再発例を除外し，術後6ヶ月

以上経過観察できた30例を対象とした．手術時

年齢27～79才(平均588才),男性27例,女性3例，

肘部管症候群の原因は,OA23例,尺骨神経習慣性

脱臼3例，外反肘2例，その他2例，発症から手

術までの罹病期間2ケ月～20年(平均45.2ケ月)，

術前MCVは測定不能～46.6m/s(平均32.2m/s),

術後経過観察期間6ケ月～52ケ月(平均17.6ケ月）

であった．主訴はしびれ感25例(83％),手の筋力

低下3例,肘痛2例であった．術前病期分類は,赤

堀分類,McGowan分類,Smffer変法で評価した.し

びれ感を，つよい,気になる，気にならない，なし

の4段階で評価し，最終経過観察時におけるしび

れ感が術前とくらべて1段階以上改善したものを

改善群(21例),改善しなかったものを非改善群(9

例)とし，統計学的に比較した．また，しびれ感

の改善と術後臨床成績評価との相関を検定した．

【結果】改善群と非改善群の間で罹病期間に有意

な差があり，手術時年齢，性別，原因，術前

MCV,術前病期分類には有意な差はなかった．

しびれ感の改善の程度と，術後臨床成績評価の間

には有意な相関を認めた．

【考察】今回の検討結果から術後のしびれ感の改

善の点からも，可及的早期の手術が術後の満足感

の向上につながると考えた．現行の術前病期分類

は術後のしびれ感の改善を予測できず，術後の満

足感の向上のためには罹病期間の項目もふくめた

新しい評価方法が必要と考えた．今回使用した術

後臨床成績評価は，術後のしびれ感の改善をよく

反映していた．

2-Pb-30

スポーツによる肘部管症候群

CubitalTumelSyndromeinSportsPlayers

'山形大学整形外科，2済生会山形済生病院整形外

科

○佐々木淳也'，高原政利1，石垣大介2，

菊地憲明11荻野利彦！

【目的】スポーツ選手に発症する肘部管症候群は

その神経所見が軽度でも競技活動に支障を来すこ

とがある．演者らの経験したスポーツに起因する

肘部管症候群の臨床的特徴について検討したので

報告する．

【対象と結果】スポーツに起因する肘部管症候群

18例を経験した．男性が17例，女性が1例であ

った．受診時年齢は12歳から36歳であり，平均

19.4歳であった．スポーツ種目をみると，野球が

15例であり，柔道，砲丸投げ，弓道が各1例であ

った．全例でスポーツ活動中の肘関節内側痛を認

めた．手指のシビレを訴えた症例は2例のみであ

った．骨間筋の萎縮は全例でみられなかった．徒

手筋力評価にて小指深指屈筋の軽度の低下を全例

に認めた．軽度の知覚障害が13例でみられた．

Tinel'ssignが17例でみられ，肘屈曲テストは11

例で陽性だった．神経伝導速度は，患側で平均

54.7m/s,健側で59.6m/sであり,10m/s以上の遅

延を示した例は2例のみであった．12例に尺骨神

経皮下前方移行術を行った．全例で症状の軽快が

得られ元のスポーツに復帰した．

【考察】誘因となる種目として野球が最も多かっ

た．投球にともなう肘関節の外反ストレスが誘因

と考えられる．臨床症状としては全例肘関節内側

痛であり，シビレや脱力を訴える例はほとんどい

ないので，尺骨神経神経麻揮を念頭におかなけれ

ば見逃される危険がある.全例に麻揮を認めたが，

軽度であったので注意して診察することが重要で

ある．またスポーツによる肘部管症候群は，尺骨

神経前方移行術により症状の軽快が得られ，スポ

ーツ復帰が可能であると考えられる．
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2-Pb-31

肘部尺骨神経移動術後神経障害に対する
神経溝形成術

CubitalGroovePlastyfOrUlnarNeuropathy

afterTransposition

'慶友整形外科病院，zけいゆう整形外科

○辻野昭人ll伊藤恵康11村中秀行11

飯島英二2

【目的】われわれは肘部管症候群のうち尺骨神経

の脱臼が原因となる例に対し，尺骨神経溝形成術

を施行し良好な結果を得てきた．今回，肘部尺骨

神経移動術後の神経障害に対し，同様に神経溝形

成術を施行したので，所見ならびに術後成績につ

き報告する．

【対象・方法】尺骨神経移動術後尺骨神経障害を

きたした11症例を対象とした．再手術時平均年

齢は29才（19-69)，単純除圧術後3例，内側上穎

切除術後2例，皮下移行術後5例，神経溝形成術

後1例であった．内訳は野球投手8例，事務職員

1例，主婦2例で，術前McGowanの分類では

gradelが7人,grade2が4人（筋萎縮1例),

grade3が0人であった．これらの症例に対し，神

経溝を形成し障害神経を移行した．

【結果】単純除圧，内側上願切除術，ならびに神

経溝形成術後の再発原因は，内側上穎での摩擦性

障害であった．皮下移行5例の再発原因は，癒着

3例，伸展時に肘部管に神経がもどる内側上穎で

の摩擦性障害1例，肘部管出口部での絞抓1例で

あった．10例は6ヶ月以内に尺骨神経症状が消失

したが，単純除圧術後投手の1例は，2年の経過

でも投球量が増えるとしびれを自覚した．当症例

の神経は障害部位の硬化が著しかった．

【考察】肘関節の可動域が良好で活動性の高い症

例では，単純除圧術後に内側上穎で摩擦性神経障

害を来すことが知られている．内側上穎切除術は

これを予防する術式であるが，切除が大きいと内

側側副靭帯機能不全を来すため注意を要する．前

方移行術では，肘関節屈曲時は神経への張力が減

少するが伸展では神経が伸張され，癒着の原因と

なる．神経溝形成術は，内側上穎後方に神経を安

定させる術式であり，摩擦性神経障害の防止のみ

ならず，神経張力変化が少ない利点がある．

2-Pb-32

正中神経反回枝圧迫症候群2例の検討

TwoCasesofCompressionSyndromeofthe
ReccurentBranchoftheMedianNerve

'千葉大学整形外科，2千葉市立青葉病院

○國吉一樹11廣田延大I,阿部圭宏11

六角智之2，高橋勇次2

【目的】正中神経反回枝が単独で絞抓され，母指

球筋麻痒をきたした2症例を経験したので報告す

る．

【症例1】57才，男性．誘因なく右母指対立障害

を自覚し，2ヶ月後に当科を初診．初診時，知覚

障害は認めず，著明な母指球筋の萎縮を認めた．

Tinelsign,Phalentestはともに陰性．電気生理検

査では短母指外転筋(APB)の遠位潜時は導出不

能であったが，知覚神経活動電位は正常で健患差

は認めなかった．針筋電図ではAPBのfibrillation

を認めた．以上から正中神経反回枝単独の障害と

診断，手術を施行．手根管を開放すると横手根靱

帯の肥厚および反回枝の走行異常は認めず，筋へ

の進入部の近位でband状の組織による圧迫を認

めた．これを切除すると神経には圧痕を認めた．

術後3ヶ月で筋萎縮の改善が見られ，術後6ヶ月

で完全回復した．

【症例2】79才，女性．誘因なく右母指対立障害

を自覚し，1ヶ月後に当科を初診．理学所見，電

気生理所見は症例1とほぼ同様であった．手術で

は手根管を開放すると横手根靱帯の肥厚および反

回枝の走行異常は認めなかったが，反回枝は横手

根靱帯を通過した直後に鋭角に近位方向に反回し

ており，この部において圧迫を受けていた．この

部の横手根靱帯を切除した．術後7ヶ月の現在，

APBは完全回復している．

【考察】正中神経反回枝単独絞掘例の報告は極め

て少ない.Bennetはcompressionsyndromeと呼び，

病態として反回枝力端手根靱帯を貫くタイプのも

のが通過部で絞掘を受ける場合と今回の症例2と

同様な病態の2通りを報告している．症例1と同

様な病態の報告はない．頚椎病変と診断されてい

た例もあり，母指球筋麻揮のみをきたす，手根部

での絞拒がありえることを念頭におく必要があ

る．
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2-Pb-33

上腕二頭筋筋腱移行部断裂後に生じた正

中神経絞掘性障害

AcuteCompressionoftheMedianNerveat

theElbowbytheLacertusFibrosis

'静岡県立総合病院整形外科,2ClevelandOrthopae-

dicandSpmeHospital

○松岡秀明',WilliamH.Seitz,Jr.2

肘屈曲時に急激に肘伸展を強制されるような外傷

を受けた直後より，上腕遠位前面から前腕近位に

かけて肘窩を中心とする急激な瘤痛を自覚した症

例7例を経験した．患者は16歳から67歳，男性

5例女性2例であり，3例は運動中・3例は重量物

を持ち上げた時・1例は重量物を受け止めた時に

受傷した．患者は健側の腕または三角巾などで患

肢を肘屈曲・前腕回外位に保持しており，抵抗下

に肘自動屈曲および前腕自動回外運動をさせた

り，肘他動的伸展および前腕他動回内運動をする

と痔痛が誘発された．肘窩で正中神経部に一致し

て著しい圧痛およびTinel徴候を認め，正中神経

領域に明らかな知覚障害または麻揮は認めなかっ

たが，痔痛のため前腕屈筋の筋力は制限されてい

た．術中所見ではすべての症例で上腕二頭筋筋腱

移行部の外側部分が損傷しており，病理学的には

同部分に綴痕肉芽形成を認めた.この断裂の結果，

上腕二頭筋腱およびlacertusfibrosisは内側に移動

し，深層に走行する正中神経を絞掘しているのが

観察された.Supracondylarprocessなど他の病変

は認められず，上腕二頭筋腱実質は僥骨付着部分

まですべて異常は認めなかった.Lacemsfibrosis

を切離することによって全症例で術直後より瘻痛

の消失が得られ，術後3ヶ月までに筋力は健側と

同程度まで回復した．15ケ月から48ケ月の追跡

期間中に再発した症例はなかった．肘部において

上腕二頭筋筋腱移行部損傷を原因とする正中神経

絞抓性障害で報告は我々の渉猟し得た限りではな

かった．

2-Pb-34

肘部レベルでの僥骨神経麻揮の検討

AnAnalysisoftheRadialNerveParalysisat
theElbow

'東北大学整形外科，2東北公済病院宮城野分院整

形外科，3東北労災病院整形外科，‘石巻赤十字病

院整形外科

○松原吉宏'，佐々木大蔵11宮坂芳典21

信田進吾3，長谷川和重4

【目的】我々が経験した肘関節部の占拠性病変

(以下SOL)による僥骨神経麻痒例の画像及び手

術所見から障害部位を明らかにすること．

【対象と方法】対象は当科及び関連病院で手術を

行った肘関節部のSOLによる僥骨神経麻痒8例で

ある．男性5例，女性3例，初診時年齢は31~

66歳（平均48歳）であった．罹患側は右5例，

左3例であった．全例が平山の分類のdropfinger

andthumbtypeであった.1例に僥骨神経領域に軽
度の知覚障害を認めた．これらの症例の画像所見

から圧迫要素とその存在範囲を調べた．これをも

とに神経障害部位を推測し，手術での僥骨神経の

圧迫所見と対比した．

【結果】圧迫要素は6例がガングリオン，1例で陳

旧性榛骨頭脱臼，1例が怒張した僥側反回動静脈

であった.画像上，圧迫部位はガングリオンが僥

骨頭から僥骨頚部，陳旧性僥骨頭脱臼が僥骨頭の

部位，僥側反回動静脈では僥骨頚部が最も強かっ

た．手術所見から僥骨神経の圧迫部位は本幹から

以遠が1例，分岐部以遠での圧迫が7例であった．

【考察】僥骨神経の走行を考えると肘レベルでは

骨性要素として上腕骨小頭，僥骨頭，頚部が，軟

部組織要素として上腕二頭筋腱，僥側手根伸筋，

回外筋が挙げられる.Rolesら,Listerらはこの管

状構造を榛骨管と定義して，この部分での絞掘性

神経障害で筋力低下を伴わない肘痛をradial

tunnelsyndromeとして報告した．一方，画像所見
と手術所見との検討から僥骨管内，特に僥骨頭か

ら回外筋出口部レベルが神経圧迫の主病変と考え

たが，骨，腱，靭帯から構成される僥骨管内に

SOLが存在すると筋力低下を伴う僥骨神経麻痒が

生じることが示唆された．

【結語】肘部レベルでのSOLを伴う榛骨神経麻揮

は僥骨管内における神経圧迫が主因と考えられ

た．
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2-Pb-35

保存療法にて経過観察した特発性前骨間

神経，後骨間神経麻揮の8例
ConservativeTreatmentofAnteriorand

PosteriorlnterosseousNervePalsy

京都大学整形外科

○松本泰一，柿木良介，池口良輔，

中村孝志

【目的】特発性前骨間神経麻陣および後骨間神経

麻鹿に対する治療方法は未だ一定の見解はなく，

経過観察のみで良好な回復が得られるとする報告

がある一方で，発症後早期から神経剥離等の手術

療法を主体とした報告も多数ある．今回我々は，

当院における保存療法にて経過観察した本疾患の

治療結果を評価し，その治療方針を検討した．

【対象と方法】1999年4月から2002年11月まで

に当科で本疾患と診断され，手術を施行しなかっ

た8症例（前骨間神経麻痒6例，後骨間神経麻痒

2例）の回復経過について調査した．

【結論】8例中で前骨間神経麻痒の2例を除いた6

例（75％）が手指罹患筋力MMT4または5に回

復した（回復群)．そのうち前骨間神経麻痒は6

例中4例（67％）回復し，後骨間神経麻痒は2例

とも(100％)回復した．全症例の平均経過観察期

間は19.9ケ月，（前骨間神経麻輝23.4ケ月，後骨

間神経麻痒9.5ケ月）であった．回復群の平均経

過観察期間は18.1ヶ月であり，回復が悪い症例

の平均経過観察期間は25.2ケ月であった．回復

群において,MMI'3に回復した時期は，発症後平

均9.6ケ月（5.5～17.8ケ月),MMT4または5に

回復した時期は，発症後平均12.6ケ月（7.3～

27.8ケ月）であった．特発性前・後骨間神経麻痒

に対する治療方針に関しては議論の多いところで

ある．1年以上経過観察を行ったにもかかわらず

回復が悪い症例があった．回復群は平均12.6ケ

月でMMT4以上に回復していた．従って，特発

性前・後骨間神経麻痒に対しては1年以上の経過

観察を行った上で，回復の悪い症例に限り腱移行

術を施行すべきであると考えている．
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小皮切screw固定による舟状骨骨折治療

MinimumlnvasiveSurgeryforScaphoid
Fracmre

兵庫医科大学整形外科

○田中寿一，大迎知宏，戸祭正喜，

柳田博美，常深健二郎

【目的】舟状骨骨折に対する内固定は,Herbert

screw(HS)出現以来，確実な癒合と患者のQOL

の向上により本治療の第一選択となっている．さ

らに最小侵襲手技である小皮切による刺入固定

は，新しいScrewの出現により，手技がより簡素

化され,本骨折治療概念を一変させている．今回，

その有用性につき検討を加え報告する．

【対象・方法】1986.9より内固定した新鮮舟状骨

骨折207例の内，1992.6以来の小皮切刺入固定

126例(HerbertA:48,B:78)を対象とした．使用

ScrewはHerbertscrew(HS)42例,Herbert/

Whpplescrew(HW)5例,Dobulethreadscrew

(DTS)13例,Scarfscrewl例,Headlessbone

screwl例と2000.7よりは独自に開発したDobule

threadedscrewJapan(D'IJ)を用いた64例である．

方法は，静脈麻酔ないしは局麻下に掌側大菱形骨

間の小皮切から,イメージ透視下に刺入固定する．

術後は,thumbspica型固定を平均1.8週行った．

経過観察期間は4ケ月～6年2ケ月（平均1年10

ケ月）である．

【結果】骨癒合率は100％で，手関節可動域は健

側比97％，平均7.8週で骨梁の通過を認めた．

【考察】藤（日手会誌；6727-780,1989）により

世界に先駆けて報告された小皮切によるScrew固

定法は，近年本領域における最小侵襲手技の中で

も，最も患者のQOLの向上に寄与した術式の1

つといえる．さらにHSの問題を改良した

cannulatedscrewが開発され，中でもDTTscrewは，

guidewireがl.2mmであることより，正確に術者

の思うところへの刺入が可能で，さらに遠位

thrreadにはselfdrillmgとselftappmg機構を兼ね備

え，直接刺入固定(2Step法）が可能で，手技が

より簡素化された．従来法に比して良好な術後成

績（特に可動域）が得られ，早期の社会復帰を可

能し,Daysurgeryにも十分対応出来る有用な術

式である．

2-Pc-21

新鮮舟状骨骨折に対するAcutrakScrew

固定の成績

OurResultofOperationfOrFreshScaphoid

FracturesUsingAcutrakScrew

'平成記念病院整形外科，2国保中央病院

○前川尚宜11定直行11小野浩史21

藤谷良太郎2

【目的】近年新鮮舟状骨骨折に対して早期にスク

リュー等による内固定を行い良好な結果を得たと

いう報告が散見される．今回我々は新鮮舟状骨骨

折に対しAcutrackScrewを用いた観血的整復固

定術を施行した症例の治療成績を検討したので報

告する．

【対象および方法】症例は2002年3月より2003年

9月まで我々 の施設でAcutrackScrewを用い手

術を施行した新鮮舟状骨骨折20症例（男性18例，

女性2例）である．右9手左11手であった．手術

時年齢は平均37.6歳（16歳～71歳）であった．

骨折型はHarbert分類A2:1手B1:9手B2:10

手あった．合併症は僥骨遠位端骨折3例，手根不

安定症2例であった．手術は全例IVRA下にlcm

の小切開で固定を行った．内固定材料として全例

AcutrackScrewを用いた．受傷から手術までの

期間は12.1日（3日～53日）であった．術後固定

は12例でギプス固定としたが,8例では術後固定

は行わなかった．上記の症例についてCooneyの

手関節評価基準にて臨床成績を評価し，更にx線

学的検討を行った．

【結果】術後ギプス固定期間は平均2.4週(0～7週）

であった．経過観察期間は平均10ヶ月（3ヶ月～

31ヶ月）であった．最終経過観察時全例とも原

職，原作業に復帰している．手関節機能評価は最

終経過観察時平均94．6点（85～100点）であっ

た．優15例，良5例であった．全例でx線上骨

癒合を認めた．

【考察】新鮮舟状骨骨折の治療としてスクリュー

を用い整復固定する方法はギプス固定期間を短縮

でき,比較的早期に関節可動域訓練が可能であり，

重作業を除く日常生活が可能である．このため術

後成績が早期より良好であり推し薦めてよい方法

と考える．
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舟状骨骨折新鮮例に対する局所麻酔下で

の小切開手術

TheOperativeTreatmentofScaphoidFracture
UnderLocalAnesthesia

'順天堂大学浦安病院整形外科，z順天堂大学整形

外科，ヨ東京労災病院整形外科

○原章11北原肇11富田善雅21

岩瀬嘉志2，楠瀬浩一，

【はじめに】1999年以降，舟状骨骨折に対して局

所麻酔下に小切開でスクリュー固定を行ってき

た．今回，その方法と成績を報告する．

【対象および方法】1999年以降，舟状骨骨折に対

して小切開スクリュー固定を行ったのは26例で

あり，そのうち，局所麻酔下に施行したのが13

例13手で，この13例を対象とした．全例男性で，

受傷時年齢は16～46歳（平均28歳）であった．

Herbe並の骨折分類でA1:1手,A2:7手,B2:

5手で，手術は全て受傷後1か月以内に行った．

使用したスクリューは,HerbertWhippleの機械を

用いてドリリングした後，通常のHerbertスクリ

ューを使用したのが1手,cannulatedHerbertscrew

standardが9手,cannulatedHerbertscrewhigh

compressionが2手,Acutrakscrewl手であった．

掌側近位手掌皮線の延長上で舟状骨結節遠位部に

約5mmの皮切を置き，麻酔は1%リドカインを，

皮切部皮下，僥骨手根関節，中央手根関節へ十分

に注入した後，手術を行った．ターニケットは基

本的に使用していない．術後，初期の頃は2～3

週間のシーネ固定を行っていたが，最近，外固定

は併用していない．

【結果】10例に骨癒合を得た．骨癒合までの期間

は1カ月～6カ月，平均2.5カ月であった．1例は

術後6カ月未満で経過観察中，1例は術後来院せ

ず，1例は1年以上経過して骨癒合を得ていない．

【結論】安定型のHerbertA1,A2,及び不安定型

のHerbertB1,B2に対する局所麻酔下小切開スク

リュー固定は時間的・経済的にも患者の満足度は

高い．これに対し，近位端骨折，脱臼骨折，粉砕

骨折および不安定型で明らかに靭帯損傷を伴うも

のは局所麻酔下手術の適応外としている．

2-Pc-23

手の外科領域におけるAcutrakscrewの

使用経験

SurgicalTreatmentUsingAcutrakScrewin

HandSurgery

玉造厚生年金病院整形外科

○池田登，小谷博信，星川一

布留守敏，上尾豊二

【目的】Acutrakscrewが本邦で使用できるように

なって3年が経過する．この間，その使用経験に

関する報告がいくつか行われている．当院でも

2001年4月以後,Acutrakscrewを使用してきたの

で，その使用経験について報告する．

【対象】過去2年間にAcutrakscrewを使用した症

例は17例18指肢，男性11例，女性6例，手術時

年齢は14～80歳（平均46歳）であった．対象症

例は骨折11例（末節骨骨折偽関節1例，中手骨

骨頭骨折1例，舟状骨骨折新鮮例2例・偽関節1

例，大菱形骨骨折1例，有鈎骨骨折1例，僥骨遠

位端骨折後変形治癒の矯正骨切り1例，僥骨頭骨

折1例，上腕骨小頭骨折新鮮例1例。変形治癒1

例)，手根骨間固定3例(4comerfilsion2例,STT

固定1例)，関節固定3例4指（母指MP関節固定

1例DIP関節固定2例3指）であった．

【結果】術中のガイドワイヤーの折損，Screwの入

れ直しや挿入困難などのトラブルもなく，全例問

題なく，骨癒合が得られた．

【考察と結論】従来,HeadlessscrewとしてHerbert

screwおよびその類似品のみであったが，その操

作性の悪さからその使用には一部の習熟した術者

のみが使用し,一般にはそれほど普及しなかった．

近年，多くのHeadlessscrewが開発・販売されて

おり,Acutrakscrewもそのなかのひとつである．

Acutrakscrewはcanulated,filllthreaded,tapered

であるため操作性が良く，使いやすく，骨片間の

圧迫も強力なので，ガイドピンさえ正確に刺入で

きれば，その刺入も容易であり,leamingcurveも

短期で上昇する．術後成績に早期からの可動域訓

練が重要なウェイトを占める手の外科領域ではそ

の強力な固定力から適応は広いが，価格が高価な

ので，その適応決定は慎重に行うべきであろう．
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スポーツにおける有鉤骨鉤骨折の治療成

績

ClimcalAnalysisfOrFractureofHamateHook

inSports

'至誠会第二病院整形外科，2国立成育医療センタ

ー整形外科，3平塚市民病院整形外科，4慶應義塾

大学整形外科，，川崎市立川崎病院整形外科

○谷野善彦11高山真一郎21石井聖佳31

仲尾保志4，堀内行雄s

【目的】有鉤骨鉤骨折はスポーツとの関連が知られ

ているものの,初期治療で見逃され,偽関節を形成

してから専門医を受診する例が散見される．また，

新鮮損傷時の治療では鉤摘出と骨接合の間で意見

の一致をみていない．そこで，われわれはスポー

ツにおける有鉤骨鉤骨折について検討を加えた．

【対象と方法】対象は，1989年から2002年までに

当院でスポーツによる有鉤骨鉤骨折を治療した

26例である．調査項目は，受傷原因，受診まで

の期間，画像診断法，スポーツへの復帰期間，術

後合併症とした．受傷年齢は平均33.4歳(17～60

歳)，来院までの期間は平均58.3日（1日～16年）

であった．治療法は，先端部骨折であった1例を

除き，全例において鉤摘出術を施行した．画像診

断は全例,X線および手根管撮影を施行し，症例

に応じて補助診断を追加した．

【結果】受傷原因は，野球12例，ゴルフ9例，テ

ニス2例，アイスホッケー，水球，器械体操各1

例と特定の種目に集中していた．受診までの期間

は1週間以内が7例，1ヵ月以上は19例であり，

1週間以内の受診では野球を原因とする症例が5

例を占めた．画像診断上，手根管撮影で骨折を確

認できたものは26例中13例であり，断層撮影，

CT,有鉤骨鉤撮影を追加することで全例，把握

することができた．全例で術後合併損傷なく元の

競技に復帰し，握力は健側比で平均89.5％まで回

復した．スポーツ復帰までの期間は平均3.8週

(2.5～8週）であった．

【考察】手根管撮影の陽性率が半数例となった原

因には，瘤痛により撮影肢位が困難なため，鉤基

部の描出不足が推測された．また，鉤摘出によっ

て危‘倶される腱損傷，手関節の配列異常，握力低

下を認めなかったことからスポーツ選手や活動性

の高い患者では競技への早期復帰が第一に考慮さ

れるため，骨摘出術は有効な治療法であることが

明らかとなった．

2-Pc-25

当科における大菱形骨体部骨折例の検討

TreatmentofFracmreoftheThPapeziumBody

'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1，有薗行朋1，穴山聡2，

渡邊寛2，浜田良機2

【目的】当科で経験した大菱形骨体部骨折症例に

ついて検討した．

【対象・方法】症例は男6例，女1例の7例7手で，

受傷時年齢は16歳から40歳（平均24歳)，罹患

側は右3手，左4手で，観察期間は4カ月から1

年4カ月（平均8カ月）であった．受傷原因はバ

イク事故によるものが5例，スポーツ，労災が各

1例で，骨折型はverticaltypeが3例,comminuted

卯e3例,transversetypel例であった．罹患手の

合併損傷としては，バイク事故の症例において

Bennett骨折，掌側Barton骨折，手関節背側脱

臼十舟状骨骨折をそれぞれ1例に認めた．また肩

関節や肘関節の脱臼骨折，下肢の骨折，肺挫傷，

睾丸転位などの合併もみられた．治療法ではK-

wire固定が3例,miniscrewを用いたものが3例，

保存1例であった．これら症例の最終観察時にお

ける痔痛の有無，関節可動域，レントゲン所見に

ついて調査した．

【結果】粉砕骨折の2例において関節面の不整が

残存し，そのうち1例で母指CM関節の可動域制

限がみられたが，残りの症例では痔痛や可動域制

限はなく良好な骨癒合が得られていた．

【考察・結語】大菱形骨骨折は手根骨骨折中約

5％，舟状骨骨折の1/10～1/20の程度とされ比較

的まれな骨折といえる．受傷機転としてはバイク

事故などで母指の長軸方向に強い力が作用して発

生することが多いとされており，今回のわれわれ

の症例においても関節面の陥没を伴う粉砕例や

verticaltypeの症例がほとんどであった．治療は
K-wireやsmallscrewを用いて早期に解剖学的整復

位を獲得することが望ましいが，粉砕例では関節

面の修復に難渋することも少なくない．また，一

見単純な骨折のようにみえても高度に粉砕されて

いることも多く，術前に断層撮影やCTなどによ

り骨折部の十分な把握を行なうことが重要と思わ

れた．
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有鉤骨基部骨折に対する鉤摘出術の有用
性の検討

SurgicalExcisonfbrtheRacmreoftheHook
oftheHamate

北里大学東病院整形外科

○只野功，小林明正，井村貴之，

藤田護，二見俊郎

【はじめに】有鉤骨鉤骨折は外科的治療の対象と

なる骨折の1つである．我々は有鉤骨基部骨折に

対し掌側切開による鉤摘出術を基本的な治療方針

としてきた．今回術後成績および鉤摘出術の有用

性に関し検討した．

【対象，方法】症例は13例13手で，（男11例，女

2例)，右5例，左8例，手術時の平均年齢37歳，

発症はスポーツによるものが8例（ゴルフ4例，

テニス2例，野球1例，ソフトボール1例)，転倒

5例であった．症状は，全例で手掌部尺側の瘻痛

を認め，2例で小指の屈曲制限，尺骨神経領域の

知覚障害を2例に伴っていた．診断は，手根管撮

影,CT,骨シンチ，断層X線などで行った．手

術は全例に掌側皮切による鉤摘出術を施行した．

また小指屈筋腱断裂の2例に腱再建術を追加し

た．術中所見で小指屈曲障害を認めなかった2例

に小指深指屈筋腱表面の磨耗を認めた．以上の症

例で,1）切開部の痙痛の有無2）握力の回復度，

3）スポーツ活動への復帰の有無,4)BMIによる

術後の腱の走行等により本術式の有用性に関し検

討した．

【結果】術後の観察期間は5ケ月～13年（平均3

年6ケ月）であり，全例手掌部尺側部痛は消失し

た．また手術癩痕による瘤痛，圧痛は認めなかっ

た．スポーツ復帰は，腱断裂例の2例を除き6例

が可能であった．術後の握力（％健側比）は，70

～107％であり，腱断裂合併例の2例では70％，

78％と非断裂例に比し低下していた．術後の

Mmを施行した2例では，小指屈筋腱の走行の尺

側への偏位は認めなかった．

【結語】掌側切開による有鉤骨鉤摘出術は切開部

の瘻痛も残さず，握力の回復も得られる有用な手

術法である．手術の時期は腱断裂を生ずる前に施

行すべきと考える．

2-Pc-27

手根骨脱臼の治療経験

TreatmentofCarpalBoneDislocations

'昭和大学横浜市北部病院整形外科，2昭和大学整

形外科

○川崎恵吉11瀧川宗一郎21稲垣克記21

富田一誠ll宮岡英世2

【目的】手根骨の脱臼は比較的希な外傷であり，

またその複雑なx線像のために見逃されやすく，

陳旧例になると治療に難渋することも少なくな

い．新鮮例であっても，最近は手根不安定症の概

念のもとに整復のみでは不十分で，断裂した靭帯

縫合の必要性も指摘されている．今回我々は，最

近10年間に経験した手根骨の脱臼について検討

したので報告する．

【対象・方法】過去10年間に当科および関連病院

にて治療した手根骨の脱臼の症例25例のうち，

一年以上経過し，直接検診し得た20例を対象と

した．これらの症例に対し，脱臼型，治療法，直

接検診時の状況（可動域，握力，痙痛，復職状況，

ADL障害及びCooneyの臨床評価),レントゲン

写真の検討を行った．

【結果】症例の内訳は，月状骨掌側脱臼6例，月

状骨背側周囲脱臼11例，月状骨三角骨豆状骨掌

側脱臼1例，僥骨手根骨間背側脱臼1例であった．

そのうち陳旧例は月状骨脱臼，月状骨周囲脱臼，

月状骨三角骨豆状骨脱臼の各1例であった．治療

方法は，保存的療法2例，経皮的Pmnmg固定術3

例，観血的整復固定術14例，近位手根列切除術1

例に行った．関節鏡を2例に併用した．舟状骨骨

折の合併は7例で,doublethreadheadless

compressionscrew(4例),K-wire(3例）で固定

し，陳旧例の2例には骨移植を併用した．2例は

偽関節となった．僥骨茎状突起骨折合併は3例で

あった.Cooneyの評価では,FairとPoorが7割を

占め，瘻痛よりも掌背屈の可動域制限がADL障

害に影響を及ぼした．整復までの期間，脱臼型と

成績に相関はなかったが，手根配列異常をきたし

た症例の成績は不良であった．

【考察】手根骨の脱臼では，脱臼整復だけにとら

われることなく，手根配列異常をきたさないため

に，靭帯の処置やalignmentの整復にも注意を要

すると思われた．
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尺骨頭骨折の治療

TreatmentofthemnarHeadFracture

豊橋市民病院整形外科

○須川敬，井上五郎，大間知孝顕

尺骨遠位端の骨折は，茎状突起もしくは骨幹端部

での関節外骨折となることが多く，尺骨頭の関節

内骨折となることは比較的まれである．我々は

12例の尺骨頭関節内骨折を経験し，尺骨頭骨折

の骨折型，合併する僥骨骨折，治療成績等につい

て検討したので報告する．症例は12歳から83歳

で平均45歳，男性8例，女性4例であった．受傷

機転は交通事故が最も多く6例（自転車3例，バ

イク2例，歩行中1例)，その他転倒4例，スポー

ツ1例，労災事故1例であった．尺骨頭骨折を

Biymの分類を用いて検討した．単純関節外骨折

である1型は除外し，2型5例，3型6例，4型1

例を対象とした．9例は僥骨骨折を合併し，その

骨折型は6例が遠位端骨折（関節外骨折6例，関

節内骨折0例)，3例が骨幹部骨折であった．3例

は僥骨の骨折を伴わなかった．7例で遠位僥尺関

節の脱臼を伴った．尺骨頭骨折に対する治療は，

転位の少なかった3例は保存的加療（うち2例は

僥骨骨折に対して観血的整復固定術を施行）した

が，転位の大きかった9例は観血的整復固定術を

施した．臨床評価は，痔痛，関節可動域（掌背屈，

回内外)，握力について調査し,Rrnandezの評価

基準を若干修正した方法を用いて検討した．3ヶ

月以上追跡調査可能であった9例の成績は

Excellent5例,good3例,poorl例であった．正

確な解剖学的整復が得られ，早期に可動域訓練を

開始した症例の治療成績は良好であった．

2-Pc-29

尺骨遠位部骨折の治療成績

ClimcalResultsofFracmreofDistalUIna

関西労災病院整形外科

○中村吉晴，田野確郎，吉田竹志，

多田浩一

【目的】新鮮外傷の僥骨遠位端骨折や遠位部骨折

に合併した，また単独の尺骨遠位部骨折で手術を

行った症例の臨床成績を検討し茎状突起基部，遠

位骨幹部，骨頭骨折術後の変形治癒が遠位僥尺関

節(DRUJ)に影響し回旋制限の原因となるのか

検討し報告する．

【対象と方法】1997年から2003年4月に当科で手

術加療を施行した25例で男性5例，女性20例，

平均年齢は63歳（27～85歳)．受傷から手術ま

での期間は平均3日．24例に僥骨骨折を合併し1

例は尺骨単独骨折であった．骨折型はFemandez

の分類を用い尺骨遠位骨幹部骨折が8例（1群)，

茎状突起基部骨折が10例（2群)，尺骨頭粉砕骨

折が7例（3群）であった．尺骨の手術加療は経

皮pimingを5例，観血的整復術を20例に施行し

た．経過観察期間は平均16ケ月（6～66ケ月)．

臨床評価はMayoClinicのModifiedwrist-scoring

systemを用いた.X線評価は最終調査時のUlnar

mclmation(m),UharVariance(UV),を患側と

健側で計測しその差を△Ⅲ,AUVとした．また

1群では骨折部の回旋変形について，2群では

Malunionを〃とCTで評価しDRUJの適合性と回

内外制限について関連がないか検討した．

【結果】臨床成績はgood7例,fairl4例,poor4例

であった．回内外可動域140.以下の症例は8例

に認め1群2例中l例は回旋変形，2群3例中2例

は茎状突起のMalunion,3群3例中1例は関節内

骨折であった．140.以上の群と比較すると前者

は△UIは3.5｡,AUVは1.75mm後者は△UIは

4.6｡,AUVはl.2mmで明らかな有意差はなかっ

た．

【考察】回内外可動域制限の原因として尺骨茎状

突起のMalumon,遠位骨幹部の回旋変形が考えら

れる.AUIと△UVは単独では原因とならず僥

骨の背屈変形や短縮が合併した場合に回旋制限を

きたす可能性がある．
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小児新鮮モンテジア骨折に対する手術療
法

OperativeTreatmentofMonteggiaFractures
inChildren

'東海大学大磯病院整形外科，2東海大学整形外科

○池田全良11立岩孝明11岡義範11

小林由香2，齋藤育雄2

【目的】モンテジア骨折の治療の基本は，正確な

尺骨骨折の整復とこれによる僥骨頭脱臼の整復で

ある.そのため小児のモンテジア骨折であっても，

尺骨骨折の正確な整復固定を目的に積極的に手術

的治療を行ってきた．今回我々は小児モンテジア

骨折の手術例についてその術後成績を検討した．

【対象および方法】過去7年間に当科で治療した

小児の新鮮モンテジア骨折13例を対象とした．

性別は男10例，女3例であり，受傷時年齢は平

均6.9歳(5～11歳)．骨折型は,Bado分類でⅡ型

2例，Ⅲ型9例，Ⅳ型1例であった．Ⅲ型の4例

に後骨間神経麻痒の合併を認めた．全例全身麻酔

下に徒手整復を試み，整復位保持が不良で粉砕の

高度な9例に手術を行った．手術は4例に

肋schner鋼線固定,5例にplate固定を行った．僥

骨頭の観血的整復を要したものはなかった．経過

観察期間は平均3年5カ月（2年～6年)であった．

【結果】全例僥骨頭脱臼の再発はなく，前腕，肘

関節の可動域は健側と差がなかった.Bado分類

Ⅲ型の手術例うちKirscmer鋼線固定を施行した3

例とplate固定の1例に尺骨骨折部でのangulation

を認めたが2例は自然矯正され，2例に明らかな

carryingangleの減少を認めた．僥骨頭の肥大は3

例に認め,ulnarvarianceは3例に左右差を認めた．

後骨間神経麻痒は4カ月以内に自然回復した．

Bruceの評価基準では全例excellentで明らかな機

能障害はなかった．

【結論】小児新鮮モンテジア骨折では，僥骨頭脱

臼が十分に整復される尺骨骨折の整復固定で機能

的予後は良好である．しかし，正確な尺骨骨折の

整復と強固なplate固定も積極的に試みられて良

い方法である．

2-Pc-31

尺骨塑性変形を伴った外傷性榛骨頭脱臼

の治療経験

TraumaticDislocationofRadialHeadwith

AcutePlasticDefOrmationofmna

東京慈恵会医科大学整形外科

○千野博之，藤井克之，察詩岳，

佐藤吏，井上淳一

【目的】尺骨の急性塑性変形を伴った小児僥骨頭

脱臼は，比較的まれな疾患である．今回我々は，

受傷から治療までの期間の異なった本疾患の治療

成績を検討したので報告する．

【対象】症例は男児2例，女児3例の5例で，受傷

時年齢は6歳から12歳，平均8歳である．右側1

例，左側4例で，受傷原因はすべて転倒によるも

のであった．治療は，診断された時点ですみやか

に麻酔下に徒手整復を試み，整復不能例に対して

は僥骨頭の観血的整復術を施行した．術後の経過

観察期間は6か月から2年，平均1年である．

【結果】受傷から診断までの期間は0日から8週

間であり，単純X線像で全例に尺骨のbowingと

僥骨頭の前方脱臼を認めた．徒手整復可能であっ

たものは，受傷当日と受傷4日目の2例で，他は

徒手整復不能であった．受傷後2週間が経過した

2例は輪状靱帯の修復術を，受傷後8週間の症例

では尺骨の骨切り術を追加した．調査時，全例に

おいて僥骨頭の脱臼は整復されており，瘻痛およ

び可動域制限はなく経過良好である．

【考察】尺骨塑性変形を伴った小児の僥骨頭脱臼

は，モンテジア骨折に準じた治療が必要と考えら

れる．しかしながら，症例数が少ないので今後の

検討が必要ではあるが，本疾患においては尺骨の

正確な整復までは必要なく,ulnarbowsignが

7mmまでは靭帯の修復術のみで対処できた．整

復までの期間については，受傷後4日までは徒手

整復が可能であり，受傷後2週以上が経過すると

観血治療を要し，8週を過ぎた症例では尺骨の骨

切り術の追加が必要であった．小児の尺骨塑性変

形を伴った僥骨頭脱臼は，正確な単純x線像が得

られにくく診断に難渋することが多いが，比較的

早期に診断出来た症例ではその治療成績は良好で

あった．
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FIoatingelbow例の治療経験
AReviewofOutcomesinPatientswith

HoatingE化ow

'東海大学整形外科，2東海大学大磯病院

○齋藤育雄11岡義範21池田全良21

小林由香'，立岩孝明2

【目的】同側上肢の上腕骨と前腕骨の複合骨折，

いわゆるnoatingelbowに対しては適切な手術的

治療が不可欠である．しかし粉砕あるいは開放骨

折も多く高度の合併損傷を有し治療に困難を要す

る場合もある．今回当科で治療したnoatmgelbow

について治療成績をその問題点とともに検討し

た．

【対象および方法】過去5年間に当科で治療した

floatingelbow8例8肢を対象とした．性別は男6

例，女2例，受傷時年齢は平均32.3歳であった．

損傷型はRogers分類でGrouplが2例，肘関節に

骨傷を有するGroup2が6例であり，開放骨折は3

例，僥骨神経損傷を有するもの2例であった．合

併した多発外症例は7例で，手術までの待機期間

は平均10日であった．治療は，上腕骨骨幹部骨

折の6例に対して骨接合術（髄内釘4例,plate固

定2例）を施行し，前腕骨に対しては僥骨骨折の

4例および尺骨骨折の7例に骨接合術（髄内釘4

例,plate固定2例,tensionbandwiring5例）を施
行し，うち5例に骨移植を併用した．経過観察期

間は平均3年2ヶ月であった．

【結果】上腕骨骨折に髄内釘を施行した1例が偽

関節となった以外全例骨癒合を得た．術後成績は

日整会肘機能評価でGlouplは平均76.0点，

Group2は平均84.5点であり,Khalfayanの評価法

にて優5例，良2例，可1例であった．

【結論】多発外傷例では重篤な合併損傷に対する

処置が優先し,floatingelbowに対する早期

managementの障害になることがある.Rogers分

類Group2では骨折に対する適切な骨接合とくに

肘関節の強固な再建が早期リハビリテーションと

肘機能回復に重要である．

2-Pc-33

FIoatingelbowの治療成績
ClinicalResultofConcomitantlpsilateral
FractureoftheHumerusandForearm

大阪府三島救命救急センター整形外科

○瀧川直秀，浅井重博，中岡伸哉

【目的】Floatmgelbowは一側上肢に生じた上腕骨

と前腕骨の複合骨折である．他の重篤な合併症を

伴うことも多く，内固定が遅れ，偽関節や肘関節

拘縮を生じることも少なくない．今回我々はその

治療成績ついて検討したので報告する．

【対象および方法】過去に治療した28例のうち調

査し得た23例（男17例，女6例）を対象とした．

受傷時年齢は平均31.9歳（4～63歳)．受傷機転

は交通事故10例，墜落11例，爆発事故1例，列

車事故1例であった．23例中受傷後数日以内に死

亡した例が4例，上腕部で切断された例が2例で

あった．これらをのぞいた17例をRogersの分類

にしたがい分類すると，肘関節に骨傷を認めない

Grouplは8例，肘関節に骨傷を認めるGroup2は9

例であった．これら各Groupについての骨癒合，

肘関節可動域，内固定時期の早さによる成績の違

いについて検討した．

【結果】最終調査時には全例に骨癒合が得られて

いたが，経過中骨癒合不全のため偽関節手術を施

行されていた患者は2例(Groupll例,Group21

例）であり，肘関節拘縮のため拘縮解離を行われ

た患者は2例(Groupll例,Group21例）であっ

た．肘関節可動域はGrouplでは屈曲135.6度，伸

展3.8度であり,Group2では屈曲115．6度，伸

展25.6度とGroup2の方が悪かった．またGroup2

のうち全身合併症のため受傷後9日以降に内固定

を施行した群では，受傷後5日以内に内固定した

群に比べ屈曲で32度，伸展で12度，可動域が劣

っており，成績は不良であった．

【考察】Floatmgelbowは高エネルギー外傷でおこ
る比較的まれな外傷であり，治療成績の報告は少

ない．様々な骨折型があるため治療法は確立して

いないが，可能な限り早期に内固定を行うことが

重要であり，とくに肘関節を含むGroup2の外傷

においては，強固な内固定と早期の可動域訓練が

望まれる．
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前腕骨骨幹部骨折に対するMinimally
InvasivePlateOsteosynthesisと従来法
の比較

Minimallylnvasivevs.ConventionalPlate

OsteosynthesisfOrForeannFractures

済生会神奈川県病院整形外科

○山中一良，佐々木孝，清水国章

【目的】前腕骨骨幹部骨折にするminimally

invasiveplateosteosynthesis(MIPO)の有用性を

検討するために，従来法(ORIF)を用いて治療

した症例との比較検討を行う．

【方法1】1999年5月以降，手術治療を行った32

例のうち術後3か月以上経過観察し得た21例を

対象として，固定時の遣残転位，仮骨形成時期，

骨癒合，臨床成績(GraceandEversmann)につい

て検討した．

【結果11MIPOは9例（榛尺骨骨折2例，僥骨単

独4例，尺骨単独3例),ORIFは12例（榛尺骨骨

折7例，僥骨単独5例）だった．固定時の遺残転

位はMIPO群で，長軸転位：平均1.4mm,側方転

位：平均2.8mm,ORIF群で，長軸転位：平均

0.8mm,側方転位：平均0.9nmnだった．仮骨形成

時期は,MIPO群で平均41日,ORIF群で平均51

日，骨癒合率はMIPO群100%,ORIF群89%,臨

床成績は,MPO群:excellent78%,good22%で，

ORIF群:excellent67%,acceptablel7%,
unacceptablel7%だった．

【方法21MIPO導入以前にORIFを行った症例の

中から,MPOの適応と考えられる11症例を抽出

し，骨癒合率，臨床成績を検討した.(MIPOの

適応：非開放骨折，側方転位1横径未満，僥骨近

位部骨折を除く，隣接関節の損傷がない，粉砕骨

折を除く，受傷から手術まで10日未満，多発外
傷を除く）

【結果2】骨癒合率は100％，臨床成績はexcellent

lOO％だった．

【考察】MIPOは早期可動域訓練に必要な固定性，

低侵襲性，整容的利点を併せ持つ有用な手術方法

である．正確な整復性はややORIFに劣るが，臨

床成績は良好である．同等の条件下における

ORⅡﾏとの臨床成績での明らかな差はなかった．

2-Pc-35

前腕骨骨幹部骨折に対する最小侵襲手術

としてのTrue/Flex髄内釘固定一プレート

固定と比較して－

True/FlexIntramedullaryNailingfOrForearm
Fracmres

山口労災病院整形外科

○山本久司，桑田憲幸，藤真太郎

【目的】前腕骨骨幹部骨折に対するプレート固定

は標準的な治療法であるが，その侵襲は大きい．

侵襲を最小限にし，回旋に対しても強固な固定力

をもつTrue/Flex髄内釘を使用し，同時期に施行

したプレート固定と比較し，その結果を報告する

とともに，その手技の困難な点とその解決方法に

ついて詳細を述べる．

【方法】1997年より当科にて手術を行った中央

1/3の前腕骨骨幹部骨折は28例,True/Flex髄内釘

(以下TF群)17例，プレート固定（以下P群)11

例．年齢はTF群45.5歳(21～75),P群46歳

(17～71),TF群男11例，女6例,P群男8例，

女3例，受傷側TF群右6例，左11例,P群右7例，

左4例，受傷原因は交通事故がTF群10例,P群5

例と多く，受傷から手術までの期間はTF群平均

7日,P群7.8日，手術時間は両骨骨折でTF群平

均81分,P群122分であった．（手技の工夫）

True/Flex髄内釘は，原法では直接implantを挿入
し，整復固定とするが，髄腔の狭い前腕骨では非

常に困難を極めることが多く，途中で術式の変更

を余儀なくされる場合がある．当科では当初より

2.5mm径のK-wireをガイドとして整復と固定を

した上で，その後インプラントと置換する方法で

骨折部をオープンすることもなく，全例

True佃ex髄内釘を施行できた．

【成績】骨癒合はTF群86日[69～140],P群118

日（90～153),GraceandEversmann評価法でTF

群優10例，良3，可3，不可1,P群，優8例，良

2，可1と両群とも良好な結果が得られた．

【結論】True/Flex髄内釘において術式を工夫し症

例を選べば，手術時間の短縮と手術による侵襲が

軽減され，神経損傷などの合併症も避けられ，プ

レート固定と同等の成績が得られることがわかっ

た．
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3D-CTによる手部の腱描出

TYlree-dimensionalComputedTomographyfOr
theTendonoftheHand

I洛西シミズ病院整形外科，2西宮協立脳神経外科

病院整形外科，3大阪医科大学整形外科

○石津恒彦!，田村竜･--11佐藤敦11

大野克記2，阿部宗昭3

第365回整形外科集談会京阪神地方会にて3D-CT

により手部の腱が描出されることを報告した．今

回は手の部位，傷害別の有用性につき調査した．

【対象および方法】2000年6月～2003年6月に腱

描出を行った51例を対象とした．年齢は13～83

歳，男性35例，女性16例であった.CTは

HspeedAdvantageSG(GE横河メディカルシステ

ムズ社）を用い,volumerendering法で腱を描出
した．内訳は骨の撮影時に腱描出した13例を正

常例とした．前腕遠位～手(MP関節近位まで）

の腱損傷，断裂が18例（屈筋腱6例，伸筋腱12

例)，手指の腱損傷，断裂が16例（屈筋腱13例，

伸筋腱3例）である．骨片による手指の運動時痛

が1"Dupuytren拘縮が2例，骨腫瘍による手指

の屈曲制限が1例であった．腱画像の明瞭性を検

討し，画像と手術所見の関連性を検討した．

【結果および考察】正常例の屈筋腱は1本ずつ明

瞭に描出されたが，手根管より中枢の腱数は浅枝

屈筋腱と深枝屈筋腱が重なり6～7本のみ同定で

きた．正常例の伸筋腱はMP関節までは描出され

た．手術所見との対比では前腕遠位～手の腱損傷

例では，損傷腱数．断端の位置が画像と一致した

もの12例，腱の重なりのため画像上は損傷腱数

が少ないものS例であった．手指での屈筋腱損傷

はすべて損傷腱数と断端の位置が画像と一致し

た．伸筋腱はMP関節部での損傷1例のみ描出さ

れた．手指運動時痛例では骨片による腱の圧排が

描出された.Dupuytren拘縮の病的腱膜は描出不

良であった．骨腫瘍例では腱と腫瘍の位置関係が

明瞭に区別できた．

【まとめ】1.3D-CTにより腱を描出した51例に

ついて報告した．2．部位や病態によっては腱が

明瞭に描出されないこともあるが，手指での屈筋

腱の描出は良好であり術前に損傷腱数，断端の位

置を知ることができ,3D-CTはきわめて有用な画

像診断法と考える．

2-Pd-18

三次元CTによる手指伸筋腱の評価

Three-dimensionalCTImagingofExtensor
TendonsintheHandandWrist

広島大学整形外科

○砂川融，石田

梶原了治，越智

治，鈴木修身，

光夫

【目的】三次元CT(3DCT)によって手指伸筋腱

損傷の診断が可能か否かを決定すること．

【方法】対象は手指の伸展障害を主訴に来院した

12例で，年齢は40～86才であった．罹患指は母

指7例，環指5例，小指6例（重複5例）であっ

た．全例合併症があり，僥骨遠位端骨折後6例，

遠位僥尺関節変形性関節症3例,RA2例，尺骨頭

背側脱臼1例で，損傷が疑われたのはいずれも

Zone7であった．MultisliceCTを使用し，スライ

ス厚1.25mm,ピッチ0.63mmで前腕遠位から指

尖部までを撮影後,volumerende血g法で3D画像

を作成した．まず全ての伸筋腱を観察し，手関節

中枢から指尖部まで描出されているか否かを確認

後，断裂の有無，断裂例では腱断端の位置を同定

した．手術を行った症例では術中所見と比較し，

画像診断の精度について検討した．

【結果】全例でMP関節より末梢では腱の描出は

不能で,MP関節より中枢ではEPL,EDC(2),

(3)の描出は良好であったが，小指の伸筋腱の描

出は不確実であった．画像診断はEPL断裂5例，

EPL延長1例,EDC(4)断裂4例,EDC(5)断

裂2例,EDM断裂2例，断裂なし1例，猫出が悪

く診断不能4例であった．断裂例では末梢断端は

確認できたが中枢断端の位置は不明であった．断

裂の疑われた11例で手術を施行し，画像上断裂

のあった症例は画像所見通りに腱断端を認めた．

画像上EPL延長と診断した例では，嬢痕性に腱

の連続性が保たれていた．

【結語】3DCTではMP関節レベルより中枢の伸筋

腱の描出は良好であったが,EDC(5),EDMの

描出は不確実であった．本検査法の伸筋腱評価は

万能ではないが，骨病変との位置関係の把握が容

易であるために，術前計画，患者への病態説明に

は有用である．
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上肢における超音波カラードップラーの

有用性

TheColorDopplerUltrasonographyfor

DiseasesoftheUpperExtrenty

'札幌社会保険総合病院，2北海道大学整形外科，

3信州大学整形外科

○平地一彦11三浪明男21加藤博之ヨ

【目的】超音波カラードップラーは，血流情報を

カラーで動的表示する診断装置で，運動器を扱う

手の外科医に利用価値が高い．上肢疾患の51例

に応用し，その診断・治療上の多彩な利用方法に

ついて報告する．

【対象と方法】アロカ社製の診断装置と7.5MHz

のリニアプローブを用いた．症例は51例で，そ

の内訳は男性22例，女性29例，年齢は7～84歳

(平均51歳）であった．対象は軟部腫瘍が36例

(血管性腫瘍5例，動脈に近接する腫瘍8例，神

経性6例，他17例)，神経麻痒の原因検索が6例，

血行の確認が9例であった．

【結果】血管性腫瘍5例中3例は先天性動静脈奇

形で，腫瘍内部の乱流が鮮明で，解剖学的位置や

大きさが評価できた．血管造影が正常にみえる動

脈内でも異常を検出した．残り2例は血管腫であ

ったが，筋肉内血管腫(Slownowtype)の1例は

血流情報に乏しかった．他36例の軟部腫瘍では

腫瘍内と表面の血流状態を評価できた．動脈に近

接する軟部腫瘍では血管との位置関係を術前にイ

メージできた．神経は通常エコーでは描出困難で

あるが，伴走動脈をカラー描出すると神経を同定

でき，異常の有無が検出可能であった．6例中1

例は血腫と判明したが，残り5例は異常がなく，

その診断はneuralgicamyotrophyが2例，他が3例

であった．血管吻合後の評価は縫合部の狭窄や乱

流がないことが確認できた．動脈瘤の2例では部

位と大きさが評価でき，圧迫により血流を遮断・

開放により血流の動的評価が可能であった．血流

障害の2例では指動脈の閉塞と動静脈シャントの

部位・大きさが判明した．皮弁では穿通枝の描出

によって術前計画が立て易い．

【考察】超音波カラードップラーは簡便で侵襲が

なく，血流状態が描出できる．上肢運動器疾患の

診断には幅広い応用が可能であり，軟部腫瘍や血

管外科の術前計画には特に有用な診断法である．

2-Pd-20

薄型超音波プローブを用いた手関節部軟
骨定量評価一基礎的検証と臨床応用一

QuantitativeEvaluationofWristJoint

CartilageUsingUtrasomcProve

'奈良県立医科大学整形外科，2大阪工業大学

○小畠康宣'，服部耕治ll矢島弘嗣11

高倉義典11森田有亮2

【目的】近年手関節鏡の普及により鏡視下での診

断，治療の進歩が著しい．しかし，臨床において

手関節部の軟骨の性状を定量的に評価すること

は，その形状や関節裂隙の大きさから困難であっ

た．我々は2001年より軟骨からの反射エコーを

解析する軟骨定量評価法の有効性を報告してきた

が，今回薄型の探触子を用いて手関節における有

用性を検討したので報告する．

【対象と方法】まず基礎的実験として解剖実習用

献体より関節症性変化を認めない15手関節を採

取し，検証を行った．僥骨手根骨間関節のうち，

僥骨関節面に3箇所，月状骨および舟状骨に各2

カ所の計7カ所の測定部位を設定した．我々が開

発した高分子圧電膜を用いた径2.5×4.0mmの薄

型探触子を使用し，それぞれの測定部位の軟骨定

量評価を我々の開発した方法を用いて行った．

【結果】従来と同様のエコーデータが得られ，そ

のうち軟骨の表面粗さと相関する反射波の時間幅

は各部位においてほぼ均一で，有意差は認めなか

った．一方で軟骨の剛性を反映する反射波の最大

強度は，僥骨側では茎状突起部関節面に，手根骨

側では月状骨僥側関節面，舟状骨僥側関節面に有

意に高かった．

【考察】反射波の最大強度が高値を示した部位は，

従来より報告されている手関節における圧集中部

位と一致していた．これは関節面にかかる応力と

対応する軟骨の持つ剛性に何らかの相関があるこ

とが示唆された．この結果をもとに同意の得られ

た患者6人の手関節において手関節鏡施行時に超

音波検査を施行した．反射波の最大強度は，僥骨

関節面においては一定の傾向を認めなかったが，

月状骨関節面の僥尺側の比較にてはulnarplus

varianceの症例は関節面尺側に,ulnarzero~

minusvarianceの症例では関節面榛側に高値とな

り，負荷の大きい側の軟骨剛性が高くなっている

ことが示唆された．
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腕神経叢のMRneurography
MRNeurographyofBracmalPlexus

防衛医科大学校整形外科

○有野浩司，根本孝一，中道憲明，

加藤直樹，冨士川恭輔

画像診断技術の進歩，特にMRIの発展により中

枢神経系の画像診断は確立されているが，末梢神

経に関してはまだ確立されていない．今回われわ

れは上肢の末梢神経障害例に対して腕神経叢部の

MRneurographyを行ったので報告する．

【対象と方法】上肢に知覚鈍麻または筋力低下が

みられた11例に対してMRIを撮像した．男性5

例，女性6例で，年令は24から62歳，平均43歳

であった.MRIはGE社製l.5Tの装置を用い，腕

神経叢部の前額断でT2脂肪抑制画像を中心に撮

像し，腕神経叢の根部から束部までを検討した．

【結果】5例で根部から束部まで神経を同定でき

た．内訳は腕神経叢麻溥を伴った帯状庖疹1例，

神経原性筋委縮症3例，正中神経麻痒を伴った肘

関節脱臼骨折後のCRPS1例であった.5例とも神

経の径が増大し高輝度を呈した．2例では根部な

ど一部のみ同定でき，4例では同定困難だった．

全例保存的に加療し症状は改善した．

【考察】MRneurographyでは神経が周囲の組織よ

りT2緩和時間が長いことにより神経自体を選択

的，非侵襲的に観察できる．神経の走行に合わせ

た撮像条件の決定が重要であるが，まだ最適な撮

像法は確定していない．腕神経叢部は頚椎部の前

額断で撮像できるが，腫瘍，神経の径の増大や高

輝度変化以外の判読は難しいとされる．今回の検

討では神経の径の増大，高輝度変化が帯状萢疹と

神経炎例でみられた．腕神経叢に病変がないもの

は所見が得にくいが，炎症がある例では炎症が神

経か神経周囲の判別が可能である．神経原性筋委

縮症は確定診断が難しいが，神経の腫大などが

MRIでわかると診断の一助となる．以上より，

MRneurographyは今後有用な方法と思われる．

2-Pd-22

末梢神経障害に対する筋のMRIの早期検

出能力

MmofMuscle-ItsAbilitytoDetectPeriph-

eralNemopathyinEarlyStages

l東京逓信病院整形外科,2横浜労災病院整形外科，

3都立広尾病院整形外科

○沖永修二'，三上容司2，田尻康人3，

川野健一3，山本直哉ヨ

【目的】末梢神経障害では障害神経の支配筋の

MRI信号が変化することが知られている．しかし

神経障害後どの程度の期間で変化が生じるかにつ

いては，動物実験の結果のみでヒトでの研究はな

い．この研究の目的は，非外傷性の末梢神経障害

例において筋のMRIが神経障害をどのくらい早

く検出できるかを明らかにすることである．

【方法】対象は，運動麻揮を自覚後2週以内に

MRIを撮影でき，その後の追跡によって変性型の

単神経炎と確認できた5例で，男2名女3名，年

齢は28～51歳，罹患神経は，前骨間神経3，後

骨間神経1，僥骨神経1であった.MRI検査では

0.2T四肢専用装置を用いて軸断面STIR画像を作

成し，同一大の関心領域を麻痒筋と正常筋内に設

定して平均信号強度を統計学的に比較した．検査

した筋は,前骨間神経で長母指屈筋と方形回内筋，

後骨間神経麻痒で総指伸筋，僥骨神経麻痒で腕榛

骨筋と総指伸筋であった．

【結果】1）麻痒自覚後6日と8日の前骨間神経麻

痒2例では信号強度に変化がなかった．2）麻痒

自覚後7日の僥骨神経麻痒例，8日の後骨間神経

麻痒例，14日の前骨間神経麻痒例では変化があ

った．3）麻痒自覚後21日以降は全例で変化があ

った．

【結論】罹患した神経・筋によって異なる可能性

があるが，筋のMRIは変性型の末梢神経障害を，

麻溥発症後早ければ7日で検出できる．
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末梢神経麻揮の診断における麻痘筋MRI

の有用性

MagneticResonancelmagingofDenervated

SkeletalMusclesduetoPeripheralNerve

Palsy

i慶應義塾大学整形外科，2さいたま市立病院整形

外科，3川崎市立川崎病院整形外科

○山部英行'，中村俊康11菊地淑人21

長田夏哉3，仲尾保志！

【目的】末梢神経麻痒の補助診断としての筋電図

検査は侵襲的検査であり，検者の技量に依存する

という欠点がある.それに代わりうる方法として，

われわれは脱神経筋MRIのT2強調画像での輝度

変化が診断に有用であり，その経時的変化により

予後を予測できると報告した．今回さらに症例数

を重ね，診断，治療における麻痒筋MRIの有用

性について検討した．

【対象と方法】対象は当大学及び関連病院にて末

梢神経麻痒と診断された34例，男性23例，女性

11例であり，年齢は8歳から76歳であった．症

例の内訳は僥骨神経麻痒18例，後骨間神経麻痒8

例,前骨間神経麻溥3例，その他5例である.MRI

装置は1.5Tおよび0.5T超伝導装置を主として用

いた．主に前腕部でのT2強調横断画像を用い，

われわれの分類(Gradel:ほぼ等輝度からごくわ

ずかの高輝度変化,Grade2:中等度の高輝度変

化,Grade3:明らかな高輝度変化)にて評価した．

【結果】脱神経筋はT1強調画像ではほぼ等信号を，

T2強調画像では高輝度を呈した．初回MRIにて，

Gradel:4例,Grade2:18例,Grade3:12例

であった．神経断裂の症例2例では脱神経筋は

Grade3を呈し，有連続性損傷例32例ではGradel

～2を呈すものが20例と多かった．また，発症

から初回MRIまでの期間が長いほどより高輝度

変化を呈す傾向を認めた．2回以上MRIを施行で

きた7例中5例では麻痒の回復に伴い輝度変化の

正常化を認めたが,Grade3の2例は画像的，臨

床的ともに自然回復を見込めなかった．

【結語】急性期，亜急性期ではMRIによる脱神経

筋の経時的輝度変化の観察は非常に有用であり，

治療にフィードバックしうることがわかった．評

価を診断医師の主観に頼らざるを得ない問題点は

あるが，非侵襲的である長所は大きく,MRIは筋

電図検査と並ぶ末梢神経障害の新しい評価法にな

りうると考えられた．

2-Pd-24

特発性手根管症候群のMRI所見と神経伝

導速度

CorrelationofMRIFindingstoNerve

ConductionVelocitiesintheHandswith

IdiopathicCarpalTunnelSyndrome

'諏訪赤十字病院整形外科，2塩川病院整形外科，

3信州大学整形外科

○内山茂晴11伊坪敏郎11川口杏夢11

安富隆2，加藤博之3

目的手根管症候群(CTS)の客観的重症度は，正

中神経の電気生理学的所見から判定されることが

多い．しかし電気生理学的検査は煩であり時に患

者に痔痛を与える欠点がある．そこで，演者らは

MRI画像がCTSの重症度をどの程度反映するか

を明らかにする目的で以下の研究を行った．

【方法】女性の特発性CTS患者82人88手と40才

以上のボランティア健常女性42人42手を対象と

した．1）両側の正中神経の運動神経終末潜時と

知覚神経伝導速度を測定した．2）患者では患側，

ボランティアでは右側の手根管部MRIを撮影し

た.MRIは1.5Teslaで撮像し,T1,T2,T2STR

で手根管横断像を以下の4レベルで描出した．

即ち,S1:遠位僥尺関節遠位部,S2:豆状骨部,S3:

有鉤骨鉤部,S4:手根管遠位部の4レベルである．

さらに同スライスにおいて正中神経の信号強度を

小指球筋の信号強度に対する割合で表し，これを

正中神経の輝度とした.これら正中神経の断面積，

輝度と神経伝導速度による病期との関連を検定し

た．

【結果】神経伝導速度の結果から手根管症候群の

重症度を,A:正常,B:軽度～中等度,C:重

度,D:最重度の4段階に分けると,A群35手，

B群30手,C群46手,D群19手であった．正中

神経の断面積は,1,2,3,4のどのレベルでもA

群よりもB,C,D群の方が大であった．S1レベ

ルではC,D群の方がB群より大であった．正中

神経の輝度は,S1では,B群の方がA群より,C,

D群の方がB群より高輝度であった．考察WIの

正中神経断面積および輝度はCTS病期と関連が

あった．すなわち病期が進行すると，より近位の

正中神経横断面積が大となり，輝度も高くなる．

この所見は特発性CTSの病態を推測する上で重

要と思われるが，加齢による変化も考慮されなけ

ればならない
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RAwristに対するcarpalstretchte､の応
用（第2報）

CnmcalApplicationoftheCarpalStretchTest
fbrRAWrist

聖マリアンナ医科大学整形外科

○松下和彦，別府諸兄，泉山

稲福全人，青木治人

公，

【目的】関節リウマチ(RA)の遠位僥尺関節障害

に対して尺骨遠位端切除術あるいはSauve-

Kapandji法(SK法）を行うか否かは議論のある

ところである．尺骨遠位端切除術では術後に手根

骨の尺側偏位を生じる症例があることが問題とさ

れているが,その要因については明らかではない．

これらの問題を生じる要因としてRAによる靱帯

の弛緩あるいは破壊による安定性の破綻を想定

し,RAwristの安定性の評価にcarpalstretchtest

を応用したので報告する．

【対象および方法】Stage3のRAwristl6例,16手

関節を対象とし，これに対して骨折などの既往歴

のない20例，20手関節をcontrol群とした.CST

は既報の方法により重錘5Kgで施行したが,RA

群では皮層や靭帯の易損傷性を考慮して重錘は

2Kgとした．これら16例中12手に対して手術を

施行した．術式の選択は,CSTでcontrol群より

弛みが大きかった3例，29歳の青年1例，反対側

にSK法がすでに施行されている1例の計5手に

はSK法を,CSTで弛みのみられなかった7例に

は尺骨遠位端切除術を選択した．術後経過観察期

間は平均9カ月である．

【結果および考察】RA群では単純X線像で関節

裂隙が狭小化している症例であっても,CSTにて

control群以上に弛みがみられる症例が3例

(18.8％）認められた.CSTで弛みのない症例に

尺骨遠位端切除術を施行したが，短期成績ではあ

るが術後の手根骨の尺側偏位による問題は認めら

れない．したがって,CSTはRAwristに対する術

式の選択の際に有用な指標となる可能性がある．

2-Pd-26

SelfLockingFingerJoint(SLFJ)を用い
たRA手指関節人工関節置換術の成績

ImplantArthroplastiesofFingerJointfOrthe

RheumatoidPatients-UsingSelfLockingFin-

gerJoint(SLFJ)-

(財)甲南病院加古川病院整形外科

○中川夏子，三枝康宏

【目的】関節リウマチ(RA)手指関節の機能障害

に対して，保存的治療で効果が期待できない症例

では，手術的加療を考慮する必要がある．この際，

高度の脱臼や変形・骨変化を伴っているなど，滑

膜切除術のみでは対応困難な場合は，手指人工関

節置換術を選択する必要がある．当科では，この

ような症例に対し，表面置換型でセメントレスの

SelfLockmgFingerJomt(SLFJ)を使用して手術
を行っている．当科におけるSLFJを用いたRA

手指関節人工関節置換術の術後成績について検討

し報告する．

【方法】2000年9月から2002年11月までに当科

にてSLFJを用いて手指関節人工関節置換術を行

ったRA患者11例12手33手指関節について検討

した．男性3例，女性8例であり，右手9手，左

手3手で，母指MP関節1関節，示指MP関節10

関節，中指MP関節9関節，環指MP関節6関節，

小指MP関節6関節，中指PIP関節1関節であっ

た．手術時年齢は48歳～65歳，平均56歳であっ

た．術後経過観察期間は11ヶ月～37ヶ月，平均

23ヶ月であった．これらの症例に対し，痔痛・

腫脹・指関節屈伸角度･X線所見について検討し

た．

【結果】関節の瘤痛・腫脹は全例で軽快していた．

指関節屈伸角度は術前平均41．5．，術後平均

42.7.とほとんど変化はなかったが高度の伸展制

限は改善されていた.X線像にてloosemngは3関

節で認められたが臨床的には問題なく経過観察と

している．また4関節でsocketの逸脱のためシリ

コンインプラントを用いた再置換術を行った．

【結論】SLFJを用いたRA手指関節人工関節置換

術は，滑膜切除術のみでは対応できないRAの手

指関節症状に対して，選択を考慮すべき有用な手

術である．
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MES型人工指関節-3年以上のX線評価一

MESFingerProsthesis-AMmmumThree-

yearFollow-up-

大阪労災病院整形外科

○政田和洋，安田匡孝，竹内英二

第43回の本学会のパネルディスカッション【手

の人工関節】において，演者は1996年から臨床

応用を開始したBall&socket型のMES型人工関

節の紹介と短期成績を報告したが，その後の成績

については未だ発表していない．今回は3年以上

の追跡が可能であった10人26関節のX線評価を

行ったので報告する．

【症例と方法】1998年4月以降，人工関節置換術

が行われ，直接検診が可能であったたRA患者10

人，26関節が対象である．男，1人，女9人，手

術時平均年齢は31.3歳，追跡期間は最長5年5か

月，平均44.9か月である．手術部位は示指，9関

節，中指，10関節，環指，5関節，小指，2関節

であり，すべてMP関節である．手術手技は，こ

れまで発表してきたとおり,Swansonのインプラ

ントの手術手技に準じる．以上の症例に対してX

線評価を行った.X線評価は，コンポーネントの

沈み込みの有無，セメント周囲のclearzoneの有

無，骨吸収の有無を26関節52コンポーネントに

ついて評価した．

【結果】沈み込みが3関節に認められたが，いず

れも中手骨コンポーネントであった.X線上明ら

かなclearzoneは23コンポーネントに認められ

た．骨吸収は10コンポーネントにみられたが，

すべて，中手骨コンポーネントであった．設置不

良による易脱臼性により術後早期に抜去したもの

が2関節あった．感染などの合併症は経験してい

ない．また折損などを生じたものも今回の症例に

はなかった．

【考察】MES型人工指関節の術後3年以上のX線

評価を行い報告した．沈み込みが3関節,clear

zoneが52コンポーネント中23コンポーネント，

骨吸収が10コンポーネントにみられたが，早期

に抜去した2関節以外は，抜去例はなく，臨床的

にはsurviveしていた．

2-Pd-28

リウマチ肘に対する滑膜切除術の成績

ElbowSynovectomyinRheumatoidArthlitis

富山医科薬科大学整形外科

○長田龍介，松下功，木村友厚

【目的】関節リウマチ(RA)の肘障害に対して当

科では早期例のみならず破壊が比較的進行した症

例にも榛骨頭切除と徹底的な滑膜切除を第一選択

としてきた．術後3年以上経過した症例の成績お

よび人工関節置換の追加手術を要した症例につい

て検討した．

【対象】滑膜切除術後3年以上の観察が可能であ

った35例，42肘（男性4例5肘，女性31例37肘）

を対象とした．手術時年齢は平均59.6歳，発症

から手術までの期間は平均13.4年，術後観察期

間は3-9.7年，平均5.8年であった．手術時と最終

観察時の肘の痛みと可動域，上腕骨頚部のLarsen

gradeの変化，後の人工関節置換(TEA)の有無

について調査した．また各症例の病型を越智らの

分類に準じて分け(leasterosivediseasesubset

21FS1例1肘,moreerosivediseasesubset:MES20

例26肘,mutnatmgdisease:MUD14例16肘),病

型が術後の破壊進行に及ぼす影響について検討し

た．

【結果】痛みは手術により全例において軽減した．

術前と最終観察時（後に人工関節置換を行った肘

では再手術直前の角度）の平均可動域は屈曲が

106.から123．に，伸展が-35.から-26.にそれぞ

れ改善した．上腕骨頚部のLarsengradeはLESの

1例を除くすべての肘で進行していた．滑膜切除

の後にTEAを要したものが4例5肘（すべて

MUD)あり,TEAまでの期間は平均5.2年であっ

た.TEA術後に創治癒の遷延と尺骨神経刺激症

状を各1例に認めた．

【考察】RAの肘障害に対する滑膜切除術は除痛と

可動域回復を得る上で有用であるとされ，本検討

においてもLES,MES症例では術後経過が良好

であった．しかしMUDでは手術効果の持続性が

低く，後にTEAが必要となった際に皮膚や神経

における合併症を生じやすいため初回からTEA

を選択すべきであると考えられた．
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半拘束型人工肘関節置換術の検討

TotalElbowArthroplastyUsingSemi-
constrainedProsthesis

高知大学整形外科

○野口政隆，松崎

坪屋英志，谷

浩，谷脇祥通，

俊一

【目的】RAや腫瘍などで高度に骨欠損を生じた肘

関節の再建では，半拘束型の人工肘関節を使用す

ることも多い．今回我々の経験した症例について

検討を加え報告する．

【対象及び方法】半拘束型人工肘関節の適応とし

たのは上腕骨頚部の破壊が著しい例，側副靭帯な

どの軟部組織による肘の安定性が期待できない

例，再置換例などである．症例はRAが7例8関

節，転移性骨腫瘍が1例1関節であった．RAの6

関節は再置換例であり，再置換に至った原因は，

非拘束型が使用されていた4関節は脱臼，半拘束

型が使用されていた2関節のうち1関節は

loosening,他の1関節は感染であった．手術時年

令は平均68歳であり，使用した人工関節は，

PritchardMarkⅡが5関節,Coonrad-Morreyが4関

節であった．臨床評価は可動域,JOAscoreにて

行った．

【結果】最終術後経過期間平均28.4カ月の時点で，

肘屈曲は術前平均110度が術後平均121度とな

り，肘伸展は術前平均-37度が術後平均-33度

となった.JOAscoreは術前平均24点が，最終観

察時，平均71点となった．腫瘍切除後の再建例

では上腕骨に7cmの短縮を生じたが，肘屈伸力は

経時的に回復した．

【考察及び結論】人工肘関節置換術を行う際は，

表面置換型の使用が第一選択に考えられるが，骨

欠損の著しい例や軟部組織による安定が期待でき

ない例では,半拘束型を選択せざるを得ない場合

も多い．半拘束型は概ね良好な成績が得られると

思われるが，一般に上腕骨componentのstemが長

いため，セメント固定手技に問題点がある．この

点,Coonrad-MolTeyの上腕骨componentはshort

stemが選択でき，回旋防止のフランジがあるため

looseningに対し有利な形状であると考えられた．

2-Pd-30

RAにおける同側のTERと手関節形成術同

時再建の有用性

ResultsofSimultaneousTERandWrist

ArthroplastyfOrRA

'奈良県立三室病院整形外科，2済生会中和病院整

形外科，ヨ奈良県立医科大学整形外科，4西の京病

院

○福居顕宏11吉井尚21小畠康宣31

植田康夫4

【目的】第44回本学会で同側のTERと手関節形成

術同時再建のビデオを報告した所，肘・手関節で

の障害が起きないかとの質問を受けた．今回5症

例につき調査したので報告する．

【方法】1984年9月から2003年9月までに22例26

関節にTERを施行した．手関節形成術は85例

143関節に行った．その内TERと同時併用として

Sauve-Kapandji法は3例で，男性2例，女性1例，

平均年齢65歳,stageⅡが2例,stageⅣが1例で

追跡期間は2年8ケ月である．固定法は1例で女

性，76歳,stageⅢで追跡期間は4ケ月.Darrach

法は1例で女性，65歳,stageⅢで，追跡期間は1

年1ヶ月である.

【成績】Sauve-Kapandji法群：手関節屈曲／伸展

は10／8度から17／10度へ，回外／回内は27／

57度から83／90度と改善した．固定術群：手関

節屈曲／伸展は5／5度から0／0度へ，回外／

回内は10／30度から80／60度と改善した．

Darrach法群：手関節屈曲／伸展は0/0度から

0／0度へ，回外／回内は0／0度から30／80度

と改善した．肘関節は伸展／屈曲は107／-30度

から129／-30度と改善した．

【結論】手関節手術時の罹病期間は平均10年で，

TER手術時の罹病期間は平均25年である．TER

手術施行時に，それまで手関節部の手術を受けて

いない場合も経験する．今回調査をした結果,肘，

手関節の同時手術を行うことで何ら問題も起きず

に有用であると考えられた．
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超高齢者僥骨遠位端骨折の治療

熊本整形外科病院

○田嶋光

【目的】僥骨遠位端骨折では骨折実態，機能的予後

から青壮年，中高年，75歳以上の後期高齢の3世代

に分けるのが実際的である．75歳以上（今後この

年代が老人と定義される？）の後期高齢者は自立し

たAⅨ‘と趣味程度の手作業を要する自立群と痴呆，

臥床，片麻痒等の介助群に大別され，この年代特性

を考慮し簡略化した骨折型分類とそれに基ずく治療

法および評価基準力泌要である．

【対象・方法】75歳以上158例161手を受傷時単純

X-Pと徒手整復・外固定後の安定性より5型に分類

した.la型：関節外安定型で背側皮質の粉砕力軽<

徒手整復・外固定により安定,1b型：関節内安定

型で転位力無いか背側小骨片に留まり徒手整復・外

固定により安定，2型：関節外不安定型で骨粗霧が

強く徒手整復不良か，受傷時より背屈20.僥骨短縮

lOmm以上か，整復後背屈10.僥骨短縮5mn以上の

再転位例，3型：関節内粉砕COlles型で，粉砕が強

く初めから整復が得られないか再転位例，4型：関

節内粉砕Sm汕型で粉砕が強く徒手整復は不可能,5

型：圧潰・骨欠損型で骨癒合自体も危ぶまれる．1

型では保存的，2型3型4型では手術療法を考慮す

るが症例によっては行えず（行なわず)，5型では

短縮を防ぐ内固定・骨移植とし，近年の短縮予防を

目的としたnon-bridging型創外固定,Locking

compssionplaf,人工骨，骨セメント充填法等の現
況を述べる．治療成績は一般には機能的予後を反映

した日手会手関節機能評価が有用で，一方介助群で

は介護を阻害しない自覚的評価のみでよい．医療費

は手術・保存療法間手術療法相互間でかなりの差

力混られ，今後この年代では包括医療の可否が問題

となる．

【結論】本骨折では3世代に分けて治療計画を立て，

超高齢者ではActivityに応じたゴールの設定，保

存・観血療法の得失，長期固定の防止，家族負担の

軽減を目指す．

2

手の外科における関節鏡の応用

弘前大学整形外科

○ 西川真史

現在，関節鏡検査・鏡視下治療は整形外科にお

いて必要不可欠な方法でその臨床応用は日進月歩

の勢いで進歩し,対象関節も増えつつあります.本

日は手関節,手根中央･指関節の関節鏡について鏡

視所見から臨床応用の現状までをお話しします．

手関節鏡は示指・中指を指関節鏡は対象指を牽

引して関節裂隙を広げて鏡視します．牽引方向に

よって垂直牽引法と水平牽引法の2種類の鏡視方

法があります．垂直牽引法で行われる施設が多い

ようですが，演者は手技の簡便さから水平牽引法

をおこなっています．手関節鏡は1980年代後半

から三角線維軟骨(TFCC)損傷の診断と治療を

中心に臨床応用が進んできました.TFCC損傷の

分類は円盤部を中心としたPalmer分類が用いら

れていますが，この分類に含まれない手根骨尺側

付着部損傷もあります．治療はTFCC損傷の鏡視

下部分切除が主ですが部位によっては鏡視下縫合

術も行われています．

舟状月状骨靭帯損傷の診断も関節鏡で容易に可

能です．プロービングで断裂状態と関節のゆるみ

を観察した後,関節を整復して経皮的ピンニング固

定を行っています.抜釘時の鏡視では断裂部分が固

く癒合し，関節間のゆるみは改善していました．

手関節由来のガングリオンも鏡視下に治療可能

です.最も多いのは背側ガングリオンで舟状月状骨

関節と背側関節包の付着部分のガングリオン茎部

を手関節側から切除することで根治できます.僥骨

遠位端関節内骨折の観察や鏡視下整復も行われて

います.関節面の整復に有用な方法で,同時にTT℃c

や靭帯などの損傷の診断も行い治療可能です．

舟状骨骨折は手根中央関節鏡視で観察すること

が多いですが,骨折部位を確認可能で骨折の性状か

ら,治療方針･手術方法を決定しています.その他の

関節としてCM関節,MP関節,PIP関節の鏡視も行

っていますので,その手技および鏡視所見と現在行

っている鏡視下治療について供覧いたします．
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伸筋腱損傷の治療

土谷総合病院整形外科

○木森研治

手の伸筋腱損傷の治療は，「腱が皮膚直下にあ

って展開しやすく，伸筋支帯の他には屈筋腱にみ

られる腱鞘構造がないため癒着が生じにくい．ま

た，手指背側の損傷ではときに保存療法も可能で

あり，治療後に多少の伸展障害が残ったとしても

手指の屈曲が可能であれば手の機能を大きく障害

されない」との理由から一般に容易と考えられて

おり，日常診療で遭遇する頻度の高さとも相俟っ

て，比較的安易に行われることが多い．

しかし伸筋腱は，1）手指背側で複雑な構造と

機能を有しており，損傷部位により機能障害，変

形が異なる2）屈筋腱に比べて薄くて細いために

縫合不全を起こしやすい3）伸筋の伸縮能が低

く腱の滑走が少ないために，屈筋腱に比べて断裂

後早期に端々縫合が困難となるとともに，少しの

癒着で可動域が障害される4）鋭的損傷のみな

らず皮下断裂や挫滅を伴う断裂等，様々な形態の

損傷をうけやすい5）皮膚の挫滅や開放性骨折，

関節包損傷などの合併損傷を伴うことが

多いなどの特徴があり，安易な対応は診断の遅

れや治療後の変形，拘縮の発生，ひいては重大な

手の機能障害を引き起こしかねない．このため治

療には，複雑な機能解剖に対する十分な理解とと

もに，損傷部位と損傷形態，合併損傷の有無，受

傷から治療までの期間など，個々の症例に応じた

治療法の選択（保存療法vs手術，修復vs再建，

皮膚や皮下軟部組織，骨関節などに追加処置を行

うかなど）を適切に行うための知識，的確な治療

手技が必須である．

研修会では，伸筋腱の損傷部位に応じた治療方

法とともに，術後の後療法とその重要性について

述べる．また，治療後の伸筋腱機能不全に対する

腱剥離術，再建術などについても，症例を供覧し

て解説する．

4

末梢神経損傷・障害

慶應義塾大学整形外科

○ 仲 尾 保 志

絞掘性神経障害は，関節近傍の狭い線維性トン

ネルを通過する神経が，関節の動きに伴う圧迫力

や牽引力によって障害され発症する疾患で，手根

管症候群や肘部管症候群などがよく知られてい

る．その障害の高位や程度によっては多彩な臨床

症状を呈することから，診断に難渋することも少

なくない．今回は，様々な成因による症例を実際

に呈示しながら，診断のポイントや治療方針の立

て方について解説する．

本症は，最初に知覚神経が障害され知覚鈍麻や

シビレ感を訴えることが多く，その範囲から障害

神経を判定できるほか,Tinel様サインを証明す

ることで絞抓部位を明らかにできる場合も多い．

また運動神経が障害されると，患者は手の脱力感

や動作の不自由を訴えることが多く，支配筋の筋

力低下や筋肉の萎縮の程度を診察することで，障

害部位や程度を推定することができる．また補助

診断としては，電気生理学的検査は障害部位の検

索や重症度の判定に,Mmは占拠病変や腱鞘滑膜

炎の有無の検索に有用である．

治療にあたっては，成因が，妊娠や更年期での内

分泌異常が引き起こす神経組織の易損性や浮腫に腱

鞘膜性炎という神経外の要因が関与して発症する内

外因性のものか，骨折の変形治癒やガングリオンな

ど外因性要因がもたらすトンネルの狭小化によるも

のか，糖尿病などの基礎疾患や頚椎疾患など近位で

の神経障害が神経易損性を生じて発症する内因性の

ものか，その病態を把握することが重要である．通

常，保存療法を第1に試み，局所の安静，挙上のほ

か，ビタミンBI2やステロイドの内服，ステロイド

の局所注射などを施行するが，2～3カ月の治療を

経ても症状の改善が見られない場合や経時的に悪化

する場合には手術療法を検討する．一方，糖尿病や

透析に由来するもの，占拠病変が明らかなもの，筋

萎縮などの病変が重度の場合は，いたずらに保存療

法に固執することなく早期に手術療法を適応する．
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手根骨のキネマティクス

大阪大学整形外科

○森友寿夫

ヒトの手根骨は極めて精巧な立体構造体であり，

手根骨疾患の多様な病態を適切に治療するために

は，手根骨の3次元的，動的な理解が不可欠であ

る．本講演では生体の関節運動を骨モデルの3次

元アニメーションとして再現させる3次元動態

MⅢ運動解析システムを用いて得た知見を基に正

常手根骨について解剖学的，運動学的に詳述し，

さらに手根骨疾患の病態についても考察する．

基本的に手根骨運動は僥骨手根関節と手根中央関

節の合成運動である．遠位手根列の大-小菱形骨，

有頭骨，有鉤骨は相互の動きはほとんどなくほぼ

一塊と考えてよい．近位手根列の舟状骨，月状骨，

三角骨間は榛尺屈，ダーツスロー（榛背屈/尺掌

屈）運動では小さいが，掌背屈では舟状一月状骨

間が大きく動く．

手根中央関節の形態は，2次元的には"S"字状

だが，3次元的には有頭骨腰部を僥掌側から尺背

側に貫通する軸を長軸とする楕円球にらせん状に

接するdOC"字状であり，手根中央関節の回転は

手関節の動く方向が変わっても常にこの軸まわり

に回転する榛背屈/尺掌屈運動である．僥骨手根

関節は，掌背屈，榛尺屈ができる2軸性の楕円関

節であるため，手根中央関節の余分な動きを合目

的に補正することで，全体として手関節があらゆ

る方向に動くことが可能となる．例えば，手全体

を僥屈する時は近位手根列が掌屈することによ

り，手根中央関節で僥背屈して生じた背屈方向の

ベクトルを相殺している．

手根骨疾患により手根中央関節の"C"字状のリン

クが切断されると手根不安定症となる．舟状骨骨

折では骨折線が背側舟状月状靭帯の遠位を通るか

近位を通るかが手根不安定症発生の鍵となる．近

位型では背側舟状月状靭帯が遠位骨片に付着して

いるため手根中央関節の@@C"字状のリンクが保た

れており手根不安定性は生じにくいが，遠位型で

はリンクが途切れるため手根不安定症へ発展する．

6

前腕回旋制限の原因とその治療

大阪医科大学整形外科

○白井久也

前腕の回旋運動は近位榛尺関節，僥骨・尺骨骨幹

部，骨間膜，遠位僥尺関節が関与し，回旋障害に

対してはどの部位に原因があるかを明らかにして

治療計画を立てる必要がある．ここでは，各部位

の機能解剖，バイオメカニクス，原因，治療方法

について述べる．

【近位榛尺関節】肘関節内骨折とくに僥骨頭骨折後

にしばしば制限が生じる．僥骨頭周囲の解離の際

にqUadrateligamentの解離まで行う.僥骨頭脱臼で
は尺骨角状骨切りに加えて輪状靭帯を修復する．

【僥骨・尺骨骨幹部】榛・尺骨骨幹部骨折後の角

状変形は20度以上で回旋域の低下が大きくなる．

回旋変形は回旋量だけ可動域が変化するのではな

く，変形部位によっても可動域が異なる．矯正骨

切り術と回旋骨切り術が適応となる．

【骨間膜】中央部の腱様部が重要である．最大引

っ張り強度は1038Nといわれ，強度はACLの

64％である．僥骨-尺骨骨間縁間距離は回内外中

間位でほぼ最大となるため，骨間膜は中間位で緊

張し，回内，回外位でたわむといわれている．前

腕骨骨折後の回旋拘縮に対して骨間膜の切離が必

要な場合がある．

【遠位僥尺関節】dorsalとpalmarligamentがあり，

回外でpalmarligamentが緊張し，回内でdorsal

ligamentが緊張する．解離術の際にどちらの拘縮
が主であるかを把握する．遠位僥尺関節障害で瘤

痛を伴う場合は，解離術だけでなく尺骨短縮術や

SauvKapandji手術なども適応となる．
【治療指針】有効な保存療法は少ないが，我々は

Colello-Abraham改良型装具を回旋拘縮の除去ま

たは術後の後療法に多用している．骨幹部骨折後

の変形が回旋制限の主因であれば，保存療法後に

変形治癒部を矯正骨切りし，制限の程度により同

部で回旋骨切り術を加える．術中に十分な可動域

が得られない場合は,骨間膜切離を行い,順次,近

位僥尺関節,遠位僥尺関節の解離へと進めていく．

-S211-



演者索引

青木治人 生田義和

池上博泰

AMADIO,PeterC.S177,

S178

AN,Kai-NanS28,S66,S67,

S177,S178

BERGER,RichardA.S28,

S66

CALCAGM,Maulizio

S22,S160

CHUBMSKAYA,SusanS94

COONEY,WilliamP.S67

DIAO,EdwardS177

IERNANDEZ,DiegoS111

GESEN,ThomasS22

GUPTA,AmitS63

HASTNGS,nHnlS4

HOUSE,HughO.S64

HYAMS,EliasS116

JUPHER,JesseB．S108,S111

LANDIS,WilUamJ・S94

LANZ,UlrichS111

LEE,ThayQ.S8

Lm,Yu-TeS28,S67

NEALE,PatriciaG.S28,S67

OBERG,KerbyC・S63

PAJARDI,GioIgioS22,

S160

PATIERSON,RitaM.S15

PEGOLI,LorisS22,S160

PWATO,GiorgioS22

PROMMERSBERGER,Karl

S111

RNG,DavidS111

RYU,JaiyoungS109

SEITZJr.,WiUiamH.

S89,S191

VEGAS,StevenF．S15,S64

S5,S15,S53,

S103,S118,

S128,S205

S5,892,S145,

S159

S176

S2,S95

S53

S42

S199

S183

S18

S168

S127,S187

S78,S128

S55

S12,S113

S77,S80

S195

S119

S38

S17

S7,839,S41,

S70,S104,S167,

S201

S23

S30,S99,S104,

S182,S190

S126

S77

S132

S54

S195

S9,S203

S68

S14

S190

S42,S76,S145,

S146

S56,S159

S56,S159

S71

S182

S6,S9,S55,

S57,S61,S175

S50,S80,S192

S78,S81,S175

S23,S27,S37,

S119,S144,

S144,S146,

S147,S149,

S185

S194

S198,S199

S74,S74

S19

S154,S195

S78,S128

S84,S98,S180,

S189

S117,S148

S35,S154,S157

S26,S30,S69,

S112,S165,

S170

S60

S9,S57

S58,S105,S140,

S163,S165,

S201

S201

S6

S27

S58

S5,S205

S92

S94

S39

S41

S99

S145,S146

S20

S82

S204

青木光広 池口良輔

池田和夫

池田慶祐明石健一

秋田鐘弼

秋 月 章

浅井聖子

浅井重博

浅井康文

浅岡隆浩

麻 田 義 之

安 里 英 樹

浅見昭彦

芦田多喜男

麻生邦一

熱田裕司

穴山聡

安部伊知朗

阿部幸一郎

阿 部 正 隆

阿部 宗 昭

池田

池田

池田

石井

石井

石井

石垣

登
良
崇
一
佳
樹
介

全
清
聖
英
大

雄
三
一

範
浩
淳

石垣

石川

石川

肇
隆
治

石川

石黒

石田安部幸雄

阿 部 圭 宏

網谷

新井

荒木

荒巻

有薗

有野

有村

飯尾

飯島

飯田

謙
健
史
夫
朋
司
浩
子
二
和

正
哲
行
浩
武
弘
英
寛

彦
文
男
典
公
哲
孝
雄
恵
一
也
誠
充
郎

恒
正
和
泰
典
英
理
英
直
晴
敏

津
突
須
田
山
貝
貝
田
倉
寺
岡
川
村
坪

石
石
井
泉
泉
磯
磯
井
板
板
市
市
市
伊

【あ行】

相木比古乃 S5,S92,S145,

S159,S183

S117

S51

井川和彦

井川浩晴

生 田 宗 博

青木孝 文

青木哲 宏



牛 田 享 宏

後 山 恒 範

薄井正道

宇田憲司

内尾祐司

内 倉 長 造

内田淳正

内田理

内山茂晴

内山徹

恵木丈

江 口 佳 孝

江尻荘一

榎本誠

江 畑 龍 樹

大井宏之

大石正雄

大川匡

太田裕敏

大谷和裕

大塚尚

大坪英則

大西量一郎

大 西 信 樹

大 野 和 則

大野克記

大野博史

大 野 義 幸

大橋栄

大渕聡巳

大間知孝顕

大 迎 知 宏

大村威夫

大 村 愉 己

岡 久 仁 洋

岡伸一

岡義範

岡崎敦

岡崎 辰 也

岡崎 真 人

岡島誠一郎

岡島 行 一

岡田充弘

小川太郎

糸井 恵

伊藤聰一郎

伊藤博元

伊藤恵康

稲垣克記

稲垣弘進

S171,S180,

S189

S117,S148

S24,S149

S76

S57

S58

S19,S102,S129

S14

S41

S38

S66,S85,S132,

S152

S34,S153,S204

S206

S81

S6

S178

S11

S59

S75

S3,S58,S105,

S140,S163,

S165,S201

S76,S82,S82,

S119,S121

S123

S132,S161,

S193

S67

S34

S161

S39

S79

S26,S189

S19

S114

S3

S125,S136

S1,S79,S80

S93

S126,S204

S131

S29,S188

S87

S123

S43

S30

S41,S84,S152

S160

S18

S169

S34

S7

S27

S51

S54

S157

S201

S36

S51

S97

S33,S104

S141,S197

S14,S150,S193

S24,S149

S173,S181

S68,S68,S139

S20

S198,S199

S135,S169

S134

S47,S61,S95

S75,S174

S12

S29,S188

S13,S23,S64,

S100,S120

S203

S158

S13,S106,S170,

S114

S75

S89,S117,S136

S3,S190

S150,S196

S28,S116,S139,

S140,S172

S1,S73,S161

S205

S71

S120

S141,S197

S118

S106

S198

S29,S31,S33,

S65,S98,S186

S5,S25,S145,

S159

S134,S137,

S168

S137

S69,S116

S45,S167

S76

S33

S111

S114,S196

S189

S2,S17,S26,

S30,S69,S94,

S112,S130,S165

S21,S179,S194

S31,S96

S171

S36

S86

S86

S15

S85,S132,S152

S194

S64

S75

S184

S7,S39

S207

S94

S119

荻原伸英

荻 原 弘 晃

小串むつみ

奥田俊介

奥田敏治

奥津一郎

奥野宏昭

奥 村 修 也

小倉健

長 田 伝 重

稲田

稲福

犬丸

井上

井上

井上

井上

井上

井上

史
人
康
薫
郎
宏
林
一
一

有
全
敏
五
貞
淳

哉
介
希
彦
真
彦
紀
良
夫

夏
龍
直
英
明
剛
光

長田

長田

納村

尾澤

尾関

小田

小田

小田

越智

射場浩介

伊原公一郎

井原成男

今枝敏 彦

今給黎篤弘

今田直紀

今谷潤也

今村宏太郎

井村貴之

入江 徹

岩崎倫政

落合直之

小野勝之

小野浩史

小 野 宏 之

小原由紀彦

面川庄平

尾鷲和也岩瀬

岩田

岩田

岩名

岩部

岩本

岩本

岩本

上尾

上里

植田

上田

植田

植田

上出

植野

嘉志

勝栄

佳久

大樹

昌平

卓士

幸英

玲

豊二

涼子

淳子

昭吾

直樹

康夫

利光

映子

【か行】

甲斐秀顕

貝田英二

柿 木 良 介

笠井時雄

笠原貴紀

梶彰吾

梶ひろみ

加地良雄

柏 英 雄

梶原了治

片山健

堅山佳美

香月憲一

S40

S40,S110,S188

S50,S81,S192

S56

S52

S160

S160

S122

S106,S170

S201

S132

S186

S29,S73,S110,

修二

晶弘

利彦

沖永

荻野

荻野



小瀧宏明

小谷博信

五谷寛之

児玉成人

小寺訓江

後藤晃

後藤真一

後藤治彦

後藤均

後藤渉

小西池泰三

小橋裕明

小畠康宣

S133,S188

S77,S189

S23

S114

S113

S21,S179

S203

S98

S17,S26,S62,

S126,S130,

S164,S170,

S181,S202,

S204

S52

S12

S39,S170

S5,S25,S145,

S159

S14,S93

S127,S187

S188

S115

S133

S94

S132

S55,S105

S134,S137,

S168

S2,S95

S35

S10

S183

S126,S204

S196

S131

S147,S203

S57

S10,S31

S42,S112

S36

S54

S123,S171

S13,S189

S34,S153,S204

S94

S173,S174

S6

S27,S119,S1",

S144,S146

S31,S96

S194

S170

S154

S47,S83

S103,S118

S103

S17,S164

S206

S15,S103,S118,

S128

S86

S103,S165

S84,S98

S97

S173

S60

S87

S39

S21,S179,S194

S23,S64,S100,

S120,S160

S125,S136

S33,S99,S104,

S182,S190

S75,S174

S126

S13

S173,S174,

S181

S138

S155,S158,

S159

S173

S54,S100

S179

S49,S65,S86

S143

S200

S36

S27

S131

S156

S177

S114

S46

S162

S164

S194

S43

S27,S144,S144

S89,S136

S68,S68,S139

S11,S60,S153

S162

S90,S185

S100

S123

S75,S174

S42,S112,S202,

S207

S114,S196

S107

S65

S54,S100

S198,S199

S38

S113

S171

勝木

勝部

勝見

加藤

加藤

加藤

加藤

加藤

雅俊

浩介

泰和

貞利

大典

直樹

久佳

博之

北野

北原

北村

北山

木野

木原

木村

木村

木村

木村

二
肇
穂
大
武
仁
司
三
厚
元

陽
美
稔
義
修
長
友

木 村 理 夫

木森研治

清重佳郎

金潤壽

日下部浩

草野望

櫛田学

櫛 辺 勇

楠瀬浩一

工藤悟

可徳三博

金井ゆりか

金内ゆみ子

金 谷耕 平

小林

小林

小林

小林

小林

小松

近藤

紺野

正
晶
一
勉
香
郎
真
一

明
康
由
哲
慎

金谷

金谷

金城

金田

釜野

上石

亀井

亀山

河合

子
則
典
朗
行
弘
造
真
也

貴
文
養
雅
秀
伸

【さ行】

察詩岳

齋藤育雄

斎藤貞雄

齋藤忍

斉藤丈太

齊藤晋

斉藤貴徳

斎藤知行

斎 藤 治 和

工藤文孝

國吉一樹 S198

S198,S199

S115

S30

S19

S35,S157

S76,S145,S146

S25,S135

S74,S74,S77,

S154,S172

S41,S84,S152

S138,S138

S65

S205

S85,S132

S35,S137

S71,S135

S18,S96

S83,S87

S135,S169

S161

S76

S10,S37,S47,

S83

久保

久保

窪田

栗原

俊一

良太

吉孝

邦弘

河井 秀夫

川勝基久

川 上幸雄

川 上 亮 一

川口杏夢

川崎 恵 吉

河路 洋 一

川野健一

河野 正 明

河原一仁

河 村健二

神田俊浩

菅 野大己

菊地臣一

菊地憲明

菊地淑人

菊 池 佳 乃

岸陽子

北井淳

喜多島出

栗 山 幸 治

黒 川 正 人

黒木

黒沢

黒澤

黒島

黒野

桑田

小泉

合田

幸田

高妻

古賀

小嶋

児島

小島

子
也
尚
嗣
弘
幸
裕
俊
男
和
敬
義
雄
夫

知
一
永
剛
憲
雅
猛
久
雅
晃
忠
哲

齋藤英彦

斉藤正伸

佐 伯 祐 司

三枝康宏

早乙女紘一

酒井昭典

酒井直隆

堺慎

坂中秀樹

坂野裕昭

相良学爾

作田直記

佐久間雅之
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己
晃
司
足
二
次
司
利
仁
郎
人
郎
秀
勉
学
二
彦
淳
幸
一
己
光
人
一
博
功
郎
セ
明
裕
広
成
二
生
一
三
朗
和
城
久

勝
幸
雅
勇
勇
直
政
聖
一
拓
一
直
英
恒
和
憲
克
康
浩
太
孝
将
一
浩
公
寿
順
達
利
英
勝

新
力

真
宗

瀬
橋
橋
橋
橋
橋
畑
原
松
山
山
川
川
澤
口
内
内
葉
崎
崎
島
嶋
尻
田
田
野
花
シ
岩
岩
部
中
中
中
中
中
中
中
中
辺

高
高
高
高
高
高
高
高
高
高
高
瀧
瀧
瀧
田
竹
竹
竹
田
田
田
田
田
多
多
只
立
タ
立
立
建
田
田
田
田
田
田
田
田
田

幹啓S174

正幸S14,S153

圭S186

雅彦S88

泰明S100

直樹S17

敬S141,S197

敏博S140

洋-S162

正S61

直樹S182

武S83

良洋S62,S181

敦樹S173

徹S12

修身S58,S105,S140,

S163,S201

茂彦S179

伸幸S161

秀和S167

文恵S181

康S47

義久S179

融S58,S105,S140,

S163,S165,

S201

光宏S111

泰幸S17

敦仁S72

寿大S119,S185

康弘S88

昌之S12

奏吉拉夫S82,S82

博也S161

益生S186

誠悦S97

修S177,S186

恒光S59,S101

晴雄S154

敏晴S93

素樹S78,S128

白須

白旗

白水

代田

進上

末永

須川

杉岡

杉岡

杉木

杉田

杉本

杉本

杉山

勝呂

鈴木

桜木哲太郎

笹井邦彦

笹尾三郎

佐々木勲

佐々木了

佐々木淳也

佐々木誠一

佐々木大蔵

佐々木孝

佐々木正修

定直行

佐 藤敦

佐藤和毅

佐藤克巳

佐藤啓二

佐藤多賀子

佐藤吏

佐藤智弘

佐藤百合子

里見和 彦

佐野浩一

佐野哲也

佐野倫生

澤泉卓哉

澤泉雅之

澤田智一

沢辺一 馬

重冨充則

S91

S145,S146

S103,S118

S157

S143

S13,S189

S76

S191

S3,S55,S200

S182

S193

S201

S3,S6,S175

S38

S91

S122

S198

S18,S96

S25

S125,S136

S104,S167

S124

S24,S149

S89,S117,S136

S158,S169

S24,S149.

S154,S179

S134,S137,

S168

S42,S73,S112

S186

S55

S180

S75

S71

S18,S96,S99

S138,S138

S17,S90

S33

S71

S51

S55,S200

S53

S155

S1,S73

S62,S181

S173

S7,S39

鈴木

鈴木

鈴木

鈴木

鈴木

鈴木

砂川

角

瀬川

関

関

関

関口

000

千田

千田

千馬

副島

添田

添田

十河

園畑

重 松 浩司

舌間崇 士

設楽幸 伸

篠原孝明

四 宮 謙一

柴田克之

柴田定

島田幸造

嶋村 正

島村 安則

嶋脇聡

清水克 時

清水国 章

清水弘之

清水雅恵

清水慶彦

下川寛 一

下村哲史

白井久也

【た行】

高井宏明

高 岡 邦 夫

S93,S178

S29,S43,S73,

S188

S54,S100

S42,S202

高岸憲二

高倉義典



谷俊一

谷川暢之

谷口愼一郎

谷 口泰徳

谷口良康

谷野善彦

谷脇祥通

田畑泰彦

玉井 和哉

玉井 宣行

玉井誠

玉井 幹人

玉置康 之

田村竜一

丹治敦

察栄美

千野 博之

中條武秀

塚原智英

津下健 哉

辻英樹

辻井雅也

辻野昭人

辻野淳

辻本律

津田雅由

土金 彰

士田浩之

士田芳彦

常深健二郎

角田賢二

津布久義人

坪健司

壺井朋哉

坪川直人

S79,S207

S76

S79

S31,S96

S135

S195

S207

S178

S66,S85,S152

S95

S50,S63,S151

S54

S168

S201

S57

S138

S198

S155

S92

S20,S103,S165

S183

S79,S80

S190

S157

S40,S188

S160

S51

S13,S106

S183

S150,S193

S24

S40

S13

S91

S11,S14,S49,

S52,S60,S151,

S153,S163

S79,S207

S151

S52,S128

S55

S35

S83,S87

S22,S156

S84,S152

S131

S7,S197

S23,S27,S37,

中島俊秀

中島英親

S102,S119,

S144,S144,
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S31

S23,S64,S100,

S120,S160
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S31,S96

S43,S133

S26,S189
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S74,S74

S35

S40,S44

S150,S193

S66

S150,S196

S78,S81,S175

S97

S21,S179,S194

S53

S67,S74,S74

S124

S123,S171

S86

S80,S138,S138

S22,S156,S177,

S178

S53

S60

S111

S73,S83,S87

S117,S148

S24,S143,S149

S129,S187

S203

S78

S127,S187

S77,S80

S16

S50,S81,S192

S1,S73

S35

S6,S34,S61,

S67,S120,S133,

S153,S172,

S175,S204

S36

S42

S7,S197

S24,S28,S110,

S116,S116,

S139,S140,

S171,S172,

S180

S41

S65

S9

S134

S71

S13

S72

S18

S120

S97

S134

S63,S180

S89,S117,S136

S138

S166

S89,S117,S136

S82,S82

S186

中島

中園

長谷

中塚

中土

長野

中道

中道

長嶺

長嶺

中村

中村

中村

中村

中村

中村

志
清
文
直
男
昭
一
明
美
信
智
次
志
雄
孝
康

浩
芳
洋
幸
健
憲
里
順
純
孝
達
利
俊

土井

藤

武
哲

藤真太郎

峠康

遠 山 雅 彦

研 谷 智

戸島忠人

栩 木 弘 和

戸羽直樹

戸部正博

戸 祭 正 喜

富沢一生

富田一誠

富田勝郎

富 田 泰 次

富田善雅

富田隆太郎

戸山芳昭

豊泉泰洋

鳥 越 均

鳥 浜 智 明

中村

中村

中村

中村

俊之

誠也

吉晴

蓼吾

【な行】

内藤正俊

長 井 卓 志

永井正弘

中尾 悦 宏

S177,S186

S22,S156

S30,S94,S113

S24,S28,S116,

S139,S140,

S171,S172

S20,S122,S124

S6,S55,S67,

S74,S74,S77,

S120,S127,

S154,S172,

S173,S175,

S195,S204

S199

S20,S122,S124

S176

S77,S80

S148

S205

S1,S80,S124

永本和弘

永山則之

中山学

永山宗徳

中山幸保

南雲明

名倉武雄

名越充

成 田 俊 介

成田裕一郎

成山雅昭

鳴 瀬 卓 爾

南野光彦

難波二郎

難波祐三郎

南部昭彦

西 浦 康 正

西 尾 謙 吾

長 尾 聡 哉

仲尾保志

志
樹
幸
樹
勉
俊
郎
信
司
郎
輝

英
秀
敏
正
英
市
光
博
確
一

憲
納

屋
吉
田
塚
井
浦
本
喜
田
野
井

坪
津
鶴
手
寺
寺
寺
照
傳
田
土

中岡

長岡

中川

中川

中川

中川

長倉

伸哉

正宏

敬介

順子

種史

夏子

剛



二見俊郎

普天間朝上

舩木清人

船越正男

布 留 守 敏

古町克郎

別府諸兄

西川真史 原章

原 友 紀

原由紀則

原田香苗

原 田 康 江

東 田 陽 博

肥 後 知 子

日高典昭

樋上敦

檜木茂

百名克文

百町貴彦

玄 丞 休

平出敦夫

平賀博明

平澤英幸

平瀬雄一

平田仁

S114,S196

S127,S187

S175

S19

S194

S17,S90

S5,S15,S53,

S64,S103,S118,

S128,S205

S59

S143

S194

S22

S126

S25

S28,S110,S116,

S139,S140,

S171,S172,

S180

S3,S34,S57,

S77,S127,S153,

S172,S195

S131

S194

S82

S147

S22,S156

S41

S78,S81

S78,S128

S176

S157

S78,S175

S168

S54

S81

S25

S27

S35

S46,S162,S169

S1,S79,S80,

S124

S17,S130,S202

S125,S136

S28,S67,S150

S26

S98

S30,S99,S104,

S182,S190

S86

S207

S75

S32,S34

S131

S46

S131

S198

S59,S101

S93

S203

S75

S1,S79,S124

S66,S85,S132,
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S157

S5

S114,S196

S132,S193

S170

S161

S29,S98

S23,S64,S100,

S101,S120

S131

S50

S90

S41

S71

S143

S67,S105
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野口
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信田

乗 松

辺見俊一

星川慎弥

星川一
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細井哲
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堀井恵美子
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地
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平
平
平
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日
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【ま行】

前川尚宜 S112,S132,

S193

S135

S11,S14,S36,

S48,S52,S60,

S151,S153,

S163

S133

S172,S180,

S151

S43,S59,S61,

S206

S56

S2

S66

S181

S54

S137

S133

S89,S191

S184,S207

S52

S206

深沢克康

福居顕宏

福岡優子

福田寛二

福田眞輔

福本恵三

冨士居和之

藤井克之

藤尾圭司

藤 岡 宏 幸

冨士川恭輔

伏木信次

藤澤幸三

藤田聡志

信哉

裕

牧
牧

牧田

牧野

牧野

政田

聡夫

仁美

正晴

和洋

正富隆

眞島佳史

益崎浩一郎

増 沢 源 造

増 田 武 志

益本真太郎

町井義和

松岡秀明

松崎浩

松 崎 浩 徳

松 下 功

藤田裕樹

藤田正樹

藤 田 護

藤谷良太郎

藤本理代

藤吉文規

藤原一夫
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松下隆

松下博明

松末吉隆

松田智

松田英樹

松 戸 隆 司

松永大吾

松永智美

松野丈夫

松原吉宏

松村崇史

松村 一

松村好博

松本泰一

松本衛

馬目晃匡

丸石 晃

丸谷雅人

丸山優

三笠貴彦

三上 容司

三河義弘

水島秀幸

水関隆也

水谷一裕

溝口知行

三ツロ秀幸

美津島隆

光安 廣倫

三浪明男

山口拓嗣

山崎豊弘

山崎宏

山下貢二

山下敏彦

山下太

山科幸夫

山田俊之

山田康貴

山中一良

山根慎太郎

村田

村中
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秀
邦
朋
敏
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良

山野慶樹

山部英行

山本研

山本謙吾

山本さゆり

山本真一

山本直哉森田

森田

森田

守都
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森本
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森谷

諸橋

門口
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平
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人
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晃
哲
有
義
寿
修
浩
政
竜

山本
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夫
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【や行】

矢崎尚哉 S110,S116,

S139,S140

S42,S73,S112,

S142,S150,

S202

S10,S37,S83

S93,S178

S43,S61,S206

S126,S204

S11

S193

S40

S59,S101

S123

三浪三千男

南川義隆

三幡輝久

宮岡英世

宮城知之

三宅潤一

宮坂芳 典

宮崎浩

宮沢照子

宮田明人

宮田康史

宮脇 剛 司

宮脇裕 二

矢島弘嗣 吉岡大

吉川秀樹

吉川泰弘

吉 田 綾

吉田竹志

芳田辰也

吉田宏樹

吉田宗人

吉田佑一郎

吉田亮

吉津孝衛

矢島

安井

安田

安富

安永

柳田

柳原

梁瀬

矢吹

毅
生
孝
隆
博
美
泰
章
司

弘
夏
匡
博
義
省



渡邉健太郎S163

S135

S130

S59

S177,S178

S10,S24,S37,

S47,S83

S39

S7,S39

S66,S195

S37

S29,S31

S182,S190

六本木哲S97吉野

吉村

米延

米満

伸司

光生

策雄

弘之

良
聡
寛
男
宜

忠
千
政
益

渡邉

渡辺

渡邉

渡邊

渡邊

【わ行】

脇田隆司

和田卓郎

S162,S169

S5,S25,S92,

S145,S159

S23

S184

【ら行】

龍順之助

六角智之

和田誠之

渡辺克益

S20,S122,S124

S30,833,S104,
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その他のお知らせ



第16回日本ハンドセラピィ学会学術集会のご案内

第47回日本手の外科学会学術集会会長阿部宗昭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16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「肘関節（前腕を含む）に対するセラピイ」です．特別講演では伊藤恵康先生

(慶友整形外科病院）に専門家のお立場から「肘関節拘縮の治療一外傷性拘縮と変形性肘関節症」

を，今回初めての試みとして，芸術家の視点から菱山裕子先生（美術家）に「具象彫刻一手の表

現」のご講演を賜ります．また，シンポジウムでは，「肘関節（前腕を含む）に対するセラピ

イーセラピイにおける工夫と効果一」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16年4月23日（金）9：00～16：30（受付開始8：15）

所：大阪国際会議場（5階）小ホール（大阪市北区中之島5-3-51）

マ：肘関節（前腕を含む）に対するセラピイ

費：医師無料（抄録集代は別途500円頂戴いたします）

会員3,00 0 円

非会員5,000円

学生500円

日
場
テ
参

■■■■■

加

プログラム

開会式9：00～9：10

一般演題

座長愛野記念病院

9：10～10：45

田崎和幸OTR

l.適切な治療時期・治療方法の提供不十分により拘縮や治療期間

長期化を招いた一症例

公立小浜病院小林さおりOTR

2・不安定型榛骨遠位端骨折に対するBridge型とNon-Bridge型創外
固定術後ROMの比較

筑波記念病院玉岡美保oⅢ

3．筋活動からみた上腕骨外上穎炎の治療および指導について一表

面筋電計を用いて－

鶴田整形外科石本健RPT

4，肘屈曲運動における上腕二頭筋および腕僥骨筋の筋活動

新潟中央病院石田大OTR

5・手関節肢位が短母指伸筋腱の走行に及ぼす影響

新 潟医 療福祉大学大山峰生OTR

6・指再接着術後患者のQOL調査:SF-36と肥S-R(改訂：出来事イ

ンパクト尺度）との関連

札 幌 医 科 大学医学部附属病院坪田貞子oⅢ



11:50～12:00

13：00～14：00

14：10～16：10

16：15～16：30

特 別 講 演 1

具象彫刻一手の表現

美術家

司会昭和大学保健医療学部

菱山裕子先生

椎名喜美子OTR

特別講演2

肘関節拘縮の治療一外傷性拘縮と変形性肘関節症

慶友整形外科病院伊藤恵康先生

司会大阪医科大学附属病院

シンポジウム

肘関節（前腕を含む）に対するセラピイ

ーセラピイにおける工夫と効果一

座長小郡第一総合病院

谷村浩子OTR

渡邊政男OTR

1．多発性異所性骨化症を呈した広範囲熱傷患者の治療経験

一肘関節形成術前後のセラピイについて－

杏林大学医学 部 附 属 病 院 三 澤 里 織 o m

2・肘関節離断性骨軟骨炎術後の治療と予防について

－肘へのストレス形態より－

鶴田整形 外科秀島聖尚RPT

3・靱帯損傷を伴う肘関節脱臼骨折の術後セラピイ

亀岡シミ ズ病院馬場隆OTR

4・肘関節拘縮と肩関節部痛の関係

大阪医科大学附属病院蓬一谷耕士OTR

5・肘関節拘縮に対する装具療法

-dynamicsplmとstaticprogressivesplintの使用経験一
大阪厚生年金病院堀内はる香OTR

6・広背筋移行による肘屈曲再建の筋電図学的研究

新潟中央病院土田尚美oⅢ

閉会式

＊参加申込は当日に会場で承ります．

お問合せ先〒569-8686大阪府高槻市大学町2-7

大阪医科大学附属病院リハビリテーシヨン科

谷村浩子

TELO72-683-1221(内2709)/FAXO72-684-6336

E-manrehO28@poh.osaka-med.acjp



第43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47回日本手の外科学会会期中に開催いたします．今回はレクチャー

を東京大学医科学研究所の池川志郎先生にお願いしました．手の先天異常と遺伝子解析について

の最近の知見をわかりやすくお話していただく予定です．また，基礎と臨床の連携といった観点

からのお話も伺えるとのことですので，時間の許す限り臨床症例の検討も行いたいと思います．

多くの方々の参加をお待ちしております．

なお，討論を行いたい症例をお持ちの方は時間調整が必要ですので，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16年4月23日（金）12:35～13:45

会場：学術集会第5会場（12階）

演者：東京大学医科学研究所池川志郎先生

演題：四肢の先天異常と遺伝子解析

症例応募方法：平成16年4月7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

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持参ください．スライドによる発表は受付け

られません．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27回末梢神経を語る会のご案内

「第27回末梢神経を語る会」は「第47回日本手の外科学会」の開催される大阪で行います．

今回は「人工神経に関する最近のトピックス」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16年4月23日（金)18:00～20:00

（第47回日本手の外科学会2日目終了後）

場：大阪国際会議場10階1003会議室（第47回日本手の外科学会第2会場）

大阪府大阪市北区中之島5-3-51TELO6-4803-5555

《
云

テーマ：人工神経に関する最近のトピックス

講演：1．ラミニンペプチドとヒト除神経筋由来神経突起伸長因子

hMDP77の神経再生促進効果

東京医科歯科大学疾患遺伝子実験センター伊藤聰一郎

運動器変性部門助教授

2.TissueEngineemgを応用した人工神経の開発
慶應義塾大学整形外科講師仲尾保志

3．損傷された末梢神経を再生させる方法の開発

京都大学形成外科助教授鈴木義久

4．PCA-Collagenmbeによるヒト末梢神経損傷に対する生体内再生医療
奈良県立医科大学救急医学講師稲田有史

※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（日整会専門医単位：1単位）を予定しており

ます．

第27回末梢神経を語る会

北野病院整形外科梁瀬義章

星ケ 丘 厚生年金病院整形外科河井秀夫

京都府立心身障害者リハビリテーション病院整形外科岡島誠一郎

世話人

共催：末梢神経を語る会

エーザイ株式会社



日本手の外科学会雑誌

編集

発行所

第21巻第1号 平成16年3月1日発行

第47回日本手の外科学会学術集会

会長阿部宗昭

〒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
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●カスタマーダイレクト(商IR1のご注文）

北海道･……..…･･･Tbl.011-781-3367

東北地方･…･･……碇1.022.284-8558

IW東･中部･近畿地方…Tb1.0550-89-8522

中国･四国'九州地方…1℃1.092-931-7297

●修理のお問合せ………･……･…･……”

●製品のお問合せ………TRAUMA･…

Fax､011-781-3368

Fax､022-284-8559

Fax､0120-89-3570

Fax､092-931-7303

Tも1.0120-33.8507

碇1.03-6402-“03

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

Te1.03-6402-6600(代表)Fax.03-6402-6620

http:"www.zimmer.co.jp
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脱W
販売名：ニューデイール・スクリュー・システム

医療用具承認番号：21000BZYOO697000

小骨固定に最適なスクリュー。

ネジ部がテーパー状になっており、優れたコンブ

レッション効果が得られます。

ネジ部長さ15,20,25mmをカラーで分類。

’ワイヤー。プロテクター119050K

Kワイヤーなどの先端に装着するプロテクター。

滅菌済み、しかも専用器具を必要としないので、

す速<手軽に使えます。〃
脱W

少.

、

、

苗

豊盈
参

〆
《後

．

織

／

Ｆ、

’|スビン･スクリユボール ド・スク リユー■ ■■■■

販売名：

ニューディール・ステープル・システム

医療用具承認番号：21000BZYOO696000

ひし形の中空部を開くことにより、

密着性と固定力を発揮します。

販売名：

ニューデイール・スクリュー・システム

医療用具承認番-号：21000BZYOO697000

先端部のピッチデザインが、骨内

でのコンブレッション効果を高め

ます。

販売名：

ニューディール・スクリュー・システム

医療川具承認番号：21000BZYOO697000

パワードリルにより、一定の負荷

がかかると自動的にスクリュー部

が分離するスナップ・オフ方式を

採用。

qD

今
アコマ医科T業株式会社●

製造元：ニュー・デイール社（フランス）

本社：東京都文京区本郷2－14－14
輸入元：株式会社工イテイアイ

北関東

大阪

福岡

048-684-3012

06-6351-4530

092-651-3366

札幌

東京

広島

011-748-3161

03-3811-4151

082-294-7164

北
京
国

東
中
四

022-743-9821

052-911-6327

087-815-3941

東京都文京区本郷2－15－11

タック・スクリュー

ユニ・クリップ
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．－一－－檮骨遠位端骨折掌側用プレート合

Pγo〃e〃has〃e〃se"led.
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■プレート遠位部のホールと3.5mmキャニ

ューレイテッドスクリューで関節周辺のより

確実な骨整復固定を実現しました。

■優れた強度をもつチタン合金プレートとスクリューは

日本人の骨に合わせてLowプロファイルでデザインさ

れており腱や神経に対する刺激を減少させました。
－

肌ⅢI，

■各スクリューは､プレート間で最大20度のア

ングルがつけられ3点保持のスクリューヘッ

ドは挿入/抜去に優れた効力を発揮します。

株式会社エム･エム･ティー
〒540-0008大阪市中央区大手前2丁目1-2國民會館･住友生命ビル4階

TELO6-6941-8255(代)FAX.06-6941-8251

E-mailmmt@mmt-med.co.jp

URLhttp://www.mmt-med.co.jp
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着脱式延長器は、

コンブレッション

(最長40mm)が可能です。

シンプルな操作性で､手術時間の短縮を

可能にします。”鋤織

軽量(529)でｺﾝバｸﾄな固定器は､藍薑蕊
後の負担を軽減します。．#；；:;溌鍵鍵
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ピンをクランプに固定後､3次元的整復を同時に行えます。※医療用具許可番号:26BZ6002号／医

mEdにalGroupkisco

キスコ･ﾃﾔー ｱｲﾌｴﾙ株式会社フエj総発売元

口大阪

ロ大阪

ロ東京

ロ札幌

ロ横浜

口名古1

口神戸

ロ福岡

創外固同

創外固I

I本社／〒540-0021大阪市中央区大手通2-3-14TELO6(6944)1191･FAXO6(6944)1195
2本部／〒541-0047大阪市中央区淡路町3-2-7TELO6(6203)6155･FAXO6(6203)6157
可本部／〒113-0033東京都文京区本郷3-29-11セイル本郷TELO3(5689)8470･FAXO3(5689)8570
寵（営)／〒060-0042札幌市中央区大通西7-2ダイヤビル8FTELO11(261)7970･FAXO11(261)7972
兎（営)／〒224-0003横浜市都筑区中川中央1-23-17-301TELO45(915)9761･FAXO45(915)9763
.屋(営)／〒468-0053名古屋市天白区植田南3-321TELO52(800)7600･FAXO52(800)7602
ヨ（営)／〒662-0941兵庫県西宮市浜脇町2-30TELO798(39)1640･FAXO798(39)1638
3（営)／〒816-0092福岡市博多区東那珂3-6-16TELO92(474)1661･FAXO92(474)1670

定器本体製造元／株式会社ウミヒラ〒601－8205京都市南区久世城町126

1定ピン輸入元／寿医科商事株式会社〒540-0021大阪市中央区大手通2-3-14

市中央
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弓KHⅨERB

バイオセラム事業部

札幌営業所〒060.0001札幌市中央区北1条西7-3(北一条第一生命ビル）TELO11-222-7340

東北営業所〒980-0804仙台市青葉区大町2-2-10(住友生命仙台青蕊通ﾙ1TEL022.223-7238

大宮営業所〒330-0854さいたま市大宮区桜木町2-287（松栄第5ピﾙ2F）TEL048.641-8373

東京営業所〒150善8303東京都渋谷区神宮前6.27-8（京ｾﾗ原宿ビﾙ2F)TELO3-3797暖4617

2古睦輌〒460.0003名古屋市中区錦3.4-6(桜過大濠第一生命ビル10F)TEL052-962.7420

京都営業所〒612.8501京都市伏見区竹田鳥羽殿町6

大販営藁所〒532.0003大阪市淀川区宮原3-5-24(新大阪第一生命ピﾙ3F）

岡山営糞所〒700.0904岡山市柳町1.1-27（太陽生命岡山柳町ビル4F)

広島営業所〒730.0016広島市中区職町13-11(明治生命広島楢町ビル9F）

九州営業所〒812.0016福岡市博多区博多駅南2.9.11（桐岡山善ピﾙ9F)
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■製造元

塀jll林ﾒﾃｲｶﾙ円串unlEm
Acumed,LLC,

外国製造承認取得者

アキュメッド社(米国）

発売元小林製薬株式会社小林ﾒデｨｶﾙ事業部
〒541-0047大阪市中央区淡路町4－4－13南星ビル3F

TEL：O6－6223－O602FAX:06－6222-7228

国内管理人･輸入元

ノハ林製薬株式会社
本社大阪市中央区道修町4-3-6



感染予防を品質向上

重ねる必要あ
1枚で2枚働く不織布

ｰ

園

』

j

り

吸水:不織布

＝

"?2"f

F~>"

防水:フィルムーー

訓

ステリ･ドレープ:Ⅷ

バイオケード不織布

ドレープが､3Mからまた1歩前進です｡雌先

端技術でつくられる長繊維の不織布と柔軟

性に富む不透過性フィルムを複合｡1枚で吸

水と防水の両方を兼ね備えた丈夫なドレー

プを実現しました。そのためドレープを重ね

て使用するわずらわしさがなく､また感染の

原因となるⅢ液や体液の透過がなく､床など

への汚染拡散も岐小限にとどめます。しかも

長繊維不織布だからチリ･ホコリ（リント)が

少なく､クリーン度も最先端です。感染予防

の品質向上にお役立てください。

防水性(不透過性フィルム）

吸水性(長繊維不織布）

<3M><ステリ‘ドレープ>は､3M社の商標です。

スリーエムヘルスケア株式会社
医療用製品事業部

本社158-8583束京都t廿閉谷区玉川台2-33-1

Ｉ
階
陀
権
」 ’灘戦"""1

◆ナヒダイヤルCNTT司皇、=ケー海ﾝズtpJのサモス名尊で7．ﾅピダｲﾔﾙサービス区立■どこ厚うでも南周日
岱でご再取'kEIﾌHFo日可■恩がうで蕊弓町勲､庭更げ屡丁,同娼(■“｡飼吋nm弱唾ご閲､でSEぜん.

事菓部

扱■品の

問 合 わ せ は 訓人がいる｡夢がある。
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一スシンメトリー上肢用プレート システムスス■■

医療用具承認番号20800BZYOO625000医療用具許可番号13BYO697
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医療用具承認番号20700BZYO1239000医療用具許可番号13BYO697

表

…偽

蕊
…

甥

零

慰華4

幾蔑蕊

鐸脅蕊
…

ご'琴

鑿謬
篭鍾

輸入総発売元

神戸営業所／TEL･O7B(392)B770(代）

高松営業所／TELO87(833)9121(代）

広島営業所//TEL,082(243)5371(代）

福岡営業所//TEL､092(475)1211(代）

熊本営業所／TEL､096(322)9011(代）

横浜営業所／TEL,045(476)1771(代）

名古屋営業所／TEL,052(731)5020(代）

金沢営業所／TEL､076(223)8805(代）

京都営業所,〆TEL､075(352)4110(代）

大阪営業所／TEL､06(6399)9730(代）
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盛岡営業所

仙台営業所
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干葉営業所

繊蕊日本ｴﾑ式エム
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マトリックス檮骨遠位端用

プレートシスデム

ス
一

‐
４
■

ス P

背側プレート

、（左右別）

掌側プレート

鷺

、§

、
コーティカル

(2.7mm径）

特長

●1.6mm厚のロープロファイル(プレート厚は1mm)

●専用のスクリュー(2.7mmコーテイカル､3｡0mmキヤンセラス）

●アナトミカルデザイン＋マルチプルなタイプとサイズ(ミディアム､ラージ）

●プレート遠位側にある複数のスクリューホール(7～8穴）

Stly脂F
LEIBINGER医療用具承認番号:21300BZYOO498000

輸 入 販 売 元

日本ストライカー株式会社
stⅣ肥F

JAPAN

〒151－0053 東京都渋谷区代々木3-25-3 TEL(03)5352-9080 http://www.stryker.co.jp
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DTJラージスクリュー

製造承認番号21500BZZOO664000

◆チタン合金(Ti-6Al-4V)

◆近位ねじ外径:5.2mm遠位ねじ外径:4.2mm

口使用症例□

・脛骨遠位部内側内頚部骨折

・脛骨高原骨折

・手関節(携骨,手根骨)固定

・足関節固定

DTJスクリュー

製造承認番号21200BZZOO606000

◆チタン合金(Ti-6AI-4V)

◆近位ねじ外径:4.0mm遠位ねじ外径:3.2mm

◆1.2mmガイドピンが使用可能

◆ドリリング,タッピングが不要

口使用症例□

・舟状骨骨折

・小関節固定

Ｆ胃Ｂ
ｒ

TJスクリュー

製造承認番号20900BZZOO648000

◆チタン合金(Ti-6Al-4V)

◆小関節の靭帯再建に最適なシステム

口使用症例□

・母指MP関節尺側側副靭帯損傷

・尺側靭帯損傷

・内外側側副靭帯損傷■E

ノ

／
Ｊ
勾

戸
ｌ
ｒ⑥。

〃

製造販売元
T453-0015

名古屋市中村区椿町17番15号

TELO52-459-1277FAXO52-459-1282

http://www､meIra・CO､Ip全メイラ株式会社
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SWANSONIMPLANTS

口
ANCHORLOK@SoftTissueAnchorSystem

●人工指関節グロメット付●C.S.E.人工稜形骨

●リストジョイントグロメット付●チタン人工月状骨

●チタン人工舟状骨●チタンベーサルサム

●チタン人工榛骨頭●人工足趾関節グロメット付

●テンドンスペーサー(Swanson-HanterDesign)
●アンカーロックソフトティシューアンカーシステム

医療用具承認番号

20700BZYOOO38000

20700BZYO1236000

14800BZYOOOO5000

15300BZYOO112000

15600BZYOO495000

15700BZYO1217000

20900BZGOOOO8000

輸入販売元

･ジャパン株式会社イト･メディカル
京本社TEL:03-6：

京営業所TEL:03－5

阪営業所TEL:06-41

岡営業所TEL:092-‘

ラ
東
東
大
福

CHI: 03-6230-1451/FAX

03-5767-8130/FAX

06-4803-5921/FAX

092-437-5315/FAX
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e

輸入承認番号：21300BZYO

販売名：バイオメットスモー‘

フォ ーアームネイル

※本剤の｢効能･効果｣、効能･効果｣、｢用法･用量｣、｢禁忌を含む使用上の

の詳細は､製品添付文書をご参照ください。注意｣等

薬価基準収載

■
迄
二星

製造発売元

旭化成コァーマ株式会社
資料購求先：医薬学術部

〒101-8481東京都千代田区神田美土代町9番地1

H､15.10
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漁

驚蕊#灘

粗霧症治療剤骨

ネ肥アリト錠25mg
リセドロン酸ナトリウム水和物錠●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」
等については現品添付文書をご参照ください。

★資料はｱペﾝﾃｨｽﾌｧー ﾏ(株)またはエーザイ(株)医薬
情報担当者にご請求ください。 劇薬指定疾薬品要指示医薬品濁注)注意一医師等の処方せん.指示により使用すること

造:副lINOMOTO､味の素株式会社販
〒104－8315東京都中央区京橋一丁目15番1号

売;アベンテイスフアーマ株式会社販売提携:エーザイ株式会註
〒107-8465束京都港区赤坂二丁目17番51号〒112-8088東京都文京区小石川4-6-10

2003年5月作成ACT･JB52･AO305MC

製

経皮吸収型鎮痛消炎剤

ナボーノ肌剴し
3.相互作用

併用注意(併用に注意すること）

鶴…
薬剤名等｜臨床症状・措置方法｜機序・危険因子

痙筆を起こすおそれがある‘

痙肇が発現した場合には、

気道を確保し、ジアゼパム

の静注等を行う。

ニューキノロン系

抗菌剤

工ノキサシン等

ニューキノロン系抗菌剤が

脳内の抑制性神経伝達物

質であるGABAの受容体結

合を濃度依存的に阻害し、

ある種の非ステロイド性抗

炎症剤との共存下ではその

阻害作用が増強されること

が動物で報告されている。

｡●

薬価基準収載

日
本
初
、
ジ
ク
ロ
フ
ェ
ナ
ク
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
経
皮
吸
収
化
に
エ
ス
エ
ス
製
薬
が
戚
功

4.副作用

総症例1,062例中副作用が報告されたのは41例(3.9％)53件で､その主な症

状は､皮膚炎(発疹､湿疹､皮疹､かぶれ)27件(2.5％)､癌痒感9件(0.8％)､発赤

8件(0.8％)､皮膚のあれ4件(0.4％)､刺激感3件(0.3％)等であった｡(承認時）

5.妊婦、産婦、授乳婦等への使用

妊娠又は妊娠している可能性のある婦人に対しては治療上の有益性が危険

性を上回ると判断される場合にのみ使用すること。

［妊婦に対する安全性は確立していない｡］

6.小児等への使用

小児等に対する安全性は確立していない｡(使用経験が少ない）

7.適用上の注意

(1)使用部位

1)眼及び粘膜に使用しないこと。

2)表皮が欠損している場合に使用すると一時的にしみる、上リヒリ感を起

こすことがあるので使用に際し注意すること。

(2)使用方法

密封包帯法(ODT)での使用により、全身的投与(経口剤､坐剤)と同様の

副作用が発現する可能性があるので、密封包帯法で使用しないこと。

【効能･効果】
下記疾患並びに症状の鎮痛

変形性関節症､肩関節周【

消炎

肩関節周囲炎、

懲〆

腱･腱鞘炎､腱周囲炎､上腕

穎炎(テニス肘等)､筋肉痛

骨上

筋肉痛(筋。

筋膜性腰痛症等)､外

・瘤痛

【用法・用■】

傷後の腫脹

症状により、適量を1日数回患部j
F

g に塗擦する。

【使鴎上の注意】
1慎重投与(次の患者には慎重に

工使 用すること）
ス 気管支喘息のある患者
製
薬［ 気 管 支 喘息患者の中にはアスビ
が リン喘息患者も含まれており、
戒 そ れ ら の 患者では重症喘息発作功ゞ ‐

舟・を誘発するおそれがある｡］一＝…………

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)皮膚の感染症を不顕性化するおそれがあるので、感染を伴う炎症に対して

用いる場合には適切な抗菌剤又は抗真菌剤を併用し、観察を十分行い

慎重に使用すること。

(3)慢性疾患(変形性関節症等)に対し本剤を用いる場合には､薬物療法以外

の療法も考慮すること。また、患者の状態を十分観察し､副作用の発現に留

意すること。

(1)本剤の成分に対し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り誘発され
る喘息発作)又はその既往歴のある患者

〔重症喘息発作を誘発するおそれがある｡〕

熊効能･効果、用法･用量、禁忌を含む使用上の注意等は、製品添付文書を

ご参照下さい。
製 造 発 売 元

邑墨躍灘馳 04‘2

禁忌(次の患者には使用しないこと）
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(ヒアルロン酸ナトリウム関節内注射液）

夕
生化学工業株式会社
東京都中央区日本橘本町2-1-5

〔製造元〕

ADDFEEn°

経皮吸収型鎮痛消炎貼付剤

⑧

■ ’

(フルルビプロフェン製斉|｣）

リードケミカル株式会社
宮山布日俣77－3

製造元〕

●各製品の効能･効果､用法･用量､禁忌､使用上の注意等の詳細は､製品添付文書

をご参照ください。

●各製品共､薬価基準収載

③禾斗石升製薬株式会社
98CS

(1999年4月作成）〔発売元･資料請求先〕〒ll3-8650東京都文京区本駒込2-28-8学術部



うれしいを､つぎつぎと。

mmN

本当に求められている

「こと」や「もの」。

医療のニーズを正しく把握し、

バイオ技術の追究を通じて、

夢を現実にしていく。

キリンは､新たな医療価値の創造に

全力で取り組んでいます。ひ
ら

を
拓
く

言

○

l

lIキリコヒール株式会社医薬カンパニー 〒150－8011東京都渋谷区神宮前6丁目26番1号

鯉鳶ﾁ剤震襄多anten
ﾘﾏﾁﾉr錠100mg･照乏鵬謬mgRimatil｡tabletslOOmg
ブシラミン100mg錠 ブシラミン50mg錠

･雛剛擢鯏苧=…壜"認
製造発売元

参天製薬株式会社

録 鎮蕊一大阪市東淀jll区下新庄3－9－19

資料請求先医薬事業部医薬情報室

蕊
溌鎧：

抗リウマチ剤|薬価墓準収載｜
指定医薬品、要指示医薬品

(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
AzulfidinSENtablets
サラゾスルファピリジン500mg腸溶錠

2鼬､魁寺抄訳

園
1,騒瞬ぞう戸|〃〃"ラノ

電羅

露

函
iま メ

指定医薬品、要指示医薬品（注意一医師等の処方せん・指示により使用すること）

綴アザルフイジゴEN錠250m9
AzulfidinsENtablets250mg
サラゾスルフアピリジン250mg腸溶錠発売元

■"鐙蝿礎:頃墓忌を含む使用上の注意〕等に§撫篤鰯基説
ついては、添付文書をご参照下さい。資料 諜 求 先 医 薬 事 業 部 医 薬 偶 報 室

製造元

⑬裏忠礁嘩陰禅2003年8月作成
RM/AFO3HW
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識｡.･卦癖

静注用0．59．19,キット静注用19

蕊議溌蕊蕊蕊蕊蕊蕊難驚灘灘蕊灘蕊篭灘驚灘灘鴬蕊
注1）注意一医師等の処方せん・指示により使用すること§

罐

鴬

皇蕊

〆

■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。

2003年3月作成B52@:登録商標

⑧シオノギ製薬
〔資料請求先〕塩野義製薬株式会社

〒541-0045大阪市中央区道修町3-1-8

略号:CTM注射用セフェム系抗生物質製剤
⑨

ｸピ
指定医薬品

要 指示医薬品

静注用0.259･0.59･19･19(ｷｯﾄ品）
静注用19バッグS･19バッグG

･･局ﾛー ･一・J.-口-,.｡一ﾛ･ヂ

〒540-8645大阪市中央区道修町四丁目1番1票
http:"www_takedaco.JD/.'.7;淫'･筆

〔0209：8521

毎~卓

両料瞬求先〕

④武田薬品工業株式会社



続く痛みにモービック③
【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|こ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(ミソプロストールは非ステロイド性消炎鎮痛剤により生じた消化性潰

揚を効能･効果としているが､ミソブロストールによる治療に抵抗性を示す消化

性潰癌もあるので､本剤を継続投与する場合には､十分経過を観察し､慎重に投

与すること｡）(3)抗凝血剤(ワルファリン等)を投与中の患者(｢相互作用｣の項

参照)(4)血液の異常又はその既往歴のある患者(5)肝障害又はその既往歴の

ある患者(6)腎障害又はその既往歴のある患者(7)心機能障害のある患者(8)

高m拝痒のある患者(9)気管支喘息のある患者(10)高齢者(塙齢者への投与」

の項参照)（11)体液喪失を伴う大手術直後の患者

2面雲な基本的注意（1）本剤はinv"ro試験において､シクロオキシケナー

ゼ(COX)-1に対してよりもシクロオキシゲナーゼー2をより強く阻害することが

確認されているが､日本人を対象とした臨床試験ではシクロオキシゲナーゼー2

に対してより選択性の低い非ステロイド性消炎鎮痛剤と比較して､本剤の安全性

がより高いことは検証されていない。特に､消化管障害発生のリスクファクター

の高い患者(消化性潰瘍の既往歴のある患者等)への投与に際しては副作用の

発現に留意し､十分な観察を行うこと。（｢臨床成績｣、「薬効薬理｣の項参照）（2）

消炎鎮痛剤による治療は原因癖去ではなく､対症療法であることに留意すること。

また､薬物療法以外の療法も考慮すること。(3)長期投与する場合には､定期的

かつ必要に応じて臨床検査(尿検査､血液検査､肝機能検査及び停潜巾検査等）

を行うこと。また､異常が認められた場合には､減蚤又は体薬する等の適切な処

漣を行うこと。(4)患者の状態を十分観察し､副作用の発現に留意すること｡な

お､海外では､消化器系の重篤な副作用〔消化性潰揚(穿孔を伴うことがある)、

吐血､下血等の胃腸出血〕が報告されているので､観察を十分に行い(消化管障

害､特に胃腸出血に注意すること)､異常が認められた場合には､投与を中止し、

適切な処置を行うこと。（｢副作用｣の項参照）(5)感染症を不顕性化するおそれ

があるので､観察を十分に行い､慎重に投与すること。(6)他の消炎鎮痛剤との

併用は避けることが望ましい[他の非ステロイド性消炎鎮痛剤で､相互に副作用

を増強することが報告されている]。（｢相互作用｣の項参照）(7)眼の調節障害、

眠気等の精神神経系症状があらわれることがあるので､本剤投与中の患者には

自動車の運転等危険を伴う機械の操作に従事させないよう十分注意すること。

3相互作用[併用注意］（併用に注意すること）薬剤名等他の非ステロイド性

消炎鏡痛剤又はサリチル酸塩､クマリン系抗凝血剤(ワルファリン等)､ヘパリン、

チクロピジン､血栓溶解剤､コレスチラミン､経口巾糖降下剤､キニジン､リチウム、

メトトレキサー卜､利尿剤､降圧薬(β受容体遮断薬､ACE阻害薬､伽管拡張薬､利

尿剤等)､シクロスポリン

4.副作用国内における臨床試験は､慢性関節リウマチ､変形性関節症､腰痛症､肩関

節周囲炎､頸肩腕症候群の患者を対象に実施され､安全性について報告されたのは

1,128例であった｡1,128例中副作用が報告された症例は183例(16,22％)であった。
このうち消化器系の副作用は125例(11.08％)に認められた｡なお､主な副作用は、

胃部･心窩部不快感36件(3.19％)､胃痛･心窩部痛28件(248％)､皮疹発疹･薬疹

23件(2.04％)､腹痛･上腹部痛11件(0.98％)､皮膚痩痒10件(0.89％)等であった。

臨床検査値においては､一定の傾向を示す変動は認められていない。（199鐸12月）

海外における臨床試験は､健康成人､慢性関節リウマチ､変形性関節症又は強直

性脊椎炎の患者(5,500例)を対象に実施された｡このうち､3,7釦例に本剤7.5mg，
15mgが経口投与され､主な副作用は､消化不良(7.0%)､嘔気(4.6%)､頭痛(4.0
％)､下痢(3.5％)､皮疹(2.8％)等であった。（ヨーロッパにおける承認申請時）

（1）重大な副作用1）消化性潰瘍(1％以下）（穿孔を伴うことがある)､吐血(頻

度不明)、下血等の胃腸出血(1％以下)、大腸炎(0.1％未満):観察を十分に行

い､異常が認められた場合には､投与を中止し､適切な処置を行うこと。2)喘息

（0.1％未満):観察を十分に行い､異常が認められた場合には､投与を中止し､適

切な処置を行うこと。3)急性腎不全(頻度不明)?観察を十分に行い､異常が認

められた場合には､投与を中止し､適切な処函を行うこと｡4)無穎粒球症(頻度

不明)、血小板減少(1％以下):観察を十分に行い､定期的かつ必要に応じて血

液検査を実施し､異常が認められた場合には､投与を中止し､適切な処置を行う

こと｡特にメトトレキサー卜のような骨髄機能を抑制する薬剤と併用する際には、

留意すること。（｢相互作用｣の項参照）5)皮膚粘膜眼症候群(Sieven5-｣ohnson

症候群）（頻度不明)、中毒性表皮壊死症(Lyell症候群）（頻度不明)、水疽(頻度
不明)、多形紅斑(頻度不明)観察を十分行い､異常が認められた場合には､投

与を中止し､適切な処置を行うこと｡6)アナフィラキシ一反応／アナフィラキシ

一様反応(0.1％未満)､血管浮腫(0］％未満):観察を十分行い､異常が認めら

れた場合には､投与を中止し､適切な処置を行うこと｡7)肝炎(頻度不明)､重篤

な肝機能障害(1％以下)観察を十分行い､定期的かつ必要に応じて臨床検査

を実施し､異常が認められた場合には､投与を中止し､適切な処置を行うこと。

注:頻度は海外の臨床試験成績に基づく。また､頻度不明は海外の市販後の自発

報告によるもの。

(2)重大な副作用(類薬）ショック､再生不良性貧血､骨髄擬能抑制､ネフロー

ゼ症候群:他の非ステロイド性消炎鎮痛剤でこのようなことがあらわれることが

あるので､観察を十分行い､定期的かつ必要に応じて臨床検査を実施し､異常が

認められた場合には､投与を中止し､適切な処亜を行うこと。

●詳細は､添付文書等をご覧ください。

いつも笑顔でいたいから

F可

特徴
L －_一コ

1選択的シクロオキシゲナーゼ(COX)-2阻害作用(invil7o)
炎症反応に関与するCOX-2をCOX-1より強く阻害します（inv"ro)。

2．すぐれた消炎･鎮痛効果
慢性関節リウマチ､変形性関節症､腰痛症､肩関節周囲炎､頸肩腕症候群の症状に
対してすぐれた消炎･鎮痛効果を発揮します。

3‘1日1回投与で痛みをコントロール
1日1回投与で鎮痛効果を発揮します。

4承認時における副作用発現率は16.22％(183例／1,128例）
このうち消化器系の副作用は125例（11.08%)でした。

主な副作用は胃部･心窩部不快感36件(3.19%)、胃痛･心窩部痛28件(2,48％)、皮

疹･発疹･薬疹23件（2.04％）、腹痛･上腹部痛11件（0．98％）、皮膚窪痒10件
（0.89%)などでした。

重大な副作用として､消化性潰癌(穿孔を伴うことがある）、吐血､下血などの胃揚

出血､大腸炎､喘息､急性腎不全､無穎粒球症､血小板減少､皮膚粘膜眼症候群

（Sfevens-｣ohnson症候群)、中毒性表皮壇死症(Lyell症候群)、水萢､多形紅斑､アナ
フィラキシ一反応／アナフィラキシ一様反応､血管浮腫､肝炎､重篤な肝機能障害が

認められています(海外データによる)。

また類薬の重大な副作用として､ショック､再生不良性貧血､骨髄機能抑制､ネフロ

ーゼ症候群があらわれることが報告されています。

【効能･効果】

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

【用法･用■】

通常､成人にはメロキシカムとして10mgを旧1回食後に経口投与する。
なお､年齢､症状により､適宜増減するが､’日最高用量は15mgとする。

｜＜用法.用量に関連する使用上の注意＞

｜国内において1B15mgを超える用■での安全性は確立していない
I（使用経験が少ない)。
-__----_-----------－－－－－－－－-‐‐‐-‐-－－－－－－－－－－-－－－－－－－－」

製造発売元

Boehringer日本パﾄﾘﾝガー ｲﾝゲｿﾚﾙ仏株式会社

Ingelheim識照鴎綴6-0''3兵庫県川雷市矢間3.'0.↑
発売元〒101-0064東京都千代田区独楽町2-8-8住友不勘産猿楽町ピル13階

第一製薬株式会社爵:蕊区日本柵三丁唇,4番,｡号睡
非ステロイド性消炎・鎮痛剤劇薬､指定医薬品

卿
囿

⑧カプセルモービ､ッワ 5mg･10mg

Mobic｡CapsuleS5mg･10mg(メロキシカム製剤） |－－－

2003年1月作成(2001.5）
一一一寺 七 『 － 丘

【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（｢慎重投与」(2)の項参照）
(2)重篤な血液の異常がある患者

(3)重篤な肝障害のある患者
(4)重篤な腎障害のある患者
(5)重篤な心機能不全のある患者

(6)重篤な高巾序症のある患者
(7)本剤の成分､サリチル酸塩(アスピリン等)又は他の非ステロイ

ド性消炎鎮痛剤に対して過敏症の既往歴のある患者
(8)アスピリン喘息(非ステロイド性消炎鎮痛剤等による喘息発作

の誘発)又はその既往歴のある患者

(9)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）

薬価基準収載
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骨粗霧症治療剤「薬価墓牽収藪1

ポﾅ､以錠5mg
＜アレンドロン酸ナトリウム水和物錠＞
劇薬・指定医薬品．要指示医薬品(注意:医師等の処方せん．指示により使用すること） 製造・販売元

丁E”"Ⅳ帝人ﾌｧｰﾏ株式会社
資料請求先：学術情報部

〒100-8585東京都千代田区内幸町2-1-1

BNTO27(KK)0308改32003年8月作成

※効能･効果､用法･用量､禁忌を含む使用卜の注意等については、

添付文言をご参照ください。
商擦ﾅﾛﾝ,/BOnalon･iM恥rEgis【eTed【mdeImrkofMcrck&C〔1．.Inc.､Whjにh(》uHUSlntion･NJ,USA‘



固顧可中外製薬
…ﾛｼﾕグﾙー ﾌ゙

Suvenyl
指定医薬品

関節機能改善剤
屋匝雪亟罰｛

又ペニー肌夷糊
Suvenyl"ﾋｱﾙﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ関節内注射液

〔資料請求先〕

現鰯篭蕊蕊謀’
※｢効能･効果｣、「用法･用量｣、「用法･用量に関連する使用上

の注意」、「禁忌｣、「使用上の注意｣等については最新の添

付文書をご参照ください。

製造発売元

CSU-02532003.6

蕊

蕊蕊謹蕊篭蕊譲鑿謹＃灘 ー

｜
匡 》

し

｢眉定匡棄昴1

下行性瘻痛抑制系賦活型

瘤痛治療剤(非オピオイド、非シクロオキシゲナーゼ阻害）

ノイ、卜、■ごシ・錠
ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液含有製剤

〈薬価基準収載＞

［効能・効果］

帯状疽疹後神経痛、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i屋関連する使用上の注意>”…”：…:::：
帯状抱窪後神縫猟に剛いる場合は諾状描疹撫発症接5綱以上経過した患者を踊象
とすること意(樵状庖疹獺発稚後6カ月未満の患者に対する効果は検証されて1噸詫恢…

_』'』_‐_‐_

［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鑑>ﾐ"Ⅷ“_ルームルポ産：
辮状癒疹後神経痛に対しては､4週間で妨果の認められない場合は漫然と投薬を続け
ないよう注意する匡と5

控｢三 ヨマ
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|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’

漁「使用上の注意｣などについては添付文書を

ご参照ください。

日本臓器製薬
資科飼求先:日本更器製莱株式会社学術部T"1.即46大瞳爾中理平野972丁目1畠2号“6(6203)0441㈹
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【禁忌】(次の患者|こは使用しないこと）

（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)ｱｽビﾘﾝ喘息(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｡］
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【効能･効果1

下記疾患の慢性症状(血行障害､筋痙縮､筋拘縮)を伴う場合の鎮痛･消炎

腰痛症(筋筋膜性腰痛症､変形性脊椎症､椎間板症､腰椎捻挫)､変形性関節症､

肩関節周囲炎、腱腱鞘炎、腱周囲炎、上腕骨上穎炎(テニス肘等）
｢一一ーー一ーー一画一一画一一一一画一一一画一一画一一一一一一一一一一一一一一一一一画一一ローーーーョ

I【効能･効果に関連する使用上の注意｝

I（')局所熱感､厘脹等を伴う急性期には有効性力確認されていないので使用しないこと｡，
l(2)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､中には頁1

度の全身性発疹に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十1
分|こ検討の上､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」

【用法･用量】

1日1回患部に貼付する。

[使用上の注意1

1.慎重樗与(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‘重要な基本的注意

（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､掻痒等を

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、中に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|こ対し次の指導を十分に行うこと。

1）紫外線哩認の有無にかかわら衣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認められた場合には、直ちに便用を中止し、

患部を遮光し､受診すること。なお､使用後数日窄鐸渦して発現する堀合があ

るので、同様に注意すること。

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、

紫外線を需凋式せにくい色物の衣服などを酒用すること。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、同様に注意
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経皮鎮痛消炎剤〔薬価基準収載〕 すること

（3）消炎鎮癌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

る場合には適切な抗菌剤又は抗真菌剤を併用し、観察を十分に行い慎重に投与

すること。

（5）本剤|こよる治療は対症療法であるので、症状に応じて薬物療法以外の癒法も考

慮すること。また､投与が長期|こわたる場合には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。

●重大な副作用として､アナフイラキシ一様症状､喘息発作の誘発(アスピリン喘息)、

接触度虜炎、光線過敏症があります。詳細は添付文害をご参照ください。

…干＝ラユ
策鵬順求先⑧久光製薬株式会社学術部

〒100.6221東京都千代田区丸の内1-11-1PCPビル21F

|渦FujisawaCefamezinn
(略号:CEZ)
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注)注慰一吋H1岬の処方せん･指示により仙川すること

壺驚§;識 陽

発売元費料砺求先

藤沢薬品T業株式会社
大阪市中央区道悠町34－7〒541-8514

製造元

静岡フジサワ株式会社
静岡県富士市中河原88番地

作成年月2003年1011

●効能･効果､用法･用量､禁忌を含む使用上の注意等
につきましては､製品添付文書をご参照下さい。



経皮複合消炎剤

モヒラード軟盲
●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〕

製造販売:hnaruhoマルホ株式会社
大阪市北区中津1-5-22〒531-0071

(2003.9作成）

甲プロスタグランジンE1製剤
◎

jra5ug･10リフ ノ 5 1 0牌g・ Pg
アルプロスタジル注射液

LipleoINJECTIONW慧駕蕊霧鴛鳫雲画

と雄

吟

、ざ

※〈譽告><禁忌><効能･効果><用法･用量〉

〈使用上の注意>等の詳細については、

製品添付文書をご参照ください。

5-HT2プロツカー

アンフ弓一口,‘癖淵6:jO0ml
塩酸サルポグレラート錠．細粒

ANPLAG'Tablets,Finegranules匿壺医霊ヨ[雲匝皇室唾図
既・冬

慈 騨
鋺

曜甥

漆一 ※〈禁忌><効能･効果><用法･用三><使用上の注意>等の

詳細については､製品添付文書をご参照ください。
… 隊
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人鑿吾ｴﾙﾌｧーﾏ株式会社
大阪市中央区平野町2‐6‐9

<資料請求先>製品情報部〒541-0047大阪市中央区淡路町2-5-6

（B51/2)2004年3月作

騨溌綴

蕊

…

薬価基準収載
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筋･骨格系疾患の
トータルケアを目指じて

…甥輔一γ密

ワイスは､筋･骨格系疾患のトータルケアを目指し、

有用性の高い治療薬の開発と提供､医療関係者の方々や患者さんへの幅広い学術情報の提供など

多方面からのアプローチを『Arthro-Carejと名付け､このコンセプトのもと､今後さまざまな活動を進めてまいります。

私たちのこれからにどうぞご期待ください。

経皮吸収型観痛消炎剤(無臭性)屍面面画］非ステロイド性鎖痛･抗炎症剤痙壷面経皮吸収型鎮痛消炎剤抗リウマチ剤|蝉睡璽品要福示皿晶嘩,｜

セル異ソチ°元ズﾃﾗｸｸ畿脇ラバケルョ.§霊ﾘｳﾏﾄL'ﾘ奴｡雑ﾙ
ﾌｪﾙビﾅｸ貼付剤錠堅篁車'四Fｴﾄドﾗｸ錠穿弓型mIp■フエルピナク囲 剤 璽 堅 里 零 収 敏 ﾒ ﾄ ﾄ ﾚ ｷ ｻ ｰ ト カ プ セ ル 累 研 害 ■ 四 ■

弦 ) 唾 一 F 一 皿 可 ぱ ん ･ 郵 痙 よ … す る こ と D

扉罰雪各製品の｢効能･効果｣、「用法･用量｣、「警告･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〉

Wyeth熟閼墨蕊碁高皇 2㈹3年12月作成
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羅康吸収型鎮痛･消炎謝
ZPOLAS調

騨録…鑪霞

⑧
脂定雇棄ﾖﾌﾙﾙピプﾛﾌｴﾝ貼付剤

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b

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)、

上腕骨上穎炎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)で魂

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

【取扱い上の注意】

1.規制区分：指定医薬品

2.貯法：(1)遮光した気密容器に保存

(2)室温保存

3.使用期限：外箱及び内袋に表示(3年）

4.その他：開封後は開封口のチャックをきちんとしめること。

【包装】
120枚(6枚×20)140枚(7枚×20)600枚(5枚×120)

600枚(6枚×100)700枚(7枚×100)
【効能又は効果】
下記疾患並びに症状の鎮痛･消炎

変形性関節症､肩関節周囲炎､腱･腱鞘炎､腱周囲炎､上腕骨上噸

炎(テニス肘等)､筋肉痛､外傷後の腫脹･癖痛

【用法及び用量1
1日2回､患部に貼付する。

製造発売元・資料請求先

園。 三丑製薬株式会社
東京都練馬反譽雫北2-3-1

http://wwwmikasaseiyaku.co.jp/
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●詳細は添付文書等をご参照ください。また､禁忌を含む使用上の注意の改訂に十分ご留意ください。

薬価基準収載

禁忌(次の患者には使用しないこと）

（1）本剤又は他のフルルビプロフェン製剤に対して過敏症の
既往歴のある患者

(2)アスピリン喘息(非ステロイド性消炎鎮痛剤等による喘

息発作の誘発)又はその既往歴のある患者

［喘息発作を誘発することがある｡］
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縮みを.直撃。
剛ﾉ〃CO"TROL

劇薬・指定医薬品／非ステロイド性消炎テロイド性消炎･鎮痛剤

〃菩韓易麗刀万
ロルノキシカム製剤 薬 価基準収載’

【禁忌（次の患者には投与しないこと）】

1消化性潰瘍のある患者(ただし､｢慎重投与｣の

項参照）

2菫篇な血液の異常のある患者

3.菫篇な肝障害のある患者

4菫篤な腎障害のある患者

5重篤な心機能不全のある患者

6重篤な高血圧症のある患者

7．本剤の成分に対して過敏症のある患者

8.アスピリン喘息(非ステロイド性消炎鎮痛剤等

による喘息発作の誘発）又はその既往歴のあ

る患者

9.妊娠末期の婦人

【効能･効果､用法･用量】

効 能 ・ 効 果

○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、

頸肩腕症候群、肩関節

周囲炎

○手術後､外傷後及び抜歯後

の消炎･鎮痛

用 法 ・ 用 量

通常､成人にはロルノキシカム

として1回4mgを1日3回食後

に経口投与する｡なお､年齢、

症状により適宜増減するが、

1B18mgを限度とする。

通常､成人にはロルノキシカム

として1回Bmgを頓用する。

ただし､1回舅は8mgまで､1日

舅は24mgまで､投与期間は

3日までを限度とする｡また､空

腹時の投与は避けることが望

ましい。

'用法･用量に関連する使用上の注意手術後､外傷後及び抜歯後’

|の消炎鎮痛に用いる場合1回8mg､1B24mg及び3日間を｜
'超えて､投与された経験はなく､安全性は確立されていないので､’

,用法･用量を遵守すること。

2003，03LCO1B5E

【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［消化性潰瘍を再発させること
がある］

（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、かつミソブロストールに
よる治療が行われている患者［ミソプロストールは非ステロイド
性消炎鎮痛剤により生じた消化性潰瘍を効能･効果としている
が､ミソプロストールによる治療に抵抗性を示す消化性潰揚もあ
るので、本剤を継続投与する場合には､十分経過を観察し､慎重
に投与すること。］

（3）血液の異常又はその既往歴のある患者［ヘモグロビン減少､赤血
球減少、白血球減少、血小板減少が報告されているため､血液の
異常を悪化あるいは再発させるおそれがある］

（4）肝障害又はその既往歴のある患者［肝機能異常が報告されてい
るため､肝障害を悪化あるいは再発させることがある］

（5）腎障害又はその既往歴のある患者［弩障害を悪化あるいは再発

させることがある］

（6）心機能障害のある患者［心機能障害を悪化させるおそれがある］
（7）高血圧症のある患者［血圧上昇が報告されているため､血圧をさ

らに上昇させるおそれがある］

（8）過敏症の既往歴のある患者

（9）気管支喘息の患者［喘息発作を誘発させるおそれがある］

(10）高齢者［「重要な基本的注意」及び「高齢者への投与｣の項参照］

(11）小児等［「菫要な基本的注意」及び「小児等への投与｣の項参照］

2.重要な基本的注意

（1）消炎鎮痛斉|｣による治療は原因療法ではなく対症療法であること
に留意すること。

（2）慢性疾患（慢性関節リウマチ､変形性関節症等）に対し本斉|｣を用
いる場合には､次の事項を考慮すること。

1）長期投与する場合には定期的に臨床検査（尿検査､血液検査
及び肝機能検査等)を行うこと。また、異常が認められた場合

には減量､休薬等の適切な措置を講ずること。
2）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。
1）急性炎症及び瘤痛の程度を考慮し､投与すること。

2）原則として同一の薬剤の長期投与を避けること。
3）原因療法があればこれを行うこと。

（4）患者の状態を十分観察し､副作用の発現に留意すること。

（5）感染症を不顕性化するおそれがあるので､感染症を合併している
患者に対して用いる場合には適切な抗菌剤を併用し､観察を十

分行い慎重に投与すること。

（6）他の消炎鎮痛剤との併用は避けることが望ましい。
（7）高齢者及び小児等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
本剤は､主として肝代謝酵素CYP2Cgで代謝される。［「薬物動

態｣の項参照］

併用注意（併用に注意すること）
ジゴキシン､クマリン系抗凝血剤〔ワルフアリン等〕､スルホール尿素
系血糖降下剤〔トルブタミド等〕、リチウム製斉|｣〔炭酸リチウム〕、メト

トレキサー卜製剤〔メトトレキサート〕、チアジド系利尿薬〔ヒドロクロ
ロチアジド等〕､アンジオテンシン変換酵素阻害剤〔工ナラプリル等〕

4．副作用
国内において総症例2，017例中282例（14．0％）392件の副作

用が認められた。消化器系の副作用は191例（95％)に認められ､そ
の主なものは､腹痛94件､腹部不快感37件､嘔気31件であった。肝
臓系の副作用（肝機能異常､肝機能検査異常）は17例（OB％)に認
められた。その他の主な副作用としては､発疹24件であった。［承認時］

（1）重大芯副作用
1）消化性潰瘍（穿孔を伴うことがある）:消化性潰瘍（0．4％）があ

らわれることがあり、穿孔に至る場合もある（頻度不明）ので、
観察を十分に行い、異常（腹痛、嘔吐、吐血･下血等を伴う胄腸
出血）が認められた場合には、投与を中止し、適切な処置を行
うこと。

2）肝機能障害、黄疸（頻度不明）:AST（GOT)、ALT（GPT）、
Y－GTP､Al‐P上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれる

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、投与を中止し、適切な処置を行うこと。

3）ショック、アナフィラキシ一様症状（いずれも頻度不明）:シヨツ
ク､アナフィラキシ一様症状があらわれることがあるので、観察を
十分に行い、異常（尋麻疹、潮紅、浮腫、呼吸困難、血圧低下等）
が認められた場合には、投与を中止し､適切な処置を行うこと。

（2）重大な副作用（類薬）
他のオキシカム系消炎鎮痛剤で、以下のような副作用があらわれる

との報告がある。異常が認められた場合|こは、投与を中止し、適切

な処置を行うこと。

1）再生不良性貧血、無頼粒球症、骨髄機能抑制

2）急性腎不全、ネフローゼ症候群

3）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）

※詳細につきましては製品添付文書をご参照ください。

離襄鴬蕊鱒謝
霞蕪窯塵籠隷
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くメナテトレノン製剤＞

劇薬

指定医薬品

要指示医薬品：注意一医師等の処方せん．指示により使用すること

骨粗髭症治療剤

關騰鯉錠2.5mg*
L

､

末梢性神経障害治療剤

f〃繍皇;MMf
,j

<メコバラミン製剤＞

指定医薬品

要指示医薬品;注意一医師等の処方せん･指示により使用すること

筋緊張改善剤

亘膨錨:M
<塩酸工ベリゾン製剤＞

劇薬

指定医薬品

要指示医薬品：注意一医師等の処方せん，指示により使用すること

組織活性型鎮痛･抗炎症剤

イヨフリーッフフ造ﾙ100m
Sｶﾌ゚ｾﾙ200mイヨフリー

〈インドメタシンファルネシル製剤＞

指定医薬品

～

鍾曇､、

ノ
吸収型鎮痛消炎剤

ﾙビﾅｸPⅧE可工
※販売提携品

効能･効果､用法･用量及び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。

唖釦ｴー ザｲ株式会牡‘/〃ご/〒,,28.8…棚"Ⅸ小Ii川…
ﾋｭー ﾏﾝ･ﾍﾙｽｹｱ企業http://www・eisai.co.jp〆

製品に関するお問い合わせ:お客様ホットライン室

函0120-419-4979～18時(土､日､祝日9～17時）
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