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注)注意一医師等の処方せん･指示により使用すること。薬価基準収載

一十r1、一歩、､|3.相互作用併用注意(併用に注意すること）

’
〔禁忌(次の患者には投与しないこと）〕

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

臨床症状･措置方法 機序･危険田子薬剤名等

抗血小板剤
アスピ'ノン、

チ ク ロ ピ ジ ン 、

シロスタゾール

血栓溶解剤
ウロキナーゼ

抗凝血剤
へパリン、

ワルファリン

本剤は血小板凝集能
を抑制するため、類
似の作用を持つ莱斉|」
を併用することによ
り作用を増強するこ
とが考えられる。

これらの薬剤と併用

す る こ と に よ り 出 血
傾 向 の 増 強 を き た す
おそれがある。

観察を十分に行い、
用 量 を 調 節 す る な ど
注意すること。

■効能・効果l,閉塞性血栓血管炎に伴う潰瘍、痙痛および
冷感などの虚｣IIl性諸症状の改善2.後天性の腰部脊柱管狭窄症
(SLR試験正常で、両側性の間欠破行を呈する患者）に伴う自覚
症状（下肢姪痛、下肢しびれ）および歩行能力の改善

■用法・用量’閉塞性、桙巾管炎に伴う潰瘍、瘤痛および
語感frどの焦而性詰症涙あ霞薑辰底~~通常戒ス瞳.等ヲ旨天4副作用_f閻奉性』､桂血管炎に佳う潰瘍瘻痛および冷感など
卜として1日3()"gを31可に分けて経口投与する。2後天性のの虚血性諸症状の改善＞副作用集計の対象となった4,582例LI」
腰部脊柱管狭窄症(SLR試験正常で、両側性の間欠破行を呈する184例(4.02%)に249件の副作用が認められた。主なものは~ド痢
患者)に伴う自覚症状(下肢瘻痛､下肢しびれ)および歩行能力の49件(1.07%)、悪心･lll瞳気･嘔|M:22件(0､48%)、潮紅･ほてり22fl:

改善に憾通常成人に､ﾘﾏブﾛｽﾄとして｣H15"gをﾖ阿にM蝋蹴脇,辮勘(繍藤'蝋磯Wi'樅削分けて経口投与する。
AST(GOT)･ALT(GPT)の上昇等の肝機能異常12件(0.26%)､食

■使用上の注意(抜粋）1.慎菫投与（次の患者には慎重に欲不振10件(0.22%)などである｡(再審査終了時)<後天性の腰部脊
投与すること）(1)出血傾向のある患者〔出血を助長するおそれ柱管狭窄症(SLR試験正常で､両側性の間欠岐行を呈する患者）
がある｡](2)htlill小板剤、血栓溶解剤、抗凝血剤を投与中の患者に伴う自覚症状(下肢瘻痛､下肢しびれ)および歩行能力の改善＞
(｢相万作ﾉﾛ｣の項参照）2.重要な星本的注意(1)腰部脊柱管狭窄剛作ﾉl1集計の対象となった373例中34例(9.12%)に54件の副作州
症に対.しては、症状の経過観察を行い、漫然と継続投与しないこが認められた。主なものは胃部不快感8件（2.14％)、発疹6件
と。(2)腰部脊柱管狭窄症において、手術適応となるような重症例(1.61%)、頭痂･頭重4件(1.07%)、下痢4件(1.07%)、貧血3例
での有効性は碓立していない。（0.8()％）などである。(承認時）

●その他の使用上の注意等、詳細は製品添付文言をご参照ください。

資料請求先

而蛎蕊I篶薩雲会社
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一第48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関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）の方が参加しやすい

口一昨年（金曜日・土曜日）の方が参加しやすい

□どちらともいえない
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学術集会に

口参加した

2．

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
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2．会場数 多すぎる 適当 少ない
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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．
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5．その他自由にご意見をお書きください．
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必ずいずれかに○印をお付けください
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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48回日本手の外科学会学術集会開催のご挨拶

会長士井一輝
（小郡第一総合病院院長）

第48回日本手の外科学会学術集会会長として，会員の皆様に歓迎

のご挨拶を申し上げます．第48回日本手の外科学会は，平成17年

4月21日(木),22日（金）の両日，第11回春期教育研修会を23日

(土)に，山口県海峡メッセ下関で開催いたします．地方開催のため，

参加者の皆様に交通，宿泊の面で何かとご不便をおかけすることり

す．

宿泊の面で何かとご不便をおかけすることをまずお詫び申し上げま

本学会は｢手の外科専門医を目指して」をスローガンに掲げております．現在，日本手の

外科学会では生田義和前理事長，中村蓼吾理事長の指揮下で，手の外科専門医制度の検討を

行っております．昨今，専門医制度の意義が問われておりますが，手の外科に関しては確立

した教育制度，施設，専門医制度はありません．その一方で，僥骨遠位端骨折，手根管症候

群，ばね指など一般的上肢の疾患が専門知識･技術のない医師により安易に治療され，合併

症，後遺症に苦しむ多くの患者様が後を絶たないのも現実です．これは，手の外科学の教育

制度がないことに全て起因するものであり，私たちは手の外科学の教育制度の確立を急が

ねばなりません．それは患者様のための制度であり，私達，医療サイドの利益を考えた制度

であってはなりません．この基本理念を元に本学会を企画いたしました．

特別講演は手の外科学の教育のために，長年，広島マイクロサージヤリー講習会を開催し

て来られた生田義和広島大学名誉教授にお願いしました．

また，私の長年の臨床経験より,｢EBM」と「QOL」も避けて通れない問題と考え，本学

会で初めて両テーマを取り上げました.EBMは標準的医療を目的とした方策であります．

外科系疾患にはEBMは馴染まないとされてきましたが，手の外科学におけるEBMは他領

域の疾患とは異なったアプローチの仕方があるものと考えます．医師の知識，技術の優劣に

よらない普遍的治療体系を確立するのも教育制度の一環と考えます．

外科医はとかく自分の技術におぼれ，手術の成功のみに興味を示し，運動器疾患の治療の

目的である患者様のADLの改善は無視しがちで，自分達の行っている治療が果たして患者

様の生活に有用なものになっているのか検証することを忘れてはいけないと考えます．こ

－5－



のようなことから，「機能評価法とQOL」の問題も取り上げました．

これらEBMとQOLの観点から，発表者の方には，広く普及した同じ疾患分類法，成績

判定法を使用し，できればDASHのようなADL評価法を加えることをお願いいたします．

本学会は特別企画として，パネルデイスカッションのテーマは会員の皆様からのグルー

プ応募により決定しました．13テーマの応募をいただき,10テーマを採用させていただき

ました．その内容により教育的な内容は専門研修講座とし，現在，論争中であるものはパネ

ルに取り上げました．講演は4題同時進行になるため，講演ライブのCD-ROMを作成し，手

の外科専門医の基礎知識･技術の普及のために，会員に頒布することを検討しております．

シンポジウムは高齢化社会を迎え，症例が急増してきた｢高齢者の僥骨遠位端骨折｣，鏡視下

手術の普及により問題となった｢手根管症候群の合併症｣を取り上げました．いずれも，明

日からの診療にすぐに役立つ話題ですのでご期待ください．

一般演題は378題の応募をいただき，プログラム委員の先生方の精力的な査読により，採

点点数により口演，展示討論，一部シンポジウム演題として320題を採用させていただきま

した．今回は「EBM,QOLと教育」をテーマとして取り上げたこともあり，基礎的研究に

関する演題が少なく，ほとんどが臨床研究になったことをご理解いただきたいと存じます．

時間的にタイトなセッションもございますが，手の外科専門医制度の確立に向け，有意義で

活発なご発表．ご討論をお願い申し上げます．

本学会は本州の最西端の下関市で開催いたします．下関市は山口県ではございますが，地

理的には北九州経済圏内であり，遠方から起こしになる方は小倉，博多からのアクセスが便

利であります．交通･宿泊案内をご覧になり，温暖な気候の関門海峡の行楽をご家族ご一緒

にご計画ください．下関は｢源平合戦壇ノ浦の戦い｣，「宮本武蔵，巌流島の決闘｣，「明治維

新，高杉晋作奇兵隊挙兵の地｣｢日清戦争講和条約，春帆楼｣など数々 の史跡のある歴史の街

であり，また，会場付近は関門海峡に面したウオーターフロントとなっております．たまに

は都会の喧騒を忘れ，のんびりしたひと時をお過ごしいただきたいと存じます．

それでは多くの皆様が海峡の街，歴史の街，下関にお越しになることを心からお待ちして

おります．

おいでませ，「山口」へ，おいでませ，「下関」へ

－6－



……

交 通案内

海峡メッセ下関

JR下関駅（山陽本線・山陰本線）から

徒歩5分

小倉経由でお越しいただくのが，最も便利

です．

＊山陽新幹線「新下関駅｣とは異なりますの

でご注意ください．

●飛行機利用の場合

・福岡空港→＜地下鉄5分＞→博多駅→＜新幹線20分＞→小倉駅→＜在来線13分＞→下関駅
･北九州空港→＜バス35分＞→小倉駅→＜在来線13分＞→下関駅

･山口宇部空港→＜バス75分＞→下関駅

●新幹線利用の場合

．＜のぞみ・ひかﾚﾉ＞小倉駅→＜在来線13分＞→下関駅

．＜こだま＞新山口駅→＜こだま＞→新下関駅→＜在来線10分＞→下関駅

ロ北九州市内（門司港レトロ地区）から

門司港→＜渡船5分＞→唐戸桟橋→＜専用無料循環バス5分＞→海峡メッセ下関
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JR線時刻表
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４
，
Ｍ 9：と

q・列

下関市内案内図

③下関駅西ワシントンホテルプラザ

⑥下関グランドホテル

②下関東急イン

⑤下関ステーションホテル

⑧VIP南国

①プラザホテル下関

④ヴィアイン下関

⑦東京第一ホテル下関

会場周辺案内図
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△
蚕 場案内図

入口

総合受付

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

ポスター会場

器械・書籍展示

クローク

国際貿易ビル

アリーナ

国際貿易ビル

国際貿易ビル

国際貿易ビル

国際貿易ビル

アリーナ

アリーナ

アリーナ

階
階
階
階
階
階
階
階
階

１
４
９
ｍ
８
８
１
１
１

ロビー

イベントホール

海峡ホール

国際会議場

801会議室

804会議室

展示見本市会場

展示見本市会場

展示見本市会場

メデイアセンター(PC受付）

第 1会場発表分アリーナ4階

第2～5会場発表分国際貿易ビル

イベントホールロビー

8階805会議室
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原口三ﾁ1 入口(国際貿易ビル1階より連絡）

､

ポスター(PA,PB)会場

器械･書籍展示会場

ビデオライブラリー

クローク

さく？

4F し4階より連絡）

アリーナ

国際貿易ビル

の通用口を

ださい

3F BOB控室講師控室
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1．参加者へのお知らせ

1．参加登録

海峡メッセ下関1階ロビーの総合受付で4月21日(木)・22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上，

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．

※4月23日(土）は午前8：00から海峡メッセ下関4階イベントホールロビーにて第

11回春期教育研修会参加登録の受付を行います．

2．年会費

総合受付の日本手の外科学会事務局へ納入してください．新入会申込も受付けてお

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

3．クローク

器械展示場に設置しております．

4．呼び出し

スライドによる呼び出しはいたしません．参加者の呼び出しは携帯電話等をご利用

ください．緊急の場合のみ，各会場の座長による呼び出し，アナウンスをいたします．

メデイアセンターへお申し出ください．

5．携帯電話

会場内ではマナーモードに切り換えてください．また会場内での携帯電話のご使用

はご遠慮ください．

6．掲示板・伝言板

総合受付付近に設置いたします．ご自由にご利用ください．

7 ． 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．

8．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．

9．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．

－12－



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さい．

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．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，あらかじめご承知置きください．

（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，発表セッション開始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をご持参ください．

メデイアセンター：第1会場でご発表の方：第1会場ロビー

第2～5会場でご発表の方：8階805会議室

2．口演時間

一般演題は口演6分，討論3分です．

シンポジウム，パネルディスカッション，専門研修講座はあらかじめ指定された時間

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

ビデオシンポジウムの発表時間は7分です．

2．ビデオ作成上の注意

(1)BGM(音楽）は使用しないことを原則とします.BGMを使用する場合はご自身

で作曲･演奏されたものか，著作権フリーのもの以外はご使用にならないようお

願い申し上げます．

（2）映像は発表者自身が撮影したものを使用してください．

プロのカメラマンや大学など発表者勤務施設の専門部署による撮影は，撮影者

や施設(大学など)にも著作権が生じるので，発表にあたっては，全ての関係者

の許諾をお取りください．

（3）ナレーション（音声）は発表者本人が録音してください．

（4）出版物など他から複写した図，写真，映像は使用しないでください．

（5）患者の個人情報がわかるビデオの場合は該当患者の承諾をお取りください．

－13－



3．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・演奏されたものか著作権フ

リーのもの以外はご使用にならないようお願い申し上げます．

4．受付

メデイアセンターで「頭出し」を行ったうえ，発表30分前までに提出してください．

PCの場合は，口演発表に準じます．

5．ビデオライブラリー

発表後のビデオは事務局でお預かりします．後日，日手会教育研修委員会で内容を検

討のうえで，ビデオライブラリーに加え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．

ポスター演題

1．設営および撤去

設営時間4月21B(木)8:00～10:00

撤去時間4月22日（金）16：00～17:00

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．
0cm、 70 里I

2．演題発表用ボードについて

（1）ボードの大きさは縦180cm,横90cmです．演20c

題名・所属・演者名は各自ご用意ください（縦

20cm,横70cm).

（2）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．

（3）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

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

(1)発表･討論は座長の指示により行ってください．

（2）発表時間は3分，討論2分です．

（3）発表者はセッション開始予定時間の10分前に

’
４

nl

、
一

80cm1

７
－

I
司 一

I

90cm

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．
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座長へのお願い

担当セッション開始時刻の15分前までに次座長席にお着きください．

進行は時間厳守でお願いいたします．

本学会での演題発表の進行は座長にお願いいたします．指定しました発表･討論時

間に従って円滑な進行をお願いします．指定しましたセッションの開始･終了時間

内で時間枠は座長の意向でご自由にお使いください．

第1～5会場の口演発表では計時計（タイムインジケーター）の操作も座長が行っ

てください．操作法は下記のとおりです．操作法は座長席にも表示してあります．

ｊ
ｊ
ｊ

ｌ
２
３

Ｉ
１
ｉ

(4)

｜’強制ブザー

講演時間

設定 ブザー

○N/OFF

スタート

ストップ
警告時間

設定

講演時間
リセット

【操作法】各口演の開始時に「スタートボタン」を押してください．口演終了時は

ゼロで自動的にストップしますからボタンは押す必要はありません．討論時間の

設定はしておりませんので，座長の判断で進行してください．次の口演開始時に

｢講演時間リセットボタン」→「スタートボタン」の順にボタンを押してください。

講演時間設定はセッション前に進行係が設定します．

(5)発表，討論が延長する場合は座長の指示で中断をお願いし，定刻どおりの進行をお

願いいたします．座長席に演題毎の詳細なタイムスケジュールを用意しておりま

すので，参考にしてください．

(6)会場には進行係がおりますが，あくまでも座長による進行の補佐をし，スライド

係，照明，音響係への連絡係です．演題の発表の進行は座長が主導してください．

(7)第1会場以外はサブスライドを準備していません．緊急の連絡事項はメインスラ

イドに映写し，報告事項を進行係が座長席に持ってまいりますので，会場に座長か

らアナウンスをお願いします．

－15
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(8)展示発表の計時は進行係が行い，口演開始･終了･討論終了はベルでお知らせしま
す．展示発表も時間厳守をお願いいたします．

葬言者へのお願い

(1)あらかじめマイクの前に立って，座長の指示に従い所属･氏名を述べたのち簡潔に

発言してください．

(2)単なる追加発言はご遠慮<だきい、

－16－



日本整形外科学会教育研修単位

受講単位は1演題（1時間）につき1単位です．

※春期教育研修会（4単位）および末梢神経を語る会（2単位）は別途取得可能です．

申込み方法

（1）教育研修講演受付で本誌巻頭綴じ込みの申込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

領収書を紛失された場合の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．

－17－
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第3回理事会

日時：4月20日（水)9:00～13:00

会場：下関グランドホテル（下関市南部町31-2TELO832-31-5000)

評議員会

日時：4月20日（水)15:30～18:00

会場：下関グランドホテル

《
云総

時：4月21日（木）13：40～14：40

場：第1会場（海峡メッセ下関イベントホール）

日
会

第44回手の先天異常懇話会

日時：4月21日（木）12：30～13：30

会場：海峡メッセ下関8階801会議室（第4会場）

参加費：1,000円

※昼食をご用意します．

第28回末梢神経を語る会

日時：4月22日（金）18：00～20：00

会場：海峡メッセ下関9階海峡ホール（第2会場）

参加費:1,000円

※軽食をご用意します．

第17回日本ハンドセラピィ学会学術集会

日時：4月23日(土）9：30～16：00

会場：海峡メッセ下関9階海峡ホール

参加費：医師無料（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
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日時：4月23日(土）8：30～15：40

会場：海峡メッセ下関4階イベントホール

参加費：参加費5,000円（昼食弁当代含む）

※受講単位が不要な場合でも，参加費の納入は必要です．

日整会教育研修単位が認定されております．

受講証明の必要な方は下記受講料を添えてお申し込みください．

受講証明の必要でない方の受講料は不要です．

受講料：演題1～2完全受講1単位1,000円

演 題 3 1 単 位1,000円

演 題 4 1 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手再建に有用な皮弁：その適応と実際

平瀬雄一（埼玉手の外科研究所）

2．9：30～10：30先天異常手における母指の機能再建一僥側列形成不全症を中心に－

高山真一郎（国立成育医療センター整形外科）

3．10:40～11:40リウマチ手の手術

政田和洋（政田整形外科・リウマチ科）

11：40～12：30昼食（会場で弁当を配布いたします）

4．12:30～13:30手指の骨折，脱臼の治療

坪川直人（新潟手の外科研究所）

5．13：40～14：40手根管症候群の診断・治療・成績評価

一明らかになってきた病態と，それに基づく診断，治療法の解説一

平田仁（三重大学整形外科）

6.14:40～15:40指尖部切断再接着術の実際

服部泰典（小郡第一総合病院整形外科）
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8.日本弓巨の外1斗学会I改育
F而

Ⅲ 蔭ビデオライブラし ■ ■ ■ ■

下記ビデオは，海峡メッセ下関1階ポスター会場で閲覧できます．

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

申込ください．

巻数 タイトル

1 腱移行術

2 手の外科医に必要な皮弁の挙上法

3 榛骨遠位端骨折に対する種々の手術的治療法

4 鏡視下手根管開放術

5 手関節鏡

6
Dupuytren拘縮の手術

有茎血管柄付DIP関節を利用した指PIP関節再建のコツ

7 HerbertScrewによる舟状骨偽関節手術

8 腕神経叢損傷全型麻溥の再建手術:DoubleFreeMuscleTransfer法

9 リウマチ手関節の手術

10 母指再建術①②

11 母指再建術③④

12 遊離筋膜脂肪弁移植を用いた先天性近位僥尺骨癒合症の授動術

13 手の外科手術手技（1）

14 手の外科手術手技（2）

15 手の外科手術手技（3）

16 手の外科手術手技（4）

17 指尖切断の被覆法

18 手の外科手術手技（5）

19 手の外科手術手技（6）

20 手の外科手術手技（7）

21 Kienb6ck病の治療

PIPJ骨折牽引療法

22 指尖部切断再接着術

尺骨模状短縮骨切り術

23 手の外科手術手技（8）

24 手の外科手術手技（9）
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講師

津下健哉

土田芳彦ほか

斎藤英彦ほか

奥津一郎ほか

玉井和夫ほか

福居顕宏

黒島永嗣

井上五郎

土井
一

輝

政田和洋

川端秀彦ほか

稲田有史ほか

金谷文則

津下健哉ほか

津下健哉ほか

津下健哉ほか

津下健哉ほか

土井一輝ほか

津下健哉ほか

津下健哉ほか

津下健哉ほか

安田匡孝ほか

黒 島永 嗣

服部泰典

吉田竹志

津下健哉ほか

津下健哉ほか



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，掲載後の再投稿，他誌への転載は編集委員会の許可
を要する．

重複または二重掲載やプライバシーに関する患者の権利の保護などについては，医学雑誌編集者
国際委員会(InternationalCommitteeofMedicalJournalEditors:ICMJE)の提示する「生物医
学雑誌への統一投稿規定(2001年10月改訂版)※」に準じて投稿する．

※h廿p:"Www.ishiyaku.co.jp/magazines/ayumi.html

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）別刷
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,l,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,Volkmann拘縮

6）著者の数は原則として5名以内とする．

7）論文のほかに，下記形式で抄録を添えること．

a)和文論文の場合

英文抄録:A4判用紙にダブルスペースで400語以内とする．

（題名は下記を参照のこと．また著者は全著者名をfullnameで記すこと）

例ANewSensoryFlapfOrReconstructionoftheSevereTiplnjury:

UniqueFIowNeurovascularlslandFlap

MasayukiSawaizun,Seiichilshii,MasanchiUsui

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，
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表2…，あるいは,Fig.1,Fig.2…,Tablel,Table2…，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．
10)引用文献は重要なものにとどめ，本文の最後にアルファベット順に並べる．本文中に見出し番号

を入れ，その記載法は次にしたがう．

a)雑誌

著者名（姓を先に）：表題．誌名，巻：ページ，発刊年．

雑誌名の省略は原則としてIndexMedicusの略称にしたがう．主・共著者が3名までの場合
は全員を記載し，4名以上の場合は4名以降を「ほか」または「ααl.」で省略する．ページ
は論文の初めと終わりを書く．

例）三浦隆行，中村蓼吾，井上五郎ほか:中手骨先天異常の2型．日手会誌，4:582-585,
1987．

LinscheidRL,DobynsJH,BeckenbaughRD,aal.:Instabilitypattemsofthewrist.J
HandSmg,6:682-686,1983.

b)単行書

著者名（姓を先に）：表題，編者，書名，版．発行地，発行者（社）：引用ページ，発刊年．
例）津下健哉：手の外科の実際，第6版．東京，南江堂:441-459,1985.

PalmerAK:Thedistalradioulnarjoint,In:LichtmanDM,ed.TheWristandits

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

c)英文論文の場合，文献に引用する日本語論文は，表題を英訳し，雑誌名は所定の欧文略記法
があればそれを用いる．なければローマ字で書き，次に（）して英訳名をいれ，末尾に

(Japanese)とする．

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

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

校正の専門家に依頼するが，その際の実費は著者が負担する．

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

だけで，新たな加筆，改編は認めない．

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

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

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

表現などにつき著者の承諾を得ることなしに修正することがある．

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

15）掲載料は学術集会発表論文の場合，本文，図・表・写真を含めて4頁以内は17,000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7,000

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7,000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皮肩

A-10その他

有限会社ヒズ・プレイン内

Tel: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痙性麻痒

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

平成16年1月12日一部改訂
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第48回日本手の外科学会学術集会日程表

第1日目4月21日（木）

第1会場第2会場第3会場
イベントホール 9F海峡ホール10F国際会議場

第4会場

8F801

第5会場

8F804

PA会場 PB会場

~一－－1
岡

00400ト

開会の辞
9:00計000000ト009

デュピュイトラン拘縮ほか

座長：福居顯弘パネルディスカッション1

手根管症候群の合併症と

その対策

ポスター貼付パネルディスカッション2

人工指関節の遠隔成績

座長：南川義隆

腫瘍僥骨遠位端骨折僥骨遠位端骨折
S60～S62

５
０

４
５座長：薄井正道

伊原公一郎
座長：立花新太郎

酒井和裕

座長：立花新太郎

酒井和裕
座長：奥津一郎

橋詰博行 10:00 ドケルバン氏病

座長：石黒隆

001000－

S28～S30

S43～48Sl4～Sl9Sl4～Sl9Sl～S4

S62～S65０
０
３
４ ０

５
４
４

０
５

４
４会長講演 S5 ５

０
４
５

招待講演1

TissueEngineeringand
theHand

<WavneMorisson>
ク

座長：別府諸兄
S20

招待講演1

TissueEngineeringand
theHand

<WavneMorisson>
ク

座長：別府諸兄
S20

麻酔

座長：宮坂芳典

S65～S66シンポジウム1

手の外科治療のEBM

指尖部損傷･再接着 11：00 0011 00－ 00リウマチ 腫瘍

座長：岡義範
S83～S85

榛骨遠位端骨折1
座長：石川

稲田

三
史

浩
有

20座長：水閨隆也

泉類博明 30座長：長田伝菫

釜野雅行座長：落合直之

S6～S8

45 S48～S52S30～S35

12:00 S67～S74
f,f1

UU1200－

０
０
１
３

15

::匡 30

301ﾗﾝﾁｮﾝセミナー2
マイクロサージャリー

による再建外科の進歩

く光嶋勲＞

座長：富田泰次

S21
30，－…"而制ゞー~"‘…‘"、~…

ランチョンセミナー3

関節リウマチ治療の

新しい治療

く龍順之助＞

座長：伊藤惠康

S36

ランチョンセミナー1

手の外科領域における

保険診療

く原徹也＞

座長：吉村光生
S9

ランチョンセミナー3

関節リウマチ治療の

新しい治療

く龍順之助＞

座長：伊藤惠康

S36

ランチョンセミナー2

マイクロサージャリー

による再建外科の進歩

く光嶋勲＞

座長：富田泰次

S21

第44回

手の先天異常懇話会 13:001q
Lu 00－

101(）０
０

３
４

14;001400－

総会

40
15 イ員

士』 4545
4戸

坐0

同種移植･画像
座長：松下和彦

S86～S88

TraveiinqFelIowSession
噂 僥骨遠位端骨折2

座長：吉田健治

亀山真

S74～S78

手指骨折手指骨折
手根管症候群手根管症候群 15:00

0011：
15 皮膚

10中田
菫

中田
菫

｜
岳

一
万
一
詩

｜
岳

一
万
一
詩

座長座長
座長：鶴田敏幸

信田進吾

座長：鶴田敏幸

信田進吾
特別講演

手の外科の専門医制度

と基本手術手技教育

く生田義和＞

座長：長野昭

SlO

座長：丸山優

黒島永嗣

バイオメカニクス

30

高齢者榛骨遠位端骨折

座長：貝田英二

青木光広

S79～S82

座長：安田匡孝

日 高 典 昭

S88～S94

S37～S40S37～S40
S22～S25S22～S25

S52～S5650

57
16:001600－

６
０
０
２

10 10０
０
１
２ 20 恥

子

専門研修講座2パネルディスカッション3
キーンベツク病に対する手関節鏡治療の現況

手術治療

座長：安部幸雄
座長：三浪明男

S40～S42

S26～S27

専門研修講座2

キーンベック病に対する

手術治療

専門研修講座3

欠指症の治療

パネルデイスカッシヨン3

手関節鏡治療の現況

座長：安部幸雄

S40～S42

専門研修講座1

指尖部損傷の治療

00-17 17鳶00

座長： 柴田実

川端秀彦
座長 ： 佐 々 木 孝

Sll～Sl3

座長：三浪明男

S26～S27 S57～S59

5050 50瓠

18 18:0000－
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第2日目4月22日（金）

第2会場第3会場
9F海峡ホール10F国際会議場

第5会場

8F804

PA会場PB会場

1F展示見本市会場
第4会場

8F801

第1会場

イベントホール

00－u
00 00 009:00計()(）

遡慧
譲
鋤

伸筋腱

20
腕神経叢 キーンベック病シンポジウム2

高齢者の僥骨遠位端

骨折の治療

DASH・EBM座長：梁瀬義章

堀内行雄 座長：中土幸男

野口政隆
座長：谷口泰徳

香月憲一
座長：今枝敏彦

和田卓郎SlO7～SllO
1000－座長：斎藤英彦

田嶋光

10;00
05

S125～Sl29 Sl46～Sl50
Sl65～Sl68

屈筋腱 二
○
ヘ
リ

ワ
ど
の
○S95～S98 3030 ０

０
３
４ 手指関節手指外傷

座長：木森研治

佐久間雅之

座長：加藤

石田

博之

治
肩

座長：菫冨充則

Sl3()～Sl31
座長：中島英親

露口雄一

５
０

５
０

１
斗 11 00－先天異常11:00 00

SllO～S114 神経

座長：池田和夫

柿 木 良 介

10
Sl68～Sl71

座長：荻野利彦
堀井恵美子

シンポジウム3

手の機能評価とQOL

座長：藤哲

20 ５
０

２
３

Sl79～S］84
肘 30

30｢－－－－
TFCC

座長：河野

中村

招待講演2

SkinFlapsinHand
Reconstruction

<WilliamC.Pederson>

座長：柴田実

Sll5

手指骨折

座長：貞廣哲郎

五谷寛之

座長：阿部宗昭

吉津孝衛

正明

俊康

S200～S205Sl51～Sl55
55

手根管症候群

座長：浅見昭彦
S205～S208

00－1212:00

S99～SlOl
10

Sl71～Sl74SI32～Sl36 Sl85～Sl90

25 25 25

30 qn
LJkﾉ

|i;401 40

ランテ､ヨンセミナー6

手の外科領域における'ノン酸

カルシウム骨ペーストの使用経験

く西川 真史＞

座長：平山隆三

Sl56

ランチョンセミナー4

RSD(CRPS)の診断と治療

特に後遺症判定について

く堀内行雄＞

座長：越智光夫

SlI6

ランチョンセミナー5

1ntemalFixationofDistal

RadiusFracture

<JonathanLHobbv>

座長：根本孝一

Sl37

1300－13:00
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第48回日本手の外科学会学術集会プログラム

弟1呂 4月21呂

8：50～9：00 開会式

開会の辞

第1会場

会長土井－輝（小郡第一総合病院整形外科）

9：00～10：30パネルデイスカッション1手根管症候群の合併症とその対策

座長：奥津一郎（おくつ整形外科クリニック）

橋詰博行（岡山大学整形外科）

1-Pl-lECTRによる合併症の事例

金沢大学整形外科池田和夫他……Sl

l-Pl-2ECTR合併症の予防対策

駿河台日本大学病院整形外科長岡正宏……S1

l-Pl-3ECTR(Chow法）の合併症とその予防対策

慶應義塾大 学整形外科仲尾保志他……S2

l-Pl-4ECTR後のPillarPainの検討

岡山赤十字病院整形外科小西池泰三他……S2

l-Pl-5USEsystemによる手根管開放術の合併症とその対策

おくつ整形外科クリニック奥津一郎他．…･･S3

1-P1-6小切開手根管開放術における合併症対策

土谷総合病院整形外科木森研治他……S3

1-P1-7各種手根管症候群治療における合併症

（医)長吉総合病院整形外科梁瀬義章他……S4

10：35～10：50会長講演

1-PL手の外科とEBM,QOL

小郡第一総合病院整形外科土井一輝

－33－
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10：50～12：20シンポジウム1手の外科治療のEBM

座長：落合直之（筑波大学整形外科）

1-S1-1屈筋腱縫合の後療法の違いによる成績の比較

一早期自動運動と固定法（後ろ向き研究）

新 潟手の外科研究所牧裕他……

1-S1-2手根管症候群に対する鏡視下法と従来法のProspectiverandomizedcontrolledmal

－研究の質の検討一

福島県立医科大学整形外科江尻荘一他．．…・

l-Sl-3高齢者不安定型僥骨遠位端骨折に対するリン酸カルシウム骨ペースト充填の効果

一位ansulnarpercutaneouspinning単独例との比較一

美唄労災病院整形外科笠島俊彦他……

1-S1-4トリアムシノロン腱鞘内注入の効果より検証した糖尿病に伴う屈筋腱腱鞘炎

東京都済生会中央病院整形外科亀山真

1-S1-5キーンベック病に対する手術治療法のメタ分析

虎の門病院整形外科喜多島出他……

l-Sl-6手の外科治療とEBM

山口大学人間環境予防医学講座奥田昌之

12：30～13：30ランチョンセミナー1

座長：吉村光生（吉村整形外科医院）

l-LSl手の外科領域における保険診療

昭和大学顧問，日本手の外科学会原徹也

社会保険等委員会アドバイザー

13：40～14：40 総会

S6

S6

S7

S7

S8

S8

S9

14：40～15:00TravelingFelIowSession

1.BunnellTravelingFellow

TheOutcomesandComplicationsofl,2-IntercompartmentalSupraretinacular

ArteryPedicledVascularizedBoneGraftingofScaphoidNon-Unions

Consultant,DepartmentofOrthopedicSurgery,DivisionofHandSurgery,

MayoClinic,Rochester,MN,USA

AlexanderYShin他……89

2．HKSSHExchangeTravelingFenow

RadiologicalOutcomeofArthroscopicAssistedFixationoflntra-articularFracture

DistalRadius

AssociatedConsultant,OrthopaedicsandTraumatologyDepartment

UnitedChristianHospital,HongKong

"n-KitLau他……90

－34－



15：10～16：10特別講演

座長：長野昭（浜松医科大学整形外科）

l-SL手の外科の専門医制度と基本手術手技教育

広島鉄道病院生田義和……S10

16：20～17：50専門研修講座1指尖部損傷の治療

座長：佐々木孝（済生会神奈川県病院整形外科）

1-SEl-l指尖部損傷の保存療法一アルミホイル法一

慶應義塾 大 学 整 形 外 科 佐 藤 和 毅 他 … … S 1 1

1-SE1-2指尖部切断におけるcompositegraftの検討．再接着術との比較検討

近畿大学形成外科磯貝典孝他……S11

1-SE1-3指尖再建一生体内再生治療vsUltra-microsurgery

稲 田病院整形外科稲田有史他……S12

1-SE1-4指尖部再接着およびマイクロ手技による修復

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山野慶樹他……S12

1-SE1-5指尖部切断再接着術一技術的問題点および長期成績について－

l-SEl-6再接着不能

小郡第一総合病院整形外科

非生着例に対する指尖部被覆について

埼玉成恵会病院・埼玉手の外科研究所

－35－

池田慶裕他……S13
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第2会場

9：00～10：40 榛骨遠位端骨折

l-n-1

1-II-2

1-II-3

1-11-4

1-II-5

l-II-6

1-II-7

l-II-8

1-II-9

1-H-10

1-II-11

座長：立花新太郎（虎の門病院整形外科）

酒井和裕（山口県立中央病院整形外科）

不安定型背側転位僥骨遠位端骨折に対するプレート固定の検討

(背側プレートvs掌側プレート）

山口労災病院整形外科山本久司他……S14

閉経後女性の榛骨遠位端骨折に対する掌側プレート固定法の治療成績

大阪府三島救命救急センター岡本雅雄他……S14

高齢者における僥骨遠位端骨折に対するロッキング，

ノンロッキングプレート固定の比較

済生会中津病院整形外科越宗勝他……S15

高齢女性の榛尺骨遠位端骨折に対するプレート固定の治療成績

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他……S15

高齢者の不安定型僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレートによる治療

濁協医科大学整形外科長田伝重他……S16

僥骨遠位端骨折に対するNon-bridging創外固定の経時的骨密度変化

伊豆赤十字病院整形外科高山拓人他……S16

僥骨遠位端骨折に対するnon-bridging創外固定

一掌側骨折部の適合性と初期整復位の関係一

済生会宇都宮病院整形外科松村崇史他……S17

僥骨遠位端関節内骨折に対する鏡視下整復術後の再鏡視所見

太田 総合病院整形外科金潤壽他……S17

リン酸カルシウム骨セメントを使用した高齢者僥骨遠位端骨折の治療

東邦大学第2整形外科戸部正博他．．…･S18

僥骨矯正骨切り術による反復性尺骨頭掌側脱臼の治療経験

札幌医 科 大 学 整 形 外 科 織 田 崇 他 … … S 1 8

尺骨茎状突起骨折が前腕骨遠位端骨折の治療成績に与える影響

永 山病 院整 形外 科柳 川哲 司他 …… S1 9

10：45～11：45 招待講演1

座長：別府諸兄（聖マリアンナ医科大学整形外科）

1-11TissueEngineeringandtheHand

BernardO'Brienlnstitute&StVincent'sHospital,Melbourne,Australia

WayneMorisson……S20

－36－



12：30～13：30ランチョンセミナー2

座長：富田泰次（太田総合病院整形外科）

1-LS2手の組織欠損に対する再建術の進歩

東京大学形成外科光嶋勲 …S’1

14：45～15：57手根管症候群

1-H-12

l-II-13

1-II-14

l-II-15

l-II-16

l-II-17

l-II-18

l-II-19

座長：鶴田敏幸（鶴田整形外科）

信田進吾（東北労災病院整形外科）

特発性手根管症候群における超音波下正中神経断面積測定の診断的価値

一第3報：神経伝導速度検査との比較一

虎の門病院整形外科中道健一他……S22

内視鏡下手根管開放術における屈筋支帯部分温存の可能性

一手根管内圧の観点から－

筑波大学整形外科吉田綾他……S22

正中神経反回枝の母指球筋入口部での絞拒と筋萎縮との関連

一手根管症候群手術例での検討一

いまむら整形外科医院今村宏太郎……S23

10-yearResultsofEndoscopicCarpalTunnelRelease,UsingtheSinglePortalTechique

シンガポール総合病院手の外科TanSoo-Heong……S23

スリット付きエレバトリウム＆カーブドメスホルダーを用いた

手根管開放術の手技と臨床成績

日本赤十字社和歌山医療センター整形外科麻田義之他……S24

特発性手根管症候群におけるDistalHoldfastFibersoftheFlexorRetinaculum

(DHFFR)の形態と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……S24

小皮切による手根管開放術の術中・術後合併症と術後成績

北野病院谷田司明他……S25

SF-36による手根管症候群手術例の評価

濁協医科大学整形外科藤田聡志他……S25

16：20～17：50専門研修講座2キーンベック病(mA,B)の治療

座長：三浪明男（北海道大学整形外科）

l-SE2-lKienbOck病の病態と治療法の選択

国立成育医療センター整形外科高山真一郎他……S26

l-SE2-2キーンベック病に対する僥骨骨切術の治療成績

名古屋大学手の外科堀井恵美子他……S26

l-SE2-3高齢者発症キーンベック病の病態と治療

和歌山県立医科大学整形外科谷口泰徳……S27

l-SE2-410代発症キーンベック病の臨床的特徴と治療

北海道 大学整形外科岩崎倫政他……S27
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第3会場

9：00～10：30パネルデイスカッション2人工関節の遠隔成績

座長：南川義隆（松原メイフラワー病院整形外科）

1-P2-1リウマチ指人工関節の長期成績一現状と問題点一

北海道大学整形外科三浪明男……S28

1-P2-2リウマチ手指の尺側偏位に対するMP関節形成術

慶應義塾大学整形外科池上博泰他……S28

1-P2-3SwansonsiliconeimplantによるMP関節再建術

新潟県立瀬波病院リウマチセンター整形外科石川肇他･･･…S29

l-P2-4MES人工指関節

政田整形外科・リウマチ科政田和洋他……S29

l-P2-5セメントレス表面置換型人工指関節の成績

松原メイフラワー病院整形外科南川義隆他……S30

10：40～12：10リウマチ

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）

泉類博明（泉類整形外科）

1-IH-1関節リウマチ患者における手指滑膜切除術の検討

奥田整形外科奥田敏治･･･…S30

1-III-2RA手関節に於ける尺骨遠位端背側亜脱臼と伸筋腱断裂との関連

-3DCTを用いた検討－

国立病院機構大阪南医療センター整形外科黒田有佑他……S31

1-Ⅲ-3リウマチ性手関節症に合併した伸筋腱皮下断裂の治療

北海道勤医協中央病院整形外科堺慎他……S31

1-IH-4関節リウマチの手指伸筋腱皮下断裂の治療

慶應義塾大学整形外科池上博泰他……S32

1-Ⅲ-5リウマチ手指伸筋腱断裂に対する再建術の問題点

広島大学整形外科鈴木修身他…･･･S32

1-m-6関節リウマチ手関節形成術における伸筋腱リアライメントと尺側安定化の有用性

山形大学生命環境医科学高木理彰他……S33

1-Ⅲ-7リウマチ手関節滑膜切除術が上肢機能に与える影響

広島県身障者リハビリテーションセンター整形外科水関隆也他……S33

1-m-8RAに対するSauv6-Kapandji法とDanach法後の尺骨断端の変化
北里大学整形外科藤田護他……S34

1-Ⅲ-9リウマチ手関節に対するAO/ASIFwristfUsionplateを用いた全手関節固定術

大阪市立大学整形外科恵木丈他……S34

l-III-10RA手関節部分固定術の検討

（財)甲南病院加古川病院整形外科中川夏子他……S35
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12：30～13：30ランチョンセミナー3

座長：伊藤恵康（慶友整形外科病院）

1-LS3関節リウマチの新しい治療

日 本大学整形外科龍順之助 S36

14：45～15：50手指骨折

座長：田中寿一（兵庫医科大学整形外科）

禁詩岳（東京慈恵会医科大学整形外科）

1-HI-11陳旧性骨性マレツトに対する観血的治療

土谷総合病院整形外科蜂須賀裕己他……S37

1-HI-12指節骨頚部回旋転位骨折(rotationalsupracondylarfracture)の治療経験

順天堂大学整形外科有冨健太郎他……S37

l-m-13手指骨骨折に対するlowprofileplatesystemの問題点

山口県立中央病院整形外科小笠博義他……S38

1-m-14Lowprofileplateandscrewsystemを用いた手指の骨折の治療成績

滋賀医科大学整形外科児玉成人他……S38

1-HI-15手指骨骨折に対するlowprofileplateの治療成績

千葉大 学整 形外 科山 田俊 之他 …… S3 9

l-m-16手指の関節内穎部骨折に対するプレート固定の使用経験

医真会八尾総合病院整形外科面川庄平他……S39

1-III-17指骨骨折後の救済手術

名古屋披済会病院整形外科佐久間雅之他……S40

16：20～17：50パネルデイスカツシヨン3手関節鏡治療の現況

座長：安部幸雄（済生会下関総合病院整形外科）

l-P3-1手関節鏡の手技と問題点

済生会下関総合病院整形外科安部幸雄……S40

1-P3-2僥骨遠位端骨折の鏡視下手術

興生総合病院整形外科河野正明他……S41

l-P3-3手関節ガングリオンと舟状骨骨折に対する手関節鏡視下手術の応用

弘前大学整形外科西川真史他……S41

1-P3-4手関節尺側部障害に対する鏡視下手術

愛媛労災病院整形外科木戸健司……S42

l-P3-5遠位僥尺関節不安定症例に対する遠位僥尺関節鏡所見

慶應義塾大学整形外科中村俊康他……S42
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第4会場

9：00～10：40腫瘍

座長：薄井正道（東北海道病院整形外科）

伊原公一郎（山口大学整形外科）

1-IV-1手および手指に発生した腱鞘巨細胞腫の治療経験

名古屋市立大学筋・骨格系医学岡本秀貴他……S43

1-IV-2高度な骨．関節破壊を伴う手指発生Sea-urchingranulomaの2例

札幌医科大学整形外科相馬有他……S43

1-IV-3手指におけるグロームス腫瘍の検討

慶應義 塾 大 学 整 形 外 科 池 田 崇 他 … … S 4 4

1-IV-4神経鞘腫の術前・術中所見と術後神経麻痒との関係について

浜松医科大学整形外科澤田智一他……S44

1-Ⅳ-5手指に発生した石灰沈着症の治療経験

東北海道病院池田清豪他……S45

1-Ⅳ-6手指内軟骨腫に対する鏡視下掻爬・人工骨ペースト注入治療の経験

弘前大学整形外科湯川昌広他……S45

1-IV-7手指に発生した血管平滑筋腫

大阪医科大学整形外科植田直樹他……S46

1-IV-8上肢軟部肉腫症例の検討

東京慈恵会医科大学形成外科武石明精他……S46

1-Ⅳ-9多発性外骨腫による前腕変形一仮骨延長による前腕アライメントの変化－

名古屋大学手の外科堀井恵美子他……S47

1-IV-10前腕に対する仮骨延長術の治療成績

奈良県立医科大学整形外科河村健二他……S47

1-IV-11手指に発生したBizarreparostealosteochondromatousproliferationの2例
近畿大学整形外科宮崎浩他……S48

10：45～12：00指尖部損傷・再接着

座長：石川浩三（大津赤十字病院形成外科）

稲田有史（稲田病院整形外科）

1-IV-12虚血／再還流障害における血管内皮細胞のapoptosisに関する検討

一血管内皮細胞へのshearstressの影響－

北海道大学整形外科梅本貴央他……S48

l-IV-13デジタルマイクロスコープによる切断手再接着術の経験

川崎医科大学整形外科長谷川健二郎他……S49

l-IV-14切断指再接着術術後の血流観察・評価の重要な期間，

および再手術での救済率に関する損傷状態・切断レベル別検討

松 寿 会共和病院形成外科石合究他……S49
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1-IV-15

l-IV-16

1-IV-17

1-IV-18

1-IV-19

指尖部損傷に対する創閉鎖療法一皮弁は不用か一

日本赤十字社和歌山医療センター整形外科西谷江平他……S50

末節骨が露出した指尖部皮層欠損に対する遊離皮弁移植の経験

岐阜大学整形外科大野義幸他．…・･S50

指尖部損傷に対するV-Y皮弁のデザインの工夫

医真会八尾総合病院整形外科仲川豪一他……S51

指尖部損傷に対する創傷被覆材を用いた保存療法

聖マリアンナ医科大学整形外科新井猛他…･･･S51

人工真皮による指尖部損傷の治療

香川大学形成外科宗内巌他……S52

12：30～13：30第44回手の先天異常懇話会

14：45～16：06皮虐

座長：丸山優（東邦大学形成外科）

黒島永嗣（帝京大学整形外科）

l-IV-20上肢における重症軟部組織感染症の経験

大阪府三島救命救急センター瀧川直秀他……S52

1-IV-21重症手指熱傷患者における機能予後に関する検討

長崎大学形成外科田中克己他……S53

l-IV-22Stepladderneurovascularislandnapを用いた指腹部の再建

東京臨海病院形成外科荻野晶弘他……S53

l-IV-23後骨間動脈皮弁の経験

豊橋市民病院整形外科須川敬他……S54

l-IV-24手指皮層欠損に対する島状穿通枝皮弁の応用

東京大学形成外科長尾聖子他・・…･S54

1-IV-25Hemipulpnapを用いた指腹部軟部組織損傷の再建

奈 良 県 立 医科大学救急科村田景一他……S55

1-IV-26大腿皮弁を用いた上肢皮層欠損の治療

大阪市立大学整形外科岡田充弘他……S55

1-IV-27静脈皮弁を用いて組織を修復した手指外傷症例の検討

大阪市立大学救急災害生体機能管理医学五谷寛之他……S56

1-IV-28示指指列移行とwrap-aroundnapを同時に行い再建した

母指CM関節レベル切断例の経験

神戸大学形成外科柳英之他……S56

－41－



16：20～17：50専門研修講座3欠指症の治療

座長：柴田実（新潟大学形成外科）

座長：川端秀彦（大阪府立母子保健総合医療センター整形外科）

1-SE3-1欠指症の治療

広島大学整形外科石田治他……S57

l-SE3-2合短指症の治療

東京慈恵会医科大学形成外科宮脇剛司他…･d･S57

l-SE3-3欠指症に対する足趾骨移植術

大阪府立母子保健総合医療センター整形外科川端秀彦他……S58

1-SE3-4先天異常手に対する遊離部分足趾移植術

東京大学形成外科光嶋勲他……S58

l-SE3-5先天性異常手に対する指骨延長の応用

弘前大学整形外科藤哲……S59

1-SE3-6PrinciplesGuidingReconstructionoftheAdactylycHand

BemardO'Brienlnstitute&StVincent'sHospital,Melbourne,Australia

WayneMorisson ．．S59
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第5会場

9：00～9：45デュピュイトラン拘縮ほか

座長：福居顯弘（奈良県立三室病院整形外科）

l-V-1当院におけるデュピュイトラン拘縮手術の考察一最近の知見を交えて－

埼玉手の外科研究所菅野百合他……S60

1-V-2僥側指列に発生したDupuytren拘縮症例の検討

熊 谷 総 合病院整形外科阿部圭宏他……S60

1-V-3弾発指に合併したPIP関節拘縮の治療

埼玉社会保険病 院 整 形 外 科 森 澤 妥 他 … … S 6 1

l-V-4手指伸展拘縮に対する装具療法一伸展不全の回避一

東京手の外科・スポーツ医学研究所阿部幸一郎他．．…･S61

l-V-5音楽家の手の障害に対する装具療法

防 衛 医 科 大学校整形外科根本孝一他……S62

9：50～10：45ドケルバン氏病

座長：石黒隆（いしぐろ整形外科）

1-V-6手指屈筋腱腱鞘炎の病因学的検討

関西労災病院整形外科矢野公一他……S62

1-V-7トリアムシノロン注入による屈筋腱腱鞘炎の治療成績

日本大学整形外科佐藤多賀子他．…・･S63

l-V-8屈筋腱狭窄性腱鞘炎における内視鏡所見の検討

杉村記念病院整形外科内田和宏他……S63

l-V-9手関節肢位が短母指伸筋腱の走行および滑走抵抗に及ぼす影響

新潟医療福祉大学医療技術学部大山峰生他･･････S64

l-V-10deQuervain病に対する短母指伸筋腱開放術

ゆあさ整形外科クリニック湯浅勝則他……S64

l-V-lldeQuervain病に対するステロイド腱鞘内注入の治療成績

－トリアムシノロンとベタメサゾンの前向き比較調査－

日本医科大学整形外科澤泉卓哉他……S65

10：50～11：20麻酔

座長：宮坂芳典（東北公済病院宮城野分院整形外科）

l-V-12当院における腕神経叢ブロックの検討

芦原 病院整形外科榎本誠他……S65

l-V-13小児上肢手術に対するケタミン筋注を併用した上肢ブロック麻酔の有用性

神野病 院整 形外 科日 高康 博他 …… S6 6

1-V-14動脈貫通法による腋窩神経ブロックの神経合併症の頻度

一前向きな連続212例の研究一

福岡豊栄会病院大嶋直人他……S66
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PA会場

11：00～12：15展示：榛骨遠位端骨折1

座長：長田伝重（濁協医科大学整形外科）

釜野雅行（大阪府済生会中津病院整形外科）

1-Pa-l僥骨遠位端骨折に対する手術法の選択

関西労災病院整形外科堀木充他……S67

l-Pa-2僥骨遠位端骨折に対する髄内ピンニング法の術後成績

市立三次中央病院整形外科高田治彦他……S67

l-Pa-3背側転位型の僥骨遠位端骨折に対するSymmetryプレートの手術成績

一背側法と掌側法の比較一

石巻赤十字病院整形外科長谷川和重他……S68

l-Pa-4僥骨遠位端骨折に対する掌側プレート固定法のX線学的検討

馬場 記 念 病 院 整 形 外 科 遠 山 雅 彦 他 … … S 6 8

1-Pa-5僥骨遠位端骨折(AOtypeC)に対する背側・掌側プレートの選択

厚 生 連滑川病院整形外科山内大輔他……S69

1-Pa-6背屈型僥骨遠位端骨折に対するCompack創外固定とDistalRadiusPlateの比較検討

熊本整形外科病院新垣和伸他……S69

1-Pa-7掌背側に分離転位した僥骨遠位端骨折に対するプレート固定の工夫

山口県立中央病院武藤正記他……S70

1-Pa-8観血的整復プレート固定による僥骨遠位端骨折の治療成績

-Lockingsystemによるplateと従来のplateとの比較－

昭和大学横浜市北部病院整形外科川崎恵吉他……S70

1-Pa-9掌側AODistalRadiusPlate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”…･S71

1-Pa-10僥骨遠位端背側2枚組プレートの臨床治療への応用

聖マリアンナ医科大学解剖学教室吉田典之他……S71

l-Pa-ll僥骨末端に対する内固定材料としての新しい掌側プレート固定システム

大阪 労 災 病 院 整 形 外 科 安 田 匡 孝 他 … … S 7 2

1-Pa-12ExtendedFCRapproachを用いた僥骨遠位端骨折に対する手術療法

一β-TCP充填を併用した関節内骨折の治療－

東京慈恵会医科大学整形外科察詩岳他……S72

1-Pa-13僥骨遠位端骨折に対するHC-50プレートの使用経験

鹿児島市立病院整形外科牧信哉他……S73

1-Pa-14僥骨遠位端骨折に対する掌側プレート固定の合併症一プレート抜去は必要か？

大阪府三島救命救急センター岡本雅雄他……S73

1-Pa-15掌側ロッキングプレートにて治療した僥骨遠位端骨折の21症例

九州労災病院整形外科畑中均他……S74
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14：45～15：30展示：嶢骨遠位端骨折2

座長：吉田健治（聖マリア病院整形外科）

亀山真（東京都済生会中央病院整形外科）

1-Pa-16掌屈型榛骨遠位端骨折の観血的治療成績

熊本整形外科病院浅原洋資他……S74

l-Pa-17Non-bridgingtype創外固定器（フレックス）を用いた榛骨遠位端骨折の治療

済生会川口総合病院整形外科太田剛他…･･･S75

l-Pa-18僥骨遠位端関節内骨折に対する鏡視下整復固定術の検討

-non-bridging型創外固定法とlockingplate固定法の比較一

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……S75

1-Pa-19Non-bridging型創外固定器（遠位2方向刺入クランプKNY4Sメディカル社製）

の開発および僥骨遠位端骨折の治療経験

慶應義塾大学整形外科野々宮廣章他．．…・S76

1-Pa-20僥骨遠位端骨折をきたした高齢女性の骨密度減少と微弱交流電気刺激装置による治療

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……S76

1-Pa-21僥骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位部骨折の治療

小 田 原 市 立病院整形外科吉川泰弘他……S77

l-Pa-22榛尺骨遠位端骨折の治療における尺骨遠位端の内固定の必要性

横須賀北部共済病院整形外科葉梨大輔他・…･･S77

l-Pa-23尺骨茎状突起骨折を合併した僥骨遠位端骨折における手関節尺側部痛

横須賀北部共済病院整形外科岡崎敦他”…･S78

l-Pa-24僥骨遠位端骨折後の遠位僥尺関節不適合症に対する手術法の選択について

金沢大学整形外科原隆他……S78

15：30～16：10展示：高齢者僥骨遠位端骨折

座長：貝田英二（愛野記念病院整形外科）

青木光広（札幌医科大学保健医療学部理学療法学科）

1-Pa-25高齢女性における榛骨遠位端骨折の手術治療

東海病院整形外科牧野仁美他……S79

1-Pa-26高齢者女性榛骨遠位端骨折に対する私の治療方針

済生会山形済生病院整形外科清重佳郎･･･…S79

l-Pa-2770歳以上の高齢者の僥骨遠位端骨折に対する掌側プレート固定の適応と成績

山口県立中央病院整形外科酒井和裕他……S80

l-Pa-28掌側プレート固定を施行した高齢者(70歳以上）僥骨遠位端骨折の治療成績

聖隷浜松病院手の外科･マイクロサージヤリセンター森谷浩治他……S80

l-Pa-29高齢者の僥骨遠位骨幹端部骨折に対する

MIPO(minimallyinvasiveplateosteosynthesis)の経験

岡山済生会総合病院整形外科今谷潤也他……S81

l-Pa-30高齢者の僥骨遠位端骨折に対するnon-bridging型創外固定法

佐野厚生総合 病 院 整 形 外 科 岩 部 昌 平 他 … … S 8 1
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1-Pa-31

1-Pa-32

高齢女性の僥骨遠位端骨折（背側転位型)に対する掌側プレート法の治療成績

社会保険徳山中央病院整形外科

セメント髄内固定による僥骨遠位端骨折の治療

金沢大学整形外科

－46－

住浦誠治他……S82

池田和夫他……S82



PB会場

11：00～11：30展示：腫瘍

座長：岡義範（東海大学八王子病院整形外科）

l-Pb-1手指に発生した腱鞘巨細胞腫の画像所見および手術治療

名 古 屋 記 念病院整形外科紫藤洋二他……S83

l-Pb-2マルチスライスCTの3D画像を利用した手の軟部腫瘍の画像診断

横浜市立大学整形外科伊藤りえ他……S83

1-Pb-3手のvascularleiomyomaの検討

千 葉大学整形外科國吉一樹他……S84

1-Pb-410年以上経過観察し得たびまん型血管腫

名古屋大学手の外科馬島雅高他……S84

1-Pb-5上肢発生神経鞘腫の臨床，画像的評価

九州大学整形外科細川哲他……S85

1-Pb-6手に発生した骨軟部腫瘍の治療成績

三重大学整形外科椙本淑子他……S85

14：45～15：10展示：同種移植・画像

座長：松下和彦（聖マリアンナ医科大学整形外科）

l-Pb-71COS-Ig/CTLA4-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……S86

1-Pb-8手同種移植後のキメリズム

山口大学整形外科村松慶一他……S86

l-Pb-9直径23mmマイクロスコピーコイルを用いた手指病変の高分解能MRI

徳島大学 整 形 外 科 日 比 野 直 仁 他 … … S 8 7

1-Pb-10直径47mmマイクロスコピーコイルを用いた手関節部病変の高分解能MRI

徳島大学 整形 外科 浜田 佳孝 他… …S 87

1-Pb-11前腕骨間膜の超音波像の検討一非RA例とRA例の比較一

聖マリアンナ医科大学整形外科松下和彦他……S88

15：10～16：10展示：バイオメカニクス

座長：安田匡孝（大阪労災病院整形外科）

日高典昭（大阪市立総合医療センター整形外科）

1-Pb-12LockingKessler縫合においてlockingloopは腱の側面に置くべきである

島根大学整形外科四本忠彦他……S88

l-Pb-13尺骨短縮効果に関する生体力学的検討

一第2報筋負荷時の遠位僥尺関節支持性変化一

駒沢病院整形外科西脇正夫他……S89

1-Pb-14前腕骨間膜による遠位僥尺関節の安定性

山梨大学整形外科渡邊寛他……S89
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l-Pb-15

1-Pb-16

1-Pb-17

1-Pb-18

1-Pb-19

1-Pb-20

1-Pb-21

l-Pb-22

1-Pb-23

遠位僥尺関節の不安定評価の試み

山梨大学整形外科渡邉寛他……S90

Joint-Leveling手技が遠位榛尺関節内圧へ及ぼす影響の動的評価

東京大学整形外科三浦俊樹他．．…･S90

榛尺骨癒合症に対する金谷法術後の3次元前腕動態解析

大阪 大 学 整 形 外 科 岡 久 仁 洋 他 … … S 9 1

舟状骨折モデルにおける手根靱帯の役割:DISI変形に至るメカニズムについて

九 州 大 学 整 形 外 科 光 安 廣 倫 他 … … S 9 1

母指手根中手関節の屈曲，伸展，外転，内転トルクの計測

金沢大学医学部保健学科西村誠次他……S92

母指MP関節の加y加o動作解析一蝶番様運動(hingemotion)は生理的か？

東芝病院整形外科

有限要素法による指尖部変形のシミュレーションモデル

宇都宮大学工学部バイオメカニクス研究室

手の外科における実物大立体模型の応用

大阪市立大学整形外科

術前3次元成形した人工骨を用いた上肢の矯正骨切術

大阪大学整形外科

－48－

極井隆他……S92

酒井直隆他……S93

米田昌弘他……S93

村瀬 剛他……S94



弟2呂4月22呂金

第1会場

9：00～10：55シンポジウム2高齢者の僥骨遠位端骨折

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センター）

田嶋光（熊本整形外科病院）

2-S2-1高齢者僥骨遠位端骨折に対する治療戦略

済 生 会 神 奈 川 県病院整形外科佐々木孝他……S95

2-S2-270歳以上の僥骨遠位端骨折に対する手関節背屈位ギプスの成績

北海道社会事業協会帯広病院整形外科高畑智嗣……S95

2-S2-3当科での高齢者の僥骨遠位端骨折に対するピンニング治療について

弘前大学整形外科西川真史他……S96

2-S2-4高齢者の不安定型僥骨遠位端骨折に対するHoffman2compact創外固定器

によるnon-briding創外固定術

横須賀北部共済病院整形外科坂野裕昭他・・…･S96

2-S2-570歳以上のColles骨折患者に対する掌側プレート法の臨床成績

大阪府済生会中津病院整形外科釜野雅行他……S97

2-S2-6高齢者僥骨遠位端骨折に対する手術治療の検討

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……S97

2-S2-7高齢者の僥骨遠位端関節内骨折に対する鏡視下整復術

小郡第一総合 病院整形外科服部泰典他……S98

2-S2-8高齢者(70歳以上）榛骨遠位端骨折の治療戦略

熊 本整形外科病院田嶋光他……S98

11：00～12：30シンポジウム3手の外科機能評価とQOL

座長：藤哲（弘前大学整形外科）

2-S3-1運動器疾患とSF-36

京都大学大学院医学研究科医療疫学福原俊一……S99

2-S3-2DASHの日本語訳とその使用方法の実際

日本手の外科学会機能評価委員会，仲尾保志他……S99

慶應義塾大学整形外科

2-S3-3手根管症候群におけるQOL(DASH,SF-36)と理学検査の反応性の比較

日本手の外科学会機能評価委員会，今枝敏彦他……S100

藤田保健衛生大学公衆衛生

2-S3-4腫瘍再建外科におけるQOL評価

札幌医科大学整形外科和田卓郎他……S100

2-S3-5手関節疾患における機能評価とQOL評価の関連性

小郡第一総合病院整形外科守屋淳詞他……S101
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13：50～15：20ビデオシンポジウム肘部管症候群の手術治療

座長：金谷文則（琉球大学整形外科）

田崎憲一（荻窪病院整形外科）

2-VS-l遅発性尺骨神経麻輝に対する栄養血管を温存する前方筋層下神経移行術

清恵会病院整形外科マイクロサージヤリーセンター山野慶樹他……S101

2-VS-2肘部管症候群に対するサージエアトームを用いた上腕骨内上穎切除術

関西医科大学整形外科谷川暢之他……S102

2-VS-3肘部管症候群に対する伴走血管温存を温存した尺骨神経皮下前方移動術

信州大学整形外科加藤博之他“…･S102

2-VS-4小皮切による肘部管症候群の治療

駿河台日本大学病院整形外科長岡正宏他……S103

2-VS-5関節鏡視下肘部管開放術

医療法人鶴田整形外科鶴田敏幸他……S103

2-VS-6肘部管症候群に対する肘部管形成術と尺骨神経溝移行術

慶友整形外科病院辻野昭人他……S104

15：30～17：00専門研修講座4ドケルバン病の治療

座長：麻生邦-

2-SE4-ldeQuervain病の診断一徒手診断法の有用性一

麻生整形外科クリニック

2-SE4-2deQuervain病における超音波検査を中心とした画像診断

聖マリアンナ医科大学東横病院整形外科

2-SE4-3ドケルバン病の保存的療法

川崎市立川崎病院整形外科

2-SE4-4ドケルバン病の治療-APL・EPB両腱に対する腱鞘切開術

聖マリア病院整形外科

2-SE4-5ドケルバン腱鞘炎の手術治療

きたの整形外科

17：00～ 閉会式

－50－

(麻生整形外科クリニック）

麻生邦一 S104

清水弘之他・・…･S105

堀内行雄他……S105

吉田健治他……S106

北野継弐 S106



第2会場

9：00～10：05伸筋腱

座長：梁瀬義章（長吉総合病院整形外科）

堀内行雄（川崎市立川崎病院整形外科）

2-II-1外傷性指ボタン穴変形の手術治療の検討

荻窪病院整形外科田崎憲一他……S107

2-II-2伸筋腱引き抜き損傷に対する腱移行術の治療

東海大学大磯病院整形外科池田全良他……S107

2-II-3遠位僥尺関節変形性関節症に起因する伸筋腱皮下断裂の検討

山形大学整形外科江藤淳他……S108

2-II-4遠位榛尺関節症に続発した手指伸筋腱皮下断裂一その治療成績と成因について－

医療法人鶴田整形外科鶴田敏幸他・…･･S108

2-II-5僥骨遠位端骨折後の長母指伸筋腱皮下断裂例に対する超音波診断

日本大学整形外科山口太平他……S109

2-II-6長母指伸筋腱皮下断裂手術例の検討

群馬大学機能運動外科学小林勉他……S109

2-II-7母指MP関節伸展不全を合併した長母指伸筋腱断裂例の検討

聖マリアンナ医科大学東横病院整形外科清水弘之他……S110

10：05～11：20屈筋腱

座長：加藤博之（信州大学整形外科）

石田治（広島大学整形外科）

2-11-8トランスジェニックマウスを用いた腱治癒過程の検討-TIEGl欠損の影響について－

山口大学整形外科坪根徹……S110

2-II-9癒着腱と非癒着腱におけるFibronectinとTGF-6receptor発現の実験的観察

山口大学整形外科坪根徹……Slll

2-II-10徐放化モノナイロン糸を用いた塩基性線維芽細胞増殖因子(bFGF)による

屈筋腱断裂の治癒促進第2報

徳島大学整形外科浜田佳孝他……Slll

2-II-llNoman'slandにおける屈筋腱縫合後早期自動運動療法の経験

久留米大学整形外科坂井健介他……S112

2-II-12ZoneⅡでの両屈筋腱断裂一次修復への早期自動屈曲・伸展複合療法後の不良例の検討

新潟手の外科研究所吉津孝衛他……S112

2-II-13手根管部での骨・関節病変による屈筋腱皮下断裂

信州大学整形外科山崎宏他……S113

2-II-14深指屈筋腱末節骨再縫着時の追加縫合は縫合部のgap抵抗能を増す

富永草野 病 院 整 形 外 科 草 野 望 他 … … S 1 1 3

2-II-15屈筋腱縫合および腱剥離後に腱断裂を生じた症例の検討

済生会前橋病院整形外科中島一郎他……S114
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11：30～12：30招待講演2

座長：柴田実（新潟大学形成外科）

2-IL2SkinFlapfbrHandReconstruction

OrthopaedicSurgeryandSurgery,

TheUmversityofTexasHealthScienceCenteratSanAntonio

WilliamC.Pederson……S115

12：40～13：40ランチョンセミナー4

座長：越智光夫（広島大学整形外科）

2-LS4RSD(CRPS)の診断と治療一特に後遺症診断について

川崎市立川崎病院整形外科堀内行雄……S116

13：50～15：20舟状骨

2-Ⅱ-16

2-11-17

2-II-18

2-II-19

2-II-20

2-II-21

2-11-22

2-II-23

2-II-24

2-II-25

座長：井上五郎（豊橋市民病院整形外科）

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）

スポーツ選手の舟状骨骨折新鮮例に対する経皮スクリュー固定術の成績

京都地域医療学際研究所附属病院整形外科辻原隆是他…･･･S117

Mm像からみた舟状骨壊死と難治性偽関節

昭和大学整形外科稲垣克記他……S117

手舟状骨偽関節typeD2での治療に対する関節鏡所見の有用性

弘前大学整形外科和田誠之他……S118

無症候性舟状骨偽関節の検討

名古屋大学手の外科稲垣弘進他……S118

当科における舟状骨偽関節の治療成績

愛知県厚生連海南病院整形外科蓮尾隆明他…･･･S119

小児舟状骨偽関節に対する治療

兵庫医科大学整形外科戸祭正喜他……S119

舟状骨近位部骨折偽関節の治療一逆行性Herbertscrew固定法一

豊橋市民病院整形外科井上五郎他”…･S120

襄胞状変化をきたした舟状骨骨折に骨移植は必要か

金沢大学整形外科伊藤貴明他……S120

血管柄付き第2中手骨基部骨移植術を用いた難治性舟状骨偽関節の治療

一手術手技と有用性について－

日本医科大学整形外科南部昭彦他……S121

舟状骨偽関節に対する血管柄付き骨移植術と非血管柄付き骨移植術の比較

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……S121
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15：30～17：00専門研修講座5舟状骨近位部骨折偽関節の治療

座長：矢島弘嗣（奈良県立医科大学

2-SE5-1舟状骨近位部骨折偽関節の治療

兵庫医科大学整形外科田中寿一他

2-SE5-2舟状骨近位部骨折偽関節に対する腸骨移植による骨接合術の成績

北海 道大学整形外科石川淳一他

2-SE5-3舟状骨近位部骨折偽関節に対する血管柄付き第2中手骨移植術

済 生 会 新 潟病院整形外科牧野正晴他

2-SE5-4僥骨遠位端からの血管柄付き骨移植術

奈良県立医科大学整形外科矢島弘嗣

2-SE5-5､SLACwristに進行した舟状骨偽関節に対する部分手関節固定術

大阪市立大学整形外科 香月憲一他

18：00～ 第28回末梢神経を語る会
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第3会場

9：00～10：30'0：3 0腕神経叢

座長：中±幸男（国立病院機構長野病院整形外科）

野口政隆（高知大学整形外科）

腕神経叢損傷に対するマルチスライスCTによる3次元構成画像を利用した

ミエログラフイー後CTの所見

せんぽ東京高輪病院整形外科中川種史他……S125

腕神経叢上位型麻揮に対する副神経一肩甲上神経交叉縫合術の治療成績

小郡第一総合病院整形外科鈴木康一他……S125

外傷性腕神経叢損傷に対する肩機能再建術

一関節固定術，多数筋移行術，複数神経移行術の比較－

大阪医科大学整形外科白井久也他……S126

尺骨神経部分交叉縫合術による上位型腕神経叢損傷の肘屈曲機能再建について

北海道大学整形外科犬飼智雄他……S126

腕神経叢損傷における肘屈曲機能再建術の検討

高知大学整形外科野口政隆他……S127

全型腕神経叢損傷に対するDoubleMuscleTransfer法における把持機能の選択

小郡第一総合病院整形外科ホセ・ミゲル・パグサリガン他……S127

腕神経叢損傷患者における肋間神経支配広背筋によるhookhandとしての手指屈筋再建術

筑波大学整形外科西浦康正他……S128

副神経損傷に対して神経縫合あるいは神経移植術を行った症例の手術成績

京都府心身障害者付属リハビリテーション病院岡島誠一郎他…･･･S128

分娩麻揮における知覚機能評価結果報告

(Semmes-WeinsteinMonofilamentsTest,two-pointdiscriminationTestを用いて）

大阪府立母子保健総合医療センター整形外科和田麻由子他……S129

頚肋による絞拠性神経障害に対する手術経験

慶應義塾大学整形外科小原由紀彦他……S129

2-III-l

2-111-2

2-III-3

2-III-4

2-1II-5

2-III-6

2-III-7

2-111-8

2-III-9

2-III-10

10：30～11：06肩

座長：重冨充則（山口大学整形外科）

2-III-ll上腕骨への血管柄付き骨移植術

奈良県立医科大学整形外科吉田淳他……S130

2-III-12上腕骨近位端骨折に対するLockingHumeralSpoonPlateの治療成績

横須賀北部共済病院整形外科葉梨大輔他……S130

2-III-13肩腱板修復術に合併した手指CRPS

－鏡視下修復術と直視下修復術における比較検討一

波田総合病院整形外科下川寛一他……S131

2-III-14新規scaffOldmaterialを用いた組織工学的手法による肩腱板組織再生

北海道大学整形外科船越忠直他……S131
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11：06～12：30肘

座長：阿部宗昭（大阪医科大学整形外科）

吉津孝衛（新潟手の外科研究所）

2-III-15肘関節外側の鏡視解剖一新鮮屍体標本を用いて－

札幌医科大学整形外科辻英樹他……S132

2-III-16骨軟骨障害をみとめる成長期内側型投球障害肘の検討

大阪厚生年金病院整形外科三宅潤一他･･･…S132

2-III-17遊離型及び混合型上腕骨小頭離断性骨軟骨炎に対する外穎模状骨切術，

骨軟骨柱移植術を用いた治療

角谷整形外科病院形成外科石河利広他……S133

2-Ⅲ-18肘離断性骨軟骨炎に対する骨軟骨柱移植術の術後成績

北海道大学整形外科岩崎倫政他……S133

2-III-19変形性肘関節症に対する津下法の成績

広島大学整形外科梶原了治他……S134

2-Ⅲ-20肘関節周囲の外傷術後の可動域改善における工夫について

山口大学整形外科橋本貴弘他．．…･S134

2-III-21リウマチ肘再建術の機能的予後

大阪厚生年金病院整形外科正富隆他・・…･S135

2-Ⅲ-22非リウマチ性疾患に対する人工肘関節置換術症例の検討

豊見城中央病院整形外科新垣晃他……S135

2-Ⅲ-23表面置換型人工肘関節の開発と手術手技

土浦協同病院整形外科石突正文他……Sl36

12：40～13：40ランチョンセミナー5

座長：根本孝一（防衛医科大学校整形外科）

2-LS51ntemalFixationofDistalRadiusFractures:WhenandHow？

NorthHampshireHospital,Basingstoke,UnitedKingdom

JonathanL.Hobby……S137

13：50～14：55手関節

座長：多田浩一（関西労災病院整形外科）

池上博泰（慶應義塾大学整形外科）

2-Ⅲ-24月状骨周囲靱帯の付着部についての解剖学的研究

日本大学整形外科長尾聡哉他……S139

2-Ⅲ-25月状三角骨間靱帯不安定症は月状骨の掌屈変形を呈するか？

名古屋大学手の外科塩之谷香他……Sl39

2-III-26Scaphoidcorticalringsignの臨床的意義

済生会下関総合病院整形外科安部幸雄他……S140

2-Ⅲ-27新鮮月状骨周囲脱臼の治療成績

神戸市立中央市民病院整形外科斉藤聡彦他．．…･S140
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2-111-28

2-III-29

2-III-30

Ulnarstyloidimpactionsyndromeの病態学的考察

関西労災病院整形外科田野確郎他……S141

手関節拘縮に対する鏡視下授動術

慶應義塾大学整形外科川北敦夫他……S141

血管柄付き腓骨移植術による手関節固定術

奈良県立医科大学整形外科岩見豊仁他……S142

15：30～17：00専門研修講座6リウマチ手関節，伸筋腱の病態と治療

座長：政田和洋（政田整形外科・リウマチ科）

2-SE6-l尺骨末端切除術を併用したリウマチ手関節滑膜切除術の検討

広島共立病院整形外科市川誠他……S142

2-SE6-2リウマチ手関節に対する僥骨月状骨間固定術

信州大学整形外科加藤博之他……S143

2-SE6-3RA手関節に対する部分固定術の適応と限界

岡山大学人体構成学西田圭一郎他……S143

2-SE6-4リウマチ手関節に対するSauve-Kapandji法

富山医科薬科大学整形外科長田龍介他……S144

2-SE6-5関節リウマチにおける手指伸筋腱皮下断裂の再建方法

大阪労災病院整形外科橋本英雄他……S144

2-SE6-6関節リウマチにおける示指から小指までの伸筋腱皮下断裂の治療

相模原病院リハビリテーション科関敦仁他……S145
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第4会場

9：00～10：30キーンベック病

座長：谷口泰徳（和歌山県立医科大学整形外科）

香月憲一（大阪市立大学整形外科）

2-W-1キーンベック病に対する骨核入り筋膜球置換術

広島大 学 整 形 外 科 石 田 治 他 … … S 1 4 6

2-IV-2キーンベック病(stagem&W)に対する腱球置換術一その論理と術後成績一

NPO健康医療評価研究機構上羽康夫……S146

2-IV-3Kienb6ck病に対する僥骨骨切り術前後のMⅢ所見と治療成績

名古屋 大学手の外科松木浩他……S147

2-IV-4キーンベック病に対する有頭骨部分短縮骨切術

大阪大学整形外科森友寿夫他……S147

2-IV-5Stage3キーンベック病の治療一血管柄付き骨移植，その適応と成績一

京都大学整形外科柿木良介他……S148

2-IV-6キーンベック病に対する血管柄付き骨移植術

山口大学整形外科重冨充則他……S148

2-IV-7手根骨壊死に対する血管柄付き骨移植術

京都府立医科大学運動器機能再生外科学藤原浩芳他……S149

2-IV-8KienbOck病stageⅢに対する手術

一僥骨骨切り術と月状骨血管柄付き骨移植の同時手術一

名古屋大学手の外科中尾悦宏他……S149

2-IV-9StagemKienbOck病における観血的治療の適応と限界

五 島 中 央病院整形外科角光宏他……S150

2-W-10皮下腱断裂を伴ったキーンベック病の6例

信州大学整形外科丹羽知之他……S150

10：40～12：10先天異常

座長：荻野利彦（山形大学整形外科）

堀井恵美子（名古屋大学手の外科）

2-W-11Functionaldexteritytestを用いた手の先天異常患者の手指機能評価の試み

札幌医科大学整形外科射場浩介他……S151

2-IV-12先天性爪甲欠損症とその成因について

東京慈恵会医科大学形成外科岸陽子他……S151

2-IV-13母指多指症再手術例の検討

広島大学整形外科杉岡敏博他……S152

2-IV-14先天性母指形成異常に対する母指化手術

奈良県立医科大学整形外科前川尚宜他……S152

2-IV-15直線切開で指間分離を行った合指症症例の検討

京都大学形成外科沢辺一馬他……S153
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2-IV-16

2-IV-17

2-IV-18

2-IV-19

2-IV-20

LightandOgden法を用いたDeltaphalanxの治療

大阪市立大学整形外科香月憲一他．…･･S153

指欠損を伴わないUlnarCleftの病態の検討

山形大学整形外科菊地憲明他……S154

風車翼手の臨床像と治療

山形大学整形外科金内ゆみ子他……S154

巨指症の長期成績

名古屋大学手の外科篠原孝明他……S155

有茎筋膜脂肪弁移植を用いた先天性榛尺骨癒合症の分離授動術

琉球大学整形外科金谷文則他……S155

12：40～13：40ランチョンセミナー6

座長：平山隆三（旭川赤十字病院整形外科）

2-LS6手の外科領域におけるリン酸カルシウム骨ペーストの使用経験

弘前大学整形外科西川真史．…･･S156

13：50～15：20神経基礎・臨床

座長：牧裕（新潟手の外科研究所）

伊藤聰一郎（東京医科歯科大学整形外科）

2-IV-21ハイブリッド型人工神経移植Schwann細胞における細胞接着分子発現の検討

慶應義塾大学整形外科池田崇他…･･･S157

2-IV-22ラットにおける神経栄養因子による神経筋接合部の再生促進への効果

名古屋大学手の外科岩田佳久他……S157

2-IV-23コラーゲンスポンジ充填ポリマーチューブによる末梢神経欠損部の架橋実験

大阪市立大学整形外科高松聖仁他……S158

2-IV-24PGA-Collagentubeによる母指指神経再建例の検討

稲田病院整形外科稲田有史他……S158

2-IV-25MRIによる麻揮筋の回復過程の評価

東京逓信病院整形外科沖永修二他……S159

2-IV-26神経損傷程度による標的筋MRIの描出性に関する実験的研究

慶應義塾大学整形外科山部英行他……S159

2-IV-27僥骨管症候群に対する観血的治療

北海道整形外科記念病院整形外科近藤真他……S160

2-IV-28高度鷲爪変形に対する創外固定器を駆動力にした新しい牽引矯正手術法

帝京大学整形外科木村理夫他……S160

2-IV-29MusiciansCramp(ジストニア）と診断された症例の臨床像と治療
慶應義塾大学整形外科仲尾保志他……S161

2-IV-30自殺企図による手首切創患者の治療経験

札幌医科大学高度救命救急センター土田芳彦他……S161
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15：30～17：00パネルディスカッション4変則的神経修復術

2-P4-l

2-P4-2

2-P4-3

2-P4-4

2-P4-5

座長：河井秀夫（星ケ丘厚生年金病院

神経端側吻合の臨床応用

三重大学整形外科平田仁他

腕神経叢上位神経根損傷の治療-Oberlin法と他の神経修復法との比較

国立病院機構長野病院整形外科中土幸男他

正中神経部分移行術および内側胸神経移行術による肘屈曲機能再建術

星ケ丘厚生年金 病 院 整 形 外 科 河 井 秀 夫 他

全型腕神経叢損傷に対する神経移行術

関西医科大学附属男 山病院整形外科齋藤貴徳他

DoubleMuscle法と多数神経移行術による全型腕神経叢損傷の手指機能再建術

小郡第一総合病院整形外科 服 部 泰 典 他
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第5会場

9：20～10:25DASH・EBM

座長：今枝敏彦（藤田保健衛生大学公衆衛生）

和田卓郎（札幌医科大学整形外科）

2-V-1当施設における日帰り手の外科手術一開始後1年間の実情について－

日本医科大学整形外科齊藤善他……S165

2-V-2切断再接着後のクリニカルパス導入によるリスクマネジメント

大樹会総合病院回生病院笠井時雄他……S165

2-V-3切断指再接着のクリティカルパス

熊本機能病院整形外科星野秀士他……S166

2-V-4前腕切断端での異所性把持機能再建術一獲得機能とQOL評価

愛知県厚生連安城更生病院整形外科浦田士郎他……S166

2-V-5僥骨遠位端骨折の治療成績に影響を与える因子の検討

-DASHscoreを用いた多変量解析による分析一

熊谷総合病院整形外科松浦佑介他……S167

2-V-6日本語版DASHによる関節リウマチ上肢障害の評価

新潟県立瀬波病院リウマチセンター整形外科石川肇他……S167

2-V-7肩甲骨移植による難治性上腕骨偽関節の治療-DASHを用いた上肢障害評価一

侵襲にみあった上肢機能の改善は得られるか？

市立札幌病院整形外科平地一彦他……S168

10：30～11：25手指外傷

座長：木森研治（土谷総合病院整形外科）

佐久間雅之（名古屋植済会病院整形外科）

2-V-8血管柄付き1/2母趾爪皮弁を利用した指末節再建

帝京大学整形外科黒島永嗣他……S168

2-V-9血管柄付爪移植術の検討

東京大学形成外科福田憲翁他……S169

2-V-10損傷指を用いたOn-topPlastyによる母指再建術

旭川赤十字病院類家拓也他……S169

2-V-ll当院における手部咬傷の検討

佐久総合病院形成外科青山広道他……S170

2-V-12手のMycobactenummarinum感染症に対する

ミノサイクリン投与と温熱療法の併用療法

香川大学整形外科加地良雄他……S170

2-V-13手指切断後のストレス障害と危険因子について

北里大学病院救命救急センター根本充他……S171
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11：30～12:25TFCC

座長：河野正明（興生総合病院整形外科）

中村俊康（慶應義塾大学整形外科）

2-V-14手関節三角線維軟骨複合体における免疫組織化学的検討

東邦大学第2整形外科重光俊男他……S171

2-V-15僥骨Sigmoidnotch裂離骨折を伴うTFCC損傷

埼玉社会保険病院整形外科森澤妥他……S172

2-V-16三角靱帯(TFCC僥尺靱帯深層）起始部転位を伴った尺骨茎状突起変形治癒

国保中央病院整形外科小野浩史他……S172

2-V-17術後関節鏡所見から検討したTFCC損傷部の再生

名 古屋大学手の外科建部将広他……S173

2-V-18三角線維軟骨複合体損傷に合併した尺側手根伸筋腱障害9例の治療経験

慶應義塾大学整形外科山本さゆり他・…･･S173

2-V-19尺骨突き上げ症候群非手術例の自然経過

広島市民病院小山幹夫他……S174

13：50～15：05,15：05手指関節

座長：藤澤幸三（鈴鹿回生総合病院整形外科）

二見俊郎（北里大学東病院整形外科）

指節間関節における変形性関節症の分布と存在様式一欧米人との比較一

産業医科大学整形外科戸羽直樹他……S174

手指MP関節の一次性関節症について

東北海道病院高橋幸司他……S175

手指MP関節背側脱臼の治療成績

和歌山県立医科大学整形外科北野岳史他…･･･S175

小指MP関節伸展位固定の6例

緑 成 会病院整形外科久留水彩他……S176

MP関節部の外傷性伸筋腱脱臼に対する指背腱膜縫縮術の成績

旭川リハビリテーション病院整形外科中村智他……Sl76

血液透析患者に対する母指CM関節症手術

日本赤十字社医療センター整形外科本村朋英他……S177

母指CM関節症治療のメタアナライシス

日本医科大 学 形 成 外 科 佐 野 和 史 他 … … S 1 7 7

母指以外のCM関節脱臼・脱臼骨折の治療

函館中央病院整形外科多田博他……S178

2-V-20

2-V-21

2-V-22

2-V-23

2-V-24

2-V-25

2-V-26

2-V-27
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PA会場

10：30～11：30展示：手指関節

座長：中島英親（熊本機能病院整形外科）

露口雄一（西宮市立中央病院整形外科）

2-Pa-1母指手根中手関節症に対する鏡視下関節固定術の経験

弘前大学整形外科神裕道他……S179

2-Pa-2靱帯再建を行った母指CM関節脱臼の治療

国立病院機構長野病院整形外科石垣範雄他……S179

2-Pa-3屈筋支帯を用いたCM関節靱帯再建術の治療成績

三重大学整形外科平田仁他……S180

2-Pa-4転位ある尺側CM関節脱臼骨折の治療経験

荻窪病院整形外科岡崎真人他……S180

2-Pa-5母指MP関節ロッキングの経験-MP関節の形態と運動からみた危険因子

井上整形外科井上貞宏他……S181

2-Pa-6第一中手骨基部骨折に対するpins&rubberstractionsystemの有用性について

青森市民病院整形外科工藤悟他…･･･S181

2-Pa-7MP関節垂直位固定(verticallocking)の5例

済生会神奈川県病院整形外科田島康介他……S182

2-Pa-8小指PIP関節陳旧性掌側板損傷に対する掌側板修復

大阪市立総合医療センター整形外科明石健一他……S182

2-Pa-9指末節部のmucouscystに対する関節内骨疎切除術の術後成績

北山クリニック北山吉明……S183

2-Pa-10Bouchard結節の臨床的検討

麻生整形外科クリニック麻生邦一……S183

2-Pa-ll指背腱膜広範前進法による陳旧性腱性malletfingerの治療経験

戸田中央総合病院整形外科諸橋彰他･･･…S184

2-Pa-12指関節屈曲拘縮に対する超弾性ワイヤーを用いたダイナミックスプリント

東 京医科大学形成外科松村一他……S184

11：30～12：25展示：手指骨折

座長：貞廣哲郎（ハンズ高知フレッククリニック）

五谷寛之（大阪市立大学救急災害生体機能管理医学）

2-Pa-13骨片を伴う槌指変形の治療成績

広島鉄道病院整形外科杉田直樹他……S185

2-Pa-14大きな骨片を有するMallet骨折に対する石黒改良法

新潟手の外科研究所坪川直人他．．…･S185

2-Pa-15手指末節骨粗面部粉砕骨折でのスプリント形状の違いによる指腹．指頭の形状変化

東京医科大学形成外科田中浩二他……S186
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2-Pa-16

2-Pa-17

2-Pa-18

2-Pa-19

2-Pa-20

2-Pa-21

2-Pa-22

2-Pa-23

スポーツによる有鉤骨鉤骨折の検討

福岡大学整形外科唐島大節他……S186

有鉤骨鉤骨折に対する超音波治療と骨片摘出術の比較検討

神戸大学整形外科藤岡宏幸他…･･･S187

手の外科領域の骨折に対するlow-profyleplatesystemの使用経験

北九州市立八幡病院整形外科櫛田学･･･…S187

PLLA(ポリ乳酸）中手骨髄内固定法

藤田保健衛生大学第二教育病院整形外科寺田信樹他……S188

PIP関節周囲の骨折に対する創外固定法

岩手医科大学整形外科古町克郎他……S188

手指末節骨の化膿性骨髄炎の治療経験

医真会八尾総合病院大島卓也他･･･…S189

創外固定を利用した手指PIP関節脱臼骨折の治療経験

-modifiedP&Rtractionsystemを改良して－

三豊総合病院阿達啓介他……S189

榛骨骨頭・頚部骨折に対する経髄的整復固定法

長崎県立島原病院整形外科辻本律他……S190

13：50～14：35展示：キーンベック病

座長：藤尾圭司（田附興風会北野病院整形外科）

砂川融（広島大学整形外科）

2-Pa-241H-MRSpectroscopyを用いたKienbOck病臨床例での脂肪・水信号比の測定

川崎市立川崎病院整形外科長田夏哉他……S190

2-Pa-25焼骨骨切り術と有茎血管柄付き骨移植術を併用して治療したキーンベック病の治療成績

琉球大学整形外科大城亙他……S191

2-Pa-26Stagema,bキーンベック病に対する前腕骨短縮骨切り術の経験

会津中央病院整形外科古月顕宗他……S191

2-Pa-27血管柄付き僥骨移植によるStage3A,Bのキーンベック病の治療成績

独立行政法人姫路医療センター整形外科大室哲士他……S192

2-Pa-28キーンベック病stageⅢに対する舟状骨一有頭骨固定術の手術成績

佐賀大学整形外科浅見昭彦他……S192

2-Pa-29僥骨遠位背側からの有茎血管柄付き骨移植術の経験

広島大学整形外科砂川融他……S193

2-Pa-30手根骨配列異常をきたしたKienbOck病(stage3b)に対するGraner変法の手術成績

東京医科大学整形外科高瀬勝己他……S193

2-Pa-31部分手関節固定術のの経験

飯田市立 病院整形外科百瀬敏充他……S194

2-Pa-32進行期Kienb6ck病に対する新しい腱球移植術の開発

一再生医療を応用したHybrid型腱球移植術一

奈良県立医科大学整形外科重松浩司他……S194
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2-Pa-33 骨髄血移植・低出力超音波療法・創外固定を併用したキーンベック病の

新しい治療法とその短期成績について

筑波大学整形外科小川健他……S195

14：40～15：20展示:TFCCほか

座長：梶彰吾（松江赤十字病院形成外科）

酒井昭典（産業医科大学整形外科）

2-Pa-34スポーツ選手およびスポーツ愛好家のTFCC損傷に対する

鏡視下デブリードマンの治療成績

福岡大学整形外科古賀敬他……S195

2-Pa-35尺骨茎状突起骨折を伴う僥骨遠位端骨折における三角線維軟骨複合体損傷

市立豊中病院山本浩司……S196

2-Pa-36TFCC障害に対する尺骨短縮術の検討

熊本整形外科病院田嶋光他……S196

2-Pa-37手関節鏡視下三角線維軟骨複合体縫合術の成績

慶應義塾大学整形外科中村俊康他……S197

2-Pa-38近赤外線発光ダイオード光のラット背部皮弁生着に対する効果

一皮弁内に発生した活性酸素の経時的変化からの検討一

金沢大学整形外科橋本典之他……S197

2-Pa-39背側中手腱つき皮弁の2例

手稲渓仁会病院整形外科佐々木勲他……S198

2-Pa-40熱圧挫傷の治療成績

名古屋披済会病院整形外科水島秀幸他……S198

2-Pa-41労働災害による上肢外傷例の検討

一第1報受傷日時，受傷機転，受傷内容等に関する疫学調査一

札幌医科大学整形外科入船秀仁他．．…･S199
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PB会場

11：00～11：55展示：神経

座長：池田和夫（金沢大学整形外科）

柿木良介（京都大学整形外科）

2-Pb-ISchwann細胞におけるDEAD-boxタンパク(4F2抗原）によるNCAMの発現制御

東京都立清瀬小児病院整形外科斎藤治和他……S200

2-Pb-2Rat脊髄片の末梢神経再生抑制効果

村山医療センター整形外科新井健他……S200

2-Pb-3ChondroitinaseABCによる末梢神経再生促進効果の検討

名古屋大学手の外科服部達哉他……S201

2-Pb-4脊髄後角における抑制性シナプス応答に対するノルアドレナリンの作用

一加vかo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……S201

2-Pb-5圧挫損傷後の神経再生に対する肝細胞増殖因子を用いた遺伝子治療の可能性：

HVJ－リポソーム法による逆行性遺伝子導入の試み

防衛医科大学校整形外科加藤直樹他……S202

2-Pb-6短時間神経圧迫による神経複合活動電位変化に関する実験的研究

筑波大学整形外科吉井雄一他．…･･S202

2-Pb-7経頭蓋電気刺激による末梢神経誘発電位計測に関する実験的研究

筑波大学整形外科宇賀美奈子他……S203

2-Pb-8肘部管症候群の重症例の電気診断と機能再建術の適応

東北労災病院整形外科信田進吾他……S203

2-Pb-9虚血性手指痙痛と潰瘍に対する指動脈交感神経切除術

市立札幌病院整形外科佐久間隆他……S204

2-Pb-10尺骨神経断裂を伴う手関節多数腱断裂小児例の検討一最近の症例から

埼玉成恵会病院形成外科・埼玉手の外科研究所平瀬雄一他……S204

2-Pb-ll麻揮手の爪形態の復原性

関東 労 災病院整形外科小林康一他……S205

11：55～12：25展示：手根管症候群

座長：浅見昭彦（佐賀大学整形外科）

2-Pb-12手根管症候群におけるMRIの有用性

鈴鹿回生病院森田哲正他……S205

2-Pb-13手根管症候群のMRneurography

防衛医科大学校整形外科有野浩司他．…･･S206

2-Pb-14手根管症候群に対する自家考案レトラクターを用いた

2小皮切アプローチによる滑膜切除を兼ねた治療

東京歯科大学市川総合病院整形外科高橋正憲他･･･…S206
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2-Pb-15

2-Pb-16

2-Pb-17

鏡視下手根管開放術の重症度による治療効果の差の検討

香川大学整形外科

手根管開放術後に発生した弾発指の検討

北里大学東病院整形外科

男性の特発性手根管症候群

諏訪赤十字病院整形外科

加地良雄他……S207

小 林 明 正 他 … … S 2 0 7

内山茂晴他……S208

13：50～14：25展示：人工関節，骨・軟骨

座長：石突正文（土浦協同病院整形外科）

村松慶一（山口大学整形外科）

2-Pb-18FGF-2を併用した連通性多孔体セラミックスによる血管柄付き人工骨の作製

広島大学整形外科中佐智幸他……S208

2-Pb-19壊死骨の血管再生のための血管内皮増殖因子遺伝子をもちいた遺伝子治療の実験

山口大学整形外科勝部浩介他……S209

2-Pb-20未分化問葉系幹細胞移植による上肢小関節に対する骨軟骨再生の試み

名古屋大学手の外科建部将広他……S209

2-Pb-21新しいコンセプトに基づいた人工指関節(FINEtotalfingersystem)

の開発と臨床への応用

東邦大学整形外科関口昌之他……S210

2-Pb-22PIP関節化膿性関節炎後の人工関節置換術の治療経験

山口整形外科山口哲彦他……S210

2-Pb-23リウマチ母指MP関節に対するSwansonnexiblehingetoelmplantを用いた再建術

新潟県立瀬波病院リウマチセンター豊原一作他……S211

2-Pb-24指MP関節に対する人工関節の設計と基礎的研究

土浦協同病院整形外科石突正文……S211

14：25～14：45展示：先天異常

座長：磯貝典孝（近畿大学形成外科）

2-Pb-25Apert症候群に伴う合指症の当施設における手術方針

神奈川県立こども医療センター形成外科山本康他……S212

2-Pb-26先天性小指MP関節拘縮に対する観血的治療

三重大学整形外科辻井雅也他……S212

2-Pb-27中手骨に対する仮骨延長法の検討

関西医科大学整形外科中村誠也他……S213

2-Pb-28指骨・中手骨に対する骨延長術の検討

奈良県立医科大学整形外科小畠康宣他……S213
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9:00～10:30PanelDiscussionlPreven伽nofSurgicalComphca伽nSof
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Moderators:IchiroOKUTSU

HroyukiHASHIZUME

l-Pl-lComplicationsofEndoscopicCarpalTilnnelRelease
KazuolKEDA,αα/.･･･…Sl

l-PI-2EndoscopicCarpalTimnelReleasewithUltrasonographytoPreventComplications
MasahiloNAGAOKA……Sl

l-Pl-3nleSafeTbchniquefOrEndoscopicCarpalmlnnelReleaseUsingChowMethod
YasusmNAKAO,eral.……S2

1-Pl-4ClinicalAnalysisofPillarPainafterEndoscopicSulgry
ThizoKOMSHnKE,ααl.…･･･S2

l-Pl-5HowtoOperateEndoscopicCa[palTmnelReleasewithoutComphcationsUsingtheUSESystem
IchiroOKUTSU,erqj

ComplicationsandOutcomeinMinimallyOpenCarpalTimnelRelease
KenjiKnlOm,ααj

ComplicationofTreatmentoftheCarpalTilnnelSyndrome
YOshiakiYANASE,ααI

S3

S3

S4
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７
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１
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ｌ
１

10：35～10:50PresidentialLecture

1-PLEBMandQOLfbrHandSulgery
KazuteruDOI S5

10：50～12:20SymposiumllEBMhrHandSurgery
Moderator:NaoyukiOCHIAI

l-S1-1CompalisonoftheResultsofTwoDiffelBntRehabilitationSystemsafterFlexorTbndonRepair;
EarlyActiveMotionExercisevsThreeWeeksImmobilization(RetrospectiveStudy)

YiltakaMAm,αα/.･…・

l-Sl-2ProspectiveRandomzedControlledThialbetweenEndoscopicandOpenProcedurein
CarpalTilnnelRelease:QualityofourSmdy

SoichiEJIRI,ααﾉ．…・・

1-S1-3TheEffectofCalciumPhosphateBonePastefbrDistalRadiusFracmresinAgedPatients
TbshihikoKASASHIMA,αα/.…・・

l-SI-4ClinicalFeaturesofDiabeticFlexorTbnosynovitisinViewoftheEffectof
IntrasheathlniectionofThiamcinolone

MakotoKAMEYAMA

1-S1-5Meta-AnalysisintheTreatmentsofKienbOckDisease

IzummTAJnIA,aal.･…・

1-S1-6HandSurgeryandEBM

MasayukiOKUDA

S6

S6

S7

S7

S8

S8

12：30～13:30LuncheonSeminan･1

Moderator:MitsuoYOSHIMURA

l-LSICulrentStatusofMedicallnsurancefOrHandSulgeryinJapan
TbtsuyaHARA S9
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13：40～14:40BusmessMeetmg

14：40～15:00DavenngFenowSession
l・BuImellTravelingRllow

TheOutcomesandComplicationsofl,2-IntercompartmentalSupraretinacular
ArtelyPedicledVascularizedBoneGraftingofScaphoidNon-Umons

AlexanderYShin,ααl.……

2．HKSSHExchangenavelingFellow

RadiologicalOutcomeofArthroscopicAssistedFixationoflntra-articularFracmreDistalRadius
Yan-KitLAU,ααI．……

15：10～16:10SpecialLecmre
Moderator:AkiraNAGANO

l-SLTheSpecialistSystemofHandSulgeonandtheEducationoftheBasicTbchmqueoftheSurgery
YOshikazulKUTA

16:20～17:50InstructionalCourseLecturelm℃atmentofFingerTiplnjuries
Moderator:TakashiSASAKI

1-SEl-1ConservativeTifeatmentfbrFingertiplnjuries

-OcclusiveDressingTbchniqueUsingAlunnumFbil-
KazukiSATO,αα/.･･

l-SEl-2AnalysisonCompositeGraftsfbrFingerTipReconstruction
NoritakalSOGAI,ααl.･･

l-SEl-3RngerTipReconstruction-ﾉ〃s""TissueEngineeringvsUltra-ncrosurgery
町ilNADA,ααl.･･

l-SEl-4FingertipReplantationandMicrosuIgicalRep血
YOshikiYAMANO,aal.･･

l-SEl-5TbchnicalPithallsandLong-temResultsinFingerTipReplantation
KeisukelKEDA,ααl.・・

l-SEl-6SkinCoveragefbrFingertipAmputation
YUichiHIRASE

Room2

9：00～10:40DistalRadiusFractures

Moderators:ShintaroTACInANA

KamlhirOSAKAI

l-II-lTreatmentofUnstableColles'FracturewithDorsalandWlarTypeRadiusPlate
HisashiYAMAMOTO,αα/・・・

l-II-2WlarPlatingfbrDistalRadiusFractureinPostmenopausal,OsteoporoticWomen
MasaoOKAMOTO,ααI.･･

l-II-3ComparisonofLockingandNon-lockingPalmarPlamgfbrUnstableCollesFracmresin
ElderlyPeople

MasaruKOSHIMUNE,ααI.･･

l-II-4PlatingfbrDistalRadiusandUInaFracturesinEldedyWomen
HidetoshiTERAURA,ααj.・・

l-II-5VblarLockingPlateFixationfbrDistalRadiusFracmresintheElderlyPatient
DenjuOSADA,eml.･･

l-II-6TheProgressChangeofBoneMineralDensityofNon-bridgingExternalFixatorUsedfbr
DistalRadiusFracmre

TakutoTAKAYAMA,ααl.･･

l-II-7Non-bridgingExternalFixationfbrDistalRadiusFractures;

RelationbetweentheAlignmentofthePalmarSiteoftheFractureandlnitialReduction
TakashiMATSUMURA,αα1．．．
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1-H-8

1-H-9

l-II-10

l-n-11

TheSecondArthroscopicFindingsofArhoscopicAssistedReductionof
htra-articularFracturesoftheDistalRadius

YbonSooKIM,αα1．

TieatmentfOrDistalRadiusFractureintheElderlywiththeUseof
CalciumPhosphateBoneCement

MasahiroTOBE,αα/.

ColTectiveOsteotomyfOrReculrentWlarDislocationofDistalRadiouharJointwith
MalumonofRadialShah

TakashiODA,αα1．

ThelnnuenceoftheFIacmreofUlnarStyloidProcessTreatingtheDistalFbreannFracmle
TbtsUjiYANAGAWA,ααl.

10：45～11:451nvitedLecturel

l-IITYssueEngineelingandtheHand

Moderator:MoroeBEPPU

WayneMorisson

12：30～13:30LuncheonSeminar2

Moderator:YOshitsuguTOMITA
l-LS2NewConceptsofReconstructionsfbrSkinandTissueLossesinHand

IsaoKOSHMA

14：45～15:57CarpalmmnelSyndrome
Moderators:TbshiyukiTSURUTA

ShingoNOBUTA

1-H-12DiagnosisofldiopathicCarpalTilnnelSyndrome:UltrasonograpmcMeasurementof
MedianNerveCross-sectionalAIeaversusNerveConductionSmdy

KenichiNAKAMICm,αα/.･

1-n-13VerifyingtheEHectsofaStep-by-stepProcessfOrReleaseoftheVolarStrucmresin

CarpalTilnnelSyndromePatientsUsingCarpalCanalPressm℃Measul℃ments

AyaYOSHIDA,ααj.･｣

l-n-14AtrophyofThenarMusclesDuetotheEntrapmentoftheReculTentBranchof

theMedianNerveinCarpalTilnnelSyndrome
KotamlMAMURA

1-n-1510-yearResultsofEndoscopicCarpalTilmelRelease,UsingtheSinglePortalTbcmique
Soo-HeongTAN,aaJ.･'

l-n-16CarpalTimnelReleaseUsingKnifeGuideandAngledKnifeHolder:
TbchniqueandClinicalResults

YOshiyukiASADA,αα/、．‘

l-n-17StructuleoftheDistalHoldfastFibersoftheFlexorRetinaculum(DI丑平R)and

PostoperativeClinicalRecoveryinldiopahcCarpalTimnelSyndromeCases
IkkiHAMANAKA,ααﾉ．．‘

l-n-18htra-andPost-operativeComplications,andPost-operativeResultsof
CarpalTilnnelReleasewithSmalllncisions

SmmeiTANDA,ααJ.･,

1-n-19AssessmentofHealthStamsUsingSF-36inPatientsWhoUnderwentCarpalTimnelRelease
SatoshiFUJITTA,eral.．．

16：20～17:50InstructionalCourseLecmre2Kienbiick'sDisease

(StagelHA,nm)
Moderator:AkioMINAMI

l-SE2-1Kienb6ckDisease-PathogenesisandMethodof'ITeatment
SmnichiroTAKAYAMA､aaj

1-SE2-2SulgicalOutcomefbrKienb6ck'sDiseasebyRadialOsteotomy
EmikoHORm,ααI
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Kienb6ck'sDiseaseinEldedyPatients;EtiologyandTTeatment
YasunoriTANIGUCm

RadialOsteotomesfbrTbenagePatientswithKienb6ck'sDisease
NorimasalWASAm,ααI
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Room3

9：00～10:30PanelDisucussion2Long-termResultsofFingerlmplants
Moderator:YOshitakamⅧAMIKM

Long-tennResultsofArtificialJointReplacementfbrRheumatoidFinger
AkioMmAMI

MetacarpophalangealJointArthroplastyfbrUlnarDriftinRheumatoidPatients
HiroyasulKEGAⅣⅡ,aaI

ReconstructionoftheMetacaIpophalangealJointwithSwansonSiliconehnplant
HajneISmKAWA,aaj

MESFingerJointProsthesis
KazuhiroMASADA,aaj

ResultsofCementlessSulfaceFmgerJointImplantArthroplasty
YOsMtakaMMNAMIKAM,era/
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S28

S28

S29

S29

S30

10:40～12:10RhemnatoidHand

Moderators:Ⅱ臼kayammZUSEKI
mroakiSENRUI

l-m-lSynovectomyofFingerJointinRheumatoidPatients
TbshihamOKUDA

l-m-2RelationshipbetweenExtensorTbndonRupmreandDorsalSubluxationof
RheumatoidWristwiththeUseof3DCTImage

YilsukeKURODA,ααl.

l-HI-3ReconstructionfOrtheSpontaneousRupmresofExtensorTbndonswith
RheumatoidArthritisoftheWrist

MakotoSAKAI,αα/.

l-m-4Tbnsion-reducedEarlyMobinzationfOrReconstructionofExtensorTbndonRupmrein
theRheumatoidHands

HroyasulKEGAMI,ααj、

l-nI-5ReconstructionfOrSubcutaneousRupmreofFingerExtensorsinRheumatoidArthritis
OsamiSUZUKI,ααﾉ．

l-m-6Re-alignmentandUlnarStabimzationintheArthroplasticRestorationofRheumatoidWrists
MichiakiTAKAGI,ααﾉ．

l-m-7EffectsofWristSynovectomyonRheumatoidUpperLimbFunction

TakayaMIZUSEm,αα/.

l-nl-8ProblemsoftheSmmpoftheUlnaafterSauv6-Kapandjior
DalTachProcedurefbrRheumatoidWrist

MamomFUJITA,ααI.

l-HI-9TbtalWristArthrodesisUsmgAO/ASIFWristFusionPlatefbrRheumatoidWrists
TakeshiEGI,ααj、

l-m-lOPartialArthrodesisfbrtheRheumatoidWrist

NatsukoNAKAGAWA,ααj.

S30

S31

S31

S32

S32

S33

S33

S34

S34

S35

12：30～13:30LuncheonSeminar3

Moderator:YoshiyasulTO
1-LS3RecentandNewneatmentsfbrRheumatoidArthritis

JunnosuMRYU S36
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14：45～15:50FracmreofFmgers
Moderators:JmchiTANAKA

ShigakuSAI
l-HI-llTensionBandWiringofMalletFracmre

HirokiHACHSUKA,αα/、……

l-m-12TheatmentandResultsofRotationalSupracondylarFracmreoftheProxnalandMiddlePhalanx
KentaroARITOMI,era/.……

l-III-131ntemalFixationofMetacarpalandPhalangealFractureswithLowProfilePlateSystem
HiroyoshiOGASA,ααl.．．…・

l-III-14TreatmentofMetacarpalandPhalangealFracmreswiththeLowProfilePlateandScrewSystem
NarihitoKODAMA,αα/・……

1-In-15'neatmentofMetacarpalandPhalangealFracmreswithLowPronlePlate

TbshiyukiYAMADA,eral．……

l-In-16Low-promePlateFixationfbrtheneatmentofIntra-articularCondylarFracturesoftheFinger

1-In-15'neatmentofMetacarpalandPhalangealFr

l-In-16Low-promePlateFixationfbrtheneatmer

l-m-17SalvageOperationfOrPhalangealFracmIes

ShoheiOMOKAWA,ααノ

MasayukiSAKUMA,αα／

16：20～17:50PanelDiscussion3PresentStamsofWristArthroscopy
Moderator:YukioABE

l-P3-lWristArthroscopy:TbchniquesandProblems
YUkioABE

l-P3-2Arthroscopical'IigeatmentfbrDistalRadiusFractures

MasaakiKAMNO,aaj

1-P3-3ArthroscopicSulgeryfbrWristGanglionandScaphoidFracmIe

ShinjiMSHKAM,αα／

l-P3-4ArthroscopicSulgelyfOrUharWristDisorders

KenjiKIDO

l-P3-5ArthroscopyoftheDRUJ

『IbshiyasuNAKAMURA,ααI

ROom4

9:00～10:40mlmor

Moderators:MasamichiUSUI

KoichirolHARA

1-IVElGiantCellTimloroftheTbndonSheath

HidekiOKAMOTO,αα／

1-IVE2TwoCaseReportsofSea-urchinGranuloma

TamotsuSOMA,aaj

l-IVE3GlomusTilmorsoftheHand-ARetrospectiveStudyof54Cases-
MitsumlKEDA,aaj

1-W-4RelationshipbetweenPreoperativeClinical,OperativeFindingsand

PostoperativeNeurologicalComphcationsinSchwannomas
TbmokazuSAWADA,αα／

1-IVLSTieatmentfbrAcuteCalciumDepositsintheHand

KiyomdelKEDA,aaj

l-IVE6EndoscopicTifeatmentfOrEnchondromaofHandandFmgerwithArmcialBonePaste
MasahiroYUKAWA,aaj

1-IVL7VascularLeiomyomasoftheHand
NaokiUEDA,ααノ

l-IVL8SoftTissueSal℃omaoftheUpperExtrenties
MeiseiTAKEISHI,αα／

1-IVL9FbrearmDefbrmityDuetoExostosis-ChangesofForeannAlignmentbyCallotasis-
EmikoHORn,αα／
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l-IVE10

1-W-11

CanusDistractionoftheI℃reann

KelUiKAWAMURA,aaI
TwoCasesofBizarreParostealOsteochondromatousProliferation

HirosmMIYAZAm,ααI

S47

S48

10：45～12:00FmgeI,tipInjury&Replantation
Moderators:KozolSHIKM

YujiINADA

1-IVL12ExperimentalSmdyofApoptosisDuetolschena/ReperfusionlnjuryinHumanVascular
EndothelialCell-EMctofShearStress-

TakamsaUMEMOTO,ααl.……S48

l-IVL13ACaseofSuccessfUlReplantationofAmputatedHandUsingDigitalMicroscope
KenjiroHASEGAWA,ααl.……S49

l-W-14AnAdequateTimeofthePostoperativeMo血oringafterReplantationSurgelyoftheDigitsand
theRateofSurvivalafterSalvageOperation(TheEHectoftheDamageandtheAmputationLevel)

KiwamulSHIAI,ααl.……S49

l-W-150urMethodofOcclusiveDI℃ssmgfbrFinger-tiplnjury
KoheiMSHTANI,ααl.…･･･S50

1-IVL16FreeFlapThansferfbrFingertipSkinDefectwithDistalPhalanxExposed
YOshiyukiOHNO,ααI．……S50

1-IVE17ModifiedDesignofAtasoy'sVEYFlapfbrFingernplniury
mdekazuNAKAGAM,ααI．……S51

l-IVE18ConservativeTieatmentofFingemplnjurybyOcclusiveDIessingMethod
TakeshiARAI,ααl.……S51

l-W-19TifeamentofFmgertipllljuryUsingArtificialDermis
GanMUNEUCm,ααI．……S52

12:30～13:30The44thMee伽gonCongenitalAnomalyoftheHand

14：45～16:06Skin

ModeratorS:YuMaruyama

NagatSuguKUROSHmⅥA

l-IVL20SeriouslnffectionoftheUpperExtrenty:AReprtofTwoCases
NaohideTAmGAWA,ααl.……S52

l-IVE21RInctionalResultsofSeveleHandBums

KatsunTANAKA,aa/.……S53

l-IVL22ReconstructionofFingerPulpUsingStepLadderNeurovascularlslandFlap
AkihiroOGNO,ααl.･.…・S53

1-IVL23TheTreatmentofPosteriorhterosseousFlap
KeiSUGAWA,aaj.……S54

1-W-24ThelslandPerforatorFlapstotheFull-thicknessShnDefectontheHand
SeikoNAGAO,ααl.……S54

l-IVE25ReeHenpulpHapsfbrSoftTissueDefectoftheFingerPulp
KeiichiMURAIA,aaj．……S55

l-IVL26TreamentofSkinDefectsofUpperExtrenties
MitsuhiroOKADA,eral.……S55

1-IVL27ASmdyofVenousFlapUsedfOrReconstructionofnssueDefectinmaumaofFingersandHand

HiroyukiGOTANI,ααI.……S56

l-IVL28ThumbReconstructionby'IianspositionofthelndexRayCombinedwithaWrap-aroundFlap

HideyukiYANAGI,aaj．……S56
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16：20～17:501nstructionalCourseLecmre3I淀atmentofAdactyly
Moderators:MinoruSHTRAIハ

HidehikoKMBAⅡハ

１
２
３
４
５
６

３
３
３
３
３
３

Ｅ
Ｅ
Ｅ
Ｅ
Ｅ
Ｅ

Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ

ｌ
１
１
１
１
１

neatmentofDigitalDeficiency

OsamuISHmA,ααノ

Ti℃atmentModalityofSymblachydactylyoftheHand
TakesmMIYAMm,αα／

FIeeNon-vascuralizedTbeTiansfersfOrAdactylyandOngodactyly
HdemkoKAMBAIA,ααj

TbeTiansfersfbrCongemtalFingerLosses
IsaoKOSHIMA,aaj

ApplicationofFingerLengthemngfbrCongenitalHandDiffbrences
SatoshiTOH

PrinciplesGuidingReconstructionoftheAdactylycHand
WayneMORISSON

S57

S57

S58

S58

S59

S59

Room5

9：00～9:45Dupuytren'sContracmresandOthers
Moderator:AkihiroFUKUI

1-VEIClinicalStudyofDupuytrenContractureOperation
YUriKANNO,ααノ

l-VL2Dupuytren'sDiseaseontheRadialAspectoftheHand
YOshihiroABE,erqj

1-Vz3TieatmentfOrPPJointContracturewithniggerFingersandThumb
YASUSHMORISAM,era/

1-VE4Con℃ctiveSplintTherapyfbrExtensionContractureofhtelphalangealJoints
-HowtoKeepAwayfiomExtensionLagofhterphalangealJoints-

KoicmmABE,ααノ

1-VESBraceandSplintTherapyfbrMusician'sHand

KoichiNEMOTO,ααj

S60

S60

S61

S61

S62

9：50～10:45DeQuervain'sDisease
Moderator:nkashiISHIGURO

l-VL6Ren℃spectiveSmdyofFingerFlexorTtenosynovitis
KoichiYANO,ααJ.

1-VL7TheEfficacyofTriamcinoloneinthe'ITeatmentofStenosing'Ibnosynovitis
TakakoSAIU,ααj、

1-VE8EndoscopicViewinStenosingTbnosynovitis
KazuhimUCHIDA,ααj、

l-VL9TheEffectofWristPositiononEPBTbndonDilectionandGndmgResistance
MineoOMMA,ααl.

l-VE10DecompressionoftheExtensorPollicisBIevisSubcompartmentfOrdeQuervain'sDisease
KatsunoriYUASA,ααl.

1-VLllTieatmentResultsoflntrasheathSteroidlnjectionfbrdeQuervainDisease
-AProspectiveComparisonbetweenTTiamsinoloneandBetamethasone-

TakuyaSAWAIZUMI,ααI．

S62

S63

S63

S64

S64

S65

10：50～11:20AnesthesiafbrHandSurgery

l-VE12ClinicalAnalysisofBrachialPlexusAnesthesia

Moderator:YOshinoriMIYASAKA

MakotoENOMOTO,aa/.……S65
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l-V=13

l-VL14

BrachialPlexusBlockAnesthesiaCombinedwithhtramuscularlnjectionof

KetammefbrPediamcUpperArmSulgery
YasuhiroHIDAKA,αα/.

TheIncidenceofNeuralComplicationsFollowingAxillaryBrachialPlexusBIockUsinga
'IifansarterialApproach.AProspectiveSmdyof212ConsecutivePatients

NaohitoOSHmMA,ααJ,

PosterRoomA

S66

S66

11：00～12:15DistalRadiusFracmresl
Moderators:DenjuOSADA

MasayukiKAMANO

1-Pa-lOperativeTreatmentfbrDistalRadialFracture,ComparisionbetweenExternalFxationand
TwoTypesofPlateFixation

MitsumHORIKI,era/.……S67

l-Pa-21ntramedullaryPinningintheTreatmentofDistalRadiusFracmre
HaruhikoTAKAIA,αα/.……S67

l-Pa-3CUmcalResultsofOperatedDorsalDisplacedDistalRadiusFracmres
-DorsalApproachvsVblarApproach

KazushigeHASEGAWA,αα/.……S68

l-Pa-4RoentgenogaphicAnalysisofPahnarPlatingfOrDistalRadiusFractures
MasahikoTOHYAMA,αα/.……S68

1-Pa-50penReductionandPlateFixationofAOtypeCFractureoftheDistalRadius:
hdicationofDorsalandVolarPlateFixation

DaisukeYAMAUCm,era/.……S69

l-Pa-6ComparativeStudyoftheNon-bridgingTypeFixator(Compack)withDistalRadiUsPlate(DRP)
fbrDorsallyDisplacedFracmresoftheDistalRadius

KazunobuARAKAm,ααI．……S69

l-Pa-7VblarPlatingCombinedwithlntrafocalPinRepositionfbrBothDorsanyand
PalmarySplitDisplacedDistalRadiusFracmre

MasanoriMUTOU,αα/.……S70

l-Pa-8ClimcalResultofPlateFixationfOrFracmreoftheDistalRadius

-ComparisonbetweenLockingPlateSystemandCustomaryWay-
KeikichiKAWZﾍSAm,aal.……S70

l-Pa-9｢ReamentfOrDistalRadiusFracmresUsingVolarAODistalRadiusPlate
RyotaroFUJmﾍM,aaj.……S71

l-Pa-10DevelopmentoftheDoublePlatefbrDistalRadiusFractures
NoriyukiYOSHDA,aal.……S71

l-Pa-llNewVolarLockingPlateSystemfbrtheDisorderoftheDistalRadius
MasatakaYASUDA,ααl.……S72

l-Pa-12VblarLockingPlatingfbrDistalRadiusFracmleviatheExtendedFCRApproach
ShigakuSAI,ααj.……S72

l-Pa-13TifeatmentoftheDistalRadiusFracmreUsingHC-50Plate
SmnyaMAm,ααﾉ．……S73

l-Pa-14ComplicationofVblarPlatingfbrDistalRadiusFracture
MasaoOKAMOTO,αα/・……S73

1-Pa-l521FracmlBsofDistalRadiusneatedwithWlarLockingPlates
HitoshiHAIANAKA,αα/.……S74

14：45～15:30DistalRadiusFracture2

ModeratorS:KenjiYOSHmDA
MakotoKAMEYAMA

l-Pa-16SuIgicalTTeatmentfbrVblarFlexedFracmresofDistalRadius
YOsukeASAHARA,αα/.･･
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Non-bddgingTypeExtemalFixationfbrTifeatmentofDistalRadiusFractures

TsuyoshiOHTハ,αα/.．…

Intra-articularFractulesoftheDistalRadiusTTeatedbyArthroscopicallyAssistedReduction:
ComparisonbetweenNon-bridgingTj/peExtemalFixatorandlntemalFixationwith
LockingPlate

HirotadaNAKATSUKA,αα/、．…

TreatmentofNewNon-blidgingExtemalFixatorfOrRadiusEndFracture
HiroakiNONOMIYA,eraI.…・

DecreasePatternofBoneMineralDensityoftheAgedWomenwithDistalRadiusFracmreand
ApplicationoftheRefbnnedAlternatingCulTentElectrostimulator

Soichiro汀OH,ααﾉ．．…

DistalUlnaFracmlesAssociatedwithDistalRadiusFractures

YasuhimYOSHKAWA,ααﾉ．･･･”

NecessityofhternalFixationoftheDistalUlnarFracmrefbrtheDistalRadiusand
UlnarFracml℃s

DaisukeHANASm,eral.…･‘

UInarWristPaininDistalRadiusFractureAssociatedwithUlnarStyloidFracture
AtsushiOKAZAm,ααﾉ．。…‘

OperativeProcedul℃sfOrDRUJIncongruityafterDistalRadiusFracmre
TakashiHARA,ααI．…･‘
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15：30～16:10DistalRadiusFracturesinElderlyPeople
Moderators:EijiKAmA

MitSuhiroAOKI

l-Pa-25SulgicalTieatmentofDistalRadiusFracmreinOldWomen

HitomiMAKINO,eral．……S79

l-Pa-26SurgicalTieatmentfOrDistalRadiusFractureinElderlyFemales
YbshiromYOSHIGE……S79

l-Pa-27MJlarPlateFixationfbrOver70YearOldPatientswithDistalRadiusFractul℃

KazuhiroSAKAI,αα/.……S80

l-Pa-28WlarPlateFixationfOrDistalRadiusFracmresintheElderlyPatient
KQjiMORIYA,eml.……S80

1-Pa-29MimmallyhvasivePlateOsteosynthesisfbrCommnutedFractul℃softheMetaphysisof
theRadiusintheElderly

JunyalMAIANI,ααI．……S81

l-Pa-30Non-bddgingExternalFixationfbrtheTreatmentofDistalRadialFracturesintheElderlyPatient
ShoheilWABU,αα』．……S81

l-Pa-31VblarPlateFixationfbrDorsallyDisplacedFractureoftheDistalRadiusinFemaleElderlyPeople
SeUiSUMIURA,ααj.……S82

l-Pa-321ntramedullaryCementFixationfbrtheTreatmentofColle3FracmreinEldedyPatients
KazuolKEDA,ααj.……S82

PosterRoomB

11：00～11:30mlmor

Moderator:YOshinoriOKA

1-Pb-1MRImagingandOperativeTherapyfbrGiantCellTilmorofTbndonSheathintheHand

YQjiSHmO,αα1．．”

1-Pb-2RadiologicalEvaluationofSoftTissuenlmoroftheHandUsing3DImagebyMulti-shceCT
RienO,era/・…

1-Pb-3ClinicalEvaluationoftheVascularLeiomyomaintheHand
KazukiKUNIYOSHI.erq/．…

l-Pb-4DiffUseHemangiomaofMinimumlOYearsFollowUp
MasatakaMAJIMA,eral.･･･

S83

S83

S84

S84
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ClinicalPathologyandTherapeuticResultsofNeu血omaintheUpperExtrenty
AkiraHOSOKAWA,eral

BoneandSoftTissueTumoursoftheHand:Reviewof85Cases

TbshikoSUGnⅥOTO,ααI

1-Pb-5

l-Pb-6

S85

S85

14：45～15:10Allograft,Imaging
Moderator:KazuhikoMATSUSHⅢA

l-Pb-7ProlongedSulvivalinRatCompositeTissueAnograftsTIeatedwithCombinedAdnnistrationof
ICOS-IgandCTLA4-Ig

MasahiroNAGAI,αα/.……S86

l-Pb-8ChimerismFbllowingLimbAllogaft
KeiicmMURAMAI'SU,αα/.……S86

1-Pb-9HghResolutionMmofUsingaMicroscopyCoiltoDisordersofFingerProper
NaohitoHmmO,ααﾉ．……S87

l-Pb-10HighResolutionMmofUsingaMicroscopyCoiltoDisordersofWristJoint
YbshitakaHAMADA,ααl.……S87

l-Pb-llUltrasonographyfbrtheForeannlnterosseousMembraneofRAPatients
KazuhikoMATSUSHITA,ααI．……S88

16:10Biomechanics

Moderators:MasatakaYASUDA

NoriakiHmAKA

OptimumLocationsoftheLockingLoopinLockingKesslerSumres
TadahikoYOTSUMOIO,ααj.……S88

UlnarShorteningEffects:ABiomechanicalSmdyontheDRUJStabilizingEffectwith
MuscleLoad

MasaoMSmⅧⅢ,ααI.……S89

StabilityoftheDRUJConmbutedbythehtraosseousMembrane
HiroshiMIANABE,ααI．……S89

QuantitativeEvaluationfbrDRUJInstability
HimsmMIANABE,ααI．……S90

DynamicEffectsofJoint-LevelingProcedureonPressuleattheDistalRadioulnarJoint
TbshikiMIURA,aaj.……S90

3-dimensionalMotionAnalysisoftheForeannTIeatedbyKanayaProcedurefOr

RadioulnarSynostosis
KunihiroOKA,ααI．……S91

PathomechamsmoftheDISIDefbnmtyinScaphoidWaistFracmre:ABiomechamcalAnalysis
HimmchiMnSUYASU,ααJ.……S91

Measul℃mentofHexion,Extension,AbductionandAdductionTbrqueoftheThumbby

ThreeDimensionAnalysisSystem

SeqiMSHmiURA,eral.……S92

l"vjvoAnalysisofmnematicsofThumbMetacarpophalangealJoint

JsHingeMotionPhysiological？
TakashiTARUI,eraﾉ．……S92

SimulationModeloftheFingertipDefOrmationbyFiniteElementMethod
NaotakaSAKAI,αα/，……S93

Three-dimensionalVirtualReantyModelinginHandSurgery
MasahiroYONEDA,aal.……S93

CorrectionOsteotomyUsingThree-dimensionallyPrefabricatedHydroxiapatitefbr
FbrearmDefbrmity

TsuyoshiMURASE,ααl.……S94

15:10～16:10

l-Pb-12

l-Pb-13

l-Pb-14

1-Pb-15

l-Pb-16

l-Pb-17

l-Pb-18

l-Pb-19

l-Pb-20
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Rooml

9：00～10:55Symposium2DistalEndFracmI℃oftheRadiusinElderlykople
Moderators:HidehikoSAITO

HikaruIASIHMA

2-S2-1StrategiesfOrTIeatmentoftheRacturesoftheDistalRadiusinAgedPopulation
TakashiSASAm,ααl.…･‘

2-S2-2ConservativeTifeatmentfOrDistalRadiusFracmresofElderlyPatientsby
CastwithWristinDorsinexion

SatoshiTAKAHAIA

2-S2-3PercutaneousKirschnerWil℃FixationfOrFracmreofDistalEndofRadiusinElderlyPatient
ShinjiMSHKAM,αα/・…“

2-S2-4Non-blidgingExternalFixationfbrUnstableFracmreoftheDistalRadiusintheAdvancedAge

S95

S95

S96

withHoffman2CompactExternalRxator

HiroakiSAKANO,aaI

ClinicalResultsofPahnarPlatingfOrPatientswithCoUesFracturesOlderthanAge70
MasayukiKAMANO,er"I

OperativeTreatmentfbrDistalRadiusFractureofHighAgedPatients
YUjiTAKAHASm,erqj

ArthroscopicReductionoflntra-articularFractureoftheDistalRadiUsinElderlyPatients
YasunoriHATTOm,aaI

StrategyofTreatmentfbrtheRadialEndFracmreintheLateElders

HkaruTASHniA,ααI

S96

S97

S97

S98

S98

５
６
７
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２
２
２
２

Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ

２
２
２
２

11：00～12:30Symposium3FunctionalEvaluationandQOLinHandSurgery
ModeratOr:SatoshiTOH

2-S3-1

ShunichiFUKUHARA

2-S3-2HowtousetheDisabilitiesoftheAnn,ShoulderandHand(DASH)OutcomeQuestionnaire
inJapaneseVersion

YasushiNAKAO,aaj.･･

2-S3-3ComparativeResponsivenessoftheDASH,theSF-36,andPhysicalExa皿nationMeasures
TbshihiMmiAEDA,aaJ.・・

2-S3-4EvaluationofQOLafterReconstructiveSurgeryfOrBoneandSoftTissueSarcoma
Takuro咽股DA,er"/.・・

2-S3-5TheRelationbetweenQOLandFunctionfbrWristDisease

AtsushiMORIYA,ααI.･･

S99

S99

SlOO

S100

S101

13：50～15:20VideoSymposiumSurgeryhrCubitalmmnelSyndrome
Moderators:FuminoriKANAM

KenichiⅡ汎ZAKI

2-VS-11ntennuscularAnteriorUlnarNerveTifansferPreservmgFeedingVessels
YOshikiYAMANO,eral.･

2-VS-2MedialEpicondylectomyUsingaSmgeAirtomeinPatientswithCubital'IilmelSyndrome
NobuyukiTANIGAM,αα/.･

2-VS-3AnteIiorrlianpositionoftheUlnarNervewithPreservingVascularPediclesfbr
theTreannentofCubitalTimnelSyndrome

HilOyukiKATO,eral.･
2-VS-4CubitalTilnnelReleasewithLintedSkinlncision

MasahiroNAGAOKA,ααJ.･

2-VS-5CubitalTilnnelDecompressionwithEndoscopicAssistance

TbsmyukiTSURUTA,ααj・・

2-VS-6CubitalTilnnelReconstructionandCubitalGroovePlastyfbrUInarNeuropathyattheElbow
AkihitoTSUJINO,eral.･

S101

S102

S102

S103

S103

S104
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15：30～17:00hstructionalCourseLecture4n℃atmentofdeQuervain'sDisease
Moderator:KunniichiASO

2-SE4-lDiagnosticTestsfbrdeQuervain'sDisease
KuniichiASO

2-SE4-2UltrasonographicEvaluationofdeQuelvainDisease

HiroyukiSHn41ZU,aaI

2-SE4-3ConservativeTreatmentofdeQuervain'sDisease

YUkioHORIUCm,aaj

2-SE4-4SurgicalTreatmentfbrdeQuervain'sStenosingTbnosynovitis

KelUiYOSHIDA,ααノ

2-SE4-50perativemeatmentfbrdeQuervainDisease

KeUimTANO

17：00～ CIosmgRemarks

Room2

9:00～10:05ExtensorTbndon

Moderators:YOshiakiYANASE

YUkioHORIUCHI

2-n-1SurgicalTreatmentfbrthernaumaticBoutonniereDefbrmityoftheFinger
KenichiTAZAm,aaj

2-II-2TbndonTransferfbrtheExtensorAvulsionlnjuries

MasayoshilKEDA,aaj

2-n-3ExtensorTbndonRupmreDuetoOsteoarthritisoftheDistalRadio-ulnarJoint
JunETO,αα／

2-n-4ExtensorTbndonRupmreFOnowingOsteoarthritisoftheDistalRadio-ulnarJoint
TbshiyukiTSURUTA,αα／

2-n-5UltrasonographicExaminationfbrEPLRuptureafterDistalRadiusFracture
ThiheiYAMAGUCHI,αα／

2-n-6SubcutaneousRupmreoftheExtensorPollicisLongusTbndon
TsutomuKOBAYASm,aaj

2-n-7RupmreoftheExtensorPollicisLongusTbndonwithExtensionInsufficiencyof
theThumbMetacarpophalangealJoint

HimyukiSHIMIZZU,ααノ

10：05～11:20mexorTbndon

Moderators:HiroyukiKATO
OsamulSHmDA

2-n-8nleEffectofTGF-betalnducibleEarlyGene(TEG)DeficiencyonCulmrednexorTbndon
TbtsuTSUBONE

2-n-9DifferentExpressionofFibronectmandTGF-betaReceptorinAdhesionand
AdhesionFreeTbndonRepairs

2-n-10

2-II-ll

2-n-12

TbtsuTSUBONE

hnprovedEndogenousTbndonHeahgwithMonomamentNylonCoatedbyBasicFibroblast
GrowthFactor:ASerialReportofExperimentalSmdy

YOsmtakaHAMADA,ααI．．”

RexorTbndonRepairinZonenFbllowedbyEarlyActiveMobilization
KensukeSAKAI,ααﾉ．・・

EvaluationofEarlyActiveMobihzationTbchmqueFbllowingPrimaryFlexorTbndon
ManagementafterBothFlexorTbndonsRupmreinZone2

S104

S105

SlO5

S106

S106

S107

S107

S108

S108

S109

S109

S110

S110

Slll

Slll

S112

2-n-13

TakaeYOSHIZU,ααI．……S112

ClosedRupmresoftheFlexorT℃ndonSecondaIytoBoneandJomtDisordersmtheCarpalTimnel
HiroshiYAMAZAm,ααﾉ．……S113
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2-II-14

2-n-15

SupplementarySutureslncreaseResistancetoGappingfOrFlexorDigitorumProfUndusTbndon

toBoneSurfaceRepair-AnExvivoBiomechanicalAnalysisinCadavera
NozomuKUSANO,ααj.……S113

ClinicalResultsofTbndonRupureafterFlexorTbndonSumreandTbnolysis
IchiroNAKAJnIA,ααﾉ．……S114

11：30～12:30IIIvitedLecture2

2-12ShnFlapfbrHandReconstruction

Moderator:MinoruSHmAⅡ】A

WilliamC.Pederson

12：40～13:40LuncheonSeminar4

Moderator:MitsuoOCHI

2-LS4DiagnosisandHeatmentofRSD(CRPS)-AbouttheAssessmentofDisabilitiesbyafterEffects
YUkioHORIUCM

13：50～15:20ScaphoidFractul℃s
Moderators:GoromOUE

KozoSHMADA

2-n-16PercutaneousScrewFixationfbrScaphoidFracturesinAthletes
TakashiTSUJIHARA,αα/，・・

2-II-17MmofOsteonecrosisandDifficultNon-unionoftheScaphoid
KatsunorilNAGAm,ααl.･･

2-n-18UsefillnessoftheArthroscopicFindingsfOrneatmentofScaphoidNonunionTypeD2

MasayukiWADA,αα1．．．’

2-n-19AnalysisofAsymptomaticScaphoidNonunions
HironobumAGAm,αα/.･・‘

2-II-20SulgicalResultsofScaphoidNonunion
TakaakiHASUO,ααI.･･,

2-II-21TreatmentofScaphoidFractureNonumoninChildren

MasakiTOMATSURI,era/.．“

2-II-22RetrogradeHerbertScrewFixationfbrTI℃atmentofProximalPoleNonunionoftheScaphoid
GoroINOUE,aaj.･･$

2-n-23BoneGraftisNotNecessaryfOrthemeatmentofCysticScaphoidFracmre
TakaakilTOH,er"l.･．‘

2-II-24TieatmentofRefiactoryNonunionoftheScaphoidUsingVascularizedBoneGraftfrom

theBaseoftheSecondMetacarpal-OperativeProcedureandEfficasy-
AkihikoNAMBU,αα/.・・‘

2-II-25VascularizedBoneGraftVersesNon-vascularizedBoneGraftfbrtheScaphoidNonunion
HiroyukiOm,ααl.･･@

15：30～17:00InstructionalCourseLecture5n℃atmentofNon-unionof

PronmalFracmreoftheScaphoid
Moderator:HiroshiYAJnIA

2-SE5-1TiFeatmentofProximalThirdPseudoarthrosisoftheScaphoid
JuichiTANAKA,aaj

2-SE5-2ProximalScaphoidNonunions:TreatmentwithlliacBoneGraft
Jun-ichilSHIKAWA,αα／

2-SE5-3VascularizedSecondMetacalpalBoneGraftfOrtheProxnalScaphoidNon-union
MasaharuMAKINO,era/

2-SE5-4Useofthel-2htercomDartmentaISunraretinacularArtervasaVascularinedPedicleRoneUseofthel-2hterCompartmentalSupraretinacularArteryasaVascularizedPedicleBoneGraft

fbrDifficultScaphoidNonunionandScaphoidNecrosis
HimshiAJIMA

LimitedWristArthrodesisfbrSLACWristafterScaphoidNonunion
KenichiKAZUm,eral.…．｡

2-SE5-5
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Room3

9：00～10:30BrachialPlemsInjury
Moderators:YukioNAKATSUCHI

MasatakaNOGUCIn

2-m-IFindingsofBrachialPlexusLesionswith3DReconstructionofPostMyelographyCT

UsingMulti-sliceCT
ThnefUmNAKAGAWA,ααl.……S125

2-m-2TheResultofSpinalAccesoryNerveTiansfertoSuprascaplarNerveAgainstBrachial

Plexusllljury
KouicmSUZUm,ααI．……S125

2-m-3SulgicalReconstructionoftheParalyticShoulderafterBracmalPlexuslnjury

HsayaSHIRAI,aal.･･････S126

2-m-4RestorationofElbowFlexionbyTransferofaPartoftheUlnarNervefbrUpperType

BracmalPlexusl'Ijury
TbmoomUKAI,ααl.……S126

2-m-5HexorPlastiesoftheElbowafterBrachialPlexuslnjury
MasatakaNOGUCm,ααI.……S127

2-m-6SelectionofGripFunctioninDoubleFIeeGracilisMuscleThansferafterTbtalParalysisof
theBrachialPlexus

JoseMiguelPAGSALIGAN,αα』．……S127
2-m-7ReconstructionofHookHandFUnctionwithlntercostal-nelve-innervatedLattismusDorsiTifansfer

inPatientswithBracmalPlexusllljury
YasumasaMSHIURA,αα/.……S128

2-m-8SulgicalTreatmentfbrSpinalAccessoryNervellljury
SeiichiroOKAHMA,ααl.……S128

2-m-9SmdyofSensoryFunctionofBirthPalsyUsmgSemmes-WeinsteinMonofilamentsTbstand
Two-pomtDiscrin血ationTbst

MayukoMDA,ααI.……S129

2-m-10ThoracicOutletSyndromewithCervicalRib
YilkimkoOBARA,αα/・……S129

10:30～11:06Shoulder

Moderator:MitsunoriSHIGETOMI

2-m-llVascularizedBoneGraftstotheHumeri

AtsushiYOSHIDA,ααI．……S130

2-m-12SulgicalTreatmentofHumeralProximalFracmreUsingLockingHumeralSpoonPlate
DaisukeHANASm,αα/.……S130

2-m-13ComplexRegionalPamSyndromel℃llowingRotatorCuffRepair:

AComparisonSmdybetweenArthroscopicandOpenSulgery
KanichiSHMOKAW1ﾍ,αα』．……S131

2-m-14ApplicationofTissueEngineeringTbchniquetoRotatorCuffRep血Using
theNovelScaHbldMaterial

ThdanaoFUNAKOSm,αα/.……S131

11：06～12:30ElbOw

Moderators:MuneakiABE

TakaeYOSHIZU

2-m-15ArhoscopicAnatomyofLateralPartoftheElbowJoint:ACadavelicModel
HidekiTSUJI,aaJ

2-nl-16ApophysiopathyofHumeralMedialEpicondyleintheAdolescentBaseballPlayer
JumchiMIYAKE,aaj

2-m-17CIosed-wedgeOsteotomyandOsteochondralGraftingfbrOsteochondritisDissecans

oftheCapitellum
TbsmhirolSHKO,era/

－8卜

S132

S132

S133



８
９
０
１
２
３

１
１
２
２
２
２

Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ

２
２
２
２
２
２

SulgicalEfficacyofMosaicplastyfbrthe'nfeatmentofOsteochondritisDissecans
NorimasalWASAm,ααl.……S133

Tsuge'sProcedurefbrOsteoarthritisoftheElbowJoint

RyQjiKAJIWARA,ααﾉ.……S134

PostoperativeTreatmentfbrtheElbowJointllliury

TakahiloHASHnI(爪),ααl.……S134

TheFunctionalOutcomeandPrognosisofElbowReconstructioninRheumatoidArthritisPatients
TakashiMASATOMI,ααI．……S135

TbtalElbowArhoplastyfbrNon-RheumatoidPatients
AkiraARAKAm,ααj.……S135

SulgicalTbchmqueoftheSurface-typeElbowReplacementArthroplasty
MasahlMISHIZUm,ααI.･．…・S136

12:40～13:40LuncheonSeminar5

ModeratOr:KoichiMEMOTO

2-LS5htemalHxationofDistalRadiusFmcmres:WhenandHow？

JonathanL・HOBBY S137

13：50～14:55WIist

Moderators:KoichiT通DA

HroyasulKEGAMI

2-m-24AnatoncalSmdyofLigamentousAttaachmentaroundtheLunate

SoyaNAGAO,ααj、

2-m-25DISIDefbnmtyorNot?hLuno-Triquetrallnstability
KaoriSHONOYA,ααl.

2-m-26SigmficanceofScaphoidCorticalRingSign
YilkioABE,ααl.

2-m-27TieatmentofAcutePerilunateDislocation

TbshihikoSAITO,ααl.

2-m-28PathogenesisofUharStyloidhnpactionSyndrome
KakumDENNO,ααj.

2-m-29ArthroscopicJointReleaseoftheContracmredWrist

AtsuoKAWAmTA,ααj，

2-m-30WIistArthrodesisUsingVascularisedFibularGraft

TbyohitolWAMI,αα/.

S139

S139

S140

S140

S141

S141

S142

15：30～17:00hstructionalCourseLecmI℃6Th℃atmentofRheumatoidWrist
andExtensorTbndonLesion

Moderator:KazⅦhimMASADA

2-SE6-1ResultsofWristSynovectomyCombmedwithUlnaEndExcision
MakotolCHKAM,ααJ.･

2-SE6-2RadiolunateFusionfbrRheumatoidWrist

HmyukiKATO,ααI．”
2-SE6-3hdicationandLintationofPartialArthrodesisoftheWristJointfbrRheumatoidArthritis

KeiichiroMSHIDA,ααl.．‘

2-SE6-4Sauv6-KapandjiProcedurefbrRheumatoidWrist

RyusulcOSADA,ααI．．‘

2-SE6-5SulgicalProcedurmefbrRupmredExtensorTEndonsofPatientswithRheumatoidArthritis
HideoHASHmIOID,ααl.･､

2-SE6-6TieatmentfbrExtensorTbndonRupmreofthehdex,Long,RingandLittleFingerin
RheumatoidArtlmtis

AtsuhitoSEm,aal.･@

S142

S143

S143

S144

S144

S145
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Room4

9：00～10:30menbiick'sDiseaSe

Moderators:YasunoliTANIGUCHI

KenichiKAZUKI

Bone-coredFasciaBallReplacemantfbrtheTTeatmentofmenb6ck'sDisease
OsamuISHIDA,ααJ､

Tbndon-ballleplacementfbradvancedKienb6ck'sDisease(Stagem,W)
-ItsRationaleandResult

YasuoUFBA

MRIFindingsandClimcalResultsafterRadialOsteotomyfOrKienb6ckDisease
HimsmMATSUm,ααj'

artialCapitateShortemngfbrKienb6ckDisease
HisaoMORnOMO,ααj

TiFeatmentofAdvancedKienb6ck'sDiseaseUsingaVascularizedBoneGraft
-ItslndicationandResults

RyosukeKAKINOm,aaj
VascularizedBoneGraftfbrKienb6ckDisease

MitsunoriSmGETOMI,aaj

PedicleVascularisedBoneGraftfbrtheTreatmentofCarpalBoneNecrosis

HroyoshiFUJIMRA,aaj

TieatmentofLichtman'sStagemKienbOckDisease

-CombinedProcedureofRadialOsteotomyandVascularizedBoneGrafttotheLunate-
EtsumroNAKAO,aaj

AChmcalSmdyofOperativeTreatmentfbrStageⅢ瞳enb6ck'sDisease
MitsuhimSUⅣⅡ,aaj

ClosedTbndonRuptureCausedbyKienb6ck'sDisease
TbmoyukiNIWA,ααI

2-IVLl

2-W-2
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10：40～12:10CongenitalAnomaly
Moderators:TbshihikoOGINO

FmikoHORn

2-W-llEvaluationoftheFunctionofHandwithAnomalybyUsingFunctionalDextelityTbst
KousukeBA,ααI

2-W-12MolphologyandEmbryologyofCongenitalNailDefbnmty
YokomSHI,aaj

2-W-13RemaimngDefbnmtyofThumbPolydactyly
TbshihimSUGIOKA

2-IVE14PolUcisationfbrCongemtalDysplasticThumb
NaokiMAEGAM,ααノ

2-W-15StraightIncisionfbrtheSeparationofSyndactylyResultsmGoodAppearance
KazumaSAMBE,aaI

2-W-16LightandOgden'sOperationfbrtheTreamentofDeltaPhalanx
KenichiKAZUm,aaj

2-IVE17UlnarCleftwithoutFingerDefect;ClinicalandEtiologicalAspect
NoriakimKUCm,aaJ

2-W-18ClinicalFeamresandThfeatmentoftheWindblownHand

YilmikoKANAUCm,aaI

2-IVE19Long-tennResultsfbrMacrodactyly
TakaakiSHINOHARA,aaj

2-W-20MobilizationofaCon2emtalProximalRadioulnarSvnostosiswithaPedicleFascio-fatGI

S151

S151

S152

S152

S153

S153

S154

S154

S155

S155

MobinzationofaCongemtalProximalRadioulnarSynostosiswithaPedicleFascio-fatGraft
FunnoriKANAYA,ααI．．
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12:40～13:40LuncheOnSeminar6

Moderator:mlkakazqI円IRAYAMA

2-LS6ClinicalApplicationofBioactiveBonePastefbrHandSuIgery
SMIWiNISHKAM S156

13：50～15:20BasicsandClimcsofkripheralNerves
Moderators:YMakaMAKI

SoichiroITOH

2-IVt21ARoleofSeededSchwannCellsfbrAxonalRegenerationinTYssue-engineeredNerve
MitsumlKEDA,ααj.……S157

2-W-22EffectofNeurotrophicFactorstoReinnervationofNeuromuscularJunctionintheRat

YOshimsaIMI1A,ααI．……S157

2-W-23ExperimentalSmdyonPeripheralNerveRegenerationUsingCollagenFilledPolymerConduit
KiyohitoTAKAMATSU,ααI．……S158

2-IVE24DigitalNerveReconstructionwithPGA-collagenmlbeontheThumb
YujimADA,ααl.……S158

2-IVE25MRIEvaluationoftheRecoveryProcessofParalyzedMusclesinPeripheralNeuropathy
ShUjiOKINAGA,ααl.……S159

2-IVE26MRChangesontheRatSkeletalMuscleDuetotheDegreeofNervelnjuries
-AnExperimentalSmdy-

EikoYAMABE,ααI．……S159

2-IVE27SurgicalTIeatmentofRadialTilnnelSyndrome
MakotoKONDO,aaj．……S160

2-IVE28ANewDirectTTactionMethodDrivenbyExtemalFixatorfbrCorrectionofHookNailDefbrmity
MichioKnIURA,ααﾉ．……S160

2-W-29TreatmentfbrMusicianCrampDisorders
YasushiNAKAO,αα/・……S161

2-IVE30ClinicalExperienceoftheWristCutPatientbySuicideAttempt
YOsmhikoTSUCHIDA,ααﾉ．……S161

15：30～17:00PanelDiscussion4AlternativeNerveRepaiIs
Moderator:HideoK州I

2-P4-IClinicalApplicationofEnd-to-sideNeurolThaphy
HitoshiHRAIA,ααJ.･･･

2-P4-2TheatmentfbrBracmalPlexusPalsywithUpperRootIIjuries
-CompaIingOberlin'sMethodwithOtherNerveRepairs

･YnkioNAKATSUCm,ααj.･･･

2-P4-3ElbowHexionbyPartialMedianNerveTransferandMedialPectoralNerveThansferto
theMusculocutaneousNerve

HideoKAMI,ααl.･･･

2-P4-4NerveTifansferfbrBracmalPlexuslnjury
TakanoriSAITO,ααl.･･･

2-P4-5RestorationofPrehensionUsingDoubleReeMuscleTbchmquewithMultipleNerveThansfer
FbnowingCompleteAvulsionofBrachialPlexus

YasunoriHATTOm,αα』．…

Room5

9：20～10:25DASH&EBM

Moderators:mDShihik⑪ⅢⅥAEDA

I勘kumWADA

2-VLIDaySulgelyontheHandinOurhstitution
-ThePIesentStateOneYearaftertheConnnencemen炉

ThdashiSAITO,ααJ.
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RiskManagementfbrReplantationSulgery
TbkioKASAI,αα/.……S165

ClinicalPathwayfbrDigitalReplantation
ShushiHOSHINO,αα/・……S166

PrehensileReconstructionafterFbreannAmputationbyEctopicFreeSecondTbeTransplantation:
FunctionalOutcomeandQOLEvaluation

ShimuURAIA,ααl.……S166

FactorsAffectingFUnctionalOutcomeoftheDistalRadiusFracmres

-ACmmcalSmdyUsingJapaneseDASHScore-
YilsukeMAI,SUURA,αα/.……S167

EvaluationoftheUpperExtrentyDisordersinthePatientswithRheumatoidArthritisUsing
DASH(TheJSSHVersion)

HajimeISHIKAWA,ααl.……S167

VascularizedScapularBoneGrafifbrHumeralNonunion:RmctionalEstimationwithDASH
KazuhiMHIRACm,ααl.……S168
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2-VL5

2-VL6

2-VL7

10:30～11:25Fingernmuma
ModeratorS:KenjiKmⅥOm

MasayukiSAKUMA

2-VE8VascularizedHalfBig-toeNailFlapfOrReconstructionofDistalPhalanx
NagatsuguKUROSHmIA,ααj、

2-VE9AssessmentofVascularizedNailnansfer

NorioFUKUDA,ααJ、

2-VElOOn-topPlastyfOrtheAmputatedThumb
TakuyaRUIKE,ααj，

2-VEllHandlnjuryofAnimalBiteinOurHospital
HironchiAOYAMA,αα1.

2-VE12EfficacyofMinocyclineandHyperthermic'Ireatmentfbr
MycobacteriumMarinumlnfectioninHand

YOshioKAJI,eraﾉ．

2-VJ3StressDisorderl℃llowingFingerAmputationandRiskFactor
MitsumNEMOTO,ααI．

S168

S169

S169

S170

S170

S171

11：30～12:25TFCC
ModeratorS:MasaakiKAMNO

TbshiyasuNAKAMURA

2-Vel41mmunomstochencalSmdyontheTriangularFibrocartilageComplexoftheWrist
TbsmoSmGMITSU,ααI．……S171

2-VE15TFCCInjurywithRadiusSigmoidNotchAvulsionRacmre
YasushiMORISAM,ααl.……S172

2-VL16UlnarStyloidMalumonwithTFCCInsemonInjury
HrosmONO,ααI．……S172

2-VE17ArhoscopicEvaluationoftheTFCCRegeneration
MasahiroTKIEBE,ααl.……S173

2-V18TFCCInjuryandECUTbndonDisorder:AReportofNineCases
SayuriYAMAMOTO,ααl.……S173

2-VA19NamralCourseofNon-operatedUhocarpalAbutmentSyndrome
MikioOYAMA,ααI．……S174

13：50～15:05FingerJoints
Moderators:KozouFUJISM

TbShiroFUT通MI

2-VL20ThePrevalenceofRadiogapmcOsteoarthritisintheBilateralHands:
ACross-sectionalSmdyinJapanWomen

NaokiTOBA,aaj S174

－84－



１
２
３
４
５
６
７

２
２
２
２
２
２
２

Ｍ
Ｖ
Ｍ
Ｖ
Ｍ
ｖ
ｖ

－
一
一
一
一
一
一

２
２
２
２
２
２
２

PrimaryOsteoarthIitisoftheMetacalpophalangealJomt

KQjiTAKAHASm,ααl.……S175

DorsalDislocationoftheMetacalpophalangealJointofFingers
TakasmKn,ANO,ααI．……S175

CasesoftheLittleHngerRxedinExtensionattheMetacarpophalangealJomt
MidoriKUTOME,ααI．……S176

PIimarySumlefbrTifaumaticDislocationofExtensorTbndonattheMetacarpophalangealJoint
SatomNAKAMURA,ααI．……S176

OperationsfbrRhizarthosisinHemodialysisPatients
TbmomdeMOTOMURA,ααI．……S177

Meta-analysisbetweenneatmentsfbrnapeziometacarpalOsteoarthritis
KazufilMSANO,ααI．……S177

TieatmentofCarpometacarpalDislocationsExcludingtheThumb
HiroshiTADA,ααl.……S178

POsterRoomA

10：30～11:30FingerJOints
Moderators:HidechikaNAKASwIMA

YuichiTSUYUGUCHI

2-Pa-1ArhoscopicArthrodesisfbrOsteoarhosisofMetacarpomultangularJoint
HiromcmⅡN,ααI．……S179

2-Pa-2DislocationoftheCarpometacarpalJomtoftheThumb
NorioISmGAKI,ααI．……S179

2-Pa-30utcomeofLigamentReconstructionUsingFlexorRetinaculumfbrBasalJomtArhosis
HitoshiHIRAIA,αα/.……S180

2-Pa-4TheatmentofDisplacedFracmreDislocationoftheUlnarCarpometacarpalJoint
MasatoOKAZZAm,αα1．．．．…S180

2-Pa-5LochngMetacarpophalangealJomtoftheThumb-MoIphologicalRiskFactors-
SadahiromOUE,ααl.……S181

2-Pa-6ThePinsandRubbersTiactionSystemfOrTreatmentoftheFirstMetacalpalBaseFractures
SatonlUDOH,ααI．……S181

2-Pa-7VerticalLockingoftheMetacaIpophalangealJoint;Reportof5Cases
KosukeAJmIA,ααl.……S182

2-Pa-8RepairofVblarPlatefbrChronicVblarPlatelnsufficiencyoftheProximalhtrphalangealJointof
theSmallRnger

KenicmAKASm,ααJ.……S182

2-Pa-9SurgicalTifeatmentofMucousCystsoftheFingers:Long-tennFollow-upEvaluation
YOshiakiKnパYAMA……S183

2-Pa-10ChnicalSmdyofBouchard'sNodes
KuniichiASO……S183

2-Pa-llTheTh℃atmentofChromcMalletFingerwiththeExtensiveAdvancementof
ExtensorAponeurosis

AkiraMOROHASm,aaj．……S184

2-Pa-12NewlyDesignedDynamicSplintUsmgSuperElasticWire
HajimeMATSUMURA,αα/.……S184

11：30～12:25FracmreofFmgers
Moderators:TbtsuroSADAHWRO

mmyukiGOT遮NI
2-Pa-13TreamentofMalletFingerswithFracmres

NaokiSUGITA,ααj.

2-Pa-14ModifiedlshiguroProcedurefbrMalletRacturewithLargeBonyFragment
NaotoTSUBOKAWA,ααI．

S185

S185
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MorphomemcEvaluationafterDistalPhalangealFracmre;Differencebetween
theTypesofSplmting

町i'IANAKA,ααI|
HookofHamateFracmreinAthletes

HimtakaKARASHIMA,ααj{

'IreatmentofFracmreoftheHookoftheHamate:Ultrasoundvs.SulgicalTifeatment

HimyukiFUJIOKA,αα/‘

TieatmentofCarpal,MetacarpalandPhalangealFracmreswithLow-profilePlateSystem
ManabuKUSHIDA

htramedullaryFixationofMetacarpalFracmreUsingPLLARod
NobukiTERADA,aaj

ExtemalFixationfbrPPJointInjuries
KatsuroFURUMACm,ααj

'IifeatmentofAcutePyogenicOsteomyelitisoftheDistalPhalanx
TakuyaOSHnIA,aaI

TreatmentfbrFracml℃一DislocationofthePPJointUsingRevisedModified

P&RTifactionSystem
KeisukeADACm,aaj

IntramedullalyReductionandFixationfbrRadialHeadandNeckFracture
RitsuTSUJMOIO,ααI

2-Pa-15
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2-Pa-23

13：50～14:35menbick'sDisease

Moderators:Keijim肌O
TbruSUNAGM

2-Pa-24Fat/waterRatiooftheOsteonecroticLunateBoneinKienb6ckDisease

NatsuyaOSADA,ααl.

2-Pa-25RadiusOsteotomyAssociatedwithPedicleVascularizedBoneGraftfOrKienb6ckDisease
WataruOSHIRO,ααI.

2-Pa-26ShortemngOsteotomyofFbreannBonesfOrStagellIAandBKienb6ckDisease
KensoKOZUm,ααl.

2-Pa-27CmmcalResultofVascularizedRadialBoneGraftfbr3AandBStagesofKienb6ckDisease
TbmoshiOHMURO,ααJ.

2-Pa-28Scapho-capitateArthrodesismtheSurgicalTifeatmentofStagelnofKienbOckDisease
AkihikoASAMI,ααﾉ．

2-Pa-29ThePedicleVascularizedBoneGraftfromtheDistalEndofRadiusfbr

theneatmentofNecrosisofCarpalBones
TbmSUNAG…,ααj、

2-Pa-30TherapeuticResultsofModifiedGranerProcedureontheKienb6ckDiseasewithCarpalCc

S190

S191

S191

S192

S192

S193

S193

S194

TherapeuticResultsofModifiedGranerProcedureontheKienb6ckDiseasewithCarpalCollapse
KatsunTAKASE,ααl.……S193

LimitedWristArthrodesisofSLACandSNACWrist

TbshimitsuMOMOSE,ααl.……S194

TieatmentofKienb6ck'sDiseasewithTissueEngineeredHybridTbndonRollImplantation

Arthroplasty-ExperimentalSmdy-
KQjiSHIGEMATSU,ααl.……S194

ANewStrategyfbrKienb6ckDiseaseandtheShort-tennResults
TakeshiOGAM,ααj.……S195
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2-Pa-33

14：40～15:20TFCC

Moderators:ShogoKAJI
AkinoriSAKAI

2-Pa-34ResultsofArhoscopicDebridementfbrTriangularFibrocartilageComplexllljurymtheAthlete
KOGAKEI,ααl.……S195

2-Pa-35111juriesofTheiangularFibrocartilageComplexmDistalRadiusFracturesAssociatedwith
mnarStyloidFracmres

KQjiYAMAMOTO……S196
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ClimcalSmdyofUharShortemngfbrtheTFCCInjury
HikaruTASHn4A,aaj

ArhoscopicSummgoftheTFCC

rlbsmyasuNAKAMURA,aaI

Light-EnttingDiode(LED)hadiationImprovemapSurvivalRate-RatModel-
NoriyukiHASHmIOID,αα／

TheMetacarpalFlapwithExtenserTbndon-2CasesReport-
IsaoSASAm,ααJ'

ThPeatmentofHeatPresslnjury

mdeyukiMIZUSHmIA,aaj

AnalysisofUpperExtrentyTiaumabytheWork-IelatedAccidents;Thelstreport
-Epidemologyhvestigation;Date,Time,Episode,DamagedTypes,etc.-

HidetolRIFUNE,αα/‘

S196
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WsterROomB

11：00～11:55PeripheralNerves
Moderators:KazuoIKFDA

RyosukeKAKINOKI

2-Pb-1ExpressionofNCAMonSchwannCellsRegulatedbyDEAD-boxProtein
HarukazuSAITO,ααI．……S200

2-Pb-2ThelnhibitoryEffectsofRatSpinalCordChiponPeripheralNerveRegeneratiOn
ThkeruARAI,aaj.……S200

2-Pb-3ChondroimaseABCPromotesPeripheralNerveRegenelation
ThtsuyaHATTOm,ααﾉ．……S201

2-Pb-4ActionofNoradrenalineonInhibitorySynapticResponseintheRatSpinalDorsalHornRevealed
by加vivoPatchRecording

MotokiSONOHAIA,aaj．……S201

2-Pb-5HepatocyteGrowthFactorGeneTherapyofCmshedNerveinRats:
NonviralHVJ(HemagglutinatingVimsofJapan)LiposomeMediatedRetrogradeGeneTiansfer

NaokiKATO,aa/.……S202

2-Pb-6ChangesinCompoundNerveActionPotentialInducedbyShort-tennExpenimentalCompression
oftheRabbitSciaticNerve

YuicmYOSHn,ααI.……S202

2-Pb-7ExperimentalSmdyofPeripheralNerveActionPotentialEvokedby
TransclanialElecmcalStimulation

MinakoUGA,ααl.……S203

2-Pb-8ElectrodiagnosisofSevereCubitalTilnnelSyndromeandlndicationfbrReconstructiveSurgely
ShingoNOBUTA,ααj.……S203

2-Pb-9DigitalArtelySympathectomyfbrlschencDigitalPainandUlcers
TakashiSAKUMA,ααl.……S204

2-Pb-10MultipleTbndonRupturewithUlnarNerveInjulyinChildlen-RecentCases
YilichiHIRASE,aal.……S204

2-Pb-11MorphologicalReintegrationofNailsinParalyticHands
KoichiKOBAYASHI,ααI.……S205

11：55～12:25CarpalmmnelSyndmme
Moderator:AkihikoASAMI

2-Pb-12UsefillnessofMagneticResonanceofhaginginCarpalTilnnelSyndrome
AkimasaMOmTA,ααI

2-Pb-13MRNeurographyofCalpalTilmelSyndrome
HiroshiARINO,αα／

2-Pb-14CarpalTilnnelReleaseandSynovectomyThroughtheTwoLintedSkinlncisionUsmg
aNewhstrument

MasanoriTAKAHASm,ααI

S205

S206

S206

－87－



EndoscopicCarpalTimnelReleaseisEffectivefbrBothMndandSevereCarpalTilnnelSyndrome
YoshioKAJI,aal.……S207

TriggerFingerFOllowingCalpal'IilnnelRelease
AkimasaKOBAYASm,ααI.……S207

IdiopahcCarpalnmnelSyndromeinMen
SmgehamUCmYAMA,ααl.……S208
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13：50～14:251mplants,Bone,Cartilage
Moderators:MasahlmilSmZUKI

KeiiChiMURAMAATSU

2-Pb-18PrefabricationofVascularizedBoneGraftUsingCombinationofFGF-2andVascularBmdle

hplantationintoaNovelhterconnectedPorousCalciumHydroxyapatiteCeramics
TbmoyukiNAKASA,αα/.

ExpelimentalSmdyofGeneTherapyUsingVascularEndothenalGrowthFactorGenefbr
RevascularizationofNecroticBone

KosukeKATSUBE,ααJ"

TheFbnnationoftheSmallJointCartilageandBonebyMesenchymalStemCells
withoutDiHelentiation

MasahiroTKTEBE,ααj|

Developmentof'IbtalFingerJointlmplant(FmETbtalFingerJointSystem)and
ClimcalApphcationBasedonaNewConcept

MasayukiSEmGUCm,ααI

FmgerArhoplastyafterPyogemcArthritisofPIPJoint
TbtsuhikoYAMAGUCHI,aaI

SwansonHexibleHingeTbehnplantArthroplastyoftheMetacarpophalangealJoint
oftheRAThumb

IssakuTOYOHARA,aaj

DesignofaSurfaceReplacementMetacarpophalangealProsthesis
MasafUmiISHIZUm
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2-Pb-24

14：25～14:45CongenitalAnomaly
Moderator:NoritakalSOGAI

2-Pb-250mPlanofOperationfOrSyndactilyAccompamedwithApertSyndrome
YasushiYAMAMOTO,ααI

2-Pb-26SurgicalTreatmentfbrCongenitalStiffilessofMetacarpophalangealJointofLitdeFinger
MasayaTSUm,ααノ

2-Pb-27MetacarpalDistractionLengthenmgbyCallotasis
MasayaNAKAMURA,er"I

2-Pb-28BoneLengthenmgoftheHandandFingers
YasunoriKOBAIA,ααI
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AlexanderYbShin,MD

Consultant,DepartmentofOrthopedicSurgery,
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HKSSHExchangelTavelingFellow

Yan-KitLau,MD

AssociatedConsultAssociatedConsultant,OrthopaedicsandTraumatologyDepartment,

UnitedChristianHospital,HongKong



BunneIITravelingFellow

TheOutcomesandComplicationsofl,2-Intercompartmental

SupraretinacularArteryPedicledVascularizedBoneGraftingof

ScaphoidNon-Unions

AlexanderYShin,M.D,MichaelA・Chang,M.D､,Ph.D.,

StevenLMoran,M.D.,AllenT.Bishop,M.D.

DepartmentofOrthopedicSurgery,DivisionofHandSurgery,MayoClinic,Rochester,MN,USA

Background:Vascularizedbonegraftsfromthedorsaldistalradiususingal,2-intercompartmental

supraretinacularartery(1,2-ICSRA)pediclehaveprovenutilityinthetreatmentofscaphoidnon-

unions,especiallythosewithproximalpoleavascularnecrosis・However,thereisevidencesuggest-

ingthattheprocedureisnotapanaceafOrallclinicalsituations.Thepurposeofthisstudywasto

criticallyevaluatealargeseriesofl,2-ICSRAbasedvascularizedbonegraftingperfonnedatsingle

institutiontoevaluatetheriskfactorsfOrfailureaswellastodeterminetheoutcomesandcomplica-
tionsthispedicledvascularizedbonegraft.

Methods:Aretrospectivereviewofpatientswithscaphoidnonunionstreatedwiththel,2-ICSRA

basedvascularizedbonegraftswasundertaken・BetweenO1/1994throughO7/2003,50scaphoid
non-unionsin49patientswereidentified.TwopatientswerelosttofOllow-up・Ninefemalesand38

malesaveraging24yrs(rangel4-66)ofagewerefOllowedfbranaverageof7.8months.

ReSults:Thirty-fOur(71%)scaphoidnon-unionshealedatanaverageofl5.6(8-40)weeks.Compli-
cationsoccurredin8patients(17%)andconsistedofgraftextrusion(4),superficialinfection(2),

deepinfection(1),andfailureoffixation(1).Statisticallysignificantriskfactorsfbrfailureincluded

proximalpoleAVN(p=0.002),pre-operativehumpbackdefbrmity(p=0.01),K-wirefixation(p=
0.02),tobaccouse(p=0.03),andfemalegender(p=0.003).Halfofthefailuresoccurredsecondary
topoorfracturecharacteristics(i.e.carpalcollapse,largedefect,andexcessivecomminution).

Conclusions:Basedonourresultsweconcludethatvascularizedbonegraftsbasedonthel,2-ICSRA

haveestablishedutilityinthetreatmentofscaphoidnonunions.Screwfixationwhenpossible,cessa-
tionoftobaccoandcarefUlfifactureselectionisessentialinoptimzingoutcomeofunion.SuccessfUl
outcomeisnotuniversal,andisdependantoncarefUlpatientandfractureselection.
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HKSSHExchangeTravelingFellow

RadiologicalOutcomeofArthroscopicAssistedFixationof
Intra-articularFractureDistalRadius

LauYK,LamCK,SiuTH,ChiangLEChanPEWuWC

OrthopaedicsandTifaumatologyDepartment,UnitedChristianHospital,HongKong

BefOreJulyl997,22consecutivecasesofdisplacedintra-articularfracturedistalradiuswere

treatedwithextemalfixatorandK-wires・AfterJulyl997,24consecutivecasesofdisplacedintra-

articularfracturedistalradiusweretreatedwitharthroscopicassistedlimitedinternalfixation､The

minimalfOllow-upperiodis3months・StandardX-rayviewsusingmethodofEpnerwasperfonned
inallcases.Comparisonofextra-articularparameters(dorsalangle,radialangle,radiallength,radial

shift,radialshorteningandactualshortemng)andintra-articularparameters(stepandgap)showed

thereisnostatisticallydifferenceofextra-articularparameters,butthereissignificantdifferenceof

intra-articularstep.ThemeanstepinexternalfixatorandK-wirefixationgroupisO.68mm.The
arthroscopicassistedgrouphasthemeanstepofO.14mm・Onecaseofcompartmentsyndromere-

quiredfasciotomyandonepainfUlneuromaatK-wirefixationtrackwerefOundinthearthroscopic
assistedgroup.Thesurgicaldetailmustbeobservedtopreventthesecomplications.
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1-P1-1

ECTRによる合併症の事例

ComphcationsofEndoscopicCarpalTilnnelRelease

'金沢大学医学部整形外科，2富山県立中央病院整

形外科，3吉村整形外科

○池田和夫'，富田勝郎19橋本二美男2,

吉村光生3

【目的】侵襲が少ないということで，鏡視下手根

管開放術(ECTR)が一般に広まってきている．し

かし，それと同時に合併症の症例を治療する機会

も出てきた．どの部位で，どのような合併症を生

ずるかを明らかにすることが，合併症発生予防に

つながることと考える．われわれの治療した合併

症症例の8例について検討を加えた．

【方法】症例は，女性7例，男性1例であり，平均

年齢は58歳であった．そのうち特発性手根管症候

群が6例で，透析による手根管症候群が2例であっ

た.Oneportal法が7例,twoportal法が1例で
あった．

【結果】正中神経損傷が5例あり，そのうち切断し

ていた症例が4例あった．神経縫合を行った時期

は，術当日が2例，術後3週と3か月が1例ずつで

あった．このうちの1例は演者自身が経験した症

例で，末端肥大症の正中神経に生じた大きな偽神

経腫に切り込んでしまっていた．残りの1例はカ

ニューラ挿入時の操作によると思われる一時的な

麻輝であった．ギヨン管にカニューラを挿入した

と思われる尺骨神経障害が1例あり，10日後にギ

ヨン管開放を行い軽快した．浅掌動脈弓損傷が1

例あり，術後血腫を生じたため，3週後に結紮し

た．浅指屈筋腱の部分損傷が1例あり，保存的に

経過観察を行った．

【考察】正中神経は屈筋支帯の近位と遠位の両方

で2例ずつ損傷されていた．これは，屈筋支帯の

直下は外套管が押し付けられるので鏡視しやすい

が，支帯の遠位，近位では脂肪組織などが垂れ込

んできて鏡視しにくいことが一因と考えた．解剖

学的位置関係を熟知するために，まず観血的開放

術を経験した後に，経験者と共にECTRを行うべ

きと考える．その場合でも，解剖学的異常を発見

した時や，鏡視不十分の時には，ためらうことな

く観血的開放術に変更することが，合併症を防止

する上で重要である．

－Sl－
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ECTR合併症の予防対策

EndoscopicCarpalmmnelReleasewithUltrasono-

graphytoPreventComplications

駿河台日本大学病院整形外科

○長岡正宏

【目的】ECTRでは合併症対策が重要である．われ

われは尺骨神経など手根管外の重要組織の損傷を

防ぐために術前に超音波検査を行っているので報

告する．

【方法】手術はChow法に準じたtwoportal法であ

る．術前の超音波検査により尺骨動脈，浅掌動脈弓

をトレースする．尺骨神経は尺骨動脈の尺側を走

行するため，尺骨動脈上のトレース線を目安とし

て横手根靱帯を切離すれば尺骨神経が損傷される

ことはない．Chow法によりexitportalを作成す

ると，日本人女性の手ではほとんど浅掌動脈弓に

一致する．従って，超音波検査所見を参考とする

が，大部分の症例ではexitportalを1cm程度切開

し血管を直視下に確認している．手根管内の操作

はextrabursalで行うが，特にexitportal付近では

丁寧に指神経を剥離する．さらに，横手根靱帯が確

実に鏡視できた時にのみこれを切離する．症例は

168例221手で,性別は男性25例，女性143例で，

罹患側は右側67例左側47例両側53例．手術時年

齢は22歳から85歳，平均56．9歳であった．

【結果】超音波検査では手根管部短軸像で手根管

の輪郭と拍動する尺骨動脈が確認できる．手根管

の中心から1時から2時の間に尺骨動脈が走行する

とされているが，自験例25手の超音波画像上の計

測でもやはりその範囲内に走行し，その角度は0時

から51.4±5.6度であった．合併症としては初期の

症例で術後母指外転筋力が悪化し，母指球筋枝の

部分損傷が疑われたものが1例あり，回復しなかっ

た．また，特定の指神経領域に術後一時的に術前よ

りもしびれ感が増悪し，回復に数カ月を要した5例

があったが，最終的には消失した．重篤な合併症は

1例もなかった．

【結論】ECTRは最小侵襲手術手技ではあるが，

合併症の予防には細心の注意が必要である．しか

し，十分な対策があれば重度の合併症は回避でき

ると考えられた．
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ECTR(Chow法)の合併症とその予防対策

ThesafetechniquefOrendoscopiccarpaltunnel

releaseusingChowmethod

'慶應義塾大学医学部整形外科，2川崎市立川崎病

院，3けいゆう整形外科，4東京歯科大学市川病院，

5平塚市民病院

○仲尾保志1，堀内行雄2，飯島英二3，

高橋正憲4，石井聖佳5

【はじめに】鏡視下手根管開放手術は，軟部組織

に対する侵襲が少ない有用な手術法として広く行

われるようになってきたが，一方で神経や血管損

傷など重篤な合併症が報告されるようになり，

semi-blindであるこの手術を安全に行うための正

しい手技を習得する重要性が強調されている．今

回，当院や他施設での合併症を検証し，いかにす

れば安全に鏡視下で手根管を開放できるかを報告

する．

【症例】1995年以降,ECTRA2を用いたChow法

による鏡視下手根管開放手術を行った症例は175

例193手(女150,男25）である．合併症は，浅掌

動脈弓の切断が1手，一過性の神経麻痒が4手であ

り，術後のpillarpainは10手，長期の創部痛は5

手に認めた．また皮切部の局所麻酔のみで行って

いた時期には，51手中31手で，術中瘤痛の訴えが

あった(直視下法に変更2手，受容可だが不満4手，

受容範囲内25手)．なお4手では，滑膜の増生な

どが理由で正確な鏡視像が得られず，直視下法に

変更した．他施設の症例では，固有指神経の切断

が1例2手，カニュータが皮下に挿入され手根管が

開放されていなかった症例が1手あった．

【対策】麻酔は正中神経ブロックを用いるべきで，

皮切は，カニューラの挿入方向が神経を横切らな

いよう，またexitportalが浅掌動脈弓を越えない

よう設定することが重要である．またdissectorで

あらかじめ屈筋支帯上の滑膜を十分剥離しておく

ことは，良好な鏡視を得ることにつながるが，そ

れでも滑膜や指神経がスリットに迷入する場合

は，カニューラを回転させてそれを除いてから切

雛操作に移る必要がある．なお手術操作は迅速に

行い，カニューラを挿入している時間を最短にす

ることは，一過性神経麻痒の予防に有効である．

1-P1-4

ECTR後のPillarPainの検討

ClinicalAnalysisofPillarPainafterEndoscopic

Surgery

－S2－

'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l,橋詰博行2

手根管症候群術後のPillarpainはよく知られた問

題であるが，鏡視下手根管開放術(ECTR)導入後

も未だ解決されたとは言えない．また,Pillarpam

自体の定義についても明確なものはない．我々の

いうPillarpainとは，手掌部基部の鈍い圧痛であ

り，自発痛でない．机などに手をつくと痛い．時

に腫脹は伴うが，放散痛や知覚低下を伴わないも

のである．今回，このPillarpain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6年間に，本

態性手根管症候群にて奥津法を行った111例146

手（男20例26手，女91例120手）を対象とした．

圧痛の評価は，圧痛計を使用し，健側と比較する

ことで行った．圧痛消失の時期，および1カ月以

内で術後の圧痛が消失したものをA群，3カ月以内

で術後の圧痛が消失したものをB群，3カ月以上圧

痛が継続するものをC群とし，それぞれの年齢，性

差，手根管症候群の重症度の検討を行った．

【結果】圧痛は，1カ月以内に85手(58%,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13手(9%,C群）で，

最長9ケ月で全例が消失していた.A群85手（男

13,女72手）平均年齢63.4±12B群48手（男8,

女40手）平均年齢55.3±11,C群13手（男5,女

8手）平均年齢54.7±9であった.B,C群はA群に

比し，年齢が若い(p<0.001),男性が多い(p<

0.05)，筋萎縮が少ない(p<0.05)傾向がみられ
た．

【考察】ECTRは，横手根靭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，術後も機械的刺激による滑膜炎が持続し

ているのではないだろうか．我々 は,pillarpain

には手術合併症として外因性のものだけではな

く，内因性の因子も存在するのではないかと考え

ている．



1-P1-5

USEsystemによる手根管開放術の合併症
とその対策

HowtoOperateEndoscopicCarpalTunnelRelease

withoutComplicationsusingtheUSESystem

'おくつ整形外科クリニック，2筑波大学附属病院

整形外科

○奥津一郎1,浜中一輝l,吉田綾2

【はじめに】われわれが，1986年に世界で初めて

手根管症候群の内視鏡手術を開発・施行後，様々

な内視鏡(補助)手術が行われている．そして，多

くの合併症が報告されている．この合併症のため

に内視鏡手術は，危険であるとの印象を持つ医師

もある．経験した合併症について述べ，安全な手

術法について考察する．

【症例および方法】対象は2004年9月までに手術

を行った6,251手である．手術は1.5％のlidocaine

10mlを用いた局所麻酔下にUSEsystemを使用

し，空気止血帯を用いずに，前腕のoneportaljg
り屈筋支帯とdistalholdfastfibersoftheflexor

retinaculum(DHFFR)を切離した．

【結果】屈筋腱損傷と神経損傷はなかった．血管

損傷，一過性神経麻揮や血腫形成などの全合併症

発生率は0.35％であった．尺骨動脈壁部分損傷は

3手にみられたが，術中圧迫止血で問題なく経過

した．尺骨動脈仮性動脈瘤の形成が2手発生し，1

手では2次的に摘出した．尺骨神経の知覚単独障

害は1手，運動障害は3手，知覚と運動障害は1手

にみられた．これらの障害は6ヶ月以内に自然治

癒した．初期の11手で局所に血腫形成をみたが

1ヶ月以内に自然に消退した．

【考察】われわれの合併症発生率は他の報告より

頻度が低い．これは透明な閉鎖性の外套管を用い

るため術野が広く，また見えない部分では手術操

作を行わない手術の原則を守っているためと考え

る．主要な血管・神経損傷を起こさないために屈

筋支帯とDHFFRは2段階に切離している．また，

術中出血がみられた場合には，出血点を同定し縫

合糸をかけて確実に止血している．一時的な神経

麻輝は，尺骨管の変形により尺骨神経が圧迫され

て発生すると考えられるが，患者に状況を説明し

て経過を観察している．

－S3－
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小切開手根管開放術における合併症対策

ComplicationsandOutcomeinMinimallyOpen

CarpalTilnnelRelease

'土谷総合病院整形外科，2広島手の外科・微小外

科研究所

○木森研治l,中川豪1,蜂須賀裕己l,

津下健哉2

【目的】手根管症候群に対する手根靱帯切離刀を

用いた小切開皮下手根管開放術の合併症予防策な

らびに治療成績について報告する．

【方法】手術は局所あるいは腋窩伝達麻酔下に環

指榛側線上で横手根靱帯末梢部に1.5cmの皮切を

入れ，まず皮下組織と手掌腱膜を鈍的に分けて正

中神経を確認する．次に正中神経とその分枝の損

傷を避けるため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て切離刀の挿入路

を確保したのち，手関節を携尺屈中間位とし，挿

入方向を確認しつつ切離刀を徐々に挿入し横手根

靱帯を選択的に切離・靱帯切離後は直視下に靱帯

の完全切離を再確認する．術後は直ちに手指の自

動運動を開始し，5日前後で外固定を除去．約10

日で抜糸を行い日常生活での通常の手の使用を許

可するが，創部への強い負荷は6週程度，避ける

ように指導する．治療成績は1997年以降，当科で

手術を施行した86例97手（特発性症例：63例68

手，透析症例:23例29手）を対象として治療効果

と合併症について検討した．使用した切離刀は

IndianaTome(Biomet社製）とKnifblight

(St,yker社製）の2種類であった．

【結果とまとめ】術後は全例でしびれ，知覚障害

は軽快した．有痛性，肥厚性嬢痕や神経，血管，屈

筋腱等の重篤な損傷,RSDなどの発生はなかった

が，3手で術後3カ月以上局所の圧痛を訴えた．ま

た，一時的なしびれの増強，創縫合部の襄腫形成，

感染がそれぞれ1例に認められた．再発は透析症

例2例で生じた．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が，合

併症は皆無ではなく慎重な手術と術後管理が必要

である．
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各種手根管症候群治療における合併症

ComplicationofTreatmentoftheCarpalTunnel

Syndrome

'(医)長吉総合病院整形外科,2(財)北野病院整形

外科

○梁瀬義章19藤尾圭司2

【目的】手根管症候群(CTS)の手術的治療で起こ

りうる合併症について，各種術式の合併症を自験

例を中心に文献的考察を加えて報告する．

【対象と方法】演者は典型的な母指球筋麻痒例に

は従来法を，母指球筋麻輝が軽症な例には鏡視下

法（奥津式）または2皮切皮下切離法（藤尾式）を

施行している．手術的治療を行ったCTSは107例

116手で，年齢は21歳から85歳（平均51．6歳)，

男性24例，女性99例である．従来法は59例64手

(うち16例16手には同時にCamitz法）に施行し

た．奥津式は24例，藤尾式は24例28手に施行し

た．経過観察期間は3～36カ月（平均7カ月）で

ある．

【結果と考察】従来法での合併症は1手（0.8%）に

術後pillarpainを,1手に肥厚性嬢痕を,Camitz

法の1手に手関節の背屈時の突っ張り感を認めた．

奥津式では初期の例で2手に一部神経束を損傷し，

手術にて神経束間の修復を行ったが，1例にCRPS

を合併した．藤尾式では1例に正中神経損傷をきた

し，神経移植術を施行した．奥津式での神経損傷原

因は，初期の頃は刺入部がwristcreaseより3cm

近位で，外套管が屈筋腱の間入り，横手根靭帯を十

分に観察しないまま切離を行ったためであった．

藤尾式での損傷の原因は不明であるが，再手術時

の所見では正中神経全周にわたり嬢痕となってい

た．

【まとめ】自験例の合併症は従来法では殆んど問題

となるような合併症はなく，最小侵襲手技で3手

に神経損傷をきたした．粗雑な手技が原因であっ

たと反省している．文献的には従来法で術後に

pillarpamを訴える例が多いようであるが，自験

例では少なかった．

－S4－
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手の外科は外科学の一分野であり，臨床実践が基本である．そのため，手術技術･経験が

重視され,EBMによる標準的治療は馴染まないとされてきた．確かに，指尖部切断再接着

や腕神経損傷機能再建は特殊な技能を持った専門医にのみ可能な治療法であるが，手根管

症候群や僥骨遠位端骨折など日常誰しも経験する疾患には標準的治療があるはずである．

しかし，日手会においても，誰もが自分の治療が唯一の治療法と言って讓らないのが現実で

ある．内科的疾患の薬物治療に比べて，外科治療はRCT,メタ分析などのEBMを満足させ

る研究方法が採用されにくいのは事実である．しかし，治療成績に影響を与える因子を相似

させ，バイアスのかからない評価をすることにより，一定の経験のある専門医であれば，皆，

満足する成績が獲得できる標準的治療が存在するはずである．専門医教育には標準的治療

を基本にカリキュラムを組んでいくべきである．私達は独断的な診断，治療手術法は真蟄

に見直し，仮に他人が開発した方法でもEBMで検証されれば，喜んで受け入れる度量が求

められる．もちろん，手の外科EBMの確立のためには，その方法論の吟味から開始しなけ

ればならない．今回のシンポジウム「手の外科とEBM」はそのEBMの方法論の検証から

入っていくよう計画していただいた．会員の皆様も自己満足的な研究方法から早く脱皮す

るためにも，本シンポで手の外科EBMの手法を学んでほしい．

一方，外科医は自分の技術におぼれ，手術成績のみに注目し，患者自体を診ていないとは

よく言われることである．運動器疾患の治療の目的は患者のQOLの改善である．関節可動

域や知覚機能の改善などの細部に注目するのも良いが，私達の行った治療で患者のADLは

本当に改善したのかという検証も避けてはいけない．

今までの手の外科学は科学の進歩に伴って，画期的な発展を遂げて来たが，実際に患者は

恩恵を被っているのか，振り返ってみる勇気が今必要ではないだろうか．これが，手の外科

臨床を30年以上行った小生の偽らない本音である．年をとったと非難されるのを承知の上

で，本学会では手の外科専門医教育のほかに手の外科とEBM,QOLを話題に取り上げた次

第である．会員の皆様が一時，頭を休めて，考えていただければ，本学会は大成功である．
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屈筋腱縫合の後療法の違いによる成績の比

較一早期自動運動と固定法（後ろ向き研

究）

ComparisonoftheResultsofTWoDifferentRehabilitation

SystemsafterFlexorTbndonRepair;EarlyActiveMotion

ExercisevsThreeWeekslmmobilization(RetrospectiveStudy)

新潟手の外科研究所

○牧裕，吉津孝衛，坪川直人

【はじめに】手の外科の後療法を含めた手術療法

の一つが別の手術療法より優れているかどうかを

比較する場合，なにをもって優れていると評価す

べか．治癒時点での関節可動域の広さが一般的だ

が，これに差がなければ，治療期間が短い，治療

効果が長く保てる，外見が醜くない，医療コスト

が安くすむ，なども評価のポイントになる．次に

2つの治療法を比較する場合の方法論だが，前向

き，2群の患者のランダム化，一定の術者，検者の

ブラインド化が理想である．しかし患者の振り分

けは倫理的に難しい．そこで過去にさかのぼり一

定の期間，または異なる期間に行われた2つの手

術の成績を比較する後ろ向きの研究方法が一般的

に用いられる．しかし厳密さと言う点で前向き研

究に及ばない．今回，屈筋腱縫合後の早期自動運

動と固定法の異なる後療法の成績の差の有無を，

後ろ向き研究で比較する．

【症例と結果】条件をそろえるため1999年から

2002年の期間に行われたnoman'slandでの屈筋

腱断裂一次修復症例に限定した．早期自動運動群

の症例数は9名10指，平均年齢は38歳で，平均

治療期間は4.5カ月(入院46日，通院実日数18日)，

最終可動域は%TAMで平均85.0.固定群の症例数

は8名10指，平均年齢32歳，平均治療期間は腱

剥離前8．6カ月，腱剥離を含め11.3カ月（入院56

日，通院実日数36日)，平均可動域は剥離前60.9％，

剥離後92.1％・両群の各項目に差があるか危険率

5％でWilcoxon順位和検定を行うと，自動運動群

の可動域は固定群剥離前に勝るが剥離後とは差が

なかった．治療期間は剥離まで含めた固定群が長

かった．

【考察】短期間に良い可動域が得られる点で早期

自動運動は優れている．固定法も腱剥離まで行え

ば良い可動域が得られるが，長い治療期間と2度

の手術が必要となる．

1-S1-2

手根管症候群に対する鏡視下法と従来法の

Prospectiverandomizedcontrolledtrial
－研究の質の検討一

ProspectiveRandomizedControlledTrialbetween

EndoscopicandOpenProcedureinCarpalTunnel

Release:QualityofourStudy.

福島県立医科大学医学部整形外科

○江尻荘一，菊地臣一，紺野慎一，

矢吹省司，丸谷雅人

【目的】我々 は，特発性手根管症候群（以下CTS)

に対する鏡視下（奥津）法（以下ECTR)と従来

法（以下OCTR)の短期治療成績を,Prospective

randomizedcontrolledtrial(以下RCT)により

比較検討し報告してきた．本研究の目的は,EBM

の観点から我々の行ってきたRCTの質を検証す

ることである．

【対象と方法】我々 の行ったCTS患者79例101手

に対するRCTを対象として，研究の質を評価し

た．検討項目は,CriticalAppraisalSkillsPro-

grammeのRCT用worksheet日本語版V2.21を参
考に，1）症例数，2）症例の割り付け（ランダム

化の方法，患者背景の同一性)，3)盲検化(症例・

治療者・評価者・解析者問)，4）追跡状況（脱落

率,intentiontotreatanalysis(以下ITT解析)),

5）介入状況（術者や治療内容の同一性)，6）評価

法（効果判定基準)，7）精度（検定法，信頼区間）

とし，項目ごとに点数化を行った．さらに,ECTR

とOCTRの治療成績に関する他の12件のRCTを

対象として同様に点数化を行い，項目別得点と合

計得点（最高16点，最低0点）を我々のRCTと

比較した．

【結果】我々 のRCTの合計得点は11点であった．

一方，他のRCTの合計得点は，最高14点，最低

5点，平均9.3点であった．項目別得点でみてみる

と，我々のRCTで評価点数が高値であったのは，

ランダム化の方法と脱落率であった．低値であっ

たのは，盲検化とITr解析であった．

【考察】我々 のRCTの質を向上させるには，盲検

化とITT解析の導入が必要である.EBMの観点か

らみたRCTの質の向上には，適正な研究の評価基

準と，これに即した厳密な研究デザインと実施が

重要である．
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高齢者不安定型榛骨遠位端骨折に対するリ

ン酸カルシウム骨ペースト充填の効果

-transulnarpercutaneouspinning単独例
との比較一

TheEffectofCalciumPhosphateBonePastefor

DistalRadiusFracturesinAgedPatients

'美唄労災病院整形外科，2北海道大学医学部整形

外科

○笠島俊彦l,三浪明男2

【目的】不安定型僥骨遠位端骨折に対するリン酸カ

ルシウム骨ペースト(CPC)充填の有用性を調べる

ために,transulnarpercutaneouspinning(TUP)

単独例とCPC併用例のprospectiverandomized

studyを行った．

【対象と方法】60歳以上の女性の不安定型榛骨遠位

端骨折例に対し,TUP単独手術とCPC併用術を交

互に行った,TUP単独例12例,CPC併用例12例

の計24例を対象とした．手術時年齢は，単独例:平

均68.4歳，併用例:68.3歳で両群間に有意差を認め

なかった．手術法は，徒手整復後1.8mmKwire4

本でTUPを行い，併用例は，背側小皮切よりCPC

注入を行い，両群とも4週でKwireを抜去した．評

価方法は，し線評価は,volartilt(VT),radial

incrination(RI),ulnarvariance(UV)を経時的

に測定し，矯正損失の有無を評価，総合評価は斉藤

の評価基準で評価した．統計学的分析はt検定も

しくはWilcoxon検定で行った．経過観察期間は単

独例:平均14.1か月（6-26)，併用例:14.2か月（6‐

24）であった．

【結果】受傷時のVTは単独例-22.9｡±12.1(平均

±標準偏差)，併用例-26.5±10.1,RIは単独15.8。

±6．9，併用14．6±7.7,UVは単独3.8mm±1.8,

併用2.7±1.8で両群間に有意差を認めなかった．最

終経過観察時の矯正損失はVTが単独:平均0.9｡,併

用:0.4｡,UVは単独:0.8mm,併用0.5mmで明らか

な差を認めなかった．RIは単独:1.6.,併用:0.3。

(p=0.056)で併用例で矯正損失が少ない傾向を認

めた．総合評価は，単独例Excellent:11,Good:1

で平均減点数1.3,併用例Excellent:11,Good:1,

減点数1．4で，両群間に違いを認めなかった．

【結論】CPC併用例で矯正損失が少ない傾向は認め

られたが,CPCを併用しても完全に矯正損失を防

ぐ、ことはできなかった．臨床成績は両群とも良好

であり，費用対効果を考えた場合,CPC充填の有効

性は少ない．

－S7－
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トリアムシノロン腱鞘内注入の効果よしﾉ検

証した糖尿病に伴う屈筋腱腱鞘炎

ClinicalFeaturesofDiabeticFlexorTbnosynovitis

inViewoftheEffectoflntrasheathInjectionof

Triamcinolone

'東京都済生会中央病院整形外科，2束京都済生会

中央病院糖尿病臨床研究センター，3慶應義塾大学

整形外科

○亀山真l,渥美義仁2,手塚正樹1,

井上薫l,仲尾保志3

【はじめに】糖尿病に伴う屈筋腱腱鞘炎(以下，腱

鞘炎）の治療として，我々はトリアムシノロンの

腱鞘内注入を行っており，その効能，問題点につ

いては以前の本学会で報告した．今回,EBMの観

点から我々の検討方法を検証する．

【方法】1999年7月以降，腱鞘炎の診断でトリア

ムシノロンの腱鞘内注入を行った症例は338例，

551指である．このうち糖尿病以外で腱鞘炎の原

因と考えられるリウマチ，高コレステロール血症，

痛風，ホルモン療法，腎不全を除外し，腱鞘炎の

罹病期間が1年以内の例を抽出した．さらに治療

後1年の経過観察中に腱鞘炎の再発の有無，再発

の時期を特定できた227例，310指を対象とした．

糖尿病群では血糖コントロールの指標である

HbA1c値によりA群:(HbA,c<6.5%)59指,B

群：(6.5％≦HbA,c<8.0%)83指,C群:(HbA1c

≧8.0％)67指に分け,D群の非糖尿病群101指を

コントロールとした．各罹患指の重症度は痙痛，弾

発現象の程度や頻度により7段階に分け点数化し

たもので評価した．治療成績は,Excellent(治療

後1年間再発なし),Good(治療後6カ月から1年

の問に再発あり),Fair(治療後2週から6カ月の

間に再発あり),Poor(治療後2週以内に再発あり）

の4段階で評価した．統計学的にはchisquaretest
で検定した．

【結果】F]xcellentの率はC群がA群,B群に比べ

有意に低く,Poorの率はC群がり群に比べ有意に

高かった(p<0.05).重症度の割合は各群間にば

らつきがみられた．

【考察】糖尿病が腱鞘炎の病因である可能性を

F]RMの観点より検証するためには，各群間の治療

前の重症度，罹病期間をできるだけ統一し，糖尿

病以外の病因を除外した状態で評価を行うことが

重要である．今回の検討では,HbA1cが8.0%以上

では治療成績が有意に低下することが示唆され

た．
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キーンベック病に対する手術治療法のメタ

分析

Meta-AnalysisintheTreatmentsofKienbOck

Disease

虎の門病院整形外科

○喜多島出，立花新太郎，中道健一

【目的】EBMを実践するためには，信頼度の高い

無作為化比較試験を収集してメタ分析(meta-

analysis)と呼ばれる体系的な総括を行う必要が

ある．しかし，外科領域では倫理的な問題もあり

質の高い根拠となりうるデータを収集するのは困

難である．今回われわれは，手の外科領域で，様々

な治療法が存在し，未だに最良の治療法に関して

コンセンサスの得られていないキーンベック病の

手術治療法に関するメタ分析を試みた．

【対象と方法】英語論文はMedline(PubMed)か

らkienbock,lunatemalacia,osteonecrosisの

keywordで検索し，日本語論文は日本手の外科学

会誌および日本マイクロサージャリー学会誌より

キーンベック病のkeywordで検索した．これらの

論文の中からキーンベック病の手術治療法に関し

て記載のあるものを選択した．すべての論文の内

容を検討し統計学的検索に必要な事項(症例数，病

期分類，治療方法，追跡期間評価方法，成績)の

記載のない論文を除外し，英語論文9編，日本語

論文20編を選出した．治療法は月状骨置換術，榛

尺骨骨切り術，血管柄付き骨移植術，その他に分

類し，それぞれの臨床成績，レントゲン所見につ

いて検討した．統計学的検索は，対象研究には

Manter-Haentzel法,paredt-test,オッズ比(95%

信頼区間）を，それ以外にはpairedt-test,オッ

ズ比（95％信頼区間）を使用した検定を行った．

【結果】臨床成績に関してはすべての治療法の間

で有意差が生じなかった．レントゲン所見に関し

ては，榛尺骨骨切り術のStahlindexが血管柄付き

骨移植術にくらべ優位に改善していた．

【考察】現時点では，キーンベック病の治療法に

よる臨床成績の差は認めなかった．キーンベック

病に対してERMに基づく治療を行うためには，信

頼度の高い論文の集積が必要である．

1-S1-6

手の外科治療とEBM

HandSurgeryandEBM

山口大学医学部人間環境予防医学講座

○奥田昌之

EBMという言葉が普及していてきたが，臨床の現

場でのEBMの実践と，研究の質の向上の手段とし

てEBMという言葉を用いることがある．RCTを

最上のものと考えるのはEBMを臨床実践する上

では役に立つが,RCT以外の研究手法を否定する

ものではない．家庭医や一般整形外科医が手の外

科専門医へ紹介する判断としてEBMを用いるこ

とができる．治療選択の判断基準，あるいは治療

方法の改善を目的とすべきである．RCTを手術治

療法の研究で用いるとき，研究は治療方法を公平

に実施することができるかにかかっている．自分

が得意としない治療方法との比較は困難である．

もう一つは治療成績判定の困難さである．結果を

2値で表せるなら，臨床の実践において患者に

NNT(numberneededtotreat)や寄与危険とし

て表現ができる．「健康｣を目指す医師として，健

康指標となる生死，合併症の発生，後の高度治療

への移行を指標とする研究は理解しやすいが，手

の外科の領域では主観的に成りがちな成績判定ス

ケールやQOL指標などに頼ることが多くなる．さ

らにRCTを行うには時間･経費負担の大きさが問

題となる．我が国の保健医療の現状では研究分野

によってRCTが非常に困難なときもある．単独の

研究を補うためにメタ分析が行われる．メタ分析

を行うにあたっては，どのような研究を組み入れ

るかが問題となる．症例数の少ない研究ほど新し

い介入方法に肯定的な結論を導くことが多い．メ

タ分析は説得力のある結論を導くことができる

が，デザインの貧弱な研究を寄せ集めることにも

なりかねない．これらの問題を解決するために社

会的な責任として，今後多施設での研究を推進し

ていくのが望ましい．
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手の外科領域における保険診療

■

ぬ
口

CurrentStatusofMedicallnsuranceforHandSurgeryinJapan

昭和大学顧問，日本手の外科学会社会保険等委員会アドバイザー

原徹也

平成10年第41回日本手の外科学会に於いて，手の外科における保険診療をランチヨンセ

ミナーに於いて開催して以来，本年度まで回数を重ねてきました．この間，医療費問題診

療報酬体系の見直しなど医療側に厳しい環境が進行しつつあります．健康保険の問題は厚

労省，日本医師会，健保連(社保-支払基金，国保-連合会)だけのものではありません．良

質の医療を提供するために医療資源を有効に使い，技術料の評価を正当に高めるよう努力

し，適正な請求をすべきものと考えます．私達医療に携わる医師は医師免許証を取得した

後，保険医登録を行い，保険診療を行うと届出を行い認可された保険医療施設で診療にあ

たっている訳です．しかも保険医療にかかわる療養担当規則に従って診療を行うことが定

められています．この点をよく理解されることが重要です．私達は医学教育の学生時代に

も，また医師になってからも，体系付けられた保険医療教育を全く学んでおりません．今回

のセミナーに於いては総論として保険診療の諸問題に触れ，各論として日本手の外科学会

社会保険等委員会の委員に用意していただいた実例を中心とした例題に検討を加えたいと

考えています．
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手の外科の専門医制度と基本手術手技教育

TheSpecialistSystemofHandSurgeonandtheEducationoftheBasic

TechniqueoftheSurgery F,"z
L・‐

広島鉄道病院

生田義和

一般に教育という概念は広い範囲を包括しており，これを端的に述べることは困難であ

るが，一応知識，技術･技能，意識･規範の三つの分野に分けて考えるのが説明には便利で

ある．この内の知識は現在の書籍やビデオなどを利用して独りで学習できるが，これらのメ

ディアでは技能･技術の習得には限度があり，意識･規範は直接自分が師と仰ぐ”個人からし

か習得できないと思っている．さて，手の外科の治療では，診断も重要であり，これについ

ても簡単に触れるが，今回は主に基本的な手術手技について述べることとする．一般に手術

手技の教育では皮層切開に始まることが多いが，手術室に入る前に，患者との関係の構築，

手術を控えて教科書による勉強，リハーサル，新しい手術の可能性の探求，患者への説明な

どでが，これらの手順は手の外科に特有のものではない．一方，皮切に始まり，皮下組織の

剥離，腱や神経などの分離，吻合や縫合，骨や関節の固定や再建などは手の外科分野できわ

めて特徴的であり，この技術に手術の結果が左右されることが多く，より好成績を得るため

には，熟慮された手順と優れた手技が必要である．この過程は手の外科に特有であり，専門

的な知識と技術が問われることになる．以上のような専門医の教育の普及は，専門医制度の

整備によって始めて可能となるものと考えているが，この制度の確立には，制度の目的，社

会的･経済的効果，制度そのものについての十分な議論と検討が必要である．この制度の究

極的な'一|的は，運動器の中でもきわめて重要な｢手の障害に悩む患者への恩恵｣であり，こ

れ以外の何者も許さるべきではないものと考える．

－S10－
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指尖部損傷の保存療法一アルミホイル法一

ConservativeTreatmentfOrFingertiplnjuries

-OcclusiveDressingTbchniqueusingAluminum
Foil-

'慶応義塾大学整形外科，2済生会神奈川県病院整

形外科

○佐藤和毅l,佐々木孝2,中村俊康1,

池上博泰l,仲尾保志’

指尖損傷はminorinjuryのカテゴリーに分類され

るが，その機能障害は決してminorでない．治療

にあたるわれわれ医師は可能な限り障害が最小限

に留まるよう努力すべきである．治療には断端形

成術，各種皮弁など様々な方法があり，一つの治

療法に固執する必要はない．医師は各方法を熟知

し，患者さんにとって最良と思われる治療を選択

すべきである．

【対象・方法】われわれは，再接着術･composite
graftの適応としなかった症例にアルミホイル法

を第一選択として行っており，1982年から22年

間に本法を施行し，創治癒まで経過観察を行った

症例(DIP関節以遠のみ）は591例645指に及ぶ．

本専門教育講座では，本法の手技や治療成績など

について述べる．

【結果】591例645指は，男性438,女性153例，

年齢は1-83歳，損傷指は母指96,示指194,中指

176,環指108,小指71,損傷高位(Das-佐々 木

分類）はlevell:253指,2:220指,3:83指,4:59

指,level7(DIP以遠):30指であった．上皮化ま

での期間は軟部組織損傷であるlevell,7は各々

22.3,20.1日，骨欠損を伴うlevel2,3,4では40.5,

41.0,42.6日であった．アンケート調査では，治

療結果に対し「満足」74.5％，「まあまあ」24.6％，

両者で99.1％であった．

【ポイント】上皮化までの期間が多少長いなど本法

にも短所はある．しかし，丸くふっくらとした形

状の指尖が得られる，知覚回復に優れる，など他

の治療法に勝る多くの長所が存在する．そして，治

療に特別な技術を必要とせず，手の外科医に限ら

ず整形外科医，一般外科医であっても良好で安定

した治療成績を得られることを強調したい．

－S11－

1-SE1-2

指尖部切断におけるcompositegraftの検
討.再接着術との比較検討

AnalysisonCompositeGraftsfOrFingerTipRecon-

struction

近畿大学医学部形成外科

○磯 貝 典 孝 ， 楠 原 廣 久 ， 上 石 弘

これまで当科では，指尖部切断が遠位掌側指動脈

弓より中枢部では再接着を選択し，遠位部で，血

管吻合による再接着が不可能な場合は,composite

graftを選択してきた．近位爪郭付近の切断では，

遠位掌側指動脈弓を中心とした血管網の残存状態

により,compositegraftと再接着のいずれかを選

択してきた．そこで今回は,compositegraftの術

後成績を調査し，さらに近位爪郭付近の切断にお

けるcompositegraftと再接着術との比較検討を

行った．

【対象】1983年9月より2003年8月までの20年

間において，指尖部切断症例にcompositegraftを

施行した症例は，78症例93指であった．男56例，

女22例，平均年齢は，29歳であった．この中で，

近位爪郭付近の切断におけるcompositegraftlO

例をランダムに抽出し，同部位に再接着を施行し

た10例と比較検討した．評価は，術後6ヶ月に行

なった．神経機能の回復は,Semess-Wemstemに

よる知覚検査を参考とした．血行動態はサーモグ

ラフイーを用いて検討した．

【結果】compositegraft群に比較し，再接着群お
いて高い組織生着率（73％）が認められた．com‐

positegraft群の知覚回復は,S1と不良であった．

一方，再接着群では,S4まで早期回復する症例が

多く，良好な知覚回復を認めた．サーモグラフイー

による血行動態の評価では,compositegraft群に

おいて80％，再接着群では30％に血行不良を示し

た．

【まとめ】compositegraft群では，再接着群に比

較して術後の機能予後が不良であり，特に血行改

善における工夫が必要と考えられた．
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指尖再建一生体内再生治療vsUIt旧-micro‐

surgery

FingerTipReconstruction-肋S""TissueEngineelB

ingvsUltra-microsurgery

'稲田病院整形外科，2京都大学再生医科学研究所

臓器再建応用分野

○稲田有史1,中村達雄2

指尖部には優れた再生能力があり，近年この能力

を利用した保存療法が注目を集めているが，爪母

近傍切断などの組織欠損が大きい場合には限界が

ある．一方,mtra-microsurgeryの手技の発展に

よって指尖部再建にも遊離皮弁が選択可能な時代

になった．今回，指尖再建例に京都大学再生医科学

研究所臓器再建応用分野で基礎実験がおこなわれ

たきたPolyglycolicacid(PGA)-Collagensheat

を用いた生体内再生医療を応用した群と，遊離皮

弁による指尖再建法との比較を行ったので，その

結果を報告する．

【症例と方法】生体内再生群は，5例で，2例は打

ち抜き損傷，2例は不全切断後再接着後組織欠損，

1例は広範囲指腹欠損であった．3例に動脈皮弁と

組み合わせた．欠損部にPGA-Collagensheatと

僥骨から採取した骨髄液をしみこませて3週間

パッキングし，その後保存的に治療した．遊離穿

通皮弁移植群は筆者が報告した遊離背尺側穿通動

脈皮弁を使用して12例に使用した．内訳は，切断

指再接着後組織欠損，部分壊死7例，指尖部損傷

後末節骨髄炎1例，指尖部切断再接着不能例4例で

あった．

【結果】生体内再生医療群のうち，打ち抜き損傷

例では，皮弁移植と組み合わせることで，爪再生

ならびに末節骨再生までが確認された．指腹欠損

例でも嬢痕は認めるものの良好な指尖が形成され

た．遊離穿通皮弁移植群では，全例が生着したが，

皮弁修復上に爪再生は認めず，爪変形を認めた．

【考察】PGA-CSheatと骨髄液を用いた生体内再

生医療は，手技も簡便で従来からある指尖の再生

能力を利用した優れた再建方法になりうる可能性

があると考えられた．遊離穿通皮部移植は感染を

ともなう重篤な組織欠損があり，かつ恒久的血行

再建が望まれる場合には極めて有効な手段となる

と考えられた．

1-SE1-4

指尖部再接着およびマイクロ手技による修

復

FingertipReplantationandMicrosurgicalRepair

'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，2大阪市立大学大学院救急部

○山野慶樹19坂中秀樹1,寺浦英俊1,

中塚洋直19五谷寛之2

【目的】手指ことに指尖は目立つ部位であると共

に指の機能上重要であるが，最も損傷を受けやす

く切断例も多い．これらの症例に対しては，機能

上及び美容上から元の状態に修復するのが最良と

の考えから，損傷の如何に係わらず可及的に再接

着をおこなってきた．

【症例】1976年から再接着し6ケ月以上経過した症

例は463指で，年齢は4ケ月から80歳（平均32.7

歳）で，312指が完全切断，151指が不全切断で，

277指がzonel,186指がzone2であった．手術

方法)幼少児を除いてKulenkampH変法伝達麻酔

下に10－0，あるいは11－0ナイロン糸を用いて

mtramicrosurgical手技で1－2本の動脈吻合を，

欠損例では静脈移植を行なった．静脈吻合不能例

は指尖端に横切開を加え，ヘパリン加生理食塩水

を滴下して3－7日間(平均4日）持続出血させた．

3例の指腹部欠損例には指神経欠損があれば神経

移植を行なって，前腕からのvenousflapを移植し

修復した．

【結果】Zonel完全切断の再接着率は損傷程度に

より大きく異なり，鋭的切断；100％，鈍的切断

91.7％，挫滅切断;66.1％，引きちぎり切断;67.5％

であった．挫滅切断では指腹部の損傷や血管内皮

細胞の損傷が強い場合，血行再建できても徐々に

thrombosisが起り壊死する．再接着できた症例で

は整容的には満足しており，機能回復は95％が日

常良く使用していた．10例にRSDに再接着指の萎

縮やavoideduseがみられた．指腹へのvenous

napはよく馴染んでおり有用であった．

【結論】受傷前の復元を目指した指尖部の再接着

は繊細な手技，最小100肌の血管吻合を要するが手

技的に可能で，手指の機能及び美容面から最も患

者が満足できる方法で，この部の切断の多くの症

例に適応がある．

－Sl2－
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指尖部切断再接着術一技術的問題点および

長期成績について－

TbchnicalPithallsandLong-TbrmResultsinFinger

TipReplantation

1-SE1-6

再接着不能･非生着例に対する指尖部被覆

について

SkinCoveragefOrFingertipAmputation

４
月
創
呂
居
吾

小郡第一総合病院整形外科

○池田慶裕，服部泰典，土井一輝，

守 屋淳詞

埼玉成恵会病院・埼玉手の外科研究所

○平瀬雄一

【目的】指尖部完全切断に対して，当科では患者

の希望があれば積極的に再接着を行ってきた．今

回は再接着上の技術的問題点ならびに長期成績に

ついて検討を行ったので報告する．

【対象】1996年1月より当科で経験した指尖部完

全切断71例81指を対象とした．男性50例，女性

21例で，受傷時年齢は1から83歳（平均38)，指

別では母指20指・示指19．中指18．環指14．小

指10で，2指以上の多数指切断は9例であった．切

断レベルではZonelが53指,Zone2が28指で，

切断タイプ別では鋭的切断22指・鈍的31指・引

き抜き12指・挫滅16指であった．経過観察期間

は6ヶ月～5年6ケ月（平均1年9ヶ月）であった．

検討項目として吻合血管数，静脈移植の有無，術

後血行障害，生着率，全身合併症，知覚の回復，整

容面(爪変形，指腹の萎縮の有無),ADLにおける

使用状況などについてアンケート調査も交え検討
した．

【結果】Zonelでは，動脈1本吻合したのが46指，

2本吻合したのが7指であり，静脈移植は20指に

行った．静脈吻合不可能であったのは9指であっ

た．Zone2では全例で少なくとも1本以上の動脈・

静脈の吻合を行った．術後血行障害として14指に

うっ血を認めすべてZonel群であった．動脈性血

行障害は8指に認めた(5指は挫滅切断タイプ)．生

着率はZonelで85%,Zone2で92%,全体では

88％であった．知覚の回復は概ね良好でほとんど

の症例で防御知覚以上の回復を認めた．爪の変形

はZone2ではほとんど見られないが,Zonel群

の一部に軽度の変形を認めた．

【考察】指尖部切断再接着における最大の技術的

問題は静脈吻合であり，失敗の多くはうっ血によ

る静脈性血行障害である．成功のコツとしては静

脈移植を駆使してでも徹底して静脈吻合を行う努

力にある．

指尖部切断の治療にあたっては，可能であれば血

管吻合による再接着が第一選択であることは言う

までもない．しかし，再接着ができない症例や生

着しなかった症例に対しては何らかの被覆を行

い，指を可能な限り長く温存する方法が選択され

なければならない．血管吻合による再接着以外の

指尖再建法について，報告する．

【方法】氷水冷却法一爪部切断で切断指が残って

いる場合，とくに小児では氷水冷却によるcom‐

positegraftの適応が高い．疎に縫合し，細い鋼線

で骨固定した指全体をアルミフォイルでくるみ，

わずかな氷片を加えた冷却水で3日間程度冷却す

る．その後はアルミフォイルでくるんだまま2週後

まではデブリードマンは行わない．Graftonflap

法一切断された指から軟部組織を切除し，爪床･骨

のみとしておく．次に指尖部断端に適応のある指

動脈皮弁で掌側を再建し，その上に爪・骨をcom‐

positegraftとして移植する方法である．接着面積

が大きいため，血行のよい動脈皮弁上に移植され

たcompositegraftは良好に生着する．各種動脈皮

弁一指尖再建に有用な動脈皮弁のうち，代表的な

ものはobliquetriangularflap,V-Y掌側前進皮弁，

逆行性指動脈皮弁である．これらの皮弁は適切に

作成されるときわめて有用な皮弁であるが，いく

つかの重要な注意点がpitfallとして存在する．そ

れらの注意点について演者の私見を述べたい．

【結論】指尖という組織の特殊性･重要性を考える

と，整容的・機能的に優れた方法が選択されねば

ならない．それは固定された方法ではなく，症例

の状態・患者の希望にそって複数の方法が柔軟的

に組み合わされるべきである．術者がなるべく多

くの再建法を持ち，数多くの選択枝の中から最良

の方法を選べるようにしておくことが重要である

ことをとくに強調したい．

－Sl3－
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不安定型背側転位僥骨遠位端骨折に対する

プレート固定の検討(背側プレートVS掌側

プレート）

TreatmentofUnstableColles'FracturewithDorsal

andVblarTypeRadiusPlate

山口労災病院整形外科

○山本久司，桑田憲幸，藤真太郎，

黒川陽子，松島年宏

【目的】今回，背側転位型僥骨遠位端骨折の不安

定型（関節内骨折を含む）に対してprospective

studyとして背側プレートと掌側プレートを使用

し，その結果を比較検討した．

【方法】対象は平成12年12月より背側転位型僥骨

遠位端骨折に対して背側プレート(以後背側)，掌

側プレート（以後掌側）を無作為抽出法にて選択

使用したそれぞれ20例,AO分類で背側A3,13例，

C2,2例,C3,4例，掌側A3,13例,C2,6例,C3,

1例，背側男4例，女16例，掌側男3例，女17例，

平均年齢は背側66．1歳（51～80)，掌側67．5歳

(55～77)，罹患側は背側左右10例づつ，掌側右

9例左11例，受傷機転は背側，掌側とも転倒が16

例づつであった．受傷から手術までの期間は背側

7.5日（2～20)，掌側11．5日（1～26)．術後の

外固定期間は両者とも原則として術後2週で，そ

の後手関節，肘関節の可動域訓練を開始した．検

討項目は斉藤のポイントシステム（斉藤の評価

法),Green&O'breien(G&O)の評価法を使用

し，可動域，レントゲン所見，合併症について詳

細に検討した．

【成績】術後平均背側7.2ケ月(3～14)，掌側6.5ケ

月（5～9）の経過観察期間で，斉藤の評価法にて

背側E13例,G6例,F1例，掌側E16例,G2例，

F2例,G&Oでは背側E2例,G5例,F12例,P1

例，掌側E9例,G5例,F4例,P2例，可動域で

は，掌側プレートで背側に比較して掌背屈で良好

な結果が見られ，レントゲン所見では大きな差は

見られなかった．

【結論】背側転位型僥骨遠位端骨折の不安定型に

対しては，背側，掌側プレートとも正確な整復，強

固な固定が獲得出来，早期リハビリ開始が可能と

なった．しかし術後の機能評価においても，また

可動域獲得についても掌側プレートで背側と比し

て良好な結果が得られる傾向があった．

1-Ⅱ－2

閉経後女性の僥骨遠位端骨折に対する掌側

プレート固定法の治療成績

VOlarPlatingforDistalRadiusFractureinPost-

menopausal,OsteoporoticWomen

l大阪府三島救命救急センター，2新河端病院，3ベ

リタス病院，4永山病院

○岡本雅雄l,永山宗一郎2,辻村知行3,

成山雅昭4，柳川哲司4

不安定型僥骨遠位端骨折に対しsubchondralsup-

port機能を有する掌側ロッキングプレート固定が
整復位保持に有用であることを2003年第29回日

本骨折治療学会で報告した．今回は骨粗繧を基盤

とする閉経後女性症例について検討した．

【対象および方法】2002年以降閉経後女性の僥骨

遠位端骨折に対しAOﾒASIF掌側用DistalRadius

Plateを用いて固定，術後3カ月以上経過観察し得

た64例を対象とした．手術時年齢は65歳（54-88

歳）であり，経過観察期間は9カ月（3カ月～2年

1カ月）であった.AO分類ではA2:7例,A3:18

例,B3:5例,C1:8例,C2:22例,C3:4例であっ

た．内固定法はsubchondralsupportによるneu‐

tralizationとし，骨移植や人工骨充填は行わない．

術後外固定は6．8日（0-14日）であった．臨床評

価は，手関節前腕可動域と握力を計測し，斉藤の

評価基準を用いた.X線評価は,volartilt(Vr),

radialinclination(RI),ulnarvariance(UV)を

計測した．

【結果】骨癒合は全例に得られた．可動域は掌屈

55.,背屈54.,回内80.,回外85.,握力の健側比は

78％であった．斉藤評価はexcellent43例,good

21例であった.X線評価では,VTが術直後10.3．

→最終調査時8.8｡,RIは22.7.→23.1｡,UVは

0．3→1.1mmであり,VTとUVにおいて差が有

意であった．外固定期間による術後成績の差はな

かった．

【考察】術後の整復位損失は軽度であり臨床上問

題となることはないが,ulnarvarianceが2.5mm

以上増加したものが4例あった．その原因は，軟

骨下骨皮質支持部でのlossやプレートの脱転・転

位，バットレスピンの折損であり，骨脆弱性に対

する手技上の注意が必要である．本法は骨粗霧が

危'具される症例においても固定力の保持に優れ術

後早期から手の使用が可能であり，活動性の保た

れる中高年齢症例には積極的に勧められる．

－Sl4－
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高齢者における僥骨遠位端骨折に対する

ロッキング，ノンロッキングプレート固定

の比較

ComparisonofLockingandNon-lockingPalmar

PlatingforUnstableCollesFracturesinElderly

People

'済生会中津病院整形外科，2芦原病院整形外科

○越宗勝1,釜野雅行1,高松聖仁2,

大橋弘嗣’

【目的】高齢者における背側転位型榛骨遠位端骨

折に対し掌側からプレート固定をおこなった．プ

レートはロッキング，ノンロッキングプレートを

使用し二群間の比較をおこなった．

【方法】ロッキングプレート使用群は，男性4例女

性18例，平均68歳，ノンロッキングプレート使用

群は男性3例女性28例，平均74歳であった．平均

フォローアップ期間は12ヶ月であった．全例掌側

アプローチによるプレート固定をおこなった．レ

ントゲン学的に,palmartilt,radiallength,radial

inclinationを術前，術後，最終時に測定し統計学

的に比較した．術後評価は,modifedGartland

andWerleyを用い,ROMの比較もおこなった．

【結果】術前レントゲン評価において2群間に有意

差はなかった．術後すべてのレントゲン評価は改

善し，最終時においても2群問に有意差は認めら

れなかった．術後評価は，ロッキングプレート使

用群,excellent8,goodl3,fairlであった．ノン

ロッキングプレート使用群はexcellentlO,good

20,fairlであった.ROMにおいては屈曲のみ有

意差が生じた．

【考察】ロッキングプレート，ノンロッキングプ

レート固定ともに良好な結果を得た．高齢者にお

いては遠位骨片背側皮質が粉砕しており骨折が不

安定であることが多い．ノンロッキングプレート

においても遠位スクリューをsubchondralbone

に刺入することにより良好な固定が得られた

－Sl5－
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高齢女性の榛尺骨遠位端骨折に対するプ
レート固定の治療成績

PlatingforDistalRadiusandUlnaFracturesin

ElderlyWomen

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，坂中秀樹，小松猛，

中塚洋直，山野慶樹

【目的】高齢女性の榛尺骨遠位端骨折は整復は容

易だ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，高齢女性の僥骨遠位端

骨折，尺骨遠位端骨折ともにプレート固定を施行，

術後矯正位損失を調査し，治療成績を検討した．

【対象と方法】対象は70歳以上女性の榛尺骨遠位

端骨折20例，年齢70～90歳（平均76.2歳)，僥

骨骨折型はAO分類A2:5例,A3:8例,C1:5

例,C2:2例，尺骨骨折合併は15例,8例は尺骨

茎状突起のみの骨折，7例は尺骨遠位端までおよ

ぶ骨折(Biyani分類I:1例,111:5例,IV:1例),

術後外固定期間は平均2．5週，経過観察期間は平

均7．9ケ月であった．僥骨遠位端骨折に対しては

掌側ロッキングプレート固定とし骨欠損部に骨移

植や骨ペースト充填は行なわなかった.DRUJ不

安定性を伴う尺骨茎状突起骨折に対してはten-

sionbandwiring施行，尺骨遠位端骨折に対して

はミニプレートで固定した．X線評価としてRa-

diallnclination(RI),VolarTilt(VT),Ulnar

Variance(UV)および尺骨遠位端骨折を伴う場

合はDRUJgapの各項目を受傷時，術直後，最終

調査時に計測し矯正位損失を評価，臨床評価は

MayoWristScoreを使用した．

【結果】20例中17例では矯正位損失を認めなかっ

た．X線上矯正位損失は平均でRI:0.2度,VT:

0.25度,UV:0.2mm,DRUJgap:0.08mm,Mayo

WristScoreは平均86.7点,excellent:6例,good:

10例,fair:4例，減点項目は主に握力であった．

嶢骨遠位端のみの骨折と尺骨遠位端骨折を合併し

ている場合との臨床評価の差は認めなかった．

【考察】高齢女性の榛尺骨遠位端骨折は解剖学的

整復を得たうえで骨癒合まで整復位を保持するこ

とが治療成績を向上し得ると考える．僥骨遠位端，

尺骨遠位端ともにプレート固定を施行しほとんど

矯正位損失を認めず臨床評価も良好であった．
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高齢者の不安定型僥骨遠位端骨折に対する

掌側ロッキングプレートによる治療

VolarLockingPlateFixationforDistalRadius

FracturesintheElderlyPatient

濁協医科大学整形外科学教室

○長田伝重，藤田聡志，山口哲彦，

玉井和哉，早乙女紘一

【目的】当科では手術療法が必要な高齢者の不安

定型榛骨遠位端骨折に対しては掌側ロッキングプ

レート固定を行い，術後は外固定せずに直ちに手

関節可動域訓練を開始してきた．本研究の目的は，

本法の治療成績を検討しその有用性を明らかにす

ることである．

【対象と方法】手術の必要な不安定型榛骨遠位端

骨折に対してDRVLockingPlateによる固定を行

い，術後6カ月以上経過観察し得た70歳以上の症

例18例を対象とした．全例女性で，年齢は70～

86歳（平均77歳）であった．受傷原因は転倒17

例，転落1例で，骨折型はAO分類のA3型5例，

B3型2例,C1型1例,C2型3例,C3型7例であっ

た．手術では大きな骨欠損が存在してもプレート

固定により十分な固定性が得られたと思われる症

例では骨移植や人工骨充填は行わないこととし，

術後は直ちに手関節の可動域訓練を開始すること

を基本とした．術後経過観察期間は6～14カ月(平

均9カ月）であった．

【結果】骨移植や人工骨充填例はなく，術後外固

定例もなかった．術後平均5週間で全例に骨癒合

が得られた．X線像では手術時の整復位radialmt

平均20度,volartilt9度,ulnarvariancel.1mm

が骨癒合時それぞれ平均20度，8度,0.9mmと

良好に保たれていた．術後平均9ヵ月時の関節可

動域は手関節伸展平均62度，屈曲57度，前腕回

内78度，回外88度であり，握力は健側比平均88％

であった．斎藤評価では優17例，良2例であり，

Cooney評価では優10例，良7例，可2例と良好

な治療成績を示していた．腱損傷，感染,CRPSな

ど合併症はなく，プレート破損もなかった．

【結論】掌側ロッキングプレートによる強固な内

固定と術直後からの手関節可動域訓練により，70

歳以上の高齢者でも良好な治療成績が望める．

1-Ⅱ－6

僥骨遠位端骨折に対するNon-bridging創
外固定の経時的骨密度変化

TheProgressChangeofBoneMineralDensityof

Non-bridgingExternalFixatorUsedforDistal

RadiusFracture

'伊豆赤十字病院整形外科，2小倉病院整形外科，

3加納岩総合病院整形外科，4杏林大学整形外科

○高山拓人1，内倉長造2，平野純3，

工藤文孝4，里見和彦4

【目的】僥骨遠位端骨折に対するnon-bridging創

外固定は術後早期可動域訓練が可能であり，固定

による骨萎縮を予防しうる可能性がある．しかし，

これらを測定した報告はない．今回不安定型には

non-bridging創外固定を，安定型にはギプス固定

による保存治療を用い，これらの骨密度を比較し

たので報告する．

【対象および方法】症例は榛骨遠位端骨折67例で

内訳は創外固定を用いて治療した不安定型40例

(以下EF群）とギプス固定による保存治療を行っ

た27例（以下CA群）である．EF群,CA群の順

に受傷時年齢は平均62.4,64.7歳，性別は男性10,

7例，女性30,20例であった．創外固定およびギ

プス装着期間は全例6週であった．骨密度(ZCm2)

はDXA,Hologic社製QDR-2000を用い，末松ら

の方法に準じて榛骨遠位1/3部(以下R1/3),遠位

1/10部（以下UD)を術後または受傷後1,6カ月，

1年に測定し対健側比（％）を経時的に比較検討し

た．経過観察期間はEF群,CA群の順に平均1年

8カ月，1年6カ月であった．

【結果】UDは各時期で両群間に有意差はなかっ

た．R1/3は1カ月がEF群,CA群の順に94.9±9.9,

93.6±11.2と最も低値を示した．しかし，6カ月，

1年の順にEF群が96.2±35.2,98.7±41.5と増

加傾向を示したのに対し,CA群では90.3±8.2,

91.7±10．1と低値のまま経過した．6カ月および

1年のR1/3で2群間に有意差を認めた(P<0.01).

また，過去に報告されているbridging創外固定と

の比較では6カ月および1年でEF群が有意に高

かった．

【考察】EF群が6カ月および1年で他群に比し有

意に高値であり,non-bridging創外固定は骨密度

の低下をきたしにくいことが示唆された．

－Sl6－
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僥骨遠位端骨折に対するnon-bridging創
外固定一掌側骨折部の適合性と初期整復位
の関係一

Non-bridgingExternalFixationfOrDistalRadius

Fractures;RelationbetweentheAlignmentofthe

PalmarSiteoftheFractureandlnitialReduction

l済生会宇都宮病院整形外科，2国立栃木病院整形

外科

○松村崇史'，高木岳彦l,吉田宏樹2

【目的】我々 は背側固定型non-bridging創外固定器
(TeclmoFIX;フツロ）を用いて背側転位型僥骨遠

位端骨折の治療を行っている．整復時にhingeとな

る掌側骨折部の適合性と整復位の関係を検討する．

【対象と方法】2003年4月以降に治療した32例を

対象とした．男10例女22例，平均年齢51歳（17

～73歳）であった.AO分類はA2:4,A3:9,C1:

6,C2:4,C3:9例であった．これらを受傷時に骨

折部掌側に短縮転位のないA群と短縮転位のあるB

群に分類した．A群18例,B群14例であった．手

術直後から固定器除去時までの初期整復位の変化

を検討した．

【結果】データの平均値を比較した．創外固定装着

期間はA群38日,B群42日．手術直後のulnar

variance(UV)はA群0.5mm,B群0.5mm,pal-

martilt(PT)はA群10.8｡,B群13.4.であった．

創外固定器装着期間中のUV増加はA群0.6mm,B

群0.9mm,PT増加はA群0.6｡,B群1.9.であった．

いずれも両群間に有意差はなかった．同期間中の

掌側の短縮はA群0.3mm,B群0.9mmと前者が有

意に少なかった.A群18例中5例,B群14例中7

例に掌側第三骨片を認めた．このうちB群の1例の

みに大骨片を認め，残りの11例は小骨片であり掌

側不安定性への関与はわずかであった．B群14例

において，術中掌側の短縮を経皮的に整復した7例

においては5例で整復位が保たれていた．一方短縮

を整復しなかった7例中4例は短縮がさらに進行し

た．

【考察と結語】過半数を占めるA群では掌側の安定

性が保たれるため，骨折の整復位が保持されやす

かった．一方受傷時に掌側の短縮を認めるB群で

は，掌側の短縮を放置するとさらに短縮が進行す

る例が多いため同部の整復が必要と思われた．た

だし整復後も，掌側皮質と海綿骨の厚みが少ない

例，掌側の粉砕が強い例，骨粗霧化の強い例では再

短縮しやすいので注意が必要と思われた．

－Sl7－
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僥骨遠位端関節内骨折に対する鏡視下整復

術後の再鏡視所見

TheSecondArthroscopicFindingsofArthroscopic

AssisitedReductionoflntra-articularFracturesof

theDistalRadius

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】近年，榛骨遠位端関節内骨折に対する関

節鏡視下整復術の良好な成績が報告されている

が，成績良好例に術後の鏡視検索を行う事は，患

者の同意が得られにくいためか再鏡視所見の報告

はきわめて少ない．今回，われわれは鏡視下整復

術後に再鏡視を行い，関節内の状態につい評価，検

討を行う機会を得たので報告する．

【対象，方法】症例は僥骨遠位端関節内骨折に対

し鏡視下整復術を行い，術後再鏡視による評価が

可能であった6例6関節（男3例，女3例）で，手

術時年齢は平均52歳(30歳から58歳)，骨折型は

Frykman分類でtypelll2例，Ⅳ3例,WII1例

で，手術は鏡視下に関節面のstep-offおよびgapが

1mm以内になるように整復固定した．またTFCC

や手根靱帯に損傷のあるものは鏡視下に処理し

た．術後から再鏡視までの期間は平均157日（42

日から243日）で，再鏡視時に関節面のstep-offや

関節症変化を観察し，更に術後の臨床成績やX線

学的所見と比較検討した．

【結果】関節面は5例でstep-ofrとgapは1Tnm以
内に保たれており，関節軟骨もほぼ正常であった

が，1例で粉砕骨片の一部が術後再転位する症例

が認められた．また榛骨茎状突起周囲の滑膜増生

が著明で，関節面のgapから線維性肉芽組織が入

り込み隔壁様変化を呈しているものも認められ

た．術後の臨床成績は斉藤の臨床評価でExcellent

4例,Good2例であった．

【考察】今回の再鏡視所見では関節面の整復位は

保たれており，関節症変化が認められなかった事

から鏡視下整復術の有用性を確認する事ができ

た．また関節面のstep-offと関節症変化との関連を

指摘した報告は多いが,gapによる隔壁形成が手

関節の可動域制限に関与する事も考えられる事か

ら，関節内骨折を鏡視下に整復する際はgapにも
充分に注意を払う必要があるものと思われた．
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リン酸カルシウム骨セメントを使用した高

齢者僥骨遠位端骨折の治療

TreatmentfOrDistalRadiusFractureintheElderly

withtheUseofCalciumPhosphateBoneCement

'東邦大学医学部第2整形外科，2山王病院整形外科

○戸部正博l,水谷一裕l,甲斐秀顕1,

津布久義人l,柳原泰2

I目的】高齢者の僥骨遠位端骨折は骨粗繼症を基

盤とするものが多く，骨皮質の脆弱性や海綿骨の

不全骨折や圧漬のため不安定型骨折となる例が多

い．われわれは高齢者の榛骨遠位端骨折に骨折部

の安定化と早期運動療法を目的としてリン酸カル

シウム骨セメント（以下CPC)を使用したので報

告する．

【方法】2000年6月より2004年9月までに治療を

行った70歳以上の僥骨遠位端骨折でCPCを使用

した42手を対象とした．性別は男性2手，女性40

手で，年齢は70～86歳（平均74.6歳）であった．

骨折型は関節外骨折13手，関節内骨折29手であっ

た．併用した固定方法はk-wire+casting3手，

bridge創外固定器15手,non-bridge創外固定器

16手,platelO手(一部重複あり）であり,castmg

とbridge創外固定器は術後3週間より，その他は

術翌日より関節可動域訓練を開始し，斎藤のpoint

system,X線計測，術後合併症について検討を行っ
た．

【成績】齋藤の評価基準でexcellent以上は33手

(78％)であり,bridge創外固定器使用例7手に術

後の手関節拘縮を認め,non-bridge創外固定器単

独例に2例の術後転位を認めた．X線計測では

volartilt,ulnarvarianceでは術前平均-13.6｡,

4.3mm,術直後平均5.1｡,0.8mm,術後6カ月平

均31｡,2.3mmであった．関節内骨折のstepoff

とgapは術前平均それぞれ2.4mm,2.2mm,術直

後0.4mm,0.2mm,術後6カ月平均で0.4mm,

0.2mmであった．

【結論】今回の高齢者に対する検討では,CPCの

併用は関節内骨折の関節面の安定化作用はあると

考えるが，僥骨の短縮を完全に防ぐ事はできな

かった．また，併用する固定方法はできる限り小

侵襲で強固な固定が必要で早期に関節可動域訓練

ができる方法が望ましい．

1-II-10

僥骨矯正骨切ﾚﾉ術による反復性尺骨頭掌側

脱臼の治療経験

CorrectiveOsteotomyfOrRecurrentVolarDisloca-

tionofDistalRadioulnarJointwithMalunionof

RadialShaft

'札幌医科大学医学部整形外科，2日鋼記念病院整

形外科

○織田崇l,和田卓郎19磯貝哲2,

射場浩介1,辻英樹’

【はじめに】遠位僥尺関節の不安定性の多くは尺

骨頭が背側へ脱臼する．掌側脱臼を生じる例は少

ない．前腕骨折後に二次性に発生した反復性尺骨

頭掌側脱臼の3例を経験し，僥骨矯正骨切り術に

より治療したので報告する．

【対象と方法】1997～2003年の期間に治療した反

復性尺骨頭掌側脱臼の3例を対象とした．全例男

性で受診時年齢は25～29（平均26歳）歳であっ

た．いずれの症例も僥骨骨幹部骨折の治療歴が

あった．骨折受傷後6～20(平均13)年で回外時

の尺骨頭不安定感と瘻痛が生じるようになった．

回外時に瘤痛を伴う尺骨頭掌側脱臼を認め，回内

で自然整復された．単純X線写真像では全例で僥

骨前方凸の脅曲変形と2例で尺骨茎状突起偽関節

を認めた．僥骨遠位端骨折の既往もある1例では

同部の背屈変形を認めた．MRIおよび手関節造影

像ではTFCC損傷を示唆する異常所見はなかっ

た．僥骨のアライメントを矯正する目的で僥骨遠

位骨幹部での腸骨移植を併用したopenwedgeos-

teotomyを行った．

【結果】術後，全例で尺骨頭の脱臼は消失した．1

例で手関節尺側の違和感が，1例で手関節掌側の

瘻痛が残存した．2例で10.の回内制限が残存した

が回外制限はなかった．

【考察】遠位僥尺関節の安定には榛尺骨間の骨性

要素に加えて,TFCCを主体とする軟部組織が重

要な役割を担っている．3例の尺骨頭脱臼には僥

骨の変形に加えて,TFCCの機能不全が関与して

いる可能性があった．僥骨アライメントの矯正に

加えて遠位僥尺靱帯を再建するかについては議論

の分かれるところである．今回の症例では僥骨の

アライメントを矯正することのみで脱臼が消失し

た．
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尺骨茎状突起骨折が前腕骨遠位端骨折の治

療成績に与える影響

ThelnfluenceoftheFractureofUlnarStyloid

ProcessTreatingtheDistalForearmFracture

Ⅱ永山病院整形外科，2大阪府三島救命救急セン

ター整形外科，3ベリタス病院整形外科，4大正病

院整形外科

○柳川哲司1,成山雅昭1,岡本雅雄2,

辻村知行3，吉村弘治4

【目的】前腕骨遠位端骨折の治療成績を調査し，尺

骨茎状突起（以下US)骨折が及ぼす影響を検討し

た．

【対象および方法】対象は1998年1月から2004年

6月の間に僥骨遠位端（以下R)骨折に対し手術加

療した106例（男性27例，女性79例）で，79例に

US骨折を伴っていた．骨折型はAO分類でA:16,

B:6,C:84例であり,R骨折に対する術式は創外固

定十経骨髄的鋼線固定法51,プレート固定法50,経

皮的ピンニング法5例であった．US骨折部位はtip
12,centerl8,base37,proximall2例であり，う

ちbase,proximalの22例に内固定を行った．受傷

時年齢は平均57歳，術後観察期間は平均14カ月で

あった．方法として(1)R骨折単独群とUS骨折群

とで斉藤の機能評価を比較した．又,(2)US骨折

群でのUS骨折部位及びUS内固定の有無と,(a)斉

藤の機能評価,(b)USの骨癒合の有無(c)手関節

尺側部痛の有無との関連をそれぞれ検討した．

【結果および考察】（1）斉藤の機能評価はR骨折単

独群がexcellent24例,good3例,US骨折群は

excellent56例,good23例でありUS骨折群の方が

劣っていた(P<0.05)．(2)(a)Good例の主な減

点項目は自覚的評価であり,US骨折群のgood23例
中baseの非内固定例が10例と最も多かった．(b)

US内固定例は全例が骨癒合し，非内固定例38/57例

が偽関節となった．うちbaseが14例で,tip,cen-
terが24例であった．(c)手関節尺側部痛はUS非

内固定例6例にみられ，うち5例がbase,1例がcenter

であった.Baseの37例中goodの症例が12例とgood
全症例の46％（12/26）を占め，うち非内固定例で

偽関節になったものは8例で，このうち4例に尺側

部痛が残存した．Tipは偽関節となっても機能評価
に影響を及ぼさなかった．

【まとめ】前腕骨遠位端骨折でUS骨折のbaseでの

非内固定例に成績が劣るものが多く，同部の骨折は

内固定するべきと考えられた．
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雷崖｡
TissueEngineeringandtheHand

４
月
創
日
第
２
会
場

百WavneMol･rison
″

BemardO'Brienlnstitute&StVincent.sHospitalMelbourne,Austmlia

I1juredtissuehealsbyrepairratherthanbyregenerationandfunctionisinevitablydiminished.
Yetweoccasionallyseeexampleswherenaturecanalmostrestoretissuestotheiroriginalstate.This
isseenmorecommonlyinyoungchildrenwhereafingertipappearstoregrowandnervefUnctioncan
returntonormal.Butinadultstoo,wesometimesseeattemptedregenerationofrupturedextensor

tendonsoverthewrist,palmarislongustendonandsemitendinosistendonsaftergraftharvestingand
muscletissueafterrupturedbicepsol･excisionoftol･ticollis.Boneandsofttissuelengtheningby
distractionisanotherexampleofdetectsregeneratingwithoriginaltissueratherthanbyscar.Sotoois
tissueguidedgenerationfol･jawbonereconstructionwhichhasbeenpopularizedbymaxillofacial
surgeons.Tissueexpansionnotonlystretchestissuesbutalsoinducesnewgrowthbycellular
prolifel･ationandregeneration.Itisnowacceptedthattherearestemcellsinallourtissuesexcept
perhapstheheart,andtheoreticallyifthesecanbestimulatedthebodycouldregeneratecompletely
ourtissuesandorgans.AnalyzingthecirculnstancesinwhichsuchtisSuesregeneratewecannominate

requirementswhicharecommontoall.Theseinclude:
・Imuryorinnammationastheinitiatingstimulus

･Anactualorpotentialspacetoguideandisolatetheprocess

･Cells,probablystemcells
･Matrix

･Vascularisation

･Mechanicalforcesacrosstissues

Wehavedevelopedmodelsoftissueengineeringwhichinmanywaysmimictheserequirements.
Essentialtoallisanollcollapsiblechambel･spaceinwhichmatrixandbloodvesselsareimplantedand
theconstructisburiedsubcutaneouslyinthelivinganimal.Thechambermayalsoincludeimplanted

cells,autologousorallograftandthesemaybedifferentiatedorstemcelltypes・Thecellscallbe
transfectedpriortoimplantationtodirecttheirprolifel･ationand/ordifferentiation.Otherchemical
agentsmayalsobeincludedtoeffecttheseproccsses.Inmuchofourresearchthetissuespontaneously
generatesinthesemodelswithouttheneedforimplantedcells.Initiallyhighlyvascularisedgranulation
likefillsthechambel･andthisispl･ogressively,invadedbyneighbouringandsystemicallyderived
cells.Thisprocessisdirectedbycytokineandchemokinesfactors.Thenatureofthetissueproducedis
inmanvcasesintimatelyrelatedtotheenvironmentinwhichthechamberisimplanted.Usingthese

ｰ

techniqueswehavebeenabletoproducemuscle,bone,cartilage,fat,nerves,skinandlimbbudtissue.
Thehandandupperlimbisacomplexbiomechanicalorganwhichcomprisesmanytissueslinked

togethel､inasophisticatedmanner.Itisprobablyunrealistictoexpectthattissueengineeringwillbe
abletoreplicatemulticomponentstructuresbutindividualtissuesalmostcertainlywillbeabletobe
replaced.Thehopesoftissueengineeringarethatitcanreproduceembryologicalsignalswhichinduce
thebodytoexploititsowncapacitytoorchestratenaturegcascadeofeventswhichcanleadto
spontaneoustlssuegeneratlon.
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手の組織欠損に対する再建術の進歩

NewConceptsofReconstructionsibrSkinandTissueLossesinHand

４
月
馴
日
第
２
会
場

東京大学医学部形成外科

光嶋 勲

上肢の皮層骨軟部組織欠損に有用な新しい再建術のいくつかを述べたい．1．穿通枝皮弁：

全身のどこにでも挙上可能で採取部の整容的な犠牲も最小で，四肢の小治性潰瘍ならば局

麻下で容易に再建可能である．また大型の遊離皮弁も筋を含めず採取可能である．

【内訳】これまでに行った島状穿通枝皮弁は指動脈穿通枝皮弁，尺骨動脈穿通枝皮弁,僥骨
動脈穿通枝皮弁,上腕部穿通枝皮弁などであった．また手に遊離皮弁移行術がなされた79症

例のうち44例に遊離穿通枝皮弁を用いた再建を行った．その内訳は1歳から73歳までの患

者で,前外側大腿皮弁，深下腹壁動脈穿通枝皮弁(DIEPflap),胸背動脈穿通枝皮弁(TAP

flap),大腿筋膜張筋穿通枝皮弁(TFLPflap),内側足底動脈穿通枝皮弁(MAPflap)など
であった．

【結果】手（四肢）の組織欠損に対して島状または遊離穿通枝皮弁（脂肪弁）移植術は主幹

動脈を犠牲にせず皮弁採取部の整容にも優れ，極めて有用な再建材料と思われる．指の掌側

皮層欠損に対しては指動脈穿通枝皮弁，手背部の皮層欠損に対しては僥骨動脈穿通枝皮弁，
手関節尺側面の皮層欠損に対しては尺骨動脈穿通枝皮弁,肘関節部の欠損に対しては上腕内

側穿通枝皮弁などが有用で，遊離皮弁としては前外側大腿皮弁が最も有用であった．2．

Supermicrosurgery:1mm以下の微小血管吻合術を用いた血管柄付き脂肪弁移植趾尖移植

による指尖（爪）再建，切断肢指再接着術（特に末節再接着)，先天性手指欠損症と外傷性

手指欠損に対する足趾移植術，特発性(続発性）リンパ浮腫：リンパ管細静脈吻合術による
浮腫の軽減などが可能となった．
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特発性手根管症候群における超音波下正中

神経断面積測定の診断的価値一第3報:神

経伝導速度検査との比較

DiagnosisofldiopathicCarpalTimnelSyndrome:

UltrasonographicMeasurementofMedianNerve

Cross-sectionalAreaversusNerveConductionStudy

虎の門病院整形外科

○中道健一，立花新太郎，喜多島出

【目的】これまでにわれわれは，特発性手根管症候

群（特発性CTS)において正中神経が手根管内で

踵大すること，これを利用して超音波検査(US)下

に神経の腫大を検出することによりCTSの診断が

できることを報告した(第42,45回日手会)．今回

USの有用性の評価目的に，標準的補助診断法であ

る神経伝導速度検査(NCS)と診断能を比較した．

【対象と方法】臨床的に診断した特発性CTS305

(男50，女255）名454手（40-70（平均55）歳）

と同年代の対照475（男94,女381）名475手（利

き手側）を対象とした.NCSでは運動および知覚

神経遠位潜時(DML,DSL)を測定した.USでは

3レベル(手根管近位部，中央(絞掘)部，遠位部）

で正中神経断面積を測定し，各レベルの神経腫大

を反映し診断能の高い指標として第46回日手会で

報告した3レベルの平均断面積(MeanCarpal

NerveArea,MCNA)を算出した．NCSとUSに

ついて対照群値の平均十2標準偏差を異常値と定義

した診断基準を設け，感度と特異度を比較した．

【結果】（患者/対照の順)DML(ms):5.5±1.8/

3.3±0.5;DSL(ms):4.1±1.4/2.7±0.4;MCNA

(mm2):13.7±3.0/9.1±1.5で，診断基準はDML>

4.3ms,DSL>3.5ms,MCNA>12mm2とした．感

度/特異度（％）はおのおの65/97;67/97;64/97で，

NCSとUSの感度と特異度に有意差はなかった(p

＞0.05,カイニ乗検定)．

【考察】特発性CTSのUS診断は，正中神経の腫大

が電気生理学的重症度に相関することを利用して

いる（第42回日手会)．USは簡便・無痛で外来診

療時の併用により即時診断が可能という利点があ

るが，今回その診断能がNCSと同等であることが

わかった．これまでNCSが唯一の客観的検査法で

あったが，特発性CTSに対してはUSも同等の検

査法として利用できることが示された．

【結論】US下正中神経断面積測定による特発性

CTSの診断能はNCSと同等である．

1-II-13

内視鏡下手根管開放術における屈筋支帯部
分温存の可能性--手根管内圧の観点から一

VerifyingtheEffectsofaStep-by-stepProcessfOrRelease

oftheVOlarStructuresinCarpalTunnelSyndrome

PatientsUsingCarpalCanalPressureMeasurements

'筑波大学附属病院整形外科，2おくつ整形外科ク

リニック

○吉田綾1,奥津一郎2,浜中一輝2

【はじめに】手根管症候群の手術目的は，手根管の

掌側組織を開放して正中神経を除圧することにあ

る．手術により完全な除圧を行えば良好な機能を得

られるが，術後に握力低下や手関節掌側の圧痛な

ど，様々 な障害を訴える症例がある．観血的手術に

おいてKapandji,Jakabらは，握力低下を予防する
ために屈筋支帯の形成を行っているが，手根管が完

全に除圧されたか否かの根拠はない．われわれは内

視鏡手術に際し，屈筋支帯に加えてDHFFRの切離

を行う手根管の完全開放と除圧を行っているが，低

侵襲な内視鏡手術においても程度は軽いが同様の

問題が発生する．このような障害を軽減するため

に，屈筋支帯の一部を残すことができないかと考

え，手根管内圧の観点から検討を行った．

【症例および方法】症例は，2004年3月以降おくつ

整形外科クリニックで内視鏡手術を行った際，段

階的に内圧測定を行った37症例37手（特発例18

手，透析例19手)である．患者の平均年齢は59歳

である．内圧測定はcontinuousinfilsiontech-

niqueで，術前，屈筋支帯全長の遠位2/3切離，
DHFFRを切離，最後に屈筋支帯の残り近位1/3を

切離（手根管の完全開放時）した段階で行った．

【結果】指最大時同屈曲位での術前内圧は

164mmHg,遠位2/3切離時は33mmHg,DHFFR

切離時は11mmHg,手根管の完全開放時は9mmHg
であった．術前，遠位2/3切離時とDHFFR切離時

はそれぞれ有意差があった．一方,DHFFR切離時

と屈筋支帯の残り近位1/3切離時では有意差はな

かった．

【考察】手根管内圧測定の観点からみると，手根管

の完全除圧は屈筋支帯の遠位2/3とDHFFRの両者

を切離した時点で得られた．つまり手根管症候群に

おける正中神経の主な圧迫は遠位2/3に存在してい

ると考えられた．また内視鏡下手根管開放術におい

ても，掌側組織を温存できる可能性が考えられた．
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正中神経反回枝の母指球筋入口部での絞掘
と筋萎縮との関連一手根管症候群手術例で
の検討一

AtrophyofThenarMusclesduetotheEntrapment
oftheRecurrentBranchoftheMedianNervein

CarpalTunnelSyndrome

いまむら整形外科医院

○今村宏太郎

【はじめに】手根管症候群を治療していく中で知

覚障害に比べて母指球筋の萎縮が著明なものをみ

ることがある．また，術中に屈筋支帯での正中神

経本幹の絞掘のみならず反回枝が母指球筋への入

口部で絞樋されている症例も経験する．そこで，今

回は母指球筋入口部での反回枝の絞拒と筋萎縮と

の関連について検討した．

【対象および方法】特発性，女性，40歳～69歳，

発症より手術までの期間が3年以内の各条件を満

たす81手を対象とした．これらを母指球筋への入

口部で絞拒のあったもの（以下，絞抓群）22例23

手，絞掘のなかったもの(以下，非絞抓群)53例58

手の2群に分け，筋萎縮の程度，遠位潜時，手根管

での正中神経本幹の狭窄率,Semmes-Weinstein知

覚検査などについて比較検討した．なお，各群の平

均年齢は55.2歳，55．9歳，発症より手術までの平

均期間は13.7ケ月，10.4ケ月であった．

【結果および考察】筋萎縮の程度は絞拒群，非絞

拒群それぞれ（－）5手，21手，（±）0手，13手，

(＋）6手，17手，（2＋）10手，7手，（3＋）2手，

0手であり，（2＋）以上の割合はそれぞれ52.2％，

12．1％と絞掘群で筋萎縮の高度なものが多かっ

た．遠位潜時は絞掘群で平均8.19msec,非絞槐群

で平均8.05msecであったが，導出不能のものは絞

掘群60.9%(14手),非絞掘群19.0%(11手）で

あった．正中神経の狭窄率は絞掘群81.2％，非絞

拒群80.6％とほぼ同じであった．また,SW知覚

検査で緑を示すものの割合は絞掘群21.7％，非絞

樋群17.2％であり大差なかった．したがって正中

神経本幹の絞拒に，さらに反回枝の母指球筋入口

部での絞抓が加わり筋萎縮増強の一因となってい

ることが窺われた．

一S23-

1-II-15

10-yearResultsofEndoscopicCarpal

TunnelRelease,UsingtheSinglePortal
Technique

シンガポール総合病院手の外科

○Soo-HeongTAN

IntroductionEndoscopiccarpaltunnelrelease

(ECTR)isanaltemativetoopencarpaltunnelrelease

inthetreatmentofcarpalmnnelsyndrome(CTS).It

hasbeenreportedtobeeffectiveinrelievingCTSin

shorttermedstudies.However,nOlongtennresults

aboutitssafetyandcontinuedeffectivenesshasbeen

done.MaterialsandMethodsl35patientsunderwent

ECTRbytheAgeesingleportaltechniquebetween

1991tol994.Seventy-sixpatients(94hands)were

tracedandsenttheBostonquestionnairetoevaluate

theirsymptoms,filnctionalstatusandpatientsatisfac-

tion.Thiswasfbllowedupbytelephoneinterviews.

4patients(3%)haddevelopedrecurrence,werere-

operatedandwereexcluded.Results28patients(36

hands)respondedandwereinvolvedinthestudy.

Thel℃were23femalesand5males・Theaverageage

ofthepatientswere55yearsold(range37to68).

Eighteenpatients(64%)werecompletelyasympto-

maticandl5patients(54%)hadnofUnctionaldeficit.

Themeansymptomseverityscorewasl.41andthe

meanfUnctionalstamsscorewasl.32.Theoperation

wasratedasexcellentbyl3patients(46%)andgood

bytherest(54%).Twenty-sevenpatients(96%)had

nopersistingscarpainandtheremainingsingle

patienthadonlymldpain.Therewerenocomplica-

tions.Wethencomparedourresultswiththat

extractedfromtheliteratureoflongtermresultsof

opencarpaltunnelrelease.



1-Ⅲ-16

スリット付き工レバトリウム＆カーブドメ

スホルダーを用いた手根管開放術の手技と

臨床成績

CarpalTilnnelReleaseUsingKnifeGuideandAngled

KnifeHolder:TbchniqueandClinicalResults

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，

栗山新一，西谷江平

【目的】我々は，スリット付きエレバトリウムと

カーブドメスホルダー（泉工医科工業社製）を用

い，従来の使用法とは異なる独自の方法で手根管

開放術を行っている．その手術方法と臨床成績を

報告する．

【対象および方法】本法で手根管開放術を行い3ケ

月以上経過した55例64手（男10例．女45例）を

対象とした．年齢は平均62.6歳，平均追跡期間は

6.7ケ月，浜田の分類でGradel:27手,GradelI:22

手,Gradelll:15手であった．これらに対し，術

後成績，手術時間，合併症の有無を調査･検討した．

【手術方法】麻酔は局所浸潤麻酔，皮切はKaplan

の基線と中指尺側の延長戦の交点を中心に近位手

掌皮線尺側に約1.5cm,手首皮線やや近位に約

1cmの小2皮切を用いる．遠位部で手掌腱膜を開

窓し，近位部では前腕筋膜と屈筋支帯の一部を開

窓し正中神経を確認する．皮下組織と屈筋支帯と

の間を充分に剥離した後，近位よりスリット付き

エレバトリウムを手根管内に挿入する．遠位部で

先端が神経上にあることを確認後，皮下を鉤で持

ち上げ，カーブドメスホルダーに付けた尖刃刀を

エレバトリウムのスリットに沿わせ，遠位より一

気に屈筋支帯を切離する．

【結果】浜田の評価法を用いた成績は,Good:52

手,Fair:11手,Poor:1手であり,S-Wtestでは，

平均4.4ランクの改善が得られた．手術時間は平均

20.7分(12～28）であった．神経血管損傷，有痛

性羅痕は無かった．軽度のPillarpainを5手に，

一時的な鹿れの増強を1手に認めたが，いずれも

早期に消失した．

【考察】本法は，・手技上の習熟が容易，・神経を

近位，遠位の2点で確認しエレバトリウムで保護

するため安全で確実な除圧が可能，・手掌部の皮

下組織を温存できるため掌側皮枝を痛めずPillar

painが少ない，・高価なディスポ製品が不要と
いった利点を持つ低侵襲手術と考える．

1-II-17

特発性手根管症候群におけるDistalHold-

fastFibersoftheFlexorRetinaculum

(DHFFR)の形態と術後の臨床症状回復
StructureoftheDistalHoldfastFibersoftheFlexor

Retinaculum(DHFFR)andPostoperativeClinical

RecoverlyinldiopathicCarpalTilnnelSyndromeCases

lおくつ整形外科クリニック，2筑波大学付属病院

整形外科，3日本赤十字社医療センター

○浜中一輝l,奥津一郎1,吉田綾2,

本村朋英3，森本修平3

【目的】通常DistalHoldfastFibersoftheFlexor

Retinaculum(DHFFR)は，脂肪層を介して屈筋

支帯と別の層に存在する(非連続型)．しかし，一

部の症例では屈筋支帯と連続している（連続型)．

両群における術前，術後の指最大自動屈曲位にお

ける手根管内圧測定結果，術後の臨床症状と電気

生理学的回復結果を比較，検討したので報告する．

【症例および方法】1995年8月から2004年8月の

問に特発性手根管症候群のためUSEsystemによ

る内視鏡手術を行い，1年以上完全にデータを追

跡調査できた症例は435手，平均年令は60歳で

あった．臨床症状の評価は，全正中神経領域にお

ける自覚的なしびれ感の消失期間,3g痛覚計およ

UF2g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distalsen-

sorylatency(DSL)とdistalmotorlatency

(DML)の術後改善率を調べた．

【結果】非連続型は394手(90％)，連続型は41手

(10％)であった．術前平均手根管内圧は非連続型

では149mmHg,連続型では169mmHg,術後は

同様に11mmHg,10mmHgであった．術前内圧
は連続例で有意に高かったが，術後では有意差は

なかった．しびれ感の平均回復期間は71日，76日，

3g痛覚計では48日,62日,2g触覚計では53日，
51日であった．術前にDSLが異常値を示した患手

は84%,88%,DMLでは95%,98%,術後はDSL

31%,42%,DML57%,49%が正常値へと改善し
た．いずれも有意差はなかった．

【結語】術前の手根管内圧は連続型が非連続型よ

り有意に高値を示した．しかし，屈筋支帯に加え

てDHFFRを確実に切離すれば，術後の臨床症状

の回復に差はなかった．

－S24-



1-II-18

小皮切による手根管開放術の術中･術後合
併症と術後成績

ChnicalResultsofOpenCarpalTunnelReleasewith
TwinlncisionMethod

北野病院

○谷田司明，藤尾圭司

【目的】我々 は手根管症候群に対して1990年から

2皮切による直視下手根管開放術を行ってきた．

1996年以降は簡便かつ安全に手術を行える手術

器具を開発し使用してきた．今回その成績及び合

併症に関して検討したので報告する．

【対象・方法】1996年以降手根管症候群と診断さ

れた症例に対して，特殊器具を用いた2皮切法に

より行なった300例以上の手根管開放術の成績に

ついて報告してきた．今回は2001年9月以降，上

記方法にて手根管開放術を施行した75人，88手を

対象とした．内訳は女性61人(68手)，男性14人

(20手)であった．罹患側は左34例，右54例であっ

た．両側同時施行例は1例のみであった．年齢は

23歳から86歳（平均62.1歳）であった．これら

について術中の合併症，術後の合併症（創部痛，

母指球筋，小指球筋に放散する痛み,pillarpain,
また正中神経領域のしびれ等）の有無について調

べた．また，術後成績の客観的評価として日本版

DASHを用いて評価した．

【結果】明らかな術中合併症はなかった．術後1例

にしびれが増悪し，数ヶ月間経過観察していたが

改善傾向を認めなかった為に再手術となった症例

が1例あった．再手術はopenで行い，術中所見で

incompletereleaseが原因と判明した．再手術後

は症状改善を認めた．術後1ヶ月以内では10％の

症例でpillarpamが残存していた.1例を除き全

例で不快なしびれは改善したが，知覚鈍麻は6％の

症例で残存していた．さらに，アンケート調査に

よる日本版DASHの結果を報告する．

【考察】われわれが開発した2皮切による手根管開

放術は低侵襲で従来のopensurgeryと同様の成績
が得られた．合併症も少なく，有効な手術法と考
えられる．

－S25－

1-II-19

SF-36による手根管症候群手術例の評価

AssessmentofHealthStatusUsingSF-36inPatients

whoUnderwentCarpalTimnelRelease

濁協医科大学整形外科

○藤田聡志，長田伝重，亀井秀造，

藤原淳，玉井和哉

今回，手根管症候群手術例において，術前・術後

の健康状態の変化についてSF-36(versionl.2)に

よる検討を試みたので報告する．

【対象と方法】対象は2003年4月より2004年7月

までに，手根管症候群に対して小皮切での手根管

開放術を行った15例である．男性2例，女性13例，

平均年齢57.3歳であった．既往歴として透析4例，

糖尿病1例があった．母指球の萎縮は8例,Phalen

test陽性は11例に認めた．神経伝導速度検査では，

MCV42.6±13.5mlns,SCV15.8±15.8m/s,インチ

ング検査において全例手根管部での遅れを認め

た．これらの症例に対して，手術前と手術後平均

14.5週での自己報告式健康状態調査票であるSF-

36による評価を行った．

【結果】結果身体的健康の項目では，身体機能(PF)

は術前平均77.7点が術後80.0(NS),日常役割機

能（身体)(RP)は43.3点が80.0点(p<0.01),

体の痛み(BP)は44.9点が76.2点(p<0.01),

全体的健康感(GH)は47.1点が58.3点(p<0.01)
に改善した．精神的健康の項目では，活力(Ⅵ)は

54.0点が71.0点(p<0.01),社会生活機能(SF)

は71.7点が90.8点(p<0.01),日常役割機能(精

神)(RE)は48.9点が84.4点(p<0.01),心の

健康(MH)は55.7点が78.7点(p<0.01)に改
善した．

【考察】身体的機能にはPFが，精神的機能にはMH

が最も強く関連する尺度である．日本では,BPと

VTは精神的健康に大きく影響する傾向があると

言われている．従って全体としては，身体的健康

よりも精神的健康がより改善したと思われた．



1-SE2-1

Kienb6ck病の病態と治療法の選択

Kienb6ckDisease-PathogenesisandMethodof

Treatment

'国立成育医療センター整形外科，2慶應義塾大学

医学部整形外科

○高山真一郎l,仲尾保志2,池上博泰29

中村俊康2，長田夏哉2

Kienb6ck病は月状骨の無腐性壊死と考えられ,20

～30歳代の手を良く使用する男性に多く発症す

るが，女性や若年･中高齢者の発症も少なくない．

月状骨は軟骨面が多く血管の侵入部位が限定され

るため，何らかの誘因で血行が途絶されやすく，ま

た解剖学的に圧縮応力が集中しやすい．本症は

様々なリスクファクターを基盤に，手の過度の使

用や何らかの因子が合わさって発症すると推測さ

れている.Kienb6ck病の単純X線所見は，月状骨

の軽度の硬化・萎縮像から，扁平化・分節化・周

囲の関節症性変化まで様々 で,LichtmanのX線

stage分類とMRI所見によりその治療方針が決定
される.X線上異常が指摘できない段階でもMRI

では著しい変化が見られることも多い．本症の治

療の目的は瘤痛の改善と月状骨の圧潰防止・血流

の回復であるが，臨床症状と画像診断上の病期は

必ずしも相関せず，画像所見は著しいものの，痙

痛を全く訴えないsilentmenb6ckも存在する．臨

床症状やX線所見が軽度な症例では安静・装具療

法などの保存治療が行われ，進行例には観血的治

療が選択される．術式は，榛骨の短縮骨切りなど

圧力の減少を目的とするもの，血管移植や血管柄

付骨移植など血行の再開促進を目的とするもの，

分節化した月状骨を摘出し他の組織で置換あるい

は手関節・手根骨問の固定により除痛を目指す方

法に大別される．従来,stagelll,Ⅳで月状骨が

分節化している例では，主に月状骨の摘出と腱球

移植術が選択されてきたが，近年若年者に対して

は，分節化が見られても，僥骨短縮術と血管柄付

き骨移植あるいは骨釘移植を組み合わせることに

より月状骨の骨接合を目指す方法を行い，良好な

結果が得られている．

1-SE2-2

キーンベック病に対する僥骨骨切術の治療

成績

SurgicalOutcomefOrKienb6ck'sDiseasebyRadial

Osteotomy

名古屋大学手の外科

○堀井恵美子，中村

中尾悦宏，建部

蓼吾，洪淑貴，

将広

当院ではキーンベック病に対して僥骨骨切術を第

1選択として行ってきたので，その治療成績と，成

績に影響を及ぼす因子について検討したので報告

する．

【対象】キーンベツク病として登録された230例

中，119例に対して榛骨短縮または模状骨切術を

施行した．そのうち術後2年以上経過し，術前･後

の評価が可能であった86例を対象とした．男性

74,女性12例,Lichtman分類で,stageml38

例（手術時平均年齢35歳),stagelllA23例(30

歳),stagelllB25例(31歳）であった．術前後
の痙痛，可動域，握力,xp変化を測定し,Cooney

判定(C-score),中村判定(N-score)を用いて評

価した．手術時の年齢30歳未満と，30歳以上とに

分けて，それぞれのstageで治療成績を比較した．

術後経過観察期間は，各stage平均,55,67,95ケ

月であった．

【結果】瘤痛は全例改善したが，13例で労作後の

瘻痛を認めた．握力は，健側比平均術前57-68％か

ら術後83-86％と改善を認め,stageと関連は認め

なかった．掌背屈可動域の増加に関しては，30歳

未満では16-26度，30歳以上では0-9度で，30歳

未満の症例で有意に改善が見られた.C-scoreで，

fhiTPoor群は4例のみで，年齢,stageに関して有
意差は見られなかった.N-scoreではexcellent/

good群が30歳未満では75-84%,30歳以上では57-
58％と，若年者で有意に成績良好であった．

【考察】stagelllBまでの症例に対しては，僥骨短
縮･模状骨切術は，年齢，術前stageに関係なく臨

床的に有効な手術方法であった．若年者では，可

動域の改善,xp上月状骨の改善がみられた．

－S26－



1-SE2-3

高齢者発症キーンベック病の病態と治療

Kienb6ck'sdiseaseinelderlypatients;Etiologyand
Treatment

和歌山県立医科大学医学部整形外科

○谷口泰徳

キーンベック病は，一般に青壮年男性労働者に好

発する疾患であるとされており，高齢発症の本疾

患は比較的稀である．そのためキーンベック病の

治療法，臨床成績などの研究は，青壮年代の症例

を中心におこなわれている．今回は発症時年齢が

60歳以上のキーンベック病の病態と治療につい

て自験例及び文献をもとに概説する．キーンベッ

ク病の原因として，慢性微小外傷骨折,ulnar

minusvariance,ステロイドなどが指摘されてい

る．吉田ら（1988年）は骨粗霧症が高齢者のキー

ンベック病の発症に関与していると報告してい

る．高齢者では骨粗潅症のため易骨折性が背景要

因となり，微小慢性外力による月状骨の骨折，圧

壊が起こり，月状骨骨壊死が発生する可能性が示

唆される．現在，キーンベック病に対しては，様々

な治療法が行われている．その治療法の選択はX

線像に基づいた病期で決定される傾向があり，手

関節安静固定は，病期Iの症例に限られるとされて

いる．高齢者発症の報告では，キーンベック病は

装具治療に良く反応し，非外科的治療を希望する

症例が多いとされている．自験例では，保存的治

療例及び外科的治療例ともに，追跡調査時X病期

は進行していたが，臨床成績は良好であった．そ

のため高齢発症例では病期II以上に進行した症例

にも外科的治療と同様に保存的治療が適応とな

る．

－S27-

1-SE2-4

10代発症キーンベック病の臨床的特徴と

治療

RadialOsteotomiesforTeenagePatientswith

Kienb6ck'sDisease

'北海道大学大学院医学研究科整形外科，2北海道

整形外科記念病院

○岩崎倫政1,三浪明男1,石川淳--1,

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，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．

【対象】症例は11例11手（右8手，左3手)．男6

例，女5例，平均年齢は16歳（11-19歳)．X線病

期はstagell3例,IIIA2例,IIIB6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．Minusulnar

variance9例には僥骨短縮骨切り術,plusvari-

ance2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pa-
rameter計測に基づき行った．

【結果】全例がスポーツまたは手作業などの手関

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，全例で瘤痛の消失･軽快を認め，臨床scoreは

平均19点であった.X線上6例に月状骨のre‐

modeling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】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・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

remodelingを認める症例も多く存在した．
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リウマチ指人工関節の長期成績

一現状と問題点一

Long-termResultsofArtificialJointReplacement

fOrRheumatoidFinger

1-P2-2

リウマチ手指の尺側偏位に対するMP関節

形成術

MetacarpophalangealJointArthroplastyfOrUlnar

DriftinRheumatoidPatients

'慶應義塾大学医学部整形外科学教室，2川崎市立

川崎病院整形外科，3国立成育医療センター整形外

科，4いしく．ろ整形外科

○池上博泰1,堀内行雄2,高山真一郎3,

丹治敦1,石黒隆4

【目的】リウマチ手の再建では，人工指関節を用い

ることで治療の選択肢が広がるが，その適応につ

いては議論がある．今回，尺側偏位に対してMP関

節形成術を行った症例の治療方法と成績について

報告し，人工指関節の適応を検討する．

【症例および方法】対象は21例(33-83歳),70MP

関節（示19,中17,環17,小指17）である．軟部組

織の再建と（滑膜切除術，背側関節包の縫縮，僥

側側副靱帯の中手骨への再逢着,crossedintrin-

sictransfbr),骨頭破壊のあった17例,52MP関

節には人工指関節(Swanson型4,MES社製8,

AVANTA社製40)を用いたMP関節形成術を行っ

た．患者の満足度と自動運動可動域によって治療

成績を検討した．

【結果】瘻痛は術前44関節から術後4関節に，腫

脹は53関節から7関節に減少した．関節自動運動

可動域は，骨頭を温存した4例では術前伸展平均

-40度，屈曲75度から術後各々 -35度，80度であっ

た．人工指関節を用いた例では，術前伸展平均－55

度，屈曲80度から術後各々 -10度，45度で，より

伸展側へ可動範囲は移動した．患者の満足度は，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）で低かった．術前

にMP関節の骨破壊が軽度と思われた4例と脱臼

した伸筋腱が短縮していた2例では，尺側偏位を

矯正するために軟部組織の再建と人工指関節を用

いる必要があった．

【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屈曲角度より伸展角度に

よって評価された．術中に骨頭軟骨の部分損傷(中

手骨骨頭の尺掌側と基節骨の背側）が明らかとな

る例や，たとえ骨頭軟骨の損傷が軽度でも長期間

伸筋腱が尺側へ脱臼していたために中手骨長を短

縮する必要のある例では，人工指関節によって治

療の選択肢が広がった．

北海道大学大学院医学研究科整形外科学分野

○ 三 浪 明 男

関節リウマチに罹患した指関節の再建において人

工指関節置換術は非常に重要な役割を占めてい

る．歴史的には，1953年にBragnnonが金属性の

ヒンジ型指人工関節を報告してから約50年が過

ぎ，この間constrained,semiconstrainedの各種

工夫を凝らした人工指関節が開発されたがほとん

どすべて失敗に終わっている．これまでSwanson

siliconeimplantが世界的に最も用いられて来た

が,implantの破損やsilicone滑膜炎などのsilicone

implantの長期成績の問題点などの報告が散見さ

れ，これらを解決すべき努力がなされている．ま

た，最近では本邦においても独自に開発した人工

指関節を用いた置換術が精力的に行われており，

それらの中長期成績の報告もなされている．本パ

ネルでは人工指関節の開発の歴史とSwansonsil-

iconeimplantを中心とした人工指関節の長期成
績の文献的考察と著書の経験を紹介し，以下の諸

点について問題提起する．1．人工指関節の適応

(人工指関節は実際に必要なのか？絶対的適応は

あるのか？），2．Swansonimplantの長期成績

(implantの破損,silicone滑膜炎，沈み込みなど

の問題点）の文献敵考察，3．人工指関節の機種

(Swansonimplant,MES人工指関節（政田),セ

メントレス表面置換型人工指関節SLFJ(南川))

の特徴と固有な適応は存在するか，4．手術時の軟

部組織の修復，再建法（特に伸筋腱のcentraliza-

tionの方法，側副靱帯の修復,crossedintrinsic

transfrの必要性など).

４
月
馴
呂
由
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SwansonsiliconeimplantによるMP関節
再建術

ReconstructionoftheMetacarpophalangealJoint

withSwansonSiliconelmplant

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，

豊原一作，若井裕司

Swansonsiliconeimplantは，過去40年にわたり，

関節リウマチで破壊されたMP関節の再建術に最

も多く用いられてきた．（骨切除）＋（インプラン

ト)+(Encapsulation)=(機能的関節）の概念

で作られたこの一体型スペーサに関して，これま

で数多くの臨床成績が報告されている．このイン

プラントの利点は，除痛，腫脹の消失，変形の矯

正(整容効果)，手の機能改善であり，患者の満足

度も高い(ChmmgKC,2000).また,Larsengrade
III,Ⅳ程度の関節破壊度で，軟部支持組織が弛ん

だ高度変形例でも施術可能であり，再置換も比較

的容易である．しかし，欠点として術後，伸展は

改善するが屈曲が制限され,X線像では経年的に

インプラントは沈み込み，骨融解像とともに，折

損（グロメットの併用にて減少）することが指摘

されている．シリコン粒子による反応性滑膜炎は，

あまり問題視されていない．再置換をエンドポイ

ントとした生存率では，術後10年で90%(Hansraj
KK,1997),83%(TraillA,2004),術後17年で

63%(TraillA,2004)といわれている．最近では，

デザインの異なる一体型シリコンインプラント

(AVANTA,NeuFlex)も使われており，屈曲が良

くなるが，折損率が高い？との報告もある．また，

表面置換型（非拘束型）や半拘束型インプラント

も開発されているが，いまだ長期成績の報告はな

い．今後，めざましい進歩を遂げている薬物コン

トロールの状態も考慮して手術適応を決める

(GoldfarbCA,2003,IshikawaH,2002)ととも

に，骨との反応を少なくし，耐久性と安定性のアッ

プした材質，デザインのインプラントの開発が必

要である．
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MES人工指関節

MESFingerJointProsthesis

'政田整形外科・リウマチ科，2大阪労災病院整形

外科

○政田和洋'，橋本英雄2，竹内英二2

【背景】滑膜炎，易損性，非生理的な側方動揺性

などの問題にも関わらず,Swansonのスペーサー

が広く使用されてきた最大の理由は，スペーサー

が髄腔内をスライドすることである.MP関節に

は真の回転軸が存在しないため屈伸に際してステ

ムが髄腔内をスライドする構造は屈伸に伴うスト

レスを吸収するために有利な構造である．

【開発経緯】演者は，1986年にBlodgettMemorial

Hospitalで，シリコンスペーサーの臨床研究を行

い，いずれこれに代わるものが開発されるべきで

ある，との思いを強くした．帰国後，人工指関節

を開発することにしたが，新しい関節は1)安定性

のある関節部分を持つこと，2)屈伸に際してステ

ムが髄腔内をスライドすること，3)セメント固定

されることの3点を満たすこととした．

【症例】1996年，8月に第1例目を行って以来，今

日までに600関節以上が各地で使用された．今回

は大阪労災病院において手術を行い4年以上追跡

が可能であった11例29関節を対象とした．

【結果】基節骨コンポーネントの設置不良のため

に抜去したものが2関節,X線上骨透亮像が認めら

れたものが7関節あった．折損は1関節に認められ

たが入れ替えは行っていない．関節可動域は，平

均20.低下したが，美容面での改善により患者の

満足度は高かった．

【考察】第43回日手会で人工指関節のシンポジウ

ムで，各種人工関節の短期成績が討論された．今

回は4年以上の成績と問題点を発表する．
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セメントレス表面置換型人工指関節の成績

ResultsofCementlessSurfaceFingerJointlmplant

Arthroplasty

'松原メイフラワー病院整形外科，2東京手の外科・

スポーツ医学研究所，3関西医科大学整形外科

○南川義隆1,2，山口利仁2，中村誠也3

セメントレス表面置換型人工指関節(SelfLock-

ingFingerJoint,SLFJ)に関しては，第43回日

本手の外科学会シンポジウムで紹介した．平成11

年より臨床使用を始めて，これまでに135症例，

342関節(MP:259,PIP:54,栂指Th-MP:29)

に使用された．3年以上経過した50症例のうち，他

施設の10例，死亡1例，追跡調査不能5例を除い

た34例にについて調査した．

【症例】34例の内，栂指,PIP単独に行った症例

はそれぞれ，2，5例であり,PIP単独3症例以外は

すべて関節リウマチ(RA)であった．年齢は28~78

(51.6）歳，術後経過観察期間は3年～5年6ケ月

(4年5ケ月)であった．置換関節数はMP:72,PIP:

12,Th-MP:14,合計98関節であった．インプラ

ントの破損，緩み，再手術，臨床成績について調

査した．

【結果】MP関節で術直後，および早期に脱臼した

ものが2例3関節，1年以上経過後掌側脱臼を1例

1関節に認めた.MPの屈曲拘縮のためインプラン

トを2例5関節で抜去し，緩みのため再置換を1例

1関節に行った．PIP術後1週で背側脱臼した1例

はシリコンで再置換を行った．栂指MP関節では，

抜去および再置換の必要はなかった．インプラン

トの破損は5例5関節にみられ，4関節は術中に破

損していたことが確認された．レントゲン的に緩

みが認められたのは,MP:3関節,PIP:1関節で

あった．2年以上で半数以上のjointanchorが骨性

に固定されているのが確認された．関節可動域は，

症例の術前の状態に左右されることが多く一定し

ないが,MPで平均20～70度の可動域であった．

【考察】表面置換型でセメントレスのjointanchor

を用いたSLFJは，平均4年5ケ月の経過で，イン

プラントに問題を生じたのは10％以下であった．

変形の再発や，可動域の問題もあるが，シリコン

以外の人工指関節の中で，わずかでも進歩が得ら

れたと考える．

1-III-1

関節リウマチ患者における手指滑膜切除術

の検討

SynovectomyofFingerJointinRheumatoidPatients

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，手指の

滑膜炎は早期から頻繁にみられ進行すると可動域

障害や変形をきたし，患者のADL上大きな支障と

なる．当科では，手指に腫脹･瘤痛が持続しADL

障害を訴える症例において，保存的治療が無効な

場合，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21例41手指（男性2例，女

性19例，手術時平均年齢57.3歳)，術後経過期間

は6ケ月から7年（平均2年10ヶ月）である．術

前骨変化はLarsen分類で,gradel:7関節,II:

22関節,111:12関節,W:1関節であった．屈筋

腱腱鞘滑膜切除術は8例12指に，関節滑膜切除術

は15症例31指(MP関節20,PIP関節7,母指MP

関節3，母指IP関節2)におこなった.MP関節で

は背側関節包の縫縮・伸筋腱膜の縫縮を行うこと

により,PIP関節では中央索付着部よりV字状に

切離した伸展機構を縫縮することにより，母指

MP関節では短母指伸筋腱の縫縮により，変形の

矯正・防止を試みた．

【成績】屈筋腱腱鞘滑膜切除例では，全例とも滑

膜炎の再燃はなく可動域制限もみられなかった．

MP関節･PIP関節滑膜切除例では，骨変化の進行

した例で可動域の減少が軽度みられたが，滑膜炎

の再燃は認めなかった．術前伸展障害が強かった

例では，変形の矯正により術後ADLは改善し満足

度は高かった．母指では再燃傾向が強く，術後不

安定性をきたしたMP1関節・IP1関節でインプラ

ントによる形成術・固定術をおこなった．

【結論】RA薬物療法の進歩により，コントロール

が良好であっても手指に限局して症状が残存する

例は少なくない.RA手指の手術は，進行した変形

に対する再建術が行われることが多いが，骨破壊

の進行していない比較的早期の段階における軟部

形成を併用した手指滑膜切除術は，除痛・変形の

防止に有用な手術法と思われる．
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RA手関節に於ける尺骨遠位端背側亜脱臼

と伸筋腱断裂との関連

-3DCTを用いた検討一

RelationshipbetweenExtensorTbndonRuptureand

DorsalSubluxationofRheumatoidWristwiththe

Useof3DCTImage

国立病院機構大阪南医療センター整形外科

○黒田有佑，辺見俊 一

【目的】リウマチ手関節における伸筋腱断裂の主な

成因の一つは尺骨遠位端の背側亜脱臼である．こ

れまでリウマチ手関節における背側亜脱臼の評価

は単純X線像によりなされており，定量的な評価

はなされていない．今回，我々は手関節3DCT画

像によるリウマチ手関節の尺骨遠位端背側亜脱臼

の程度を定量化し，伸筋腱断裂との関連を調査し

たので報告する．

【対象と方法】対象はリウマチ手関節に対して手

関節形成術および手関節部分固定術を行った34

例35手である．術中に伸筋腱断裂を認めた15手

を断裂群とし，断裂がなかった20手を非断裂群と

した．性別は男性5例，女性29例，手術時年齢は

平均58.3歳（36～72歳）であった．術前評価と

して，前腕最大回内位，手関節中間位でスライス

厚1.25mm,ピッチ0.75mm,手関節を中心にFOV

10cmでmultisliceCTを撮影しMPR法で再構成

した．榛骨骨軸に直交する画像を作成し，僥骨遠

位背側の第4区画の接線に対する尺骨遠位背側端

の背側への突出度を尺骨背側亜脱臼度とし，断裂

群と非断裂群とで比較検討した．

【結果】尺骨背側亜脱臼度は断裂群で平均0.458,

非断裂群で平均0.349であり，両群間に統計学的

有意差を認めた．

【まとめ】リウマチ手関節により伸筋腱断裂の生

じた場合腱移植術や移行術が必要となるが，術後

の機能的な予後は一定していない．今回の調査で

尺骨背側亜脱臼度と伸筋腱断裂には有意な相関が

みられたことは，リウマチ手関節の手術時期の決

定の一助になると考えられた．

一S31－

1-III-3

リウマチ性手関節症に合併した伸筋腱皮下

断裂の治療

ReconstructionfortheSpontanousRuputresof

ExtensorTbndonswithRhumaotoidArthritisofthe

Wrist

'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l,柴田定2,佐藤智宏2,

高畑直司2

【はじめに】当科で治療したリウマチ性手関節症

に合併した伸筋腱皮下断裂症例の手術成績につい

て報告し腱移植術，腱移行術，単純な端側吻合術，

おのおのの手術成績について比較検討する．

【対象】症例は1990年から2004年5月まで術後半

年以上経過した手術例40例で，手術時年令は22歳

から73歳まで平均54歳．男性が5例，女性が35

例である．右手が27例，左手が12例である．断

裂した腱は長母指伸筋腱が10例，小指のみの断裂

が6例，環指，小指伸筋腱断裂が16例，中指，環

指，小指伸筋腱断裂が4例，環指伸筋腱のみの断

裂が1例，中指伸筋腱のみの断裂が1例，中指･環

指伸筋腱が断裂し小指が断裂していなかったもの

が2例である．手術法は長母指伸筋腱断裂に対し

ては10例中9例は示指固有伸筋腱の腱移行術を行

い，1例については示指伸筋腱の欠損のため遊離

腱移植術を行った．他の伸筋腱断裂については遊

離腱移植術を行ったものが15例，示指固有伸筋の

腱移行を行ったものが2例，隣接指との端側吻合

を行ったものが13例である．腱移行術および遊離

腱移植術を行った例については原則的に術後dy-

namicsplintを装着し早期運動療法をおこなっ

た．また隣接指との縫合術を施行した例では原則

的にいわゆる石黒法にならい術後はテーピングを

併用し早期可動域訓練を行った．また長母指伸筋

腱断裂のみの例を除いて他の伸筋腱皮下断裂例に

ついては合併する手関節リウマチについて滑膜切

除関節形成術を併せて行った．

【結果】どの方法も結果は良好で患者は満足して

いるが，隣接指との縫合例では環指，小指の伸展

不足が見られる例が存在した．



1-111-4

関節リウマチの手指伸筋腱皮下断裂の治療

Tbnsion-reducedEarlyMobilizationfbrReconstruc-

tionofExtensorTbndonRuptureintheRheumatoid

Hands

'慶應義塾大学医学部整形外科学教室，2いしぐろ

整形外科，3川崎市立川崎病院整形外科，4国立成

育医療センター整形外科

○池上博泰19石黒隆2,堀内行雄3,

高山真一郎4，丹治敦’

【目的】リウマチの手指伸筋腱断裂に対して，減張

位早期運動を用いた治療法を本学会で報告してき

た．第46回の本学会で報告した手術後5年以上経

過した例の中で問題のあった例を検討し，手術方

法および後療法を一部変更しているので報告する．

【症例および方法】手術後5年以上経過した28例(年

齢は33～88歳）を対象とした．手術では，滑膜切

除,Sauv6-Kapandji法，断裂した腱の末梢断端を

尺側指より順に隣接指と縫合し断裂していない伸

筋腱と端側縫合する伸筋腱の再建を行い，テーピ

ングによって縫合部の減張を保持し術直後から手

指自動運動を行う．MP関節の可動域，手指の変形，

患者の手術に対する満足度について検討した．

【結果】MP関節の伸展不足角は，術後1年ではほ

とんどの例が10度以内であったが，術後5年以上

経過した調査時には30度以上のものが8例あった．

主な原因は手根骨の圧壊,MP関節の掌側脱臼，尺

側偏位であった．環･小指伸筋腱断裂に対して中指

の伸筋腱に移行した15例中2例に，屈曲時に中指

伸筋腱がMP関節背側で尺側へ脱臼する例が認め

られた．尺骨骨切り部中枢断端に嬉痛を訴える例

が1例あった．日常生活動作での支障はほとんどな

く，手術に対する満足度は，25例（89％）で良以

上であった．

【考察】リウマチは進行性の疾患であるため,MP

関節の伸展不足角度は経時的に増大していた．現

在は，手関節の可動域が比較的良好な例では腱固

定効果も考慮し，伸筋腱を端側縫合する際の緊張

は，より伸展位になるようにしている．術直後より

縫合部の減張を保持し自動運動を開始することは

変わりないが，夜間はMP関節伸展位で外固定を

行っている．環小指断裂では，尺側指の伸筋腱を端

側縫合した中指伸筋腱にはMP関節で尺側に脱臼

させる力が加わることから，示指の伸筋腱も中指

の伸筋腱と側々縫合している．

1-111-5

リウマチ手指伸筋腱断裂に対する再建術の

問題点

ReconstructionfOrSubcutaneusRaptureofFinger

ExtensorsinRheumatoidArthritis

広島大学病院整形外科

○鈴木修身，石田治，砂川融，

杉 岡敏 博， 越智 光夫

【目的】リウマチ手指の伸筋腱断裂に対しては隣接

腱への端側縫合や腱移行が行われ，概ね良好な成

績が期待できるが，時に伸展力の不足やアンバラ

ンスをきたすことがある．今回その術後経過を調

査して本術式の問題点を検討した．

【対象】1996年以降の手術例のうち，経過を追跡

し得た患者11人の12手（男性5人6手，女性6人

6手）を対象とし，手術時年齢は55～84歳（平均

64歳）であった．罹患指別では，環・小指の伸筋

腱断裂が6手，小指が3手，中・環・小指が1手，

母・環・小指が1手，母指のみの腱断裂が1手で

あった．経過観察期間は7カ月～8年7カ月（平均

4年3カ月）であった．

【手術方法】環･小指および小指の腱断裂では，断

裂腱を携側の隣接腱に順次端側縫合するか，示指

伸筋腱を移行して再建した．長母指伸筋腱断裂の

2手では，示指伸筋腱を移行した．手関節部に対し

ては，全手に尺骨末端切除を行ったほか，榛骨月

状骨間固定を3手に，全関節固定を1手に併用し

た．

【結果】MP関節の変形が進行した3手では，罹患

指の伸展制限は平均43.で，残りの9手では平均

16.であった．小指の伸展を，環指と共通の力源で

再建した場合，伸展力の不足やアンバランスが生

じた例があった．示指伸筋を小指伸筋に縫合した

ものが最も成績が良く，伸展制限は平均5.であっ

た．また中・環・小指の伸筋腱断裂は1手のみで

あったが,MP関節に加えDIP関節の伸展制限が

みられた．屈曲の制限はMP関節の変形がない場

合は，ほとんどみられなかった．

【結論】2指までの腱断裂では端側縫合や腱移行で

十分な伸展力が得られるが，3指以上の場合，腱移

植による再建も考慮する必要がある．また小指の

伸展機構はその構造や走行が環指や中指とは異

なっているため，別の力源を使うことが望ましい．
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1-III-6

関節リウマチ手関節形成術における伸筋腱

リアライメントと尺側安定化の有用性

Re-alighnmentandUlnarStabilizationintheArthro-

plasticRestrationofRheumatoidWrists

'山形大学大学院医学部生命環境医科学，2済生会

山形済生会病院整形外科

○高木理彰1,清重佳郎2

【目的】関節リウマチ(RA)手関節の破壊の進行に

は，遷延する滑膜炎による骨軟骨破壊に加えて，支

持組織の弛緩に由来する関節動揺性が大きく関与

する．我々は滑膜切除時に，手関節の安定化をめ

ざして，1992年から症例を重ね，1998年から一

貫して伸筋腱のre-alignment･尺側安定化術を併

用している．今回その臨床成績と術式の意義につ

いて報告する．

【方法】対象は遠位榛尺関節の不安定性を有する

Larsengrade分類III～IVの術後3年以上経過

したRA手関節24例,28関節．平均術後観察期

間は53.3カ月(36-168カ月)．術式は背側侵入によ

る滑膜切除に加え，尺骨遠位僥尺関節面の可及的

部分切除，尺側手根伸筋半裁腱による尺骨遠位部

の安定化と第6コンパートメントの再建を行っ

た．さらに第4コンパートメントの開放は，前腕

回内時に指伸筋が']1nardeviatorとして作用する

ため，伸筋支帯による第4コンパートメントの再

建・僥側化も併用した．臨床成績は瘻痛，関節可

動域，関節動揺性,X線学的評価，術後ADLで評

価した．

【結果】術前と比べ，関節可動域の減少がみられ

た症例もあったが，除痛,AⅢ』の改善が得られ，関

節適合性の改善，再獲得が得られた．手関節軸も

保たれていた．

【考察】術後経過で関節可動域の減少傾向がみら

れたが,ADL上許容範囲であり，尺側手根伸筋半

裁腱を用いた手関節尺側部の安定化は手の回外変

形や手根骨の掌側への偏位に伴う手関節の破壊の

抑制に有効と思われた．さらに伸筋支帯による第

4コンパートメントの再建・僥側化も手関節の安

定化に寄与しているものと思われた．本術式は，比

較的進行したRA手関節障害においても関節安定

性の再獲得に有効である．
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1-III-7

リウマチ手関節滑膜切除術が上肢機能に与

える影響

EffectsofWristSynovectomyonRheumatoidUpper

LimbFunction

'広島県身障者リハビリテーションセンター整形外

科，2大阪厚生年金病院，3北海道大学医学部整形

外科

○水関隆也l,児玉祥1,正富隆2,

三浪明男3

【目的】関節リウマチ(以下,RA)に対する手関節

滑膜切除術（以下,sy術）の臨床効果はよく認知

されているが，その効果がどの程度，どのくらい

の期間上肢機能に及ぶかは定かでない．今回，わ

れわれはsy術が上肢機能に及ぼした影響につい

て後ろ向き調査を行った．

【対象および方法】北海道大学，大阪厚生年金病

院，広島県身障者リハセンターにて平成1995年～

1999年に行われたsy術症例のうち，追跡可能で

あった55症例56手関節を対象とした．併用手術

として，尺骨末端切除術;27関節,He皿-resection

arthroplasty;9関節,Sauve-Kapandji法;3関節，

部分手関節固定術；7関節，手関節固定術；4関節

が行われていた．これらの対象例に対し，手関節

の機能変化を日手会の手関節障害機能評価基準に

て，上肢の機能変化をDASHDisabilityScoreに

て経年的に評価した．

【結果】（部分）固定術併用例を除く手関節の可動

域は背屈/掌屈は術前，術後1年，術後5年時の順

に32.7/33.2.,32‘8/34.6.,27.1/21.3.であり，経

年的に減少傾向がみられた．日手会評価基準では

術前47.9点であったものが，術後1年では53.9点，

術後5年では62．6点であった．痛みについては，

11.3点，19.3点，21.8点であり，除痛効果はよく

保たれていた．一方,DASHDisabilityScoreは

各々 ，56.1点，56.2点，51.1点であった．

【考察およびまとめ】手関節の評価基準に則ると，

手関節自体の機能は滑膜切除術後5年でもよく維

持されておりその効果が確認できた．主因として

除痛効果が考えられた．一方，上肢全体の機能を

反映するとされているDASHDisabilityScoreで

は術前後にあまり変化がなく，滑膜切除術が上肢

全体の機能改善にはあまり寄与していない結果と

なった．



1-III-8

RAに対するSauve-Kapandji法とDarrach
法後の尺骨断端の変化

ProblemsoftheStumpoftheUlnaafterSauv6-

KapandjiorDarrachProcedureforRheumatoid

Wrist

'北里大学医学部整形外科学，2北里大学東病院整

形外科

○藤田護19小林明正2,只野功2,

二見俊郎2

【目的】関節リウマチ(以下,RA)による手関節障

害に対してSauv6-Kapandji法（以下,S-K法）と

Darrach法（以下,D法）施行後に尺骨断端の不

安定性の報告あり，われわれは尺側手根伸筋腱(以

下,ECU)を加えた制動術を行っている。今回，こ

の術式の尺骨断端の制動性および断端の変化につ

いて，検討したので報告する．

【方法】RAの手関節障害に対して,S-K法もしく

はD法を行った14例19手関節であり，全例女性

であった．経過観察期間は平均2年4ケ月であっ

た.S-K法:7例9手関節.LarsengradeはII:1

例,III:6例,W:2例である．D法:7例10手関

節.Larsengx･adeはII:2例,III:2例,W:5例，

V:1例である．X線学的計測では，手関節面から尺

骨近位断端までの距離(ulnardistance以下，

UD),尺骨近位断端部での僥骨と尺骨間の距離

(radioulnardistance以下,RUD)を術直後と最

終経過観察時で比較した．

【成績】S-K法においては,UDは術前35.3mm,

術後37.6mmであり,RUDは術前12.7mm,術

後10.7mmであった．D法では,UDは術前19.3

mm，術後18.4mmであり,RUDは術前8.5mm,

術後7.4mmであった．術前と術後では優位差を

認めなかった．形態的変化としては，骨切り部断

端に萎縮，不整像，先細りや骨のう胞様変化を認

めた．

【結論】ECUによる制動を加えたS-K法とD法で

は，尺骨断端の安定性は保たれていたと考えられ

た．

1-III-9

リウマチ手関節に対するAO/ASIFwri､

fusionplateを用いた全手関節固定術
TotalWristArthrodesisUsingAO/ASIFWrist

FusionPlatefOrRheumatoidWrists.

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，

福田誠，高岡邦夫

【目的】骨関節破壊の程度が強い，いわゆるdis-

integrationtypeのリウマチ手関節においては，

瘤痛を伴いながら変形と不安定性が進行するため

に，徐々に手の機能は低下する.そのような症例

に対して，良肢位での安定性と無痛性の再獲得を

目的として,AO仏SIFwristfilsionplateを用い

て全手関節固定術を施行しているので，治療成績

について報告する．

【方法】症例は関節リウマチ患者11例(女性10例，

男性1例)，13手関節，平均年齢は55歳(30－68

歳）である．背側進入にて手関節に到達し，手根

中手関節から僥骨手根関節までの関節軟骨を切除

し，欠損部に骨移植を行い良肢位に整復した後，

AOﾒASIFwristfilsionplateで固定した．全例に

尺骨遠位端切除術と，尺骨遠位断端に対する尺側

手根伸筋腱榛側半裁腱による制動術を追加，6手

関節では，主に腱移植術による伸筋腱再建術も同

時に施行した．術後平均外固定期間は10日間で

あった．以上に対して，臨床成績,X線学的評価を

行った．

【成績】臨床的には，全例で無痛性と安定性を獲

得し，手の機能は大幅に向上した.X線学的には，

全例遷延することなく骨癒合し，手関節の平均固

定肢位は背屈8度，尺屈7度であった．Carpal

HeightRatio,CaxpalmnarDistanceRatio,Volar

CarpalSubluxationRatioは，術前→術後でそ

れぞれ平均0．30→0.36,0.16→0.083,0.26→

0.20と改善した．背側プレートで危慎される感染，

伸筋腱損傷（移植腱も含む）などの合併症は1例

も認めなかった．

【結論】リウマチ手関節に対するAO/ASIFwrist

filsionplateを用いた全手関節固定術は，背側プ

レートに付随する合併症もなく，良肢位での安定

性と無痛性が確実に得られる安定した術式であっ

た．
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1-III-10

RA手関節部分固定術の検討

PartialArthrodesisfbrtheRheumatoidWrist

(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（以下RA)手関節において，

不安定性を有する症例に対しては遠位僥尺関節の

処置とともに僥骨手根関節の安定化手術が必要で

ある．このため，可動域を温存できる手関節部分

固定術が選択される症例もある．今回当科にて施

行したRA手関節部分固定術の術後成績について

調査したので報告する．

【方法】当科にて手関節部分固定術を施行したRA

患者19例23関節について検討した．男性4例，女

性15例，手術時年齢30～73歳（平均56歳)，術

後経過観察期間1年～3年1カ月（平均2年4カ月）

であった．19関節で指関節滑膜切除や伸筋腱再建

などの手術を同時に施行していた．手術適応は，榛

骨手根関節の破壊が存在し不安定性を有する症例

で，手根中央関節が残存している症例とした．こ

の際，手根中央関節裂隙が必ずしも温存されてい

なくても，術後，同部位での可動性の獲得が期待

できる症例も適応とした．これらの症例に対し，痙

痛の有無･握力・関節可動域･X線評価について検

討した．

【成績】全例で痙痛の軽快が認められた．握力は，

術後は術前の135％に増加していた．関節可動域

では，掌背屈全体で68％に減少，回内外全体で約

115％に増加した.X線評価では，手根骨尺側移動・

掌側亜脱臼とも改善が認められた．全固定となっ

た症例が1例，線維性癒合が1例であったが臨床的

に問題はなかった．

【結論】当科におけるRA手関節部分固定術の術後

成績について検討した．術後，除痛効果及び手関

節の安定化が得られ，可動域も比較的温存可能で

あった．従って,RA手関節部分固定術は，尺骨遠

位端切除術やSauv6-Kapandji法のみでは安定性

が得られないRA手関節に対して有用な手術であ

ると考えられた．

－S35-



1-LS3

関節リウマチの新しい治療

日本大学整形外科

龍順之助

関節リウマチ(RA)の治療は主として薬物療法が主体であるが，時に外科的治療を必要

とする．近年,RAの薬物療法が大きく変化しようとしている.RAの骨変化が2年以内の

早期に発生するという事実より，早期診断，早期治療が重要となっている．診断早期より有

効な，強力な抗リウマチ薬を用い少しでも関節破壊の発生を食い止めようとする治療に変

化している．強力な抗リウマチ薬として最も重要な薬剤はメトトレキサート(MTX)であ

り，日本でも近年はMTXを比較的早期に使用する傾向にある.MTXは以前に考えられて

いた程副作用は重篤でなく，また抗リウマチ薬の中でも最も耐用性がよく，効果の高さと副

作用の低さを示している．しかし，日本では8mg/weekまでしか保険適応が認められていな

い．近年，日本においても抗TNF-α製剤を中心とする生物学的製剤が保険採用され，現在

はインフリキシマブ（レミケード）一種類であるが，近々，エタネルセプト（エンブレル）

も保険適応とるものと思われる．これらの薬剤はRAに対し有効性が高く,RAの治療の目

標である骨破壊の進行を抑制する点で注目されている．しかし，薬剤が高価である点，また，

肺炎，問質性肺炎，結核などの副作用の点で問題がある.RAの外科療法は将来，余り必要

でなくなる時代がくる可能性はある．しかし，すでに破壊された関節の再建は必要であり，

また生物学的製剤のノンレスポンダーは約30％存在するという点よりまだまだ関節形成術

は必要である.RAに対する人工関節置換術は，耐用性が明らかに向上し，特に人工股関節，

膝関節は20年以上の耐久性が報告されている．手指関節，肘，肩関節また足関節などの人

工関節も開発され，その術後成績も改善されつつある．近年のそれらの人工関節についても

言及する．

４
月
四
日
第
３
会
場
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陳旧性骨性マレツトに対する観血的治療

TbnsionBandWiringofMalletFracture

'土谷総合病院整形外科，2広島手の外科・微小外

科研究所

○蜂須賀裕己1,木森研治l'29中川豪1,

津下健哉2

【目的】陳旧性骨折マレットに対する観血的治療

法は,K鋼線やScrewによる内固定，石黒法，各

種のtensionbandWiring(TBW)法などが報告

されているが，未だに治療法の選択に関して共通

認識は得られていない．当科では，伸筋腱終末部

にかけた軟鋼線を末節骨背側から掌側に引き出し

すと同時に骨片を整復，圧迫固定するTBW法を施

行しており，その手術法と術後成績について報告

する．

【方法】対象は当科において手術を施行し術後3カ

月以上経過した15例15指，男性8例，女性7例

(平均手術時年齢は24.5歳)で，罹患指は環指6指，

中指5指，小指3指，示指1指であった．受傷から

手術までの期間は57.9日であり，評価は自覚症状，

関節可動域，合併症,X線所見について行った．手

術はまず指背側から骨折部を展開，新鮮化したの

ちDIP関節を徒手整復し,K鋼線で伸展位に仮固

定する．次に骨欠損が生じている場合には骨移植

を行ったうえで骨片を伸筋腱終末部にかけた軟鋼

線で押さえ込むように整復固定し，鋼線は背側か

ら末節骨掌側に引き出し骨皮質上で締結する．仮

固定のK鋼線は平均5週で抜去し関節可動域訓練

を開始する．

【結果とまとめ】骨癒合は遷延することなく全例

で得られ関節の適合性は改善した.DIP関節の調

査時平均可動域は59.3。（伸展-5.,屈曲64.3｡）で

あり，皮膚壊死，感染などの合併症は認めなかっ

た．2例で患指の使用時に時に局所痛があり，1例

で関節症変化が認められたが手の機能障害を訴え

た症例はなかった．本法は陳旧性骨性マレットの

治療法として有用であるが，中高年者，受傷後長

期経過例，関節弛緩例などでは成績が劣る傾向が

認められた．
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指節骨頚部回旋転位骨折(rotational

supracondylarfracture)の治療経験
TreatmentandResultsofRotationalSupracodylar

FractureoftheProximalandMiddlePhalax.

'順天堂大学医学部整形外科，2東京労災病院整形

外科，3杏雲堂病院整形外科

○有冨健太郎1,楠瀬浩--2,岩瀬嘉志1,

富田善雅3，加藤大典’

【目的】指節骨頚部回旋転骨折は比較的稀な骨折

であるが，高度の転位のため指屈曲障害を残しや

すい．今回，演者らが経験した13例について検討

を行った（尚13例中9例は既報告である)．

【方法】症例は男性12例，女性1例，年齢は2-27

歳（平均13.1歳)．部位別では，右側7例，左側6

例で，母指1例，示指3例，中指2例，環指2例，

小指5例，基節骨2例，中節骨11例．受傷原因は

スポーツでの外傷が5例，物にはさんでの受傷が

4名.X線側面像の背側回旋転位角は10-160｡(平

均68｡)，完全騎乗転位は8例，不完全騎乗転位は

2例だった．治療は，原則として徒手整復を試み，

7症例は保存的治療(PIP関節屈曲位でアルフェン

スシーネ，あるいはテーピング固定)を行った．陳

旧例，保存療法中の再転位例，整復困難例などの

6症例は手術を行った．受傷から治療開始までの

期間は，保存療法で0-6日（平均1.2日)，手術療

法で0-44日（平均20日）だった．

【結果】保存療法では可動域制限は0-45｡(平均20｡）

で，手術療法では0-90。（平均41｡）と手術例の方

が劣っていた．保存療法では，可動域制限が残っ

た症例があるがADL上支障なく，成績評価(指骨

遠位端骨折に対する伊藤の判定基準）はexcellent

2例,good5例であった．手術例ではexcellentl

例,good2例,poor3例であった．

【考察】本骨折は手術的治療が必要とされるが，

受傷後早期であれば徒手的に整復可能な例も少な

くない．保存療法例では，わずかに可動域制限が

残った症例があるものの,ADL上支障がなく，良

好な結果を得た．一方，手術例は陳旧例が多く，成

績不良が半数に認められた．

【結論】本骨折は特に，受傷後早期に整復を行な

うことが必要である．
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手指骨骨折に対するIowprofileplatesys-
temの問題点

InternalFixationofMetacarpalandPhalangeal

FractureswithLowProfilePlateSystem

山口県立中央病院整形外科

○小笠博義，酒井和裕

【目的】従来手指の骨折は保存療法を原則として，

手術療法の場合も安価で使用しやすいキルシュ

ナー鋼線が主体に用いられてきた．近年になって

強固な固定・早期運動療法の治療概念から指骨用

のマイクロスクリュー・プレートシステムが開発

され内固定法の適応が拡大されてきたが，本シス

テムの問題点について検討する．

【対象】過去5年間で当科でマイクロスクリュー・

プレートシステムを用いて内固定を行った手指骨

骨折42例52指を対象とした．男33例，女9例，

年齢は15歳から76歳であった．受傷原因は交通

事故12例，スポーツ10例，転落・転倒10例で，

部位は中手骨30指，基節骨16指，中節骨2指，末

節骨2指であった．術後は外固定を行わず，翌日

から自動運動を許可した．抜釘は希望者全例に

行った．

【結果】骨癒合は基節部不全切断の1例が遷延した

が，全例に得られた．関節可動域はTAM平均240

度と良好な結果が得られた．抜釘時1年以上経過

の3例でスクリューの破損を認めた．

【考察】キルシュナー鋼線は必ずしも固定性が強

固とは言えず，軟部組織刺激の問題もあり，術後

早期の運動療法が困難なことも多かった．本シス

テムは良好な固定性が得られ，スクリューがplate

holeに埋入し，プレートもlowprofileで腱滑走を

阻害することなく早期の機能回復訓練が可能であ

る．欠点は高価であることに加えて抜釘の問題が

あげられる．スクリューヘッドが薄く，抜釘時に

十分な注意が必要であり，特に若年者では抜釘時

期が遅れるとスクリュー破損の危険が高い．

【結語】患者背景が多様化するなかで，早期社会

復帰・スポーツ復帰をするための治療選択肢とな

ることから，手・指の骨折に対して有効な治療材

料である．抜釘の時期，破損に関しては十分なイ

ンフォームドコンセントが必要である．

1-III-14

Lowprofileplateandscrewsystemを用
いた手指の骨折の治療成績

TreatmentofMetacarpalandPhalangealFractures

WiththeLowProfilePlateandScrewSystem

'滋賀医科大学整形外科，2多根総合病院整形外科

○児玉成人l,今井晋二1,松末吉隆1,

本城昌2

【目的】今回我々は，関節内骨折や開放骨折を含

めた手指の骨折に対し,mini-microplateand

screwsystemを使用し，その結果を検討した．

【対象】1999年1月から2004年7月までに手術を

施行した手指の骨折37例45指を対象とした．男

性32例，女性5例．手術時年令は15から72歳(平

均33歳)，骨折部位は中手骨25指，基節骨14指，

中節骨6指であった．閉鎖骨折例は関節外骨折が

15指，関節内骨折は14指であった．開放骨折は10

例（16指）で，うち5例（11指）は重度の軟部組

織損傷を伴う複数指骨折例であった．外固定は行

わず，翌日より可能な範囲で自動運動を開始した．

ただし，神経，血管損傷を伴い修復を要した例に

は2～3週の外固定を施行した．これらの症例に対

し，関節可動域はBosschaらやFordらに準じ，

TAMで評価した．また関節内骨折と関節外骨折，

中手骨骨折と指節骨骨折の2群問での成績も比較

検討した．

【結果】全例骨癒合が得られ，感染は認めなかった．

プレートの折損も認めなかった．閉鎖骨折例では

関節外骨折全例でexcellent,関節内骨折例では，

excellent5指,good9指であった．一方，軟部組

織損傷を伴う開放骨折例は1指のみの場合，ex‐

cellentl指,good3指,poorl指，複数指骨折例

は全例（5例)poorであった．また2群間の比較
では関節外骨折，中手骨骨折群が有意に優れてい

た．

【考察】軟部組織損傷を伴う複数指骨折例を除け

ば，概ね良好な結果が得られた．治療に難渋する

ことの多い，手指関節内骨折や開放骨折であって

も，積極的に内固定し，早期の運動療法により手

指機能回復が期待できる．ただし，複数指骨折例

については今後の検討課題である．
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手指骨骨折に対するlowprofileplateの治
療成績

TreatmentofMetacarpalandPhalangealFractures
withLowProfilePlate

'千葉大学医学部整形外科，2千葉市立青葉病院整

形外科，3社会保険城東病院整形外科

○山田俊之19國吉一樹l,松戸隆司l,

六角智之2，斉藤忍3

【目的】手指骨骨折に対する内固定方法として近

年lowprofileplateの適応が拡大している．中手

骨，指節骨に対するプレート固定例の成績につい

て検討した．

【方法】1999年4月より2004年7月までプレート

固定を施行した24例24指27骨折で，うち陳旧例

は5例5指6骨折（変形治癒3例，偽関節2例）で

あった．男17例，女7例，右13例，左11例，平

均年令41歳（15～68歳）罹患指は母指4指，示

指7指，中指1指，環指6指，小指6指，骨折部位

は中手骨8，基節骨12,中節骨7指で，うち開放

骨折は5指であった．プレートには3種類のlow

profIleplateを使用した．陳旧例は矯正骨切り3

例，骨移植2例であった．平均外固定期間は4.5日

(0～21日)，術後経過観察期間は平均9カ月（1.6

～35カ月）であった．治療成績はFordらや

Bosschaらの評価方法に準じ，手術時年齢，骨折

型，骨片の数，プレートの設置位置などについて

検討した．

【成績】新鮮例の治療成績はexcellent9,good5,
poor5例で，全例骨癒合が得られ，感染例はなかっ

た．合併症はmal-unionl例，抜去時Screw折損

1例であった．年令と成績に相関を認め，骨片3つ

以上は有意に成績不良であった．関節内・外の骨

折，プレートの設置位置では有意差を認めなかっ

た．poorの5例はいずれも粉砕骨折で，うち2例

は開放骨折，同指2指骨の骨折を合併していた．陳

旧例の治療成績はexcellent2,goodl,poor2例
であった．

【結論】lowprofileplateは強固な内固定と早期

可動域訓練が可能である．成績不良因子として高

齢，粉砕骨折，軟部損傷があげられ，プレートの

設置位置は成績に影響しなかった．
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手指の関節内穎部骨折に対するプレート固

定の使用経験

Low-profilePlateFixationfortheTreatmentof

IntraarticularCondylarFracturesoftheFinger

医真会八尾総合病院整形外科

○面川庄平，松村憲晃，金子康司，

野 々下 博， 土肥 義浩

【目的】手指の関節内骨折の治療は，関節面の解

剖学的整復と早期運動による機能回復が重要であ

る．今回，手指の基節骨，中節骨に生じた不安定

型頚部骨折9例に対し，ミニプレートによる内固

定をおこなったのでその成績を報告する．

【方法】症例は9例9指で,手指の指節間関節に生

じた不安定型の関節内骨折である．受傷部位の内

訳は，母指の基節骨穎部(IP関節)2例,2-5指

基節骨頼部(PIP関節)5例（示指3例，環指1例，

小指1例)，示指および小指の中節骨穎部(DIP関

節)それぞれ1例であった．骨折型はLondonの分

類で1型2例,2b型3例,3型4例であった．症例

は男性7例，女性2例，年齢は14歳から63歳，平

均35歳であった．受傷原因は労災事故6例（うち

プレス外傷4例)，スポーツ外傷2例，遊具からの

転落1例であった．合併損傷は開放性骨折6例，神

経血管損傷2例，隣接関節脱臼，伸筋腱損傷を1例

であった．プレートの固定部位は側方固定8例，背

側固定1例であった．後療法は3日間のバルキー固

定後，術後7日めから隣接指と同時運動を開始し

た．

【結果】経過観察期間は平均30ヶ月である．偽関

節，変形治癒を認めず，全例に骨癒合がえられた．

癒合までの期間は平均3.6ケ月で，3ケ月以上の癒

合遅延を4例に認めた．合併症として1例に術後骨

頭壊死を生じた．追加手術は5例に抜釘術をおこ

ない，うち3例は同時に授動術を施行した．握力，

ピンチカは健側と比較して84%，74%であった．術

後の%TAMは平均75%で,Duncanの関節可動域

評価で，優3例，良4例，可1例，不可1例であっ

た．

【結論】手指の関節内穎部骨折に対するプレート

固定法は術後早期運動が可能であり，手指の関節

内不安定型骨折の治療における有用な選択肢にな

りうる．
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指骨骨折後の救済手術

SalvageOperationfOrPhalamgealFrctures

名古屋披済会病院整形外科

○佐久間雅之，渡邉健太郎，矢島弘毅，

三ツロ秀幸，木野義武

【目的】指骨骨折が放置されたり，不適切な保存

療法のためにすでに整復不能となっている場合に

は治療に難渋する．このような症例に対して行

なった救済手術について報告する．

【対象および方法】変形治癒または転位骨片がす

でに徒手的には整復できなかった12例（基節骨9

例，中節骨3例)を対象にし，受傷からの期間，治

療法，骨折部遠位の関節可動域を検討した．

【結果】可動域制限，変形等主訴に応じた治療法

を選択した．1:骨接合群(転位骨片を剥離し，整

復固定する）4例（基節骨3,中節骨1）受傷から手

術までの平均期間は30日．骨折部遠位の最終関節

可動域は，基節骨例133度，中節骨例40度であっ

た．2：骨切り群（骨切りにより骨軸を矯正する）

4例（基節骨3,中節骨1）手術までの平均期間114

日．腱剥離術を3例に追加した．骨折部遠位関節

可動域は基節骨例169度，中節骨例37度であった．

3:骨鰊切除群(可動域制限等の原因となる骨鰊切

除する）4例（基節骨3,中節骨1）手術までの平均

期間108日．骨折部遠位関節可動域は，基節骨例

140度，中節骨60度であり，術前に比べTAMで

基節骨例，中節骨例でそれぞれ93度，12度増加し

た．

【考察】指節骨骨折は，受傷1か月程度までなら慎

重に剥離すれば再骨接合が可能であるが，骨欠損

を生じ骨移植が必要となることがある．1か月以

上経過例の治療は愁訴に応じて決定すべきであ

る．矯正骨きり術は骨折部での骨切りに固執せず，

関節面の傾きを矯正することに心がければよい．

骨鰊により可動域回復等，症状の改善が望めると

きには，骨鰊切除で十分であり骨切りの必要性は

ない．

【結語】陳旧性指節骨骨折では，症状に合わせた

適切な手術法を選択し，必要に応じ腱剥離術を追

加すれば，良好な関節可動域の回復が可能である．

1-P3-1

手関節鏡の手技と問題点

WristArthroscopy:TbchniquesandProblems

済生会下関総合病院整形外科

○安部幸雄

手関節鏡は1980年代より本格導入され様々な病態

解明と革新的治療に寄与してきた．これまで三角

線維軟骨(TFCC)断裂の掻爬，縫合，僥骨遠位端

関節内骨折に対する鏡視下整復，手関節リウマチ

に対する滑膜切除のほか，舟状骨骨折，ガングリオ

ン摘出，骨間靱帯損傷，遠位僥尺関節損傷などに応

用されており，さらに欧米では近位手根列切除，榛

骨茎状突起切除，部分手関節固定なども鏡視下手

術として施行されている.Tractiontowerによる

垂直牽引あるいは水平牽引により関節腔を拡大

し，径2.3mm程度のスコープを用い，僥骨一手根

関節へは伸筋腱3－4コンパートメント間あるいは

5－6間からの挿入が一般的であり，さらに掌側ア

プローチを用いれば背側の関節腔や三角靱帯，骨

間靱帯の掌側部の鏡視が可能となる．手根中央関

節，遠位榛尺関節も背側からの鏡視が可能である．

掻爬にはシェーバーやレーザー，高周波メスなど

の手術器具を使用する．低侵襲，早期社会復帰の観

点は言うに及ばず，画像上異常を指摘できない慢

性の手関節痛に対して，確定診断，治療力可能な唯

一の手法であり，今後ますます手関節鏡視下手術

に対する要求は高まるものと思われる．ただし問

題は他の関節同様，無症候性異常所見の存在であ

る．wCCは外傷性，変性断裂の鑑別がある程度可

能であるものの，靱帯断裂において鑑別は困難な

ことが多く，また多くの屍体研究や関節造影によ

る研究にみる如く同様の異常所見が両側にみられ

ることが多い．手関節鏡が健側手関節の鏡視が不

可能である以上，異常所見の症状への関与はあく

まで理学所見に頼らざるをえない．つまり手関節

鏡は非常に有用な手技であるものの臨床症状，理

学所見に根ざしたものでなければならない．

－S40-
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僥骨遠位端骨折の鏡視下手術

ArthroscopicalTreatmentfbrDistalRadiusFracmres

興生総合病院整形外科

○河野正明，竹葉

丸石晃，森実

淳，山下貢二，

圭

【はじめに】僥骨遠位端骨折は頻度の高い骨折で

あるが，単純な関節外骨折から関節面が粉砕され

た例,TFCCや骨間靱帯損傷の合併例まで様々で

あり，治療を施すための正確な術前診断も必ずし

も容易でない．そこで今回本骨折の治療に手関節

鏡を用いることの有用性につき検討し報告する．

【対象及び方法】1995年4月から2003年10月ま

でに当科にて観血的治療を行った僥骨遠位端骨折

のうち初回手術時に手関節鏡を行った154例169

手関節を対象とし手関節鏡の有用性につき検討し

た．1)合併損傷の評価･治療に利用する．(1.TFCC

損傷の評価および修復2.月状舟状骨間靱帯(SLL)

および月状三角骨間靱帯(LTL)の断裂およびそ

れに伴う関節不安定性の評価と対応3.主に尺側の

変性性変化の評価）2）関節面骨折のgapおよび
stepoffを鏡視下に整復固定する．3)術後生じた

手関節拘縮に対し，主にradiocarpalseptumを切
除することで鏡視下に授動術を行う．

【結果】1)1.TFCCの修復が必要と判断した症例

は48例．うち鏡視下縫合術が17例，尺骨茎状突

起の骨接合が31例.2=SLL損傷合併と判断し経皮

ピニングを施したのは3例.LTL損傷合併は9例．

3.UCASの所見を認めたのは78例．そのうち術後

症状を残し手術治療を施したのは7例．2)鏡視下

整復固定はIntra-fbcalpinmngと併せて行ってお

り，32例に行い成績は良好であったが限界がある

ように思われた．3）術後再鏡視を103例に行い，

うち31例にradiocarpalseptumを認め，これを
切除し可動域が有意に改善した．

【考察】僥骨遠位端骨折の治療に手関節鏡を併用

することは関節面や靭帯,TFCC等の評価を行え，

正確な治療につながると考えた．

－S41－
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手関節ガングリオンと舟状骨骨折に対する

手関節鏡視下手術の応用

ArthroscopicSurgeryforWristGanglionand

ScaphoidFracture

弘前大学医学部整形外科

○ 西川真史，藤哲，小川太郎，

和田雅之，神裕道

【目的】手関節ガングリオンと舟状骨骨折の診断

と治療に手関節鏡を応用してきたので，その実際

について紹介する．

【方法】手関節ガングリオンは65例65関節，背側

50例，掌側12例，その他3例で，いずれも保存治

療難治例である．手関節鏡視下に関節と連絡する

ガングリオン基部を同定し，同部位を切除して治

療を行った．舟状骨骨折は40例で主に手根中央関

節関節および手関節からの鏡視が必要となる．鏡

視での骨折所見から治療方針を決定している．骨

折線が明らかで不安定性があり，骨折辺縁が

シャープで骨折間に嬢痕様組織が入り込んでいな

いものは小皮切による骨接合術の適法となる．

エックス線イメージを併用して，骨折を良好な位

置に仮固定しておき，スクリューまたはピンニン

グ固定を行う．16例16関節に鏡視下手術を行っ

た．

【成績】背側ガングリオンの鏡視下治療では術後

6ケ月以上の経過で判定し，背側で47／50(94%)，

掌側ガングリオンで9／12例(75％)で完治した．

舟状骨骨折は鏡視診断後に小侵襲スクリュー固定

術を行った症例は14例，ピンニング2例で全例に

骨癒合が得られた．

【結論】手関節鏡でのガングリオン治療にはその

基部を同定することが重要で，皮膚上からガング

リオンを圧迫することで基部の位置が確認しやす

くなる．鏡視下切除はガングリオン内容液が関節

内漏出するまで行うことが重要で，ガングリオン

内までシェーバーを進めて内壁を可及的に切除し

腱が露出することもある．掌側の場合は僥骨動脈

を損傷しないように慎重な操作が必要である．舟

状骨骨折の鏡視下診断治療に最も威力を発揮して

いるのは陳旧性の骨折で,X線撮影やMRIで骨折

部位の状態の判断が困難でも鏡視下に骨折面が陳

旧化していない場合はスクリュー固定を行うこと

で治療可能であった．
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手関節尺側部障害に対する鏡視下手術

ArthroscopicSurgeryfOrUInarWristDisorders

愛媛労災病院整形外科

○木戸健司

本邦で手関節に対する関節鏡検査，鏡視下手術が

導入されて約15年が経過した．その間手関節の機

能解剖の研究も進み，様々な手術が報告されてき

ている．また近年EBMの観点から各治療法の成績

を見直す動きもみられる．今回現在までに行って

きた手関節尺側部障害に対する鏡視下手術の成績

に検討を加え，その限界，将来の可能性について

報告する．

【対象】1988年以降演者が行った手関節尺側部障

害に対する鏡視下手術を対象とした．内訳は

TFCC部分切除術62例,TFCC縫合術12例,Wafer

手術10例である．

【結果および考察】1.TFCC部分切除術：外傷性

断裂に対しては概ね良好な結果が得られた．変性

断裂に対しては他の関節内構造物に変性所見の少

ない早期の断裂例では一定の効果が得られるが，

進行例では成績は不良であった．両者とも放置例

の自然経過との比較はできていない．2.TFCC縫

合術:Zachee法(8例）では25%の症例に追加手

術が必要であった.fbveaへのpullout法(5例）

は手技的に困難で，遠位僥尺関節の不安定性が残

存したため，伸筋支帯による補強を要した．術前

後の不安定性と痙痛の間には一定の相関は見いだ

せなかった.3.Wafbr法:80%の症例で成績不良

であった．現時点では手関節尺側部障害に対する

鏡視下手術の適応，限界は明らかにされていない．

これは尺側部痛の代表的疾患であるTFCC損傷に

おける瘻痛発生機序が十分に解明されておらず，

手術成績から，その機序を推察せざるを得ないた

めである．今後機能解剖的研究と合わせ瘻痛やク

リックの発生機序を解明していく必要がある．

1-P3-5

遠位榛尺関節不安定症例に対する遠位僥尺
関節鏡所見

ArthroscopyoftheDRUJ

'慶應義塾大学医学部整形外科，2国立成育医療セ

ンター整形外科，3埼玉市立病院整形外科，4静岡

赤十字病院整形外科

○中村俊康l,高山真一郎2,菊地淑人3,

牧田聡夫4，斉藤毅’

【はじめに】手関節を構成する僥骨手根関節

(RCJ),手根中央関節(MCJ),遠位僥尺関節

(DRUJ)の内,RCJとMCJの鏡視下手術は一般に

広く行われている．診断に加え，特にRCJ鏡視下

での三角線維軟骨複合体(TFCC)の鏡視下部分切

除，鏡視下縫合，滑膜切除などは多くの報告がみら

れる．一方,DRUJ鏡の報告はほとんどなく，これ

までの報告もWhippleによる一連の3報告,Bowers

の2報告，塩野谷の報告のみで，そのportalなどの

手技，鏡視所見，適応，有用性･有効性などは全く

検討されていなかった．今回，演者らのDRUJ鏡視

手技とDRUJ不安定症例の鏡視所見を報告する．

【症例】1994年から2004年までにDRU関節鏡を

行った症例は56例56手（3例は再鏡視施行)，男

38,女18,年齢は15から63歳，右40,左16で

あった．全例で中程度（掌側または背側方向end

pointあり）以上の遠位榛尺関節不安定性を認めた

ため，遠位僥尺関節鏡視を行った．使用portalは

DRUJ遠位pmtalで，尺骨頭，僥骨尺骨切痕,TFCC

近位面，三角靭帯部，小窩の観察を行う.Probmg

は困難なためTFCC近位面の検索には23G注射針

を用いた．

【結果】DRUJ関節面は全例で鏡視可能であった．

TFCC近位面の滑膜増生が著明で，小窩部の鏡視

ができなかったのは10手で，そのほかの46手では

小窩部での三角（僥尺）靱帯の評価が可能であっ

た．三角(僥尺)靱帯実質を伴わず周囲の滑膜組織

のみ（中抜け）だったのは14手，嬢痕での修復15

手，完全断裂8手，近位部slit損傷4,靱帯弛緩2,

靱帯の消失1，正常2手であった．中抜け，嬢痕，

完全断裂例では直視下縫合または尺側手根伸筋腱

半裁腱を用いたTFCC再建を行い，小窩の鏡視が

不可能であった10手および靱帯弛緩，正常例では

尺骨短縮術を行った．

【まとめ】DRUJ関節鏡は特に三角靱帯の病態把

握，治療選択に有用である．

－S42-



1-IVbl

手および手指に発生した腱鞘巨細胞腫の治
療経験

GiantCellTilmoroftheTbndonSheath

'名古屋市立大学大学院医学研究科社会復帰医学講

座筋･骨格系医学，2愛知県厚生連海南病院整形外

科

○岡本秀貴l,関谷勇人1,西源三郎2,

土屋大志2，大塚隆信’

【はじめに】手指に発生した腱鞘巨細胞腫の臨床

所見と手術成績について検討したので報告する．

【対象】1980年から2003年に手術を行い，組織学

的に腱鞘巨細胞腫と診断した22例（男性9例，女

性13例）を対象とした．手術時平均年齢は39歳

(14歳～82歳)，罹患側は右側14例，左側8例，罹

患指は母指3例，示指9例，中指5例，環指3例，

小指1例,sunuffbox部1例であった．初発例は

16例，他院術後再発例は6例であった．術後経過

観察期間は平均30ヵ月であった．

【結果】単純X線像で指節骨圧痕像や骨破壊像など

の骨変化は7例に認めた．腫瘍の浸潤は腱鞘内浸

潤7例，腱内浸潤4例，関節内浸潤4例，骨内浸潤

2例に認めた．MRI検査を行った12例では,T1強

調像で低～等信号強度を呈した．T2強調像では低

～等信号強度を示し一部の症例で内部に高信号強

度を呈した．造影を行った5例では全例で腫瘍の

造影が確認された．超音波検査を行った8例では

全例低エコー輝度を示した．腫瘍の再発は3例に

認めた．このうち初回手術例が2例，他院術後再

発例が1例であった．

【考察】腫瘤を自覚してから受診までの期間が長

い症例や再発例で指節骨圧痕像が多い傾向を認め

た．近年,MRIなどの画像診断の進歩に伴い術前

の腫瘍の局在診断が比較的正確に行えるようにな

り腫瘍の再発率が低下しているとの報告を認め

る．自検例でも初回手術後再発した2例はいずれ

もMRI未施行例であった．また，初回手術例と異

なり再発例で腫瘍が多発する症例ではMRIで腫

瘍の範囲を確認しても組織学的な完全切除は困難

な場合もある．腱鞘巨細胞腫を疑った場合は初回

手術時に十分な切除範囲の検討を行って手術に望

むことが重要である．
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高度な骨・関節破壊を伴う手指発生Sea-

urchingranulomaの2例
Sea-urchinGranulomaofthePIPJointoflndex

Finger:ReportofTwoCases

札幌医科大学医学部整形外科学講座

○相馬有，和田卓郎，辻英樹，

射場浩介，青木光広

【はじめに】ウニ疎による刺傷は漁業従事者やマリ

ンスポーツ愛好家に散見される．鰊が関節内や骨

膜に達するとSea-urchingranulomaと呼ばれる

慢性肉芽腫性病変を形成することがある．本症の

報告は海外で散見されるものの本邦にはない．

我々 は示指PIP関節に発症したSea-urchingran-

ulomaの2例を経験したので報告する．

【症例1】23歳男性漁師．ウニ鰊を刺した1か月後

より左示指が徐々に腫脹してきた．他医で抗生剤

を投与されたが，軽快しないため，受傷後3か月

で当科初診した.PIP関節周囲が紡錘状に腫脹し

ていたが，熱感は顕著ではなかった．単純X線で

はPIP関節の破壊と基節骨に著明な骨膜反応が認

められた．手術では,PIP関節と基節骨周囲に増

成した肉芽組織を可及的に掻爬した．術後3か月

で腫脹は改善した．X線上骨膜反応も消失したが，

PIP関節は20.屈曲位で拘縮した．

【症例2】31歳女性事務職父親のウニ漁を手伝っ

た際にウニ鰊を左示指背側に刺した．その1か月

後よりPIP関節を中心とした紡錘状の腫脹が出

現，増大した．他医で切開が試みられたが，症状

は改善せず，受傷後10か月で当科を初診した.Pm

関節を中心に高度に腫脹し，屈曲10.でほとんど

可動性はなかった．単純X線像上，基節骨の掌側

に圧排像,PIP関節の破壊，中節骨の骨膜反応が

認められた．病巣掻爬，関節固定術を施行し，術

後3か月で，腫脹は消失し,X線上骨膜反応も消失

した．

【考察】Sea-urchingranulomaの特徴は受傷後数

か月を経過してから出現する著明な腫脹と高度の

骨・関節の破壊である．病理組織は高度の慢性炎

症細胞浸潤を伴う肉芽組織であり，培養で菌は検

出されなかった．急性炎症症状を欠くため，発見

が遅れることが多い．本症の存在を知り，早期に

発見し肉芽組織の可及的な掻爬をすることが重要

と考えた．
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手指におけるグロームス腫瘍の検討

GlomusTumorsoftheHand-ARetrospective

Studyof54Cases-

l慶應義塾大学整形外科，2駒沢病院整形外科，3川

崎市立病院整形外科

○池田崇1,仲尾保志1,市川亨29

堀内行雄3

【はじめに】グロームス腫瘍は，指先部に好発す

る有痛性の良性軟部腫瘍であるが，腫瘍が小さく

外部から触れないことも多く，確定診断に迷うこ

とも少なくない．今回われわれは，当科で手術を

行った本腫瘍について，臨床像と術後経過などを

検討したので報告する．

【対象】1975～2003年の28年間に手術を施行し，

病理診断で確定した症例は54例であり，内訳は女

33例，男21例（右31例，左23例)，手術時年齢

は12～81（平均36．6）歳であった．発症は，母

指11例，示指13例，中指10例，環指16例，小

指4例であり，爪床下部は33例，指先掌側部は14

例，指尖部1例，爪床下から掌側へつながるもの

は5例あり，示中指の指間部に発生した例も1例認

めた．すべて単発例で，主訴は著しい瘤痛であり，

MRIを施行した18例で術前に同定できたものは

11例であった．

【結果】臨床像では，圧痛，温度過敏を認めるも

のが多く，上肢への放散痛を伴う例もあった．ま

た爪甲の変形，腫瘍の透見，指末節部の肥大,X線

上末節骨の圧迫像などがみられた．なお10例に

は，発症部に外傷の既往を認めた．発症から手術

までの期間は3カ月～25年（平均6年2カ月）で，

全例で腫瘍を同定し摘出した．大きさに関しては

5mm以下のものがほとんどであったが，中には

1cmを超える巨大例も存在した．手術は，爪床下

例では抜爪による爪床切開，掌側例では掌側正中

切開によるアプローチが多かった．術前の著しい

痛みは全例で消失し，経過は良好であった．

【考察】グロームス腫瘍の診断はサイズが小さい

ほど困難であることが多く,MRIにても描出され

ないことも少なくない．しかし，その特徴的な臨

床症状，理学所見より本腫瘍を念頭に置くことに

よって正確な診断が可能になるものと考えられ

た．

1-1Va4

神経鞘腫の術前･術中所見と術後神経麻揮

との関係について

RelationshipbetweenPreoperativeClinical,Opera-

tiveFindingsandPostoperativeNeurologicalCom-

plicationsinSchwannomas

浜松医科大学整形外科

○澤田智一，佐野倫生，荻原弘晃，

大村威夫，長野昭

【目的】手術を行った神経鞘腫の術前･術中所見と

術後神経麻揮との関係について検討する．

【対象と方法】1998年以降に当科にて手術を行な

い，組織学的に神経鞘腫と診断された17症例18腫

瘍を対象とした．なお，皮神経終末枝から発生し

たものは除外した．男性9例，女性8例で，発生神

経は正中神経4腫瘍，腕神経叢3腫瘍，尺骨神経・

僥骨神経浅枝・後脛骨神経各2腫瘍，前腕内側皮

神経・後骨間神経・坐骨神経・総腓骨神経・深腓

骨神経各1腫瘍であった．手術時年齢は平均54.7

歳，術後経過観察期間は平均10．2カ月であった．

【結果】初発症状は無症候性の腫瘤の触知が12腫

瘍と最も多かった．術中に神経束を剥離し，核出

不能であったものは腕神経叢発生のもの3腫瘍と

上腕近位1/3の尺骨神経1腫瘍であった．この4例

は全例術前に感覚障害を認めた．核出可能であっ

た14腫瘍には術前に神経症状を認めなかったが，

術後8腫瘍に神経症状が出現し，2腫瘍は正常化し

たが6腫瘍は日常生活に支障がない程度の症状が

残存した．腫瘍の触知または症状出現から手術ま

での期間は核出可能例平均46.7カ月，不能例平均

53.3カ月であった．術前MRIでの最大の腫瘍径は

10～61mm(平均27.9mm)であり，核出可能例

平均24.1mm,不能例は尺骨神経の1腫瘍を除い

て全例50mmを超えていた．また，核出可能であっ

たが神経症状が残存した症例では平均59．3カ月，

平均30mmと経過が長く，径が大きかった．

【考察】一般に神経鞘腫は核出が可能で，慎重に

剥離を行えば，神経麻痒をきたすことは少ないと

されている．しかし，実際に顕微鏡下に剥離をす

すめても核出できない症例や，核出可能でも麻輝

が残存する症例が存在した．核出不能な腫瘍は，術

前に神経症状を呈する症例や，近位に発生するも

の，径が50mmを超えるもの，経過が比較的長い

ものであった．
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手指に発生した石灰沈着症の治療経験

TreatmentfOrAcuteCalciumDepositsintheHand

1束北海道病院，2北海道手の外科・スポーツ医学

研究所

○池田清豪1,薄井博道l,船越正男1,

高橋幸司1,石井清一2

【はじめに】手指の石灰沈着症は急性に瘻痛を生

じ，局所の発赤，腫脹，圧痛，可動域制限等を来

し単純X-Pで石灰沈着を腱や靱帯周囲に認めるこ

とで診断される．渉猟し得る限りでは肩関節周囲，

手根管の石灰沈着の報告は多いが手指の石灰沈着

の報告は比較的稀である．今回，過去4年間に8患

者9例の手指石灰沈着症を経験したので臨床所見

と治療法を検討し若干の文献的考察を加えて報告

する．

【対象と方法】症例は平成12年5月～16年5月の

問に経験した8例9指（男3例4指，女5例5指）

である．初診時年齢は19～48歳(平均34.3)．罹

患側は右3，左6例で罹患指は母指3，示指，中指

各1，環指2，小指2．治療法は全例,NSAIDの経

口投与，湿布等の保存的治療で2例にシーネ固定

し痙痛の強い2例にステロイドの局注を施行．外

傷等の誘因となり得る既往，痙痛の自覚から初診

までの期間，炎症反応，可動域制限，治療から瘤

痛消失までの期間，異所性石灰化の分類等の項目

について検討した．

【結果】発症は全例が急性発症であり，外傷歴は1

例で手の酷使1例で，炎症反応はCRP陽性が1例

に認められた．可動域制限を残したものは無かっ

た．治療から瘤痛消失までは1週間以内が5例，2

週間以内が2例，3週間以上が1例であった．異所

性石灰化に関するAnderson分類では全例特発性

石灰化であった．

【考察】手指石灰沈着症の臨床所見は，発作性の

強い急性炎症症状が中心となる．診断はX-P所見

の石灰沈着像が決め手であり鑑別診断として急性

化膿性炎症疾患，痛風などがある．多くの場合症

状は数日から数週間でNSAID内服，湿布等で軽快

するが痙痛の強い例にステロイドの局注が著効す

る．慢性化した症状では結晶に対する化学反応で

はなく沈着物の機械的刺激によると考えられてい

る．
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手指内軟骨腫に対する鏡視下掻爬･人工骨

ペースト注入治療の経験

EndoscopicTreatmentfOrEnchondromaofHand

andFingerwithArtificialBonePaste

弘前大学医学部整形外科

○ 湯川昌広，西川真史，藤哲，

小 川 太 郎 ， 神 裕 道

【目的】手指内軟骨腫に内視鏡視下に腫瘍掻爬･人

工骨ペースト（以下Biopex)注入治療を行なって

いるのでその手技と成績について報告する．

【方法】症例は7例（男3，女4例）で，平均年齢

34.1歳である．対象部位は末節骨2例，基節骨2

例，中手骨2例，有頭骨1例であった．手術は指

骨では奥津の方法に準じてX線イメージを併用し

て，ドリルで腫瘍の対角線方向に骨に2箇所の骨

窓を開け，スコープで腫瘍を観察して生検を行

なった後，鋭匙やシェーバーを交互に入れ替えな

がら腫瘍を正常な骨か露出するまで掻爬する．掻

爬後に生じた骨欠損にBiopexを注入した．中手骨

や有頭骨の症例は背側から伸筋腱をよけて角度を

変えて2箇所骨窓を開けて同様に治療した．骨折

を合併した症例にはBiopex注入前にピンニング

固定を行なった．

【成績】経過観察期間は平均27.1ケ月（58-4ケ月）

で全例腫瘍の再発は認めず，良好な経過であった．

注入されたBiopexは骨内で完全には吸収置換さ

れないで残存するようである．骨癒合は2ヶ月以

内に認められ，遅延するような症例はなかった．

注入時に皮下にもれたBiopexは約3ケ月で吸収さ

れ，障害になっていない．この術式は，従来の方

法に比べて小侵襲でありながら，腫瘍を内部から

十分掻爬可能で掻爬後の骨窓閉鎖等の手技が不必

要であった．また,Biopexを併用することで自家

骨採骨による更なる侵襲がない．本術式は周囲の

神経，血管，腱などを損傷することなく鏡視用の

骨窓を2箇所以上作ることが可能な部位であれば

どこでも施行可能な方法である．術前診断が重要

で，我々は術前のX線写真とMRIで腫瘍を十分検

討したうえで本術式を選択している．

【結論】鏡視下骨腫瘍掻爬･Biopex注入治療は小
侵襲で有用な方法であった．
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手指に発生した血管平滑筋腫

VascularLeiomyomasoftheHand

大阪医科大学整形外科

○植田直樹，阿部宗昭，白井久也，

渡辺千聡，大塚尚

【目的】血管平滑筋腫は有痛性腫瘤として下肢に

多く発生し，手部に発生することは比較的まれで，

術前に診断されることの少ない腫瘍である．本発

表の目的は手部に発生した血管平滑筋腫の臨床上

の特徴およびMRI所見を検討し，術前診断に役立

つ情報を得ることである．

【対象および方法】1982年以降，手術にて確定診

断した血管平滑筋腫6例のうちMRI検査を行った

4例を対象した．年齢，痛み，圧痛，大きさ，発生

部位，石灰化の有無,MRI所見を調べ，血管平滑

筋腫の特徴を検討した．

【結果】年齢は50歳から73歳であり，自発痛は4

例中3例，圧痛は2例に認めた．大きさは直径1=2cm

から3×3.5cmであった．発生部位は指屈側の深部

1例，手部背側2例，手部屈側1例であった．単純

X線上石灰化を認めたのは1例のみであった.MRI

所見は,T1強調画像で骨間筋と等信号域で,T2強

調画像では不均一な等信号から高信号域であり，

signalvoidを呈していた．T1(E)(3例）では著

明な造影効果2例に認め，1例にまだら状の造影と

血管の流入を認めた．

【考察】血管平滑筋腫の手部発生の報告は少なく，

Calle'ら(1994年）の5例,Lawsonら(1995年）

の14例が主なものである．瘻痛は，諸家の報告で

もばらつきがあるが，自験例では瘤痛のあるもの

が多かった．石灰化は1例であったが，石灰化を

伴う報告は散見された.MRI所見は,Hwangら

(1998年）がMRIと病理組織を対比して報告した

が，自験例もHwangらのMRI所見と類似してお

り，自験例ではさらにT2強調画像のsignalvoid

が特徴的であった．以上より，手部に発生して痙

痛を有し，石灰化があり,MRI所見でT1強調画像

にて骨間筋と等信号域,T2強調画像にて不均一な

等信号から高信号域でsignalvoidを伴う例は血管

平滑筋腫を鑑別診断に挙げるべきと考える．

1-1V-8

上肢軟部肉腫症例の検討

SoftTissueSarcomaoftheUpperExtremities

'東京慈恵会医科大学形成外科学講座，2慈恵医大

付属第三病院形成外科，3慈恵医大付属柏病院形成

外科

○武石明精1，酒井新介2，北村珠希3，

森克哉1,栗原邦弘’

われわれが経験した，上肢軟部肉腫について検討

を加え報告する．

【対象】慈恵医大形成外科で治療を行った上肢軟

部肉腫症例に対して，年齢，罹患部位，病理組織

診断，病期，手術法，予後について検討した．

【結果】症例は18例，初診時年齢は18歳から77歳，

男12例，女6例であった．組織型は悪性線維性組

織球腫(MFH)4例，類上皮肉腫4例，滑膜肉腫・

悪性神経鞘腫・平滑筋肉腫・隆起性皮膚線維肉腫

(DFSP)各2例，リンパ管肉腫・明細胞肉腫各1

例でした．罹患部位は上腕6例，肘関節2例，肘関

節～前腕1例，前腕4例，手関節部2例，手掌1例，

母指3例でした．病期分類はstagelは4例,stage

2は5例,stage3は4例,stage4は4例，他院で

手術を受けた再発例1例であった．疾患別では

stagelは平滑筋肉腫の2例と明細胞肉腫・DFSP

各1例,stage4は類上脾肉腫の2例と悪性神経鞘

腫の2例であった．手術を行った症例は17例で，

類上皮肉腫の1例では初診時に肺に多発転移を認

めたため，手術は行わなかった．機能再建を行っ

た症例は6例で，筋肉移植4例，血管付筋膜移植十

腱移植1例,wraparoundflapによる母指再建1

例であった．植皮や皮弁による腫瘍切除部位の被

覆8例，腫瘍切除のみ1例，初回手術で切断を行っ

た症例が2例であった．再発により2回目以降の手

術で切断を行ったのは3例であった．死亡例が8例

であった．

【考察】死亡例8例で，類上皮肉腫は4例中3例が

死亡しており予後が非常に悪かった．機能再建を

行った症例で，術後昨日は良好であり，特に組織

欠損に対して複合組織移植を行った症例で，昨日

が良かった．患肢温存が可能であれば積極的に再

建手術を行うべきと考える．
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多発性外骨腫による前腕変形--仮骨延長に

よる前腕アライメントの変化一

ForearmDefOrmityduetoExostosis-Changesof

ForearmAlignmentbyCallotasis-

名古屋大学手の外科

○堀井恵美子，中村

篠原孝明，矢崎

蓼吾，稲垣弘進，

尚哉

多発性外骨腫による前腕変形に対して，仮骨延長

を用いた矯正手術を行ってきた．術後1年以上経

過した症例に関してレントケン上の変化を測定し

たので報告する．

【対象】多発性外骨腫例51例(男性35名，女性16

名）のうち，20名（男性18,女性2）26肢に対し

て仮骨延長を行った．2肢では2回延長を行ったの

で，総延長回数は28回であった．5肢で僥骨矯正

骨切術を同時に施行した．手術時の平均年齢9.9歳

(3.4-19)，最終調査時の平均年齢14.6歳(5.7-27）

であった．延長前，最終調査時のXPにおいて，

Radialinclination(RI),Ulnarvariance(UV),

尺骨に対する僥骨長(R/Uratio),僥骨頭(RH)

脱臼の有無を検討した．

【結果】平均骨延長量は22.8mm,創外固定器装着

期間は119日であった．合併症として3肢で延長

部の骨折を認めた.RIは平均35.9から33.3と変

化は無かったが,R/Uratioは平均0.96から1.04

と変化し,UVは平均-11.9から-6.2と改善した．

延長終了時にはUV-0以上を目指したが，成長と

ともに尺骨短縮は再燃し,UV-10以下の症例が5

肢あり，そのうち2肢でRH脱臼を認めた.RH脱

臼は6肢で整復され，2肢は脱臼位のまま，3肢は

再脱臼した．一方，腫瘍切除のみ行ったかあるい

は経過観察のみの14肢では，最終調査時もUV

-1.6,R/Uratiol.08で全例RH脱臼は認めなかっ

た．全体として，脱臼例の平均R/Uratioは0.92,

非脱臼例では1．05であった．

【考察】仮骨延長は変形の矯正には有効な方法で

はあるが，治療期間が長く，また学童期に手術を

行うので，成長に伴い変形の再発を認めた．年齢

と全身状態を考慮して慎重に手術計画を立てるこ

とが必要である．

1-IVblO

前腕に対する仮骨延長術の治療成績

CallusDistractionoftheFbreann

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】前腕の僥骨と尺骨の不均衡に対して仮骨

延長術を施行した症例の治療成績と問題点につい

て検討した．

【対象と方法】症例は12例12肢で，男性5例，女

性7例で，初回手術時年齢は3～19歳(平均10歳）

であった．疾患は骨端線損傷による僥骨短縮3肢，

多発性骨軟骨腫による尺骨短縮9肢であった．使

用した延長器はOrthofIxM-100延長器が11例，イ

リザロフ創外固定器が1例であった．術後経過観

察期間は8～130カ月（平均48カ月）であった．

【結果】3肢は成長に伴い再び榛尺骨の不均衡が生

じたため，4～5年後に再度仮骨延長術を必要とし

た．1回での骨延長量は1.7～3.7cm(平均2.4cm),

固定期間は82～178日（平均124日）で，固定期

間を骨延長量で割ったfixationindexは31.4~

76.4(平均52.9)であった．全例で前腕の短縮，変

形は改善した．2例に僥骨模状骨切術を延長と同

時に施行し良好な手関節変形の矯正が得られた．

回内制限を3例（術前より60，50，35度減）に，

回外制限を1例（45度減）に認めた．合併症はピ

ン刺入部感染，延長器除去後の骨折，仮骨の遷延

癒合が各1例であった．

【考察】前腕における骨延長の目的は，上腕や大

腿下腿短縮の延長とは異なり，榛尺骨の不均衡

を補正することにより，前腕の短縮のみならず，前

腕のbowing,手関節の変形，榛骨頭の脱臼などに

より生じる手，肘関節の機能障害を改善すること

である．仮骨延長術により満足すべき美容上，機

能上の改善が得られたが，過去の報告にもあるよ

うに上腕や手指骨の延長に比してExationindex

が大きいことや，回内外制限を生じる症例があっ

たことなど留意すべき問題点もあった．
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手指に発生したBizarreparostealosteo-
chondromatousproliferationの2例
TwoCasesofBizarreParostealOsteochondromatous

Proliferation

近畿大学医学部整形外科

○宮崎浩，松下哲尚，大谷和裕，

西 岡 栄 恵 ， 浜西千秋

【目的】Bizarreparostealosteochondromatous

prolifbration(以下BPOP)は1983年Noraらに

よって提唱され手足の短管骨に多い比較的稀な良

生骨膜反応性病変である．今回2例を経験したの

で報告する．

【症例】症例1．18歳女性．バレーボール選手．無

痛性の左小指尺側の腫瘤で数カ月で数倍に増大し

た．単純X線像,CT像では軟部組織内に隣接骨と

接するが骨性連続のない異所性石灰化像を認め

た.MRI像はT1で中信号をT2で内部に中信号を

混在させる高信号を呈した．Gaシンチグラムでは

異常集積を認めた．手術を施行し，低悪性度軟骨

肉腫と診断され，術後3週間で再発を認めた．病

理組織を再検討した結果,BP仰と診断された．再

発後も瘤痛なくバレーボールに復帰出来ているた

め経過観察とした．症例2．23歳男性．平成13年

頃より右中指尺側の腫瘤を自覚し，放置していた

が徐々に増大し，受診した．スポーツ歴はテニス．

右中指尺側に小指頭大の弾性硬，表面不整，境界

明瞭，可動性良好な腫瘤を認めた．単純X線像,CT

像では基節骨の尺側，掌側に骨化した，骨皮質と

の連続性がない腫瘤を認めた．MRIではT1で低

信号,T2で低信号の内部不整で，造影MRIでは辺

縁部のみ造影された．骨,Gaシンチグラムともに

腫瘤に一致して異常集積を認めた．手術を施行し，

術後再発を認めず経過観察している．

【考察】BPOPの概念は比較的新しく軟骨肉腫な

どとの鑑別を困難にする一因となっている．また，

局所再発が50％以上で早期の症例に再発傾向が高

く経過が長い症例で再発が低いと言われている．

切除時期の十分な検討と切除後の再発を念頭にい

れた注意深い経過観察が必要である．
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虚血／再還流障害における血管内皮細胞の

apoptosisに関する検討一血管内皮細胞へ
のshearstressの影響一

ExperimentalStudyofApoptosisduetolschena/

reperfusionlnjuryinHumanVascularEndothelial

Cell.-EffectofShearStress-

l北海道大学大学院医学研究科整形外科学分野，

2北海道大学遺伝子病制御研究所分子免疫分野

○梅本貴央1,三浪明男l,岩崎倫政1,

上出利光2

【目的】組織移植及び四肢再接着術において，血

流遮断に伴う虚血障害は術後成績を左右する重要

な因子の一つである．虚血障害は血流遮断による

無酸素障害と血流再開時に発生する再還流障害に

大別されるが，再還流障害では血流再開による血

管内皮細胞への様々な刺激がシグナル伝達経路を

活性化し，内皮細胞にapoptosisを引き起こす．本

研究では加U"m虚血モデルを作成し，血管内皮細

胞に機械的刺激-shearstress(以下S.S.)－を加

えた際のapoptosis変化とそれに関連する発現遺

伝子変化を明らかにした．

【方法】人膳帯静脈血管内皮細胞を使用し,FCS

(+)培地にて培養し，虚血モデルとしてFCS(-)

培地に交換した．円錐型チャンバーを使用し，生

理的血管内流速のS.S.負荷群と非負荷群での

apoptosis誘導の割合を負荷開始12,24時間後に

flowcytometryにて検討した．さらにcontrol

としてFCS(+)培地にて培養した上記細胞も加

え，3群間における24時間負荷後の内皮細胞から

mRNAを抽出し,GeneFishing法にて発現遺伝

子解析を行った．

【結果】FCS(-)条件下,12,24時間培養にて各々

26.9％，56.5％の血管内皮細胞のapoptosis誘導を

認めた．同条件下,S.S負荷にてapoptosisを起こ

した細胞が各々 2.3％，10.6％と有意に抑制された．

3群間で発現に差が認められたものを各々シーク

エンス解析し9個の遺伝子を検出した．

【考察】これらの結果より，虚血条件下において

も生理的S.S.を受けることで血管内皮細胞の

apoptosisは抑制されることが明らかになった．

これは血流が途絶えても，何らかの環流を保ち血

管内皮細胞へS.S.などの機械刺激を加えること

でapoptosisの人為的抑制が可能であることを示

唆するものである．また遺伝子解析において，

apoptoticgene,anti-apoptoticgeneの発現がこ

れらの制御を行っている可能性も示唆された．



1-IVbl3

デジタルマイクロスコープによる切断手再

接着術の経験

AcaseofSuccessfUlReplantationofAmputated

HandUsingDigitalMicroscope

川崎医科大学整形外科

○長谷川健二郎，仁井田学，清水雅恵，

中條武秀，三河義 弘

【目的】近い将来，手術用デジタルマイクロスコー

プも開発されるものと考えられるが，今回我々は

工業用デジタルマイクロスコープ下に不全切断手

の再接着術に成功したので報告する．

【症例】症例は21歳男性で，誤って電気鋸で，右

手を近位手掌皮線レベルで切断した．小指尺側の

皮膚のみが連続性を残していた．

【方法】再接着術には，レンズ及び照明を取り除

いた手術用顕微鏡に工業用デジタルマイクロス

コープ(キーエンス社製VHX-100に長距離ズーム

レンズVH-Z35を併用）を組み合わせたものを使

用した．

【結果】術後経過は良好で，術後6ヶ月後の現在，

元職の建築業に復職している．

【考察】ウルトラマイクロサージャリーの発達に

より，0.3～0.5mm直径の血管吻合が可能となり，

指尖部切断の再接着術やリンパ浮腫に対するリン

パ管静脈吻合が行われる様になって来た．従来の

手術用光学顕微鏡の最大倍率は一般に20～32倍

であり，技術の発達とともにより高倍率(50倍)の

手術用光学顕微鏡の開発も進んでいる．同時に工

業用デジタルマイクロスコープも進化しており，

今回使用したキーエンス社製デジタルマイクロス

コープVHX-100に長距離ズームレンズVH-Z35の

組み合わせでは，倍率は35～245倍で観察距離は

54.0mmとなる.50倍率の被写界深度は5.0mmで

ある．近い将来手術用デジタルマイクロスコープ

も開発されると考えられるが，現状での最大の欠

点は画面上で観察するため立体視が困難という事

である．しかし11－0針糸の針が確実に血管内に

入っていくのを確認出来る点は高く評価出来るも

のと考えられる．

1-IVbl4

切断指再接着術術後の血流観察･評価の重

要な期間，および再手術での救済率に関す

る損傷状態・切断レベル別検討

AnAdequateTimeofThePostoperativeMonitoringafterReplan-

tationSulgeryoftheDigitsandtheRateofSurvivalafterSalvage

OPeration(theEffectoftheDamageandtheAmputationLevel)

'松寿会共和病院形成外科，2京都大学形成外科，

3大津赤十字病院形成外科，4松寿会共和病院整形

外科

○石合究1,沢辺一馬2,宮田明人1,

石川浩三3，添田晴雄4

【目的】われわれは，第47回本学会で切断指再接

着術術後の血流状態の観察，および再手術の至適

時間について，動脈吻合から14時間以内の厳重な

血流観察と，血流異常確認から18時間以内の再手

術の必要性を報告した．今回，われわれは，前回

の結果を更に詳細に，損傷状態・切断レベル別に

検討し若干の知見を得たので報告する．

【方法】対象は1986年1月から2004年10月まで

に当院で再接着術を施行した切断指再接着症例

960指のうち，術後血流不全に陥り再手術(再々接

着術やブレント法など）を施行した47指．これら

に対し損傷状態・切断レベルごとに（1）動脈吻合

から血流不全確認までの時間（以下，血流不全時

間）（2）再手術での生着率（以下，救済率）を検

討した．損傷状態は1度(guillotine),2度(local

crush),3度(extensivecrush),4度(avulsion),

切断レベルは末節では石川の分類，それより近位

では玉井の分類を用いた．

【結果】血流不全時間は損傷状態別では4度が平

均約4時間で最も早期で，切断レベル別では差異

が少なかった．救済率は1度：20％,2度：39％,3

度：60％,4度:0％で,Subzone2:14%,Subzone

3:67%,Subzone4:71%,Zone3:44%,Zone4:

80％であった．

【考察】血流不全時間は損傷度が強くなるほど早

期に確認される傾向があった．これは，血管内膜

の損傷により血栓形成が早期に起こるためと考え

られた．再手術での救済率は損傷状態別では4度

が最も低かった．これは，損傷度が強ければ吻合

血管だけなく，切断レベルを中心に広範囲の損傷

があるためと考えられた．
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指尖部損傷に対する倉ﾘ閉鎖療法

一皮弁は不用か－

OurMethodofOcclusiveDressingfOrFinger-tip

Injury

日本赤十字社和歌山医療センター整形外科

○西谷江平，麻田義之，百名克文，

玉置康之，栗山新一

【目的】近年，消毒とガーゼを廃した創処置の有効性

が報告されている．我々は軟部組織の欠損を伴う指

尖部損傷に対してこの概念を応用し，被覆材を用い

た閉鎖療法を行い良好な結果を得たので報告する．

【対象】対象は2003年12月以降，本法で治療した

指尖部損傷15例16指，受傷時年齢は21歳～78歳

である.Das-佐々 木の分類で,Levellが1例,2

が5例，3が6例，4が3例であった．これらに対

し，創完全上皮化までの期間，知覚，隣接関節の

可動域を調査した．

【方法】創部の洗浄を行い，骨の突出がある場合は

軟部組織と同レベルまで骨を切除する．縫合等の

処置は行わず，アルギン酸塩被覆材（商品名カル

トスタット）で創を被覆しフィルム（商品名テガ

ダーム）で密封する．受傷後2～3日で止血が完全

に得られた時点でアルギン酸は中止し，被覆材(商

品名デュオアクティブ）のみで被覆し湿潤環境を

保つ．骨傷がなければ積極的な患指の運動を行わ

せる．この時点で，家事や就労，症例に応じて患

者本人による創交換も許可する．創処置の際には

水道水で洗浄し，消毒は一切行わない．以上の処

置を完全上皮化まで継続した．

【結果】全例植皮等の追加処置を行うことなく上皮

化が得られた．完全上皮化までの期間は15～89

日，平均40日であった．Level1,2では15～29

日，平均22日で上皮化が得られていた．指尖部の

形状は丸みをおび，知覚はS-WTestでBlue,

Greenが大部分と良好であった．隣接関節の可動

域制限は認めなかった．

【考察】本法の利点は1）健常に近い形状の指尖部

が得られる，2)健常部の組織を犠牲にすることが

ない，3）患指の安静が必要ではないため日常生

活･仕事をしながら治療できる，4)創処置が容易

で患者自身でも可能であることがあげられる．本

法は低侵襲で，治療中でも患者のADLも保つこと

が出来る優れた方法と考える．

1-IVbl6

末節骨が露出した指尖部皮膚欠損に対する

遊離皮弁移植の経験

FreeFlapTransferforFingertipSkinDefectwith

DistalPhalanxExposed

岐阜大学医学部整形外科

○大野義幸，清水克時

【目的】当科では外傷により直接，または皮層壊

死後に末節骨が大きく露出した指先部皮膚欠損に

対しては従来，残存皮膚の高位にあわせて露出骨

を削り，アルミキャップ被覆法など保存的治療を

主に選択してきた．最近，小さな遊離皮弁が数多

く開発されてきたので，皮膚欠損の大きいもの，指

の短縮を希望しないもの，知覚の必要な症例など，

症例を選んで遊離皮弁移植による再建を行なって

きたのでその成績を報告する．

【対象および方法】症例は2002年5月から2004年

7月までの当科に受診した6例で，その内訳は外傷

後指先部皮膚壊死3例,Paintgun損傷1例，新鮮

外傷2例で，使用した皮弁の内訳は静脈皮弁2，

Hemipulpflapl,母指球皮弁1,掌側前腕皮弁1,

爪皮弁1であった．神経付き皮弁としては母指球

皮弁,hemipulpflapの計2例に用いた．全例，上

肢伝達麻酔にて手術を行なった．

【結果】皮弁が全壊死した症例はなかったが，静

脈皮弁の1例，掌側前腕皮弁の1例に皮弁の部分

壊死を生じた．創治癒までの平均期間は65日で

あった．指に対する追加手術としては掌側前腕皮

弁の1例に2回のdebulking手術を要した．知覚

皮弁として移植したHemipulpnap,母指球皮弁

ではSemmmes-Weinsteinテストでblue・脊髄空

洞症の1例を除き，神経を含めなかった皮弁の知

覚はpurpleであった．全周性に末節骨が露出して

いた2例では平均7.5mmの末節骨先端の骨吸収を

生じた．

【ポイント】指先部皮層欠損に対する遊離皮弁の

適応はさほど多いものではないが，末節骨が露出

した指尖部皮膚欠損に対する遊離皮弁移植は損傷

指のさらなる短縮を避けることができ，術後の患

者満足度も高い手術であった．しかし，全周性に

末節骨が露出した例では皮弁で被覆しただけでは

末節骨先端の骨吸収を生じ，ある程度の短縮が生

じることが難点と思われた．
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指尖部損傷に対するV-Y皮弁のデザインの
工夫

ModifiedDesignofAtasoy'sV=YFlapfOrFinger

TipIniury

医真会八尾総合病院整形外科

○仲川豪--1,面川庄平l,金子康司1,

松村憲晃1,野々下博’

【目的】指尖部損傷に対する治療法の一つである

V-Y皮弁にデザインの工夫をおこない，その臨床

経過，患者の満足度について検討した．

【対象と方法】2000年以降当科で経験した労働災

害による指尖部損傷で，骨露出を伴う比較的断端

が鋭利な爪床部での横切断12例13指を対象とし

た．手術法は1997年にTeohらが報告したV-Y皮

弁にデザインの工夫（皮弁の先端に2ヶ所の三角

形のフラップをつける)を行った皮弁を用いた．受

傷部位は示指6例，中指4例，環指3例であった．

男性9例，女性3例であり，平均年齢は48.5歳(32

歳から76歳)，平均経過観察期間は18ケ月（1～

52ケ月）であった．経過観察時に創治癒までの期

間，指の愁訴・外観・関節可動域・ピンチカを調

査し，指腹部の知覚をSemmes-Weinsteintest,2

点識別検査(2PD)で測定し最終的な患者の満足

度を調査した．

【結果および考察】完全創閉鎖期間は平均26.4日

(13～49日)であった．術後，指腹部のparesthesia

とDIP関節の可動域制限を認めたが，術後3－6ケ

月で消失した．術後の指腹部の知覚は徐々に回復

し，術後3ケ月でS3-S4と良好な知覚が獲得でき

た．ピンチカは健側に比べやや劣るものの，整容

面での患者の満足度は高かった．有痛性断端神経

腫や鉤爪変形を呈したものはなかった．労働災害

にともなう指尖損傷の治療は，早期の就労復帰と

良好な指腹の再建，鉤爪変形の予防が重要である．

今回用いたV-Y皮弁は原法と同様に早期の創閉鎖

と就労復帰が可能であり，デザインの工夫によっ

て良好な指腹部の形状を再現できた．
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1-IVbl8

指尖部損傷に対する創傷被覆材を用いた保

存療法

ConservativeTreatmentofFingertiplnjuryby

OcclusiveDressingMethod.

聖マリアンナ医科大学整形外科学教室

○新井猛，別府諸兄，松下和彦，

泉山公，青木治人

【目的】手指指尖部損傷に対する治療法は再接着

術，断端形成術，遊離皮膚移植術，有茎植皮術，皮

弁などの手術的治療か，創傷治癒に湿潤環境を保

つことが必要であることから密封療法が行われ

る．指尖部損傷に対し創傷被覆材であるアルギン

酸塩被覆材による保存治療を施行し，その有用性

について検討した．

【対象と方法】指尖部損傷の治療について各種治

療法の説明を行い同意が得られた18例22指を対

象とした．鋭利切断で再接着希望者は除外した．男

性14例，女性4例で年齢は19歳から72歳，平均

41歳であった．損傷部位はAllen分類で1型が6

指，2型が4指，3型が8指，4型が4指であった．

損傷指をアルギン酸塩被覆材で被覆し，さらに透

明のフィルムドレッシングで密封した．包交は原

則として1週間に1度とした．検討項目は創傷治癒

までの期間，感染の合併の有無，アンケートによ

る患者の満足度，知覚の回復を2-PDで検査し検討

した．

【結果】アルギン酸塩被覆材を用いた密封療法で

は創面がすべて上皮化し，治癒と判断されるまで

平均4.5週間であった．満足度では瘤痛がないこと

と週に1度の通院ですむことの評価が高かった．

骨傷合併例は爪の変形が残存し女性例では不満を

残す例も存在した.2-PDは受傷後6カ月で平均

3.8mmであった．

【考察】指尖部損傷のような皮膚欠損による創傷

の治癒には創面を乾燥から避けて，湿潤環境を保

つことが表皮細胞の遊離を促進する．指尖部損傷

に対する手術的治療の成績を主に論じる報告が多

いなか，アルギン酸塩被覆材による密封療法は優

るとも劣らない結果が得られ，患者の満足度も高

く手術療法に比較し医療費抑制にも有効であっ

た．
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人工真皮による指尖部損傷の治療

TreatmentofFingertiplnjuryUsingArtificial

Dermis

'香川大学形成外科，2長浜赤十字病院形成外科，

3井川病院整形外科，4京都大学形成外科

○宗内巌l,黒川正人29井川和彦3,

井川浩晴l,鈴木茂彦4

Yannasら(1980)の報告に始まる人工真皮の開

発は，その後本邦でも進み，その一翼を担うわれ

われも，製品化初期より各領域での臨床応用化に

携ってきた．人工真皮は，コラーゲンスポンジを

ポリウレタンフイルムで被覆した2層構造を持っ

ている．人工真皮を皮層欠損創に貼付すると，コ

ラーゲンスポンジ内に母床から線維芽細胞や毛細

血管が侵入増殖し，やがて増殖した線維芽細胞は

新たにコラーゲン線維を産生し，一方もとのコ

ラーゲンスポンジは分解吸収され，類真皮様の肉

芽組織に置き換わる．現在まで，200余例の指尖部

損傷に対してこの人工真皮治療を行い，良好な結

果を得ている．指尖部損傷の如き小さな皮膚欠損

創は，人工真皮により良好な肉芽組織が構築され

れば，その上を速やかに周囲の上皮細胞が遊走し，

多くの場合，追加植皮を要さず治癒する．すなわ

ち，不要な外科的治療の減少につながる．皮弁手

術の適応がある場合でも，救急室でまず本治療を

行い，待機手術としうる点も利点である．また，手

技が非常に簡便であるため，初期治療にあたる対

応医師が手の外科に精通していなくても行いう

る．その貼付により，外界との遮断という作用以

外に，創面とコラーゲンとの親和による止血効果

および瘻痛緩和効果が期待でき，浸出液がほとん

どないことからガーゼを最小限にして早期より自

動運動が可能となる．高齢者に行っても関節拘縮

を生じることはほとんどない．保存的治療の代表

ともいえるアルミホイル療法との比較検討を行っ

たが，知覚も良好に回復するなど，遜色ないどこ

ろか他に優れる点も多いと考える．また最近，よ

り重度の軟部損傷例に対してはbFGF製剤との併

用を試み，良好な結果を得ている．再生医療との

関わりが今後の課題と考えている．

1-IVb20

上肢における重症軟部組織感染症の経験

SeriousInfectionoftheUpperExtrenty:AReport

ofTwoCases

大阪府三島救命救急センター

○瀧川直秀，岡本雅雄，浅井重博

【目的】我々は四肢のA群溶連菌感染症による

TSLS(Toxicshocklikesyndrome)を5例経験

したが，そのうち死亡した上肢2例について考察

を加え検討した．

【症例】症例1:61歳,男性．泥酔して左腋窩部を

打撲．2日後39度の熱発を認め，近医を受診．投

薬にて経過を見るも，翌日には呼吸困難感が出現

し，当センターに救急搬送となる．来院時左上腕

から腋窩にかけ皮層の色調不良，筋膜に達する瘻

孔を認め,CRP36.4と上昇を認めた．搬入直後に

壊死組織の広範囲切除を行い，ペニシリンG2400

万単位/dayの投与を行った．その後，壊死はさら

に急速に全身に広がり，来院後22時間後に死亡し

た．死後切除組織からA群溶連菌が検出されTSLS

と診断した．症例2:65歳,女性．精神科疾患のた

め他院入院中，原因不明の血圧低下，ショック状

態にて，当センターに救急搬送．来院時より全身

管理にて経過を見るも，多臓器不全は徐々に進行

した．来院翌日に会話可能となり，左肘周囲に瘻

痛を訴え，同部位に水庖，発赤を認め，血液検査

上CRP28.5と上昇していたため，この時点で左上

肢からのsepsisを念頭においたが，その後症状は

急速に増悪し死亡した．死後A群溶連菌が検出さ

れた．

【考察】A群溶連菌感染症によるTSLSは，壊死性

筋膜炎として，急激な経過をたどることが多い．今

回のケースで死に至った原因は，症例1は比較的

早期にデブリードマンが開始できたが，感染が体

幹にまでおよんでいたことがあげられ，症例2は

精神科疾患のため事前の情報がなく，ショック状

態で搬入されたため，本人の訴えがわからなかっ

たことがあげられる．同期間に下肢のTSLSを3例

経験したが，いずれも早期の広範囲な病巣掻爬を

行い救命している．上肢においてもこのような急

速な経過をたどる感染症を念頭において治療を行

うべきである．
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重症手指熱傷患者における機能予後に関す
る検討

FunctionalResultsofSevereHandBurns

長崎大学医学部形成外科

○田中克己，安楽邦明，平野明喜

【目的】熱傷患者においては初期治療と早期創閉

鎖により救命率の向上が認められている．しかし

ながら，救命された患者においては高度な後遺症

により社会への復帰が難しい場合も少なくない．

今回は重症手指熱傷患者における機能予後と社会

復帰の現状について検討を行ったので報告する．

【方法】1980年から2003年までの24年間に当科

で治療を行った手指熱傷患者の中で，植皮術など

による手術を行い，術後観察が可能であった411

例を対象とした．受傷面積10％以上の広範囲熱傷

に合併する患者が107例148手，手指に限局して

いた患者が304例365手であった．これらの患者

において，手指熱傷の部位および深達度，手術法

および手術時期，再建手術，手指の機能などにつ

いて検討した．評価としては，手指関節の可動域

と日常生活動作の機能評価を行い，手指の切断が

なく，関節可動域はほぼ正常，日常生活動作に全

く問題を認めないもの(評価A),手指の関節可動

域制限を認めるものの，日常生活動作では軽度の

制限にとどまるもの(評価B),手指の関節可動域

制限が高度で，日常生活動作に高度な制限が認め

られるもの(評価C)とした．観察期間は最短1年，

最長18年，平均6.3年であった．

【成績】広範囲熱傷合併例では，148手中119手で

評価A,17手で評価B,12手で評価Cであった．

一方，手指に限局していた症例では，365手中313

手で評価A,31手で評価B,21手で評価Cであっ

た．

【結論】手術を伴うような重症手指熱傷成績の検

討を行ったが，全体的には良好な結果が得られた．

しかしながら，救命を優先しなければならない広

範囲熱傷に合併する場合や筋腱・骨・関節などの

深部組織におよぶ症例での予後はきわめて不良で

あった．
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Stepladderneurovascularislandflapを
用いた指腹部の再建

ReconstructionofFingerPulpUsingStepLadder

NeurovascularIslandFlap

'東京臨海病院形成外科，2東京手の外科スポーツ

医学研究所，3東邦大学形成外科

○荻野晶弘1，澤泉雅之2，大西清1,

山口利仁2，丸山優3

【目的】今回，われわれは指腹部皮層欠損6例に対

して,Step状にデザインした神経血管柄付き島状

皮弁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】2004年1月からの10カ月間に受診した指

腹部損傷6例6指を対象に検討した．指別は母指が

1例，示指が2例，中指が1例，小指が2例であっ

た．指腹部皮層欠損部に隣接する掌側皮膚，場合に

よっては他指の掌側側方皮層にステップ状の皮弁

を作製し，島状に挙上して欠損部へ移行した．皮弁

採取部は欠損部と同一指の場合はV-Yadvance-

ment法に準じて一次縫縮した．隣接指から採取し

た場合は植皮を行った．いずれの場合も神経血管

柄付き島状皮弁とした．

【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いる．術後嬢痕

も時間経過でほとんど目立たなくなり，術後知覚

の回復も認め，機能的，整容的にも患者の満足度

は高かった．

【考察】従来，指腹部再建では欠損部が15mm以内

であれば，掌側前進皮弁,ObhqUetriangularnap,
Kutker変法などの指動脈前進皮弁が,15mm~

25mm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．それ以上の広範な指腹部欠損，も

しくは同一指での皮弁挙状が選択できない場合で

は他指からの神経血管柄付き島状皮弁が選択され

得る．しかし指掌側皮層，特に指腹部では術後嬢

痕が可動域制限や痛みの原因となり，嬢痕部のZ

形成などの二次手術が必要となることが多い．そ

こで本法ではステップ状に皮弁をデザインするこ

とで，縫合線がジグザグとなり，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，

指腹部の機能，形態は良好であり，指腹部再建に

有用と思われた．
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後骨間動脈皮弁の経験

TheTreatmentofPosteriorlnterosseousFlap

豊橋市民病院整形外科

○須川敬，井上五郎，大間知孝顕

【はじめに】逆行性後骨間動脈皮弁は1986年

Zancolliらによってはじめて発表された皮弁であ

る．今回われわれは39例に対して後骨間動脈皮弁

を用いたのでその結果を報告する．

【症例】症例は平均35．9歳，外傷後の再建に用い

たのが37例．そのうち手背，手掌部の皮層軟部組

織欠損が19例と最も多く，ついで母指内転拘縮に

対する指間形成術が13例，切断指が5例であった．

その他皮層扁平上皮癌切除後の皮層軟部組織欠

損が1例，感染後の皮層欠損が1例であった．皮弁

のサイズは平均3.6×8.3cmで，幅最大8cm,長径

最大17cmであった.Donorsiteは29例は一期的

に縫縮できたが，10例は遊離植皮を施した．幅4qn

まではほぼ全例で一期的に縫縮可能であった．追

加手術として腱剥離10例，腱移植2例，腱移行1

例，造指術4例を行った．

【結果】結果は35例が完全生着，2例が辺縁壊死，

2例が完全壊死であった．2例は術後静脈還流障害

のため静脈吻合を要した．

【考察】手背部及び手掌部の皮層欠損，第1指間部

拘縮解離後の皮層欠損に対して後骨間動脈皮弁に

よる被覆はよい適応であると考えられた．後骨間

動脈皮弁の利点としては1手，前腕の主要動脈を

犠牲にしない．2皮弁が薄く2次的に脂肪切除を必

要としない．3皮弁切離などを要さず一期的に手

術を完了できる．などがあげられる．壊死となっ

た2例の原因としては遠位僥尺関節付近の圧挫に

よる血流障害が考えられた．手関節に圧挫のある

症例では注意が必要である．

1-IVE24

手指皮層欠損に対する島状穿通枝皮弁の応
用

TheIslandPerforatorHapstotheFulltmcknessSkin

DefectontheHand.

東京大学医学部形成外科学教室

○長尾聖子，権太浩一，井上啓太，

光嶋勲

【緒言】穿通枝皮弁は全身のどこにでも挙上可能

で，採取部の整容的な犠牲も最小で容易に短時間

で移植できる利点があり最近その有用性が注意さ

れつつある．これまでに手の小から中範囲の全層

皮層欠損に対して島状穿通枝皮弁を用いた再建法

を行ってきたので術式の適応，その工夫などにつ

いて若干の知見を報告する．

【症例と方法】手の全層皮層欠損で，これまでに

島状皮弁移行術がなされた41例の約半数の21例

に島状穿通枝皮弁を用いた再建を行った．その内

訳は3歳から83歳までの患者で，指動脈穿通枝皮

弁5例，尺骨動脈穿通枝皮弁5例，僥骨動脈穿通枝

皮弁4例，上腕部穿通枝皮弁2例などであった．こ

のうち3例において移植片の部分壊死がみられ

た．

【考察】手指再建に有用な穿通枝皮弁としては，

指の掌側皮膚欠損に対しては指動脈穿通枝皮弁，

手背部の皮層欠損に対しては僥骨動脈穿通枝皮

弁，筋膜脂肪弁，手関節尺側面の皮膚欠損に対し

ては尺骨動脈穿通枝筋膜，肘関節部の欠損に対し

ては上腕内側穿通枝皮弁などが有用であった．

【結果】手の小から中範囲の全層皮膚欠損に対し

て島状穿通枝皮弁移植術は主幹動脈を犠牲にせず

に皮弁採取部の整容にも優れ，きわめて有用な再

建法と思われる．
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1-IVb25

Hemipulpfiapを用いた指腹部軟部組織損
傷の再建

FreeHemipulpFlapsfOrSoftTissueDefectofthe

FingerPulp

'奈良県立医科大学救急科，2奈良県立医科大学整

形外科，3吉本整形外科・外科病院整形外科

○村田景一1，矢島弘嗣2，小畠康宣2，

木佐貫修3

【目的】我々は指腹部の軟部組織欠損に対してVY

前進皮弁，手掌皮弁，指交叉皮弁，逆行性指動脈

皮弁,hemipulpflapなどを，欠損部の大きさ，部

位にあわせて選択して用いてきた．中でも欠損部

が比較的大きい場合，局所皮弁や血管柄付島状皮

弁では被覆出来ないため,hemipulpflapを用いて

いる．今回，我々 が今までに行なったhemipulp
napを用いた指腹部軟部組織損傷再建例の成績お

よび合併症を検討する．

【症例と方法】1977年から2004年までに我々 が行

なったhemipulpflapは9例である．患者は全例男

性．年齢は25歳から69歳，平均42.1歳であった．

受傷部位は母指6例，示指2例，環指1例であった．

受傷原因は全例外傷で，6例は受傷部の一次的再

建，残りの3例は手部の広範囲皮層欠損に対して

有茎皮弁を行なった後の指尖部知覚再建目的で手

術が行なわれた．皮弁採取部には全例全層植皮を

行なった．皮弁の血管茎は全例longpedicleで
snufrbox部で榛骨動脈深枝と端々吻合を行なっ

た．

【結果】術後2例で表層壊死を起こしたが，最終的

に全例生着した．donorsiteの問題として,3例で

全層植皮部に部分壊死が認められたが，デブリー

ドマン後，保存的治療にて治癒した．

【結論】一指節を超える範囲の指腹部皮層欠損や

広範囲手部皮膚欠損に対する有茎皮弁後に行なう

指尖部の知覚再建に対してhemipulpflapが皮膚
の性状が手指に近く，良い知覚を得る事が出来る

ので良い適応と考えられた．
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1-IVb26

大腿皮弁を用いた上肢皮層欠損の治療

TrearmentofSkinDefectsofUpperExtremities

'大阪市立大学大学院医学研究科整形外科学教室，

2聖隷浜松病院手の外科･マイクロサージャリーセ

ンター

○岡田充弘17香月憲-1,恵木丈1,

高岡邦夫l,斎藤英彦2

【目的】今回我々は大腿皮弁を用いて上肢皮層組

織欠損の再建を行い，満足のいく結果を得たので

報告する．

【方法】症例は男性5例，女性1例の合計6例で，

7皮弁を移植した．手術時年齢は23～58歳(平均

40.2歳)，受傷原因は，デグロービング損傷2例，

開放骨折後2例，熱傷1例，動静脈奇形1例であっ

た．用いた皮弁は大腿外側皮弁6例，大腿内側皮

弁1例，大きさは12.5×8cm～32×13cm(平均

22×10.5cm)であった．皮弁の形態はcutaneous

flap2例,fasciocutaneousflap2例,thinflap3
例で，各症例の組織欠損の状態に応じて使い分け

た．血管吻合は，端々吻合2例，端側吻合1例，

now-through型4例であった．

【結果】1例のみ術後静脈鯵血を呈し再吻合を要し

たが，全例とも部分壊死を来たすことなく全生着

した．手指にfasciocutaneousflapを用いた1例

のみ除脂術を要したが，その他は皮弁に対する二

期的手術を要していない．

【考察】大腿皮弁は薄い皮弁が要求される上肢皮

膚組織欠損の再建に有利な多くの利点を有する．

すなわち，広範囲皮膚欠損を一期的に被覆可能で

ある,flow-through型の血管吻合を行うことで血

行の温存・再建も同時に可能である，仰臥位で行

うことが多い手の外科の手術では大腿皮弁も仰臥

位で採取するため2チームに分かれて手術が可能

である，などである．また，手・手指のようにさ

らに薄い皮弁が必要な部位ではthinflapとして再

建することで二期的な除脂術等の修正術を必要と

せず，一期的に整容的に満足のいく結果が得られ

る．一方欠点としては，有毛部位であるため手指

や手掌には整容的な満足度は低く，また知覚皮弁

ではないこと，などが挙げられる．

【結語】大腿皮弁は上肢皮膚組織欠損の再建に有

用な皮弁である．



1-IVb27

静脈皮弁を用いて組織を修復した手指外傷

症例の検討

AstudyofVenousFlapUsedfOrReconstructionof

TissueDefectinTiaumaofFingersandHand

'大阪市立大学救急災害生体機能管理医学，2大阪

市立大学整形外科，3清恵会病院外傷マイクロサー

ジャリーセンター

○五谷寛之l,門口竜司19榎本誠1,

高岡邦夫2，山野慶樹3

【はじめに】手指は露出部位であり再建を行う際

には整容的かつ機能的見地から術式を選択し，結

果を出さなければならない．演者らはこの観点か

ら手指の切断や軟部組織欠損症例に対して静脈皮

弁を用い血行再建および組織再建を積極的に行っ

ており臨床結果について検討を加え報告する．

【対象および方法】症例は手指の完全及び不全切

断，挫滅など軟部組織欠損を伴う症例であり15例

17指，男性13例，女性2例，年齢は13から62歳，

(平均年齢33.9歳)であった．静脈皮弁の採取部位

は前腕11例，足背6例，流入および流出血管が指

動脈であるいわゆるA-V-Aタイプの静脈皮弁を用

いて組織修復と同時に指動脈の血行再建を行った

症例は12例，流入血管が指動脈，流出血管が指背

指静脈のA-V-Vタイプの静脈皮弁が4例，榛骨動

脈を流入動脈として2つの静脈皮弁をキメラ型に

連続して手背から指背まで修復した症例が1例で

あった．皮弁のサイズは最小が1×1crnであり最

大が手背に及ぶ皮弁で6×3cmであった．

【結果】仲沢らの分類によると優(完全に生着した

症例）が13例，良（表皮壊死，水泡形成を認めた

症例）が3例，可（皮弁面積の30％までの壊死を

認めた症例）が1例であった．不可（皮弁面積の

30％以上の壊死を認めた症例）はなかった．血行

再建を同時に行った再接着症例は全例生着した．

【考察】静脈皮弁は流入，流出血管の径にあわせ

て前腕や足背から皮弁を採取可能であり，特に前

腕から採取すれば伝達麻酔下に手術可能であり手

技も煩雑ではない．色調も手指に良く合い整容的

にも優れていると考えられる．また，演者らの症

例の特徴としては屈筋腱縫合や掌側軟骨板の修復

と血行再建が共に必要なPIP掌側受傷例に対して

施行した結果，良好なROMの獲得に寄与できた症

例が含まれている点であり，今後も積極的な利用

を考えている．

1-IVb28

示指指列移行とwrap-aroundflapを同時
に行い再建した母指CM関節レベル切断例

の経験

ThumbReconstructionbyTranspositionofthelndex

RayCombinedwithaWrap-aroundFlap

'神戸大学医学部形成外科，2康生会武田病院形成

外科

○柳英之1,高見昌司2,田原真也’

【はじめに】CM関節を含む母指欠損の再建術と

して，他指の母指化術も選択肢の一つとなるが，い

うまでもなく患者とのディスカッションが重要と

なる．示指の母指化にwrap-aroundflapを併用し

良好な結果を得た症例に関し，術式決定の過程を

含め報告する． 要

【症例】29歳男性．右手挫滅創に対し，近医にて

母指はCM関節，示指は基節骨基部で切断し断端

形成および遊離植皮術を行われた．再建目的に当

科を紹介され，術式について患者と議論を重ね，受

傷10か月後に母指再建術を行った．第2中手骨を

基部で切断し血管柄とともに移行，大菱形骨に掌

側外転位で固定した．示指基節骨に癒着している

EIPは手関節部でEPLと縫合し直したが，示指の

FDSとFDPは,FPLの挫滅のため，そのまま移

行した．足背皮弁付wrap-aroundflapを挙上し，

腸骨とともに示指基節骨に固定し，神経血管吻合

を行い移植した．

【結果】術後2年でMP関節自動域は35｡,指腹S-

Wtestは3.84,握力は健側比52%.患者は再建指

を十分使用し，機能的，整容的に満足している．

【考察】CM関節を含む母指欠損では,MP関節ま

たはCM関節機能の再建が望ましく，示指にも損

傷があれば，その母指化を第一選択とする意見が

多い．本例においては，示指の母指化のみでは機

能的な長さが得られず，爪も無い．そのため，

wrap-aroundflapを併用し，より機能的かつ整容
的な再建を行った．このような報告例は少ない．他

の選択として，中足骨を含めた第二足趾移植が考

えられたが，患者は整容面で今回の術式を選択し

た．各術式とその得失の説明とともに，クレイモ

デルによるシミュレーションが選択の一助となっ

たと思われる．

－S56-



1-SE3-1

欠指症の治療

TreatmentofDigitalDeficiency

広島大学整形外科

○石田治，砂川

杉岡敏博，越智

融，鈴木修身，

光夫

【目的】欠指症の治療について，われわれの考え

方や取り組み方を紹介する．

【症例】短合指症，絞拒輪症候群，裂手症候群，

僥側列形成不全などによる欠指症に対する治療法

について述べる．短合指症の場合，中手骨までで

発育停止した手指に対しては足趾からの遊離趾骨

移植で対処することが多い．この術式では，母指

が存在する場合には指骨を作成することで把持機

能を獲得することができる．また，良好なMP関

節可動域が獲得できるが，移植された指骨の成長

軟骨が障害されたり，部分的な骨吸収が起こりう

ることが欠点である．母指を含めて，すべての指

が中手骨レベルで発育停止となっている場合に

は，まず母指に機能を与えるために示指から有茎

で骨移植を行い，さらに第1指間を作成する．絞

拒輪症候群で指の短縮がある場合には，骨延長を

行う．裂手症候群で分離できそうな合指に対して

はなるべく分離するようにしている．分離が可能

かどうか，あるいはするべきかどうかについては

議論のあるところだが，血管の走行，関節機能に

ついて考慮のうえ，家人と十分なインフォームド

コンセントを行い，決定する．榛側列形成不全で

浮遊母指の場合，なるべく温存して，示指の母指

化術は完全に欠損している場合にのみ行うように

している．Blauth分類のgrade4,つまり浮遊母

指に対してはシリコンブロックを挿入して中手骨

の代用とし，エキスパンダーなどで皮弁を作成し，

母指を形成するようにしている.Grade3では関

節移植などで母指機能を発揮できるようにする．

【考察】欠指症の治療に関しては，どこまで再建

をするべきか，いつ再建手術を行うかについて議

論が分かれるところである．われわれは機能，整

容の両面から検討し，なるべく他部位にマイナス

とならない再建をするようにしている．
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1-SE3-2

合短指症の治療

TreatmentModalityofSymbrachydactylyofthe
Hand

東京慈恵会医科大学形成外科学講座

○宮脇剛司，赤松久子，小島正裕，

岸陽子，栗原邦弘

1968年の当講座開設以降2003年までに経験した

301例の合短指症例を検討した．男女比は189対

112でその64％に大胸筋の低形成や欠損を認め

た．手術法を分類すると指間分離術137例，骨長

調整22指，指列移行術6例，遊離足指MTP関節

移植術3例，胸壁再建2例であった．これら症例の

手術時期，術式と長期経過を検討した．指間分離

術は生後8～12カ月頃に手術を行なっている．分

離術は背側矩形皮弁を利用し，指間は指節間関節

部の指皮線を直交しないようにジグザグ皮切を加

え，下腹部から全層植皮を行なってきた．しかし，

背側の創が目立つことや植皮部の色素沈着の問題

から，近年は指間は掌背側からの三角弁を利用し，

指側面に生じた皮層欠損には頚骨内果下部からの

全層植皮を行なっている．骨長調整は罹患指の骨

遠位端に自家骨移植したもの7例，骨切り部に自

家骨移植したもの5例，骨延長器によるもの9例で

あった．自家骨移植は獲得可能な延長距離が短く，

術後の骨吸収などの問題から，現在は仮骨延長術

を行なっている．特に末梢形成不全やmonodac-

tylytypeなどで母指機能が温存されている症例で

は母指対立による握り，つまみ動作の支持部位の

獲得のために第4，5中手骨を延長し機能改善を

図っている．指列移行術6例は癒合した残存指を

利用して母指再建を行なう場合に用いてきた．症

例によって移行する距離が大きく取れないことが

問題となった．遊離足指MTP関節移植術は3例に

施行したが，移植関節の成長障害や力源がないこ

と，小児期手術の周術期の問題などから本術式の

適応は極めて少ない．内固定型骨延長器を紹介す

るとともにわれわれが行なっている合短指症治療

について報告する．



1-SE3-3

欠指症に対する足趾骨移植術

FreeNon-vascuralizedTbeTransfersfOrAdactyly

andOligodactyly

大阪府立母子保健総合医療センター整形外科

○川端秀彦，北野元裕，和田麻由子，

名倉温雄

【目的】われわれは1993年より先天性の欠指症例

を対象に，新たな指を獲得したり既存の指の指長

を増加させる目的で足趾骨移植術を行っている．

足趾骨移植術は足趾骨を血管柄をつけずに採取

し，手に作成した皮層ポケットへ移植する術式で

ある．ここではこの手術を施行した13例の臨床成

績を提示し，欠指症治療におけるその有用性を考

察した．

【方法】対象は短合指症12例(24指)・先天性絞掘

輪症候群1例（2指)，手術時年齢は0.9歳から2．9

歳，平均1.4歳であった．原則として第4趾基節骨

を用い，2趾骨移行の場合は両側より採取し，3趾

骨移行の場合は第4趾に加えて第3趾の基節骨を

用いた．足趾の欠損部には腸骨よりapophysisを

つけた骨軟骨移植を行った．経過観察期間は1.4年

から10．5年，平均6．2年であった．

【結果】13例中10例で有用な指が形成された．皮

膚の部分壊死を生じた3例・6足趾骨中3足趾骨と，

術中に足趾骨をトリミングした5足趾骨中3足趾

骨に骨吸収が見られた．移植足趾骨の成長は骨吸

収があった足趾骨を除くと平均70％であった．足

趾骨採取部位の変形･短縮は，ないもの17趾，軽

度のもの5趾，高度のもの4趾であった．骨盤の変

形は腸骨を全層採取した例で顕著であったが，半

層を採取した例ではわずかな不整を見るにとど

まった．

【結論】欠指症において新たな手指を作ることは

つまみ機能や把持機能の改善に役立つと考えられ

る．足趾骨移植術によって得られた指は血管柄を

つけていないにもかかわらず成長能力を有し，安

全に指を形成できる点で非常に有用な手術であっ

た．また，足趾に対して行った腸骨移植は短縮を

予防し，足の整容の悪化を最小限に抑えることが

出来た．さらに腸骨の採取を工夫することで腸骨

の変形も防止できた．

1-SE3-4

先天異常手に対する遊離部分足趾移植術

TbeTransfersfOrCongenitalFingerLosses

'東京大学医学部形成外科，2岡山大学医学部形成

外科

○光嶋勲l,福田憲翁1,伊藤聖子2,

権太浩一'，岡崎睦’

【緒言】これまでに135例の遊離足趾移植を行って

きたが，先天性手指欠損例に対する血管付き部分

足趾移植術の術式の変遷と適応，その工夫などに

ついて若干の知見を報告する．

【症例と方法】6歳から33歳までの10症例に対し

て12移植片を用いた形成術を行った．その内訳

は，浮遊栂指3症例，先天性爪欠損3例，絞抓輪症

候群に伴った指欠損4例，栂指低形成2例であっ

た．選択した術式は，第2趾移植6例，血管付き爪

移植3例，血管付き関節移植1例，広背筋穿通枝と

血管付き肩甲骨弁1例，広背筋皮弁と肩甲骨の合

併移植1例であった．手術結果は全ての症例にお

いて移植片の壊死，採取部の合併症などはなかっ

た．

【考察】先天性指欠損例に対してこれまでは遊離

足趾移植を用いた再建術はあまり行われていな

い．しかし，より整容的な形を形成するためには

この方法は必須である．手術適応としては，先天

性爪欠損に対する血管付き足趾爪移植を行う．浮

遊母指に対しては，当初第2足趾の血管付き関節

複合皮弁移植を行っていたが，採取部の変形があ

るため最近はより犠牲が少ない広背筋穿通枝皮弁

と血管付き肩甲骨弁の合併移植に変えつつある．

更に先天性絞抓輪症候群などによる手指の全欠損

例であっても長い第2趾移植を用いれば整容的に

満足できる手指が形成できることがわかった．

【結果】手指の欠損を伴った先天異常に対して血

管付き遊離部分足趾移植術は極めて重要な治療法

と思われる．

－S58-
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先天性異常手に対する指骨延長の応用

ApplicationofFingerLengtheningfOrCongenital
HandDifferences

弘前大学医学部整形外科

○藤哲

【目的】骨延長法は先天性異常手に対する治療法の

一つとして常に考慮すべきものである．特に小児

では，骨移植を必要としない仮骨延長法が第一選

択となる．小児先天性異常手に対する骨延長の手

術適応，手技および注意点について報告する．

【手術適応】先天性切断，先天性中手骨短縮症，合

短指症，絞拒輪症候群などが適応となる．先天性

切断の場合は,toetransfbrなどマイクロサジャ

リーを応用した種々の再建方法なども考慮され，

また他の再建方法と骨延長を組み合わせた再建も

考えられる．骨を延長することによって得られる

整容的および機能的改善を，術前に十分考慮する

必要がある．

【手術手技】延長器:OrthofixM-100かPennig-
mini延長器を使用している．特に小さな骨の場合

は,Pennig-mim延長器が便利である．治療期間：

当科での小児指骨延長における,Healmgmdexは

73.1day/Cm(38-100day/cm)で,Healinglndex

が長くなった例は，不適切なピン刺入やearly
consolidationで再手術を余儀なくされた例であっ

た．

【注意点】延長する骨が小さいため，延長部位の

決定，ピン刺入点，延長方向など術前の十分な計

画が重要．対向指の機能が十分でない場合は，そ

の指を延長することによって目的とする機能（把

持動作）が得られるかどうか，術前に十分検討す

る．我々はこの目的のために,OTによる機能評価

およびパイロット装具によるシミュレーションを

行っている．

【まとめ】小児における仮骨延長の成績は概ね良

好であり，骨移植を必要としないこの方法は先天

異常手の治療に有効な手技と考えられる．

一S59-
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PrinciplesGuidingReconstructionofthe

AdactylycHand

BemardO'Brienlnstitute&StVincent'sHospital,

Melbourne,Australia

○WayneMorisson

DigitalreconstructionisconsideredfbraestheticandfUnctional
indications・

AesthetiC

●DefOnnityisstigma
●ChildrennotconcernedaboutdefOrmityuntiladolescence
●Learnconmvedandcleverposturestohidedefbrmity
●Prosthesesrarelyusedlongtenn
●Ti℃atmentaimedatcamounagingdefbrmityby:
○Fillingdigitalgaps
oAthreefingeredhandcanlooknatural
oNaturalcascadefbrdigitallength
oAmobile,defbnnedhandismoreattractivethananimmobile

(normal)hand

Function

Dominanthandisprimarilyfbrdexterity,thenondominanthandis
fOrsupportive,grossgripfUnctions・Handhastwobasicfilnctions,
l)radialtripod,pollico-digitalpinchand2)ulnar,digitalpalmar
powergnp．

●Radialpinchrequires:
osensation-nerves

●Proximalstabilitytoallowmotorstotransmittodistaljoints-
Ointrinsicmuscles

oligaments
●Positioningofthethumb
obasaljoint
othenarmotors(long-EPL,APL,EPB,FPL)(short-APB,
opponens)

●Powerofthumbpinch-adductor
●Oppositionpost

oinnelvated

ostable(intrinsicsintactoffUsed)

○？idealsiteofoppositionpost
●UInarpalmargripIEquires:
Omobility

●jointS(allthree)
●extrinsictendons(nexorsandextensors)

●intrinsics(IPjointextension)
○power

●intrinsics-torquegrip(hypothenarmuscles)

Questions
●WhatfUnctionislost？

●Ifso,whatistherealisticpotentialtorestorethem？

Principles
●ManycongenitaldefOnnitieshaveexcellentfUnction
●Short,stabledigitsaremorefUnctionalthanlong,unstabledigits
●Brachysyndactylyandhypoplasticlimbsmaynothavenonnally
developedcentralorperipheralanatomyorconnections

●AmnioticbandsyndromeortraumaticamputationsaretheoI℃tically
thebestcandidatesfbrtoetransferbecauseofnonnalproximal
fUnction

●TbesaregoodfOrradialfUnctionbutnotulnargripbecauseof
limitedlengthandnexioncapacity

●Tbesshouldbeseenasinnervated,stablelengthenersofproximal
motors.Iftherearenoproximalmotors(longandshorttendons
andmobilejoints)oriftheycannotberealisticallyrestoredby
tendontransfersetcthentoetransferswillnotworkandmayreduce
existingfimction



1-Va1

当院におけるデュピュイトラン拘縮手術の

考察一最近の知見を交えて－

ClinicalStudyofDupuytrenContractureOperation

埼玉手の外科研究所

○菅野百合，児島

福本恵三，西園

忠雄，平瀬雄一，

千史

【目的】1997年4月から2004年10月までに当院

を受診し，デュピュイトラン拘縮と診断された38

例の中で手術を行った20例について最近の知見

を交えて考察する．

【対象と方法】男17例，女3例で，平均年齢63.8

歳（48歳－74歳）であった．罹患手，罹患指列，

臨床期分類，術中cord所見，術後合併症，術後評

価について考察した．

【結果と成績】罹患手別では両手8例，右手6例，

左手6例で，両側手術例は1例であった．罹患指総

数は36指で，環指列16指，小指列11指，中指列

7指，示指列1指，母指列1例であった．Iselinの

臨床期分類ではstageO;4例,stagel;8例,stage

2;5例,stage3;2例,stage4;1例であった．全

例にsubtotalfasciectomyを行い,Z形成により，

一次縫合が可能であった．小指列罹患11例のう

ち，6例に小指外転筋腱より起始するcordを認め

た．2002年にKarlらが報告したLegueuand

Juvaraのseptaのcord化を3例に認めた．母指罹

患例のcordは，母指外転筋膜から起始し，母指基

部尺側皮下へ停止していた．合併症では，術中に

指神経を部分的に損傷し，縫合を要したものが2

例，血腫形成1例であった．術後3ケ月以内の5例

を除いた15例をTubiana分類で評価すると,very

good7例,Good8例であり,Fair,Poorはいかっ
た．

【考察】拡大鏡下で愛護的な手掌腱膜剥離をすす

めることにより,cordの進展状況を正確に把握す

ることができた．小指罹患例の6例に小指外転筋

腱より起始したcordを確認し，本邦ではあまり注

目されていなかったLegueuandJuvaraのsepta

のcord化を3例に確認することができた．

1-Vb2

僥側指列に発生したDupuytren拘縮症例の
検討

DupuytrensDiseaseontheRadialAspectofthe

Hand

'熊谷総合病院整形外科，2千葉市立青葉病院整形

外科，3千葉大学医学部整形外科，4佐倉整形外科

○阿部圭宏l.2,3,六角智之l,大渕聡巳4,

徳永進4，國吉一樹3

【目的】僥側指に発生したDupuytren拘縮に関す

る報告は少なく，特に日本人に関する報告はない．

当研究の目的はその病態を明らかにすることであ

る．

【方法】当院と関連施設で行ったDupuytren拘縮

症例77例135手を対象とした．僥側指列合併の頻

度を調べ,Tubianaのgradeにて分類した．榛側指

手術では，罹患したcordを分類し，その発生頻度

を調べた．また僥側指列例とDupuytrendiathesis

および再発との関連を統計学的に検討した．

【結果】135手中30手(22%)，77例中19例(25％）

に僥側指罹患を認めた．10例14手に手術治療が行

われた.Tubianaのgradeでは19例中10例がmild

hrmに,9例がmodelatebrmに分類された．手

術した14手中,longitudinalcordontheradial

sideofthenareminenceを6手に,distaltrans-

verseinterdigitalcordを9手に,longitudinal

cordtofirstwebandnexortendonsheathofthe

thumbを1手に認めた.Ectopiclesionの合併，両

側罹患，および再発は僥側指罹患例で有意に多

かった．榛側指列は進展に関しては最も頻度の高

い部位であったが，僥側指列自体の再発は見られ

なかった．

【結論】僥側指のDupuytren拘縮は日本人におい

ても稀なものではなく,Dupuytrendiathesisお

よび再発との関連が認められた．

－S60－
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弾発指に合併したPIP関節拘縮の治療

TreatmentforPIPJointContractureinTrigger

FingersandThumb.

'埼玉社会保険病院整形外科，2慶應義塾大学整形

外科，3済生会中央病院整形外科，4平塚市民病院

整形外科，5井上病院整形外科

○森澤妥l,仲尾保志2,亀山真3,

石井聖佳4，早川武憲5

【はじめに】経過の長い弾発指では，しばしばPIP

関節の拘縮を合併する．手術で弾発現象が改善し

ても,PIP関節拘縮と瘻痛が遣残し治療に難渋す

ることが少なくなかった．今回，懸濁性ステロイ

ド溶液を用いて拘縮の治療を試みたので報告す

る．

【対象および方法】対象は，腱鞘切開術後2週でPIP

関節の屈曲拘縮が残存していた成人弾発指46例

50指である．I群（注射群）28例29指とC群（コ

ントロール群）18例21指の2群にわけI群には術

後，2週，4週でnPiamcmolone5mg+1%Wlocaine

0.5ccをPIP関節に注射した．術前，術後2,4,6,

8週に，屈曲拘縮を腱側との差で評価した(屈曲拘

縮角)．年齢はI群：21-83（平均58.7）歳,C群：

52-75（平均60.4)歳，性別はI群：男性6，女性：

22,C群:男性5,女性13,罹患指はI群：中指23

指，環指6指,C群：母指4,示指3,中指12,環指

2であった．なお治療期間中，可動域訓練を励行し

た．

【結果】屈曲拘縮角はI群：術前20.5度，2週17.4

度，4週6.5度，6週1.8度，8週1度,C群：術前

20.7度，2週12.2度，4週9．3度，6週8．5度，8

週8.4度であった.I群,C群とも8週までで有意

に屈曲拘縮角の減少を認め，さらにI群とC群の比

較ではI群で有意に屈曲拘縮角の減少を認めた．I

群で強制伸展による関節の瘤痛は全例において1

回目の注射で消失していた.I群で2指に，ステロ

イドの副作用と思われる皮膚の白色化と皮下脂肪

の萎縮を認めたが，経過とともに改善した．

【考察】PIP関節の拘縮を合併する弾発指には，

これまでA1プーリーに対する手術治療に加えて，

単純に関節可動域訓練が行われてきたが，訓練は

瘤痛を伴うため十分な効果が得られなかった．コ

ラーケン分解効果を有するとされる懸濁製ステロ

イド注射は痙痛を伴わずに可動域が改善したこと

から，有効な治療法と思われた．

－S61－
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手指伸展拘縮に対する装具療法

一伸展不全の回避一

CorrectiveSplintTherapyfOrExtensionContracmre

oflnterphalangealJoints-HowtoKeepAwayfrom

ExtensionLagoflnterphalangealJoints-

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】手指の伸展拘縮に対する装具療法で

注意しなければならないのがDIP関節の伸展不全

である．今回，手指伸展拘縮に対し装具療法を施

行し，施行中に生ずる手指背側の痛みとその後の

伸展不全について検討した．

【方法と症例】母指以外の手指々節間関節に伸展

拘縮を認めた16症例18指に対し，第47回本学会

にて発表したスプリントを使用し，屈曲方向への

持続牽引を行なった．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．牽引

時間はPS4「我慢できるがちょっと厳しい」に達

するまでとした．これらの症例の牽引中の痛みの

部位と最終的に獲得した指節間関節の他動屈曲，

牽引により増加した伸展不全角度を計測した．

【結果】牽引中に生じた痛みの部位は，側索の走

行で15指，中央索の走行で11指，三角靱帯部で

8指，終止伸筋で4指，爪部で3指,DIP関節側面

で1指であった．最終的に獲得された屈曲角度の

平均は,PIP関節で101.3度,DIP関節で62.67度

であった．伸展不全角の増加をDIP関節に4指認

めた．伸展不全の増加は平均で9.0度であった．伸

展不全増加例では全例終指伸筋部に痛みを訴えて

いた．

【考察】手指伸展拘縮に対する屈曲牽引により生

ずる痛みは，側索･中央索の走行，三角靱帯部，終

指伸筋部，爪部,DIP関節側面に分かれた．また，

痛みと，最終的に獲得した他動屈曲の結果より，手

指伸展拘縮に対し指背腱膜の遠位方向への牽引が

有効であると思われた．更に，終指伸筋部の痛み

を訴えていた例では，全例DIP関節の伸展不全角

度の増加を認めたことから，牽引の際，終指伸筋

部の痛みを避けることが伸展不全の増加を回避す

るのに重要と考える．



1-Vb5

音楽家の手の障害に対する装具療法

BraceandSplintTherapyfOrMusician'sHand

防衛医科大学校整形外科

○根本孝-1,有野浩司1,中道憲明1,

古賀龍二1,津田悦史’

2000年1月から2004年10月までに，当科で治療

を行った音楽家の症例は50例である．このうち手

の障害に対して装具療法を行った13例を検討し

た．

【症例】男性5人，女性8人であり，年齢は14歳か

ら74歳(平均37.3歳)であった．患側は右側6例，

左側6例，両側1例であった．診断は,bcaldystonia

3例，関節リウマチ2例，母指CM関節症2例，母

指MP関節痛2例，母指IP過伸展1例，示指

Heberden結節1例，小指中節骨短縮症1例，小指

swan-neck変形2例であった(重複あり).楽器は，

ピアノ3例，バイオリン2例，クラリネット2例，

ギター2例，オーボエ1例，トランペット1例，三

味線1例，琴1例であった．演奏レベルは，自衛隊

音楽隊員3名，ピアノ教師1名，バイオリン教師1

名，箏曲師範1名，ピアニスト1名，ギタリスト2

名，一般学生3名，アマチユア（主婦）1名であっ

た．

【方法】使用した装具は，母指CM関節用軟性装具

3例,silverringおよびその亜型3例，母指硬性装

具2例，槌指用副子1例，指用軟性装具1例，絆創

tapmgl例，前腕硬性装具1例，肘bandl例で

あった．

【結果と考察】母指CM関節症は軟性装具の使用に

よって痙痛が軽減し演奏が容易となった．小指

swan-neck変形と母指IP過伸展はsilverringの

使用により過伸展を制御でき演奏に極めて有用で

あった．小指中節骨短縮症は絆創膏tapingが楽器

重量による負荷を軽減した．Focaldystoniaに指

用軟性装具が有効な例があった．Heberden結節

に槌指用副子を使用すると演奏の障害になり問題

があった．母指硬性装具は楽器との接触面に問題

があった．装具は音楽家に対して一般とは異なる

特別な意味と有用性が認められた．

1-Vb6

手指屈筋腱腱鞘炎の病因学的検討

RetrospectiveStudyofFingermexorTbnosynovitis

関西労災病院整形外科

○矢野公一，多田浩一，吉田竹志，

田野確郎，堀木充

保存療法に抵抗する原因不明の慢性手指屈筋腱腱

鞘炎は，日常診療においてまれに遭遇する．これ

らは治療経過においても原因がなかなか確定でき

ず，治療にも難渋することが多い．今回我々はこ

れらをretrospectiveに検討した．

【対象】1999年1月から2004年5月までの期間で，

手術までに診断が確定できなかった指から手掌に

及ぶ広範な手指屈筋腱腱鞘炎15例（2例は前腕に

及ぶ）を対象とした．男性11例，女性4例，年齢

は27～70歳(平均52.1歳)，外傷歴を有するもの

は4例，合併症は糖尿病1例であった．発症から手

術までの期間は1～65ケ月（平均17.4ケ月)，術

後経過観察期間は平均18.3ヶ月であった．手指か

ら手掌に及ぶzig-zag切開で広範に展開し，増殖し

た腱鞘滑膜を切除し，一般細菌培養，抗酸菌

PolymeraseChainReactive(PCR),抗酸菌培養，

病理組織診断を行った．

【結果】一般細菌培養は全例陰性であった．抗酸

菌培養において4例に菌の培養確定が可能であっ

た（結核菌1件,Mycobacteriummarinum:2例，

Mycobacteriumintracellulare:1例).このうち
2例は化学療法を施行し再発を認めず，1例は初回

手術時に診断がつかなかったが再発したため再手

術を施行し再培養にて非定型抗酸菌によるものと

診断できた．現在化学療法を施行し再発はない．残

る1例は化学療法を実施されず再発している．ま

た診断のつかなかった11例の病理組織診断は慢

性炎症を示唆する所見であり，諸検査によっても

原因確定には至らなかった．この11例については

術後再発を認めなかった．関節リウマチの診断が

ついた症例はなかった．

【考察】病理組織，培養条件を工夫した細菌検査

で4例抗酸菌感染症の診断を得た．慢性屈筋腱腱

鞘炎の原因について特定できた症例は少なかった

が，抗酸菌性腱鞘炎と診断できた症例を除き手術

療法のみで治療が完結した．
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卜リアムシノロン注入による屈筋腱腱鞘炎

の治療成績

TheEfficacyofTriamcinoloneintheTreatmentof

StenosingTbnosynovitis

日本大学医学部整形外科

○佐藤多賀子，長岡正宏，長尾聡哉，

山口太平，龍順之助

【目的】屈筋腱腱鞘炎に対するトリアムシノロン

腱鞘内注射は日常診療でしばしば行われている．

今回我々は初診までの期間および症状と予後につ

いて検討した．

【対象および方法】トリアムシノロン腱鞘内注射を

行い1年以上経過観察できた94例103指を対象と

した．年齢は43歳から85歳，平均62.2歳で，性

別は男性25例，女性69例であった．使用薬剤は

トリアムシノロン10mgと1%リドカイン0.5mlを

用いた．

【結果】1.最終的に手術に至った症例は17指であ

った．残りの86指は注射のみであるが，注射のみ

で治療した86指の治療成績は内田らの基準で優

58指，良18指，可10指であった，2.症状発現か

ら初診までの期間は0．5ケ月から84ケ月，平均

5.4ケ月であった．治療成績との関係は，優の場合

平均6.0ケ月，良4.0ケ月，可5.0ケ月，手術例8.9ケ

月であり，症状発現から初診までの期間と治療成

績には明らかな相関関係はなかった．3.初診時に

弾発現象が朝のみあるもの15指，自動伸展可能な

弾発58指，自動伸展不可能な重度の弾発7指で

あった．朝のみの弾発例の症状発現から初診まで

の期間は平均2.5ケ月，注射回数は平均2．1回,手

術に至った例は3指であった．自動伸展可能な弾

発例の症状発現から初診までの期間は平均3．7ケ

月，注射回数は平均2.1回，手術に至った例は8例

であった．重度の弾発例の症状発現から初診まで

の期間は4.9ケ月，注射回数は平均2.3回であった．

最終的に手術に至ったものは2指であった．

【結語】症状発現から初診までの期間とトリアム

シノロンの腱鞘内注射の治療成績には関連はな

かった．また重度の弾発現象に対しても症状は完

全に消失している例が多く有効であった．
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屈筋腱狭窄性腱鞘炎における内視鏡所見の

検討

EndoscopicViewinStenosingTbnosynovitis

'杉村記念病院整形外科，2麻生整形外科クリニッ

ク

○内田和宏'，麻生邦－2

【目的】屈筋腱狭窄性腱鞘炎に対して，仲尾らの

方法に準じて内視鏡下に腱鞘切開術を行っている

が，内視鏡の所見は一様ではなく，なかには腱鞘

の同定が困難な例もみられる．今回我々は内視鏡

所見を検討したので報告する．

【対象と方法】対象は65例（男30例，女35例)，

95指であり，手術時年齢は平均63.5歳であった．

罹患指は母指23,示指15,中指34,環指19,小

指4指であり，単指手術は48例，多数指手術は17

例であった．術前に弾発指は68指，弾発現象はな

いが瘤痛のため屈曲障害のある指は27指であっ

た．術前の合併症として糖尿病6例，関節リウマ

チ1例，透析1例を認めた．内視鏡下の腱鞘滑膜炎

の程度ならびに周囲の脂肪組織との関係において

次の3段階に分類した．軽度：滑膜の増殖は軽度

であり，脂肪組織もほとんど介在せず，腱および

A1pulleyが容易に直視できる．中等度:A1pulley

は直視できるが，腱自体の直視が困難である．高

度:腱のみならずA1pulleyも直視困難である．内

視鏡の所見と罹病期間，多数指手術の有無，合併

症の有無，罹患指との関連につき検討した．

【結果】示指から小指までの72指のうち，内視鏡

の所見は軽度30,中等度20,高度22指であり，母

指23指のうち，軽度4，中等度7，高度12指であっ

た．母指のほうが示指から小指までの指に比べる

と直視しにくい傾向にあった．また糖尿病を合併

した例や，罹病期間が長い例は直視しにくかった．

視野が悪い例は滑膜剥離の手技を要するため，手

術時間が長くなった．

【結論】内視鏡下の腱鞘切開術は有用な手術法で

あるが，多数指の例，糖尿病の合併例，母指の場

合では腱鞘の同定が困難な例がある．
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手関節肢位が短母指伸筋腱の走行および滑

走抵抗に及ぼす影響

TheEffectofWristPositiononEPBTbndonDirec-

tionandGlidingResistance

l新潟医療福祉大学医療技術学部,2MayoClinic,

3ChengKungUniversity

○大山峰生',WilliamP.Cooney2,Li-Cheih

Kuo3,KentonR.Kaufman2,Kai-NanAn2

【目的】deQuervain腱鞘炎の発生原因の1つに，

手関節の反復運動を伴った手の過使用がある．今

回，手関節肢位と，三次元空間における第一区画

とEPB腱との角度(EPBangle)および第一区画

を滑走するEPB腱の滑走抵抗との関係を調査し

た．

【方法】新鮮凍結屍体10肢を用いた．そのうち3

肢に第一区画に隔壁を認めた.EPBangleの測定

では，一本の座標軸が第一区画長軸と平行になる

ようK戸wireを榛骨に刺入して座標を作成した．次

いで，手関節背屈60,30度，中間位，掌屈30，60

度，僥屈10度，尺屈30度の時の第一区画とEPB

腱を2方向から写真撮影し，画像処理ソフトで第

一区画長軸とEPB腱との角度を計測した．その値

を基にEPBangleを算出した．滑走抵抗も手関節

肢位を同様に設定し計測した．

【結果】手関節掌背屈で比較すると，中間位では

EPBangleは11.8±4.0度，滑走抵抗は0.21Nと共

に最も小さく，これらは掌背屈角度の増加に伴い

有意に増加した(P<0.001).榛尺屈で比較する

と，尺屈位ではEPBangleは6.4±3.9度，滑走抵

抗は0.17Nで共に最も小さく，これらは僥屈位に

比べ有意に小さかった(P<0.001).隔壁の存在

は滑走抵抗を増加させる傾向を示した．

【考察】緊張した腱の走行が第一区画長軸と平行

な関係にない場合，伸筋支帯は腱に圧迫力を加え

る．これは第一区画長軸と腱との角度の増加に伴っ

て増大する．従って，圧迫力は中間位，尺屈位で最

も小さく，また腱の滑走抵抗も同様な傾向を示した

ことから，手関節中間，尺屈位がdeQuervain腱

鞘炎に対しての良肢位と考えられた．また隔壁の存

在は，本症の保存的治療効果に影響を及ぼす可能性

があると考えられた．

1-VblO

deQuervain病に対する短母指伸筋腱開放

術

DecompressionoftheExtensorPollicisBrevisSub-

compartmentfbrdeQuervain'sDisease

'ゆあさ整形外科クリニック，2済生会山形済生病

院整形外科

○湯浅勝則'，清重佳郎2

【はじめに】deQuervain病の症例において，長母

指外転筋(APL)腱と短母指伸筋(EPB)腱の間

に隔壁が高率に存在するということは周知の事実

である．われわれはEPB腱の狭窄性腱鞘炎がde

Quervain病の本態であると考え,1996年以降，隔

壁のある症例に対してはEPB腱だけを開放し，そ

の結果を第40回，第43回本学会で報告してきた．

近年EPB腱が主病変部位であるというコンセン

サスは得られてきたが，いまだにAPL腱も同時に

開放するという術式が広く行なわれている．そこ

でわれわれがこれまで経験してきた100例を越え

る手術症例を提示し,EPB腱の開放だけで十分で

あることを改めて示したい．

【対象】1996年5月から2004年9月までに手術を

行なったdeQuervain病の症例は114例123手で

ある．性別は男16例17手，女98例106手，手術

時年齢は18歳から71歳，平均48.8歳である．

【手術方法】伸筋腱腱鞘第一区画のすぐ末梢で

EPB腱を同定し，これを持ち上げながら肥厚した

靱帯性腱鞘を中枢側に向かって切開し,EPB腱の

みを開放する．手術の目的はあくまでEPB腱の開

放であるが，隔壁がない症例では結果的にAPL腱

も開放される．

【結果】術前全例に僥骨茎状突起部の瘻痛，圧痛

を認めた．FinkelsteintestはEPB腱欠損の1例

1手以外は陽性であった．隔壁は90例95手(77％）

に認められた．術後は全例において症状は消失し

た.APL腱の開放のために再手術を要した症例は

1例もなかった．

【結語】EPB腱の狭窄性腱鞘炎がdeQuervain病

の本態であり，手術の際にはEPB腱の開放だけで

十分である．隔壁がある症例に対して，狭窄のな

V,APL腱を開放する必要はない．
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deQuervain病に対するステロイド腱鞘内

注入の治療成績－トリアムシノロンとベタ

メサゾンの前向き比較調杏一

TreatmentResultsoflntrasheathSteroidlnjection

fOrdeQuervainDisease-AProspectiveComparison

betweenThiamsinoloneandBetamethasone-

日本医科大学整形外科

○澤泉卓哉，南野光彦，南部昭彦，

齊藤善 ， 伊 藤 博元

【目的】deQuervain病の保存的治療はステロイド

腱鞘内注入が行われることが多いが，治療成績を

比較した報告はない．我々はその有用性を検討す

る目的で，懸濁性ステロイドのトリアムシノロン

(TC)と水溶性ステロイドのベタメサゾン(BM)

との治療成績の比較検討を行った．

【対象と方法】1994年7月から11年間にステロイ

ド腱鞘内注入を行い，電話によるアンケート調査

が可能であったdeQuervain病患者58例62指を

対象とした.TC使用例(TC群)は32例34指,BM

使用例(BM群）は26例28指で，両群間で年齢，

性別，左右差，罹病期間に差はなかった．注入液

は同力価となるように,TCは10mg,BMは2mg
とし，各々1％リドカイン1mlと混注した．注入

はすべてひとりの験者(TS)が同一手技で行い,2

週間隔で4回までとし，効果を認めた時点で終了

した．治療成績の評価には加藤らの評価基準を用

い，注入回数，再発，合併症も調査した．

【結果】治療開始前は全例Finkelstemtestが陽性

で，圧痛，運動時痛を認めた．治療成績はTC群が

excellent24指,good8指,fair2指,BM群が

excellentll指,good8指,fair5指,poor4指

であり，有効率(Good以上）は各々 94%,68%で

あった．注入回数は,TC群では24指が1回注入

で終了したのに対し,BM群では22指で3回以上

必要であった.BM群の色ir以下例のうち6指は

TC注入により軽快し,3指は腱鞘切開術を行った．

また各々10指，9指で再発したが,TC再注入で軽

快した.TC群で7例に皮膚炎を認めた．

【結語】TC群はBM群に比べ，治療成績，注入回

数で優っていた.TCは生体内での組織吸収が遅い

ため，抗炎症作用が同部位で長時間持続すると考

えられ,deQuervain病などの慢性炎症に対して

より有効なステロイドであるといえるが，逆に皮

膚炎など副作用に留意すべきである．
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当院における腕神経叢ブロックの検討

ClinicalAnalysisofBrachialPlexusAnesthesia

'芦原病院整形外科，2大阪市立大学医学部整形外

科教室

○榎本誠1,高松聖仁2,鈴木英介2,

鞆浩康l,香月憲一2

腕神経叢ブロックは上肢の伝達麻酔として代表的

な方法であり，駆血帯の瘻痛を減じ，肩関節周囲の

手術も可能とし，胸郭出口症候群の保存的治療と

しても使用される有用なブロックである．しかし

合併症として気胸発生の恐れがあり，一般的には

上腕神経ブロックの方が汎用される傾向にある．

我々は気胸防止のため，山野らの方法に準じた鎖

骨上窩から外下方を穿刺するクーレンカンプ変法

を施行している．今回我々は当院で施行している

鎖骨上窩腕神経叢ブロックについて検討し報告す

る．

【対象および方法】平成15年～16年に当院で鎖骨

上窩腕神経叢ブロックを施行した178例を対象と

した．患者は93名で，男性64名，女性31名，年

齢は11～94(平均51.8）歳であった．そのうち手

術に際してのブロックは91例，胸郭出口症候群に

対するブロックは88例，肩関節受動術に対するブ

ロックは1例であった．調査項目は，全例に対して

ブロック後のしびれなど神経症状の有無，気胸発

生の有無を調査した．また，手術症例では術式･平

均手術時間，追加麻酔について調査を行った．

【結果】全例のうちブロック後に神経症状を呈した

ものは3例（1.7％）で，ブロック後20日～18週

で軽快した．また気胸を疑わせる胸部痛・呼吸困難

を訴えた症例は認めなかった．最も多い手術症例

は榛骨遠位端骨折の手術で26例であった．平均手

術時間は69.6分，手術開始時に追加麻酔を要した

症例は24例であったが，術中に麻酔追加を続けた

症例は認めなかった．しかし1例は高齢による不穏

のため全身麻酔にきりかえた．

【考察】腕神経叢ブロックは発現にやや時間を要

するが，麻酔が十分に発現すれば駆血帯の痙痛を

減じ，追加麻酔も不要であると考える．

【結語】鎖骨上窩腕神経叢ブロックは上腕の手術も

可能で，気胸の合併もなく有用な麻酔法であると

考えられた．



1-Vb13

小児上肢手術に対するケタミン筋注を併用

した上肢ブロック麻酔の有用性

BrachialPlexusBlockAnesthesiaCombinedwith

IntramuscularllUectionofKetaminefOrPediatric

UpperArmSurgery

神野病院整形外科

○日高康博，神野泰

【目的】小児上肢手術に対しケタミン筋注を上肢

ブロックに併用し安全で安定した麻酔が可能で

あったので報告する．

【症例】1999年から2004年の当院での上記麻酔件

数は74件であった．患児は74人（男52人，女22

人)，年齢は1歳から11歳（平均6歳）であった．

傷病は上腕骨頚上骨折19例，上腕骨外穎骨折14

例，腱神経損傷10例，肘脱臼骨折10例，前腕両

骨骨折6例，僥骨遠位端骨折6例などであった．

【方法】予定手術64件は全身麻酔に準じた絶飲食

とし，緊急手術10件は最終摂食後，平均6時間後

に麻酔を行った．まず硫酸アトロピンを筋注また

は静注しケタミン平均5.2mg/kgを筋注した．ケ

タミンの効果が得られた後1％メピバカイン，平均

5.3ml/kgを用いて腋窩ブロックを行った．術中

覚醒徴候があった場合はケタミンを追加静注し

た．

【結果】ケタミン筋注から手術開始まで平均30分，

平均手術時間は55分（筋注単独群47分，ケタミ

ン追加静注群70分)であった．覚醒は穏やかで上

腕ブロックの効果で患部痛も少ないため患児が暴

れることはなかった．ケタミン投与後早期に軽い

痙箪が19例にあったがジアゼパムで全例コント

ロールできた．呼吸抑制が1例に認められたが呼

吸の観察と酸素飽和度モニターで早期に診断でき

一過性のものであった．

【考察とまとめ】ケタミン5mg/kgの筋注は極量

の約半量であり，合併症の危険は少なく，術中も

自発呼吸，喉頭反射は維持されていた．筋注単独

では覚醒まで平均75分であり通常の手術終了時

間に覚醒が得られた．本法の特長は注意深い観察

の下，医師一人で麻酔と手術が安全に安定して行

えることである．常勤麻酔科医がいない施設や休

日，夜間の緊急手術は本法のよい適応であるとい

える．本麻酔法は小児上肢手術麻酔法の有力な選

択肢となり得ると考える．

！

1-Val4

動脈貫通法による腋窩神経ブロックの神経

合併症の頻度．前向きな連続212例の研究

ThelncidenceofNeuralcomplicationsFollowingAxil-

laryBrachialPlexusBlockUsingaThansarterialApporach.

AprospectiveStudyof212ConsecutivePatients.

福岡豊栄会病院

○大嶋直人，綾宣恵，本松伸一，

島内卓，江口正雄

【目的】この研究は，福岡豊栄会病院にて，動脈

貫通法による腋窩神経ブロックの安全性を評価

し，続発する神経合併症の頻度を決定するために

行われた．

【方法】腋窩神経ブロックによる手術を予定され

た212人の患者を，連続して前向きに調査した．26

ゲージのテルモ製の13mmの針を用いて，全ての

患者に動脈貫通法によるアプローチを行った．術

後，1週目と3週目に上肢のしびれ，感覚低下，腋

窩部の圧痛,Tinel様サインの出現を調査した．

データは，神経合併症の頻度を示した．

【成績】手術部位は，肘関節より近位が28例，前

腕が4例，僥骨遠位端を含む手関節部が116例，手

指が64例であった．痴呆がある症例や定期診察時

に診察できなかった症例など11例を除いた201人

で評価した．神経障害を全く認めなかった患者は

119例（59.2％)，何らかの神経症状を呈したもの

が82例（40.8％）であった．その内分けは，原疾

患が原因のもの(手根管症候群の手のしびれなど）

が40例（19.9％)，他の疾患が原因のものが4例

(2.0％)，手術が原因のものが24例(11.9%),RSD

が1例（0.5％)，原因不明（おそらくターニケット

が原因）のものが16例（8.0％)，腋窩神経ブロッ

クが原因のものが7例（3.5％）であった．腋窩神

経ブロックが原因の7例は，腋窩部にTinel様サイ

ンを認めたもの4例と，腋窩部に圧痛を認めた3例

で，いずれの症例も3週目の診察時には腋窩部の

症状は消失し，持続する神経障害を呈したものは

いなかった．

【結論】この研究は，動脈貫通法による腋窩神経

ブロックの，神経合併症における安全性を示した．
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1-Pa-1

僥骨遠位端骨折に対する手術法の選択

OperativeTreatmentforDistalRadialFracture,

ComparisionbetweenExternalFxationandTwo

TypesofPlateFixation

関西労災病院整形外科

○堀木充，田野確郎，矢野公一，

吉田竹志，多田浩一

【目的】成人以降の僥骨遠位端骨折に対して当院

では1996年から2004年まで,Bridgingtype創外

固定器（以下EF群)､僥骨遠位端部用掌側T字プ

レート（以下T群)，最近になってAOdistalra-

diusplate(以下DRP群）を使用し治療してきた．

今回，それぞれの治療法の成績を比較検討した．

【対象および方法】1996年から2004年までの9年

間に手術を行った関節内僥骨遠位端骨折51例を

対象とした．治療法はEF群（ピンニングを併用）

10例,T群20例,DRP群21例，平均年齢は58

歳，平均経過観察期間は7ヶ月であった．評価は受

傷時，術直後，最終経過観察時のRadialinclina-

tion(RI),Volartilt(Vr),Ulnarvariance(UV)

を計測しX線学的評価とし，機能評価として最終

経過観察時の関節可動域(屈曲，伸展)を計測した．

【結果】X線学的評価ではRI,VT,UV(術前；

術後；最終経過観察時）はそれぞれEF群(15｡,

-12｡,6mm;22｡,5｡,2mm;21｡,4｡,4mm),T

群(20｡,10｡,4mm;25｡,5｡,2mm;25｡,4｡,

2mm),DRP群(18｡,-4｡,4mm;25｡,8｡,1mm;

26｡,5｡,1mm)であった．関節可動域はDRP群，

T群,EF群の順で良好であった．

【考察】創外固定器では矯正力不足，矯正損失を

認めた．プレート群では矯正損失が見られなかっ

た．T群では20例中，10例に背側からの骨移植を

必要とした．一方,DRP群では骨移植を必要とし

たものは3例でほとんどの症例で骨充填による支

持は必要としなかった.DRP法では軟骨下骨に複

数のロッキングピンを刺入する事で関節面を保持

できることから骨移植が不要で，術後早期より良

好な関節可動域が得られた．
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1-Pa-2

僥骨遠位端骨折に対する髄内ピンニング法

の術後成績

IntramedullaryPinningintheTreatmentofDistal

RadiusFracture

市立三次中央病院整形外科

○高田治彦，下垣浩一，大石芳彰，

吉 田友 和， 奥原 淳史

【目的】僥骨遠位端骨折に対してDesmanet法を

主とした髄内ピンニング法を施行したのでその術

後成績を報告する．

【対象】2000年以降本法を施行したのは21例22

関節で，男性9例，女性12例，手術時年令は平均

51歳であった．骨折型は斉藤分類で関節外Colles

骨折18関節，粉砕Colles骨折1型3関節，関節外

Smith骨折1関節であった．手術方法は,Desmanet

法に準じK-wireを僥骨茎状突起と背側の第4-5コ

ンパートメント間から刺入したものがA群，僥骨茎

状突起から1本のみのものがB群である.C群は小

児例で骨折部位から刺入したものである．それぞ

れA群10関節,B群8関節,C群4関節であった．

術後外固定は，平均4週行い,K-wireを平均9週

で抜去した．評価方法は痙痛，握力，可動域を調査

し，レントゲンで,pahnartiltangle(PrA),radial

inclinationangle(RIA),ulnarvariance(UV)

を計測した．総合評価は，斉藤の評価法を用いた．

経過観察期間は平均37カ月である．

【結果】瘻痛は全ての群でExcellentまたはGood

で，握力は健側比でA群は平均72%,B群84%,C

群92％であった．可動域は，各群で差はなかった．

PrA,RIAは,3群ともに術直後の状態が良く保た

れていた.UVは,AB群でわずかに増大していた．

総合評価は，3群ともにGood以上であった．

【考察】髄内ピンニング法の適応は関節外Colles

骨折，関節内粉砕Colles骨折1型である．そのう

ちA群は僥側と背尺側骨皮質に粉砕のある例,B群

は僥側骨皮質に粉砕があるが背尺側にない例,C

群は小児例で前述したごとく榛側と背尺側の骨皮

質の粉砕状態によって刺入する本数を決定してい

る．掌側骨皮質の粉砕や整復不良例でUVが増大

していた．



1-Pa-3

背側転位型の僥骨遠位端骨折に対する

SymmetⅣプレートの手術成績
一背側法と掌側法の比較一

ClinicalResultsofOperatedDorsalDisplacedDistal

RadiusFractures-DorsalApproachvsVolar

Approach

'石巻赤十字病院整形外科，2東北大学整形外科

○長谷川和重'，佐々木大蔵2

【目的】背側転位型の僥骨遠位端骨折をプレート

固定するには背側法(D法）と掌側法(P法）があ

る．Symmetryプレートを用いたD法とP法の症

例を臨床的,X線学的に比較検討し，臨床成績の違

いを明らかにすること．

【対象と方法】2000～2004.6月までの25例(D

法13,P法12),男11女14,平均年齢48歳(18

～76)．骨折型はAO分類でA3(10),B2(1),C1

(8),C2(5),C3(1)[()は症例数]・経過観

察期間は平均6M(3～12M).ROM,斉藤の評価，

Greenの評価,X線パラメータを手術直後と調査

時に評価し，その差を△とした．

【結果】ROM:背屈，掌屈，回内，回外の平均は

それぞれD法では53｡,50｡,77｡,76｡,V法では68｡,

65.,78.,78.であり，背屈，掌屈に有意差があっ

た．斉藤の評価(減点数),Greenの評価点の平均

はそれぞれD法1.8,82,P法2.1,86で差がなかっ

た.X線評価:術直後のUV,PT,RIの平均はそれ

ぞれD法で0.9mm,6.5｡,22.4｡,V法で0.6mm,

6.8.,22.7.であった.AUV,APT,ARIの平均はそ

れぞれD法で1.1mm,1.9｡,-1.3｡,V法で0.9mm,

-2.7.,-0.1oであり,APrに有意差があった．一方，

AUV,APTの最大値はそれぞれ3mm,20｡(両方と

もD法）でスクリューが緩んでいた．

【考察】v法は掌側骨皮質の安定性が得られるが，

転位方向の支持がないため若干の背屈転位をきた

す．しかし，掌側の骨質は背側より良好な場合が

多いためスクリュー固定が比較的容易，スク

リューが遠位を向き軸圧が骨折部を圧迫する方向

となり力学的に安定しやすい．D法はスクリュー

が緩んだ場合，短縮，掌側転位をきたすことがあ

る．以上の特徴を踏まえてアプローチを選択すべ

きと考える．

1-Pa.4

榛骨遠位端骨折に対する掌側プレート固定

法のX線学的検討

RoentgenographicAnalysisofPalmarPlatingfOr

DistalRadiusFractures

'馬場記念病院整形外科，2大阪府済生会中津病院

整形外科，3大阪市立大学大学院医学研究科整形外

科

○遠山雅彦1,釜野雅行2,岡田充弘3

【目的】僥骨遠位端骨折に対する掌側プレート固

定法の適応と限界をX線学的に検討した．

【対象と方法】2000年1月以降に手術適応と判断

し当科で掌側プレート固定を行った僥骨遠位端骨

折233例のうち，術後3か月以上経過観察のでき

た163例を対象とした．男性53例，女性110例，

右83例，左80例，手術時年齢平均58.1歳，経過

観察期間は平均8か月であった．使用インプラン

トはACE社製シンメトリープレート129例,MMT

社製パルマープレート34例で，症例に応じて鋼線

や手関節鏡の併用，尺骨茎状突起の固定，リン酸

カルシウム骨ペーストの使用などを行った．骨折

型はAO分類でA220例,A344例,B319例,C1

10例,C244例,C326例であった．これらの症

例に対し受傷時，術後および最終調査時の単純X

線像でのVolartilt,Radiallength,Ulnarvari-

ance,Radialinclinationを測定し比較検討した．

【結果】術後と最終調査時の間でのVolartilt3o

以上あるいはRadiallength3mm以上の矯正損失

は24例（14.7％）に認めた．男7例，女17例，平

均年齢は66歳で骨折型ではC2が11例,C3が4

例あり粉砕骨片のある関節内骨折の成績が不良で

あった．23例はシンメトリープレートでありイン

プラントによる差を認めた．

【考察】矯正損失の大きな例を検討すると，関節

内骨折例，高齢者で骨質の悪い例，掌側骨皮質の

粉砕例，手術中の整復不良例，スクリュー長の不

適切例，スクリューの刺入位置不良例，早期のプッ

シュアップ動作などで矯正損失が生じていた．整

復位の保持には特に掌側骨皮質の整復と軟骨下骨

へのスクリューの刺入が重要と考えられる．手術

手技の習熟，鋼線固定の併用や人工骨補填材料の

使用，インプラントの改良などで治療成績の向上

が期待できる．
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1-Pa-5

僥骨遠位端骨折(AOtypeC)に対する背
側・掌側プレートの選択

OpenreductionandPlateFixationofAOTypeC

FractureoftheDistalRadius:IndicationofDorsal

andVblarPlateFixation

'厚生連滑川病院整形外科，2金沢大学医学部整形

外科

○山内大輔l,林博志1,南里南里1,

池田和夫2

【目的】われわれは僥骨遠位端骨折AOtypeCに
対してプレート固定を行い，骨折型を詳細に検討

してプレートを掌側・背側のどちらに用いるべき

かを検討した．

【方法】対象は僥骨遠位端骨折(AOTypeC)に当
科で手術を行った男性7例，女性19例，計26例

である．平均年齢は58歳であった．背側プレート

は14例でAceSymmetryplateを用いた．整復後

に生じた骨欠損には人工骨移植を行った．掌側プ

レートは10例にAODistalRadiusPlateを用い

た．2例に背側・掌側からのDualplateを行った．

【成績】全例で骨癒合が得られていた．斉藤評価

では20例が優,6例が良であった．Dualplate例
は共に良であった．

【結論】掌側プレートはロッキングピンにより関

節面を支持可能で掌側の骨皮質の整復も容易だ

が，陥没した関節内骨片の整復・固定は困難であ

る．背側プレートは骨移植を行うことで関節内骨

片を整復して面で支持できるが，掌側骨皮質の整

復が不良の場合は遠位骨片の掌屈転位や短縮転位

を生じやすい．従って，陥没した関節内骨片がな

い場合は掌側プレートの良い適応である．陥没骨

片のある場合が問題であるが，陥没が少なく，背

側骨片が関節面を含んでいない場合は掌側プレー

トも適応可能である．背側から整復を行った後の

掌側へのプレート固定は,Ligamentotaxisが働か

なくなり，背側骨片の転位が生じると考えて行っ

ていない．掌側の骨片が小さく，掌側プレートの

遠位のスクリュー刺入部が近位骨片になってしま

う場合は背側プレートの適応である．掌側・背側

の骨片が分散した症例は徒手的に整復できなけれ

ば，1枚のプレートでは強固な固定が出来ないた

めDualplateの適応である．
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1-Pa-6

背屈型僥骨遠位端骨折に対するCompack
創外固定とDistalRadiusPlateの比較検討

ComparativeStudyoftheNon-bridgingTypeFixator

(Compack)withDistalRadiusPlate(DRP)for

DorsallyDisplacedFracturesoftheDistalRadius

熊本整形外科病院

○新垣和伸，田嶋

出口力

光，浅原洋資，

【はじめに】2002年より良好な整復と早期手関節

運動を目的とし，背屈型僥骨遠位端骨折にnon

bridging型創外固定Compack器(C器)とLocking

機構を備えたDistalRadiusPlate(DRP)を前

後して使用してきたので，比較検討する．

【方法】症例は33例で，50歳以下4例，51～74歳

25例，75歳以上4例，男性4例，女性29例で,C

器18例,DRP15例，平均観察期間はC器7.8ケ月，

DRP7.2ケ月であった．骨折型はC器がA3:9例，

C1:2例,C2:5例,C3:1例，陳旧性1例,DRP

はA3:5例,C2:3例,C3:7例で,C器に14例

で背側小切開からのCPC充填,1例で矯正骨切り，

DRPで9例に先だって掌側からHA穎粒充填を併

用した.C器で術翌日より,DRPで術後1週以内

に手関節運動を開始した．

【結果】X線評価では,RadialinclinationはC器

が術直後27.1.から癒合時26.8｡,DRPが21.3.か

ら21.1｡,PalmartiltはC器が癒合時10.6｡,DRP

は術直後4.8.から癒合時4.9｡,Ulnarvarianceは

C器が+0.8mmから+2.7mm,DRPが-0.3mmか

ら-0.1mmであった．術後6カ月以上経過での手

関節平均可動域はC器が掌屈51.,背屈52｡,DRP

が掌屈47.,背屈50.であった．総合評価は日手会

手関節機能評価で,C器はExcellent8例,Good

7例,Poorl例,DRPはExcellent2例,Good4

例,Fairl例であった．

【結論】C器は整復位の補強に背側からの人工骨

充填が必要であったが，僥骨短縮傾向を認めた．

DRPは整復力が強く危'具された高齢者の関節内

粉砕骨折でも,HA穎粒で関節内骨片を持ち上げ

ることで関節面の整合性と安定性が得られ，予期

した以上に良好な整復と保持が得られた．両者共

に早期の手関節運動開始は可能であるが，整復力

及び維持の面ではDRPの方が優れていると思わ

れた．
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掌背側に分離転位した僥骨遠位端骨折に対

するプレート固定の工夫

VblarPlatingCombinedwithlntrafOcalPinReposi-

tionfOrbothDorsallyandPalmarySplitDisplaced

DistalRadiusFracture

山口県立中央病院

○武藤正記，酒井

小笠博義，椎木

和裕，白石

栄一

元，

【目的】掌背側に転位した僥骨遠位端骨折は，掌

側進入のみでは特に背側骨片の整復・固定が困難

なことが多い．当科ではこれまで掌・背側からの

両側プレート固定を用いてきたが，手術侵襲・合

併症等の問題点も少なくない．そこで，より低侵

襲に整復し掌側プレートのみで固定が得られれば

治療成績の向上・合併症の軽減に繋がると考え，

intrafbcalpinにて経皮的に背側骨片を整復･仮固

定した後に掌側プレート固定を行い最後にpinを

抜去する方法（以下，ピン整復プレート固定）を

用いたので，報告する．

【対象･方法】対象は，掌背側転位型粉砕Colles骨

折4例で,dorsalsplitdepression2例,central

depression2例であった．全例男性で，年齢は27

～66歳であった．受傷から手術までの期間は1～

7日，術後固定期間は7~8日であった．

【結果】経過観察期間は1～18ケ月で，4例のうち

2例は良好な整復と初期固定が得られたが，背側

骨片の粉砕が強い2例のうち，1例はピン整復が困

難であり背側からの観血的整復・スクリュー固定

を必要とした．残りの1例は整復は良好であった

が徐々に背側転位を認めた．長期に経過観察がで

きたのは1例で，成績は斎藤/Cooney評価法で

Excellen"Goodであった．

【考察】掌背側転位型骨折の治療は困難であり，

両側プレート固定が必要となる症例もあるが，手

術侵襲・合併症の観点から可能な限り避けるべき

である．背側骨片の粉砕が強い例を除けば整復プ

レート固定で対応可能な症例も少なくないと考え

る．

【結論】掌背側転位型骨折の整復困難例にはピン

整復プレート固定は有用であり，第一に考慮すべ

き術式である．

1-Pa-8

観血的整復プレート固定による榛骨遠位端

骨折の治療成績-Lockingsystemによる

plateと従来のplateとの比較一
ClinicalResultofPlateFixationfOrFractureofthe

DistalRadius-ComparisonbetweenLockingPlate

SystemandCustomaryWay-

l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l,稲垣克記2,西山嘉信1,

瀧川宗一郎2，宮岡英世2

【目的】最近粉砕Colles骨折に対して掌側からAce

のsymmetryplate(ASP)を用いて整復固定した

が，術後遠位のScrewとplate間で転位が出現し，

最終的にvolartiltが-19度となった症例に遭遇し

た．その頃AOからLockingsystemを有するplate

が2種類販売され(LockingCompressionplate;

LCP及びDistalradiusplate;DRP),以後これら

を使用する機会が増えた．遠位のScrewとplate間

での動きはどの程度存在し，またどのような症例

(年齢，骨折型，手術法)に転位しやすいのか，興

味のあるところである．今回我々は僥骨遠位端骨

折のプレート固定による治療成績を，このlocking

systelnを有するplate群;L群と従来のplate群；
U群のX線評価を中心に比較検討したので報告す

る．

【対象と方法】2001年以降にプレート固定術を

行った僥骨遠位端骨折は48患者，49骨折であっ

た.Lockingsystemを有するLCP7例とDRP

(lockingpinを使用)9例,従来のAOsmallT-

plate5例とASP28例であった．平均年齢は52.6

歳(22-80歳)，経過観察期間は平均9.4ケ月(1-27ケ

月)であった．各群の骨折型，治療成績,X線評価，

特に術後と骨癒合時のScrewとplate間の転位につ

いて比較検討した．治療成績とX線評価は現時

点で3ケ月以上の経過観察期間を有する40例(L

群:11例,U群:29例）に対して検討した．

【結果および考察】骨折型はConestypeが16例，

Smithtypeが24例で,AO分類はA:9例,B:7例，

C:24例であった.Cooneyの評価法でExcellent+

GoodはL群63.0%,U群75.9%であった．X線評

価ではUPV,VT,RIを比較したが,L群とU群

の間に有意な差は認めなかった．ただし，遠位の

Screwとplate間での転位を7度以上認めたものが

U群で3例存在していた.Lockingplatesystem

はScrewとplateの保持ばかりでなく，整復位の保

持も良好で，有用であった．
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掌側AODistalRadiusPlateを用いた僥骨
遠位端骨折の治療成績

TreatmentfOrDistalRadiusFracturesUsingVOlar
AODistalRadiusPlate

国保中央病院整形外科

○藤谷良太郎，小野浩史，古田和彦，

仲西 康顕

不安定型僥骨遠位端骨折に対する掌側AODistal

RadiusPlateの結果を検討した．

【対象と方法】対象は31例，男性13例，女性18例．

受傷時平均年齢55.1歳で，骨折型はAO分類でA3

6例,B32例,C17例,C211例,C35例であっ

た．手術はcondylarstabilizing法に準じ掌側AO

DistalRadiusPlateで固定した．僥骨固定後

DRUJの不安定性が残る2例に尺骨茎状突起の鋼

線固定を追加した．全例外固定を施行せず，早期

に可動域訓練を開始した．追跡期間は平均10.8ヶ

月であった．

【検討項目】末梢骨片固定に螺子使用（以下C群）

12例とバットレスピン使用（以下B群）19例に分

け検討を行った．臨床成績はCooneyの評価を用い

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．検定はstudentttestで行

いp<0.05を有意差有りとした．

【結果】全例に骨癒合を得た．臨床成績は優19例，

良12例で両群間に差は無かった.X線学的評価で

は，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．術直後のPTでC群

とB群間に有意差を認めた．

【考察】condylarstabilizing法を螺子で行った場
合(C群）と清重らに準じバットレスピンを用いた

場合(B群)を比較検討したところ，臨床成績に差

は無かったものの,X線でPTにおいて術直後より

C群が有意にB群より低い値を示した．螺子固定

ではプレートと螺子間の不安定性があるため，整

復操作時に刺入角度のロスを生じる．一方，バッ

トレスピンは刺入角度を維持することができ整復

位の維持に適している.condylarstabilizing法は
バットレスピンを用いるべきである．
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僥骨遠位端背側2枚組プレートの臨床治療

への応用

DevelopmentoftheDoublePlatefOrDistalRadius

Fractures

'聖マリアンナ医科大学解剖学教室，2聖マリアン

ナ医科大学整形外科学教室

○吉田典之l,別府諸兄2,藤田正樹2,

青木治人2，平田和明’

【目的】僥骨遠位端骨折における観血的治療は掌

側プレートによる固定法が主流であるが,背側転

位を伴う骨折に対しては整復位，固定性を考慮し

た場合，背側プレートによる固定がより合理的で

ある．榛骨背側は掌側に比べ解剖学的に複雑な形

状を呈し，プレートによる伸筋腱群への影響など

を考慮したプレート固定位置を検討すると，手関

節背側第1第2区画間および第4区画尺側が最適で

ある．本研究の目的は，僥骨背側の形状を3次元

的に解析し，これにより2枚のプレートの形状を

決定することである．

【対象および方法】21～43歳までの健常人18人36

僥骨（平均31.3歳)．僥骨をマルチスライスCTで

撮影し，これを3DCAD(SurfacerVerlO.5)を

用いて3-Dにモデリングした．そのデータをもと

に僥骨茎状突起から榛骨骨幹部にかけての僥骨外

縁のカーブおよび手関節背側第4区画尺側の形状

を測定し，僥骨形状の三次元的評価を行った．

【結果】僥骨骨幹部の任意の2断面の中心点を通

る直線を骨軸と定義し，骨軸からプレート設置部

中央と想定される僥骨皮質までの最短距離を

2mTn間隔で測定し，近似曲線関数を求めた．全検

体平均に対する近似曲線関数は僥側プレート：

y=0.000000X5+0．000023x4-0.000936x3+

0.009663x2+0.106945x+17.786789尺側プレー

ト:y=0.000000x5+0.000047x4+0.002346x3-

0.052013x2+0.390474x+7.585495と定義され

た．

【考察】既存の背側プレートは術中の伸筋腱への

侵襲が大きく，日本人の骨格に適合しない．今回

の研究により，比較的低侵襲かつ日本人の骨格に

適合したプレートの開発が期待される．
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僥骨末端に対する内固定材料としての新し

い掌側プレート固定システム

NewVolarLockingPlateSystemfOrtheDisorder

oftheDistalRadius

'大阪労災病院整形外科，2政田整形外科・リウマ

チ科

○安田匡孝l,橋本英雄1,竹内英二1,

政田和洋2

【はじめに】僥骨末端骨折に対する掌側プレート

固定法が行われているが，特に骨粗潅症を伴う高

齢者の場合末梢骨片の螺子固定性は不良となりや

すい．そのため，プレートと螺子を直接ロックす

る機構があるが，螺子は一方向でしか刺入されな

い．われわれは，多方向性ロック機構を持つプレー

トシステムを開発した．

【方法と症例】本プレートシステム（ナカシマプロ

ペラ社製）では，プレートは左右対称の1種類で

あり，末梢では僥骨掌側面に合わせて湾曲してい

る．末梢骨片には最多3本の螺子を使用する．螺

子は一方向ではなく，プレートに垂直方向より

11.5度の方向まで多方向に刺入される．球形の螺

子頭を専用のロックナットで上から押え，ナット

をプレートに固定することで間接的にプレートと

螺子はロックされる．中枢には楕円穴を含む3個

の穴があり，これらにロック機構はない．螺子は

全て皮質骨用であり，ドリルも1種類と極めてシ

ンプルな手術用器械である．現在まで，本システ

ムを11例に適用した．全例女で，平均年齢は69歳．

2例は榛骨末端骨折後変形治癒であり，人工骨を

併用した．その他は，コーレス骨折7例，バートン

骨折2例であった．これらの症例に対して，理学

的,X線学的に調査を行った．

【結果と考察】全例で骨癒合を得た．全例で臨床

症状の改善を得,X線学的に術直後の形態が最終

観察時まで維持された．本プレートシステムによ

り，骨粗霧症のある高齢者でも末梢骨片を固定可

能となる．コーレス骨折では掌側よりのバットレ

スプレートとなる．また，多方向に螺子を刺入可

能なことにより，手術用器械のシンプルさと相

まって手術時間の短縮を期待できる．一方，ナッ

トによるロック機構のためプレートの末梢部の厚

みが4mmとやや厚い．この厚みによる合併症は

経験していないが，薄くする努力はされている．
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ExtendedFCRapproachを用いた檮骨遠
位端骨折に対する手術療法一β-TCP充填
を併用した関節内骨折の治療一

VolarLockingPlatingfOrDistalRadiusFracturevia

theExtendedFCRApproach

東京慈恵会医科大学整形外科

○ 察詩 岳， 佐藤 吏， 千野 博之 ，

井上淳一，藤井克之

【目的】近年,Colles骨折に対する掌側ロッキング

プレート固定の有用性が実験的，臨床的に報告さ

れており，その場合fracturevoidに対する骨移植

は不要であるとの意見が散見される．しかし，我々

は骨折部の骨組織の早期の修復を目指して積極的

にβ-TCPを充填してきたので，その成績ついて報
告する．

【対象ならびに方法】対象は関節内骨折を呈する

Colles骨折16例で，女13例，男3例，受傷時年

齢は50-80歳，平均60歳である．術前，全症例に

CT撮影を行い骨折型の評価を行った．手術はex‐

tendedFCRapproachを用い,LCPT型プレート

(smallobliqueangle)を用いて整復固定した．そ

の際，主に掌側からの関節鏡視を12例に併用し

た．また，整復操作により生じたhacturevoidに

は,6-TCPのブロックを掌側から充填した．術後
成績は斉藤ならびにSaT'mientoのポイントシステ

ムで評価し,6-TCP充填部はX線学的に検討した．

術後の経過観察期間は9－16か月，平均12か月で

ある．

【結果】CTを用いた骨折型の評価は,AO分類でC2

が7例,C3が9例，舟状骨窩の骨折(Mayotype

II)が6例，月状骨窩(Mayotypelll)が4例，両

者(MayotypeW)が6例であった．術前の整復
状態は，掌側骨片の背側転位が6例に，掌側転位

と回転転位が各2例に残存しており，背側骨片が

海綿骨内に陥入していたものは6例であった．粉

砕された背側骨片の仮骨形成は受傷後3-4週(術後

1-3週）で観察され，充填したβ-TCPは術後1か

月で周囲の海綿骨とblendし,3か月で吸収されて

新生骨に置換されていた．斉藤評価で優13例，良

3例,Sarmiento評価で優10例，良6例であった．

【結論】ExtendedFCRapproachを用いた骨折部

の展開は，掌側からの骨片整復とfracturevoidの

評価,6-TCP充填に有用であった．
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僥骨遠位端骨折に対するHC-50プレート
の使用経験

TifeatmentoftheDistalRadiusFractureUsingHC-
50Plate.

鹿児島市立病院整形外科

○牧信哉，谷口良康

【はじめに】僥骨遠位端骨折の治療には種々の治

療法があるが，今回我々はナカシマメデイカル製

HC-50プレート（以下;HC-50)を使用する経験

を得たので報告したい.HC-50は,1998年に

MedoffRJが開発した，僥骨遠位端骨折を5個の

componentについて考え，これを強固に固定し早

期運動を可能にしたTriMedsystemの日本版とい
うものである．

【症例および方法】症例は平成16年7月から10月

の間に，当院でHC-50を使用して手術加療した僥

骨遠位端骨折;5例5肢を対象とした．症例の内訳

は男3例，女2例，年齢；30歳～67歳（平均；56

歳),AO分類でA2;1例,B2;1例,C1;2例,C2;
1例であった．今回はRadialcolumn(榛骨茎状突

起部）を固定する外側プレート；3例,Dorsalul-

narsplit及びDorsalcorticalwallを固定するた

め尺側プレート；3例を使用した．C1,2の症例で

は，掌側プレートを全例併用した．術後観察期間

は1ケ月～4ケ月（平均；2ケ月）と短いが，これ

らの症例に対し，レントゲン評価として術直後と

調査時のRadialtilt,Palmartilt,Radiallength,

UInarvariance,及びRadialcolumn,Dorsalul-

narsplit,Dorsalcorticalwallの骨折固定後の転

位を測定し,HC-50の初期固定を評価した．

【結果】術直後と調査時のレントゲン評価は，平

均でRadialtilt;21｡(15～23｡)→22｡(17～25｡),

Palmartilt;0｡(-2～2｡）→1。（-2～2｡),Ra-

diallength;14mm(11～16mm)→14mm(10

~17mm),mnarvariance;Omm→Omm(0~

1mm),と良好で,Radialcolumn,Dorsalulnar

split,Dorsalcorticalwallの骨折部の固定も良好

であった．

【考察】HC-50は，今まで強固な固定が得られな

かったRadialcolumn,Dorsalulnarsplit,Dorsal

corticalwallの骨折を有する症例の治療に有効な

方法と考える．

－S73－
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僥骨遠位端骨折に対する掌側プレート固定

の合併症一プレート抜去は必要か？

ComplicationsofVolarPlatingfOrDistalRadius

Fracture:IsPlateRemovalNecessary？

'大阪府三島救命救急センター，2新河端病院

○岡本雅雄'，瀧川直秀1,浅井重博1,

永山宗一郎2

【目的】僥骨遠位端骨折に対する掌側プレート固定

は，合併症が少なく術後のプレート抜去は必要な

いとするものが多い．しかしこれを検証した報告

はなく，これまでに屈筋腱断裂や榛骨動脈仮性動

脈瘤の形成などの合併症が報告されている．今回，

超音波検査で屈筋腱と僥骨動脈を観察し，プレー

ト固定後の周囲組織への影響について検討した．

【対象および方法】2002年以降不安定型僥骨遠位

端骨折に対しAO/ASIF掌側用DistalRadius

Plateを用いて内固定を行った症例は67例であ

る．そのうち術前に超音波検査を行い，プレート

抜去術を行った16例を対象とした．男性8例，女

性8例であり，手術時年齢は平均48歳であった．

骨接合術からプレート抜去術までは6カ月であっ

た．超音波検査は，前腕遠位掌側で僥骨動脈，長

母指屈筋腱と深指屈筋腱の形態を観察した．プ

レート抜去時に術前の超音波所見を確認し，プ

レート周囲の組織を観察した．

【結果】術前にプレートに起因する症状はなかっ

た．超音波検査では，僥骨動脈と長母指屈筋腱の

前後長に左右差はなく，腱損傷を示唆する形態変

化やエコー変化を認めなかった．術中所見では屈

筋腱に損傷はなく，方形回内筋は殆どの症例で尺

側へ退縮傾向を認めたが，プレートは方形回内筋

と一層の腰痕組織で完全に被われ腱の滑走面は滑

らかであった．

【考察】これまでの報告において，合併症の原因は

プレート設置位置やプレート形状の問題であると

考えられる．骨接合時には方形回内筋の修復を行

うが，受傷時の骨片転位による筋損傷や術後早期

可動域訓練による縫合不全によりプレートの被覆

が充分でないことがある．今回の観察からはプ

レートの被覆欠損部に嬢痕組織形成が期待され，

プレート設置位置が適正であれば腱や動脈損傷の

可能性は極めて低くプレート抜去の必要性はない

と推察する．
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掌側ロッキングプレートにて治療した僥骨

遠位端骨折の21症例

21FracturesofDistalRadiusTreatedwithVolar

LockingPlates

九州労災病院整形外科

○畑中均，大江健次郎，宮城知之，

津留崎晋，杉岡洋一

【目的】2003年5月から2004年5月までの期間に

当科において僥骨遠位端骨折に対し掌側ロッキン

グプレートを用い内固定を行った21症例の治療

成績を報告する．

【症例と方法】対象は男性7例女性14例であり，

受傷時年齢は平均58.8歳（25から72歳)，平均追

跡期間は237日（88から422日)，術前待機期間

は平均で3.4日（0から12日)，受傷原因は転落9

例，転倒8例，交通事故1例，スポーツ中の転倒3

例であった，骨折型はAO分類A34例,C13例，

C214例であった．全例に掌側アプローチにて

ロッキングプレートを用い内固定を行った．骨欠

損の著明な4症例には人工骨補填剤を使用した．

自家骨移植を行った症例はなかった.volartilt

(VT),radialinclination(RI),ulnarvariance

([Ⅳ）を受傷時，手術直後，最終外来受診時で計

測,Clinicalevaluationscoring,Sarmientde-

meritpointsystemを用いて評価を行った．

【結果】X線計測は受傷時，手術直後，最終受診

日の平均値でそれぞれR111.2｡,22.2｡,22.4｡,VT

-18.4｡,10.1｡,11.5｡,UV2.5mm,0.5mm,0.6mm

と矯正位損失は殆ど認めなかった．関節可動域は

平均で背屈48.4.掌屈53.2.であった．臨床評価は

諸家の報告同様exCellentあるいはgoodが大半で

あった．3例に遷延癒合を認めたが，超音波骨刺激

装置を使用することにより骨癒合が得られた．

【考察】粉砕骨片を有する僥骨遠位端骨折を治療

する際には，矯正位損失を生じ治療に難渋するこ

とが多い．今回我々は粉砕骨片を有する症例に対

し掌側ロッキングプレートを使用することで術後

の良好な矯正位保持を得ることができた．また，臨

床評価もおおむね良好であった．しかし骨欠損の

著明な症例に対しては遷延癒合を生じる恐れがあ

るため，積極的に自家骨移植を考慮する必要があ

ると考えられた．
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掌屈型僥骨遠位端骨折の観血的治療成績

SurgicalTreatmentfOrVolarFlexedFracturesof
DistalRadius

熊本整形外科病院

○浅原洋資，田嶋

出口力

光，新垣和伸，

【目的】掌屈型榛骨遠位端骨折の手術治療の原則

は，掌側からのbuttressplate固定である．今回，

AO分類にて骨折型を5型に区分し，各々の手術

法，治療成績について検討した．

【対象，方法】1987年より2003年までの手術例で，

6ケ月以上経過を観察しえた67例68手を対象とし

た．男性33例，女性34例，右25手，左43手，平

均年齢47歳（16～85歳)，術後平均観察期間は

15ヶ月である．骨折型は,AO分類で,A2.3:8手，

B3.1:12手,B3.2:14手,B3.3:29手,C3.3:

5手であった．掌側plateは，当初AOsmallT-

plate,近年はSymmetryplateを用いた．手術法
は，プレート単独34手(T-platel3手,Symmetry

plate21手),創外固定併用15手で，人工骨充填
を11手，自家骨移植を3手に行った．治療成績は

日手会の機能評価基準を用いた．

【結果】Palmartiltは術前平均20.4から術後平

均6．7．に矯正された．日手会評価基準では，ex‐

cellent51手,goodl4手,Fair3手とほぼ良好な
結果が得られた.Fairは整復不良例1手と中高年

の拘縮手2手であった.B3.3では,good7手,Fair

2手と他と比較するとやや成績不良であった．

【考察】B3.1,B3.2に対してはプレート単独にて良

好な掌屈角，前後径が得られた.B3.3,C3.3では，

プレート単独では整復，固定が十分ではなく，骨

移植が必要となることがあり，時に創外固定の併

用も有用である．骨幹部に及ぶC3.3では，長めの

buttressplateも有用である．

－S74-
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Non-bridgingtype倉ﾘ外固定器（フレック
ス）を用いた僥骨遠位端骨折の治療

Non-bridgingTypeExternalFixationfOrTreatment

ofDistalRadiusFractures

'済生会川口総合病院整形外科，2東京医科歯科大

学整形外科

○太田剛19多嶋佳孝l,二村昭元1,

四宮謙一2

【目的】今回我々は，榛骨遠位端骨折にエム･イー・

システム社製僥骨遠位端骨折用non-bridgmg創外

固定器フレックス（以下フレックスと略す）を用

い治療し，良好な成績を得たので報告する．

【対象と方法】対象は男性10例，女性17例．年齢

は29歳から79歳（平均58.5歳)．骨折型はAO分

類でA2が6例,A3が8例,C1が6例,C2が4例，

C3が3例であった．受傷後1～14日（平均2.3日）

でフレックス創外固定器を装着した．装着期間は

5～7週（平均5.9週)，経過観察期間は3～22ケ

月（平均5.3ヶ月）であった．最終経過観察時に，

palmartilt(PT),radialinclination(RI),ul-

narvariance(UV)を計測し，受傷時と比較して

X線学的評価を行った．臨床評価は，斉藤のポイ

ントシステムを用いてをおこなった．

【結果】全例で骨癒合が得られた．合併症として，

ピン刺入部の感染が1例，僥骨神経浅枝の刺激症

状が1例にみられた．PTは平均7.5度,RIは平均

26.4度,UVは平均0.7mmと，いずれも受傷時に

比べ有意に改善していた．臨床評価は優24例，良

3例と良好な成績を得られた．

【考察】手関節を固定せず，早期可動域訓練が可能

なnon-bridging創外固定器は，近年様々 なタイプ

が開発され，良好な成績が報告されている．今回

我々が報告した創外固定器フレックスの特徴は，

遠位骨片に対して使用する2.0mm固定ピン3本の

内，2本は背側から刺入し，1本は僥側から刺入す

る事により，三次元的に骨折整復保持力を強くし

ている点である．さらに僥側からの刺入ピンは，骨

折線を跨いで刺入する事により，経皮ピンニング

と同様な骨折固定効果を得る事ができる．この為，

関節内骨折にもnon-bridging創外固定器を使用し

良好な結果を得られた．フレックス創外固定器は，

今後さらなる適応の拡大が期待できる．

一S75-

1-Pa-18

僥骨遠位端関節内骨折に対する鏡視下整復

固定術の検討-non-bridging型創外固定法
とIockingplate固定法の比較一
Intra-articularFracturesoftheDistalRadiusTTeatedbyArthro-

scopicallyAssistedReduction:ComparisonbetweenNon-bridging

TypeExternalFixatorandlntemalFixationwithLockingPlate

清恵会病院外傷マイクロサージャリ－センター

○中塚洋直，坂中秀樹，寺浦英俊，

江口佳孝，山野慶樹

【目的】近年，僥骨遠位端関節内骨折に対する鏡

視下整復術の有用性が報告されている．しかし，そ

の整復位の保持に関しては一定の見解が得られて

いない．今回，この様な症例に対しnon-bridging

型創外固定法を行った症例と,lockingplateによ

る内固定を行った症例の術後成績を比較検討し

た．

【対象と方法】対象は僥骨遠位端関節内骨折で，

鏡視下に関節面を整復した症例のうち65歳以下

の男性とした．non-bridging型創外固定使用群

(NB群）は12例12手で，イリザロフ創外固定器

を使用した．平均年齢は44歳．骨折型はAO分類

C1:2手,C2:1手,C3:9手であった.lockingplate

による内固定使用群(LP群）は9例10手で，

Synthes社製Distalradiusplateを使用した．平

均年齢は44歳．骨折型はAO分類C1:1手,C2:0

手,C3:9手であった．NB群では，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週であった．LP群では，全例で掌側プレー

ト固定を行い，術後ギプス固定期間は平均2.5週で

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】NB群では,PalmarTilt(PT)は受傷時

-12.3度が整復時10.7度，最終調査時14.1度と掌

側へ転位する傾向を認めた.UInarVariance

([Ⅳ)は受傷時4.3mm,整復時1.1mm,最終調査

時2.4mmと矯正損失を認めた．LP群では,PTは

受傷時7.1度が整復時11.3度，最終調査時13.5度

であった.UVは受傷時2.8mm,整復時0.3mm,

最終調査時0.8mmと矯正損失はわずかであった．

可動域，臨床成績共にLP群が良好であった．

【考察】NB群では展開は最小で低侵襲であるが，

矯正の損失を認めた．一方,LP群では掌側の展開

を要し，侵襲は比較的大きいといえる．しかし，固

定力が強固で矯正の損失がわずかである為，最終

的には良好な結果になったと考えられた．
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Non-bridging型創外固定器(遠位2方向刺
入クランプKNY4Sメディカル社製）の

開発および僥骨遠位端骨折の治療経験

TifeatmentofNewNon-bridgingExternalFixatorfOr

RadiusEndFracture

'慶応義塾大学医学部整形外科，2東海大学医学部

整形外科

○野々宮廣章1,尾高光昭2

今回，不安定型僥骨遠位端骨折44例にNon-

bridging型創外固定器KNY(遠位2方向刺入クラ

ンプ）を使用し短期ではあるが良好な結果を得た

ので報告する．

【創外固定器】遠位クランプは110度の開角を持つ

それぞれ約3cmのアームに榛骨遠位部でのレント

ケン透過性を良くするようアームの基部を約2cm

近位方向にアームを伸ばしたY字の構造となって

いる．

【対象】2002年5月より2004年9月までの29ケ月

間にKNY創外固定器を用いて加療した携骨遠位

端骨折44症例を対象とした．

【結果】症例は男性15例女性29例，患側は左側

27手右側17手，年齢は40歳から85歳(平均63

歳）であった．骨折型はAO分類で行い,A-312

手B-11手B-23手C-16手C-29手C-313手で

あった．開放骨折が2例同側の尺骨頭骨折を合併

したものが3例であった．創外固定装着期間は，32

日から88日（平均46日）であった．

【考察】我々の考案した遠位クランプは僥側およ

び背側の2方向から固定ピンを刺入することが可

能である．したがって，関節内骨折・関節内陥没

骨片を2方向から刺入した4本の固定ピンとクラ

ンプが作る面で関節面を支えることが出来，その

支持力に優れている．さらに,radialinclmation･

radiallength･volartiltの調整を簡単に行うこと

が可能である．Y字型のクランプをレントゲン透

過性材料にしたことで創外固定装着時においても

関節面および関節外の骨折部の観察が可能であ

り，骨癒合・整復状態の観察が容易である．

【まとめ】われわれの開発した創外固定器のコン

セプト・治療成績を報告した．
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僥骨遠位端骨折をきたした高齢女性の骨密

度減少と微弱交流電気刺激装置による治療

DecreasePattemofBoneMineralDensityoftheAged

WomenwithDistalRadiusFractureandApplication

oftheRefbnnedAlternatingCurrentElectrostimulator

'東京医科歯科大学疾患遺伝子実験センター，2東

京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科，3中野総

合病院整形外科

○伊藤聰一郎1,四宮謙--2,富岡秀樹3

【研究1】50歳以上の女性で榛･尺骨遠位部骨密度

と骨折型及び骨癒合時骨転位の関係を検討した．

女性僥骨遠位端骨折88例（平均68歳)，非骨折例

1024人（平均70.4歳）を対症にDXA法で榛・尺

骨遠位1/3と1/10の骨密度を測定した（順にR3,

U3,R10,U10).骨折例はX-Pでradiallength

(RL),radialinclination(RI),palmartilt(PT)

を骨折時と骨癒合時計測し，骨転位と骨密度の関

係を統計的に求めた．80歳以上の骨折群でR3と

R10の骨密度が非骨折群に比し有意に低下し,50

歳代の骨折群でU3とU10の骨密度が非骨折群に

比し有意に低かった．骨折型と骨密度の相関はな

かった．R10は骨癒合時のⅢと相関し，骨癒合時

のRL,RI,PTは相互に相関した．従って,R10

は変形治癒を予測するための良い指標である．

【研究2】高齢者の僥骨遠位端骨折で変形治癒を防

止し骨癒合を促進するため，微弱交流電気刺激創

外固定器BS-1000を使用し，その適応と問題点を

検討した．対象は僥骨遠位端骨折女性患者12例

(平均77.9歳)である．創外固定器装着時と骨癒合

後のRL,RI,PTを比較した．創外固定器装着期間

は平均43.5日で骨癒合に平均84.6日を要した．骨

癒合時RL1.1mm,RI1.3｡,PT6.3.減少した．全例

X-P上骨萎縮を認めた．電気刺激により創外固定

器装着期間は短縮し整復位の減少は予防できる

が，骨癒合期間の短縮は期待できない．また，高

齢者は創外固定により不動性骨萎縮を来たし易い

ことが問題である．
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榛骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位部骨折

の治療

DistalUlnaFracturesAssociatedwithDistalRadius

Fractures

'小田原市立病院整形外科，2平塚市民病院整形外

科

○吉川泰弘1,岩本卓士1,石井聖佳2,

池田崇 2

【目的】僥骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位部骨

折の治療は，粉砕例や骨粗霧症例も多く良好な固

定が困難な例や遠位僥尺関節(DRUJ)の不適合を

生ずる例がある．我々は僥骨遠位端骨折に合併し

た尺骨遠位部骨折に対し各種治療による治療成績

等を検討したので報告する．

【対象と方法】対象は過去8年間に治療した尺骨遠

位部骨折22例（茎状突起単独骨折は除く），男性

2例，女性20例で，平均年齢は72歳(51～94歳）

であった．骨折型はBiyaniの分類にて,1型6例，

2型6例，3型6例，4型3例で，僥骨遠位端骨折

はAO分類により,A2型1例,A3型6例,C1型

6例,C2型7例,C3型2例であった．尺骨の治療

は，保存療法2例，ピンニング2例,tensionband

wiring8例，髄内釘3例,low-profilemini-plate

固定7例であった．臨床評価はFernandezの評価

を一部改変した方法を用い,X線評価としてmnar

Variance(UV),骨片の転位とDRUJの適合性に

ついて検討した．

【結果】臨床成績はexcellent4例,goodlO例，hr

5例,poor2例であった．今回の調査では術後成

績とUVには明らかな関係はなく，遠位僥尺関節

の適合性が不良な例では回内外制限が大きかっ

た．術式では転位の少ない例ではいずれも成績は

良好であったが，転位が大きい粉砕例については

髄内釘やtensionbandwiringでは固定性が不十

分であり，固定期間が長期化して成績が不良な例

がみられた．

【考察】尺骨遠位端骨折の治療は，榛骨遠位端と

ともに正確な解剖学的整復と強固な固定が重要と

なり，術後早期運動を行うことが望まれる．その

点で近年使用しているlow-profilemini-plateによ
る固定は，転位の大きい粉砕例に対しても強固な

固定が得られることに加え，別の内固定材との併

用も可能であり有用な方法と思われた．

1-Pa-22

榛尺骨遠位端骨折の治療における尺骨遠位

端の内固定の必要性

NecessityoflnternalFixationoftheDistalUlnar

FracturefbrtheDistalRadiusandUlnarFracmres

横須賀北部共済病院整形外科

○葉梨大輔，坂野裕昭，瀬崎壮一，

瀧上秀威，岡崎敦

【目的】榛尺骨遠位端骨折に対し僥骨のみ整復固

定し，尺骨遠位端骨折の内固定の必要性について

検討した．

【対象】対象は榛尺骨遠位端骨折11例11手で，年

齢は平均63.9歳．右3例，左8例，平均経過観察

期間は1年1ヶ月であった．僥骨遠位端骨折の手術

はnon-bridging創外固定術9例，掌側プレート固

定術2例であった．尺骨茎状突起単独骨折を除く

尺骨遠位端骨折はBiyani分類でtypel:3例,2:3例，

3:1例，4:4例であり，全例手術固定はしなかった．

創外固定術は術翌日より可動域訓練を開始し，プ

レート固定術は3週間のシーネ固定後に開始し

た．術後成績として受傷時，術後，調査時に鹿lmar

Tilt(PT),mnarVariance(UV)を計測しX線

評価を，さらにDRUJのinstability,尺側部痛の

有無とMayoclinicalscoreを用い臨床的評価を行

なった．

【結果】全例に尺骨骨癒合を得た.PTは受傷時

-14.6±4.4度，術後4.9±1.5度(P<0.01),調査

時4.1±1.2度であった．UVは2.8±0.8mm,1.4±0.4

mm(P<0.01),1.6±0.5mmであり，整復位は

良好に獲得，保持された．Biyani分類typelの2

例（18％）に可動域訓練で遠位骨片の尺屈変形を

認め，2週間の尺屈制限及びリハビリ時以外の

シーネ固定を行なった．軽度の変形治癒を認めた

が,DRUJのinstabilityと尺側部痛は認めなかっ

た．Mayoscoreは平均87.7pointと良好な成績が

得られた．

【結語】榛尺骨遠位端骨折に対し榛骨のみ整復固

定し，2例に転位を認めたが良好な成績を得た．積

極的な後療法には尺骨の内固定が勧められるが，

非固定でも後療法の工夫により良好な術後成績が

得られた．
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尺骨茎状突起骨折を合併した僥骨遠位端骨

折における手関節尺側部痛

UlnarWristPaininDistalRadiusFractureAsso-

ciatedwithUlnarStyloidFracture

横須賀北部共済病院整形外科

○岡崎敦，坂野裕昭，瀬崎壮一，

瀧上秀威，葉梨大輔

【はじめに】我々は，尺骨茎状突起骨折を伴う僥

骨遠位端骨折における手関節尺側部痛の原因につ

いて，臨床的,X線学的調査により検討した．

【対象と方法】対象は尺骨茎状突起骨折を伴う榛

骨遠位端骨折手術例41例41手であり，男性18例，

女性23例，年齢は平均68歳，経過観察期間は平

均56週であった．尺骨骨折部位は中村らの分類で

先端部8手，中央部8手，基部20手，基部から骨

端部5手であった．僥骨遠位端骨折に対する治療

は創外固定38手，プレート固定3手であった．全

例尺骨茎状突起の内固定は行わなかった．これら

の症例を手関節尺側部痛のある群（瘤痛（＋）群）

とない群（瘻痛（－）群）に分け,DRUJ不安定

性の評価としてDRUJballotementtestを調べ，

X線像により，調査時の尺骨茎状突起の骨癒合の

有無,UlnarVariance(UV)について調査し，比

較検討した．

【結果】手関節尺側部痛を4手(10％）に認めたが，

全例瘻痛の程度は軽く，原職に復帰していた．骨

折部位，骨癒合の有無,DRUJballotementtest

と瘻痛の間に明らかな相関は認めなかった．調査

時UVは痙痛(+)群が平均4.3mm,痙痛（－）群

が2.3mmと，痙痛(+)群で有意にUVが大きかっ

た(p<0.05).

【考察】尺骨茎状突起骨折を伴う僥骨遠位端骨折

で手関節尺側部痛が起こる原因は未だ一定の見解

をみない．尺骨茎状突起基部にはTFCCが付着し

ており，骨折非整復例ではTFCCの損傷により

DRUJの不安定性を生じ瘻痛の原因となるとの報

告がある．自験例では不安定性と手関節尺側部痛

の相関は認めなかった.UVと手関節尺側部痛の

間に有意な相関を認め,UVの大きな症例では手

関節尺側部痛を呈する可能性が高いと考えられ

た．

1-Pa-24

僥骨遠位端骨折後の遠位榛尺関節不適合症

に対する手術法の選択について

OperativeProceduresfOrDRUJIncongruityafter

DistalRadiusFracture

金沢大学医学部整形外科

○原 隆， 池田 和夫 ，舩 木清 人，

伊藤貴明，富田勝郎

【はじめに】僥骨遠位端骨折に伴った遠位僥尺関

節不適合症例において，手術加療を要した症例を

10例経験したのでその手術法について検討を加

えた．

【対象】遠位榛尺関節不適合症に対し手術加療を

要した10例を対象とした．内訳は男性3例，女性

7例で年齢は平均56.5歳であった．術後追跡期間は

平均11.2か月であった．回内外運動時痛や可動域

制限を主訴に当科を受診した．尺骨の背側脱臼が8

例，掌側脱臼が2例であった．手術は，8例に対し

僥骨の矯正骨切り術，2例に対しSauve-Kapandji

法を行った．矯正骨切り術はプレートによる内固

定十骨移植を行ったものが5例，骨セメントによる

ものが2例，創外固定十骨移植を行ったものが1例

であった．術後平均観察期間は11.2か月であった．

【結果】可動域は術前平均背屈53.1.,掌屈36.3.,

回外66.3.,回内43.8.であり術後はそれぞれ60.,

70.6.,80.,71.3.となった.XFP評価では術前volar

tilt-27.6.であったが，術後はvolartilt9.4．と

なった.DASHscoreは術前平均48.6が最終時は

21.6となった．また，矯正骨切り術を行った若年

者ではDASHscoreは17.0から5.6と改善が得ら

れたが，高齢者では64,2から38.0と痙痛の残存が

目立った．一方Sauve-Kapandji法を行った高齢

者2例では65．0から12．9となった．

【考察】若年者で矯正骨切り術を行った症例では，

変形は軽度でもスポーツに障害があったため手術

を行った．若年者では可能な限り解剖学的整復を

得ることで活動性の高い生活に復帰することがで

きた．中高齢者にはSauv6-Kapandji法を行うこ

とで良好な結果が得られており，活動性が低い場

合に良い適応があると考えた．
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高齢女性における僥骨遠位端骨折の手術治

療

Surgicaltreatmentofdistalradiusfractureinold

wonlen

'東海病院整形外科，2あいせい紀年病院整形外科，

3名古屋大学手の外科，4前田整形外科クリニック

○牧野仁美1,濱田恭l,鈴木正孝2,

篠原孝明3，前田登4

【目的】骨粗霧症を伴う高齢者における僥骨遠位

端骨折治療の問題点を明らかにするため検討を行

なった．

【対象および方法】70歳以上の女性で僥骨遠位端

骨折に対し手術治療を行ない，術後3カ月以上経

過観察が可能であった20名20手を対象とした．右

12手，左8手，平均年齢76.5歳，術後平均経過観

察期間は7.2カ月であった．骨折型はAO分類でA2-

5手,A3-5手,C2-3手,C2-5手,C3-2手であっ

た．手術方法は1．経皮ピンニング＋ギプス固定9

手，2．プレート＋ギプス固定2手，3．経皮ピン

ニング＋創外固定5手，4．プレート＋創外固定4

手の4群に分類した．以上の症例について術直後

および最終観察時のradiallength,radialincli-

nation,ulnarvariance,volartiltを計測し，骨折

部の経時的な再転位の有無について比較した．最

終総合成績は斉藤のポイントシステムを用いた．

【結果】1，2，4の各群間では計測値に差を認めな

かったが，3群では明らかな再転位がみられた．斉

藤の評価法ではExcellent-9手,Good-9手,Fair-

2手であった．Fairの1例は手術後にCRPSを発

症した症例，1例は脊柱管狭窄症による歩行困難

のため，十分な通院リハビリテーションが行えな

かった症例であった．

【考察】再転位を来した3群の2例はいずれもC2

で，骨幹端部の粉砕を伴う関節内骨折の場合，通

常のプレートのみでは十分な固定性が得られな

かったためと考えられる．1，2，4群では骨折型に

より手術法は異なるものの概ね良好な整復位が維

持されていたが，術後の手指拘縮による握力低下

が評価を下げる主な原因となっていた．骨粗霧症

を伴う高齢者の僥骨遠位端骨折では，骨質の脆弱

性に十分配慮した治療法の選択と，術後の手指拘

縮を予防するためのリハビリテーションや環境整

備が必要であると考えられる．

1-Pa-26

高齢者女性僥骨遠位端骨折に対する私の治

療方針

SurgicalTreatmentfOrDistalRadiusFracturein

ElderlyFemales

済生会山形済生病院整形外科

○清重佳郎

【目的】演者は，中年の僥骨遠位端骨折治療の目的

は早期社会復帰であるが，高齢者の場合はADLの

自立を維持することとQOLを悪化させないことと

考えている．75歳以上の後期高齢者(超高齢者)に

おいては，低侵襲で術直後から患肢の使用が可能

な治療法を選択することによりADLの自立を維持

させ，65～74歳の前期高齢者においては,ulnar

wristpainを残さず趣味等を継続でき，また将来配

偶者が寝たきりになった場合に介護できるよう治

療法を選択すべきである．演者は65歳以上100例

の骨折型の検討から2/3の症例が手術適応になるこ

とを報告し（日手会誌17:575-7,2001)，原則とし

て超高齢者には髄内celnent固定法（日手会誌13:

21-5,1996)を，前期高齢者にはcondylarstabniz-

ing法（日手会誌19:6-9,2002)を適用してきた．

ただし，患者の活動性と骨強度によっては超高齢

者であってもcondylarstabilizing法を選択した．

【方法】自験例70歳以上の高齢女性のうち，75歳以

上42例が髄内cement固定法,70～88歳13例(75

歳以上は8例）がcondylarstabilizing法で治療さ

れた．いずれも術後外固定せず積極的に使用させ

た．

【成績】X線学的parameterは,cement充填量が
少なかった髄内cement固定法6例に2mTn以内の

短縮が見られた以外は，初期整復位を失ったもの

はなかった．両法とも，骨癒合は術後7週までに得

られ，関節可動域，握力は経時的に回復し，3ヶ月

目にはplateauとなった．髄内cement固定法では

術翌日から箸の使用が可能で，骨癒合が得られる

術後6～7週で患肢での杖使用が可能であった．

condylarstabilizing法治療例では術後2~3ケ月で

受傷前のQOLを得ていた．

【結論】高齢者の僥骨遠位端骨折に対し髄内cement

固定法とcondylarstabilizing法を適用することに

より,ADLの自立維持と受傷前のQOLを悪化させ

ないことが可能である．
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70歳以上の高齢者の榛骨遠位端骨折に対

する掌側プレート固定の適応と成績
VOlarPlateFixationfOrover70YearoldPatients

withDistalRadiusFracture

1-Pa-28

掌側プレート固定を施行した高齢者(70歳

以上）僥骨遠位端骨折の治療成績

VblarPlateFixationfOrDistalRadiusFracturesin

theElderlyPatient

山口県立中央病院整形外科

○酒井和裕，小笠博義，武藤正記，

前田崇

聖隷浜松病院手の外科・マイクロサージャリーセ

ンター

○森谷浩治，斎藤英彦，高橋勇二，

大 井 宏 之

【目的】70歳以上の高齢者の僥骨遠位端骨折は治

療に難渋する反面，高齢者の生活は多様化し活動

性やQOLの要望は高まってきた．そこで当科では

早期社会復帰を目的に掌側プレート固定を行って

いるので，成績と適応，問題点を報告する．

【対象と方法】2000年以降，当科で手術した新鮮

僥骨遠位端骨折131例中，掌側プレート固定は100

例で70歳以上は28例であった．うち，6ケ月以上

追跡調査できた20例を対象とした．75歳以上は9

例で最高齢は86歳であった．男性は3例であった．

骨折型は背側転位18例，掌側転位2例でAO分類

はA2:1例,A3:4例,C1:1例,C2:14例であった．

プレートはMatrixl5例,Ace4例,AO1例であっ

た．9例に人工骨を補填し，1例は鋼線固定を併用

した．同時に尺骨遠位端骨接合を7例に行った．

【結果】手術待機期間は1～24日，平均.7.2日で，

長いと成績不良の傾向が見られた．術後外固定期

間は6日から9日で，大半が7日であった．治療成

績は斉藤法でExcellentll例,Good9例でCooney

法ではExcellent6例,Good8例,Fair6例であっ

た．術後変形は背側tiltが13例と多く,5．以下10

例，15.以上3例であった．3mm以上の榛骨短縮

は無く，軽度関節症が2例みられた．他の合併症

は指拘縮1例，無症候性尺骨茎状突起偽関節2例，

遠位僥尺関節離開1例，長母指伸筋腱断裂1例，指

腱鞘炎1例であった．

【考察】掌側プレート固定は外固定期間が短く成

績も良好で，螺子の固定性が期待できる活動性の

高い高齢者に適応がある．変形治癒しやすいので，

術中の正確な整復と螺子固定の工夫，人工骨併用

などで予防する必要がある．

【目的】榛骨遠位端骨折に対してlocking機構を有

する掌側プレート固定の有用性が報告されてい

る．われわれも骨粗繧を基盤として生じる高齢者

の本骨折に対して，初期整復位を維持するためだ

けでなく，早期からの患肢使用を目的として掌側

プレート固定を施行している．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月より掌側プレー

ト固定を施行した70歳以上の僥骨遠位端骨折の

内，術後12週以上経過観察できた15例で，男性

3例，女性12例であった．手術時年齢は70から83

歳，平均75.6歳であった．骨折型は斎藤分類でコ

レス骨折3例，粉砕コレス骨折10例，掌側Barton

骨折1例，掌側Barton-Chaumur合併骨折1例で

あった．使用したプレートはAO/ASIF掌側用

distalradiusplatel4例,LCP1例であった．前

腕ギプスまたは創外固定器を用いた術後外固定期

間は0から35日，平均3.7日であった．経過観察

期間は12から108週，平均37週であった．経時

的にUlnarlnclination(UI),VolarTilt(VT),

UlnarVariance(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】最終調査時にUIは平均22.1｡,Ⅵは11.7｡,

UVは+1.7mmになっていた．可動域は健側の80

から98％，握力は78％まで回復した．治療成績は

excellent9例,good6例であった．

【考察および結論】掌側プレート固定により整復

位はおおむね維持することが出来ていた．斎藤の

治療成績評価基準での減点項目は主に手関節尺側

部痛であった．手関節尺側部痛を予防する対策が

必要と考えられた．

呂
馴
・
・
肌
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1-Pa-29

高齢者の榛骨遠位骨幹端部骨折に対する

MIPO(minimallyinvasiveplateosteo-
synthesis)の経験
MinimallylnvasivePlateOsteosynthesisfOrCom-

minutedFracturesoftheMetaphysisoftheRadius

intheElderly

l岡山済生会総合病院整形外科，2岡山大学大学院

医歯学総合研究科（整形外科）

○今谷潤也1,野田知之1,島村安則l,

守都義明l,橋詰博行2

【目的】比較的大きい外力により発生する高齢者

の榛骨遠位骨幹端部骨折は粉砕不安定型となるこ

とが多く，僥骨遠位部骨折の中でも難治性骨折の

1つとされる．今回我々は,biologicalfixationの

観点から従来の掌側plate固定法では避け得な

かった方形回内筋の切離を行わないで，骨折部を

直接展開せずplateを方形回内筋下に滑り込ませ

た後，体内創外固定とも位置づけられるangular

stabilityに優れたlockingplateを用いてmini-

mallyinvasiveplateosteosynthesis;MIPOを行

う方法を考案・施行しているので報告する．

【対象･方法】高齢者の僥骨遠位骨幹端部骨折に対

し本法を行った9例（全例女性で受傷時年齢は平

均75歳）を対象とした．手術手技は榛骨遠位端部

掌側に約3cmの小皮切を，さらにその近位5cmの

部位に約3cmの小皮切を加え，骨折部を整復した

後AOLCPT型platesmallを遠位皮切部より方

形回内筋下に滑り込ませ,platehead部分および

近位2もしくは3穴をScrew固定した．

【結果】全例術後の瘻痛軽快傾向は早く，し線上

でも術後3－4週で仮骨形成を認めた．手術直後

の整復位が最終調査時まで維持され,Greenand

O'Brienの評価基準を用いた総合評価では，優4

例，良5例で平均85．0点であった．

【考察】下肢骨幹端部骨折の一部に対して，手術

時の軟部組織損傷を最小限にしbiologicalfixa-

tionをめざすMIPOの報告が散見される．本骨折

に対するMIPOの報告はないが，骨折部の血行を

可能な限り温存できる方法と考えられ，今後も従

来法との比較をおこなうなど検討を重ねていきた

い．

一S81－

1-Pa-30

高齢者の榛骨遠位端骨折に対するnon‐

bridging型創外固定法
Non-bridgingExternalFixationfOrtheTreatment

ofDistalRadialFracturesintheElderlyPatient.

'佐野厚生総合病院整形外科，2慶應義塾大学医学

部整形外科

○岩部昌平1,森田晃造2,太田憲和’

【目的】non-bridging型創外固定法による高齢者

榛骨遠位端骨折の治療成績を検討した．

【方法】non-bridging型創外固定法(COMPACKを

使用）で治療を行った70歳以上の僥骨遠位端骨折

のうち，6ケ月以上の経過観察ができた12例(A群：

全例女性，平均75.3歳)の治療成績を検討した．ま

た，同時期の60歳未満の症例15例(B群：女14,

男1，平均53.1歳）を対照とし比較検討を行った．

骨折型は,AO分類でA群がA1:1,A3:6,C1:1,

C2:3,C3:1,B群がA3:8,C2:1,C3:6の内訳

であった.C線評価としてPalmerTilt(PT),Ra-

diallnclination(RI),mnarVariance(UV)の

計測を，臨床評価として関節可動域，握力の測定を

行った．術後6ヶ月に斉藤のpointsystemを用いた

総合評価を行った．

【結果】c線評価では，各計測値は経過中二群間に

有意差を認めなかったが,A群では値のばらつき

が大きかった．RIで5度以上のもしくはUVで

1.5mm以上の変化を術後再転位とすると,A群で

6例(55%),B群で4例(27%)となり,A群で

高率に認められた．術後6ヶ月の可動域と握力を

対側比(mean±SD%)でみると，掌背屈はA群：

87±11,B群:89±14,回内外はA群:97±5,B群：

93±8,握力はA群：74±19,B群:76±19であった．

斉藤評価は,A群では優:6,良:5,B群では優：

12v良:5であり，両群とも可，不可の例はなかっ

た．

【結論】non-bridging型創外固定法による高齢者

僥骨遠位端骨折の治療成績は良好であり，平均す

ると非高齢者群と比較しても，有意差はみられな

かった．しかし,X線評価では，ばらつきが大きく，

再転位が約半数にみられた．再転位は固定中と除

去後にみられ，それぞれ固定不全と遷延治癒によ

るものと推察された．高齢者では治療成績の安定

化のための特別な配盧の必要性が示唆された．



1-Pa-31

高齢女性の榛骨遠位端骨折（背側転位型）

に対する掌側プレート法の治療成績

VOlarPlateFixationfOrDorsallyDisplacedFracture

oftheDistalRadiusinFemaleElderlyPeople

社会保険徳山中央病院整形外科

○住浦誠治，宮本龍彦，山本

二武皇夫，吉田紘二

学，

【目的】高齢女性の僥骨遠位端骨折は骨脆弱性が

基盤にあり治療に難渋することも少なくない．今

回高齢女性の榛骨遠位端骨折に対して掌側プレー

ト法を行い，その治療成績を検討した．

【対象と方法】過去6年間に治療した60歳以上の

女性32例を対象とした．年齢61～85歳(平均70.7

歳)．骨折型は斉藤の分類で関節外Collesl2,関節

内粉砕Colles20(1型10,2型3,3型1,4型4,5

型2),AO分類でA3:12,C1:7,C2:8,C3:5

例であった．使用プレートはT-plate2,Symmetxy

13,Matrixl5,DRVLochngplate2例で，背側

侵入によりBiopexを7例に,Biopex充填と同時

に背側骨片をミニプレートで追加固定を4例（粉

砕Collse43,粉砕Colles51)に行った．術後外

固定期間は10～14日，最終評価は術後6カ月で行

い，評価法はGreen&O'Breinを用いた．

【結果】全例に骨癒合を得た．臨床成績は，魅mlalt

ll例,Goodl6,Fair5であり,Fair例の内訳は

関節外Colles2,粉砕Colles3であり，いずれも

術直後の整復が維持できなかった症例であった．

掌側侵入に起因する合併症はなかった．

【考察】高齢女性の僥骨遠位端骨折において掌側

プレート法は固定性，早期リハビリテーションの

うえから有用であった．掌背側へ分離転位した骨

片を持つ粉砕Colles4,5型に対してもミニプレー

トでの追加固定と骨欠損部への充分なBiopex充

填でほぼ対処可能である．しかし単純な関節外

Collesのなかにも螺子のバックアウトを認め整復

位保持ができなかった症例を認めた．軟骨下骨ぎ

りぎりに螺子を挿入することの重要性と症例に

よってはロッキングプレートの使用も考慮してい

く必要性がある．

1-Pa-32

セメント髄内固定による僥骨遠位端骨折の

治療

IntramedullaryCementFixationfOrtheTigeatment

ofColles'FractureinElderlyPatients

金沢大学医学部整形外科

○ 池田 和夫 ，舩 木清 人， 原隆 ，

富 田 勝 郎

【目的】高齢者の僥骨遠位端骨折の最大の問題点

は，骨粗繧症が存在するということである．その

ため，背側骨皮質が粉砕するため，整復しても再

転位しやすい．髄内セメント固定法は，骨粗霧症

が存在しても初期から強固な固定が得られる．わ

れわれは，高齢者の僥骨遠位端骨折に対して有用

な治療法と考えて1998年から行ってきた．それら

の症例の治療成績と，手術手技について述べる．

【手術手技】麻酔は伝達麻酔または全身麻酔で行

う．空気止血帯下に前腕遠位背側に約3cmの縦

皮切をおく．背側骨皮質を展開する時に，長母指

伸筋腱を腱区画からはずしておく．粉砕した背側

骨片をはずして，髄内の掻爬を行う．多くの場合，

髄内は容易に掻爬でき，背側から掌側皮質が見え

る．この掌側骨折線を直視下に整復する．小豆大

に丸めたセメントを次々に髄内に詰めていく．こ

の時に助手が整復位を保持している．セメントが

固まる前に，背側骨皮質を可及的に元にもどす．手

術時間は，ほぼ1時間であり，術中，術後の出血は

ほとんどない．

【方法】術後6か月以上経過した70歳以上の症例

を対象とした．それらの症例は13例あり，女性10

例，男性3例であった．年齢は，70歳から91歳ま

でで，平均75歳であった．経過観察期間は最長7

年で平均3.8年であった．術前と術後のdorsaltilt

とradialtiltを計測した．

【成績】すべての症例で3か月以内に，骨皮質の連

続性が認められた.dorsaltiltは術前-10.8度が術

後15.5度となり,radialtiltは術前14.5度が術後

28.2度となった．どちらも，経過観察中に整復位

損失はなかった．長期的にみても，セメントが原

因の合併症は認められなかった．

【結論】一人暮らしや，介護をしなくてはいけな

い高齢者が増加する中で，早期に日常生活に復帰

できる本法は有用な方法と考える．
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1-Pb-1

手指に発生した腱鞘巨細胞腫の画像所見及

び手術治療

MRImagingandOperativeTherapyfOrGiantCell

TumorofTbndonSheathintheHhand.

名古屋記念病院整形外科

○紫藤洋 二，中島浩敦，浦川浩，

新井英介

【目的】手指に発生した腱鞘巨細胞腫の画像所見

及び手術治療の検討

【方法】2001年から2004年に当科で手術治療を

行ない，術前MRIを行なった手指原発の腱鞘巨細

胞腫の12例を対象とした．内訳は女性2例，男性

10例．平均年齢は44歳，全例に辺縁切除～腫瘍内

切除が行なわれた．11例は初回手術であり，1例

のみ前医手術後の再発症例であった．平均経過観

察期間は120日（6～2114日)．経過観察期間中

の明らかな再発症例は認めなかった．

【結果】レントゲン上骨圧痕像は7/12(58%）に認

めた．MRI上はT1は筋肉と比較し当信号,T2は

筋肉と比較し軽度の高信号を示し，内部に点状の

T1,T2低信号，辺縁に点状から帯状のT1,T2低信

号を示す症例が多かった．全症例が腱と接して存

在していた．関節内あるいは骨と腱の問に進入す

る症例も認めた．

【考察】MRI上は特に辺縁部でのT1,T2の点状，あ

るいは帯状の低吸収域を認めた．巨細胞腫は病理

学的にもへモジデリンの沈着が認められ,T1,T2

の低信号域はヘモジデリンの沈着を示唆するもの

と考えられた．画像上は骨の圧排，関節への浸潤

など局所増殖性が非常に高い点が考えられた．実

際に手術時には腫瘍が浸潤性に抵抗脆弱な部位に

広がっている点を多く認める．手術に関しては被

膜下に辺縁切除すべきと考えるが，実際は腫瘍内

切除（掻爬）となってしまう事が多い．我々は腫

瘍をできるだけ一塊に切除し，特に腱から剥離す

る時にパラテノンを同時に切除するなどしてい

る．また関節内など浸潤する症例もあり，腫瘍の

充分な切除を行うためにもMRIは有効と考えた．

検討症例には術後再発は認められないが経過観察

期間が短く，再発率に関しては今後も経過観察が

必要と考えられる．

【結論】腱鞘巨細胞腫の診断及び手術治療にMRI

は有効と考えられる．
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1-Pb-2

マルチスライスCTの3D画像を利用した手

の軟部腫瘍の画像診断

RadiologicalEvaluationofSoftTissueTilmorofthe

HandUsing3DImagebyMulti-sliceCT

横浜市立大学整形外科

○伊藤りえ，高橋晃，堀武生，

石川博之，斎藤知行

【目的】手の軟部腫瘍は小さい場合が多く，詳細

な形態の描出や周囲組織との関係を明瞭にするこ

とは決して容易ではない．マルチスライスCTは空

間分解能に優れ，薄層スライスが可能であるため

手の画像診断に適している．今回特に3D画像によ

り軟部腫瘍を描出し，他の画像と比較しその特徴

を検討した．

【対象と方法】2003年4月以降に手の軟部腫瘍に対

して，マルチスライスCTの造影3D画像(Volume

Rendering法）を撮像した3例を対象とした．症例

1は41歳，男性．右手掌母指球部皮下の2cm大の

軟部腫瘤で,papillaryendothelialhyperplasiaで

あった．MRIではT1強調像で中間輝度,T2強調像

で高輝度を呈した．症例2は59歳，男性．左小指

球部皮下の1.5cm大の軟部腫瘤で，血管平滑筋腫で

あった．MRIではT1強調像で中間輝度,T2強調像

で高輝度を呈した．症例3は59歳，女性．右中指

背側に長径2cm大の軟部腫瘤で，神経鞘腫であっ

た．MRIのT1強調像で低輝度,T2強調像で高輝度

を呈した．3D画像で描出された形態，腫瘍周囲の

血管，腱及び筋肉との関係について術中所見と比

較した．またMRIおよび通常のCT像と比較した．

【結果】3例とも描出された形態は摘出された腫瘍

とほぼ同一であった．他の画像に比較して解剖学

的な位置や形態の把握，周囲組織との関係を詳細

に描出できた．特に血管系腫瘍では流入，流出血

管との関係が明瞭であった．神経鞘腫では腱，血

管との位置関係の描出に優れていた．

【考察】3D造影CTは手の軟部腫瘍を描出する上で

有用であった．しかし，腫瘍の描出はその造影効

果に依存し，周囲組織の描出は3D画像の作成方法

によって変化するので，注意が必要である．



1-Pb-3

手のvascularleiomyomaの検討
ClinicalEvaluationoftheVascularLeiomyomain

theHand

1-Pb-4

10年以上経過観察し得たびまん型血管腫

DiffuseHemangiomaofMinimumlOYearsFollow

up

'千葉大学大学院整形外科，2千葉市立青葉病院整

形外科，3熊谷総合病院整形外科

○國吉一樹1,六角智之2,松戸隆司1,

山田俊之1,阿部圭宏3

名古屋大学手の外科学

○馬島雅高，中村蓼吾，堀井恵美子，

中尾悦宏，矢崎尚哉

【目的】手に発生するvascularleiomyomaは症例

報告されることの多い，比較的稀な良性軟部腫瘍

である．われわれは当科および関連施設で9例の

治療を経験したので，臨床像の検討を中心に文献

的考察を加えて報告する．

【対象】男6例，女3例で，平均年齢57歳（27～

77）である．(1)瘤痛の有無，(2)発生部位，（3）

腫瘍径(長径),(4)MRI所見,(5)術中肉眼所見，

の各項目について検討した．

【結果】(1)痙痛を伴うものは2例のみであったが，

ともに圧痛のみで自発痛はなかった．（2）手関節

部掌側が2例，残る7例はMP関節掌側もしくは

MP関節掌側から基節部にかけて存在していた．

(3)5mmから40mmまで平均16mmであった.(4)

全例に行った.T1強調像では全例に低～等輝度で

筋肉と同輝度の内部が均一な像が得られた.T2強

調像では7例に高輝度でその内部に放射状に拡が

る低輝度が混在する像が得られた．(5)4例で神経

鞘腫，2例で血管腫，1例でグロームス腫瘍と判断

され，2例では判断不能であった．

【考察】諸家の報告する手の発生例の臨床像は男

女比2対1で40～60歳に好発し，高率に瘻痛を

伴うことでほぼ一致している．本症例でも痙痛を

除いて概ね合致していた．また，術前組織診断は

困難とされるが，われわれも経験が少ないせいも

あって術前および術中肉眼所見においてさえ診断

できていなかった．今回の検討において，発生部

位がMP関節掌側の手掌部を中心として遠位は基

節部までと，他に比し比較的限局する傾向があっ

たこと，またMRI所見では腱鞘巨細胞腫，神経鞘

腫，線維腫などとの鑑別を要するものの,T2強調

像でそれらではあまり見受けられない，独特のモ

ザイクパターンを示す傾向があったこと，が本疾

患に特徴的な所見と考えられ，そのことを念頭に

置けば術前診断の一助になると思われた．

【はじめに】血管腫のなかでもびまん型血管腫は完

全切除が非常に困難であり，再発も多く治療に難

渋する症例が多い．今回我々はびまん型血管腫で

10年以上経過観察し得た11例について報告する．

【症例】1971年より1988年までに当科受診し治療

した11名を対象とした．発生部位は手指3例，手

4例，前腕より遠位部への広範囲例3例，前腕1例

であった．初診時年齢は1歳未満1人，10歳未満

5人，10歳以上5人であった．瘻痛，または腫瘍

の増大に伴う変形が大きい例を手術適応とし，循

環，機能障害を生じないよう腫瘍の部分切除をお

こなった．経過観察期間は平均19年4ケ月，手術

回数は平均4回であった．

【結果】11例中1例は，チアノーゼが高度で瘻痛が

強く，3回の部分切除の後，患者の希望により26

歳時に切断した．残り10例中，6例で軽度痙痛は

あるが自制内であり，2例で手指の知覚障害が出

現していた．可動域制限は軽度6例，高度1例で

あった．この1例は6歳の初診時の時点で前腕から

指尖部まで広範囲に血管腫が存在し，瘤痛緩和を

目的とした部分切除を繰り返して患肢を温存し

た．結果として高度拘縮を残したが軽いピンチや

物の把持は可能であり，補助手として利用してい

る．この1例を除き，日常生活での機能障害の訴

えは認めなかった．

【考察】血管腫の治療にはレーザーや硬化療法，

手術的切除術などがある．硬化療法は，硬化剤の

量や血流の状態により周囲組織を障害する可能性

も示唆され，今回のようなびまん型血管腫の治療

では危険を伴うと考えられる．手術治療に関して

は，完全切除か部分切除かは議論を要する．我々

は完全切除を目的とすると浸潤する軟部組織の広

範囲切除が必要で，循環，機能障害は必発と考え

部分切除を選択してきた．結果可動域制限は軽度

残存しているが，痙痛軽減，患肢温存の点からは

有効であった．
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1-Pb-5

上肢発生神経鞘腫の臨床，画像的評価

ClinicalPathologyandTherapeuticResultsofNeuri-

nomaintheUpperExtrenty

九州大学医学部整形外科

○細川哲，光安廣倫，三浦裕正，

岩本幸英

【目的】神経鞘腫は代表的良性軟部腫瘍である．

今回上肢に発生した神経鞘腫の画像所見及び治療

成績を検討した．

【対象および方法】対象は1997年から2003年まで

の7年間に当科において手術を行い病理組織学的

に神経鞘腫と診断された18例であった．性別は男

性11例，女性7例，手術時年齢は21歳から76歳，

平均48.8歳であった．術後観察期間は3ケ月から

7年，平均27.7ケ月であった．これらの症例につい

て術前，術後の臨床症状,MRI所見と病理所見の

対比について検討した．

【結果】術前の症状は圧痛が9例，自発痛が4例，

しびれ，知覚過敏が2例に認められた.Tinel徴候

は15例に陽性であった．術後何らかの知覚異常が

認められたのは9例であった．術後に知覚異常が残

存した症例では術前のTinel徴候が陽性で腫瘍径

が3cmを越えるものが多かった.MRI所見と病理

所見の対比ではT1WIにて全例が低～等信号を，

T2Ⅷにて中心のAntoniA部分が低～等信号を，辺

縁のAntoniB部分が高信号を呈し13例にTarget

appearanceを認めた．また，造影では逆にAmomA

部分が高信号をAntoniB部分が低信号を呈してい

た．最大径が2cm以上になるとAnitoniA部分に変

性壊死，出血が加わる症例があり,T2Ⅷにて高信

号，低信号の混在が認められた．

【考察】神経鞘腫摘出後の神経障害遺残の危険因

子として腫瘍径，術前の罹病期間，組織型等が報

告されている．今回の自験例では腫瘍径が大きく，

Tinel徴候が陽性であった症例に術後神経症状が

遺残する傾向にあったことから，罹患神経束に機

能が残存している可能性が考えられた.MRI所見

は割面のマクロ所見，病理所見とよく一致してお

り,Targetappearanceは神経鞘腫の診断に有用

と考えられた．

－S85-

1-Pb-6

手に発生した骨軟部腫瘍の治療成績

BoneandSoftTissueTilmoursoftheHand:Review

of85Cases

三重大学医学部整形外科

○椙本淑子，平田仁，松峰昭彦，

楠崎克之，内田淳正

【目的】手の骨軟部腫瘍の発生頻度は比較的低い．

今回我々は当科で外科的治療を行った骨軟部腫瘍

および腫瘍類似疾患85例の治療とその成績につ

いて検討したので報告する．

【方法】1984年より2004年までの20年間に当科

で外科的治療が行われた前腕から遠位に発生した

骨軟部腫瘍および腫瘍類似疾患85例について検

討した．性別は女性50例男性35例で，年齢は0歳

から74歳で平均39歳であった．

【成績】良性では，最も頻度が多かったのは内軟骨

腫23例であった．その他腱鞘巨細胞腫8例，血管

腫5例などであった．悪性ではclearcellsarcoma

3例，扁平上皮癌の転移3例，軟骨肉腫3例,MFH1

例，横紋筋肉腫1例，滑膜肉腫1例，線維肉腫1例

であった．治療は良性腫瘍では腫瘍病巣内切除術

が主に行われた．合併症は神経鞘腫の1例に指神

経の不全麻痒が残存した．再発例は他医で切除さ

れ，6年後に再発した内軟骨腫1例のみであった．

悪性腫瘍は広範切除術が5例，辺縁切除術が5例，

切断術3例であった．予後はDODが1例で，その

ほかは全例CDFであった．死亡例は手に発生した

clearcellsarcomaで腫瘍切除術後，化学療法

(INF6)を行ったが，再発し前腕切断術後，最終

的に肺転移で死亡した．広範切除後の再建術は逆

行性皮弁を行ったものが2例で遊離皮弁が1例で

あった．いずれも生着は良好であった．横紋筋肉

腫1例と軟骨肉腫1例に対しては患肢機能を優先

したアクリジンオレンジを用いた光線力学的療法

を行った．

【結論】今回の検討では手に発生した良性腫瘍の

切除後の治療成績は良好であった．悪性腫瘍に対

しては，最近では患肢機能を温存するために腫瘍

辺縁切除と光線力学的療法の併用を試みている

が，今のところ治療成績は良好である．



1-Pb-7

ICOS-Ig/CTLA4-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

ProlongedSurvivalinRatCompositeTissueAllo-

graftsTreatedwithCombinedAdministrationof

ICOS-IgandCTLA4-Ig

1-Pb-8

手同種移植後のキメリズム

ChimerismFollowingLimbAllograft

'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1,岩崎倫政1,斉藤佳乃1,

三浪明男1,上出利光2

【目的】我々はT細胞-抗原提示細胞間補助シグナ

ル阻害を目的にCTLA4-Ig,ICOS-Igの単独投与を

行い，同種複合組織移植片生着延長効果を報告し

てきた．今回，更なる生着延長を目的としてICOS-

19/CTLA4-Igの同時投与を行い，その効果につき

検討を加えたので報告する．

【方法】ACI後肢をLewisに移植し，複合組織移

植モデルとした．補助シグナルの遮断分子として

B7h→ICOS経路に対してIcos-Igを,CD80/86

→CD28経路に対してCTLA4-Igを使用した．実

験群は，対照群（非治療群,n=9),ICOS-Ig単独

投与群(Icos-Igを移植後2日目に500IL9,4,6日

目に250ILgi.p.,n=7)とICOS-Ig/CTLA4-Ig同時

投与群(CTLA4-Igを移植後2日目に250IL9,

Icos-Igを移植後2日目に250IL9,4,6日目に125

ILgi.p.,n=9)を設定した．移植片の生着期間は
escharhrmation出現までの日数とした．移植後

7日目に組織を採取し,Biittemeyerの基準で評価

した．移植前，移植後4日目，7日目のThl,Th2

サイトカイン濃度を測定した．

【結果】生着日数は対照群では平均6.2日に対して，

Icos-Ig単独投与群では平均13.0日，同時投与群

では25.7日と有意に延長した．各組織所見は，補

助シグナル阻害群で拒絶の抑制が認められた．血

中サイトカイン濃度については,Icos-Ig単独投

与群ではTh2サイトカイン優位の抑制効果が認め

られ，同時投与群ではnl1,n12サイトカイン両者

の抑制効果が認められた．

I考察】ICOS-Ig/CTLA4-Ig同時投与による複数補

助シグナル経路遮断により，単独遮断に比べ移植

片生着期間の延長が認められた．補助シグナル経

路遮断による拒絶反応抑制には相乗効果があると

考えられた．

山口大学医学部整形外科

○村松慶一，伊原公一郎，重冨充則，

栗山龍太郎，田口敏彦

【目的】1998年から始まった手同種移植の症例数

は徐々に増えているが，免疫寛容の導入という点

では研究段階にある．近年，寛容導入については

キメリズムと呼ばれるドナーとレシピエント間の

細胞交換現象が注目されている．移植四肢の主構

成組織である同種移植骨は，皮質骨移植という生

体力学的骨格支持という意義とは別に，骨髄内の

未分化寛容系細胞の移植という特殊な移植片とも

受け取れ，キメリズムの成立に関しては有利なの

かもしれない．本研究は，四肢移植後のキメリズ

ムについて分子生物学的手法やTgラットを用い

て解析した．

【方法】実験方法として，1）ラット性別不一致間

で血管柄付き後肢移植を行い雄細胞が有するY染

色体をPCRで解析する,2)GFP(+)Tgラット

とGFP(-)間での移植,3)LacZ(+)Tgラット

とLacZ(-)間での移植，の3実験系を行い，移

植後1年間まで観察した．

【結果および考察】ドナー細胞は移植後徐々にレ

シピエントの脾臓，胸腺，骨髄，リンパ節などの

リンパ器官へ移動し，いわゆるマイクロキメリズ

ムが成立していた．移植四肢はレシピエント内の

キメリズム成立に継続したドナー細胞の供給源と

なる事が確認された．最近，肢移植前に骨髄移植

を行いマクロキメリズムを成立させれば，移植肢

の免疫寛容が導入されるという報告がある．キメ

リズムの濃度は移植された骨髄細胞の絶対数に規

定されると推測された．レシピエント細胞は移植

骨，筋肉，皮膚へ移動していた．骨は常に他部位

からの骨起源細胞の供給と再構築が行われ，手術

による骨切り操作等が細胞置換を促進する．筋肉，

皮膚の再生は組織内に限局して自己修復が行われ

るが，移植操作による侵襲，虚血再還流障害，脱

神経等により組織障害は著しくその再生には異所

性起源から何らかの組織幹細胞を誘導すると推察

される．
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直径23mmマイクロスコピーコイルを用

いた手指病変の高分解能MRI

HighresolutionMRIofUsingaMicroscopyCoilto

DisordersofFingerProper

'徳島大学整形外科，2町立上那賀病院

○日比野直仁1,浜田佳孝1,高橋光彦1,

安井夏生1,高井宏明2

【目的】手指は非常に小さな構成体で,MRIでの

描出には限界がある．直径23mm(MP関節近位に

は47mm)マイクロスコピーコイルを使用し高分

解能MRIを固有手指部の疾患に適応し，有用性，

可能性を検討した．

【対象・方法】1.5TMRIにて患肢を挙上位で固有

指部の病変部位にコイルを設置し撮影した．原則

として造影は行っていない．読影はT2*を中心に，

放射線科医1人と，3人の整形外科医が行い，4人

中3人以上の所見の一致をもって陽性とした．対

象1）骨，軟部腫瘍：16手，2）外傷性病変：靱帯

損傷，骨折変形治癒など15手，3）変性，炎症性

病変:RA,OA,デュプイトラン拘縮など9手であっ

た．

【結果・考察】1）骨，軟部腫瘍：腫瘍と指神経，

動脈との位置関係の把握，長径数ミリ程度の小病

変の描出に優れていた．腫瘍の質的診断について

も現在検討中である．2）外傷性病変：母指MP関

節周辺病変（僥尺側側副靱帯，掌側板，短母指伸

筋腱など）の断裂部位，完全断裂・不全断裂の診

断に加え，ストレス撮影の困難な母指以外での

MP関節周辺病変でも重症度の把握が可能であっ

た．手術に迷うStener'sregionに有用であった．

PIP関節周辺では，側副靱帯，中央索の断裂部位，

完全・不全など断裂の程度が読影できた．側副靱

帯･腱損傷の重症度･手術適応の評価に有用であっ

た．3)変性，炎症性病変では，軟骨面の評価に有

用であった．以上の形態評価にはT2*が最も有用

で，反応性の浮腫性変化にはT1脂肪抑制プロトン

強調像が非常に鋭敏に反応した．固有指部病変に

おいて，マイクロスコピーコイルを用いた高分解

能MRIは，従来のMRIや関節造影に比べ，指神

経，血管との位置関係や骨，関節，靱帯損傷の質

的診断，軟骨面の評価に詳細かつ鋭敏であった．

－S87-

1-Pb-10

直径47mmマイクロスコピーコイルを用

いた手関節部病変の高分解能MRI

HighResolutionMRIofUsingaMicroscopyCoil

toDisordersofWristJoint

'徳島大学医学部運動機能外科学整形外科，2町立

上那賀病院整形外科

○浜田佳孝'，高橋光彦1,日比野直仁1,

安井夏生l,高井宏明2

【目的】手は小さな構成体で,MRIの描出には限界

がある．高分解能MRIを手関節周辺疾患に適応・

検討した．

【方法】1.5TMRIで患肢を挙上回内位で撮影，読

影はT2*像を中心に医師4名で施行した．評価対象

は1)TFCC:crepitatingulno-carpalstresstest
陽性の手関節尺側部障害23手（外傷有15手平均

30歳，外傷無8手平均51歳）のMRI所見と，同

test陰性-15手のTFCC構成体の描出率.2)手根

骨部病変：同部に症状のない19手の手根靱帯ex‐

trinsicligament(以下lig.)構成体の描出率．症状

を有する7手のMRI所見.3)手関節部ガングリオ

ン：6手である．

【結果・考察】TFCC描出率:Coronal像で,ulno-

lunateとulno-triquetrallig.は各41%,68%であっ

た．他の部位(triangularlig.,meniscushomo-

logue,discproper,dorsalradio-triquetrallig.)は

100％．Axial像での,radio-ulnarlig.は掌側66%,

背側53％と低値．無症状手でTFCC損傷と判断さ

れたのは15手中3手であった．尺側部障害手の

MRI所見：外傷歴(+):Triangularlig.損傷と判

定された6手は，尺骨からの剥離･浮上例～線維の

輝度上昇した不全損傷例まで質的診断が可能で

あった．所見なしと3手が判定された．外傷歴(-)：

変性断裂に加え,ECU腱鞘が穿孔しDRUJ関節液

貯留部位と連続した像が4手にみられた．手根靱帯

の描出率:背側:carpal-lig.84%,radio-triquetral-

li9.100%・掌側:radio-scapho-capitateとradio-

lunatelig.は100%であった．手根部障害手では

intrinsiclig.断裂と,extrinsiclig.の輝度上昇例は

認めたが，断裂部位の同定例はなく，手根不安定症

の病態や診断に有用か否かは今後の検討課題であ

る．手関節ガングリオン基部の描出:背側発生例は

S-Lまで，掌側は舟状骨周辺の僥骨一手根関節か，

STT手根中央関節かまで追跡可能であった．手関

節構成要素の解剖学的・質的診断に有用であった．



1-Pb-11

前腕骨間膜の超音波像の検討

一非RA例とRA例の比較一

UltrasonographyfortheForearmInterosseous

MembraneofRAPatients

聖マリアンナ医科大学整形外科

○松下和彦，別府諸兄，新井

中島浩志，青木 治 人

猛，

【目的】我々は，関節リウマチ(RA)に対する尺骨

遠位端切除術(切除術)やSauve-Kapandji法(SK

法）施行後，尺骨近位断端が不安定となり手指伸

筋腱断裂を生じた2例を経験した．しかし，外傷

例の場合にはこれらの合併症はみられていない．

RA患者における尺骨近位断端の不安定性の原因

として，前腕骨間膜の弛緩あるいは断裂の存在が

想定される．そこで非RA例とRA例の骨間膜の状

態を超音波で比較，検討したので報告する．

【対象および方法】対象は非RA群として骨折な

どの既往歴のない18例，36手,RA群としてstage3

のRA10例,10手である.RA群の内訳は，切除術

あるいはSK法施行例5例，尺骨遠位端背側亜脱臼

のある非手術例5例であり，既報の方法にて骨間

膜の状態を超音波で観察した．

【結果】非RA群では，全例で骨間膜の腱様部が明

瞭な高エコー像として描出された．一方,RA群で

は10例中9例で骨間膜の超音波像は非RA群より

不明瞭であった．また，手術例5例中4例の超音波

像は不明瞭で，うち3例は手術時尺骨近位断端が

不安定なため，尺骨手根伸筋腱の半裁腱を用いた

尺骨近位断端の腱固定術を併用した．5例中1例は

骨間膜が明瞭に描出された．この症例はSK法を施

行したが尺骨近位断端は安定していた．

【考察】以上の結果より,RA患者の骨間膜の超音

波像は非RA例より不明瞭で，両者の間に差が認め

られた.RAでは遠位僥尺関節の安定性に関与する

軟部組織が弛緩侵食される．この状態が持続する

と骨間膜にも影響が及ぶものと推測される．今回

の超音波所見が骨間膜の断裂，弛みあるいは変性

を意味するのか，今後さらに検討が必要である．

1-Pb-12

LockingKessler縫合においてlocking
loopは腱の側面に置くべきである
OptimumLocationsoftheLockingLoopinLocking
KesslerSumres

島根大学医学部整形外科

○四本忠彦，森隆治，内尾祐司

【目的】LockingKessler縫合におけるlockingloop

と結節の位置の影響を調べ，腱の側面にlocking

loopを置く新しい方法（側面ループ法）の利点を
明らかにすること．

【材料･方法】成体ウシの腓腹筋腱(径10×15mm)

の中央を横切しUSP2のpolyestermultifilament

を用いてlockingKessler縫合を行った.Locking

loopは腱の上面(上面ループ法）と側面(側面ルー
プ法）のいずれかに作成した．糸結びの結節は，

loCkingloopの腱外部において，腱の上面と下面の
いずれかに置いた．縫合腱をInstronで引っ張り，

破断強度と剛性（破断張力を断端間ギャップで除

した値）を測定した．

【結果】縫合腱を引っ張ると，徐々にギャップが

拡大するとともに張力が増加し，糸のループ部は腱

を把持して滑らないまま，結節部で糸が断裂した．

側面ループ群の剛性(5.70±0.09N/mm)は上面ルー

プ群の剛性(5.17±0.14N/mm)よりも大きかった(p

＜0.0001)．破断強度の比較においては，側面ルー

プ法では結節位置が腱上面にあるとき

(196.6±2.8N)の方が下面にあるとき(171.8±4.6N)

よりも大きく(p<0.0001),上面ループ法では腱の
下面に置いたとき（195.1±4.8N)の方が上面におい

たとき（169.0±3.6N)よりも大きかった(p<

0.0001)．

【考察】側面ループ法は以下の3点の利点がある

と考える．1）剛性が大きくギャップ形成が少な

い，2)破断強度を大きくするために腱の上面に結

節を置くことは容易である,3)locking構造を直

視下に確認できるのでlockingKessler縫合が簡

便になる．

【結語】側面ループ法は初期力学強度が大きく簡

便な方法である．

－S88-
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尺骨短縮効果に関する生体力学的検討

一第2報筋負荷時の遠位僥尺関節支持性
変化一

UlnarShorteningEffects:ABiomechanicalStudy

ontheDRUJStabilizingEffectwithMuscleLoad

l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1，中村俊康2，小野宏之3，

市川亨1，戸山芳昭2

【目的】われわれは第47回本学会で尺骨短縮術は

TFCCのsuspension効果を高め，筋への荷重負荷

がない状態で遠位榛尺関節(DRUJ)の支持性を向

上させることを報告した．今回は筋負荷時の尺骨

短縮術によるDRUJ支持性の変化についての研究

を行った．

【対象・方法】Ulnarvariance+1～+3mmの新

鮮屍体6上肢(上腕切断標本)を用い，中間位，回

内外600位で上腕骨および尺骨を固定した．僥骨

に1.25mm/秒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,DRUJstiffL

nessを計算した．長短榛側手根伸筋，尺側手根伸

筋，榛側手根屈筋，尺側手根屈筋，方形回内筋，円

回内筋，回外筋，上腕二頭筋にそれぞれ2kgの重
錘を負荷した後，尺骨を11nnl毎に6mmまで短縮

させて計測を行い,DRUJstiHilessの変化を検討

した．計測はTFCCが正常な状態で行った後，三

角（僥尺)靱帯の背側あるいは掌側portionを尺骨
小窩起始部で切離して行い，最後に三角靭帯を全

切離して行った．尺側手根伸筋腱腱鞘床は温存し

た．

【結果】正常では尺骨の短縮量にほぼ比例して

stifYhessは向上した．三角靱帯部分切離では，掌

側方向のstimlessは筋負荷によりすべての肢位で

短縮量にかかわらずTFCCが正常な状態と同等と

なった．背側方向のstiHiTessは尺骨を4-6mm短

縮すると正常と同等にまで回復した．一方三角靭

帯全切離では尺骨を6mm短縮してもstif'essは

正常と同等にはならなかった．

【まとめ】正常では尺骨短縮によりDRUJ支持性

は向上する．三角靱帯部分切離では，掌側方向の

支持性は筋負荷により得られ，背側方向の支持性

は4-6mmの尺骨短縮により改善される．しかし，

三角靱帯が完全に切離されると筋負荷，尺骨短縮

のいずれによってもDRUJ不安定性は改善されな

い．

－S89-
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前腕骨間膜による遠位僥尺関節の安定性

StabilityoftheDRUJContributedbytheIntra-

osseousMembrane

'山梨大学医学部整形外科，2メーヨークリニック

○渡邉寛'，浜田良機1,

リチヤードバーガー2，カイナンアン2

【目的】遠位僥尺関節脱臼例における骨間膜

(IOM)損傷の有無を臨床的に診断するのは困難

である．そこでわれわれは，新鮮死体を用いて，

IOMをその性状から膜性部の遠位部,central

bandを含む中間部，さらに中枢のobliquebandを

含む近位部の三つの部位に分けて，それぞれの損

傷が遠位僥尺関節の脱臼および安定性にどの程度

のかかわりがあるのかを検討した．

【実験方法】上腕中央部で切断した新鮮凍結肢体8

肢を用いた．遠位榛尺関節関節包と三角線維軟骨

複合体を完全に切除し，近位僥尺関節とIOMのみ

を温存した状態から，グループ1では遠位IOMか

ら中間，近位部，グループ2では近位IOMから中

間，遠位部のIOMを段階的に切開して，各段階で，

用手的に遠位榛尺関節の背側および掌側脱臼が起

こるか検索を行った．さらに，定量的評価のため，

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，その移動量を比較した．

なお，計測は60度回内外位，中間位の3肢位で施

行した．

【結果】IOMを切開しない場合は，僥骨の尺骨に

対する掌側脱臼を見たが，背側脱臼はなかった．遠

位のIOMを切開すると，前腕肢位に関係なく榛骨

は背側，掌側方向ともに容易に脱臼した．また，遠

位部IOMのみが温存されていれば，回外位を除い

て，僥骨の背側脱臼はなかった．定量的測定結果

では，中枢部IOMのみ温存されれば，中間位，回

内位で背側方向への移動抑制がみられ，また掌側

方向へは，中間位，回内位で全てのIOMを切開し

た後も，移動制限が見られた．

【考察】前腕肢位に関係なく背側方向への僥骨の

脱臼，あるいは不安定をみる場合は遠位部のIOM

損傷を合併，他方掌側方向のみの不安定性をみる

場合には骨間膜は損傷されていない可能性が示唆

された．



1-Pb-15

遠位僥尺関節の不安定評価の試み

QuantitativeEvaluationfOrDRUJInstability

'山梨大学医学部整形外科学，2有限会社吉田義肢

装具研究所,3DepartmentofOrthopedicSurgery,

MayoClinic

○渡邉寛1,浜田良機l,山田明香1,

久米亮一2，リチヤードバーガー3

【目的】遠位榛尺関節の不安定に対する確立され

た定量的な評価，測定法はない．今回われわれは，

定量的な評価法の創設への第一段階として，持続

的に負荷をかけた状態での回内・外運動に伴う僥

骨の傾き角度の変化を遠位僥尺関節のCT動態撮

影により検討したので報告する．

【対象と方法】上肢に明らかな外傷の既往のない

健常者10人を対象とした．年齢は28歳から39歳，

平均32歳，男4名，女6名である．本実験のため

に作成した器具を用いて遠位僥尺関節のCT動態

撮影を行った．これは，肘関節屈曲45度で上腕か

ら前腕部までを固定，握ったバーを回転させるこ

とで，一定の部位で前腕の回内外が可能となるも

ので，バーの回転時に1.9N/inの持続的な負荷をか

ける事が可能である．この器械を用いて中間位か

ら最大回内位さらに最大回外位そして最大回内位

までの一連運動を行う間，撮像面を遠位榛尺関節

部に固定し連続的にCT撮影した．そして得られた

CT動態撮影像から，中間位，回内・外60度位の

画像を取り出し，負荷前と負荷後での僥骨の傾き

の変化を測定した．

【結果】傾きの角度変化は各回旋肢位において，

回内負荷では回内方向へ，回外負荷では回外方向

へみられた．その変化は，回外負荷時のほうが回

内負荷時より大きい傾向が見られた．

【考察】遠位榛尺関節の不安定は，尺骨に対して

僥骨の掌･背側あるいは榛側方向への平行移動，さ

らには僥骨自体の回旋方向の傾きがある．しかし

これらすべての要素を表現することは困難であ

る．そこで今回は，僥骨の傾きのみに着目した．そ

の結果，健常者では回内・外での負荷運動によっ

て榛骨にわずかな回旋が見られることがわかっ

た．この値を基準値として今後は臨床的に不安定

をみる症例についての検討を開始している．

1-Pb-16

Joint-Leveling手技が遠位僥尺関節内圧へ
及ぼす影響の動的評価

DynamicEffectsofJoint-LevelingProcedureon

PressureattheDistalRadioulnarJoint

'東京大学医学部整形外科，2ニユーメキシコ大学

医学部整形外科

○三浦俊樹1，フイルーツバツクキーコスロー2，

チーマタシーン2，モニームモヘブ2

【背景】月状骨軟化症や尺骨突き上げ症候群等の手

関節疾患に対して榛尺骨間の長さを調整する手術

(Joint-Levehng手技)は良好な結果が得られる一方

で，隣接する遠位僥尺関節(DRUJ)等に悪影響を

及ぼすことも懸念されている．しかし，これらの手

技がDRUJ内圧に及ぼす変化は詳細には判ってい

ない．

【目的】本研究の目的はJoint-Leveling手技がDRUJ

内圧に及ぼす動的変化を明らかにすることである．

【方法】新鮮凍結屍体13肢を用いた．僥骨に創外固

定を装着後，骨幹部を1cm長切除し僥骨の短縮･延

長を可能にした．動的圧センサー(Tekscan)を

DRUJと尺骨手根関節に挿入した．上腕骨を専用ジ

グに取り付け腕尺関節は屈曲90.でピン固定した．

手関節屈筋腱・伸筋健に計89Nの長軸方向の負荷

を，僥尺方向に30Nの負荷をかけた．この状態で前

腕を最大回内位から最大回外位まで他動的に回旋

させて関節内圧を測定した．各肢体とも6mm短縮

から6mm延長まで1mm刻みで僥骨長を変えて同様

の測定を行った．

【結果】DRUJ内圧は前腕回旋中に回内位と回外位

で二峰性のピークを有する動的な変化をしていた．

その最大内圧は榛骨短縮時には有意な変化がな

かったが，僥骨延長につれて上昇し,4mm以上の僥

骨延長では有意に内圧が上昇した．また，その傾向

はsigmoidnotchの傾斜角が10.以下のグループで
顕著であった．さらに，尺骨手根関節の内圧は僥骨

短縮量に比例して上昇し，僥骨延長時に低下した．

【考察】僥骨短縮はDRUJ圧を有意に変化させない

が，尺骨手根関節圧を上昇させることで尺骨突き上

げ症候群を引き起こす可能性が示唆された．一方，

榛骨延長では，尺骨短縮と同様の影響をもたらすと

考えられるが,4mm以上の変化で有意にDRUJ内

圧を上昇させ変形性関節症の誘因となりうると考

えられた．

－S90-
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榛尺骨癒合症に対する金谷法術後の3次元

前腕動態解析

3-dimensionalMotionAnalysisoftheForearm

TreatedbyKanayaProcedureforRadioulnar

Synostosis

'大阪大学医学部整形外科，2小郡第一総合病院整

形外科

○岡久仁洋1，森友寿夫1,鈴木康--2,

土井一輝2

【目的】これまで前腕回旋運動の動態解析は徒手検

査，2次元CTによる可動域評価，あるいはレント

ゲン透視による定性的な評価に頼るしかなく，正

確な3次元回旋可動域の評価と回旋軸の同定は困

難であった．今回我々は，榛尺骨癒合症に対する

金谷法術後症例に対し，独自に開発した生体3次

元動態解析システムを用いて3次元かつ定量的動

態解析を試みたので報告する．

【方法】対象は金谷法を施行した前腕榛尺骨癒合

症患者5例（全例男性，年齢3～28歳，平均10.8

歳)，先天性4例5肢，外傷性1例1肢の6肢であ

る．前腕最大回内位，中間位，最大回外位の3ポジ

ションにてCT撮影を行った．得られた3D-CTデー

タから独自に開発したソフトウェアを用いて僥

骨，尺骨を抽出し3次元モデルを作成した．回内

位の3次元CTのボリュームデータを中間位，回外

位にレジストレーションすることにより僥骨，尺

骨の移動量を計算し，尺骨を基準とした榛骨の前

腕回旋運動の解析を行った．

【結果】徒手検査による術後回旋可動域は60｡～

120。(平均88.3｡）であったのに対し，解析結果よ

り得られた榛骨の回旋可動域は10.1｡～57.7。（平

均29.9｡)と非常に小さい値となった．回旋軸は全

例，遠位は尺骨fbvea近傍を通過していたが，近位

は症例によってばらつきがあり，外傷性の1肢と

可動域が比較的良好であった先天性の3肢では僥

骨頭中心近傍を通過していたが，術後可動域が小

さかった2肢では榛骨頭中心から大きく離れた異

常な位置を通過していた．

【結論】生体3次元動作解析システムは正確な回旋

可動域と回旋軸の評価が可能であり，前腕の機能

評価に有用である．

－S91－
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舟状骨折モデルにおける手根靱帯の役割：

DISI変形に至るメカニズムについて

PathomechanismoftheDISIDefbnmtyinScaphoid

WaistFracture:ABiomechanicalAnalysis

'九州大学大学院医学系研究科整形外科，2テキサ

ス大学ガルベストン校整形外科

○光安廣倫1,細川哲',RitaPatterson2,

StevenViegas2,岩本幸英1

【緒言】舟状骨骨折と近位手根列背側回転型手根

不安定症（以下DISI)とは良く議論され，舟状骨

偽関節においてはDISIを矯正すべきかと言った

議論も多い．しかし,DISIがおこるメカニズムに

ついてバイオメカニクス的に示した報告は少な

い．我々は昨年の本会において舟状月状骨間解離

におけるDISIにおいてDIC(DorsalIntercarpal)

靱帯の重要性について報告した．今回新鮮凍結屍

体を用い，舟状骨腰部骨折モデルを作成し,DISI

におちいるメカニズムについて検討したので報告

する．

【方法】4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:Stagel;

背側の関節包切離(背側骨間靱帯(以下DIC),背

側僥骨手根靱帯は残存),Stage2;舟状骨腰部骨折

を掌側と背側よりのアプローチにて作成（このと

きDIC付着部は両骨片に付着しているように行っ

た),Stage3;DICを舟状骨の付着部より剥離，

Stage4;DICを月状骨の付着部より剥離,Stage

5；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，舟状骨骨折モデル

ではDynamiclnstabilityの再現は出来なかった．

舟状骨遠位骨片はStage3以降で掌側に回旋転位

した．月状骨はStage4以降で背側に回旋転位を

舟状骨の近位骨片とともに示し,DISIを伴った

Staticlnstabilityを示した．

【結語】今後の臨床症例での検討が必要とは考え

るが，本実験において舟状骨骨折におけるDISI発

症のメカニズムについて一定の結論を示すことが

可能であった．
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母指手根中手関節の屈曲，伸展，外転，内
転トルクの計測

MeasurementofFlexion,Extension,Abductionand

AdductionTblqueoftheThumbbyThreeDimension

AnalysisSystem

'金沢大学医学部保健学科，2吉村整形外科医院

○西村誠次19生田宗博19柴田克之1,

犬丸敏康1,中山幸保2

【目的】我々は，昨年，三次元解析による母指筋

力測定装置を開発し，母指手根中手関節(以下，母

指CM関節）の屈曲，伸展，外転，内転力を計測

した．今回は，さらに三次元動作解析装置と同期

させて関節トルク計測システムを開発し，母指

CM関節の屈曲，伸展，外転，内転トルクを検索し

各筋の寄与を検討した．

【対象と方法】対象は，健常女性15名30手の母指

で，年齢は21.5±0.6歳であった．本システムは，三

分力計を用いた筋力測定装置と，デジタルビデオ

カメラ2台を用いた三次元動作解析装置で構成さ

れる．前者で，母指CM関節の屈曲，伸展，外転，

内転の各押し力を，後者で，母指CM関節からセ

ンサー部までの距離を計測し，各々押し力と距離

を乗じて，母指CM関節の各トルクを算出した．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

トルクの計測は，末節骨，基節骨近位部の2通り

の部位で行い，各3回計測し，その平均値を測定

値とした．各トルクの統計処理は，一元配置分散

分析を使用し多重比較検定にはTukey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5％とした．

I結果と考察】末節骨部の屈曲トルクは平均

2.03Nm,伸展は0.66Nm,外転は0.95Nm,内転は

2.44Nmで，基節骨部の屈曲は1.87Nm,伸展は

1.24Nm,外転は1.04Nm,内転は2.80Nmであっ

た．末節骨部と基節骨部はともに，内転と屈曲が，

伸展，外転より有意に大きく，さらに基節骨部の

内転は，屈曲より有意に大きかった．また，基節

骨部の伸展，外転，内転は，末節骨部より有意に

大きく，末節骨部と基節骨部の計測において，寄

与する筋の作用効率が異なることが推測された．

1-Pb-20

母指MP関節のjnviVo動作解析一蝶番様運

動(hingemotion)は生理的か？
肋ⅥvoAnalysisofKinematicsofThumbMetacar-

pophalangealJoint-IsHingeMotionPhysiological？

'東芝病院整形外科，2東京大学医学部整形外科学

教室

○極井隆l,荒木千恵美1,三浦俊樹2,

河野慎次郎2，石山典幸2

【背景】母指MP関節は側面から見ると円弧に近い

形態を持つ関節である．伸展屈曲運動においては

一見すると基節骨が中手骨関節面に沿って滑らか

に円運動をする如く見える．しかし実際には円運

動をするのみではなく，関節の掌側が閉じて背側

が大きく開くいわゆる蝶番（ヒンジ）様の運動を

することが臨床的にしばしば観察される．この蝶

番様運動が誰にでも生理的に見られるものかどう

か，健常人の手を対象に検討した．

【方法】手に外傷の既往のない20人の左右40手を

対象とした．母指の自動伸展屈曲運動を行わせ，移

動式小型透視装置を用いてX線透視側面像を撮影

し動画を記録した．MP関節の形態を計測し，第47

回本学会における吉田らの報告に準じてRound

形,Flat形の2形に分類した．関節の滑動の様子

を観察し，形態とあわせて解析した．

【結果】1）母指MP関節面の形態は,Round形16

人30手,Flat形6人10手であった.2)MP関節

の伸展屈曲運動はほとんどの母指において，円運

動に蝶番様の運動が複合された動きであった．3）

最大伸展から屈曲に至るまでの基節骨関節面の蝶

番様の動きの大きさは，0度から50度（平均22.8

度）と個人差が大きかった.4)Round形では蝶

番様の動きの大きさは0度から40度(平均19.4度）

とばらついていた.Flat形では1人2手(0度）を

除き30度以上（平均33度）と総じて大きかった．

【考察】母指MP関節の生理的伸展屈曲運動には

蝶番様の動きが含まれているが，その程度には個

人差が大きい．この現象は関節の安定性や腱の緊

張などに影響を与えていると思われ，臨床におい

て重要と考えられる．

－S92-
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有限要素法による指尖部変形のシミュレー

ションモデル

SimulationModeloftheFingertipDefOrmationby

FiniteElementMethod

'宇都宮大学工学部バイオメカニクス研究室，2横

浜市立大学医学部整形外科

○酒井直隆1，嶋脇聡1，2

【目的】手指の手術シミュレーション開発で最も

困難なのは，指尖部の皮下組織の力学的特性の決

定である．このため有限要素法による指尖部のシ

ミュレーションモデルを作成し，生体の指尖部変

形データと比較することで，生体に最も近い皮下

組織の力学的特性を調査した．

【方法】22歳男性の右手示指をSiemens社製CT装

置SomatomPlus-4により1.25mm間隔で撮像し，

各スライスデータを基に有限要素法解析ソフト

ANSYS/LS-dynaver.7.0を用いて三次元指尖部モ

デルを構築した．モデルのメッシュ要素は四角形

六面体とし，末節骨，爪のヤング率を181，178

kPa,ポアソン比を両者とも0．3と固定した．皮下

組織のヤング率を34kPaから136kPaまで，ポ

アソン比を0.3から0.5まで各々6段階に変化させ

た．一方，健常成人7人（全例男，平均22歳）の

右示指を平面に押し付けた際の指尖部側面および

正面ビデオ画像から指尖部と平面の接触面長，接

触面幅を計測し，これらの平均値と指尖部モデル

の計測値を比較することで，生体に最も近い指尖

部変形を示す皮下組織の力学的特性を求めた．

【結果】指尖部モデルの接触面長，幅ともに指尖

部皮下組織のヤング率が低いほど圧迫時の変化量

は増加し，生体に最も近いヤング率は接触面長で

65kPa,接触面幅で34kPaであった．ポアソン比

が低いほど指尖部の変化量は増加し，生体に最も

近いポアソン比は接触面長で0.45,接触面幅で0.3

であった．

【結論】指尖部皮下組織の力学的特性の概要が判

明したが，方向によって力学的特性が異なること

から，皮下組織を単純な弾性体と仮定せず別の要

素も考慮すべきと考えられた．

－S93-
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手の外科における実物大立体模型の応用

ThFee-dimensionalVirtualRealityModelinginHand

Surgery

大阪市立大学大学院医学研究科整形外科

○米田昌弘，香月憲一，恵木丈，

岡田充弘，高岡邦夫

【目的】RapidProtoyping(RP)造形装置を用い

て上肢骨の実物大立体模型を作製し，手の外科領

域における有用性について検討した．

【対象と方法】対象は手関節症例6例（舟状骨偽関

節3例,Kienb6ck病2例，僥骨遠位端骨折変形治

癒1例)，肘関節症例4例（肘部管症候群3例，上

腕骨外穎偽関節1例)，前腕骨骨折変形治癒2例の

合計12例である．CT画像のDICOMデータより，

三次元再構築ソフト(VolumeExtractor)を用い

て，三次元ポリゴンデータを構築し,STLデータ

に変換後,RP造形装置であるインクジェット式

3Dプリンター(ZPrinter310:DICO)にて，石

膏製実物大立体模型を作成した．

【結果】全例CTデータより忠実に実物大立体模型

を作製できた．模型の体積は43～148cm3(平均

76cm3),造形時間は58分～2時間42分（平均1

時間32分)であった．解剖学的位置関係の把握に

有用で，健側の鏡像を合わせて作製することで患

側の健常状態との比較が可能であった．術前に変

形治癒症例に対する矯正骨切りや偽関節症例に対

する移植骨片の形や大きさの決定などに有用で，

患者への術前説明も，より簡便にわかりやすく行

うことができた．

【考察】3次元CT画像は，骨の立体画像が正確に

捉えることができ，従来のCT画像よりはるかに多

くの情報を提供してくれるが，やはり画面上は二

次元平面であり，頭の中でのイメージの再構築が

必要となる．一方，実物大立体模型では実際に実

物大の模型を手にとって解剖学的な位置関係の把

握が可能で，術前計画の助けとなり，より正確で

安全性の高い手術を行うことが可能となる．

【結語】RP造形装置を用いて作成した実物大立体

模型は術前シミュレーション，手術リハーサル，患

者へのインフォームドコンセントに有用であっ

た．
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術前3次元成形した人工骨を用いた上肢の

矯正骨切術

CorrectionOsteotomyUsingThree-dimensionally

PrefabricatedHydorxiapatitefbrForeannDefbrmity

'大阪大学整形外科，2りんくう総合医療センター

市立泉佐野病院整形外科

○村瀬剛1,森友寿夫1,後藤晃1,

岡久仁洋1,島田幸造2

【はじめに】近年の3次元画像処理技術により矯正

骨切術の3次元シミュレーションが可能となって

きた．一方，骨誘導能に極めて優れる新しい人工

骨も開発されており，これらの技術を組み合わせ

ることで，移植材料を術前に最適形状に成形して

矯正骨切に用いることができる．我々は，手術の

正確性の向上を目指して同技術を上肢の手術に応

用している．

【症例】尺骨近位での外反過伸展変形を呈した先

天奇形の10歳男児（症例1）と榛骨遠位端骨折変

形治癒の48歳女性（症例2）および19歳男性(症

例3）である．いずれもopenwedgeosteotomyを

計画した．

【方法】前腕CTデータから罹患骨の骨表面モデル

をコンピューター上で作成した．このモデルを用

いて独自に開発したコンピュータープログラム上

で骨切シミュレーションを行い，必要となる移植

骨の最適形状を計算した．3次元切削器を用いて

新規人工骨である連通多孔体ハイドロキシアパタ

イト（以下IP-CHA)を最適形状に成形して滅菌の

上，実際の手術に用いた．

【結果】予定通りの部位で骨切し，術前に切削し

たIP-CHAを挿入，内固定を行うことで容易に正

確な矯正骨切を行うことが出来た．症例1では外

反肘，過伸展変形は消失し,IP-CHAは術後8ケ月

でレントゲン上，周囲の骨と同化した．症例2，3

でも外観およびレントゲン上の変形は消失し，術

後3ヶ月で母床骨とIP-CHAの癒合を認めた．

【考察】上肢の矯正骨切をopenwedgeosteotomy

で行う場合，移植骨形状の正確性が重要となる．し

かし，現状では術前レントゲンで計画した角度を

持つ模状の移植骨を手作業で成形するために手術

成績が安定しない．上肢の矯正に際してIP-CHA

を術前3次元形成して用いる我々の方法は正確で

あるばかりでなく低侵襲，簡便であり，極めて有

用である．（平成15年度NEDO助成研究）

－S94-
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高齢者僥骨遠位端骨折に対する治療戦略

StrategiesfbrTreatmentoftheFracturesoftheDistal

RadiusinAgedPopulation

'済生会神奈川県病院整形外科，2国立メディカル

クリニック

○佐々木孝1,山中一良1,田島康介1,

武井照江19設楽幸伸2

【目的】僥骨遠位端骨折の治療に求められるもの

は，患者の年齢や職業，活動性などによってさま

ざまであるが，高齢者（ここでは70歳以上）にお

いては，生活環境や肉体的･精神的な活動性によっ

て大きく異なる．解剖学的整復を目標として治療

を行う例，外固定による治療を主体とする例，副

子による瘤痛緩和のみが適切な例などの，それぞ

れの治療適応について考察する．

【方法】a-1)解剖学的整復を目標とする例に創外

固定中心の治療を行った.a-2)ピン周囲の清潔保

持に疑問のある例に掌側プレートと皮下intra-

fbcalpinningを行った．b)外固定は垂直牽引下に

sugartongs型ギプスシーネを行い，腫脹の消槌と

ともに締め増しを行った.c)骨折の自覚のない例

や，外固定を頻繁に自己除去してしまう例には，可

及的な副子固定を行った．

【成績】20年間に75歳以上の僥骨遠位端骨折322

例を治療した.a-1)74例,3例に明らかな整復損

失を生じた．Gartland-Sarmientoの評価では全例

excellent,goodであった.a-2)16例,1例に背屈

再転位があった．全例excellent,goodであったが，

可動域回復は遅い傾向があった.b)185例，癒合

時の形態が目標値以内に収まらない例が44例

(24％)あった．意思疎通の問題により評価が不能

であった例を除く164例では2例がhrと評価さ

れた.c)47例，骨癒合は全例に得られた．問診よ

る評価ならびに自動可動域測定不能例が大部分で

あったが，家族からは適切な治療であったとの評

価を得た．

【結論】高齢者の治療においては，青壮年と全く

同様に扱うべき症例も多いが，肉体的・精神的な

問題点を有する症例には，治療開始当初に個々の

背景を推察して治療法の選択を行う必要がある．

癒合時の形態のみにこだわることなく，患者にで

きるだけ苦痛を与えず，家族にも納得してもらえ

る治療法を選択するべきである．
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70歳以上の僥骨遠位端骨折に対する手関

節背屈位ギプスの成績

ConservativemeatmentfOrDistalRadiusFractures

ofElderlyPatientsbyCastwithWristinDorsiflexion

北海道社会事業協会帯広病院整形外科

○高畑智嗣

【はじめに】当科における僥骨遠位端骨折の保存

療法の適応は，開放骨折や多発外傷を除き，背屈

型の骨折で，掌側骨皮質の粉砕が無く，茎状突起

骨折以外の尺骨骨折が無く，関節内骨折の場合は

関節面の転位が小さい症例である．適応に合致し

た症例はすべて手関節背屈位ギプスで治療してい

る．70歳以上の保存療法の成績を報告する．

【対象症例】97～04年に70歳以上の僥骨遠位端

骨折で，麻酔下の整復が必要な程度に転位した症

例が28例あった．このうち10例は上記の適応に

合致しなかったため保存療法を試みずに手術し

た．非適応の原因は尺骨頚部骨折合併が7例，開

放骨折，掌側骨皮質の粉砕，関節面の転位大がそ

れぞれ1例であった．残る18例を麻酔下に整復し

て手関節背屈位ギプスで治療した．全例が女性で，

年齢は70～84歳（平均75歳）であった．骨折型

はAO分類の関節外骨折のA2が4例,A3が8例，

関節内骨折のC3が6例であった.Lahntaineが

提唱したinstabilityscoreは3point以上が成績不

良の目安とされるが,2,3,4,5pointがぞれぞれ

5,5,4,4例であった．

【結果】手術を追加した症例はなく，全例が保存

療法で治癒した．神経麻輝やRSDの発生はなかっ

た．Palmartiltは初診時平均-22.3｡(-36～-2)

が整復直後平均4.3。(-8～16）となり骨癒合後平

均-2.6。(-20～12）であった．整復直後に比べて

ギプス除去時に3．以上増加（改善）した症例が3

例，骨癒合後に-10.未満が4例あった．10週以上

経過観察した12例の臨床成績を調査し，平均

ROMは回内81.回外88.背屈78.掌屈56.であっ

た．握力の健側比率は平均69％であった．斉藤の

ポイントシステムでexcellentが7例,goodが5例

であった．

【ポイント】70歳以上の榛骨遠位端骨折は，尺骨

頚部骨折合併例を除けばほとんどが保存療法で治

癒し，臨床成績は良好であった．



2-S2-3

当科での高齢者の僥骨遠位端骨折に対する

ピンニング治療について

PercutaneousKirschnerWireFixationfOrFracture

ofDitalEndofRadiusinElderlyPatient

'弘前大学医学部整形外科，2むつ総合病院整形外

科

○西川真史l,藤哲1,成田俊介2,

小川太郎l,神裕道’

【目的】我々は1996年より高齢者の僥骨遠位端骨

折に対して，経皮的ピンニング固定法を行なって

いるのでその手技と術後成績について報告する．

【方法】対象は関節外骨折と僥骨関節面に骨折が

及んでいても関節面にstep状の変位を認めず，徒

手整復とcastingで整復位を保持できないと判断

した高齢者（70歳以上）83例（男1例，女82例）

である．平均年齢76.0歳(70－96歳)，骨折型は

Frykman分類1:4,2:8,3:2,4:2,5:8,6:

8，7：12，8：39例であった．手術方法はX線イ

メージ下に徒手整復をおこない，榛骨茎状突起よ

り中枢骨片内側皮質に向けて1.5mm径Kwireを

2本刺入，さらに背側骨折間よりとして先端をエ

ンダー釘状に加工した2本の1.5mm径Kwireを

intra-fbcalpinとして経皮的に刺入する．手関節

に僥側ストレスを加えて末梢骨片が不安定な場合

は榛側骨折間よりさらにintra-fbcalpinを1本刺

入する．術後4週間castingし,6週目に抜釘を行

なう．

【結果】抜釘後6ヶ月以上経過した時点で斎藤およ

UfCooneyの評価基準で判定した．その結果，

Excellent:64,Good:16,Fair:2,Poor:1(斎

藤の評価).Excellent:9,Good:31,Fair:25,

Poor:18(Cooneyの評価）であった．

【結論】高齢化社会を迎えるにあたって活動性の

高い症例のADLの自立は重要な問題で，本骨折の

治療にはできるだけ解剖学的な整復と，早期社会

復帰が要求される．これらの点から本術式は短時

間で可能な小侵襲手術で手術機器も簡便であり，

costperfbrmance的にも優れた方法であり，今後

ますます必要性が増してくる手技であると考えて

いる．

2-S2-4

高齢者の不安定型僥骨遠位端骨折に対する

Hoffman2compact倉ﾘ外固定器による
non-briding創外固定術
Non-bridgingExternalFixationfOrUnstableFrac-

tureoftheDistalRadiusintheAdvancedAgewith

Hoffinan2CompactExternalFixator

l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l,岡崎敦1,葉梨大輔1,

斎藤知行2，酒井直隆2

【目的】高齢者の不安定型僥骨遠位端骨折に対する

non-bridging創外固定術の術後成績を報告する．

【対象と方法】対象は70歳以上の不安定型僥骨遠

位端骨折にて,Hoffinan2compactを用い、on‐

bridging創外固定術を行った30例で，年齢は平均

77歳（70～92)．受傷側は右12例，左18例，平

均経過観察期間は1年であった．固定法はnon‐

bridging単独28例,non-bridgingとbridgingの

併用が2例であった．骨移植術は行わなかった．固

定器装着期間は平均6.8週であった．これら症例に

受傷時と整復時，固定器抜去時，調査時でPalmar

Tilt(PT),mnarVariance(UV)を計測しX線

的評価を行い,MayoWristSco血gChartを用い

臨床的評価を行った．合併症，ピンの緩みも調査

した．

【結果】PTは受傷時-14±19度が整復時11±5度

(p<0.001),除去時11±5調査時11±5度と整復

位は良好に獲得，保持された．UVは4.5±2.4mm

が1.4±1.3mm(p<0.01),1.8±1.6mm(p<0.01),

2.0±1.6mmと良好に整復位は獲得されたが有意

に短縮を認めた．大きな骨欠損を有する1例に固

定器除去後に背屈転位を認めた.MayoScoreは

平均80.5点で，全例Fair以上であり15例50%に

Good以上の成績が得られた．項目別ではPain平

均23点,Satishcation23.5点,ROM19点,Grip

strengthl6点と可動域と握力，特に握力の回復が

有意に悪かった．ピン刺入部感染を2例，ピンの

緩みを1例に認めた．

【結論】骨粗霧症を基盤とした高齢者の榛骨遠位端

骨折においてもNon-bridging固定術は最小の短

縮は認めたが固定性は良好で整復位も保持され可

動域と握力の回復が十分でなかったが良好な術後

成績が得られた．骨欠損例には骨移植や人工骨挿

入の検討が必要である．瘻痛がなく満足度の高い

本術式は活動性が高く治療に積極的な高齢者には

有用な治療法と考える．
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70歳以上のColles骨折患者に対する掌側

プレート法の臨床成績

ClinicalResultsofPalmarPlatingfOrPatientswith

CollesFracturesOlderthanAge70

2-S2-6

高齢者僥骨遠位端骨折に対する手術治療の

検討

OperativemeatmentfOrDistalRadiusFractureof

HighAgedPatients

呂
２
日

'大阪府済生会中津病院整形外科，2大阪府済生会

中津病院整形外科，3大阪市立大学大学院医学研究

科整形外科，4馬場記念病院整形外科，5池田病院

整形外科

○釜野雅行1,越宗勝2,香月憲--3,

遠山雅彦4，町井義和5

【目的】70歳以上のColles骨折患者に対する掌側

プレート法の治療成績を報告する．

【方法】症例は39例で全例女性，手術時平均年齢

76歳，骨折型はAO分類A2.2:14例,A3.2:21例，

C1.2:2例,C2.2:2例．ギプス内再転位例,1mln以

上の関節内転位例，長期間の外固定を望まない患

者を対象とした．手術は上肢伝達麻酔下にtrans-

FCRapproachで行い，平均手術時間約45分で

あった．骨欠損例には人工骨移植を行った．外固

定はギプスシャーレまたは弾力包帯固定のみとし

た．後療法は翌日から手指の自動運動を，抜糸後

に手関節の自動運動を開始した．術前後・最終時

のX線像からpalmartilt(PT),radialinclina-

tion(RI),radiallength(RL),ulnarvariance

([Ⅳ)を計測した．追跡期間は術後4-13ヶ月，平

均8ケ月，臨床評価はGartlandらの方法を用いた．

【成績】全例骨癒合し，結果はexcellent9例,good
30例で合併症は特に認めなかった．各X線学的計

測値の平均は術前，術直後，最終の順にPTがそれ

ぞれ-25.7度±11.1,8.7度±4.1,7.8度±4.6,RIが

14．2度±5．6，22度±3．5，22．5度±3.3,RLが

3.7mm±2.3,10.4mm±3.5,10.2mm±2.7,UVの術

後，最終がそれぞれ0.5mm±2.5,0.6mm±1.5であ

り，いずれの値も術直後・最終間に有意差は認め

られなかった．

【結論】39例中30例がgoodであり，その減点項目
は掌屈制限，手指の拘縮，握力低下であった．1例

においてPTが7度減少したが，掌側プレート法の

成績は良好であった．

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，斎藤英彦，大井宏之，

森谷浩治，神田俊浩

【目的】手術方法別の治療成績をretrospectiveに
調査し，特に高齢者に対して有効かどうかを検討

した．

【対象と方法】1998年1月から2004年6月までの

間に手術を行った46例のうち診療録の記載が十

分であった43例を対象とした．内訳は，男性3例，

女性40例で，年齢は70～92,平均75歳，経過観

察期間は平均8.6カ月である．総合評価は齋藤の評

価基準に従い,X線写真と診療記録から判定した．

【結果および考察】1．経皮的ピンニング法は，6

例，70～87歳に対し行われたが，ほぼ全例にピン

の緩みと再転位が認められ，高齢者に対しては不

適当な治療法と考えられた．2．創外固定は8例，

70～75歳に行われ，成績はExcellent(E)3例

Good(G)5例であった．特に，プレート固定との

併用は，粉砕の強い例でも好成績を得ており有用

であるが，適応は75歳以下と考えている．観血的

整復内固定術は28例に行われ，全体としては,E11

例G15例Fair(F)2例であった．内固定材料別に

みてみると,3.K-wire固定+Biopex充填法は，

初期固定が不良で，高齢者には不適と思われた．

4．AOsmallTplateは，掌側転位型の6例に行

われ，掌側Barton骨折では成績は良好であるが，

粉砕Smith骨折はG1例F1例と不良であった．5．

骨セメント単独固定は，7例，76～92歳の超高齢

者に行われており，成績はE1例G6例とそれなり

に良好であった．骨セメントは有用である．6．

ロッキングプレートであるMathysvolardistal

radiusplateは,76歳以下の8例に行われ，成績

はE4例G4例と良好である.7.僥骨短縮の整復

が困難な例や尺骨遠位端の粉砕が強い例では，僥

骨遠位端の固定と当初から尺骨遠位端を切除する

方法も有用と考えている．
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高齢者の僥骨遠位端関節内骨折に対する鏡

視下整復術

ArthroscopicReductionoflntraarticularFractureof

theDistalRadiusinElderlyPatients

小郡第一総合病院整形外科

○服部泰典，土井一輝，池田慶裕，

守屋淳詞

【目的】高齢化社会の到来により，自立した生活

と高いQOLが必要とされる高齢者にとり,手関節

の機能は非常に重要である．われわれは，以前よ

り榛骨遠位端関節内骨折に対する鏡視下整復術の

有用性を報告してきたが，本発表では70歳以上の

高齢者に対する鏡視下整復術の成績について検討

したので報告する．

【方法】過去6年間に手術を行った榛骨遠位端骨折

は125例で，そのうち70歳以上の高齢者の関節内

骨折は28例であった．2例の男性を除き，すべて

女性で，平均年齢74.2歳（70～89）で，受傷原

因はすべて転倒であった．Frykman分類では，

Type3が3例,4が4例,7が5例,8が16例であっ

た．AO分類では，すべてTypeCであった．背側

掌側ポータルより鏡視して，関節内骨片のgap,

step-offを可能な限り2mm以内に整復した後，
Screwを用いて固定したのが4例で，残りはKFwire

を用いた．骨折部の固定には18例で創外固定を，

10例に掌側プレートを用いた．また，骨移植を14

例に行った．術後1年以上経過観察可能であった

22例を,Mayoscoreを用いて評価した．

【成績】骨癒合は全例に得られて,Mayoscoreで

は，優が8例，良が10例，可が3例，不可が1例

であった．不可であった1例は，術後にRSDを合

併した.X-P上，軽度の関節症性変化を5例に認め

た．不可であった1例を除き，全例で受傷前と同

じレベルのADLが獲得可能であった．

【結論】高齢者の僥骨遠位端関節内骨折の鏡視下

整復術の成績は，青壮年に対するのと同様に満足

できる成績であった．また，最近では，掌側プレー

トを使用することにより，早期のADLでの自立が

可能となってきている．

2-S2-8

高齢者(70歳以上)僥骨遠位端骨折の治療
戦略

StrategyofTreatmentfOrtheRadialEndFracture

intheLateElders

熊本整形外科病院

○田嶋光，新垣和伸，浅原洋資，

出口力

【目的】高齢者（70歳以上）僥骨遠位端骨折では

ADL自立群と介助群に大別し，この年代特性を考

盧し簡略化した骨折型分類とそれに基ずく治療法

および評価基準が必要である．

【対象・方法】70歳以上295例299手を受傷時単

純X-線と徒手整復・外固定後の安定性より5型に

分類した.1a型：関節外安定型1b型：関節内安定

型で122手，2型：関節外不安定型96手，3型：関

節内粉砕Colles型61手,4型：関節内粉砕Smith

型11手，5型:圧潰･骨欠損型8手．保存療法195

手（内徒手整復105手）手術例92手陳旧例12手，

手術法は経皮固定3手掌側platel8手創外固定71

手（単独28手K-鋼線30手plate併用7手骨移植

44手bridging型64手nonbridging型7手）で陳

旧例でsalvage手術4手．

【結果】手術例では日手会手関節評価で大多数は

Excellent,Goodとなり，保存療法群では2,3型の

不安定，再転位例で手術療法を勧めたが，自己選

択に依り行なえなかった群でFairとなった例でも

受容し，自験例ではsalvage手術追加はなかった．

【結論】本世代では関節面の厳格な骨折分類，整

復は必要なく，短縮・尺骨突き上げの防止を主眼

とし，手術を考慮しても症例によっては行えない．

掌側Lockingplate,non-bridging型創外固定は低

侵襲で，骨欠損が強い例では骨折型に応じて人工

骨補填剤の穎粒型，粘性型を使い分け充填法も工

夫する．機能的予後を反映した日手会評価が有用

だが，よりADLを加味した評価が必要である．医

療費は手術・保存療法・手術手技相互間で差があ

り，この年代では包括医療の可否が問題となり，

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．
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運動器疾患とSF-36

2-S3-2

DASHの日本語訳とその使用方法の実際

HowtoUsetheDisabilitiesoftheArm,Shoulder

andHand(DASH)OutcomeQuestiollnairein

JapaneseVersion

４
月
型
日
第
１
会
場

京都大学医学研究科医療疫学

○ 福 原俊一

日本手の外科学会・機能評価委員会（旧）

○仲尾保志，縢哲，伊地知正光，

斉藤党，長野昭

短時間（20分）にQOLの総論から解析方法や結

果の解釈にいたるQOL評価の全てを説明するこ

とは困難である．そこで，今回は，以下について

のみ簡単に解説する予定である．

【はじめに】DisabilitiesofTheArm,Shoulder

andHand(DASH)評価法は，上肢の運動器に障

害を持つ忠者の能力低下(disability)を自己評価

する質|H1表として開発された．このたび日本手の

外科学会の機能評価委員会による日本語への翻訳

作業が終了し,AAOSにより認可を受けるに至っ

たので，その使川方法の実際も含めて紹介する．

【評価表】DASHは2構成になっており，機能障

害･症状に関する質問表と，選択項目のスポーツ・

芸術活動，仕事に関する質|H1表がある．前者は，

様々 な動作ができたかを問う23の質l111と，瘤痛や

こわばりなど症状を問う7つの質問からなり，後

者は，日常生活とは異なるハイレベルのパー

フオーマンスに従事する人を対象として，スポー

ツ・芸術活動に4つ，特殊な仕事に対して4つの質

問が用意されている．

【使用法】忠者は，検査前の1週間において，自分

の最も適していると思った状態を，5段階の評価

から選んで番号に○をつけるが，実際に行ってい

ない動作については，想像して返答することにな

る．上肢全体としての能力低下を評価するため，左

右や障害の部位に関係なく，その動作が可能で

あったかどうかを記載してもらうことがポイント

である．

【採点】各質問事項には，1～5点が当てられてい

る．機能|環害・症状スコアは，採点の合計を回答

項目数で割り，この平均値から1を引き25をかけ

て100点満点に換算する．すなわち点数が高いほ

ど障害が大きいことになる．選択項目でもこれに

準じるが，項IIの10%以上（機能|職害・症状の質

問では3項'1以上，選択項目では4項目すべて）の

答えがない場合は，スコアの計算ができない．用

紙は,http:"www.dash.iwh.on.ca/よりダウン

ロードができる．

●まず,QOLを議論する以前の，臨床研究デザイ

ン方法自体に関する問題をクリアする必要あ

る．（昨年の第19回日本整形外科学会基礎学術

集会国際シンポジウムにおける演者抄録「臨

床研究のご法度」を参照されたい）

●臨床評価の指標としてQOL測定が適した疾忠・

適さない疾患（特に上肢疾患への適応につい

て）：

●SF-36の解説：測定構成概念のモデル，測定要

素,V1からV2への変更点とその意義SF-8の

解説(www.sf36・jp)

●整形外科領域で行ったSF-36を活用した研究の

実例の紹介：腰痛のアウトカム研究から－

「QOLは，検査値のようなアウトカム指標とは

異なる(www.spinejournal.com)

●FAQ:良く聞かれる質問・誤解が多いポイント：

誰が渡し･回収するか，倫理的配盧(IC,privacy

など)，下位尺度単位の使用，サマリースコア，な

ど．

なおQOLの現代的意義，定義，測定方法，尺度の

種類，尺度の選択，尺度の信頼性･妥当性の検証，

欠損データの処理，データ解析方法，結果の解釈

などは省略する．詳細は，拙著｢臨床のためのQOL

ハンドブック」(医学書院)，近著,｢QOL評価学一

測定，解析，解釈のすべて」（中山書店）を参照し

ていただきたい．
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2-S3-3

手根管症候群におけるQOL(DASH,SF-

36）と理学検査の反応性の比較

ComparativeResponsivenessoftheDASH,theSF-

36,andPhysicalExaminationMeasures

日本手の外科学会機能評価委員会91藤田保健衛生

大学医学部公衆衛生，2慶應義塾大学医学部整形外

科，3三重大学医学部整形外科，4岩手医科大学整

形外科，5浜松医科大学整形外科

○今枝敏彦19仲尾保志2,平田仁3,

西田淳4，長野昭5

【目的】手根管症候群においてDASH日手会版の

反応性をSF-36,VAS,および理学検査と比較検

討した．

【対象】対象とした手根管症候群29例のうち，手

根管開放術の術前および術後3ヶ月における

DASH,SF-36,VAS,臨床検査(握力,pulppinch,

static2PD)を計測し得た17例を最終対象とした．

対象の男女比は1:16で，平均年齢は57.3歳，平均

罹病期間は10ヶ月であった．

【方法】対象全員にDASH日手会版,SF-36verl.2,

VASの質問調査を行い，さらに罹患側の握力(3回

測定),pulppinch(3回測定),static2PD(母指，

示指，中指）を術前，術後に計測し，質問調査の

評価値と理学検査のそれぞれの平均値について

SRM(Standardizedresponsemeans)とEffbct

sizeを計算した．

【結果】DASHのSRM/EMctsizeは-0.480.26

で比較的反応性が良好であった．SF-36の下位尺

度ではBP(体の痛み）のSRM/Effbctsizeは0.36/

0.31であり,GH(全体的健康感）は0.66/0.30と

比較的反応性が良好であった．他のSF-36下位尺

度のSRM/Effctsizeは0.3より小さかった.VAS

とstatic2PDのSRM/Effectsizeはそれぞれ-0.40/

-0.40,-0.50卜0.42と，比較的反応性が良好であっ

た．握力やpulppinChについてはSRMIEffctsize

ともに0．2より小さかった．

【結論】DASHはSF-36(BP,GH),VAS,static

2PDと同様反応性が比較的良好であった．

2-S3-4

腫瘍再建外科におけるQOL評価

EvaluationofQOLafterReconstructiveSurgeryfbr

BoneandSoftTissueSarcoma

'札幌医科大学整形外科，2山口大学医学部整形外

科，3国立がんセンター整形外科

○和田卓郎1,伊原公一郎2,川井章3,

射場浩介1,辻英樹’

【目的】骨軟部腫瘍の患肢温存術後の機能評価に

は,Ennekingのscoreを使用するのが一般的であ

る.Ennekingscoreは痙痛，機能，受容，手の位

置，巧綴性，挙上能力の6項目からなる．それぞれ

5段階評価を行い，満点30点に対する％で表示す

る．簡便であるが，上肢の機能やQOLを適切に反

映しているとはいいがたい．今回我々は，上肢に

おける患肢温存術後の機能とQOLをEnneking,

SF-36,それにDASHscoreを用いて評価し，比較

検討した．

【目的】患肢温存手術を行った上肢発生の骨軟部

肉腫5例（男3例，女2例）を対象とした．発生部

位と組織診断は肩甲帯発生のMFH,上腕骨発生の

hemangiopericytomaと骨肉腫，前腕発生のMFH,

尺骨骨幹部発生の低悪性度肉腫である．術式は，肩

甲骨切除，腫瘍用人工肘関節（2例)，血管柄付き

遊離腓骨を用いたone-bonefbrearmreconstruc-

tionと尺骨骨幹部再建である．これら5例の上肢

機能あるいはQOLをEnneking,SF-36,DASHの

各scoreで評価した．

【結果】5例のEnnekingscoreは40～80%(平均

68％)であった．一方,SF-36の身体的sulnmary

scoreは28～53(平均38),で精神的summary

scoreは45～65(平均52)であった.DASHscore

は54～85（平均71）であった．各症例について

EnnekingscoreとSF-36,DASHscoreは一致し
なかった．

【考察とポイント】Ennekingscoreによる評価は

比較的良好であったにもかかわらず,SF36,DASH

scoreによる評価はおおむね不良であった．また，

Ennekingと他のscore間に一致がみられなかった．

今後多施設の症例を検討することによって，上肢

の腫瘍再建外科のQOL評価における,3つの評価

toolの関連性，有用性と問題点を明らかにしたい．
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2-S3-5

手関節疾患における機能評価とQOL評価
の関連性

TheRelationbetweenQOLandFunctionfOrWrist

Disease

小郡第一総合病院整形外科

○守屋淳詞，土井一輝，服部泰典，

池田慶 裕

【目的】手の外科領域における治療成績の評価には，

関節可動域，運動･知覚機能などの機能評価のみで

は不十分で,ADL評価が不可欠であるが，両者問の

相関関係に関してはコンセンサスが得られていな

い．今回，手関節疾患に限定し，最も一般的機能評

価法であるMayoWristScore(MWSと略す）と

DASH日手会日本語版とSF-36の相関関係と検討

したので報告する．

【方法】対象は手関節疾患にて当科で直接加療し，

MWSで機能評価を行った患者で，かつ，同時期に

DASHあるいはSF-36にてADL調査を行った患者

61人，194調査である．対象疾患は榛骨遠位端骨折

30例，キーンベック病9例,TFCC損傷5例などで

ある.MWSは担当医師が行い,SF-36とDASHは

患者と担当調査員が行った．

【結果】DASHの中央値は27.6,標準偏差は220.で

あった.MWSとDASHの相関係数は全体が0.63,

瘻痛が0.36,仕事0.44,可動域0.44,握力0.57であっ

た．手関節疾患患者とDASH各項目との関連では相

関関係が強い各質問項はQ7-9,12で係数0.85以上

であった．逆に低いのはQ26,29,30であった.SF-

36はPhysicalComponentSummary(PCS)の中

央値45.1,標準偏差10.0,MentalComponentSum-
ma,y(MCS)の中央値56.4,標準偏差8.5であった．

MWSとPCS,MCSとの相関係数は0.25,0.31で相

関は低かった.DASHとSF-36の相関は各8項目，

PCS,MCSともに少なかった．

【結論】治療成績を評価する場合，手関節疾患では主

にMWSに代表される機能評価法のみで治療方法の

優劣が判定される傾向にあるが,DASH,SF-36な

ど患者のQOLと必ずしも一致しない.QOL改善を

目的とする手の外科学にあっては，局所的機能評価

だけでなく，全人的QOL評価は不可欠であること

を強調したい．ただ，現在のDASHには患者間での

判定差が大きく，その不変度を高める調査法の指針

が必要である．

2-VS-1

遅発性尺骨神経麻痒に対する栄養血管を温

存する前方筋層下神経移行術

IntennuscularAnteiorulnarNerveThfansferPreserv-

ingFeedingVessels

清恵会病院整形外科マイクロサージャリーセン

ター

○山野慶樹，坂中秀樹，寺浦英俊，

中塚洋直，森英隆

【目的】遅発性尺骨神経麻揮の手術には種々の方

法がこれまでなされているが，われわれは神経に

愛護的な手術として，神経の他edingvesselを可
及的に温存して筋層下に移行する手術をおこなっ

てきた．この手術方法の詳細とわれわれの電気生

理検査による神経障害程度の分類に基づく成績を

述べる．

【方法】腕神経叢伝達麻酔下に肘部で尺骨神経を

展開し，内上果をノミで骨切りし付着する筋肉(指

標は最も外側にあるpronatorteresのレベル）を

正中神経走行部まで割き，次いで尺骨神経を神経

溝から遊離するが，この際，顕微鏡下に神経にい

く栄養血管を移行に十分な長さ剥離する．神経を

筋肉間に移行し，3－4カ所神経外膜に糸をかけ筋

肉に縫着する．神経の圧迫がないことを確かめて，

内上果を元の位置に固定する．

【考察】遅発性尺骨神経麻揮には物理的原因が言

われているが，この原因を除くことは重要である

が，末梢神経は局所血流に依存しているため，神

経を血流の良好な環境におくことで最大の回復が

望める．2年以上経過した症例は44例で，われわ

れのM波を指標とした軸索流障害程度の分類で

axonostasis,axonostenosisまではいずれもよく回

復しており，嬢痕化の強いaxonocachexiaでもか

なり回復が見られている．
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2-VS-2

肘部管症候群に対するサージエアトームを

用いた上腕骨内上穎切除術

MedialEpicondylectomyUsingaSurgeAirtomein

PatientswithCubitalTilnnelSyndrome

'関西医科大学整形外科，2関西医科大学附属男山

病院

○谷川暢之1，齋藤貴徳2，市岡直也2，

藤沢礼子2，飯田寛和’

【はじめに】肘部管症候群の手術法の中でもKing

変法は長期に安定した成績が期待でき，その適応

範囲も広い．しかし，屈筋群を上腕骨内側上穎よ

り1度完全に剥離し，再逢着するため決して低侵

襲とは言えず，近年ではOsborne法が再評価され

ている．そこで我々 は,King法をより低侵襲で行

えるよう,surgeairtomeを用いた内上穎切除法

(airtome法）を考案しその手術法の詳細と短期成

績を2000年の本学会で報告した．今回は2年以上

経過した術後成績ついて報告する．

【対象と方法】対象は過去3年間に当科でairtome

法で手術を施行した肘部管症候群23例24肢で，男

性17例18肢，女性6例6肢，平均年齢は54.3歳，

術後観察期間は平均3年1カ月であった．対照は，

それ以前にKing変法で手術を施行した肘部管症

候群46例とした．

【手術法】Osborne法に従い尺骨神経の除圧，剥

離を行う．続いて，尺側手根屈筋の内上顎への付

着部を線維方向に約7mm切離し，同部よりダイヤ

モンドバーを骨髄内に挿入し内側よりegg-shell

様に周囲の皮質骨を薄く残すように掘削し,King

法での内側上穎切除と同範囲の骨掘削を行う．最

後に非薄化した屈筋腱付着部下の骨皮質をハン

マーでつぶし，内上穎の隆起を消失させる．

【結果】airtome法での平均手術時間は39分で，

対象とした従来法より42分少なかった．これまで

特に術中操作による合併症は認められず，皮切は

従来法の1/2以下の小皮切で施行可能であった．電

気生理学的検討では，術前・後の複合筋活動電位

振幅の変化と神経学的所見の術後回復の経過は対

照とした従来法での46例とほぼ同様であった．

【考察】内上顎切除を本法を用いて行うことによ

り，屈筋付着部を剥離することなく，皮切を含め

小侵襲で行える上，術後も屈筋の再逢着が必要な

いため外固定も省略可能な有用な方法と考えられ

た．

2-VS-3

肘部管症候群に対する伴走血管温存を温存

した尺骨神経皮下前方移動術

AnteriorrnanpositionoftheUlnarNervewithPre-

servingVascularPediclesfortheTreatmentof

CubitalTunnelSyndrome

'信州大学整形外科，2北海道大学整形外科

○加藤博之1,山崎宏l,村上成道19

畑幸彦1,三浪明男2

【はじめに】演者らは変形性肘関節症（以下OA)と

肘内側ガングリオンに起因する肘部管症候群に対し

て尺骨神経の伴走血管柄を温存した尺骨神経皮下前

方移動術を行ってきた．演者らの手術手技をビデオ

供覧する．

【対象】対象は57例59肘でOAによる肘部管症候群

47肘，ガングリオンによる肘部管症候群12肘であ

る．ガングリオン例は全例でOAを合併していた．年

齢は17～78歳である．術後経過期間は24～67カ月

である．

【手術手技】尺骨神経の走行に沿って上腕骨内側上

穎の近位に7cm,遠位に5cmの皮層切開線を加え，内

側前腕皮神経の後枝を剥離温存した．次いで尺骨神

経の伴走動脈であるsuperiorulnarcollateralartery

(SUCA),infbriorulnarcollateralartery(IUCA)

を同定し，尺骨神経への栄養血管柄を損傷しないよ

うに肘部管の近位で剥離した．さらに内側上腕筋間

中隔を切除した．次に肘部管を開放してposterior

ulnarreculTentartery(PURA)を確認して，尺骨

神経への栄養血管柄を損傷しないように尺骨神経と

一束にして剥離し肘前方内側の皮下に移動した．

【結果】伴走動脈の組み合わせは,SUCA,IUCA,

PURAのすべてが存在するI型が40肘と最も多く，次

いでSUCAとPURAが存在するII型が15肘,IUCA

とPURAが存在するIII型が3肘，そしてPURAの

みが存在するⅣ型が1肘であった．59肘中51肘で

はすべての伴走動脈の温存が可能であった．全肘で

最低1本の伴走血管を温存可能であった．59肘中58

肘で神経麻痒の改善が得られた．合併症としては皮

下の血腫が2肘にみられた．

【ポイント】伴走血管の温存はほとんどの症例で可能

で，臨床成績も優れていた．肘可動域の伸展制限があ

り，切開線の大きさに整容的な配慮をそれほど必要

としないOAとガングリオン例は本法の良い適応で

ある．肘関節受動術との合併手術も可能である．
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2-VS-4

小皮切による肘部管症候群の治療
CubitalTunnelReleasewithLimitedSkinincision

'駿河台日本大学病院整形外科，2日本大学整形外

科

○長岡正宏'，山口太平1,佐藤多賀子1,

長尾聡哉1，龍順之助2

【目的】われわれは肘部管症候群に対し小皮切で

Osborne靱帯を切離する術式を行っているので，

その方法と術後成績を述べる．

【方法】麻酔は斜角筋間ブロックあるいは局所麻

酔．肘内側の上腕骨内側上穎と肘頭を結ぶ線から

末梢に向かって2.5-3cmの皮層切開を加える．皮

神経に注意し展開後Osborne靱帯を明らかとし，

これを切離する．さらに末梢の筋膜まで切離し尺

側手根屈筋を分離する．皮切部は皮層を中枢・末

梢へと移動が可能であるため,5-6cmは尺骨神経

の走行を確認することができる．伴走血管は温存

し骨側は剥離しないため，肘屈曲位でも神経は脱

臼しない．創を閉鎖後は3日間外固定を行い，そ

の後は重労働やスポーツ以外は自由に手を使わせ

ている．詳細はビデオで供覧する．以上の方法で

手術を行い，術後1年以上経過を観察できた34肘

について成績を検討した．症例の内訳は男性20

例，女性14例で，手術時年齢は19歳から79歳，

平均50.4歳．罹患側は右側19例，左側15例で経

過観察期間は12カ月から61カ月平均26．8カ月で

ある．原因は変形性関節症17例，骨折の既往のあ

るもの12例，特発性3例，滑車上肘筋1例であっ

た．術前の赤堀分類はIが4例,IIが9例,IIIが

10例，Ⅳが9例,Vが2例であった．

【結果】術後の赤堀評価基準は優19例，良13例，

可2例で不可はなかった．環小指のしびれ感が完

全に消失したものは14手であったが，その他の症

例も改善していた．術前かぎ爪変形を呈していた

のは12手あったが，術後は9手で消失し3手で残っ

た．ピンチカはkeypinchが術前4.5±2.2kgから

術後6.3±2.0kgにpulppinchが2.5±1.5kgから
4.0±1.4kgに増加した．

【結論】小皮切によりOsborne靱帯を切離する術式

は術後2年の経過観察では満足すべき結果であっ
た．

2-VS-5

関節鏡視下肘部管開放術

CubitalTunnelDecompressionwithEndoscopic
assistance

'医療法人鶴田整形外科，2佐賀大学医学部整形外

科

○鶴田敏幸l,可徳三博1,北川範仁l,

浅見昭彦2

【目的】1994年9月以降，肘部管症候群に対し鏡

視を利用した小皮切（約3cm)での尺骨神経開放

術を施行してきた．小皮切で問題になるのは肘部

管における尺骨神経の直接の圧迫原因を排除でき

るのか，また，再発防止のためにいくつかのEn-

trapmentpointsを確実に処理できるのかがポイ

ントになる．今回ビデオを通してその手術手技を

供覧し，治療成績を報告する．

【方法】対象は1997年2月から2004年8月までに

上記手術を施行した148例156肘である．男性104

例112肘，女性44例44肘，手術時年齢は平均56.1

歳であった．罹病期間は平均22.5ケ月，術後経過

観察期間は平均34.5ケ月であった．術前の肘部で

の尺骨神経伝導速度は平均28.57±12.49m/sec,握

力は24.24±9.64kg,Mcgown分類でgradelが6肘，

grade2が89肘,grade3が61肘であった．手術方

法及び後療法はビデオにて供覧する．

【結果】術後神経伝導速度は平均46.55±7.14m/sec,

握力は32.24±10.07kgと改善した．術後総合評価

(Messina)は優58肘，良86肘，可12肘，不可0

肘であった．再手術例はなく，合併症も認めなかっ

た．

【考察】小皮切による鏡視下肘部管開放術は肘内

側の皮膚の可動性が大きいことより，その視野内

にてかなりの操作をおこなうことができる．すな

はち,fibrousbandの切離，内側筋間中隔の切除，

内側上穎の切除，ガングリオンがあればその摘出，

滑車上肘筋の処置などである．これらの処置をす

ませた後，内視鏡を利用することにより遠位側･近

位側それぞれのEntrapmentpointsを切離するの

であるが，小皮切にもかかわらず安全で確実で，手

術時間も平均34分と短時間で手術可能であり，大

きな利点を有する方法と考える．

－S103－



2-VS-6

肘部管症候群に対する肘部管形成術と尺骨

神経溝移行術

CubitalTunnelReconstructionandCubitalGroove

PlastyfOrUInarNeuropathyattheElbow

慶友整形外科病院

○辻野昭人，伊藤恵康

【目的】変形性肘関節症による肘部管症候群に対

し，骨鰊切除により拡大形成した肘部管へ尺骨神

経をもどすのが肘部管形成術，内側上顎摩擦性神

経障害に対し肘部管近位に溝を形成し尺骨神経脱

臼を防ぐのが神経溝形成術である．これらの術式

につき検討する．

【対象】肘部管形成術ならびに尺骨神経溝形成術

を初回手術として施行し，5年以上経過した症例

を対象とした．肘部管形成術12例，尺骨神経溝形

成術10例で，手術時平均年齢はそれぞれ55歳，52

歳，手術時のMcGowann分類ではgradel,grade

2,grade3がそれぞれ2,7,3人と5,5,0人であっ
た．

【結果】肘部管形成術では，症状が消失し正常と

なったのは10例であった．grade3の1例は,5年

を経て知覚ならびに筋力障害が回復したものの，

筋萎縮が残存した.Grade2の1例は,3ケ月以内

に正常に回復したものの，術後4年目に肘屈伸時の

しびれを自覚するようになり，6年目には筋力低下

が出現した．肘屈伸時，内側上穎を尺骨神経が乗り

越えるのを皮下に認め，同部位にTinelSignを有

した．尺骨神経溝形成術では，正常となったのは9

例であった．Grade2の1例は術後3カ月以内に正

常に回復したが，術後4年目から運動時のしびれが

出現し，5年目で神経剥離術を施行した．

【考察】肘部管形成術では，術前状態がgrade3の

例に回復制限を認め，本術式も術前状態が予後に

影響した．経過不良の1例は，内側上類による摩

擦性神経障害により神経症状が再発したと考えら

れた．手術時に神経が肘部管に安定しない場合に

は，尺骨神経溝形成の追加が必要と思われた．神

経溝形成術後悪化例は現役投手であり，過度の刺

激が神経炎を起こしたと考えられた．両手術法と

も病態に即した治療である．内側上頬後方の神経

は肘関節運動時の張力変化が少なく，神経障害回

復に有利であると考える．

2-SE4-1

deQuervain病の診断

--徒手診断法の有用性一

DiagnosticTbstsfOrdeQuervain'sDisease

麻生整形外科クリニック

○麻生邦一

【目的】deQuervain病の本態として，短母指伸筋

(EPB)の腱鞘炎，隔壁の存在がいわれている．本

症の診断として，各種の徒手診断テストが報告さ

れているが，診断の確定のみならず，個々の症例

の予後の推測や隔壁の判定に役立つか否かを検討

したので報告する．

【対象】過去4年間に経験したdeQuervain病243

例のうち，手術所見もしくは腱鞘内ステロイド注

入著効により診断が確定された74例，76手を対象

とした．年齢は平均42歳，男17例，女57例，手

術症例は26手，腱鞘内注射により確定した症例

は，53手である．

【方法】以下の四つの徒手テストを行い，陽性率と

隔壁との相関を調べた.(1)EichhoffLFmkelstein

テスト(1927,E-Fテストと略す),(2)Fmkelstem

テスト原法（母指を握り手を急激に尺屈する，

1930,Fテストと略す),(3)岩原一野末の徴候

(1962,野末テストと略す)，(4)選択的自動EPB

テスト（手関節を最大背屈位に保持し，母指を能

動的に最大伸展させる，2003，麻生テストと略す）

【結果】E-Fテストは,79手すべてに陽性(明らか

に痙痛が誘発されたもの)であった.Fテスト原法

は，陽性率36％と低かった．野末テストは，陽性

率80％であったが，そのうち軽度陽性例（軽い痛

みが誘発されたもの)が35％を占め，また陰性(瘻

痛が誘発されなかったもの）が20％とやや陽性率

が低かった．麻生テストは，77手，97％に陽性を

示し，2手が軽度陽性を示し，陰性例はなかった．

手術症例26例で隔壁との関連をみると，手術で隔

壁が存在したものは，20手，77％と多かった．隔

壁に対するsensitivityは,E-Fテスト，麻生テス

トとも70％，野末テストは78%,specifcityはE-

Fテスト，麻生テストは0％，野末テストは33％で

あった．予後との関連をみると，いづれのテスト

とも明確には関連性を証明し得なかった．
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2-SE4-2

deQuervain病における超音波検査を中心

とした画像診断

UltrasonographicEvaluationofdeQuervainDisease

'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1，別府諸兄2，中島浩志2，

笹益雄2，青木治人2

【目的】deQuervain病では隔壁の存在が難治の原

因であるとされる．このため超音波検査で術前に

隔壁を確認することができれば，その有用性は高

い．我々は超音波画像で隔壁の有無と腱周囲の低

エコー像の程度を調べ，治療方針の判断材料に利

用しているのでその画像の有用性について報告す

る．

【対象】初診時または経過中に超音波検査を行っ

た92例97手（保存例64手，手術例33手）を対

象とした．超音波検査の探触子は10MHzメカニカ

ルセクタを使用し，僥骨茎状突起部で短軸像を中

心に隔壁の有無と短母指伸筋腱(EPB)と長母指

外転筋腱(APL)周囲の低エコー像により腱鞘の

肥厚の程度を評価した．

【結果】描出された画像を隔壁の有無と腱周囲の

低エコー像の程度で，隔壁がありEPB周囲のみに

低エコー像のあるTypel(32手),隔壁例でEPB

とAPL周囲全体に低エコー像のあるType2(12
手)，隔壁がなくEPBとAPL周囲全体に低エコー

像のあるType3(44手),隔壁やEPBとAPL周囲

全体の低エコー像のないType4(9手)に分類した．

Typel,2の隔壁と低エコー像を有する例では手術

例や注射回数も多く，寛解までの期間は長くなり，

Type3の隔壁のない低エコー像を有する例では保

存有効例が多く，低エコー像のない'rype4では手
術例がなく，早期に寛解が得られていた．

【考察】治療は超音波検査で隔壁の無い場合には

ステロイド注入を中心とした保存療法を続け，さ

らに腱周囲の低エコー像のない場合には安静と外

用薬を指示する．隔壁のある難治例では可能な限

り超音波ガイド下にEPB腱鞘内にステロイド注

入を行い，寛解しない場合にはいたずらに保存療

法を継続せず，寛解までの期間が長くなることを

患者に説明し，手術の同意を得ている．

2-SE4-3

ドケルバン病の保存的療法

ConservativeTTeatmentofdeQuervain'sDisease

'川崎市立川崎病院整形外科，2国立成育医療セン

ター整形外科

○堀内行雄'，高山真一郎2

ドケルバン病の手術適応を，保存的治療を1カ月

間行っても無効なもの，保存的治療が有効でも再

発しやすく瘤痛の強いもの，職業などの事情で早

期に確実な回復を望むもの，として16年前に発表

した．この適応で多くの手術を行い合併症の少な

い手術法として日整会の教育研修ビデオを作製

し，本症の治療はこれでほぼ確立したと考えてい

た．当時の保存的治療は，安静(固定)，薬物療法，

非懸濁ステロイドの腱鞘内注射，理学療法などで

あった．どれもそれなりの効果はあったが，劇的

に効くものはなかった．12年ほど前よりトリアム

シノロン（ケナコルト）の腱鞘内注射を開始して

から，この注射で奏効することが多く，手術によ

る治療は1年間に数例となった．ケナコルト5mg

と1％リドカイン0.5mlを主にEPB腱鞘内に注射

することで3日間ほど重い感じがすることもある

が，その後は無症状になる．本症に対し腱鞘内注

射を行い1年以上経過した50例を調査した結果，

1年以上有効25例（50％)，6カ月以上有効15例

(30％)，3カ月以上有効8例（16％)，3カ月未満で

再発2例（4％）であった．本疾患が難治で再発を

くり返すのは,APLとEPB間に存在する隔壁が原

因と考えられる．しかし，以前に行った解剖学的

調査(1987)でも隔壁が57％に存在したことから，

隔壁の存在だけで手術が必要とは言えず，注射で

炎症が改善すれば慌てて手術をする必要はないこ

とがわかった．未だに，他院で本症手術を施行さ

れた後に榛骨神経浅枝のしびれが残存したり，瘻

痛の取れないために来院する例が散見されるのは

残念である．現時点では，基本的には本症には手

術の絶対適応はないと考えている．
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2-SE4-4

ドケルバン病の治療-APL･EPB両腱に対

する腱鞘切開術

SurgicalTreatmentfordeQuervain'sStenosing

Tbnosynovitis

'聖マリア病院整形外科，2久留米大学整形外科，

3福岡県立柳川病院整形外科

○吉田健治l,平井良昌2,八木雅春2,

坂井健介2，西岡英次3

【目的】ドケルバン病の病態，診断，治療について

は最近多くの報告がある．今回われわれはドケ

ルバン病に対し従来行われている腱鞘切開術の予

後調査を行い，さらにcadaverを用い手関節背側

第1区画の解剖学的所見について検討を加えたの

で報告する．

【対象および方法】過去6年間にドケルバン病の

診断で手術を行った41例42手である．男性11例，

女性30例，年齢は平均46.5歳(17～80歳)であっ

た．手術は局麻下に行い，腱鞘は背側第1区画の

背側に近い部位で切開した．7症例で腱鞘をZ状に

延長し縫合した．成績評価は麻生の評価法に従っ

た.Cadaver72体144手を対象に背側第1区画の

長母指外転筋腱(APL),短母指伸筋腱(EPB)お

よび中隔について肉眼的に検討を加えた．

【結果】臨床成績は麻生の評価法を用いると優:38

例（90.5％)，良:4例（9.5％)，可および不可はな

かった．腱の亜脱臼が2例にみられ，一過性の神

経症状が5例にみられた．中隔は73.8％にみられ

た．CadaverではEPBの欠損は1.4%であった．中

隔は89例（61.8％）にみられた．

【考察】保存的治療で軽快しないドケルバン病に

対しては腱鞘切開術が行われる．われわれは背側

第1区画を開放する従来法を用いた治療を行い良

好な成績を得た．本法は解剖学的に変異の多い背

側第1区画のEPB,APLを展開して確実に開放す

ることが目的であり腱鞘滑膜炎に対しては滑膜切

除術を行う．合併症を防ぐため，皮切に際しては

僥骨神経知覚枝に注意し，腱鞘切開は腱の掌側亜

脱臼を防止するため背側よりで行うことが大切で

ある．

【結語】ドケルバン病の手術に対しAPLおよび

EPBの両腱を開放する従来法は注意すべきポイ

ントを遵守すれば良好な成績が得られる．

2-SE4-5

ドケルバン腱鞘炎の手術治療

OperativeTreatmentfOrdeQuervainDisease

きたの整形外科

○ 北 野 継 弐

【目的】deQuervain病はよくみられる疾患であ

るがなかには難治性のものがあり，短母指伸筋腱

〔以下,EPB腱と略〕と長母指外転筋腱〔以下APL

腱と略〕の間に隔壁が存在することが知られてい

る．これをAxialのT1強調のMRIでみるとEPB

腱のみ高輝度領域に囲まれ,APL腱と独立して存

在しているのが確認でき，手術所見と一致してい

たことを第39回本学会で発表した．本疾患が手術

所見やMRI所見よりEPBの腱鞘炎であると考え

手術治療を行ったので報告する．

【方法】症例は29例33手〔男9例，女20例〕で

手術時年齢は20～70歳平均46歳であった．手術

方法は4種類である．すなわち手術法1〔2例2手〕：

EPB腱上の伸筋支帯のみの切除で隔壁は放置．手

術法2〔7例9手]EPB腱とAPL腱上の伸筋支帯

の切除と隔壁の切除．手術法3〔18例20手]EPB

腱上の伸筋支帯を切開しEPB腱を皮下に出した

後伸筋支帯を縫合する．手術法4〔2例2手]EPB

腱上の伸筋支帯を切開し隔壁を切除後EPB腱を

元の位置に戻し伸筋支帯を縫合する．

【成績】全例において術前に見られたFinkelstein

testは陰性になり，伸筋腱腱鞘第1区画部の痛み

や腫脹は消失した．術直後の合併症として手術法

1のうち1例は腱鞘の狭窄が強く，術直後snappmg

がみられたが術後数週で消失した．手術法2と4で

は手術法3に比べ術直後や自動運動開始時創部の

腫脹が強かった．

【結論】手術法1では術後snappingが起こった症

例があり，また手術法2,4では術後の腫脹が強く

出るので現在では主に手術法3を行っている．

EPB腱だけの処置で症状が改善することより本

疾患の原因はEPB腱の腱鞘炎と考えられる]EPB

腱上の伸筋支帯を切開しEPB腱を皮下に出した

後伸筋支帯を縫合する．

一SlO6－



2-II-1

外傷性指ボタン穴変形の手術治療の検討

SurgicalTreatmentfOrtheTraumaticBoutonniere

DefOrmityoftheFinger

荻窪病院整形外科

○田崎憲一，岡崎真人

【目的】指PIP関節背側の外傷で生じるボタン穴変

形の治療成績の報告は少ない．今回，本外傷に当科

で行った手術治療の成績を報告し検討を行った．

【対象と方法】過去15年間に手術した外傷性指ボ

タン穴変形で追跡可能であった13例を対象とし

た．男8例，女5例で，右8例，左5例で，年齢は

18～69（平均36.4）歳，示指3例，中指6例，環

指2例，小指2例であった．切創などの開放性は8

例，閉鎖性は5例で，術前期間は新鮮例（8例）で

は1～43（平均23.1）日で，陳旧例（5例）は10

年の1例を除くと4カ月から10カ月（平均6．4カ

月）で，陳旧例のZancolli分類はStagelの1例

を除いて全てStage2であった．新鮮例では中央

索の腱縫合やMitekanchorでの縫着にPIPをK鋼

線仮固定を加え，陳旧例は拘縮除去後にFowler法

に準じた腱移植または中央索の前進術を行った．

術後評価は3～11カ月（平均6.2カ月）に行い，可

動域,%TAM,握力比を評価した．

【結果】PIP関節自動伸展は術前-15～-70｡(平

均-38.0｡）が術後0～-25。（平均-8.9｡）と改善

した．屈曲は術前90～110。（平均97.0｡）が術後

45～105。（平均76.1｡）と制限を残した．新鮮例

に限ってみると術後伸展0～-10。（平均-4.3｡)，

屈曲50～105。（平均85｡）であった．%TAMは，

45～99（平均74.6)，うち新鮮例の平均80.0,陳

旧例の平均は59．6と陳旧例に拘縮を残すものが

多かった．健側との握力比は平均85.6％であり，

瘻痛を残したものはなかった．

【考察】中央索の鋭的切断による新鮮外傷はTAM

90％以上と良好だった．一方，新鮮外傷でも伸筋

腱の挫滅・欠損のある例，陳旧例では中央索前進

術を行った例ではPIP関節の伸展拘縮を残し成績

が不良であり，陳旧例ではFowler法の成績が上で

あった．Pm関節背側の腱損傷力撫痕性の場合，中

央索の前進よりも側索を利用した再建が選択すべ

きである．

2-Ⅲ－2

伸筋腱引き抜き損傷に対する腱移行術の治

療

TEndonTransferfOrtheExtensorAvulsionlniuries

'東海大学大磯病院整形外科，2東海大学医学部外

科学系整形外科，3東海大学八王子病院整形外科

○池田全良'，小林由香2，齋藤育雄3，

岡義範3

【目的】機械の巻き込みによる手背部から前腕遠

位部にかけての開放性伸筋腱引き抜き損傷は，骨・

関節などの外傷を合併し機能障害をきたすことが

多い．このような外傷に対して，腱移行術による

再建を施行したのでその術後成績と問題点につい

て検討した．

【対象･方法】症例は8例で，男性7例，女性1例，

年齢は27歳から58歳，平均48歳であった．伸筋

腱の受傷部位はzone6から8にかけての開放性損

傷による伸筋腱の筋腹からの引き抜きあるいは巻

き込み損傷であった．全例EDC,EIPおよびEDM

損傷を有し,EDC損傷は全指損傷6例,3指損傷

2例であった.EPL損傷は6例に認めた．手関節

あるいは前腕遠位の開放性脱臼骨折は6例に，尺

骨神経損傷は1例に合併していた．治療は，受傷

時に引き抜き損傷された腱と開放創のデブリード

マンを施行し，皮膚と骨関節の再建を行った．損

傷伸筋腱は，2カ月～9カ月待機後，二次的に腱移

行による再建を行った.EDCへの移行腱は,FDS8

腱,FDP1腱,ECRL1腱，残存したEDC腱への

端側縫合2腱であった.EPLへの移行腱は,FDS2

腱,PL2腱,FCR1腱,EPB1腱であった．6例に

術後1回以上の腱剥離を施行した．

【結果】日手会の伸筋腱機能評価によるEDCの回

復は,FDSの移行,EDCの端側縫合では%TAM

は各々 86.5%,93.5%.EPLの回復は,55%～73%

とばらつきがあった．手関節は伸展50.,屈曲40.,

前腕回内・外は各々60.,81.であった．

【結論】EDCの機能は,EDCの遠位断端が手関節

よりも末梢ではFDSの腱移行によって満足する

結果が得られる．しかし，合併した開放脱臼骨折

に起因する手関節機能の障害，腱再建後に発生し

た腱の癒着は手指機能の回復を左右する要因であ

る．

－SlO7－



2-II-3

遠位榛尺関節変形性関節症に起因する伸筋

腱皮下断裂の検討

ExtensorTもndonRuptureduetoOsteoarthritisof

theDistalRadio-ulnarJoint

'山形大学医学部整形外科，2みゆき会病院整形外

科，3山形県立総合療育訓練センター

○江藤淳1,荻野利彦1,高原政利1,

井上林2，金内ゆみ子3

【目的】遠位僥尺関節変形性関節症に起因する伸

筋腱皮下断裂は比較的珍しい．今回，我々は本疾

患の臨床所見,X線所見および治療成績を検討し

た．

【対象と方法】2000年から2003年までに治療を

行った遠位僥尺関節変形性関節症による伸筋腱皮

下断裂8例12手を対象とした．内訳は，男性7例，

女性1例，年齢は49～76歳（平均69歳)．職業

は農業7例，大工1例．罹患側は右2例，左2例，

両側4例で，受傷指は，環，小指2手，小指単独10

手であった.X線像では,Radialmclmation(m),

mnarvariance(UV),Volartilt(Vr),Carpo-

ulnardistanceratio(CUDR),Carpalheight

ratio(CHR)を評価した．11手に腱移行術を行っ

た．加えてDarrach法を6例，尺骨短縮骨切り術

を1例，原因部位の骨切除を1例に行った．術後機

能評価は,%totalactivemotion(TAM),Buck-

Gramcko法(B-G法）で行った．

【結果と考察】X線所見：術前，全例に遠位僥尺

関節の関節症性変化と尺骨頭背側脱臼がみられ

た．各測定値の平均値は,RIでは29｡,UVでは

＋6.2mm,Ⅵでは17.9｡,CUDRでは0.30,CHR

では0.58であった.VTは片側例で14.4.であるの

に対して両側例では19.7.であり，両側例で高値で

あった．術後のCUDRは平均0.18であり術前に比

べて低下した．Wの高値は伸筋腱皮下断裂発症の

危険因子と思われた．治療成績は,%TAMでは優

11指，可3指,B-G法では優11指，良3指であっ

た.DarraCh法によりCUDRの低下が生じたが機

能評価は良好であった．

2-Ⅱ－4

遠位僥尺関節症に続発した手指伸筋腱皮下

断裂一その治療成績と成因について一

ExtensorTbndonRuptureFollowingOsteoarthritis

oftheDistalRudio-UlnarJoint

'医療法人鶴田整形外科，2佐賀大学医学部整形外

科

○鶴田敏幸1，可徳三博l,北川範仁1,

浅見昭彦2，園畑素樹2

【はじめに】遠位僥尺関節症に続発した手指伸筋

腱皮下断裂の報告は散見されるものの，その皮下

断裂の成因について言及したものは少ない．今回

我々は経験症例の治療成績とともに，その成因を

検討したので報告する．

【対象】1995年1月より2004年10月までに手術

施行した12例13手を対象とした．男性7例8手，

女性5例5手，平均年齢は76.8歳（66歳～89歳）

であった．断裂から手術までの期間は平均55.3週

(0.4週～521.7週)，術後経過観察期間は49.5ケ月

(1.8ケ月～83.8ケ月）であった．

【方法】手術は全手に対しS.-Kapandji法を施行後，

断裂腱遠位端を残存指伸筋腱へ端側縫合をおこ

なった．術後は石黒法に準じて減張位早期訓練を

施行した．これらの症例の術前X線像をコント

ロール群13例13手（同年代，痙痛なく外傷歴の

ない手関節）と比較検討をおこなった．その検討

項目は角状変形，尺骨variant,骨粗籟症，月状骨

変性,Scallopsign,脱臼もしくは亜脱臼について

おこなった．

【結果】全MP関節の平均可動域は屈曲80｡,伸展

-5.,前腕回内80.,回外85.で，握力は21.5kg健

側比79%であり，瘻痛もなく，腱の再断裂もなかっ

た.X線像比較では，尺骨遠位の角状変形,Plus

variant,Scallopsignの3点が腱断裂群に特徴的
であった．

【考察】成因については文献的には尺骨plusvari-

ant,尺骨頭の背側亜脱臼，遠位僥尺関節の変形性

変化などとされている．上記に加え,X線像上

Scallopsignが高率であること，術中の背側関節

包の小孔の存在などの所見を考え合わせると，尺

骨遠位端のダイナミックな不安定性が加わること

で腱断裂を引き起こすものと考える．
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2-II-5

僥骨遠位端骨折後の長母指伸筋腱皮下断裂

例に対する超音波診断

UltrasonographicExannationfbrEPLRuptureafter
DistalRaidusFracture

日本大学整形外科

○山口太平，長岡正宏，長尾聡哉，

佐藤多賀子，龍順之助

【目的】僥骨遠位端骨折後の長母指伸筋腱の皮下

断裂はよく知られているが，その発生機序には諸

説ある．単純X線ではとらえにくいLister結節周

辺の長母指伸筋腱のgridingfloorを超音波検査で

調べることにより，機械的要因がどの程度本症の

発症に関与しているかを検討した．

【方法】われわれの経験した僥骨遠位端骨折後に発

症した長母指伸筋腱皮下断裂例13例14手関節を

対象とした．症例の年齢は36歳から79歳（平均

61.8歳)，性別は男性2例，女性11例で右側6例

左側8例であった．受傷より母指伸展不能を自覚

するまでの期間は，受傷日を同定できない2例を

除くと，12日より55日（平均31.8日）であった．

なお，使用した超音波診断装置は，アロカSSD-

2000で，探触子の周波数は7.5MHz,10MHzであ

る.Lister結節を中心に手関節の短軸像で検討し

た．各症例のX線像を見ると，僥骨遠位端に硬化

性変化あるいは骨折線が全例にあった．しかし，高

度な転位のある骨折は一例もなかった．手関節縦

軸超音波画像では全例にLister結節自体あるいは

その尺側の骨皮質，すなわち長母指伸筋腱のglid-

ingfloorと思われる部位に変形が認められた．こ

れらは健側と比較することにより明らかとなっ

た．腱断裂に対する治療は手術を望まなかった3

例を除き固有示指伸筋腱用いた腱移行術を行い良

好な成績であった．

【考察】僥骨遠位端骨折後の長母指伸筋腱皮下断

裂の発生機序には主として機械的要因と阻血性要

因が考えられている．本症は転位のない骨折に多

いため,X線像のみでは詳細な評価ができない．わ

れわれは超音波検査を用いることにより，すべて

の症例に榛骨遠位端背側の骨皮質に異常を認め

た．従って，本症では機械的要因が大いに関与し

ていることが示唆された．

2-Ⅱ－6

長母指伸筋腱皮下断裂手術例の検討

SubcutaneousRuptureoftheExtensorPollicis

LongusTbndon

'群馬大学大学院機能運動外科学，2済生会前橋病

院整形外科

○小林勉1,後藤渉2,中島一郎29

黒沢一也2，高岸憲二’

【目的】長母指伸筋腱(以下EPL)皮下断裂は関節

リウマチや榛骨遠位端骨折後に伴うことが知られ

ている．今回，我々が経験した関節リウマチを除

いたEPL皮下断裂手術例について，僥骨遠位端骨

折の有無，臨床像について調査し,EPL皮下断裂

の発生機序について検討したので報告する．

【対象と方法】平成11年以降手術を施行した長母

指伸筋腱皮下断裂12例を対象とした．症例の内訳

は，男4例，女8例で，受傷時年齢は17歳から74

歳（平均55.8歳）であった．僥骨遠位端骨折を伴

う例では，臨床像，骨折型，および後療法につい

て調査し，それ以外の例では，臨床像と原因とな

る外傷の有無を調査した．

【結果】僥骨遠位端骨折後に生じたEPL皮下断裂

は7例で，いずれもColles型の骨折型であった．

(Frykman分類で,2型1例,3型4例,4型2例.)

そのうち6例が転位のないものか，あっても軽度

なものであった．これら6例において，骨折から

EPL断裂までの期間は,14日から56日(平均30.3

日）で，5例（83.3％）が6週間以内に発生してい

た．僥骨遠位端骨折のみられないものは5例で，そ

のうち，4例は明らかな外傷の既往がみられな

かったが，軽度の関節症変化の存在や，仕事上編

み物をする機会の多い例など，それぞれ特徴が

あった．

【考察とまとめ】僥骨遠位端骨折後のEPL皮下断

裂例は，諸家らの述べているように，女性に多く，

転位がないか，あっても軽度な骨折例に多くみら

れ，早期にEPL断裂が発生していた．骨折を伴わ

ないものは,EPL断裂の発生機序とされている機

械的刺激の受けやすい状況があったと考えられ

た．明らかな外傷の既往のないものでは,EPLに

緊張のかかる肢位での反復動作や，手関節の関節

症変化が背景にあるものがみられ，手関節僥背側

の腫脹で受診する際に注意して診療する必要があ

ると思われた．
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2-Ⅱ－7

母指MP関節伸展不全を合併した長母指伸

筋腱断裂例の検討

RupmreoftheExtensorPolncisLongusTbndonwith

ExtensionlnsufficiencyoftheThumbMetacarpo-

phalangealJoint

'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l,岡田洋和l,別府諸兄2,

松下和彦2，青木治人2

【目的】僥骨遠位端骨折および関節リウマチ(RA)

後の長母指伸筋腱(EPL)断裂例では母指IP伸展

障害を生じるが，短母指伸筋腱(EPB)の欠損お

よび癒着により母指MP関節の伸展障害を合併し

た症例を経験したので文献的考察を加え報告す

る．

【症例】僥骨遠位端骨折後4例,RAに伴う1例の

5例である．全例女性で左側3例，右側2例，発症

年齢は平均67歳である．X線像では転位の無い僥

骨遠位端関節外骨折を認め，2例に弾力包帯，2例

にギプス固定が行われていた.RA例では発症後6

年でEPLの断裂を生じた．榛骨遠位端骨折後の

EPL断裂は受傷後2日,3日,13日,14日目と比

較的早期に発症し，当科に紹介された時点では母

指IP関節の伸展障害のみならずMP関節が屈曲位

をとり自動伸展が不能であった．術前の3例に超

音波検査を行い,EPL断裂とEPBの欠損した画像

を認めた．手術所見ではリスター結節部でEPL断

端の磨耗を認め，第1コンパートメント内でEPB

の欠損を4例に認めた．僥骨遠位端骨折後の1例は

長母指外転筋腱とEPBが血腫で癒着し，剥離する

とEPBは細く低形成を呈していた．全例に固有示

指伸筋腱による腱移行術を行ない，経過観察時に

は母指IP関節の伸展のみならずMP関節の伸展も

可能となっている．

【考察】榛骨遠位端骨折後やRAに合併したEPL断

裂の報告は散見されるが,EPBの機能不全による

MP関節の伸展障害を認めた報告はない．とくに

僥骨遠位端骨折後の症例では受傷から腱断裂まで

の期間が平均8日目と短く，骨折時にすでにEPL

の不全断裂が生じていたことが推察された．さら

にEPBの欠損，癒着によりMP関節伸展をEPLが

代償していたことで過度の負荷がEPLに加わり，

EPB存在例より早期に断裂したものと考えられ

た．

2-Ⅱ－8

トランスジェニックマウスを用いた腱治癒

過程の検討-TIEG1欠損の影響について－

TheEffectofTGF-betalnducibleEarlyGene(TIEG)

DeficiencyonCulturedFlexorTbndon

'山口大学整形外科，2メイヨークリニツクバイオ

メカ研究所

○坪根徹1，2

【目的】屈筋腱の治癒過程においてTGF-6,炎症

期，血管新生期，リモデリング期の各段階に発現

し，種々 の役割を果たしている.TGF-β発現は，

TGF-6inducibleearlygene(TIEG)を介した

Smadpathwayによって調整されている．今回，
TIEG1をノックアウトしたトランスジェニック

マウスのFDL腱を用いて，その治癒過程について

研究したので報告する．

【方法】C57Black/129マウスのTIEG1ノックアウ

トマウス（－／－）11匹と同野性株（＋／＋）11匹

を用いた．8～12週齢時に,FDL腱をzonellで

切断後，11-0ナイロンで結節縫合し採取，組織培

養を行った．培養腱を，術後0,3,7,14,21,42日

にHE染色，免疫染色,RILPCR法により評価した．

【結果】HE染色では，両群で術後42日に，腱の

癒合を認めた．免疫染色では，両群でTGF-βコ

ラーゲンI,IIIの発現を認めたが,(+/+)群では

術後3日目に確認できたTGF-β発現が,(-/-)

群では術後7日目に確認された.TGF-6mRNAの

発現は，（＋／＋）群では3日目と14日目にピーク

をもつ二峰性のカーブを示したが，（－／一）群の

ピークは，7日目と21日目であった．コラーゲン

I,Ⅲの発現様式は両群でほぼ同様であったが，そ

の発現量は（＋／＋）群が多い傾向にあった．

【考察】培養腱において,Smadpathwayを調節
するTIEG1欠損下では，正常な治癒過程と比較し

てTGF-β発現時期に遅れをみたが，癒合は起こる

ことが確認された．このことから,TIEG1を介さ

ないTGF-β発現方法が存在する可能性が示唆され

た．腱の治癒過程におけるTGF-β詳細な役割は未

だ明らかではないが，トランスジェニックマウス

を用いることで，更なる理解が得られることが期

待できる．

一SllO－
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癒着腱と非癒着腱におけるFibronectinと

TGF-6receptor発現の実験的観察
DifferentExpressionofFibronectinandTGF-beta

ReceptorinAdhesionandAdhesionFreeTendon

Repairs

'山口大学整形外科，2メイヨークリニックバイオ

メカ研究所

○坪根徹1，2

【目的】屈筋腱の切断，特にZonellでの切断例で

は，リハビリ如何に関わらず癒着を生じることが

あり治療に難渋する.Fibronectin,TGF-6,腱の

癒合に必須であるとされる反面，癒着発生の原因

因子であるとの報告も散見される．今回，雑種犬

の屈筋腱を用いた実験の中で，同様な治療方法を

行いながらも癒着を生じなかった腱と癒着を生じ

た腱において,Fibronectin,TGF-6receptorの発

現を比較検討したので報告する．

【方法】雑種犬52匹のFDP腱をZonellで切断後，

4-OloopedSupramidを用いたmodifiedKessler

法,6-Onylonを用いたrunningsutureにより修

復を行い，術後5日目からsynergisticmotionに

よる後療法を開始した．術後21日目のFDP腱摘

出時に，癒着形成をscore化(0～8)し，非癒着

群(scoreO,n=9)と，癒着群(score8,n=8)を

抽出した．また，対照群として健側からFDP腱

(n=8)を採取した．HE染色，免疫染色により評

価を行った．免疫染色は,ScionlmageSoftware

を用いて数値化したpositivestainingarea値を

totalarea値で除した,%positivestainingarea

を比較した．

【結果】HE染色では,epitenoncelllayerの厚さ

に有意差を認めた（非癒着群：3.4±2.8,癒着群：

2.2±1.9,対照群:1.3±0.4,P<0.01).免疫染色

では,FibronectinとTGF-Preceptorの発現に差

を認めた(Fibronectin,非癒着群:21.6±13.9,癒

着群:15.1±14.0,対照群:12.3±10.6,P<0.01;

TGF-6receptor,非癒着群:5.0±6.0,癒着群：

4.5±6.8,対照群:0.3±0.8,P<0.01).

【考察】癒着形成時にはFibronectinとTGF-6

receptorの発現が変化し，異なる治癒過程をたど

ることが類推される．癒着発生の機序については

未だ不明であるが，分子生物学的手法を介したそ

のメカニズムの解明は，屈筋腱損傷の治療の一助

になると考えられる．

2-II-10

徐放化モノナイロン糸を用いた塩基性線維

芽細胞増殖因子(bFGF)による屈筋腱断裂

の治癒促進第2報

ImprovedEndogenousTbndonHealingwithMono-

QfilamentNylonCoatedbyBasicFibroblastGrowth

Factor:ASerialReportofExperimentalStudy

l徳島大学医学部運動機能外科整形外科，2京都大

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，3町立上那賀病院整形外科

○浜田佳孝l,日比野直仁1,安井夏生l,

田畑泰彦2，高井宏明3

【目的】前回我々は，細胞増殖因子の徐放可能な

ナイロン糸を作製し,bFGF濃度2000ILg/mlでの

mU"o腱修復効果は，細胞増殖と細胞外基質の再

構成は抑制され，力学的強度の回復促進は充分で

はない点を報告した．今回，用量作用関係を調べ

るためbFGF溶液濃度を変更し追加実験をおこ

なった．

【方法】両端4-0ループ糸のコート糸(徐放期間1w･

3w)にbFGF溶液(400又は2000ILg/ml)を含浸

させた．対照群はコート糸に溶解液を含浸させた．

以上5群間での比較試験をおこなった．既知量の

コート糸に1251-bFGF溶液を塗布し，縫合糸に吸

着する125I-bFGFの量を測定した．動物実験:白

兎，左側の下肢趾屈筋腱を使用．草野らの早期運

動療法モデル用いた．コート糸でcore縫合し,6-

0糸で全周連続縫合した(Y2法)．1,3週後に，組

織を固定HEで調べた（計24匹).3週,6週後に，

力学試験(破断張力，剛性）を測定した（各群5～

16匹)．腱採取時に,gap形成と癒着変化を観察し
た．

【結果・考察】徐放糸・結び目の力学強度（破断張

力，剛性)では，対照糸より有意に増加していた．

腱縫合部位の組織学的検討では,bFGF400ugml

では細胞浸潤・増殖の増強を伴い，細胞外基質の

再置換は促進され,2000ILg/mlとは異なる反応を

示した．力学試験(破断張力)は,1w徐放糸･bFGF

濃度400ILg/mlで,3週の時点で約50%,有意に

増強した．今回用いたコート糸では,bFGF溶液へ

の含浸時間が10分だと縫合部位に作用したbFGF

徐放量は3～1411gあった．

【結論】修復腱組織の早期回復過程には，腱接合面

からの再置換反応が重要で,bFGFの至適濃度は

4001'"ml,徐放期間は1wと考える．

－S111－
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Noman'sIandにおける屈筋腱縫合後早期

自動運動療法の経験

FlexorT℃ndonRepairinZonellFollowedbyEarly

ActiveMobilization

久留米大学医学部整形外科

○坂井健介，八木雅春，白濱正博，

永田 見生

【目的】近年，屈筋腱損傷(zone2)の治療におい

て早期自動運動に耐えうる強固な縫合法が開発さ

れ良好な成績が報告されてきた．我々も2000年8

月以降本法を行い良好な結果を得られたので報告

する．

【症例】2000年8月以降加療したzone2屈筋腱損

傷例のうち，早期自動運動療法を行った8例8指を

対象とした．その内訳は男性6例，女性2例で，年

齢は15～37歳（平均23.8歳)，示指が2例，中指

が3例，環指が2例，小指が1例であった．primaly

repairで手術が行われた症例はなく受傷後5～49

(平均13.8)日目に手術が施行された．腱縫合法は

全例coresutureとして吉津1法（吉津ら,1996)

を用い，全周性連続補助縫合を追加した．後療法

はmeinert変法を併用しながら術翌日より伸展制

限下に一日数回controlledactivemotionを行っ

た．Rubberbandtractionは術後3週まで，伸展

制限ナイトスプリントはさらに2～3週間続けた．

術後は平均131日間経過観察を行った．

【結果】日手会指屈筋腱評価(%TAM)では優:7

例，良:1例であった．またStrickland評価法でも

優：5例，良：1例，可：2例であり，再断裂例は

認めなかった．

【考察】今回，本法における屈筋腱損傷(zone2)の

治療成績は非常に良好であった．しかし，本法の

最大の問題点である再断裂の危険性には十分な注

意が必要であり，安易に行うべきではない．また

本法の成績不良因子はPIP関節の屈曲拘縮であり

後療法では十分にPIP関節の伸展制限の解除の重

要性が考慮された．

2-Ⅱ-12

Zonellでの両屈筋腱断裂一次修復への早

期自動屈曲･伸展複合療法後の不良例の検

討

EvaluationofEarlyActiveMobilizationTbchnique

FollowingPrimaryFlexorTbndonManagementafter

bothFlexorTbndonsRuptureinZone2.

新潟手の外科研究所

○吉津孝衛，牧裕，坪川直人，

成沢弘子

【目的】zonellの両屈筋腱断裂一次修復の成績向

上のため4kgの張力を持つY1法(6-strand)を利

用してK1einert変法,Duran法,"passivenexion-

activeholdtechnique",自動屈曲・伸展を併用し

た早期自動屈曲･伸展複合療法を行ってきた．しか

しこれでも不良例があるため，その原因を検討し

た．

【対象】1993年からの40例47指で男30女10．年

齢は13～82歳，平均40歳．鋭利損傷34で皮膚欠

損，骨折等のない挫滅例が6．腱縫合時期は最長が

25日の1例で37例が7日以内，多数指損傷は2本

が1，3本が3．観察期間は3～19カ月，平均7カ

月．腱の処置はFDPはY1法(tripleloop法)1,

FDSは縫合30で津下法22,Y1法4,Y2法,Kessler

変法各1,8-figure法2,全切除13,半側切除・半

側縫合4．評価法は日手会%TAMを用いた．

【結果】E26例55%,G13,28,F6,13,P2,4

(断裂)で,F･Pを不良とすると8,16となる．腱

剥離は2(G･F)例でそれぞれE･Gと改善された．

【考察】＜年齢＞30歳以下20指，良(E･G)18不

良2，30代8，良7不良1，40代8，良5不良3,50

代以上7，良5不良2で，40歳未満が28で良25不

良3，40才以上は15で良10不良5.<FDS断裂

部＞腱交叉部が13で良11不良2，腱裂孔部が24で

良19不良5，裂孔近位10で良9不良1．<FDSの

処置法＞縫合30で良26不良4，全切除13で良9不

良4，半側切除・半側縫合4で良4．＜指別＞示指

13で良12不良1，中指13で良10不良3，環指9で

良9，小指12で良8不良4で，いずれの要因も有

意差はない．従来より不良といわれた小指での腱

断裂部での比較や多数指損傷でも一定の傾向はな

い．しかしFの6中4が小指（12）であり，小指で

のFDS切除(7),半側切除・半側縫合(1)8指の

50％にあたる等から，やはり小指への処置は最も

注意すべき点と考える．しかし不良8中7はさらな

る後療法の工夫で改善可能と考えられる．

－Sll2－
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手根管部での骨・関節病変による屈筋腱皮

下断裂

CIosedRupturesoftheFlexorTbndonSecondaryto

BoneandJointDisordersintheCarpalTunnel

'信州大学医学部整形外科，2長野病院整形外科，

3中信松本病院整形外科

○山崎宏l,加藤博之1,村上成道17

中土幸男2，小林博一3

【目的】手根管部での骨・関節病変による屈筋腱皮

下断裂の検討は少ない．演者らは本症の20手の臨

床像を検討した．

【対象と方法】1979年以後の20例20手を対象と

した．男性：11手，女性：9手．年齢:35～89歳

(平均66歳)．断裂腱は母指:4指，示指：1指，中

指：2指，環指：1指，小指：13指．関節リウマチ

等の滑膜炎によるものは除外した．これらの原因

疾患と断裂腱の関係，罹患年齢，臨床経過，関節

造影所見，術中所見を検討した．

【結果】原因疾患は有鉤骨鉤偽関節：6手，舟状骨

偽関節：4手，豆状三角関節症：4手，有鉤骨鉤に

よるもの：2例,Kienb6ck病:2手，関節リウマ

チ:2手であった．原因疾患の病変位置と断裂腱の

関係は，全例において舟状骨偽関節：母指，関節

リウマチ：中指，有鉤骨偽関節・有鉤骨鉤・豆状

三角関節症：小指・環指という関係であった．罹

患平均年齢は関節リウマチ:53歳，有鉤骨偽関節：

56歳,menb6ck病:74歳，豆状三角関節症:79

歳で，後者の2病変で高齢者に多かった．職業は

農業:8例，林業:3例と手を使う職業が多かった．

原因疾患が腱断裂以前に治療されていたのは，関

節リウマチの3手を含め5手だけであった．原因疾

患の発症から皮下断裂までの期間は，7例におい

て12ケ月～約50年と長期を要していた．関節造影

を11手に行い，関節包の断裂を10手に認めた．術

中所見では有鉤骨偽関節1例とその他の疾患全例

で関節包の断裂を認め，全例で骨の露出を認めた．

【考察】腱皮下断裂の機序は，骨と腱との摩擦と

考えられた．また高齢，手関節と手指の過度使用

などが誘因になっていると推測された．これらの

疾患では発症時の愁訴が軽く，長時間経過して屈

筋腱断裂をきたすことがある．腱断裂の予測とし

て，有鉤骨によるもの以外では関節造影が有用と

思われた．

2-II-14

深指屈筋腱末節骨再縫着時の追加縫合は縫

合部のgap抵抗能を増す
SupplementarySutureslncreaseResistancetoGapping

fbrFlexorDigitommProfUndusTbndontoBoneSurface

Repair-AnEXW1ﾉoBiomechanicalAnalysisinCadavera

'富永草野病院整形外科,2DepartmentofOrtho-

paedicSurgery,WashingtonUniversityinSt.

Louis,St・Louis,USA

○草野望',MACalcaterra2,JDPlaczek2,

MJSilva2,RHGelberman2

【緒言】深指屈筋(FDP)腱の末節骨付着部での新

鮮皮下・開放断裂に対して一般に再縫着術が行わ

れる．その縫合強度は，我々の犬を用いた実験で

は早期運動療法を行っても縫合約1週後で著明に

低下した．この一因として再縫着部でのgap形成

を考え,gap抵抗能を高める2種類の追加縫合を考

案した．本実験ではそのgap抵抗能を中心とした

力学特性を検討する．

【縫合法】8字縫合:FDP腱再縫着部やや遠位で

Kirschner鋼線により作成した末節骨の横穴に

両端針付き縫合糸（4-0）を通しFDP腱と末節骨

を8字形に縫合する.Supplementarylocking

anchor(SLA)法:FDP腱再縫着部やや遠位で

Mitekmicrosutureanchor(4-0糸）を末節骨に

刺入しFDP腱にはKessler変法様のlocking縫合

を行う．

【方法】人新鮮凍結死体15手の示，中，環指の45

FDP腱を末節骨付着部で切離し直ちに4-strand

Becker変法(MB)を腱端にかけ，爪上で引き抜

き縫合(3-0braidedcaprolactam).MB群,F8

群(MB+8字縫合),SLA群(MB+SLA法）の1,

2,3mmgap時の張力,20Newtons(N)時のgap

size,破断張力を比較した．

【結果】F8群とSLA群はMB群と比較し1,2,3mm

gap時の張力(F8群20.2N,32.5,41.5;SLA群

18.2N,28.5,40.9;MB群11.7N,19.2,26.3)は有

意に大で,20N時のgap(F8群1.6mm;SLA群

1.4;MB群2.8)は有意に小であった．なお破断張

力(F8群69.0;SLA群77.0;MB群67.1N)に差

はなかった．

【考察とまとめ】8字縫合とSLA法はgap抵抗能

を高めた．両縫合法は早期運動療法施行時，その

安全性を高めると考える．

－Sll3－
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屈筋腱縫合および腱剥離後に腱断裂を生じ

た症例の検討

ClinicalResultsofTもndonRupureafterFlexor

TbndonSumreandTbnolysis

'済生会前橋病院整形外科，2群馬大学院機能運動

外科学

○中島一郎1,山本敦史1,中島大輔1,

小林勉2，高岸憲二2

【目的】屈筋腱損傷に対して腱縫合術やその後の

拘縮に対して屈筋腱剥離術を行う機会は多いが，

今回我々は屈筋腱縫合および屈筋腱剥離術後，腱

断裂した症例について検討した．

【対象】腱断裂を生じた症例は8例8手で全例男性

例であり，内訳は腱縫合後の断裂が3例で腱剥離

後が5例であった．また初期加療の疾患は外傷性

の屈筋腱断裂が4例，切断および不全切断に伴う

腱断裂が3例，僥骨遠位端骨折後が1例であった．

腱縫合した7例は全例吉津2法を用いた．また最初

の手術後の後療法として腱断裂後腱縫合した1症

例のみ術後3週間からリハビリを開始したが，そ

の他の症例は腱縫合および腱剥離後数日以内にリ

ハビリを開始した．

【結果】腱断裂は1例が腱剥離手術中に断裂し，そ

の他の症例は術後2日から99日の問に生じた．99

日目で断裂した症例は僥骨遠位端骨折後の症例で

あった．腱断裂の生じた時間帯は午前中のリハビ

リ中が3例，午後が2例，不明が2例，術中が1例

であった．腱断裂後は術中断裂した症例は当日腱

移植術を行い，また断裂後3日以内に再縫合した

症例が4例あったが，その他の3症例は創の状態な

どの理由で平均151日後に手術を行った．腱断裂

に対する最終手術後の経過観察期間は平均257.9

日で腱縫合例3例の%TAMは平均79．3%であっ

たがその中の1症例が42％であった．腱剥離例5

例の%TAMは57．4%で40%から88%であった．

【結論】腱縫合例の断裂原因としては腱縫合の技

術的な問題によるものが考えられ断裂後の術後成

績は比較的良好であったが，腱剥離例は周囲の組

織や腱血行等の問題もあり不良例が多かった．ま

たリハビリ中に切れた症例が8例中5例あり早期

運動療法を行う場合より一層の注意が必要と思わ

れた．

－Sll4－
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SkinFlapsinHandReconstruction

一一

WilliamCPederson.M.D.､F.A.C.S.

ClinicalAssociateProfessor,0l･thopaedicSLIrgeryandSurgery

TheUniversitvofTbxasHealthScienceCenteratSanAntonio

AndPresidentandHandSurgery

FellowshipDirector,TheHandCenterofSanAntonioSanAntonio,Texas,U.S.A

つ汀口
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Thehandsurgeonisoftencalledupontoreconstructsoft-tissuedeiEctsiromtumorresectionor

traumaticiniury.Thetypeoftissuechosenfbrthereconstructionisbasedonmanyfactors,butskin

napsareoftenthemostappropriateinthehand.Manysmallerdefectscanbemanagedbylocalflaps

fromthehanditself,butthesenapsmustbechosencarefullyil1ordel･topreventfurtherdamage.

Largel･defectsmayrequireLIseofaregionalnapfromthemrearmordistantsites.Ultimately,thebest

optionfOrcoveragefol･ahandwoundmaybethetransferofamicrovasculal･fi･eeskinflap.

Theprimarylocalnapsutilizedinsoft-tissuereconstructionofthehandincludethedigitalartery

islandnap,thekitenap,thenagflap,andfingerfilletnaps.Thedigitalarteryislandnapcanbe

utilizedfbrcoverageofmanydefectsinthefinger,butismostoftenutilizedfbrpulpreconstruction.

Thekitenapispreferredforthumbreconstruction.Thenagnapcanbeutilizedibrvolarordorsal

coverageofdefectsaroundthebaseofthefinger・Inthecaseofaseverlydamagedfingerwithintact

skin,adigitalfilletflapcanbeusedfbrcoverageoffairlylargedefectsofthehand.

Regionalflapswithutilityinhandcoverageincludetheradialfbrearmflap,theulnarfOrearmHap,

theposteriorinterosseousHap,theBeckerflap,andtheregionalpedicledgroinnap.Theradialfbrearm

napprovidesthebesttissuefbrreconstructionofmostdefectsofthehand.ThisHapcanbetakenasa

skin-onlynap,withtendon,andwithaportionoftheradiusfOrbonyreconstruction.Thedonorsiteis

ofienpool･cosmetically,butthenapmaybetakenasafascia-onlynaptodecreasetheproblemsatthe

donorsite.Theulnarforearmnapisinhequentlyutilized,butprovidesaverygoodchoiceforthin,

hairlessskinforhandcoverage.Theposteriol･interosseousnaplacksthedisadvantageoftheother

fbrearmHapsinsacrificingamaiorvesseltothehand.Itcanprovideaitlirlylargenap,butalsosuffers

fi･omaratherunsightlydonorsite.Itcanalsobeunreliableandmaysuifel･fifomvenousproblems.The

Beckernaphasalimitedapplication,butcanbepedicledtocovercertaindefectsofthedorsalwrist.

Thepedicledgroinnapremainsanexcellentchoiceibrsoft-tissuecoverageofthehand.

Therearemanyskinfree-napsavailablefOrcoverageofthehand.Thelateralarmfi･eeflapisvery

LIsefulinhandcovel･age,andisparticularlyapplicabletodefectsofthelil･stwebspace.Largerdefects

canbecoveredwiththescapularorparascapularflapsfromthethoracodorsalvascularaxisinthe

axilla.Thelateralthighfasciocutaneousflaphasrecentlybecomemol･epopularincoverageofthe

upperextremity.Thislikewiseprovidesalargeexpanseofskinfbrlargel･defects.Theseandotherfree

HapswillbediscussedastotheirapplicationsfOrcoverageofhandwounds.

－Sll5－
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RSD(CRPS)の診断と治療一特に後遺症診断について

DiagnosisandTreatmentofRSD(CRPS)-AbouttheAssessmentof

DisabilitiesbVafterEifects

ニヨ
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川崎市立川''1奇病院整形外科

堀内行雄

医学的常識では判断し難いような強い痙痛を訴える患者を診療しなければならないこと

がある．ひどい場合には，診察するにも痛がって触診も出来ないことさえある．まして，そ

の患者の後遣障害診断書や身体障害等級の診断書記載を依頼されたときは，更に困惑する．

診察もさせないため，自他動可動域とも"0"というような不本意な記載を余儀なくされた経

験を持つ先生もおられることと思う．そのような患者は，医学的常識では不可解なために反

射性交感神経性ジストロフィー(RSD)または複合性局所瘤痛症候群(CRPS)という診断

名をつけてしまうことも少なくないと思う.RSD(CRPS)は進行すると一上肢の全廃にま

でいたる重篤な疾患であり，早期診断･早期治療が必要である．そのため，診断基準を甘く

し，治療を早期から始めることは重要である．この講演では，まず，この不可解なRSD

の症状と診断，治療について概説する．さらに診断基準の問題点を述べた後に，後遣障害診

断書や身体障害等級の診断書記載をする際に，実際にどのようなことに注目して診断し記

載したらよいかを演者が経験し工夫してきた点について述べる．たとえば，手が全く使用不

能という患者の障害診断する場合は,RSDと診断がつくか否かは別問題と考えている．診

断には，視診，触診,X線撮影,MRIなどを駆使するが，状況によっては筋電検査，血管造

影，指尖容積脈波，サーモグラフィーなどの検査が必要になる．これらのうち，詐病か障害

が現実に存在しているかを判定する上で特に重要なのは，骨萎縮と筋萎縮である．この講演

が，実際にそのような患者を前にどのような考え方と手順で診断を進めれば良いかという

1つのヒントになれば幸いである．

一Sll6－
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スポーツ選手の舟状骨骨折新鮮例に対する
経皮スクリュー固定術の成績

PercutaneousScrewFixationfOrScaphoidFractures
inAthletes

'京都地域医療学際研究所附属病院整形外科，2京

都府立医大大学院運動器機能再生外科学（整形外

科）

○辻原隆是1,藤原浩芳2,岡島誠一郎2,

原邦夫2，久保俊一2

【目的】われわれは早期の競技復帰を望むスポーツ

選手の舟状骨骨折新鮮例に対して経皮スクリュー

固定術を施行している．今回，その術後成績を検

討した．

【対象および方法】対象は当院で経皮スクリュー

固定術を施行した30例で，男性28例，女性2例

であった．平均年齢は20.8歳（16～29歳)，骨折

型はHerbert分類のA2が11例,B2が8例,B3

が11例であった．これらの症例に対し，掌側また

は背側小切開にて透視下にスクリュー固定術を施

行した．用いたスクリューはHerbertscrew3例，

Acutrakscrew20例,DTJscrew7例であった．

術後経過観察期間は平均5.4ケ月（3～12ケ月）で

あった．術後成績として骨癒合の有無，骨癒合ま

での期間，手関節可動域，握力の改善率を検討し

た．

【結果】骨癒合は30例中，27例（90％）に認めた

が，3例は骨癒合が得られなかった．骨折型別で

は,A2は11例全例に,B2は8例中6例に,B3は

11例中10例に骨癒合を認めた．しかし骨折型によ

る骨癒合率の相違に有意差を認めなかった．また

スクリューの違いによる骨癒合率の相違にも有意

差を認めなかった．骨癒合を得た症例のうち，骨

癒合までの期間は,A2は平均8.8週,B2は平均13.2

週,B3は平均17.0週で骨折型間に有意差を認めた

(P<0.05).骨癒合時，手関節可動域，握力とも

健側の90％以上に回復していた．

【考察】本法は強固な固定が得られるため外固定

期間も大幅に短縮される．したがって早期の競技

復帰を望むスポーツ選手の舟状骨骨折に対する治

療法として非常に有効な方法と考える．一方，3例

の骨癒合不全例から，本法の注意点として手技上

熟練を要すること，また骨折型の違いによる適応

の有無やスクリュー刺入方向を術前に十分検討す

る必要があると考えた．

2-II-17

MRI像からみた舟状骨壊死と難治性偽関節
MRIofOsteonecrosisandDifficultNon-unionof

theScaphoid

昭和大学医学部整形外科学教室

○稲垣克記，瀧川宗一郎，川崎恵吉，

平 原博 庸， 宮岡 英世

【目的】骨壊死を疑う難治性舟状骨偽関節の治療

にあたりRusse法のように腸骨からの骨移植と内

固定による従来法を行うか，血管柄付き骨移植術

を行うべきか治療法が問題となる．これらの見地

から舟状骨難治性偽関節におけるMRIの有用性

と骨壊死の診断につき検討した．

【方法】症例は14名14手．年齢は19歳から65歳

(平均27歳)，男性12名，女性2名，右12手左2

手であった．受傷から手術までの期間は10年以

上:8手，7年:2手，5年:2手，1年:3手であった．

MRIはT1T2強調冠状断像，脂肪抑制T2強調冠状

断像を撮像後，造影強調冠状断像を撮像した．一

部の症例にはSTm法を行った．全例手術例であり

術中または病理所見にて舟状骨壊死または難治性

偽関節と診断された症例の術前単純X線とMRI画

像の評価を行った．

【結果】Proximalpole部の骨壊死5例ではT1T2と

も中枢骨片はlowsignalであり骨髄内に造影効果

は認めなかった．受傷後10年以上放置例の腰部偽

関節のうち2例はT1にて中枢骨片が骨髄内均一に

Low,T2:大分はisoで小嚢胞状モザイク状に一部

ややhighに描出され,2例は舟状骨全体がT1にて

Low,T2にてdiffilseiso,末梢骨片の一部がhigh,

3例はT1T2いずれもLowで造影効果がなかった．

T2強調画像にてisosignalとなる骨壊死例は，小

嚢胞状変化や骨壊死周囲に認められる骨髄浮腫に

よる高輝度変化と骨髄本来が示す低輝度変化の

signalcancellationの結果と考えた．

【結論】難治性舟状骨偽関節および骨壊死のMRI像

は，偽関節高位や壊死に至るまでの過程(stage),

分節化や骨硬化，骨壊死周囲骨髄浮腫の存在,OA

変化の有無などの病態により異なる．骨壊死初期

には壊死部周囲にBonemarrowedemaが認めら

れる．しかしMRI上TIT2強調画像にていずれも

舟状骨中枢に低輝度を示しかつ造影効果の認めら

れないものは骨壊死の診断率は高かった．

－Sll7－
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手舟状骨偽関節typeD2での治療に対する
関節鏡所見の有用性

UsefUlnessoftheArthroscopicFindingsfOrTifeat-

mentofScaphoidNonuniontypeD2

弘前大学医学部整形外科

○和田誠之，西川真史，小川太郎，

神裕道， 藤哲

【目的】当教室では舟状骨骨折の治療に際して積

極的に手関節鏡を併用してその有用性について検

討し,ModifiedHerbert分類でD2である舟状骨

偽関節1例に経皮的Screw固定を施行し良好な成

績を昨年の本学会で報告した．その所見からD2で

軟骨辺縁がsharpである症例は経皮的Screw固定

の適応があると考え，その治療方針を前向きに検

討した．

【症例と方法】対象は5例で，平均年齢は28.2歳，

性別は女性2例，男性3例，右3例，左2例であっ

た．術前のX線所見ではDISI変形を呈していた症

例はなかった．鏡視は主に手根中央関節から行い，

鏡視所見は骨折部の軟骨の形態と性状，離開の程

度，介在物の有無に注目した．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,離開の程度は鏡視範囲で完全に離開し

ているものをcomplete,不完全な離開はincom-

pleteとした．また骨折周囲に嬢痕があるものは

scarありとした．

【成績】鏡視所見では全例で骨折辺縁はsharpで

あったので経皮的screw固定を行った．その他の

鏡視所見として骨折部のinstabilityは全例，離開

はcomplete3例,incomplete2例，scarありは3

例であった．全例で骨癒合が得られ，日手会手関

節機能評価では全例excellentであった．

【結論】手舟状骨骨折新鮮例で経皮的Screw固定は

最近よく報告されているが，偽関節例に対しては

報告が少ない．今回の結果より，関節鏡で骨折部

の軟骨辺縁がsharpであればD2でも経皮的Screw

固定で治療可能あり，関節鏡は偽関節例も含めて

舟状骨骨折治療方針決定に有用であったといえ

る．今後さらに症例を重ねて検討してゆきたい．

2-Ⅱ-19

無症候性舟状骨偽関節の検討

AnalysisofAsymptomaticScaphoidNonunions

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

【目的】日常診療において，症状がないかあって

も日常生活や仕事に支障がない舟状骨偽関節に出

会うことが時々ある．今回，無症候性舟状骨偽関

節について検討したので報告する．

【方法】痙痛なし～労作時軽度，可動域が健側比

90％以上，握力が健側比90％以上の全項目を満た

す症例を無症候性と定義した．受傷後3ヵ月以上

経過しデータの揃った舟状骨偽関節112例のうち

無症候性例は23例(21％)存在し，無症候性群(A

群）とその他の症候性群89例(S群）について，受

傷機転，罹病期間,X線像における偽関節の部位

(最大尺屈位正面像における近位骨片の長さ÷舟

状骨長)，Ⅲ角,DISI変形やSNACwristの有無，

3DCTにおける中村らの骨折型分類（近位骨片に

対する遠位骨片の転位方向による分類）等を調査

し比較検討した．

【結果】初診時平均年齢は両群とも24歳であった．

受傷機転はバイク事故や高所からの転落など

highenergyinjuryの比率がA群22%,S群42%
でA群の方が少なかった．平均罹病期間はA群

21カ月,S群33カ月でありA群の方が短かった．偽

関節の部位はA群平均0.55,S群0.52で大差なかっ

た．RL角の健側との差はA群平均-4｡,S群-120

であり,DISI変形例の比率はA群23%,S群56%

であって明らかな有意差があった.SNACwrist

の比率はA群(stagel)14%,S群(stagel,2)37%

でA群の方が少なかった．骨折型分類ではDorsal

type,Volartype,Nodisplacementtypeの比率
(％）が,A群22:39:39に対しS群37:49:14であ

りA群ではNodisplacementtypeが多かった．

【考察】軽症例は近位型の骨折に多いという報告

があるが今研究では骨折部位による差はなかっ

た．また無症候性群ではDISI変形例やSNAC

wrist例が少なく骨片の転位がない症例が多かっ

た．従って手根配列異常とSNACwristへの進行，

骨片の転位は症状と一定の関連がある．

－Sll8－
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当科における舟状骨偽関節の治療成績

SurgicalResultsofScaphoidNonunion

愛知県厚生連海南病院整形外科

○蓮尾隆明，西源三郎，多湖教時，

土屋大志，向藤原由花

【目的】舟状骨偽関節に対し当科ではHerbert

screwを用い治療を行ってきた．近年種々 のcan‐

nulatedscrewが開発されており,2003年以降

Acutrakscrewを使用したので手術成績につき検

討を行った．

【対象および方法】1989年以降当科で手術を行っ

た舟状骨骨折43例のうち，遷延治癒･偽関節例は

25例であった．このうち術後3カ月以上経過観察

が可能であった23例を対象とした．男性20例，女

性3例．右11手，左12手，年齢は14歳から48歳

(平均24.9歳）であった．骨折型はHerbert分類

C型が7例,D1型が13例,D2型が3例であった．

術式は全例掌側アプローチで22例に骨移植を

行った.Herbertscrew固定18例,Acutrakscrew

固定5例であった．経過観察期間は3カ月から3年

2カ月（平均11．2カ月）であった．術後成績は

Cooneyの臨床評価基準で行った．

【結果】全例で骨癒合が得られた．評価はHerbert

screwではexcellentll例,good5例,fair2例，

Acutrakscrewではexcellent2例,good2例,fair

l例であった．Screwのloosening,骨片の再転位，
感染,CRPSなどの合併症は認めなかった．

【考察】Herbertscrew,Acutrakscrewとも適切

な設置位置により骨癒合が得られる.Herbert

screwは手術手技が煩雑であり骨折線がネジ山に

かかると圧迫力が効きにくいなどの問題点があ

る.Acutrakscrewはフルスレッドであるので骨

折線におけるScrew設置位置の選択幅が広い．ま

た,Herbertscrewより固定力が強固で操作性が

よいため，術後外固定期間や手術時間が短縮でき

るなどの有用性が認められた．

2-II-21

小児舟状骨偽関節に対する治療

TreatmentofScaphoidFractureNonunionin

Children

兵庫医科大学整形外科

○戸祭正喜，田中寿一，大迎知宏，

常深健二郎

【目的】まれな小児例の舟状骨偽関節につき検討を

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420例のうち，偽関節例は195例

(46.4％)であり，このうち手術時年齢が14歳以下

の17例を対象とした．男児16例，女児1例，平

均年齢13.2歳（9～14歳)．外傷から手術までの

期間は平均9.2ケ月（1～30ケ月）であった．手術

は偽関節部に骨移植をしたのちスクリューで固定

する方法を行った．

【結果】全例で骨癒合が得られ，骨癒合までの期

間は平均9.7週であった．最終調査時では，手関節

部の瘤痛はなく，関節可動域，握力ともに回復し

ており良好な結果を得ていた．

【考察】一般的に舟状骨骨折は，15～30歳の若年

者に多く，小児期では舟状骨の骨化が不十分で軟

骨成分に富む状態にあるので，骨折することは少

ない．また骨折部は成人例に比べて結節部も含め

て遠位1／3での骨折が多く，骨折部での転位を伴

うことは少ないため，もし骨折したとしても保存

的加療で良好な結果が得られるとされている．し

かしながら，小児例であっても腰部の骨折例では

偽関節となる可能性があることを認識しておく必

要があり，最初の受傷時に骨折を見逃さないよう

にすることが重要である．もしも，偽関節となっ

た場合には成人例と同様に骨移植を追加すべきと

いった報告が多く，我々も良好な治療結果を得た．

なお，スクリュー挿入により危倶された成長障害

や変形は生じることはなかった．
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2-II-22

舟状骨近位部骨折偽関節の治療

一逆行性Herbertscrew固定法一

RetrogradeHerbertScrewFixationfOrTreatment

ofProximalPoleNonunionoftheScaphoid

豊橋市民病院整形外科

○井上五郎，栗本秀，須川敬

【目的】舟状骨近位部骨折は近位骨片への血行が

遮断されやすいため骨癒合が遷延しやすい．また，

偽関節では骨折部の固定方法に問題があった．逆

行性刺入によるHerbertscrew内固定法は強固な

固定が得られ，術後の外固定期間も短縮できる．本

法を行った症例の結果とその問題点について報告

する．

【症例】過去20年間に舟状骨近位部偽関節15例に

Herbertscrewによる骨接合術を行った．そのう

ち，術後6ケ月以上追跡調査できた14症例を研究

対象とした．男性13例，女性1例で手術時年齢は

15歳から43歳，平均23歳であった．偽関節期間

は3ケ月から13年間，平均31ヶ月間であった．術

前のX線写真では5例に近位骨片の虚血性変化が

見られた．MRIは8例に行い,2例に近位骨片の

虚血性変化を示唆する像が得られた．手術は背側

侵入にてHerbertscrewで固定したが,7例に榛

骨遠位端より，6例に腸骨より骨移植を行った．1

例は骨移植は行わなかった．術後3週間から8週

間，平均5.2週間のギプス固定を行った．術後追跡

調査期間は平均22ケ月間であった．

【結果】骨癒合は12例に得られた(骨癒合率86％)．

MRIを行った8例では，近位骨片の虚血性変化が

みられた2例はいずれも骨癒合したのに対して，

虚血性変化がみられなかった6例中2例が骨癒合

が得られなかった.Cooneyの手関節機能評価法で

は優4側良6例，可3例，不可1例であった．

【結論】舟状骨近位部偽関節に対するHerbertscrew

による逆行性刺入法は技術的には熟練を要するも

のの，その成績は良好であり有効な治療法の一つと

考えられる．

2-Ⅱ-23

襄胞状変化をきたした舟状骨骨折に骨移植

は必要か

BoneGraftisnotNecessaryfortheTreatmentof

CysticScaphoidFracture.

金沢大学医学部整形外科

○伊藤貴明，池田和夫，舩木清人，

原隆，富田勝郎

【はじめに】舟状骨骨折の中には，放置されるこ

とで嚢胞状変化を呈し，偽関節へと進行していく

ことがある．我々はこれまで嚢胞状変化をきたし

た舟状骨骨折に対して骨移植を行い，スクリュー

固定を行ってきた．しかし，実際には術中所見で

骨折線が不明瞭なのに，わざわざこれを壊して骨

移植を行った症例もあり，このタイプの舟状骨骨

折に骨移植が必要なのかという疑問が常にあっ

た.AcutrakMimScrewの骨折部への圧迫力と軸

の太さによる安定性を経験したため，2003年から

はこのタイプの骨折にはこのスクリュー固定のみ

を行ってきた．

【方法】症例は4例あり，男性2例，女性2例で16

～21歳（平均18.7歳）であり，受傷後それぞれ1

～8カ月(平均3.6カ月)経過した症例であった．骨

折部は中央から近位1/3にかけてで，転位は1Tnnl

以内であった．

【結果】4例中の1例では骨移植を予定して骨折部

を展開したところ，骨折線は認めるが，骨折部に

gapや不安定性は認めなかった．そのためAcutrak
MiniScrewによる内固定のみを行った．術後2カ

月間の装具療法を併用し5ヵ月で骨癒合した．他

の3例では骨折部を展開せずに内固定のみ施行し

骨癒合した．

【考察】舟状骨骨折でX線上は嚢胞状の偽関節に見

えても，実際に骨折部を展開してみると軟骨表面

は癒合していたという報告は散見される．1996年

から2002年まで嚢胞状遷延治癒骨折に骨移植を

併用した手術は13例あり，全例で問題なく骨癒合

している．しかし，我々が提示した症例からも，放

置された舟状骨の襄胞状骨折で転位の無いものに

対しては骨移植を併用しなくても，強固な内固定

を行うことで治癒しうるのではないかと考え症例

を積んでいくつもりである．
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2-II-24

血管柄付き第2中手骨基部骨移植術を用い

た難治性舟状骨偽関節の治療

一手術手技と有用性について－

TTeatmentofRe廿actoryNonunionoftheScaphoidUsing
VascularizedBoneGraftfromtheBaseoftheSecond

Metacarpal-OperativeProcedureandEfficasy-

日本医科大学整形外科

○南部昭彦，澤泉卓哉，南野光彦，

齊藤 善 ， 伊 藤 博元

2-II-25

舟状骨偽関節に対する血管柄付き骨移植術

と非血管柄付き骨移植術の比較

VascularizedBoneGraftversusNon-vascularized

BoneGraftfOrtheScaphoidNonunion

聖隷浜松病院手の外科・マイクロサージャリーセ

ンター

○大井宏之，斎藤英彦，高橋勇二，

森谷浩治，神田俊浩

【目的】近年，難治性の舟状骨偽関節に対する手

術法としてZaidemberg法の報告が多いが，この

方法は血管柄の同定の困難なことに遭遇すること

もある．我々は本偽関節に対してより太くて十分

な長さの血管柄を有する血管柄付き第2中手骨基

部骨移植術をおこなってきたので，今回，本法の

手術手技と有用性についてビデオで紹介する．

【手術手技】anatomicalsnuffboxから第2中手骨

基部まで，手背側の弓状皮切で侵入する．骨膜上

でradialarteryから分岐するdorsalintercarpal

arch,seconddorsalmetacarpalartexyを確認し，

分岐血管を結紮しながら第2中手手根関節まで剥

離した後，第2中手骨基部で骨膜，骨皮質，海綿骨

を一塊として挙上する.DISIのない例に対して

は，同じ皮切内の舟状骨背側で偽関節部を展開し，

採型した移植骨を挿入する.DISIを伴った例に対

しては，掌側で舟状骨上に約3cmの弓状皮切を追

加し，中村法に従ってopenwedgeとして転位の矯
正をした後，移植骨と血管柄を掌側に展開してあ

る偽関節部に皮下で誘導し，挿入する．最後に

HerbertscrewかK-wireを用いて固定する．

【結果】18例に本法を施行し，平均12週で全例骨

癒合した．4例は初期治療の見逃し例，7例は長期

のギプス固定に関わらず骨癒合が得られなかった

例，7例は初回手術の失敗例であった.DISI変形

を有し，掌側進入をおこなった10例のradio-lu-

nateangleは術前平均-17.1.から術後平均-3.1.

へと改善した．

【考察･結論】手根部背側は多くの血管芽がネット

ワークを形成しているため，第2背側中手動脈を

挙上に失敗しても，隣の第3背側中手動脈の挙上

に切り換えることも可能であった．手技が容易で

確実な本法は舟状骨偽関節の初回手術時において

も考慮してよい方法であると考える．

【目的】舟状骨偽関節に対する血管柄付き骨移植

術(VBG)の有用性を非血管柄付き腸骨移植術

(NVBG)と比較検討した．

【対象・方法】対象:VBGの対象は幅10mm以上

の骨移植が必要な例，骨壊死例，長期放置例の11

例で,NVBGはVBG対象外の28例である．手術

法:NVBGはDISIを矯正し欠損部に腸骨移植後

スクリュー固定した.VBGの舟状骨矯正と欠損充

填は，榛骨遠位端からは十分な大きさと強度の骨

移植が困難なためNVBGと同様の腸骨移植を行

なった後に，骨癒合が遷延化すると考えられる部

分に1-21CSRAを血管茎とする僥骨遠位背側から

のVBGを補助的に用いた．骨欠損を伴うwaist部

偽関節は，掌側展開で症例の多くは近位骨片一腸

骨-遠位骨片にかけ溝を作りここに移植した．骨欠

損が少ない近位部偽関節はVBGを単独で背側か

ら移植しスクリュー固定した．

【結果】年齢:VBG:29.4歳(22-37)とNVBG:23.4

歳(15-58)，有意差あり(p=0.004)．偽関節分類：

VBG:D2･11例（近位部5例）とNVBG:D1．24

例,D2．4例（近位部1例).骨壊死・血行不良：

VBG:9例とNVBG:0例．骨折から手術までの期間

VBG:70.5か月(3-180)とNVBG:16.0か月(3-

120)，有意差あり(p=0.0006).外固定期間：

VBG:5.9週(5-6)とNVBG:5.8週(4-8),有意差

なし(p=0.533).移植骨の大きさ:VBG:4.7mm

(3-10）とNVBG:4.8mm(3-8),有意差なし

(p=0.852)．骨癒合期間:VBG:10.1週(7-12)と

NVBG:10.9週(8-18),有意差なし(p=0.778).

癒合率:VBG:90.9%(1例骨癒合せず）

骨
一
と

NVBG:92.9%(2例骨癒合せず).

【結語】VBGはNVBGより難治例が手術対象であ

るにもかかわらずNVBGと同様の骨癒合期間・癒

合率であったことから，舟状骨偽関節に対しVBG

が有用であったと考える．
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ﾌ-SE5-1

舟状骨近位部骨折偽関節の治療

ThFeatmentofProximalThirdPseudoarthrosisofthe

Scaphoid

兵庫医科大学整形外科

○田中寿一，戸祭正喜，大迎知宏，

常深健二郎

【目的】舟状骨骨折治療の各種Screwによる内固定

は，融合率と患者のQOLの向上に役立っている．

しかし，内固定を用いても骨折型により総ての例

で癒合するとは限らない．特に中枢型偽関節は，癒

合率が低い．今回3種の骨移植と逆行性Screw固

定法の有用性を報告する．

【対象/方法】1986年以来，観血的治療した本骨折／

偽関節は420例で，偽関節は195例（46.4％）で

あった．その内中枢型偽関節の24例(偽関節例の

12.4％）を対照とした．内5例は,salvage例であ

る．経過観察期間は8ケ月より7年1ケ月平均2年

3ヶ月である．方法は手関節僥背側皮切にて入り，

直視下に偽関節部を掻爬し，腸骨より海綿骨を移

植，さらに皮質海綿骨をen-blocに形成し，両骨片

間に移植，そして中枢極より2本のK戸wireを軸方

向に刺入，この穴を使って皮質骨骨釘（直径

2.5mm,長さ20mm)をstrutbonegraftとして

移植，さらに平行にmini-HSにて固定，やや中枢

骨片の大きなものでは,DTJscrewにて固定した．

【結果/考察】癒合率は87.5％(21/24)，であった．

癒合の得られなかった1例は，中枢骨片が手術時

既に壊死を起こしていた．他の2例は，骨癒合が

得られてないが，中枢骨片は吸収されることなく

形態を保っている．中枢型は元来の血行不良に加

え，一般的な手技である掌側進入では中枢骨片が

直視しずらく偽関節部の掻爬が十分でず，また中

枢の小骨片にthreadが掛りにくく固定性が得に

くいため癒合率が低かった．我々の方法により，僥

背側進入で，偽関節部を直視下に十分に掻爬し，こ

の欠損部に3種類の移植を行い，さらに平行に

Screwを逆行刺入する方法で強固な固定性をえる

ことができ癒合率の向上がえられた．

【結語】中枢型偽関節に対するScrewと3種の骨移

植を併用する術式は，難治性偽関節治療に高い確

率で癒合が期待できる方法である．

2-SE5-2

舟状骨近位部骨折偽関節に対する腸骨移植

による骨接合術の成績

ProximalScaphoidNonunions:Treatmentwithlliac

BoneGraft

'北海道大学医学部整形外科，2信州大学医学部整

形外科

○石川淳--1,三浪明男l,岩崎倫政1,

加藤博之2，中村順之2

【目的】舟状骨近位部骨折偽関節では近位骨片が

壊死に陥っている可能性が高く，骨癒合を得るこ

とが困難であると言われている．当科ではこれま

で変形性関節症を認めない近位部偽関節に対して

通常の腸骨移植を用いた骨接合術を第一選択とし

てきた．今回その成績を検討したので報告する．

【方法】当科において月状骨周囲脱臼に合併しな

い近位部偽関節に対して手術的治療を行った症例

は25例であり，そのうち骨接合術を選択した18手

関節を対象とした．全例男性であり，手術時年齢

は12-34歳，平均22歳であった．受傷から手術ま

での期間は6-48カ月，平均17カ月であった．手術

方法は掌側から侵入しHerbertscrewによる内固

定を行ったものが4関節，掌側侵入で鋼線固定が

3関節，背側侵入でHerbertscrewを用いたものが

6関節，背側侵入で鋼線固定が4関節，掌側侵入で

骨釘による固定を行ったものが1関節であった．

全例偽関節部および近位骨片内を充分に掻爬し，

腸骨より骨移植を行った．術後経過観察期間は6‐

27カ月，平均16カ月であった．これらの症例に対

し，骨癒合の有無と骨癒合までの期間，関節症変

化の有無modifiedMayowristscoreを検討し

た．

【結果】骨癒合は18例中17例で得られていた．骨

癒合が得られなかった例は背側侵入で鋼線固定が

1本でしかできなかった例であった．この例の

wristscoreは35点であり，成績はpoorであった．

17例の骨癒合までの期間は3-8カ月，平均5カ月で

あった．2例で軽度の関節症変化の出現を認めた．

また1例で近位から挿入したHerbertscrewの逸

脱を認め，抜去を要した．骨癒合を得た17例の

Modifedwristscoreは術後70-100点，平均85点

であった．

【結論】近位部偽関節に対しても充分な偽関節部

の掻爬と腸骨移植により骨癒合を得ることが可能

であると考えられた．
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2-SE5-3

舟状骨近位部骨折偽関節に対する血管柄付

き第2中手骨移植術

VascularizedSecondMetacarpalBoneGraftfOrthe

ProximalScaphoidNon-union

'済生会新潟病院整形外科，2新潟手の外科研究所

○牧野正晴1,吉津孝衛2,牧裕2,

坪川直人2

【はじめに】舟状骨近位部骨折後の偽関節は近位

骨片が小さく，骨内血行に乏しいため手術後に再

度偽関節に陥る症例も見受けられる．我々は確実

に骨癒合を得るために，血管柄付き第2中手骨移

植術を行ってきた．今回その有効性を検討した．

【症例および方法】手術方法：本法は第2背側中手

動脈付き骨片を第2中手骨基部背側から挙上し，

舟状骨背側，あるいは掌側に移植する操作自由度

の大きい骨移植術である．症例：1997年に本法を

開発してから施術した舟状骨偽関節症例は8例8

関節であり，偽関節初回手術例(A群）は4例4関

節，再発偽関節手術例(B群）も4例4関節であっ

た．この中で近位3分の1骨折例はA群1例,B群

2例，計3例であった．一方,B群の他の1例は骨

折部位がwasteであったが，偽関節に対する初回

手術後に残った近位骨片が舟状骨の近位3分の1

の大きさに縮小されていたので，今回の検討症例

に加え,A群1例,B群3例の合計4例を対象とし

た．術前に変形性関節症をきたしていた例はな

かった．し線所見での偽関節癒合，臨床成績を検

討した．

【結果】手術から4か月前後で全例癒合が完成し，

近位骨片の硬化像も修復されてきた．重労働後の

軽度の手関節痛を訴えた症例があったが，骨折前

の職業，退職者は活動性，にもどることができ，手

術結果に満足していた．

【考察】本疾患が難治性である原因は近位骨片の

乏血状態および骨片が小さいことが挙げられる．

術前に，近位骨片の硬化像が認められる状態では

その骨内血行が不良と判断できるため，遊離骨移

植術に変えて，有血行骨移植が選択されるべきで

ある．我々の方法は十分大きな骨移植を舟状骨の

背側のみならず掌側にも移植できる極めて実際的

な方法である．

2-SE5-4

榛骨遠位端からの血管柄付き骨移植術

Useofthel-21ntercompartmentalSupraretinacular

ArteryasaVascularizedPedicleBoneGraftfor

DifficultScaphoidNonunionandScaphoidNecrosis.

奈良県立医科大学整形外科

○矢島弘嗣

【目的】舟状骨難治性偽関節ならびに壊死に対す

る1-2intercompartmentalsupraretinacular

artery(1-21CSRと略す）を血管柄とした榛骨遠

位端からの有茎血管柄付き骨移植術について，そ

の手術方法を紹介し，術後の成績を報告する．

【手術方法】手関節背側に僥骨茎状突起を頂点と

したL状切開を加えると第1，2区画間の伸筋支帯

上に1-21CSRが確認できる．両伸筋区画をあけ，

この血管を中心にノミで採骨し，血管柄を注意深

く剥離する．原則的には手関節掌側に別の切開を

加え，掌側から舟状骨の偽関節部を掻爬する．そ

して，背側から掌側へ移植骨を移行し，掌側から

骨移植を行って，スクリューあるいは鋼線で偽関

節部を固定する．なお，近位部の偽関節例では，背

側から骨移植を行う方がスクリューによる固定が

容易である．術後は1－2ヶ月のギプス固定を行な

い，リハビリを開始する．

【症例および結果】術後1年以上経過観察し得た

症例は14例（男性12例，女性2例）で，年齢は

19歳から29歳，平均23歳であった．舟状骨偽関

節が12例，特発性壊死が2例で，後者を含め10例

がMRIで壊死が疑われた．偽関節部は7例が近位，

5例が中央部であった．骨移植のルートは8例が掌

側より，4例が背側より行った．用いた内固定材料

は，スクリユーが7例，鋼線が2例で，4例におい

ては何も使用しなかった．骨癒合は12例で得られ

たが(2-6ケ月，平均4.1ケ月)，残りの2例は得ら

れず偽関節となった．1例は偽関節のまま経過観

察しており，1例は手関節痛が持続したために4‐

cornerarthrodesisを行った．

【結論】舟状骨の形態的な変形が少ない特発性壊死

例に対しては，血管柄付き骨移植術は非常によい

適応であった．偽関節例に対しては，最初の手術

が失敗した症例やMRIで近位骨片の壊死が疑わ

れる症例に対しても本法は有用であった．
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2-SE5-5

SLACwnstに進行した舟状骨偽関節に対す

る部分手関節固定術

LimitedWristArthrodesisforSLACWristafter

ScaphoidNonunion

大阪市立大学大学院医学研究科整形外科学

○香月憲一，恵木丈，岡田充弘，

金城養典，高岡邦夫

【目的】舟状骨偽関節後に変形性手関節症(SLAC

wrist)に進行した症例に対する救済手術である部

分手関節固定術の臨床成績について報告する．

【対象・方法】STACwristに陥り骨接合術が適応

とならない舟状骨偽関節(Filan&Herbert分類

D3,D4)に対して部分手関節固定術で治療した7

例，男性5例，女性2例を調査した．手術時平均年

齢45歳（21～74歳)，罹病期間は平均7年（1～

22年)であった．手術はWatsonの方法に準じ，舟

状骨を摘出し，有頭骨，有鉤骨，月状骨，三角骨

の4つの手根骨を骨移植を併用してKirschner鋼

線にて固定した．術後7-8週で鋼線を抜去して可動

域訓練を開始した．術後経過観察期間Iま平均2年

4ケ月（8ケ月～5年8ケ月）である．

【結果】全例骨癒合し，感染等の合併症はなかった．

手関節をよく使用した後にだるさを訴える症例が

1例あったが瘤痛は全例で消失した．手関節可動

域は掌背屈が健側比平均53％，榛尺屈が71％，握

力は健側比平均81％，全例元の職場に復帰し,X

線所見で二次的な関節症変化は認めなかった．月

状骨が背屈位で固定されている症例では術後の背

屈制限が強かった．

【考察】舟状骨偽関節後のSLACwristに対する部

分手関節固定術の意義は長期にわたる除痛と安定

した手関節の再建にあり，今回の調査時点ではこ

れらの目的は達成されていた．手技的には手根中

央関節固定時の月状骨の掌背屈角度に注意が必要

である．近位手根列切除術との比較ではどちらも

長所，短所を持ち合わせ，いずれが優れていると

は一概に言えないが，有頭骨関節面に関節症変化

が生じている症例には近位手根列切除の適応はな

い．

【結論】部分手関節固定術は変形性手関節症に陥っ

た舟状骨骨折に対する有力な救済手術である．
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2-III-1

腕神経叢損傷に対するマルチスライスCT

による3次元構成画像を利用したミエログ

ラフィ－後CTの所見

FindingsofBracmalPlexusLesionswith3DRecon-

stmctionofPostMyelographyCTUsingMulti-slice
CT

'せんぽ東京高輪病院整形外科，2中央大学

○中川種史1,高橋雅足2

【はじめに】マルチスライスCTは短時間に詳細な

データを収集でき，さらに画像解析装置を使用す

ることによって3次元的な情報，さらに任意の曲

面での情報が得られる．今回マルチスライスCTを

利用した腕神経叢損傷に対するミエログラフイー

(以下ミエロ）後のCTの所見を述べる．

【症例】外傷性腕神経叢損傷5例，全例男性で24か

ら47歳．臨床所見は全型4例，上位型1例であっ

た．

【方法および使用装置】装置は東芝製16列マルチ

スライ．スCT,Aquillionl6で，造影剤オムニパー

ク300を10mlを使用したミエロ後30分程度で検

査を行った．撮影条件は電圧120KV,電流200m

V,1回転1秒，撮影幅2mm,移動量8mmとし

た．撮影後画像解析装置Zio(Ziosoa社）を使用

して多平面再建画像(MPR)という3次元画像を

作成した．

【結果】5例中1例は単純ミエロが造影剤の拡散で

造影不良であったが，本法による脊髄前部に沿っ

た曲面の断面で各根の所見がミエロ同様観察可能

であった．他の4例では長野の分類でM,D,A3で

あった神経根は，この観察法で診断可能であった．

特に術前診断で問題となるN,A1およびA2の観察

はさらに椎間孔を通る断面を追加して観察した．

装置を操作して断面を移動させることにより1根

ずつ観察可能であった．しかし連続性が見られた

4根中1根は画像所見に反して術中所見で神経根

引抜き損傷であった．

【結論】マルチスライスCTを利用したミエロ後CT

の3次元再建画像では，単純ミエロと同様に，神

経根の高位（どの髄節のものか）が確認しやすく，

さらに検査後に選択した任意の断面での検討が可

能であった．今後MRIで同等以上の所見が得られ

る可能性は高いが，現在のところ本法は有用な補

助診断法と考える．

2-III-2

腕神経叢上位型麻揮に対する副神経一肩甲

上神経交叉縫合術の治療成績

TheResultofSpinalAccesoryNerveTransferto

SuprascaplarNerveAgainstBrachialPlexusllliury

小郡第一総合病院整形外科

○鈴木康一，土井一輝，服部泰典，

池田慶裕，ホセミゲル・パグサリガン

【はじめに】腕神経叢上位型麻揮の肩機能再建の

方法として神経修復術と筋腱移行術がある．今回

は前者の一つである副神経一肩甲上交差縫合術の

治療成績について特に麻輝型，損傷レベル別に検

討したので報告する．

【対象と方法】平成元年から平成15年の間に当院

で行われた腕神経叢上位型麻痒手術例135例のう

ち副神経･肩甲上神経交差縫合術を行った12例を

対象とした．手術時の年齢は16～53歳で平均28.1

歳であった．内訳は男性11例，女性1例で，手術

までの期間は平均3.6ヶ月であった．損傷型はC5

－6型損傷が4例,C5-7型損傷が5例,C5-8

型損傷が3例であった．併施手術として肘屈曲再

建目的にOberlin法を3例，肋間神経移行術を7例，

遊離筋肉移植を1例に行った．

【結果】全ての症例において筋電図上の神経支配を

認め，再支配までの期間は鰊上筋で平均4.3ケ月，

疎下筋で平均5.6ケ月であった．経過観察期間は14

－49ケ月（平均28.5ケ月）であった．最終肩関節

可動域は前鋸筋麻揮群は屈曲が平均50.7.,外転が

平均59.3.であったのに対し前鋸筋の麻痒が無い

群はそれぞれ平均98.0.,102.であり，前者に比し

て後者の方が屈曲，外転可動域が有意に大きい結

果となった(p=0.009,0.009).

【考察】副神経・肩甲上神経交差縫合術はC5根節

前損傷例に適応となる．肩甲上神経の修復により，

肩外転機能(鰊上筋）は100％に，肩外旋機能(鰊

下筋）は外旋10以上は33.3％に認められ，副神

経一肩甲上神経交差縫合術は信頼性の高い再建術

である．但し，肩関節可動域改善のためには前鋸

筋の関与が大きく特にC5-7型,C5-8型のZonel

損傷においては長胸神経の修復も考慮する必要が

ある．
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2-III-3

外傷性腕神経叢損傷に対する肩機能再建術

一関節固定術，多数筋移行術，複数神経移

行術の比較一

SurgicalReconstractionoftheParalyticShoulder

afterBrachialPlexuslnjury

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】外傷性腕神経叢損傷後の肩機能再建には

肩関節固定術，僧帽筋または多数筋移行術，神経

移行術が行われる．今回，我々の方法におけるこ

れら3術式の治療成績を比較検討したので報告す

る．

【方法】対象は53例（平均年齢24歳）で，手術の

内訳は肩関節固定術(AD群)23例，筋移行術(MT

群）23例，神経移行術(NT群)7例である．AD

群の20例は全型損傷であり，肩の安定性を目的と

し,Mr群の21例は上位型損傷であり，僧帽筋，広

背筋，大円筋を用いて肩の挙上を目的とした.NT

群は上位型6例，全型1例であり，副神経一肩甲上

神経，肋間神経一腋窩神経移行を行い，うち4例

に肋間神経一筋皮神経移行による肘屈曲再建を同

時に行った．これら3群の可動域，筋力を調査し，

アンケートによるADLや満足度などを比較した．

【結果】AD群は全例骨癒合し，自動外転は平均

35.であった．癒合後の合併症として転倒後の上

腕骨骨折が4例あった．腋窩で物を挟む動作を

行っているのは61％，歩行時の肩の安定性が得ら

れたのは85％であった．MT群の外転は平均69｡,

外旋15.で，肩の安定性は59％に得られた.NT群

の外転は平均101.,外旋39.であり，全例で肩の

安定性が得られた．10点満点による満足度では，7

点以上は,AD群36%,MT群55%,NT群86%,

4点以下であったものは各々36％,9％,0％であっ

た．

【考察】肩固定術は全型損傷例の肩の安定性に有

効であったが，骨折の合併症が高く，他動可動域

が狭いため満足度は高くなかった．多数筋移行術

は肩挙上度，満足度は概ね良好であったが，安定

性にやや難があった．複数神経移行術は挙上，安

定性，満足度とも良好であり，肘屈曲再建術と同

時に行える利点があり，全ての麻揮型に対して第

1選択になりうると考えられた．

2-1II-4

尺骨神経部分交叉縫合術による上位型腕神

経叢損傷の肘屈曲機能再建について

RestorationofElbowFlexionbyTifansferofaPart

oftheUInarNervefOrUpperTypeBrachialPlexus

Injury

l北海道大学整形外科，2信州大学整形外科，3福井

大学整形外科

○犬飼智雄'，岩崎倫政19三浪明男1,

加藤博之2，馬場久敏3

【目的】当科において2001年6月より上位型腕神

経叢損傷に対する肘屈曲再建に尺骨神経部分交叉

縫合術を施行しており，今回経過観察できた6例

に関してその術後成績を報告する．

【対象症例】男性5例，女性1例．年齢は22歳から

52歳（平均33歳)．損傷高位はC5,6型5例.(そ

のうちC7,C7,8不全麻痒をそれぞれ1例含む)C5,

6,7型1例であった．受傷から手術までの期間は

5例において3から6ケ月（平均4.2ケ月）であっ

た．1例のみ陳旧例で2年8ヶ月であった．

【結果】BicepsMMT3以上となった症例は6例中
4例であった.MMT3までに要した期間は3から

12ケ月（平均5.2ケ月）であった．経過観察期間は

4ヶ月から2年11ヶ月（平均1年7ケ月）であった．

最終BicepsMMTは4+,1例,4-,2例,3,1例，
2が2例であった．術後尺骨神経切離による小指知

覚障害を2例に認めたがいずれもSubclinicalなレ

ベルであった．

【考察】これまで，肘屈曲機能再建術に肋間神経

交差縫合術がもっともよく用いられてきた．しか

し，術後二頭筋の収縮に長期を要し，手術手技の

煩雑さ，文献上のBicepsでのMMT3獲得率の不

確実性などが問題点として挙げられる．これに対

し今回行った尺骨神経部分交叉縫合術は比較的手

技が容易であり，神経縫合部がmotorpointに近

く，早期に極めて良好な神経再支配が生じ，術後

約3ケ月で上腕二頭筋が収縮する．文献上Biceps

でのMMT3獲得率は90%と報告されている．自験

例の術前期間を検討すると受傷後6ヶ月以内の手

術症例では成績が良好であった．損傷高位では完

全な上位型でない症例については回復が遅い傾向

にあった．
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2-III-5

腕神経叢損傷における肘屈曲機能再建術の

検討

FlexorPlastiesoftheElbowafterBrachialPlexus

Iniury

'高知大学医学部整形外科，2フレッククリニック

○野口政隆'，松崎浩'，谷脇祥通1，

貞広哲郎2，坪屋英志2

【目的】我々が1983年以降，腕神経叢損傷に対し

て行った肘屈曲機能再建術の成績について検討し

報告する．

【対象・方法】対象は男性20例，女性1例で，受

傷時年令は16-42（平均22）歳であった．麻揮型

は全型11例，上位型10例であった．再建方法は

肋間神経移行術が12例,Steindler法が3例，

Oberlin法が2例,Clark法が1例，広背筋を用い

て肘・指屈曲機能の同時再建を行ったのが1例で

あり，93年以降は，全型節前損傷新鮮例や，肋間

神経移行や筋移行の成績不良例に対して，薄筋を

用いての遊離筋肉移植術を採用した．筋肉移植に

より，肘屈曲機能のみの再建を2例に，肘屈曲･手

関節伸展機能の同時再建を4例に行った．受傷か

ら手術までの期間は，肋間神経移行術では1.5-5

(平均3.3)力月,Steindler法では10-22(平均16)力

月,Oberlin法では2カ月,Clark法では20カ月，

広背筋移行術では23カ月，筋肉移植術では2－76

(平均33）力月であった．

【結果】肋間神経移行術では術後12－132（平均

43）力月の時点で，肘屈曲力はMMT4が2例,3

が3例，2が6例，1が1例であった.Steindler法

では術後8-85（平均36）力月の時点でMMTはい

ずれも3であった.Oberlin法では術後7,24カ月

の時点でMMTは3と4であった.Clark法では術

後10カ月の時点でMMT1であり，広背筋移行術で

は術後94カ月の時点でMMT5であった．筋肉移植

術では術後24-105（平均47）力月の時点で，土井

の評価によるM5が3例,M4が3例であった．

【結論】我々の肋間神経移行術の成績は不安定で

あった．筋肉移植術の成績は安定して良好であり，

手指機能の再建も考えた場合，全型節前損傷新鮮

例では第一選択になり得る．また筋肉移植術は肘

屈曲機能再建のsalvage手術としても信頼できる．

Oberlin法は簡便で良好な成績が期待でき，上位

型麻痒に対して第一選択に考えられる．

2-111-6

全型腕神経叢損傷に対するDoubleMuscle

Transfer法における把持機能の選択

SelectionofGripFunctioninDoubleFreeGracilis

MuscleTiansferAfterTbtalParalysisoftheBrachial

Plexus

小郡第一総合病院整形外科

○ホセミゲル・パグサリガン，土井一輝，

服部泰典，池田慶裕，鈴木康一

Brachialplexusiniuryisadebilitatingdisease.

Advancesinmicrosurgeryhavebeendevotedin

improvingthefunctionaloutcomeoftherecon-

structedlimb.Betweenl990and2000,weretrospec-

tivelystudied30patientswithtotalparalysisofthe

brachialplexuswhounderwentdoublefreegracilis

muscletransfer(Doi'stechnique).Functional

outcomewasevaluatedbypowergrip;hookgrip,

pinchfilnctionandtotalactivemotionofthefingers.

36%couldperfOrmpowergripand83%hadhook

grip.Themeancanyingpowerusinghookgripisl.3

kg.ThemeanTAMwas43degrees.Elevenpatients

(36percent)hadverylightpulp-to-pulppinch.53%

hadsatisfactoryprehensilefimctionandhookgripis

themostusefillandpreferredfUnction.Finemove-

mentlikepinchrequiresawell-developedexquisite

controlofmovementandpatientsperfonnthesetasks

usingthecontralateralhand.
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2-III-7

腕神経叢損傷患者における肋間神経支配広

背筋によるhookhandとしての手指屈筋再

建術

ReconstructionofHookHandFunctionwithlnter-

costal-nerve-innervatedLattismusDorsiTransferin

PatientswithBrachialPlexusInjury

筑波大学大学院人間総合科学研究科臨床医学系整

形外科

○西浦康正，吉井雄一，岩指仁，

市村晴充，落合直之

【目的】腕神経叢損傷患者において，手指屈曲力

再建は大きな課題である．われわれは，麻源した

広背筋を移行し肋間神経移行によって手指屈筋と

して作動させ,hookhandとして手指屈曲力を再

建する方法を試みてきたので報告する．

【対象と方法】対象は，1999年12月から2003年

2月までに本法を行った腕神経叢損傷患者5例で

ある．症例は全例男性で，手術時年齢は，20～29

歳(平均24.6歳）であった．麻痒型は，全型4例，

C8-T1型1例で，受傷から手術までの期間は,63

～130日（平均98.6日）であった．術後経過観察

期間は，1年8カ月～4年6カ月（平均3年）であ

る．同時あるいは追加手術として，全型例におい

て,C5根から肩甲上神経への神経移植術1例,C5

根から腋窩・肩甲上神経への神経移植術1例，肩

関節固定術2例，筋皮神経への肋間神経移行術4

例，手関節固定術1例を行った．［手術法]背部に

おいて広背筋を神経血管束付きで遊離化させ，二

つ折りにし，腋窩を通して前方に移動させる．中

枢側は大胸筋の下を通して，烏口突起に縫着する．

末梢側は上腕後方から肘外側前方に向かう皮下ト

ンネルを通して肘前方へ移動させ，前腕部を展開

した後，前腕遠位1/3で深指屈筋腱部に縫合する．

Donornerveとしては2本の肋間神経を用い，胸

背神経に移行した．術後6週間のギプスシーネ固

定を行った．後療法には,biofbedback装置やdy-

namicsplintを用いた．

【結果】全例で手指の自動屈曲力が得られた．筋

力は，全型ではM[3],C8-T1型の1例ではM[41

であったが,ADL上，患側手指に1kg前後の重量

物を引っ掛けて持つことや両手でダンボール箱を

持つなど使用することが可能となっていた．

【結論】肋間神経支配広背筋による手指屈筋再建

術によって,hookhandとしての機能が得られる．

2-III-8

副神経損傷に対して神経縫合あるいは神経

移植術を行った症例の手術成績

SurgicalTreatmentforSpinalAccessoryNerve

Injury

'京都府心身障害者付属リハビリテーション病院

2松下記念病院，3京都府立医大大学院運動器機能

再生外科学（整形外科）

○岡島誠一郎1，玉井和夫2，藤原浩芳3，

小橋裕明3，久保俊一3

【目的】副神経損傷の多くは医原性であり，社会

的な対応も含め治療に苦慮することも多い．今回，

われわれは副神経損傷に対して手術療法を行った

10例の術後成績を検討した．

【方法】症例は1991年から2003年までに手術を

行った10例（男性1例，女性9例，右側6例，左

側4例)，手術時平均年齢は39．2歳（20～57歳）

であった．副神経麻溥は7例が頚部リンパ節生検

後，また3例が頚部軟部腫瘍切除後に生じていた．

全例，他院からの紹介患者であり損傷から手術ま

での期間は平均7カ月（4～12カ月）であった．神

経端々縫合を7例に神経移植を3例に行った．移植

神経の長さは6cm,8cmおよび4cmであった．神

経移植は全例腓腹神経から採取した．術後の平均

経過観察期間は18.4カ月（8～36カ月）であった．

【成績】術前，全症例において僧帽筋の萎縮，瘻

痛および翼状肩甲を認めた．また針筋電図におい

ても脱神経所見を認めた．平均肩関節外転角度は

79.5度（60～100度）であった．術後，全症例に

おいて僧帽筋の萎縮および翼状肩甲の改善が見ら

れた．最終経過観察時の平均肩関節外転角度は

171度（140～180度）であった．徒手筋力検査は

9例で4以上であった．

【結論】副神経は頚部皮下の比較的浅い層に存在

するために，頚部リンパ節生検などの局所麻酔下

での手術操作によっても損傷される可能性があ

る．神経剥離術の術後成績は比較的良好であるが，

神経縫合あるいは神経移植術の手術成績に関して

は異論がある．今回の検討ではいずれの術式にお

いても良好な術後成績が得られており，保存療法

で症状の改善が見られない症例では積極的な手術

療法の適応があると考えられた．
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2-III-9

分娩麻痒における知覚機能評価結果報告

(Semmes-WeinsteinMonofilamentsTest,

two-pointdiscriminationTestを用いて）

StudyofSensoryFunctionofBirthPalsyUsing

Semmes-WeinsteinMonofilamentsTbstandTwo-

pointDiscriminationT℃st

大阪府立母子保健総合医療センター整形外科

○和田麻由子，川端秀彦，北野元裕，

名倉温雄

本疾患は分娩時発症であることから，運動，特に

知覚において早期の客観的評価は困難である．当

科では分娩麻痒の長期経過観察における知覚，運

動の回復評価を行ううえで，知覚検査法として，

Semmes-WeinsteinMonofilamentsTest(以下S-

Wtest)と静的2点識別(two-pointdiscrimina-

tion以下2PD)を試行している．施行時期は就学

前後から患児の理解度にあわせ検査を順次行って

いる．

【症例】現在までに5歳から24歳（検査時平均年

齢10.47歳）の60症例65肢（男児37例，女児23

例）に対し，検査を行った．片側例55肢（右35

肢，左20肢)，両側例5例（10肢)，分類では上

位型33例，全型27例であった．神経移行，移植

等の神経修復術を行った症例は40肢であった．

【方法】S-Wtest簡易型検査器と2PDを使用．検

査範囲は5手指及び上腕第5頚髄神経(以下C5)支

配領域，第1胸髄神経(以下Thl)支配領域の7箇

所とした．評価法として5段階に分類．

【結果】全項目ともGreen(1.65～2.83normal)

であった症例は上位型で11肢,全型で8肢,2PD

が6mm以下の症例は上位型30肢，全型11肢．い

ずれかがBlue(3.22～3.61diminishedlight

touch)以上であった症例は上位型10肢，全型10

肢，いずれかがPurple(3.84～4．31diminished

protectivesensation)以上であった症例は上位型

5肢，全型6肢，いずれかがRed(4.56以上loss

ofprotectivesensation)であった症例は上位型2

肢，全型6肢であった.2PDにおいてはいずれか

が6～10mmは上位型2肢，全型7肢，いずれか

が11～15mmは上位型0肢，全型11肢であった．

【考察】運動麻揮に比べ知覚低下は比較的回復す

ると考えられているが，上位型であっても完全に

回復しているわけではなく神経根の損傷状態に左

右されて改善しない例も認められた．

2-III-10

頚肋による絞拒性神経障害に対する手術治

療

SurgicalTreatmentforEntrapmentNeuropathy

CausedbyaCervicalRib

'慶應義塾大学整形外科，2川崎市立川崎病院整形

外科，3けいゆう整形外科

○小原由紀彦1,仲尾保志1,川北敦夫1,

飯島英二3，堀内行雄2

【はじめに】頚肋が原因で発症する絞拒性神経障

害は稀であり，上肢に多彩な症状を呈することか

ら，正確な診断がなされず治療が遅れることも少

なくない．今回われわれは，手術治療を行った症

例の臨床像と術後経過を検討したので報告する．

【対象】1986年～2004年に当院で治療した症例は

6例6肢であり，内訳は，男1例，女5例(右5，左

1例）であり，手術時年齢は13～39（平均24.8）

歳であった．主訴は，手部の筋萎縮と指の運動障

害が5例と多く，4例で上肢のシビレ感や脱力感，

手部の軽度の知覚障害を伴っていた．Tmel様サイ

ンは，頚肋部に全例で強く認め，2例で肘部管部に

軽度に認めた．また筋電図を施行した4例では，3

例でC8の脱神経電位を認めた．発症から手術まで

の期間は8.5カ月～7年（平均23カ月）で，鎖骨上

窩の横皮切により頚肋切除と神経剥離術を施行し

た．

【結果】術後の経過観察期間は2カ月～3年（平均

18カ月）であるが，全例で運動障害が改善し，知

覚障害は消失した．また手術嬢痕は目立たず，整

容的にも患者の満足度は高かった．4例では手部

の筋萎縮の残存を認めるが，術後経過の短い1例

を除くとADL上不自由なく手を使用できており，

Sandersの評価基準では，優が4例，良が2例で

あった．

【考察】今回の調査した症例の多くは，運動神経

麻痒が知覚神経麻揮より前面に出た多彩な上肢の

神経症状を呈していたが，鎖骨上窩にTmel様サイ

ンを認める場合は，頚肋の有無をレントゲンで確

認し，筋電図で精査を行うべきである．頚肋によ

る絞拒性神経障害は，外因性の障害であり，若年

者であっても保存療法では改善が見られなかった

ことから，早期に診断を確定し手術的に頚肋を切

除することが重要と思われた．
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2-III-11

上腕骨への血管柄付き骨移植術

VascularizedBoneGraftstotheHumeri

奈良県立医科大学整形外科

○吉田淳，矢島弘嗣，小畠康宣，

重松浩司，河村健二

【目的】血管柄付き骨移植術は長管骨の外傷性骨

欠損や難治性偽関節，腫瘍切除後の機能再建など

に対して応用され，優れた成績が報告されている．

今回，上腕骨に対して各種の血管柄付き骨移植術

を施行した症例の成績を報告し，その問題点およ

び適応について検討した．

【対象】1984年から2004年までに上腕骨に対して

血管柄付き骨移植術を施行した13例を対象とし

た．男性は7例，女性は6例であり，手術時年齢は

24～77歳（平均49歳）であった．症例の内訳は

外傷後偽関節8例，骨髄炎2例，腫瘍切除後骨欠損

1例，骨頭壊死が2例であった．ドナーとして腓骨

を用いたものは4例，大腿骨内上穎が5例，肩甲骨

が4例で，前2者は遊離移植，肩甲骨は有茎移植を

行った．術後経過観察期間は5～94カ月(平均38カ

月）であった．

【結果】骨癒合は2.5～8カ月（平均4.0カ月）で得

られた．腓骨例では平均4.6カ月，大腿骨内上穎例

では平均3.4カ月，そして骨頭壊死症例を除いた肩

甲骨例では平均4.0ヵ月であった．1例で移植腓骨

の骨折をきたしたが追加手術によって良好な骨癒

合が得られ，横径増大の著明な進行がみられた．外

傷性上腕骨頭壊死に対して肩甲骨移植をおこなっ

た症例では骨頭の圧潰が進行したが，ステロイド

性の症例では圧潰の進行を予防できている．また

大腿骨内上類より採骨した1例で採取側の伏在神

経領域に知覚障害を認めたが，経過観察中に自然

消失した．

【結論】骨欠損が大きな症例に対しては腓骨が有用

であるが，肩甲骨は有茎移植が可能な上腕骨近位

部では有利である．骨欠損の少ない症例に対して

は大腿骨内上穎からの血管柄付き骨移植が有用で

あった．また骨頭壊死の症例に対しては有茎肩甲

骨移植の応用が期待できた．

2-III-12

上腕骨近位端骨折に対するLockingHumeral
SpoonPlateの治療成績

SurgicalTreatmentofHumeralProximalFracture

UsingLockingHumeralSpoonPlate

横須賀北部共済病院整形外科

○葉梨大輔，坂野裕昭，瀬崎壮一，

瀧 上 秀 威 ， 岡 崎 敦

【目的】今回われわれはLocking機構により粗霧

骨に対しても十分な固定力が期待されるLocking

HumeralSpoonPlate(MATHYS社製，以下

LHSP)を用い，その治療成績を報告する．

【対象と方法】症例はLHSPを用いて手術加療を

行った上腕骨近位端骨折9例である．性別は男性

1例，女性8例で，年齢は平均55歳（42～87）で

あった．骨折型はNeer分類の2part骨折3例,3part

骨折6例であった．後療法は術翌日より振り子運

動を開始し術後1週より他動運動，3週より自動運

動を開始した．治療成績はX線像による骨癒合と

骨折部でのaligmnent保持の確認とJOAscoreに

より評価した．

【結果】全例に骨癒合が得られたが，2例に内反変

形治癒を認めた．自動屈曲は平均141（90～180）

で,JOAscoreは平均83点(59～98)であった．

術後インピンジメント徴候を2例に認めたが，感

染や偽関節,cutout等の重大な合併症は認めな

かった．

【考察】LHSPは骨頭内に5本のLockingscrewを

挿入できるため，従来固定の難しかった骨質の脆

弱な症例や粉砕骨折に対しても強固な固定が期待

できる．しかし，術後内反変形を生じた高齢者の

2例はいずれも頚部内側の粉砕骨片や骨欠損を伴

う骨折で，かつ骨粗瀧症の進行した症例であった．

このことより今後このような症例には人工骨や自

家骨移植等で充填し，後療法を遅らせる必要があ

ると考えた．

【まとめ】LHSPは従来固定の難しかった高齢者の

上腕骨頚部骨折に対して有効な固定材料ではある

が，骨粗霧症の進行した症例や粉砕骨折に対して

は骨移植の併用と慎重な後療法が必要である．
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2-III-13

肩腱板修復術に合併した手指CRPS

－鏡視下修復術と直視下修復術における比

較検討一

ComplexRegionalPainSyndromeFollowingRotator

CuffRepair:AComparisonStudybetweenArthro-

scopicandOpenSurgery

l波田総合病院整形外科，2波田総合病院作業療法

科，3信州大学整形外科

○下川寛--1,杉本良洋1,滝沢明美2,

安藤めぐみ2，加藤博之3

【目的】肩腱板修復術に合併した上肢複合性局所

瘻痛症候群(CRPS)に関して検討すること．

【対象と方法】肩腱板修復術のうち，鏡視下に行

われた30例（鏡視下群．男性17例女性13例，平

均年齢64.6歳）と，直視下に行われた30例（直視

下群．男性22例女性8例，平均年齢66.4歳）につ

いて，術後経過中に発生したCRPSに関して比較

検討した．患者背景は2群間に差を認めなかった．

手術は，鏡視下群は鏡視下肩峰下除圧を行い，スー

チャーアンカーを使用して腱板を大結節部へ固定

した．直視下群は三角筋を肩峰から骨膜下剥離し

た後，前肩峰形成と腱板の大結節部への固定を

行った．術後鎮痛法は全例持続硬膜外ブロックを

用いて両群とも同様に行い，術翌朝鏡視下群では

外転枕を，直視下群では外転装具を装着して離床

し，可及的早期に他動的可動域訓練を開始すると

ともに，肘関節以下の自動運動を行った．三角筋

の回復に応じて装具使用を終了し，可動域訓練や

筋力強化訓練を継続した．術後に生じた手指のこ

わばり感，浮腫，拘縮といった患側手指のCRPS

症状をGrade:0(症状なし),1(軽度),2(中等

度)，3（高度）に分類した．また，術後の瘤痛を

visualんerbalpainanalogscale(VAS)を用いて

比較した．さらに，術前，術後3カ月，術後12カ

月時における握力の患健比の変化を検討した．肩

関節の機能評価には日整会肩関節疾患治療成績判

定基準を用いた．統計にはt検定を用い，有意水準

は5％とした．

【結果】肩関節の機能は両群とも術後有意に改善

し，術後12カ月時においては両群間に差はなかっ

た．CRPSの合併は鏡視下群で有意に低頻度で

あった．握力の患健比に関して術前は両群間に差

がなく，術後3および12カ月時では両群とも術前

より改善していたが，いずれの時期においても鏡

視下群が直視下群に比して有意に大きかった．

2-III-14

新規scaffoldmaterialを用いた組織工学的

手法による肩腱板組織再生

ApplicationofTissueEngineeringTechniqueto

RotatorCuffRepairUsingtheNovelScaffbldMaterial

北海道大学整形外科

○船越忠直，眞島

末永直樹，三浪

任史，岩崎倫政，

明男

【目的】近年組織工学的手法による腱･靱帯再生の

試みが注目されている．しかし従来のscamldは

細胞接着性，異物反応，強度など解決すべき問題

が多い．これらの問題点を解決するため，腱・靱

帯再生のscaffbldとしてキトサンとヒアルロン酸

からなるハイブリッド繊維を開発し，この新規繊

維が力学的強度，線維芽細胞の接着性に優れ，こ

れを用いることにより細胞外マトリックス産生能

が向上することを報告してきた．本研究の目的は

肩腱板欠損モデルを用いて,j"UjUoにおける新規

scahldの有効性について組織学的，免疫組織化

学的，生体力学的に検討することである．

【方法】日本白色家兎48肩の鰊下筋腱付着部に欠

損部を作成した．欠損部に新規scaffbldの上で加

u〃oで線維芽細胞を4週間培養したscaffbldを充

填した群(CSS群),細胞を播種しないscaffldを

充填した群(NCSS群),欠損させたままの群

(control群）の3群(n=8)を作成した．術後4,

12週で組織学的，免疫組織化学的，生体力学的に

検討した．

【結果】組織学的には新規scaffbldに強い炎症反応

はなく，術後12週でscaffbldは部分的に吸収され

た．術後12週のCSS群でのみtypelcollagenを

認め，他群では認めなかった．力学的強度は術後

12週のCSS群が他群に比べ有意に強かった．

【考察】新規scamldは良好な生体適合性と吸収性

を示し,typelcollagen増加が力学的強度の向上

につながった．
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2-111-15

肘関節外側の鏡視解剖

一新鮮屍体標本を用いて－

ArthroscopicAnatomyofLateralPartoftheElbow

Joint:ACadavericModel

'札幌医科大学医学部整形外科，2札幌医科大学保

健医療学部

○辻英樹l,和田卓郎1,射場浩介1,

織田崇l,青木光広2

I目的】テニス肘の病態には諸説がある.ECRB

腱起始部の断裂，変性が原因とする説，肘関節内

の輪状靱帯周辺病変とする説もある．今回新鮮凍

結屍体の肘関節標本の肘関節鏡を行った．目的は

1.ECRB腱起始部の鏡視上の位置関係を明らかに

し鏡視下腱切除術を行うこと，2.肘関節外側部の

滑膜ヒダの性状と頻度を検討することである．

I対象と方法】成人新鮮凍結屍体肘関節標本9肘

を用いた．側臥位での手術肢位となるよう上腕骨

を固定した．近位内側ポータルから肘関節内を鏡

視した．関節外からECRB腱幅の両端を注射針で

マーキングし鏡視下に観察した．近位外側ポータ

ルからの操作で，関節包とECRB腱を関節内より

切除した．ECRB腱を解剖し，切除された範囲を

肉眼的に確認した．また肘関節外側，特に僥骨頭

周囲の滑膜ヒダの有無を調べた．滑膜ヒダが僥骨

頭を覆う所見があるものを滑膜ヒダありとした．

【結果】ECRB腱前縁から刺入した注射針は肘関

節外側の関節包の非薄化,softeningがある部分に

ほぼ一致していた．またECRB腱後方より刺入し

た注射針は僥骨頭の最外側に一致していた．鏡視

下ECRB腱切除を行い，切除範囲を観察した5肘

中4肘でECRB腱が適切に切除されたことを確認

した．完全に切除されたものでは遠位のECRB腱

のtensionが低下したことが確認された．榛骨頭を

覆うような大きな滑膜ヒダを認めたのは9肘中2

肘（22％）であった．これは当科の磯貝が報告し

た外側ヒダに相当した．

【考察】鏡視下ECRB腱切除術は,ECRB腱の鏡

視上の位置を確認でき，適切に腱を切除できるこ

とが確認された．関節内病変の観察，評価，処置

することも可能であることから，鏡視下手術がテ

ニス肘に対して有用な術式であると考える．また

磯貝らの報告と本研究における外側滑膜ヒダの頻

度は同程度であった．

2-111-16

骨軟骨障害をみとめる成長期内側型投球障

害肘の検討

ApophysiopathyofHumeralMedialEpicondylein

theAdolescentBaseballPlayer

大阪厚生年金病院整形外科

○三宅潤一，正富隆，高樋康一郎，

冨士武史

【目的】成長期の投球障害肘は内側型障害の頻度

が最も多いが，それを縦断的に検討した報告は少

ない．本研究の目的は内側型投球障害肘における

骨軟骨障害を縦断的に追跡し，その予後を検討す

ることである．

【対象】当院に来院した内側型野球肘のうち，し

線上内側上穎の分節化が認められ，未だ骨端線の

閉鎖していない26例．野球開始は平均8.2歳で，障

害出現は平均12.0歳であった．平均経過観察期間

は27.1ケ月．

【方法】まず投球中止により外反ストレスを回避

し，その間十分な肩・肘のコンディショニングを

指導し，肘内側の圧痛が消失した後，徐々に投球

を許可した．復帰に際してはし線的異常が残存し

ていることを認識させ，瘻痛が再発すれば直ちに

投球を中止し，来院するよう指導した．これらの

症例を単純し線tangentialviewにて成長終了ま

で追跡した．

【結果】投球中止を要した期間は平均3.6ヶ月，瘻

痛消失までは平均4.3ケ月，野球復帰は平均6.5ケ

月であった．経過中骨片の癒合を確認できたもの

は26例のうち20例であった．骨癒合期間は治療

後21.2ケ月であった．また骨癒合例では20例中3

例の肘内側部痛の再発を認めたにすぎないが，非

骨癒合例では6例中4例に再発を認め，再発率は両

群間に有意差を認めた．

【結論】骨軟骨障害をみとめる成長期内側型投球

障害肘は約半年で完全復帰する．ただし痙痛消失

してもし線上の異常が残存していることが多く，

成長終了までに瘻痛の再発を繰り返すものは，分

節化した骨片が遊離したまま遺残し，剥離骨折型

の尺側側副靱帯不全の原因となると考えられる．

骨癒合の確認はほぼ骨端線閉鎖時期に一致し，野

球復帰後も充分トレーニング・コンディショニン

グを指導しながら，注意深い経過観察を成長終了

まで行うことが必要である．
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2-III-17

遊離型および混合型上腕骨小頭離断性骨軟

骨炎に対する外穎模状骨切術，骨軟骨柱移
植術を用いた治療

CIosed-WedgeOsteotomyandOsteochondralGraft-

ingfbrOsteochondritisDissecansoftheCapitellum

'角谷整形外科病院形成外科，2角谷整形外科病院

整形外科，3天理よるづ相談所病院形成外科

○石河利広1,岩崎一夫2,藤原雅雄3

【目的】遊離型，混合型上腕骨小頭離断性骨軟骨

炎に対して外穎模状骨切術または外穎模状骨切術

に骨軟骨柱移植術を併用した治療を行ってきた．

その治療成績を比較し両者の適応について検討す
る．

【対象と方法】外穎模状骨切術を行った28例のう

ち,X線,MRI,術中所見による吉津の分類遊離

型6例混合型2例の8例について検討した．外穎模

状骨切術単独群は遊離型3例混合型1例で術式は

外穎模状骨切術原法2例，変法2例であった．骨軟

骨柱移植術併用群は遊離型3例混合型1例であっ

た．全例野球少年，手術時年齢は13歳から16歳，

平均14.3歳であった．術後経過観察期間は6ケ月

から4年2ケ月，平均1年5ケ月であった．野球復

帰状況および最終診察時のX線像により評価し
た．

【結果】全例が野球に復帰した．術前術後の肘の

可動域は単独群，併用群いずれも軽度改善傾向で

あった．しかし，単独群の遊離型1例（病巣が小

頭の約3分の2と大きかった例)では変形性関節症

の進行を認め，混合型1例ではX線像上小頭の変

形が残存した．併用群では遊離型混合型いずれも

X線像上の変形は改善した．

【考察】骨軟骨柱移植術では欠損軟骨の修復が可

能でプレスフイットにより障害骨軟骨片を強固に

固定できる．また，外穎模状骨切術では小頭の除

圧，血流改善効果のみならず骨移植術や骨軟骨柱

移植術を行う場合の良好な操作性が獲得できる．

病巣の小さな遊離型については外穎模状骨切術単

独の適応と考えるが，病巣の大きな遊離型混合型

については外穎模状骨切術と骨軟骨柱移植術の併

用が適応と考える．また，混合型についても分離

部の掻爬，骨移植が重要ではあるが障害骨軟骨片

が大きい場合には固定性の良好な骨軟骨柱移植術

の併用が適応と考える．

2-III-18

肘離断性骨軟骨炎に対する骨軟骨柱移植術
の術後成績

SulgicalEfficacyofMosaicplastyfbrtheTreatment

ofOsteochondritisDissecans

’北海道大学大学院医学研究科整形外科学分野，

2信州大学医学部整形外科，3帯広厚生病院整形外

科

○岩崎倫政19石川淳-1,山根慎太郎l,

加藤博之2，木村長三3

【目的】進行期の上腕骨小頭離断性骨軟骨炎（肘

OCD)に対しては，各種の手術的治療が行われて

きた．しかし，それらの長期成績は必ずしも満足

のいくものではない．当科では2001年から進行期

肘OCDに対し，軟骨欠損部を正常軟骨組織により

再建する目的で骨軟骨柱移植術を行ってきた．今

回，短期ではあるがその術後成績について検討し，

報告する．

【対象】症例は男性8例．手術時平均年齢は14歳

（11-16歳)，罹患側は右肘，全例野球を行ってお

り，6例が投手経験者であった．術前のJOAスコ

アは平均72点,JOAスポーツスコアは47点であっ

た.X線病期は，分離後期3例，遊離期5例である．

手術は病巣部切除後の軟骨欠損部の大きさに応じ

て，直径2.7mmから6mmの骨軟骨柱を2から

5本膝関節外穎の非荷重部より採取し，軟骨欠損

部へ移植した．

【結果】平均経過観察期間は18カ月．術前の肘関

節痛は，1例でのみ軽度残存しているが他の7例で

は消失している．JOAスコアは71から95点に，術

後1年以上経過しスポーツ復帰している症例の

JOAスポーツスコアは47から96点に有意に改善

していた.X線病期の進行や関節症性変化の出現・

進行を認めた症例はなかった．最終経過観察時，

MRI撮影を施行した症例では，全例で術前病巣部

の軟骨組織の正常化を示唆する所見が得られた．

術直後，全例に一過性の軟骨採取側の膝関節水腫

を認めたが，最終経過観察時，膝関節に愁訴を訴

えた症例はなかった．

【考察・結論】短期成績ではあるが，肘OCDに対

し骨軟骨柱移植術を行い良好な成績が得られた．

本術式は，進行した肘OCD症例に対し有用な術式

である可能性が示唆された．本術式の肘OCDに対

する有用性を証明していくために，今後，長期の

fbllow-upを行う予定である．
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2-III-19

変形性肘関節症に対する津下法の成績

Tsuge'sProcedurefOrOsteoarthritisoftheElbow

Joint

広島大学大学院整形外科

○梶原了治，石田治，砂川融，

鈴木修身，越智光夫

【目的】変形性肘関節症に対する治療法としては

人工関節や中間挿入物，骨鰊切除を中心とした各

種関節形成術が報告されているが，いずれも決定

的な治療法ではない．演者らは変形性関節症に対

する後外側アプローチを用いた関節形成術（津下

法)を行ってきているのでの術後成績を報告する．

【方法】1987年9月から2004年10月までの間に

外傷を契機としない変形性関節症に対して手術を

行い，2年以上の経過観察が可能であった25例24

肘を対象とした．手術時平均年齢は49歳(32～74

歳)，術後経過観察期間は平均3年2カ月であった．

全例術前にスポーツまたは労作時に支障となる瘤

痛やロッキング症状を認めていた．術前の平均可

動域は伸展-23度，屈曲109度であった．12肘に

尺骨神経障害を合併していた．手術は外側側副靱

帯をZ状または起始部で切離し，関節を脱臼させ

て骨鰊の切除と遊離体の除去を行った．尺骨神経

症状を有する症例には尺骨神経の皮下前方移行を

行った．術後1週までに可動域訓練を開始した．

【結果】最終調査時の可動域は平均伸展-15度，屈

曲122度で屈曲可動域に改善が見られ，痙痛は1例

を除いて全例が軽快していた．瘻痛が残存した症

例では急激な伸展や伸展位で手をついた時，全力

投球時に瘻痛を自覚していた．尺骨神経症状は全

例で軽快または消失し，再発は認めなかった．

【考察】津下法による関節形成手術は展開が広く，

直視下に安全かつ十分な骨鰊と遊離体の除去が可

能である．演者らの症例においても諸家の報告と

同様に術後屈曲可動域に比べて伸展可動域の改善

が不十分であると思われたが，伸展制限に不満を

訴える症例は認めなかった．変形性関節症に対す

る津下法を用いた関節形成術は有効な治療法であ

ると考える．

2-III-20

肘関節周囲の外傷術後の可動域改善におけ
る工夫について

PostoperativeTreatmentfOrtheElbowJointlnjury

山口大学医学部整形外科

○橋本貴弘，重冨充則，村松慶一，

松永経光，吉田祐一郎

【はじめに】肘関節の外傷術後に良好な肘機能を

獲得するためには，強固な内固定，および早期の

リハビリテーションが重要となる．今回，肘外傷

術後にタウメル式肘装具を利用してリハビリテー

ションを行った症例の術後成績，および可動域訓

練法について検討した．

【対象および方法】1999年以降，当科でタウメル

式肘装具を処方して治療を行った肘周辺外傷20

例20肘，経過観察期間は2～12ケ月（平均5.3ケ

月)あった．手術後は，シーネ固定を3週間行った

後に，タウメル式肘装具を装着し可動域訓練を開

始した．訓練時以外は装具を固定具としても使用

した．可動域訓練は，患者自身により角度設定を

行い，無理なく到達できる範囲内で最大屈曲位，お

よび最大伸展位としそれぞれの肢位で10～15分

間保持し，その後，更に角度を増加して再度保持

するという方法で行った．最終観察時の痙痛，関

節不安定性，異所性骨化の発生，および装着前後

における可動域の変化を検討した．

【結果】3例に瘻痛を認め，関節不安定性や異所性

骨化は認めなかった．可動域は，屈曲は装具装着

前平均95度，装着後135度であり，伸展は装着前

－34度，装着後-12度と改善していた．

【考察】肘外傷術後の可動域訓練では，痙痛の無

いように行っていくことが重要となる．1994年，

Bonuttiらによりstaticprogressivestretch法が

報告された．この理論を応用した装具療法も近年

報告されており，今回もそれら同様に良好な可動

域を獲得できていた．装具療法の利点として，患

者自身で角度調節が可能なこと，自宅でも訓練を

行えることが挙げられる．また，タウメル式肘装

具は高価という短所はあるが，外観も良く，角度

の微調整が可能で，矯正角度の制限がなく有用な

装具と考える．
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2-III-21

リウマチ肘再建術の機能的予後

TheFunctionalOutcomeandPrognosisofElbow

ReconstructioninRheumatoidArthritisPatients.

2-III-22

非リウマチ性疾患に対する人工肘関節置換

術症例の検討

TbtalElbowArthroplastyforNon-Rheumatoid

Patients

'大阪厚生年金病院整形外科，2北海道大学整形外

科，3広島県身障者リハビリテーションセンター

○正富隆19三宅潤-1･2,三浪明男2,

岩崎倫政2，水関隆也3

豊見城中央病院整形外科

○新垣晃，富山聡，永山盛隆，

外 間力 人， 比嘉 英麿

【目的】多関節罹患のリウマチ(RA)患者上肢再建

における肘関節再建術の意義を明らかにするため

には，単関節機能の評価だけではなく，他関節機

能などのバックグラウンドをふまえて上肢機能改

善を検討する必要がある．そのため平成14年度よ

り厚生労働省免疫アレルギー疾患予防・治療研究

事業研究班が発足し,RA上肢再建術例につき上肢

全関節と上肢機能をprospectiveに検討すること

となった．本研究の目的は肘関節再建術による関

節機能向上の期待値とその最大効果発現期間と維

持期間について検討し,prospectivestudyの至適
追跡期間を決定することにある．

【方法】研究班に参加した3施設の1995年から1999

年までの5年間に施行されたRA上肢再建術を渉猟

し，術前，術後1年，2年，5年の肘関節機能を日

本整形外科学会肘機能評価法(JOAスコア）によ

り評価した．エントリーされた症例数は162例(男

22例，女140例：罹病期間13.5±8.8年:LES16

例,MES120例,MUD14例，不明12例）で，そ

のうち肘関節64例74肘につき検討した．

【結果】再建術の内訳は人工関節置換術(TEA)56

肘，滑膜切除/関節形成術（滑膜切除）16肘，そ

の他2肘であった.JOAスコアは術前平均46.9が

術後1年71．3，2年67．6，5年72.9で，このうち

可動域スコアはそれぞれ14.5,21.0,18.1,19.2,瘤

痛スコアは8.9,21.6,22.4,25.5でありTEAと滑

膜切除との間に差はなかった．

【結論】肘関節再建術としてTEAおよび滑膜切除

はいずれもJOAスコアにして約20点，とくに可

動域で約5点，瘤痛で約10点の改善をみこめる安

定･確立した術式である．術後最大効果は術後1年

にしてあらわれ，少なくとも5年間は維持される．

Prospectivestudyに際しては,RA進行による機

能低下というbiasを排除するため1年以上5年ま

での追跡期間とするのが合理的である．

【はじめに】変形性肘関節症(OA)や肘関節内骨

折後の肘関節破壊などに対する人工肘関節置換術

(TEA)は関節リウマチ(RA)に対するTEAに比

しその活動性の程度が高いために未だ一般的では

ない．これらNon-RA肘に対するTEAについて報

告する．

【対象】症例は4例4関節，変形性肘関節症3例，肘

関節内骨折後1例であり，全例とも女性であった．

年齢は58～77歳（平均70歳),fbllow-up期間は
3.5～5.0年（平均4.1年）であった．手術はKudo

elbowtype5を用い，上腕骨コンポーネントは

non-cernentで使用し，上腕骨内穎または外穎の骨

欠損部には腸骨移植が2肘,bonechips移植が1肘

であった．尺骨コンポーネントは全例AllPolyを

セメント固定で使用した．これらの症例に対し，

1)X線学的評価として各コンポーネント周囲に

1mm以上のclearzoneの有無を調べた.2)臨床

的評価は，痙痛の程度，可動域，患者の満足度，合

併症の有無について調査した．

【結果】X線上移植腸骨は全例で生着した.1mm

以上のclearzoneは上腕骨，尺骨コンポーネント

のいずれにも認めらなかった．臨床的には全例で

瘤痛がないか時に鈍痛を生じることがある程度に

改善し，平均可動域は術前の伸展／屈曲は-55.／

113.が術後-44.／138.と改善し，患者は全例で

手術の結果に満足であった．脱臼，尺骨神経麻揮

など術中，術後の合併症は無かった．

【考察】Non-RAでは骨の強度の上ではRAより良

好に保たれており，人工関節の固定性の上では有

利である.Non-RA肘にもTEAにより肘関節機能

再建が可能であり，短期的には良好な成績であっ

た．

二
２
日
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2-III-23

表面置換型人工肘関節の開発と手術手技

SurgicalTechniqueoftheSurface-typeElbow

ReplacementArthroplasty.

土浦協同病院整形外科

○石突正文，尾澤英彦，品田春生

【緒言】われわれは1975年に表面置換型人工肘関

節を設計し，関節リウマチや変形性関節症，上腕

骨遠位端粉砕骨折に対して臨床応用している．現

在まで22症例24関節の人工肘関節置換術をおこ

なった．内,4例は上腕側のみの片側置換であった．

初期のデザインでは上腕側はセメント固定しない

タイプであった．そのためか，4例にルーズニング

を経験し，1989年からデザインを一部変更して，

上腕側もセメント固定するようになった．

【術式】手術手技は後方アプローチで尺骨神経を

剥離しテーピングした後,Campbell法で関節を

展開する．僥骨頭を切除して滑膜切除をおこない，

伸筋群の起始部を一部剥離，内側側副靱帯を切離

して肘関節を側方に脱臼させる．ジグを用いて上

腕側および滑車切痕部の骨を形成する．トライア

ルで関節の適合性を確認して，人工関節をセメン

ト固定する．尺骨神経を皮下前方移行して創を閉

鎖する．

【結果】術後成績は古いタイプの人工関節の術後

平均10年の成績はEwaldの評価法で，優:4,良：

9，不可：5関節であった．不可と判定されたもの

はルーズニングが4関節で感染が1関節であった．

感染の起きた1例は人工関節を抜去した．表面置

換型の人工関節を抜去した後は関節形成術をおこ

なったのと同じような形状となり，強い機能障害

は残らなかった．新しいタイプの人工関節のうち

3年以上経過した8関節の術後平均6年の成績は

優：6，良:2，不可:0と改善された．今回，われ

われが開発した表面置換型人工肘関節の手術手技

をビデオで供覧する．
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2-LS5

InternalFixationofDistaIRadiusFractures:WhenandHow？

JonathanLHobbyMDFRCS(Tr&Orth)

ConsultantOrthopaedicTifaumaandHandSuIgeonNorthHampshireHospital,

Basingstoke,UnitedKingdom.

Fracturesofthedistalradiusareverycommoniniuries,whichaccountfOrl5-20%ofallfractures.

Theyaffectpatientsofallagesandpresentarangeofchallengestothetreatingsulgeon・Awiderange

oftechniquesareavailablefOrthetreatmentoffracturesofthedistalradius・Keyconsiderationsin

planningtreatmentisfifacturedisplacementandwhethertheradio-carpalarticularsurfaceorsigmoid

notchoftheradiusareinvolved.

Fracturesinchildrenareusuallybestmanagedbyclosedreductionandsplinting・FractureSin

youngadultsmaybemoredifficulttomanagebecausetheyareoftenrelativelyhighenergyilUuries

withmetaphysealcommnutionanddisplacedintra-articularcomponents.Itistherefbremoredifficult

tomaintainasatisfactoryreductionusingclosedtreatmentmethods.Posttraumaticarthritisisassoci-

atedwithunreducedintra-articularstep-offorgaps.Manyintrarticularfragmentscannotbesatisfacto-

rilyreducedbyclosedmeans・Thereisariskoflossofreductionwhenthereisfracturecomminution.

Malunionwithpersistentshorteningand/ordorsalangulationofthearticularsurfacemayimpairfimc-

tioninthewristandhandElderlypatientswithlowenergy66fragilityfractures''presentdifferentchal-

lengesrelatedtoosteoporosisandbonelossandinmanycasesacceptablefUnctionalresultscanbe

achieveddespitefiacturemalunion.

Therearenumerousfractureclassificationsystemsandseveralpublishedstudieshavereviewed

theirreliability・IfavourtheAOclassificationsystembecauseitisindicativeoftheseverityofthe

iljuryandthedifficultiesofmaintainingasatisfactoryreduction.

TypeA-Extra-Articular

TypeB-PartialArticular

TypeC-CompleteArticular

ThegreatmajorityoftypeAfracturescanbetreatedbyclosedmeans.Insomecasespercutaneous

k-wiresorexternalfixatorsmaybehelpfUl.ORIFmaybeappropriatefOrthemostsevereandunstable

TypeAfracturewithextensivemetaphysealcomminution.ThemainindicationfbrinternaliIxationis

displacedintra-articularfractures.Insimplefracturesthisisusuallyreasonablystraight-fbrward,but

inmulti-fifagmentaryfracmressurgerycanbeverytechnicallychallenging.

呂
２
日
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Internalfixationofcomplexfifacturepatternshaspredominantlyreliedupondorsalplates,with

bonegraftingofmetaphysealdefects.Thefractureisusuallyapproachedthoughthe3rddorsalcom-

partmentwithsub-periostealdissectionoftheremainingextensorcompartmentsandretractionofthe

EPLtendon.Fracturereductionmaybefacilitatedbytheuseoffingertractionoratemporaryexternal

fixator.Provisionalfracturefixationwithk-wiresisoftenhelpfUl.K-wiresmayalsobeusedasjoy-

stickstoassistinfracturereduction.Lagscrewsmaybeusedtoachieveindirectreductionoffracture

廿agments.Animageintensifierisindispensable.ArthrotomyandarthroscopycanbehelpfUltoassist

withfracturereductionandavoidintrarticularscrewplacement・Bonedefectsarefilledwithcancel-

lousautogenousbonegraftorbonesubstitute.

Dorsalplatefixationhasachievedverysatisfactoryoutcomes.HoweversuIgerycanbetechnically

challengingandextensivesofttissuestrippingmayberequired.Thismayleadtopost-operativestiff

nessandrequireprolongedrehabilitation.Therehavebeenreportsofproblemswithirritationofthe

extensortendons,whichmaybemitigatedbylowprofileimplantsandtheuseofflapsoftheextensor

retinaculumtocovertheplate.Howeverimplantremovalisoftennecessary.

Recentadvancesinimplantdesign,withlowprofileplatesandlockingscrewshaveextendedthe

indicationsfOrOmFLowprofilenplantshavereducedthecomplicationsrelatedtotheimplantsand

lockingscrewsimprovethesecurityoffixation,reducingtheriskoflossofreductionanddecreasing

therequirementfOrbonegrafting・Lockingplatefixationhasthepotentialadvantageofallowingthe

useofvolarplatesfbrfixationoffractureswithdorsalcomminution.Fracturereductionisachieved

indirectly,reducingsoft-tissuestrippingandimprovingthebiologicalenvironmentfOrfifactureheal-

ing.Theriskoftendoncomplicationsismuchreducedandimplantremovalisnotusuallynecessary.

Thispresentationwillreviewtheevidencefbrandagainstinternalfixationof竹acturesofthedistal

radius,exploretheindicationsfOrORIEpresenttechniquesfOrdorsalandvolarplatefixationusing

lockingimplantsandsuggestsometipsandtrickstoachieveoptimalresults.
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2-II1-24

月状骨周囲靱帯付着部の解剖学的研究

AnatomicalStudyofLigamentousAttachment

AroundtheLunate

'日本大学整形外科，2駿河台日本大学病院整形外

科，3テキサス大学ガルベストン校整形外科

○長尾聡哉l'29長岡正宏1'2,龍順之助1,

StevenFViegas3

【目的】手関節周囲靱帯の走行についての報告は

過去に散見されるが，その付着部について詳述し

た報告はない．本研究の目的は，手根骨および僥

骨遠位端の3次元モデルを用いて月状骨に付着す

る靭帯の付着部を詳細に調査し，治療に応用する

ことである．

【対象・方法】8体の上肢新鮮凍結屍体の手関節部

を解剖し，各靱帯を同定した．そののち靭帯を中

央で切離，半切靭帯をつけたまま各手根骨を摘出

した．僥骨は遠位1/4で骨切りし，遠位端のみを摘

出した．各靱帯付着部を同定したのち油性マー

カーで色分けし，靱帯成分を切除した.Micro-

scribe-3DXDigitizer(ImmersionCorp.CA)お

よび独自に開発したソフトウェアを用いて各摘出

骨の3Dsurfacemodelを作成し，各靱帯付着部の

面積を算出した．

【結果】3Dsurbcemodelは各靱帯付着部を正確

に描出できた．月状骨表面の各靱帯付着部の面積

は,LongRadiolunateLig.:7.6±2.5mm2,Short

RadioltmateLig.:13.7±5.6mm2,Radioscapholu-

nateLig.:5.5±3.2mm2,UlnolunateLig.:2.7±2.

7mm2,LunotriquetralLig.:3.8±2.2mm2,Dorsal

RadiocarpalLig.:1.9±0.6mm2,Dorsallntercar-

palLig.:3.8±1.3mm2,Scapholunatelnterosseous

Lig.:volar;4.9±1.8mm2,proximal;16.3±5.6mm2,

dorsal;4.9±2.4mm2,Lunotriquetrallnterosseous

Lig.:volar;5.8±2.1mm2,proximal;14.4±4.6mm2,

dorsal;3.9±2.8mm2であった．なお，月状骨の靱

帯付着部は総面積の約10％であり，掌側靱帯付着

部の合計と背側靱帯付着部の合計の比はおよそ

4:3であった．

【まとめ】月状骨周囲の靱帯付着部の詳細な情報

は手根骨間靱帯損傷の修復および再建を行う際に

重要であり，本研究はその一助になりうると思わ

れる．

2-III-25

月状三角骨間靱帯不安定症は月状骨の掌屈

変形を呈するか？

DISIDefOrmityornot？inLuno-TriquetralInsta‐

bility.

名古屋大学大学院手の外科

○塩之谷香，中村蓼吾，中尾悦宏

【目的】重度の月状三角骨間不安定症は，従来，

静的なVISI(VolarlntercalatedSegmental

Instability)変形を呈する可能性があるとされて

いるが，臨床的にレントゲン画像での異常を示す

症例はほとんどない．月状三角骨間の不安定性を

関節鏡視下に確認した症例について,rehospec付ye

に単純X線側面像の検討をした．

【症例】関節鏡視下に月状三角骨間靭帯の損傷を

認めた96症例のうち，両骨間の明らかな不安定性

を有するGeissler分類III度以上の症例は36例で

あった.IV度の症例は，全例月状骨（周囲）脱臼

に伴い，舟状月状靱帯損傷をも有していたため除

外した．基準肢位による術前健患側側面像で榛骨

月状骨角(Radio-Lunateangle,以下RL角）を

計測し得た28症例で月状骨の掌背屈方向への傾

きを評価した．

【結果】患側RL角は-22度から22度で平均-4.7

度，健側-25度から8度で平均－7．0度であり，有

意差を認めなかった．患側が－15度以下の明らか

なⅥSI変形を示した症例は2例あったが，健側も

同等かそれ以下のⅢ角を有し，患健側差はなかっ

た．月状三角骨間不安定症が静的なⅥSI変形を起

こしていると考えられる症例は存在しなかった．

【考察】文献的には，月状三角骨間靱帯を切断す

ると静的なⅥSI変形が起こり得るとされている．

しかし臨床の場では同関節不安定性症例でも

DISI変形を見ることは少なく，この事実を裏付け

る結果であった．月状三角骨間の不安定性は動的

なものがほとんどであり，単純レントゲン像のみ

で診断することは困難であろうと考えられた．
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2-III-26

Scaphoidcorticairingsignの臨床的意義
SignificanceofScaphoidCorticalRingSign

'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1,勝部浩介1,土井一輝2,

服部泰典2，池田慶裕2

【目的】Scaphoidcorticalringsign(ringsign)

とは手関節X線前後像において舟状骨遠位部に投

影される輪状像で，舟状骨が掌屈し結節部が中央

部と重なることにより生じる.Ringの中枢縁から

舟状骨近位骨皮質までの距離(CRD)が7mm未

満のものが有意とされているが，その臨床的意義

に関しては舟状骨月状骨間解離によりDISI変形

とともに出現するとされる以外，詳細に検討され

てはいない．今回ringsignの臨床的意義につい

て検討した．

【対象･方法】179例226手関節のX線前後，側面

像を対象とした．症例は僥骨遠位端骨折の健側や

打撲のような正常像から手根管症候群，変形性関

節症など多岐にわたる．検討項目は血gsignを三

つの出現形態(ringなし,CRD7mm以上の不完

全ring,CRD7mm未満の完全ring)に分類し，

その出現頻度を全体及び手関節の状態別に検討

し，さらに舟状骨一月状骨角(SLA),僥骨一舟状

骨角(RSA)との関連，症状，年齢との相関性に

ついて検討した．

【結果】1．出現頻度は全体で不完全ringl7.3%,完

全ringで18.1%,正常手関節ではそれぞれ14.4%,

22.3％であった．2.SLA約59度,RSA約66度

で出現する．3．加齢により陽性率が高くなる．4．

Ringsignのみでは瘻痛を反映する所見ではない．

5．舟状骨-月状骨間靱帯(SLIL)の完全断裂でも

ringsignしか認めないことがある．

【考察】Ringsignはそれ自体では病的意味をも

つものではなく，舟状骨-月状骨間距離,DISI変

形や理学所見とともに総合的に考えるべき所見と

いえる．一方,SLIL完全断裂においても血gsign

しか出現しないことがあり注意が必要である．

2-III-27

新鮮月状骨周囲脱臼の治療成績

TreatmentofAcutePerilunateDislocation

'神戸市立中央市民病院整形外科，2神戸市立西市

民病院

○斉藤聡彦'，笠井隆--1,西口滋2,

西村直巳1,新林弘至’

【目的】月状骨周囲脱臼（以下PLD)は比較的稀な

外傷であり靱帯修復術の有用性が報告されてい

る．当院では靱帯再建，修復を行っている例が少

ないが新鮮PLDの治療成績について評価検討し

た．

【対象および方法】1985年から2003年の18年間

の17例のうち1年以上調査追跡可能であった12例

を対象とした．性別は男性10例，女性2例であり

年齢は26歳より52歳，平均38歳で受傷原因は労

災転落事故5例，けんか2例，交通事故5例であっ

た．平均観察期間は1年から5年3ケ月（平均2年

9ケ月）であった．同日整復しえた例は6例（舟状

骨骨折等は平均8日で手術を行った)，残りの6例

は4日から21日間(平均7日）に整復を行った．徒

手整復は5例で観血整復は7例であった．また1例

に靱帯修復(靱帯縫合)，1例に舟状骨偽関節手術

を追加した．治療成績についてはHerzbergらの評

価を用いた．また単純X-rayにてS-Langle,L-C

angle,SLgapを計測しDISI,VISI変形評価した．

【結果】損傷形態はGreen&O'Brienの分類では

1型が3例，2型が7例，3型が0例，4型が2例

であった．治療成績はpoorが2例,Fairが2例，

Goodが4例,Excellent4例であった.4例にDISI

変形を認めた．

【考察】当院においては他施設の報告と比較し

DISI変形を多く認めた．原因として症例の古い例

が多く靱帯修復を殆ど行っていないことが考えら

れた．2型の舟状骨骨折を伴うPLD以外の手根不

安定を整復後認めるものに関しては早期整復のみ

でなく強固な靱帯修復術が必要と思われる．
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2-III-28

UInarstyloidimpactionsyndromeの病態
学的考察

PathogenesisofUlnarStyloidImpactionSyndrome

関西労災病院整形外科

○田野確郎，多田浩一，吉田竹志，

堀木充，矢野公一

【はじめに】1997年にTopperらがulnarstyloid
impactionsyndromeの概念を提唱して以来，その

治療成績の報告はなされているが，その病態は明

らかでない．今回我々は臨床症状，画像および術

中所見を参照してその病態を明らかにした．

【対象】臨床症状および術前X-p,関節造影,MRI

にてulnarstyloidimpactionsyndromeと診断さ

れた5例5手(平均年齢29.8歳，平均追跡期間8.2ケ

月）を対象とした．尺骨茎状突起骨折後の変形治

癒に伴い症状出現したものが1例あった．茎状突

起長は平均6.2mm(健側5.2mm)であった．全例

に茎状突起部分切除術を行った．平均切除量は

2.8mmであった．

【結果】手関節の運動時痛は全例において消失し，

前職への復職できた．また症状の再発は認めな

かった．1例に術後，尺骨神経領域のしびれを認め

た．術前のMRIにて三角骨のbonebruiseおよび

周囲の滑膜炎が存在し，また関節造影においては

手関節背屈・尺屈位で，関節包が鞁状にimpinge
するのが確認された．術中，手関節背屈位で，尺

側手根屈筋腱腱鞘の裏打ちに当たる関節包がア

コーデオン状に折れ畳まれ，茎状突起に衝突して

いることが確認できた．

【考察】これまでの報告では茎状突起が三角骨と

直接衝突することにより滑膜炎が励起されるとさ

れているが，今回検討した症例で，介在する軟部

組織の滑膜炎が主体であることが示唆された．尺

骨茎状突起骨折後にこのような症状を呈する症例

もあわせると,ulnarwristpainの原因のひとつ

には，この病態が関与していると考えられる．

2-III-29

手関節拘縮に対する鏡視下授動術

ArthroscopicJointReleaseoftheContracmredWrist

慶應義塾大学医学部整形外科

○川北敦夫，中村俊康

【はじめに】手関節拘縮に対する鏡視下授動術の

報告は極めて少ない．われわれの手関節鏡視下授

動術の術式を紹介し，その有用性について検討す

る．

【手術手技】僥骨手根関節鏡視では3-4および4-5

portalを，手根中央関節鏡視ではMCR,MCU

portalを用いた．外筒を2個挿入しportalを確保

したまま，適宜関節鏡やシェーバーなどを入れ替

えて手術をおこなった．関節内隔壁を認める症例

(隔壁群)に対しては隔壁切除を，僥骨手根，手根

中央関節の汎関節に線維化や滑膜の増生を認める

症例（汎関節群）に対しては掌背側関節包の解離，

榛骨手根骨間および手根骨間の剥離，滑膜切除を

おこなった．

【対象と方法】対象は骨折変形治癒や関節強直例

を除いた手関節拘縮症例12例12手，内訳は男性

9例，女性3例，右10手，左2手，年齢は24～62

歳であった．拘縮の病態術後1年経過時の獲得

関節可動域，瘻痛，合併症，患者の満足後につい

て評価，検討した．

【結果】隔壁群は7手で，内訳は外傷後拘縮が5手，

手関節鏡の既往例が2手であった．汎関節群は4

手で，リウマチ性関節炎2手，原因不明2手であっ

た．獲得可動域は屈曲が両群でそれぞれ32±18｡,

27±13.,伸展は27±11.,24±6.であった．隔壁群

では術後瘤痛の訴えはほとんどなく，汎関節群で

は最大屈伸時の関節痛を残したが，術前よりは著

明に改善していた．合併症はなく，患者の満足度

は高かった．

【考察】鏡視下関節授動術は関節内要素を主因と

する手関節拘縮に対して，安全かつ低侵襲で可動

域の改善が見込まれる有用な方法で，隔壁群，汎

関節群の両者に対して有効であった．

－S141－



2-111-30

血管柄付き腓骨移植術による手関節固定術

WristArthrodesisUsingVascularisedFibularGraft

奈良県立医科大学整形外科学教室

○岩見豊仁，矢島弘嗣，小畠康宣，

重松浩司，河村健二

【目的】手関節部の外傷や感染，腫瘍などにより

関節機能を温存できない症例では手関節固定術が

適応となる．しかし広範な骨欠損を伴う症例では

再建に難渋することが多い．今回，血管柄付き腓

骨移植術による全手関節固定を施行した症例につ

いて検討した．

【対象と方法】症例は男性3例，女性3例，手術時

の年齢は17～60歳（平均41．3歳）であった．5

例が榛骨遠位端発生の骨巨細胞腫で，1例は手関

節周囲の非定型抗酸菌性骨髄炎であった．腫瘍5

例は全例が骨皮質外への進展を認めるEnneking

のSSS分類でstagelllであった．骨髄炎では榛尺

骨遠位，全手根骨が感染性壊死をきたしていた．腫

瘍あるいは感染部位掻爬後に，血管柄付き腓骨移

植術による全手関節固定術を施行した．移植腓骨

長は7～14cm(平均12cm)で，皮弁の大きさは

4×2～12×6cmであった．術後経過観察期間は4～

120カ月（平均42.3カ月）であった．

【結果】骨癒合は全例で一期的に得られ，骨癒合期

間は2～6カ月（平均4カ月）であった．術後の前

腕回内外可動域は75～160。（平均115｡）で，握

力は健側比24～84％（平均57.4％）であった．腫

瘍の局所再発を1例に認めたが，掻爬により切除

可能であった．感染の再燃は認めていない．

【考察】血管柄付き腓骨移植術による全手関節固

定術の利点は，充分な移植骨長を得ることができ，

その長さに関わらず豊富な血行を有するため早期

に骨癒合が得られ，感染にも強いことである．ま

た同時に皮弁を採取できるので，皮膚欠損の被覆

や不良な軟部組織の置換にも対処できる利点もあ

る．

【結論】血管柄付き腓骨移植術を用いた全手関節

固定術は，腫瘍切除や骨髄炎掻爬により生じた広

範な骨欠損に対して有用な術式であった．

2-SE6-1

尺骨末端切除術を併用したリウマチ手関節

滑膜切除術の検討

ResultsofWristSynovectomyCombinedwithUIna

EndExcision

'広島共立病院整形外科，2広島県身障者リハビリ

テーションセンター整形外科

○市川誠1,水関隆也2,津下健哉29

小山幹夫2

【目的】リウマチ手関節に対する滑膜切除術の際

に尺骨末端切除術を併用すると手根骨の尺側偏位

による手関節の不安定化や切除断端の癌痛が生じ

るとされ，最近ではSauve-Kapandji法などの尺

側端安定化術が好まれる傾向にある．そこで，今

回我々は尺骨末端切除術を併用したリウマチ手関

節手術症例の治療成績を調査し，本法の適応につ

いて検討したので報告する．

【対象】2002年5月までに手関節滑膜切除術に尺

骨末端切除術を併用した症例のうち手根骨制動術

を追加しなかった症例は92関節であり，このうち

追跡調査が可能であった27例33関節を対象とし

た．症例の内訳は男性が10例12関節，女性が17

例21関節で，手術時年齢は44～77歳(平均59歳）

であった．リウマチのタイプは越智の分類でLES

7関節,MES22関節,MUD4関節で，術前のX

線評価はSimmen分類でstablefbrm28関節，

unstablehrm5関節であった．対象症例の術後経

過期間は2年5カ月～20年6カ月（平均8年9カ月）

であった．

【結果および考察】僥骨と手根骨間の自然癒合が

13関節に，骨性棚形成が5関節に生じており，手

根骨の尺側偏位および掌側移動が増強した関節は

少なく,IES,MES例では偏位があっても軽微で

あった．しかし，ムチランス型の3関節では骨破

壊の著しい進行に伴って著明な不安定性を認め

た．尺骨末端は2関節以外の全関節で榛側に偏位

していた．切除断端部の軽度の瘤痛を6関節に認

めたが，断端部の不安定性を生じた関節はなかっ

た．今回の調査では棚形成や自然癒合により手根

骨の偏位を生じた例は少なかったが，これは進行

期の症例が多かったためと推察された．本法は比

較的進行期の症例に適応があり，ムチランス型に

対しては本法のみでは成績は不良であり手根骨制

動術の追加が必要である．

－Sl42－



2-SE6-2

リウマチ手関節に対する僥骨月状骨間固定

術

RadiolunateFusionfOrRheumatoidWrist

'信州大学整形外科，2北海道大学整形外科

○加藤博之17山崎宏l,吉岡千佳2,

岩崎倫政2，三浪明男2

【目的】演者らは関節リウマチ手関節のうちで

jointnarrowing型で比較的若い症例に僥骨月状骨

間固定術を行ってきた．今回は術後の臨床成績と

手根骨キネマテイクスについて報告する．

【対象と方法】1)術後臨床成績：10例11手（男性

1例，女性9例，平均年齢48歳）で術後観察期間

は平均48か月である．観察時に手関節の可動域，

痙痛,X線写真を調査しStanleyらの分類に基づ

き臨床評価を行った．2）手根骨キネマティクス：

7例9手（男4例，女3例，平均年齢54歳）であ

る．術前後の手関節可動域を測定し，術後の手関

節側面像の最大伸展位と最大屈曲位のX線断層撮

影を行った．得られた画像から全手関節可動域

(GWarc)を求めた．僥骨手根関節の動き(RC

arc)の指標として最大伸展屈曲位での榛骨舟状骨

間角度を，手根中央関節の動き(MCarc)の指標

として舟状骨有頭骨間角度を計測した．

【結果】1)術後臨床成績:Excellent:7手,Good:

4手であった．X線写真では全例で術後8週で骨癒

合が得られた.Larsen分類で病期の進行を認めた

例はなかった．2)手根骨キネマティクス：術前後

でGWarcに有意差は無く,GWarcの平均値は50.

であった．術後RCarcは平均33.で，手関節運動

に伴い舟状骨も動いていることが示された．術後

MCarcは平均15.であった.GWarcに占める割

合はRCarc:66%,MCarc:33%であった．

【考察】僥骨月状骨間固定術は有用な術式である．

術後の手関節可動域に有意差の低下はなく，榛骨

手根関節の動きは温存されていた.RA手関節にお

ける月状骨周囲の靱帯の脆弱化が僥骨月状骨間固

定後の僥骨手根関節の可動性に寄与していると考

えられた．

2-SE6-3

RA手関節に対する部分固定術の適応と限

界

IndicationandLimitationofPartialArthrodesisof

theWristJointfbrRheumatoidArthritis

'岡山大学大学院医歯学総合研究科機能再生･再建

科学･人体構成学，2岡山大学大学院医歯学総合研

究科機能再生・再建科学・整形外科

○西田圭一郎l,小見山貴充29那須義弘2,

橋詰謙三2，橋詰博行2

関節リウマチ(RA)において遠位僥尺関節は滑膜

炎の好発部位であり,caputulnaesyndromeの原

因となる．尺骨頭切除術は滑膜切除を容易にし，術

後の前腕回内外可動域の改善，除痛を獲得できる．

しかし，術後の手関節破壊が進行していくような

症例に対しては手関節の安定化を図る手技を併用

する必要がある．我々は，主として僥骨月状骨間

部分関節固定術(R-Lfilsion)を併用しているが，

手関節の掌側亜脱臼や手根骨の僥側回転の矯正が

可能であるばかりでなく，手根高さ(CHR)の改

善は手外在筋腱の緊張の再獲得にも繋がる．R-L

filsionを行ったRA患者22人,29手（男1人，女

21人，手術時平均年齢60.3歳，術後平均追跡期間

62.3カ月）のretrospectivestudyでは,Simmen

分類Tjrpell(osteoarthritistype)12手で良好な

術後可動域と安定性を維持していたが,Simmen

分類Typelll(disintegrationtype)9手における

手根骨の圧潰や尺側偏位を防止できないことが判

明した．以後はTypel(Ankylosistype)に対し

ては手根中央関節が残存している場合にのみ部分

関節固定術の適応とし,Typellwristに対しては

R-Lfilsionを，またTypelllwristに対しては僥

骨月状骨三角骨問，あるいは榛骨月状骨舟状骨間

の部分固定術を行う方針としてきた．21手の術後

短期成績では，手関節の安定性は維持されており，

簡易上肢機能検査(STEF)"ADL評価において

も良好な手関節機能の獲得･維持が得られている．

部分関節固定術の適応に際しても問題となるのは

Typelllwristであり，骨性構築が保たれているう

ちに手術的治療を行うこと，三角骨や舟状骨を含

めた固定を考慮することが重要であると考える．
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2-SE6-4

リウマチ手関節に対するSauve-Kapandji
法

Sauv6-KapandjiProcedurefOrRheumatoidWrist

富山医科薬科大学医学部整形外科

○長田龍介，松 下功，木村友厚

【はじめに】関節リウマチの手関節破壊に対して，

Sauve-Kapandji法による棚形成術を第一選択と

し，手根骨圧潰が強いものや榛骨手根関節が不明

瞭な症例にも行ってきた．術後3年以上観察しえ

た症例における手関節のX線学的所見から棚形成

術の適応について検討した．

【方法】29例37手(男3例5手，女26例32手）を

対象とした．手術時年齢は31-75歳，発症から手

術までの期間は2－15年，術後観察期間は3年-12

年，平均7年であった．越智らの分類に準じた病

型別にはleasterosivediseasesubset(LES)が

5例5手,moreerosivediseasesubset(MES)が

19例24手,mutilatingdisease(MUD)が5例

8手であった．手術時と最終観察時における手関

節の骨破壊状況をSimmenの分類(stablefbrmor

unstablefbrm)で評価し，手根骨の圧潰(c/MC),

尺側移動(elMC),および掌側亜脱臼(hIMC)を

計測した．

【結果】LES,MESの29手の術後X線像はいずれ

もstablefbrmの所見を呈し，このうち18手に僥

骨手根間の癒合が認められた．また12手でc/MC

が平均0.48から0.42に減少したが,eiMCとh/MC

は術後から最終診察時までほとんど変化しなかっ

た.MUDの8手のうち3手にunstablefb皿の所

見を認め，2手に関節固定術を要した．1手は初回

手術時既に尺側偏位が強かった症例で術後も手根

骨移動が進行したものであり，もう1例は手根骨

破壊吸収が急速に進んで著しい不安定性を生じた

症例であった．

【考察】棚形成術の適応は広く,LES,MED症例

では僥骨手根関節の破壊程度を問わず手関節の安

定化に役立つ手術であると考えられた．ただし本

手術には偏位矯正，関節固定の効果がないため

MUD症例では初回手術で関節固定を行うべきも

のがあることに注意すべきである．

2-SE6-5

関節リウマチにおける手指伸筋腱皮下断裂

の再建方法

SurgicalProcedurefOrRupturedExtensorTbndons

ofPatientswithRheumatoidArthritis

'大阪労災病院整形外科，2政田整形外科・リウマ

チ科

○橋本英雄l,政田和洋2,安田匡孝1,

竹内英二’

【背景と目的】関節リウマチ(RA)における伸筋

腱皮下断裂の要因は，背側脱臼した尺骨頭の機械

的なストレスと遠位僥尺関節から伸筋腱におよぶ

滑膜炎による化学的な組織破壊である．すなわち

断裂した伸筋腱再建を行う際には，手関節の破壊

形式に応じた術式による尺骨頭に対する適切な処

置と徹底的な滑膜切除を同時に行う必要がある．

また断裂腱の再建方法は伸筋腱の解剖学的特徴と

残存する腱の構造を正確に把握することで決定さ

れる．今回の目的は現在の我々の治療指針による

成績を後ろ向きに評価し検討することである．

【対象と方法】1998年から2003年までにRA患者

91人98手の伸筋腱再建を行った．うち伸展不全を

呈する指が小指のみ21手，環指のみ7手，環小指

の2指が41手，中環指の2指が6手，中環小指の

3指が9手，示中環小指の4指は2手，また母指の

伸展不全は12手であった．後療法は全例に早期運

動療法を行っている．術式を各指ごとに端側縫合，

腱移行，架橋腱移植にわけMCP関節の自動可動域

でその成績を評価した．

【結果】全指において3つの各術式間でのMCP関

節自動可動域に有意差はなかった．また手関節の

術後掌屈可動域とMCP関節伸展可動域の間にも

有意な相関は認めなかった．

【考察と結論】我々が適応する再建術式の基準は，

1)全術式で単一の腱を力源とする指の数は2指ま

で，2）術式は端側縫合，腱移行(EIPを用いて尺

側指の再建を優先する)，架橋腱移植から選択す

る，3)架橋腱移植は断裂から原則的に1か月以内，

4)母指はEIPの腱移行，である．この指針のもと

に我々は良好な術後可動域を獲得し，またその中

での術式選択は成績に影響しないことを示した．

伸筋腱皮下断裂においては断裂腱と残存する腱の

構造を正確に把握し体系的な治療指針で臨むこと

が重要である．
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2-SE6-6

関節リウマチにおける示指から小指までの

伸筋腱皮下断裂の治療,

TreatmentfOrExtensorTbndonRupmreofthelndex,

Long,RingandLitdeFingerinRheumatoidArthritis

'相模原病院リハビリテーション科，2相模原病院

整形外科

○関敦仁1,丸谷龍思2,十字琢夫2,

伊藤祥三2

【背景と目的】関節リウマチ(RA)に対する薬物

療法の向上に伴い，手術療法や後療法に関しても，

患者のQOLを維持すべく，様々な工夫がなされて

きた.RA患者の手の障害の中で，比較的多く見ら

れる伸筋腱皮下断裂の治療法についても，同様で

ある．今回の目的は，示指から小指までの伸筋腱

皮下断裂例に対して，自動MP関節可動域を指標

にして，手術法や後療法で成績に差があるかどう

かを後ろ向きに検討することである．

【対象と方法】2002年から2004までに相模原病

院において治療を受けた，伸筋腱皮下断裂の患者

50人54手が対象である．伸展不全を呈した指につ

いては，小指のみが6手，環指のみ1手，中指のみ

1手，環小指26手，中環小指18手，示中環小指1

手であった．術式を端側吻合と腱移植，腱移行に

分け，また，後療法を早期運動群と3週固定群に

分けて,MP関節自動可動域を評価した．なお，早

期運動は，石黒法に準じてbuddytapmgを行い，
自動運動を行った．

【結果】手術方法は，腱端側縫合26手，腱移植と

腱移行23手，腱移行のみ3手であった．移植群は

早期運動2例，3週固定群21例であった．端側吻

合群は全例早期運動を行った．腱移行のみの3手

は全例3週固定であった．後療法について，早期

運動群と3週固定群は，関節の伸展と屈曲の両方

で有意な差があり，いずれも早期運動群が勝って

いた．しかし，腱移植後に早期運動を行った2例

は，平均伸展0.,屈曲88.であり，良好な成績で

あった．手関節部に対しては,Sauve-Kapan"法

44例,DalTach法5例，関節固定1例，部分関節

固定1例，操作なしが2例であった．

【考察とまとめ】手術法にかかわらず，良好な可

動域を獲得するためには，後療法で早期運動療法

を行うことが肝要である．
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2-IV-2

キーンベック病(stagelll&IV)に対する
腱球置換術一その論理と術後成績

Tbndon-ballReplacementfOrAdvancedKienb6ck's

Disease(stageIII,IV)-ItsRationaleandResult

2-IVb1

キーンベック病に対する骨核入ﾚﾉ筋膜球置

換術

Bone-coredFasciaBallReplacemantfOrtheTreat-

mentofKienb6ck'sDisease

NPO健康医療評価研究機構

○上羽康夫

広島大学整形外科

○石 田 治 ， 砂 川

杉岡敏博，越智

融，鈴木修身，

光夫

【目的】腱球置換術が晩期キーンベック病(stage

III&IV)の治療法として有用かどうかを検証す

る．

【症例および方法】昭和43年（1968）以降に治療

したキーンベック病54例（内訳：男性46例，女

性8例；右42手，左12手；年令13～60歳，平

均35.1歳)の病歴分析,X線像のstage進行度，摘

出した月状骨標本所見ならびに文献考察を併せて

キーンベック病の成因と予後の検討を行った．そ

れに基き晩期キーンベック病における腱球置換術

の妥当性を検討した．主な検討項目は術前の瘻痛・

運動障害による就業の可否，保存療法と手術治療

との就業不能期間の比較，治療効果の継続年数な

どである．腱球置換術の成績は術後9年7ケ月～23

年4ケ月（平均16年3ケ月）経過した15症例の

fbnow-up調査により評価した．瘤痛の有無，握力，
ROM,日常生活や就業状況などを調査し,X線像

でulna-variance,carpalheightratio,腱球の石

灰化などを計測した.Dornan法による術後評価で

はexcellent9例,good6例,fairorpoorO例で

あった．

【考察】晩期キーンベック病の治療には病因の除

去，症状の緩解，術後の早期社会復帰を可能にす

る治療法が選択されるべきである．腱球置換術は

それらの要求を満たすのみならず，月状骨軟骨が

消失し高度な関節症変化が認められる症例におい

ても瘤痛を除去し，可動閾が温存できる．長期経

過観察により次のような事柄が明らかになった．

(1)腱球は十分な大きさで表面は一層の腱膜で被

われねばならない．（2）術後牽引は尺骨と中手骨

の夫々に鋼線を通し，それを用いて3～4週間の創

外固定が必要である．（3）腱球は長年にわたり強

度を保ち，手根骨の配列変化を防止することがで

きる．

【結語】腱球置換術は晩期キーンベック病に有効，

かつ信頼できる治療法と考える．

【目的】進行期のキーンベック病に対する治療法

は確立されていない．演者らは月状骨を摘出し，腱

球や筋膜球で置換する方法を行ってきたが，月状

骨摘出後の空隙を埋めるのに十分でないため，

1989年以降，骨核入り筋膜球置換術に変更してき

た．今回はその術式の予後調査を行って，手術の

有用性と問題点について検討した．

【症例】予後調査可能であった症例は男性21例，

女性6例の27例，手術時年齢は平均45歳（19-

76歳)，右15例，左12例であった.Lichtman分

類ではstage3aが12例,stage3bが14例,stage

4が1例であった．評価は瘤痛の有無，手関節可動

域，握力，就労状況，合併症などについて検討し，

Evansの評価基準で総合評価した.X線学的には

移植骨の変化，関節症性変化,carpalheightra-

tio(CHR),radio-scaphoidangle(R-Sangle)の

変化を観察した．MRIでは調査時の骨・筋膜球の

状態を評価した．

【結果】術後経過観察期間は1年6カ月から10年

3カ月，平均4年8カ月であった．術後に手関節痛

は軽快し，手関節可動域は術前81.が84.に改善し

た．握力は術前健側比57％が術後は72％に増加し

た.EvanSによる総合評価ではgoodl3例,fair7

例,poor4例,verypoorl例，再手術2例であっ

た.X線所見では骨核の吸収像が21例にみられ，

CHRは0.50が0.47となっていたが,R-Sangleに

変化はみられなかった．MRIではほとんど骨壊死

の状態で，一部線維化や再血行化を思わせる所見

がみられた．

【結論】進行したキーンベック病に対する骨核入

り筋膜球置換術は除痛効果に優れた治療法であ

る．外固定期間が短く，短期間で社会復帰できる

利点があり，早期の社会復帰を必要とする中高年

や高齢者に適応がある．

呂
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2-IVE3

Kienb6ck病に対する僥骨骨切り術前後の

MRI所見と治療成績

MRIFindingsandClinicalResultsafterRadial

OsteotomyfOrKienb6ckDisease

名古屋大学手の外科

○松木浩，中村

中尾悦宏，稲垣

蓼吾，堀井恵美子，

弘進

【目的】KienbOck病に対する僥骨骨切り術の有用

性については諸家により報告されてきた．我々は

僥骨骨切り術前後のMRI所見と治療成績の関連

につき検討した．

【対象】僥骨骨切り術前後でMRIを撮影できた16

例を対象とした．症例は男13例，女3例で，手術

時年齢は平均29.9歳，術後経過観察期間は平均2

年9カ月であった．術前Lichtman分類はstagell5
例,IIIa6例,IIIb5例であった．

【方法】MRIは1.5teslaの超伝導型を用い,spin
echo法で行い,T1はTR500～600msec,TE20~

30msecで,T2はTR2000msec,TE80msecで撮影

した．月状骨の輝度変化を術前後で比較した．

MRIの輝度はlow(L),slightlylow(SL),iso(I)

と分類し,T2で月状骨内の高輝度領域をhotspot
areaとした．術後平均MRI撮影時期は22.5カ月

であった．術後成績はNakamuraのscoringsys-
tem(Nscore)を用い評価した．

【結果】術前MRIは，月状骨はT1,T2ともにL～

SLで，輝度はstageに関係しなかった．術後MRI

は様々 な輝度変化をし,stageによる傾向を認めな

かった．術後，握力は健側比平均81%，掌背屈R伽

は健側比平均73.7％と改善し,Nscoreではex‐

cellent(E)2例,good(G)9例,fair(F)4例，

poor(P)1例であった．臨床成績と関連し,E/G

群とF/P群にわけて術前後のMRIの輝度を比較す

ると，術前T1でE/G群ではLが多く,FｿP群では

SLが多かった．その他は成績による傾向を認めな

かった．経過中T2でhotspotareaを認めない3

症例は，他の症例に比べ臨床成績が悪い傾向が

あったが，有意差は認めなかった．

【考察】MRI所見と臨床成績の関連は明らかでは

なかった．hotspotareaの出現は月状骨内の血行

改善を示すといわれる．経過中にT2でhotspot
areaが見られない症例で成績不良の傾向があった

が，有意差は認めなかった．

2-IVb4

キーンベック病に対する有頭骨部分短縮骨

切術

PartialCapitateShorteningfOrKienb6ckDisease

l大阪大学整形外科，2関西労災病院整形外科，3り

んくう総合医療センター整形外科

○森友寿夫1,村瀬剛1,多田浩--2,

吉田竹志2，島田幸造3

【目的】キーンベック病に対する手術法の一つであ

る有頭骨短縮骨切術(Almquist法）は術後手根配
列が崩れ可動域が減少する欠点がある．これまで

われわれが行ってきたバイオメカニクス研究の結

果に基づき，手根配列を維持しつつ月状骨の効果

的な除圧を図る有頭骨部分短縮骨切術を新たに開

発したので，その手技，中期成績について報告す

る．

【方法】症例はキーンベック病15例（男7，女8)，

年齢は平均39歳（21～75歳)，観察期間は平均

26.5ケ月（12～48ケ月）である.Lichtman分類

ではstage2:1例,3A:11例,3B:3例であった．手

術法は背側3cmの皮切より有頭骨の近位関節面を

展開し，月状骨側関節面のみを除圧するべくF字

型に骨切りし，約2mm幅の平行骨切部の骨片を切

除し，関節面の骨片を遠位ヘスライドさせ短縮し

た後ヘッドレススクリュー一本で固定する．有頭

骨の舟状骨側関節面は温存する．有鉤骨間に骨移

植は行わない．

【結果】Nakamuraの評価法にて優12例，良3例

と全例で良好な成績を得た．可動域，握力の改善

は良好で，最終fbllow-up時X線にて除圧部の間隙

は維持され手根配列はよく保たれていた．手根中

央関節のimpingementを呈した症例はなかった．

【考察】有頭骨は舟状骨との関節面を持つ．

Almquist法では有頭骨全体を短縮するため舟状

骨との適合性を損なうが，有頭骨部分短縮骨切術

では舟状骨側関節面を温存するため，手根中央関

節のキネマティクスに影響をほとんど与えずに月

状骨の効果的な除圧ができる点でバイオメカニク

ス的に合理的である．

【結論】有頭骨部分短縮骨切術は簡便かつ効果的

でありキーンベック病に選択されてもいい手術法

の一つである．
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2-1Vb5

Stage3キーンベック病の治療一血管柄付
き骨移植，その適応と成績

TreatmentofAdvancedKienb6ck'sDiseaseUsing

aVascularizedBoneGraft-Itslndicationand

Results.

京都大学大学院医学研究科整形外科

○柿木良介，松本泰一，池口良輔，

山川知之，中 村 孝 志

I目的】進行期キーンベック病に対する血管柄付

き骨移植の治療の適応及び結果について報告す

る．

【対象と方法】次の3種類の手術を施行したstage

3のキーンベツク病患者のうち術後2年以上経過

観察された27名とした．術後2年より2年6ケ月

時の手関節可動域，握力,ModifiedMayowrist

score,CHR,Stahlsindexを比較検討した．RS

群:ulnarnegativevarinatの7名の患者に施行し

た．手術は,ulnarvariantが1-2mmpositiveと

なるように僥骨を短縮骨切りした.CS群:UlnaY､

variantにかかわらず11名に施行した．手術は有

頭骨を手根中央関節より1cm末梢で約2mm短縮

し，有頭有鈎骨間をK-wireで固定した．さらに月

状骨に血管柄付き骨移植を施行し，レントゲン上

A-P面にて月状骨高を極力正常に近づけるように

した.Ulnarnegativevariantの症例には，僥骨

短縮術も追加した.TSC群:UInarpositiveおよ

UFneutralvariantの9名に施行した．月状骨に血

管柄付き骨移植を施行し,A-P面での月状骨高は

できるだけ変化させないようにした．その後3-4ケ

月問KPwireにて仮舟状有頭骨間固定をした．

【成績および結論】握力およびMayoWristscore

に関しては，3群問で有意差はなかった．手関節背

屈，掌屈可動域に関しては,CS群が他の二群に比

較して有意に低下していたが,RSおよびTSC群

間には有意差はなかった．血管柄付き骨移植で月

状骨高の過矯正はかえって可動域制限を来すと考

えられた．血管柄付き骨移植の目的は月状骨分節

化の防止にあると考えられた．

2-IV-6

キーンベック病に対する血管柄付き骨移植

術

VascularizedBoneGraftfbrKienb6ckDisease

'山口大学医学部整形外科，2小郡第一総合病院整

形外科

○重冨充則1,伊原公一郎1,村松慶--1,

土井一輝2，池田慶裕2

【目的】キーンベック病に対する血管柄付き骨移

植の臨床成績を評価し，その適応，有用性及び意

義を検討する事を目的とした．

【対象および方法】キーンベック病に対し血管柄

付き骨移植を行った20手のうち，術後1年以上経

過観察し得た17手を対象とした．採骨部位の内訳

は，僥骨12,大腿骨内側上穎3，腸骨･腓骨各1で

あった．LiChtman分類ではstagelllA9手,stage

IIIB8手．月状骨の除圧は，創外固定と部分手根

骨仮固定併用:11手，部分手根骨仮固定:3手，創

外固定:3手．手術時年齢は，14～65歳．経過観

察期間は1～7年．臨床成績はMayomodified

wlistscoreで評価した．壊死骨の形態や手根配列

については，各種のX線パラメーターを用い，壊

死骨の再血行化についてはMRIなどを用いた．

【結果】治療成績は術後平均86点,excellent:4手，

good:9手,fair:4手．Lichtman分類別では

stagelllAで平均89点,excellent:3手,good:

4手,fair:2手．StagelllBで平均82点,excel-

lent:1手,good:5手,hir:2手であった.MRI

などで月状骨の再血行化が示唆される一方，4手

で分節化が残存した．分節化が残存した例は，術

前に月状骨が多発性に分節化しているか，一カ所

のみの分節化であっても月状骨の掌側1/4部に存

在するものであった．全例でLichtmanstageの

進行は認めなかった．

【考察】キーンベック病に対する血管柄付き骨移

植術の意義は，壊死骨の再血行化および偽関節が

存在する場合の骨癒合の獲得による病期の改善あ

るいは増悪の予防を図ることである．この観点か

ら本法の適応は分節化が無いか，あっても骨癒合

の獲得が期待できるものと考える．この点を考慮

した細分類に基づき手術適応を検討する必要があ

る．
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2-IVb7

手根骨壊死に対する血管柄付き骨移植術
PedicleVascularisedBoneGraftfOrtheneatment

ofCarpalBoneNecrosis

'京都府立医大大学院医学研究科運動器機能再生外

科学，2社会保険神戸中央病院整形外科

○藤原浩芳1,平田美幸1,岡島誠一郎1,

奥田良樹2，久保俊一’

【目的】手根骨壊死に対しては，血管柄付き骨移

植術も治療法選択の一つであり，これまでに良好

な成績が得られている．今回，血管柄付き骨移植

術の術後成績を検討したので報告する．

【対象および方法】症例は男性11例，女性8例，
平均年齢41.6歳（18～67歳）であった．内訳は

キーンベック病14例(Lichtman分類stage2-5例，
stage3AP4例,stage3B-5例),プライザー病2例，

外傷後の舟状骨壊死3例である．手術はすべて背

側からアプローチし，移植骨はキーンベック病は

第3中手骨基部（11例）と榛骨遠位部（3例）か

ら，プライザー病は第2中手骨基部(2例）から行

い，舟状骨偽関節に対しては全例僥骨遠位部から

行った．術後は症例によって創外固定，一時的SIT

関節固定，鋼線固定，ギプス固定のいずれかを行っ

た．臨床成績はMayomodifiedwristscoreで評
価した．

【結果】術後の経過観察期間は平均32.4カ月（6～

89カ月)であった．キーンベック病の治療成績は，

excellent:6例,good:5例,fair:3例であった．

Stage3Bの一症例に，術後1年ではMRI像の改善

がなく7年後のMRI像でT1,T2強調画像でとも

に信号強度の正常化を認めた．舟状骨壊死の治療

成績は,excellent:2例,good:2例,poor:1例
であった．舟状骨近位端の偽関節に対して僥骨か

ら血管柄付き骨移植を行った1例に骨癒合が得ら
れなかった．

【考察】手根骨壊死に対する治療目標は，壊死骨
の再血行化と圧漬変形の阻止および偽関節部や分

節部の骨癒合獲得である．術後一時的に月状骨や

舟状骨のの圧潰が進行する症例でも，最終的に再

血行化が得られれば圧潰が停止し，臨床成績も良

好なことから，血管柄付き骨移植術による治療は
有用な手術法と考える．

2-IVb8

Kienb6ck病stagelⅡに対する手術一僥骨
骨切ﾚﾉ術と月状骨血管柄付き骨移植の同時
手術一

TheatmentofLichtman'sStagelllKienb6ckDisease

-CombinedProcedureofRadialOsteotomyand
VascularizedBoneGrafttotheLunate-

名古屋大学大学院手の外科

○中尾悦宏，中村蓼吾，堀井恵美子，

稲垣弘進，建部将広

【目的】Kienb6ck病stageⅢに施行した僥骨骨切

り術と月状骨血管柄付き骨移植の合併手術の成

績,X線像およびMRI所見を報告する．

【対象と方法】本法を行った12例12手を対象とし

た．男10女2，17～59歳（平均38歳)，右9左3

で，発症から手術までの期間は2ケ月から5年(平

均16ケ月）であった.StageIIIa:7,IIIb:5,ul-

narvarianceは平均0.7mm,僥骨尺側傾斜角は

28．1度,carpalheightratioは0.52であった．術

前MRIにて月状骨はT1Ⅷでは全例で周囲骨と比

較してlowであり,T2Ⅷではlow:7,low～iso混

在:5であった．榛骨より第4．5伸筋腱区画間動静

脈を柄とした骨片を挙上し，月状骨に作製した小

孔に挿入した．壊死骨の積極的な掻爬は行ってい

ない．榛骨はstep状に骨切りし螺子あるいはplate
で固定した．平均経過観察期間は27ケ月であった．

【結果】手関節痛は9手で無くなり，3手で負荷時

鈍痛が残存した．可動域は健側比で，背屈術前65％

から術後86％，掌屈53％から81％，僥屈74％か

ら95％，尺屈69％から77％，握力は59％から91％

へ改善した．榛骨は平均1｡2mm短縮し，僥骨尺側

傾斜角は8.0度減少,CHRは0.50であった．月状

骨分節化があった7手のうち3手で改善を認めた．

術後6ケ月～2年半のMRIで，月状骨はT2Ⅷで

iso,T1WIでisoまたはlow～iso混在と輝度の上

昇を認めた．

【考察】本法は月状骨への力学的負荷を減少させ

る骨切り術と血行再建を目的とした骨移植を同時

に施行する．骨移植は関節内手術であるが，背側

の小孔のみとすれば関節展開は小さく術後拘縮は

ほとんど生じなかった．臨床症状の改善に加え，

MRIで掻爬せずに残した海綿骨の輝度は変化し，

本法によって月状骨血流が促がされ骨質が改善し

ていることが示唆された．月状骨を温存しつつ手

関節機能の改善を図れ,stagelllの治療として推
奨できる手術法である．
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2-IVb9

StagelllKienb6ck病における観血的治療
の適応と限界

AClinicalStudyofOperativeTreatmentfOrStage

IIIKienb6ck'sDisease

'五島中央病院整形外科，2いまむら整形外科，3な

がたに整形外科，4愛野記念病院整形外科

○角光宏1，今村宏太郎2，長谷芳文3，

貝田英二4

【目的】Lichtman分類stagelllmenb6ck病に対

する観血的治療の有用性を放置例との比較から検

討し，さらに関節適合性を考慮した際の治療方針

を明らかにすること．

【対象と方法】対象はstagelllmenbOck病74例

(IIIA20例,IIIB54例).治療法の内訳は，榛骨骨

切り術39例(IIIA20例,IIIB19例),腱球置換術

19例（全例IIIB),放置例13例（全例IIIB),骨

移植併用僥骨骨切り術3例（全例IIIB).術後成績

はCooneyの評価法で判定し，以下の検討を行っ
た．1)観血的治療例の術後成績を放置例と比較し

その有用性の検討.2)Lichtman分類および関節

適合性を考慮した独自の分類の有用性を榛骨骨切

り術の術後成績をもとに検討．3)骨移植併用僥骨

骨切り術の術後成績の検討．

【結果】1)総合評価は僥骨骨切り術がIIIA82.0点，

IIIB67.9点，腱球置換術は70.8点．一方，放置例

は71.5点で,IIIAに対する僥骨骨切り術は有意に

成績良好(P<0.01)だが,IIIBにおける手術療

法と放置例に差はなかった．しかし，手術療法群

では症状改善までの期間が有意に短かかった．2）

成績優･良の症例はⅢA70%,IIIB31.6%,適合性

良好群81％，不良群16.7％であり，骨切り術の成

績を予測する術前評価法としては，適合性を考慮

した分類法がより有用であった．3)骨移植併用例

は平均80.0点で,IIIAに対する榛骨骨切り術と同

等の術後成績が得られていた．

【結語】Lichtmgn分類stageIIIに対しては，まず

側面形態での適合性を判定し，良好であれば，僥

骨骨切り術単独で良好な成績が期待できる．一方，

適合性不良例では，早期の症状改善を目的とする

場合に限り，観血的治療の有用性がある．また，僥

骨骨切り術に骨移植術の併用は，適合性不良例に

おいて有用な選択枝となりうる可能性が示唆され

た．

2-IValO

皮下腱断裂を伴ったキーンベック病の6例

ClosedT℃ndonRuptureCausedbyKienb6ck's

Disease

'信州大学医学部整形外科，2美唄労災病院整形外

科，3昭和伊南総合病院整形外科

○丹羽知之l,笠島俊彦29土金彰3,

山崎宏1,加藤博之’

【目的】皮下腱断裂を伴ったキーンベック病の報

告は少ない．演者らは本症の7手を経験したので，

その臨床像を報告し，腱断裂の発生機序を検討し

た．

【対象】6例7手の内訳は，62～76歳(平均71歳）

で，男性：3例3手，女性3例4手である．職業は

農業が5例，土建業が1例であった.キーンベック

病のLiChtman分類は,stagellla期1手,stage

IIIb期2手,stageⅣ期が4手であった．合併症
として手根管症候群を2手に認めた．これらの臨

床像を調査し腱断裂の発生機序について検討し

た．手術は，腱移植術を5手に行った．術後期間は

12～125ケ月である．

【結果】手関節痛の既往あり:5手，手関節痛の既往

なし:2手であった．キーンベック病の治療歴あり：

3手，治療歴なし：4手であった．伸筋腱断裂の誘

因については，明らかな誘因あり:2手，誘因なし：

5手であった．断裂腱の内訳は，示指固有伸筋腱：

1手，示指の総指伸筋腱：1手，環指総指伸筋腱:2

手，小指総指伸筋腱:3手，示指深指屈筋腱：1手，

環指深指屈筋腱:1手，小指深指屈筋腱:1手であっ

た．術前の画像所見と手術中の所見では，全手にお

いて圧潰した月状骨の掌背側骨片が，手関節掌背

側の関節包を破り断裂腱に接していた．

【考察】皮下腱断裂の機序としては，手関節の掌

背側の月状骨の骨軟骨片が，関節包を破り腱との

間に摩擦を引き起こして腱断裂に至ると考えられ

た．さらに高齢や，手関節と手指の使用などが誘

因となっていると推測された．キーンベック病の

自然経過あるいは治療経過の中には，月状骨の圧

潰があっても手関節痛が軽度の例に遭遇すること

がある．そのような例にはキーンベック病に対す

る手術適応は限られるとされる．しかし上述した

誘因を認め，掌背側に突出した骨軟骨片がある場

合は，将来皮下腱断裂を生じる危険性に対して注

意が必要である．
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2-IVbll

Functionaldexteritytestを用いた手の先
天異常患者の手指機能評価の試み

EvaluationoftheFunctionofHandwithAnomaly

byUsingFunctionalDexterityTbst

’札幌医科大学医学部整形外科，2札幌医科大学保

健医療学部，3札幌医科大学附属病院リハビリテー

ション部，4クラーク病院整形外科

○射場浩介'，和田卓郎1,坪田貞子3,

青木光広2，北村三穂4

【目的】小児の手指機能評価は難しい.Functional

dexteritytest(FDT)は手の操作技能について，

最小限の時間で簡単におこなえる測定法として成

人の手指機能評価に使用されている．今回は先天

異常を有する小児の手指機能評価をFDTを使用

して測定したので報告する．

【方法】対象は12例15手，男8，女4例，平均年

齢は6．4歳であった．患肢は両側3，右5，左4例

であった．疾患別では横軸形成障害4例4手，母指

形成不全3例5手，裂手2例2手，皮膚性合指1例

1手，母指多指症1例1手，上腕榛骨癒合症1例2

肢であった．測定器具は20．6×20.6cm,厚さ

3.7cmのボードに深さ3cm,直径2.5cmの穴を4

×4列で等間隔にあけ，16の穴に長さ4cm,直径

2.2cmのペグを並べたものである．検査は片手で

おこない，すべてのペグを反対にいれかえるのに

要する時間を測定した．ペグの操作は宙に浮かせ

ておこない「反対の手を使用する｣，「胸にペグを

あて支える｣，「ペグを落とす」場合にはペナル

ティーとして5秒加算した．結果は検査に要した

時間を健側との比であらわした．両側例は正常者

の年齢別平均値と比較した．

【結果】患側のFDT平均値は健側に比して1.70で

あり，より長い時間を要した．また，すべての症例

でFDT時間は延長しており，横軸形成障害2.24,

母指形成不全1.79,皮膚性合指1.6,上腕僥骨癒合

1.26,裂手1.20,母指多指症で1.07であった．

【考察】FDTの結果より患側は有意に手操作機能

が低下していた．横軸形成障害や母指形成不全な

ど機能障害のに著しい病態では皮膚性合指，裂手

や母指多指症と比較してFDTは高値を示した．こ

のことは先天異常を有する手指の機能障害の程度

をFDTが反映していると考えられた．FDTは信頼

性のある手指機能障害の評価測定法であり，さら

に簡易で，最小限の時間でおこなえる検査方法と

して有用である．

2-IVb12

先天性爪甲欠損症とその成因について

MolphologyandEmbryologyofCongenitalnail

defOrmity

'東京慈恵会医科大学形成外科学講座，2東京慈恵

会医科大学第2解剖学教室

○岸陽子19栗原邦弘1,橋本尚詞2

【目的】爪甲欠損症例の爪の形態および特徴的な

末節骨形態について，胎児の末節骨，爪の発生過

程を観察し検索する．

【対象と方法】1968年から2004年までに当科を訪

れた先天性爪甲欠損症68例につき形態とX線像の

関連性を調査した．約30年前に東京慈恵会医科

大学第2解剖学講座に保存されていた胎児の指71

本をパラフィン固定し,H-E染色とPAM染色を

行って爪が発生するまでの爪周囲の構造を観察し

た．

【結果】先天性爪甲欠損患者の爪の形態は大きく3

種類に分類できた．1:爪甲の脅曲が強く，爪が小

さいもの2：爪甲が二分しているもの3：爪甲が痕

跡的か完全欠損するもの.X線像は正面像では全

例，末節骨の先端が先鋭化しており，側面像にお

いて末節骨の遠位部が前後方向に二分していた．

H-E染色像において胎児の指の先端は，爪ができ

る前は，基底層が隆起し上層が角化を開始しはじ

め，基底層から末節骨までに細胞の集族が見られ

た．さらに先端が隆起して同部位の角質が肥厚し

爪が形成された．PAM染色では爪母と爪床の染色

性が同様に活発で爪床下には末節骨の先端に向か

う繊維と中央から末節骨基部に向かうハの字型の

走行が見られた．

【考察】爪の形態の多様性と末節骨の形態とは，

無関係であったが，爪甲欠損症例の末節骨は100％

変形が認められた．共通しているのはその形態が

側面像で先端が二分していることであった.PAM

染色像から，爪床と末節骨間に密な細網繊維の走

行が認められ，どちらの低形成が存在しても相互

に影響を与える可能性が推測された．
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母指多指症再手術例の検討

RemainingDefOnmtyofThumbPolydactyly

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

【はじめに】母指多指症では分岐高位に応じた適

切な手術が必要となる．演者らは一定の治療方針

に従い手術を行っているが，術後変形を来し，再

手術を必要とすることもある．再手術を要した症

例についてその原因と初回手術の問題点について

検討した．

【対象】1985年以降，当科で手術を行った母指多

指症のうち，術後1年以上経過観察し得た症例は

118例125手であり，その内訳は男68例，女50例，

右65手，左50手であった．初回手術時年齢は平

均11ヵ月，初回手術から再手術までの期間は平均

3年10カ月であった．分岐高位で分類すると，末

節型が37手，基節型57手，中手骨型19手，浮遊

型12手であり，このうち術後変形に対して再手術

を要したのは20例20手であった．この20手に対

し，初回手術後の問題点と再手術方法について検

討した．

【結果】20手中，末節型が7手，基節型11手で，

中手骨型2手であった．末節型は皮弁の萎縮，退

行(3手)，爪変形(3手)の問題が主であった．基

節型はIP関節僥屈偏位(7手),尺屈偏位(2手),

MP関節榛屈偏位(1手）と隣接関節の偏位が問題

であり，基節骨の矯正骨切り（6手）と関節軟骨の

shaving(2手),腱移行(2手）を行った．中手骨
型は母指榛側外転障害（1手）とMP関節での榛屈

変形（1手）に対して，中手骨の矯正骨切り（2手）

と腱移行（1手）を行った．

【考察】末節型では初回手術の際に大きめでかつ

爪根部を残さない皮弁を用いて指尖部の萎縮を防

ぐ必要がある．基節型ではIP･MP関節の偏位を

来さない様に余剰指切除後の基節骨，中手骨の骨

軸を評価して，必要に応じて骨切りを行うととも

に短母指外転筋の機能再建を行う必要があると考

えられた．

2-IVbl4

先天性母指形成異常に対する母指化手術

PolUcisationfOrCongenitalDysplasticThumb

奈良県立医科大学整形外科

○前川尚宜，矢島弘嗣，小畠康宣，

河村健二，高倉義典

【目的】先天性母指不全症に対する再建方法として

は母指化術が機能的再建法として適応がある．

1953年にLitterの報告により現在行われている手

術法の基礎が確立され，さらにZancolli,Hamson,

Buck-Gramckoにより改良が加えられ報告されて

いる．今回我々 の行っているBuck-Gramcko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】術前にあらかじめ血管造影検査を行

い，血行動態を確認しておく．手術は示指基部掌

側より再建母指の基部と予定している部位に終わ

るS状皮切をデザインする．さらに示指基部を完

全に環状にめぐるように切開線を加え，背側に

PIP関節付近まで皮切を延長する．まず背側より

展開し第1背側骨間筋を第2中手骨起始部より切

離し反転する．次に掌側の皮切より屈筋腱，神経

血管束を同定し，中指榛側への固有指動脈分岐部

にて結紮切断する．この後掌背側より中手骨全体

を露出し骨切りを行う．十分な対立位がえられる

ように注意しながら中手骨を短縮固定し，指骨針

にてクロスピンニング後，欠損している母指外転

筋の代わりとなるように第1背側骨間筋を移行す

る．最後に皮弁の形を整え手術を終了する．術後

直後はBulkyDressingとし，抜糸後より術後約6
週間の外固定ののち，指骨針の抜釘，自動運動を

開始した．

【結果】18歳女児(Blauth分類の3型),3歳男児

（同5型)，4歳女児（五指症）の3例に対し施術を

施行した．若年手術時の症例では特に母指の把持

機能，対立運動とも良好に経過している．

【考察】母指形成不全症に対して本法は有用な機

能再建法である．しかし手術時期としては若年時

に行う方が好ましいと考えられた．
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直線切開で指間分離を行った合指症症例の

検討

SraightlncisionfOrtheSeparationofSyndactyly

ResultsinGoodAppearance

2-IVbl6

LightandOgden法を用いたDeltapha-
lanxの治療

LightandOgden'sOperationfOrtheThPeatmentof

DeltaPhalanx

京都大学医学部附属病院形成外科

○沢辺一馬，鈴木義久，鈴木茂彦

'大阪市立大学大学院医学研究科整形外科学,2大

阪労災病院整形外科，3くすのき整形外科

○香月憲一1，楠正敬3，安田匡孝2，

恵木丈1,岡田充弘’

【はじめに】合指症手術は，背側矩形皮弁による

指間形成とジグザグ切開による指間分離後，皮膚

欠損部には脛骨内果尾側から全層植皮が一般的に

行われる．この方法により癩痕拘縮による指間の

上昇や，側屈，回旋変形はある程度予防できるが，

背側や掌側の植皮片を含む嬢痕は生涯消えること

はない．そこで，嬢痕や植皮片はできるだけ側正

中に作成し，さらに嬢痕拘縮を来さない方法がよ

いと考えられる．

【対象と方法】1998年7月から2004年6月までに

京都大学附属病院形成外科で手術を施行した合指

症11例（男8例，女3例）15手（右4例，左3例，

両側4例)，22指間（母・示指間：1，示・中指間：

3，中・環指間：15，環・小指間:3)(simplein-

complete:7,simplecomplete:10,complex:5)

に対し，指間形成は背側矩形皮弁，指間分離は背

側も掌側も直線切開を行い，皮肩欠損部には全層

植皮を行い(以下，直線切開法)，術後経過観察期

間4ケ月から6年（平均3年5ヶ月）の間に生じた

問題点を検討した．

【結果】全症例に掌側耀痕に軽度拘縮を生じたが，

嬢痕部の潰瘍形成やADLの支障は認めない．ま

た，4例に対し植皮片の切除縫縮,Z形成術を行う

ことにより嬢痕を側正中とすることにより，整容

的には本人と両親から受容され，機能的にも良好

な結果を得ている．

【考察】指側正中部は背側や掌側と違い，人目に

触れることが少ない．従って合指症手術による植

皮片を含めた嬢痕はできるだけ側正中にくるのが

良い．このことを考慮し，当科では1998年より直

線切開法を行っている．また，指間部の植皮片は

後に切除し，拘縮に対してはZ形成を行い，嬢痕

が側正中部にくるように考えている．まだ，経過

観察期間が短いが，合指症手術の選択肢の一つと

考えている．

【目的】先天異常に合併するdeltaphalanxは手指

の側屈変形や短縮をきたし，その治療には難渋す

ることが多い．1981年,IjghtとOgdenは組織像

に基づいてdeltaphalanxを長管骨化させる手術

法の可能性を示唆した．我々は彼らの理論を検証

すべく，この術式に基づいて治療した症例の調査

を行った．

【対象・方法】症例は6例7指，原疾患は手の合指

症2例，両小指斜指症1例，僥側列形成不全1例，

足の軸前性多指症2例である．手術方法はIjghtと

Ogdenの方法に準じてdeltaphalanxの中央で骨

切りを行い，骨端線の方向が平行になるように両

骨片を矯正し，鋼線で内固定した．骨切り面で骨

端核の間に骨性架橋ができないように，骨片間に

遊離脂肪を移植した．術後の経過観察期間は5ヶ

月から10年9ヶ月，平均4年10ケ月である．

【結果】健側比の長さに不満の残る症例もあった

が，全例で長管骨化には成功した．術後9年以上

追跡し得た2例，2指3骨に関する計測では，長

軸方向の長さの健側比は69％から81％，平均75％

であった．足趾例の満足度は高かったが，手指例

で短縮と関節拘縮が残存し，骨延長などの追加手

術の必要性を感じた症例もあった．

【考察】Deltaphalanxに対する手術はいくつかの

方法が報告されてきたが，いずれの方法も骨形態

の矯正は可能であるが分離した骨端核の間に骨性

架橋を形成し，長軸方向の骨成長が阻害されると

いう問題点があった.LightとOgdenの提唱した

方法は骨性架橋を防止するために脂肪移植を行う

ことで，骨端核間の骨性架橋が防止できれば長軸

方向の両端で骨成長が期待できる．長管骨化でき

れば，骨長不足は骨延長などの方法で追加矯正が

可能である．

【結論】今回の調査から,LightandOgden法を用

いてdeltaphalanxを長管骨化することが可能で

あることが証明された．

呂
ワ
』
口
］
白

－Sl53－



2-IVbl7

指欠損を伴わないUInarCleftの病態の検討

UlnarCleftwithoutFingerDefect;Clinicaland

EtiologicalAspect

山形大学医学部整形外科

○菊地憲明，荻野利彦，高原政利，

伊藤和生，鳴瀬卓爾

【目的】環指･小指間部(第4指間部)の裂手(mnar

Clea)の病態は，尺側列欠損によるものか指列誘

導異常によるものかの診断に苦慮する．今回我々

は第4指間部の裂手症例の臨床所見の分類とその

一群の病態の検討を行ったので報告する．

【方法】患者は10家族，19手，12症例の第4指問

部裂手症例で，小指の低形成や拘縮，小指の爪甲

の異常の有無を調べた．男性9例，女性3例，罹患

手は右1例，左4例，両側7例である．これらの各

症例の病態と症例間の病態の関係について比較検

討した．

【結果】裂手で指欠損が無いものが11手，尺側多

指症が3手，裂手が無く小指の低形成と強直が

あったのが4手であった．これらの症例の中で小

指の低形成が15手，小指球筋の低形成が6手，小

指の拘縮が5手，小指の指節癒合が7手，小指の爪

甲の異常が10例にみられた．爪甲異常を認めた症

例の内,clawnailが3手,clamnailが4手,cir-

cumfrentialnailが4手にみられた．反対側の手

の異常では尺側列欠損や尺側多指症をみとめた．

【考察】我々の症例でみられた爪甲異常と手の異

常は,ulnar-mammarysyndrome(UMS)の症

状に似ていた.TBX3遺伝子の変異がUSMの原因

であるとの報告がある.TBX3遺伝子の変異に

よって四肢尺側の変化を伴うことも報告されてい

る．したがって,TBXB遺伝子とその関連遺伝子の

変異が，第4指間部裂手や小指の低形成，拘縮や

爪甲の異常を伴う手の異常に関係していることが

推測された．我々の症例の検討から，指欠損を伴

わないUlnarCleftは他の裂手とは別の独立した

一群の病態であることが示唆された．

2-IVbl8

風車翼手の臨床像と治療

ClinicalFeaturesandTreatmentoftheWindblown

Hand

山形大学医学部整形外科

○金内ゆみ子，荻野利彦，高原政利，

菊地憲明，鳴瀬卓爾

【緒言】複数指に尺側偏位と屈曲変形をきたす先

天性の変形は風車翼手として知られる．しかし，風

車翼手についてのまとまった報告は少なく，その

臨床像も不明な点が多い．今回我々が経験した症

例の中で手の変形を風車翼手と診断した症例の臨

床像と手術成績を検討した．

【対象と方法】1976年以後，我々が風車翼手と診

断した25例を対象とし，診療記録より1)臨床像，

2）手術成績を調査した．

【結果と考察】1）臨床像:男性18例，女性7例で，

全例が両側罹患であった．手の変形:全例に指の尺

側偏位，掌側皮膚の拘縮，母指の内転屈曲変形がみ

られた．他指は，指の屈曲変形の程度は様々であっ

たが全例で全指に屈曲変形が存在した．総指伸筋

腱欠損は3例に認められた．合併する先天異常:基

盤の疾患がdistalarthrogryposisと考えられた16

例では，内反足が10例，垂直距骨が1例，小顎症

が5例，口蓋裂が1例，高口蓋が2例に合併してい

た．一方，基盤の疾患がFreeman-Sheldon症侯群

と考えられた5例では，小顎症が全例に，口蓋裂が

1例に認められた．すなわち,Freeman-Sheldon症

侯群は足の合併症を除くとdistalarthrogryposis

と類似していた．2）手術成績：手術は11例（16

手)に施行され，手術時年齢は平均3.6歳(2.6-7歳）

であった．母指内転屈曲変形に対する植皮術や有

茎皮弁術は5例（5手）に行われたが，全例で変形

矯正が不十分で，1例ではMP関節固定術を必要と

した．他指では屈曲変形に対する植皮術が10例(15

手)に行われ，10手では満足な矯正が得られたが，

5手では神経血管束の短縮のために伸展が不十分

であった．腱延長及び腱移行術は3例（5手）に施

行され，ほぼ良好な結果が得られた．
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巨指症の長期成績

Long-TbnnResultsfOrMacrodactyly

名古屋大学手の外科

○篠原孝明，中村

中尾悦宏，稲垣

蓼吾，堀井恵美子，

弘進

【目的】1972年以降，当科で経験した巨指症69例の

うち10年以上経過観察可能であった24例について

検討した．

【対象】男性14例，女性10例で，手11例21指，足

13例32趾．右側14,左側7，両側3例．指別では，

母指5，示指7，中指5，環指2，小指2指，第1趾

8，2趾14，3趾7，4趾2，5趾1足趾であった．初

診時平均年齢は1歳7ケ月（0ケ月～12歳1ケ月)，経

過観察期間は平均16年9ケ月(10～30年).合指(趾）

症合併を5例認めた．患側の上肢肥大3例，下肢肥

大1例を認め，2例は患肢全体にわたり骨が過成長し

ていた．

【治療】全例に手術治療を行い，手術を行った手

指は19指，足指27趾，手術回数は平均5回(1～11

回)．皮膚軟部組織の形成術のみ行ったのは4指，短

縮骨切り術や骨端線切除術などの長軸方向に対する

骨の手術は手指14指，足指26趾に行った．指節骨

の一部を縦に切除するような周径を減じる骨の手術

は手指5指，足指7趾に行った．最初から切断術を

行ったのは1指，数回の手術を行ったが最終的に切

断術に至ったのは手指2指，足指2趾であった．

【結果および考察】手指例における長さの矯正は

良好で，健側比平均105％であった．足指例におい

ては，長さの過成長は矯正できたが，6趾が過矯正の

ため健側比90％未満となった．過矯正の原因は，幼

少時に骨端線切除術を行ったことによる成長停止が

4趾，中足骨頭切除によるものが1趾，脂肪切除後の

壊死が1趾であった.DIP関節固定術，足指におけ

る中節骨切除術は長さの矯正に有効であった．成長

抑制を軽度にするため，骨端線を尖刀または鋼線で

軽度損傷させる手技を7指に行ったが，成長は抑制

できず効果はなかった．周径を減じる骨手術はわず

かな効果しか得られず，軟部組織の形成術を行って

も周径の矯正は困難であった．患肢全体の骨過成長

を伴う2例の治療成績が特に不良であった．

2-IVb20

有茎筋膜脂肪弁移植を用いた先天性榛尺骨

癒合症の分離授動術

MobilizationofaCongenitalProximalRadioulnar

SynosotosiswithaPedicleFascio-fatGraft

琉球大学医学部整形外科

○金谷文則，安里英樹，大城亙，

長嶺順信，普天間朝上

【目的】先天性近位榛尺骨癒合症は前腕が中間位～

回内90.で強直を呈する疾患であり，単なる分離

授動術では高頻度に再強直を来すため，一般に授

動術は行われず高度回内強直例に対して前腕回旋

骨切り術が行われてきた．近年開発された遊離血

管柄付き筋膜脂肪弁移植と僥骨骨切り術を用いた

授動術（金谷法）により，本疾患の分離授動術が

可能になったが，マイクロサージャリーの技術を

要するため，手術を行える施設が限局される．今

回，私たちは前腕の有茎筋膜脂肪弁移植を用いた

先天性榛尺骨癒合症の分離授動術を考案したの

で，手術手技と短期成績を報告する．

【症例と術式】症例は男児3例，女児4例，手術時

年齢は4歳3カ月～12歳（平均7歳5カ月)，片側

例6例，両側例1例(左側を手術）であった．強直

位は中間位～回内80。（平均回内37｡）であり，手

術側は左側5例，右側2例であった．主訴は，お椀

が上手に持てない．頂戴ができない（4例)，洗顔

時に水がすくえない（2例)，バレーボールのトス

が上げにくい，カスタネットが打てない（各1例）

であった．金谷法に準じて癒合部の分離と僥骨頭

の整復を行った．後骨間動脈を茎とし，血流を改

善する目的で太い皮静脈を1本含めて前腕背側の

筋膜脂肪弁を挙上し，分離部間隙に充填した．術

後経過観察期間は1年～1年2カ月であった．

【結果】全例で分離部再癒合を認めず,平均可動

域は72°（回外21.,回内51｡）であった．2例で僥

骨頭の後方亜脱臼を認めたが，他の合併症はな

かった．主な改善は，頂戴と食事･運動動作であっ

た．

【結論】前腕背側の有茎筋膜脂肪弁を用いても，

先天性榛尺骨癒合症分離後の再癒合を防ぐ､ことが

できた．一方，分離後の可動域は十分とは言えず，

可動域の改善が今後の課題と考えられた．
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手の外科領域におけるﾘﾝ酸ｶﾙｼｳﾑ骨ベーｽﾄの｜使用経験

ClinicalApplicationofBio…EMePas"fo[HandSurger]|

弘前大学医学部整形外科

西川真史

N

現在，リン酸カルシウム骨ペースト（以下骨ペースト）は，自家骨移植に代わる新しい骨

充填材料として，整形外科一般治療に応用されるようになってきた．演者は手の外科におけ

る骨ペーストの臨床応用を積極的に行なってきたので，その実際と今後の展望について紹

介したい．骨ペーストは自家骨採取が不要であることの他に，欠損の大きさ･形状にとらわ

れずに充填可能であること．外套管刺入での注入という小侵襲手技で充填が可能であるこ

とが最大の特徴である．演者が実際に施行しているのは，指骨偽関節，良性骨腫瘍，僥骨矯

正骨切り術症例である．偽関節では小関節鏡を併用し，偽関節部を鏡視下に掻爬新鮮化した

後の骨欠損部に骨ペーストを充填する．この際骨ペースト注入前にあらかじめ偽関節部が

動かないようにピンニング等で固定することが重要である．再接着後や,pintractinfbc-

tion例で骨癒合が得られなかった症例で偽関節部周囲の軟部組織の血行が必ずしも良好で

ない場合に特に適応があると考えている．良性骨腫瘍例ではイメージ下に2箇所のportalを

骨に開けて，鏡視下に十分掻爬した後に骨ペーストを注入する．骨ペーストを充填すること

で，腫瘍によって低下した骨強度を骨が再生するまで補う効果もあると考えている．昨年か

ら試みている方法であるが，矯正骨切りした僥骨をプレートで固定後に，生じた骨欠損部に

骨ペーストを注入している．矯正骨切り術の骨移植は矯正位の保持もかねた自家腸骨採骨

が一般的であるが，患者への負担が大きいので矯正位をプレート等で確実に保持してから

骨ペーストを注入する．これまでのところ矯正位が確実に保持できれば骨移植は骨ペース

トで十分と思われる．現在，この手術用に特殊なプレートをデザインしたのであわせて紹介

する．

４
月
翠
日
第
４
会
場
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ハイブリッド型人工神経移植Schwann細

胞における細胞接着分子発現の検討

ARoleofSeededSchwannCellsfbrAxonalRegen-

erationinTissue-engineeredNerve

慶應義塾大学整形外科

○池田崇，仲尾保志，斎藤治和，

栩木弘和，戸山芳昭

【はじめに】ハイブリッド型人工神経に移植した

Schwann細胞は，軸索誘導能の促進に有効に働く

が，どのような役割を果たしているかは解明され

ていなかった．今回，移植したSchwann細胞の細

胞接着分子の発現を追跡し，その機能について検

討したので報告する．

【材料および方法】実験1．LacZで標識した

Schwann細胞不死化細胞株(LacZ-IMS32)を用

いてハイブリッド型人工神経を作製し，10週齢マ

ウス坐骨神経の10mmgapに移植した．移植後4,

8,12週(N=各5,計30)で人工神経を取り出し，

架橋組織中央での横断切片でLacZ陽性細胞の発

色と抗PO,抗NCAM,抗L1,抗HNK1(M6749)

抗体による免疫染色を行い，移植したSchwann細

胞の動態を経時的に観察した．実験2．上記と同様

の実験系で，人工神経内腔の架橋組織から膜タン

パクを抽出した．これを抗PO,抗NCAM抗体を

用いたWesternblotにより解析した．

【結果】細胞移植群のLacZ陽性細胞の発色は,4週

では人工神経壁内にのみ認めたが，8週以降は

チューブ内腔の再生軸索周囲にも観察された．ま

た8週以降のチューブ内腔には,コントロールに比

べて多数の抗NCAM,抗L1,抗HNKP1抗体染色

陽性細胞が確認された.Westernblotでは,POは

8週以降で認められ，一方NCAMは4週では認め

られたが，8週以降は減少していた．

【考察】NCAM,L1,HNK-1は,Schwann細胞

の遊走時に発現することが知られている．移植後

早期にこれらが多数Schwann細胞表面に発現し

ていたことをLacZ陽性細胞の動態とあわせて考

えると，移植したSChwann細胞がチューブ壁内か

ら内腔に遊走して軸索を誘導している可能性が示

唆された．

2-IVa22

ラットにおける神経栄養因子による神経筋

接合部の再生促進への効果

EffectofNeurotrophicFactorstoReinnervationof

NeuromuscularJunctionintheRat.

名古屋大学手の外科

○岩田佳久，中村

中尾悦宏，稲垣

蓼吾，堀井恵美子，

弘進

【目的】除神経筋の良好な機能回復には，出来る

限り早期に再神経支配されることが不可欠であ

る．神経幹欠損は自家・人工神経移植などが選択

可能だが，軸索が標的筋に到達してからの神経筋

接合部の再生の工夫は少ない．本研究の目的は，神

経栄養因子応用による神経筋接合部再生促進であ

る．

【方法】Ⅷstar系雄ratの左後肢前脛骨筋を除神経

し，直ちに後脛骨神経を筋腹末梢の無神経筋接合

部領域へ直接神経幹移植し，神経栄養因子として

NGFとb-FGFを神経縫合部付近に筋肉内注射(1

回200ILl)を5回（手術時と術後1回/1週を術後

4週まで）投与した．投与濃度;NGF:20ng/ml群

(以下N20群),100n"ml群(N100群),b-FGF:50

ILg/ml群(F50群),100ILg/ml群(F100群).各
群n=3.対照にはNGF群には2%BSA(bovine

serumalbumin)群,b-FGF群には蒸留水群と

其々の溶媒を使用した．術後8週に筋質量（健側

比較)，筋電図M波の振幅を比較検討した．

【成績】筋質量(%):N20群55.2,N100群69.1,

F50群55.2,F100群67,BSA群45.9,蒸留水群

43.5.M波の振幅(mV):N20群4.2,N100群2.4,

F50群0.5,F100群1.4,BSA群と蒸留水群は正常

M波が誘導されなかった．

【結論】以前我々は，栄養因子を使用しない直接

神経幹移植を行ったが術後8週で正常M波は検出

されなかった．今回，濃度の異なるNGF2群とb-

FGF2群を使用することで筋質量の回復とM波振

幅の改善が得られた．振幅は神経刺激により賦活

された筋線維の数を大まかに示すものであり神経

栄養因子投与により十分に新生神経筋接合部が出

現し再神経支配が得られることが示唆される．
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コラーゲンスポンジ充填ポリマーチューブ

による末梢神経欠損部の架橋実験

ExperimentalStudyonPeripheralNerveRegenera-

tionUsingCollagenFilledPolymerConduit

'大阪市立大学医学部整形外科学教室，2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，

3芦原病院整形外科，4済生会中津病院整形外科

○高松聖仁l,中塚洋直2,榎本誠3,

越宗勝4，香 月憲一’

これまで我々は，末梢神経欠損部の再建用のポリ

マーチューブを作成し種々の検討を加え報告して

きた．昨年は,bFGF-DDSを応用することにより

末梢神経の再生が促進されることを報告した．一

方，稲田らはコラーゲンスポンジ充填PGAチュー

ブを既に臨床応用し，非常に良好な成績を報告し

ている．そこで，今回は我々のチューブにコラー

ゲンスポンジを充填することにより，同様に良好

な神経の再生が誘導できるのかどうか実験的に検

討を加えた．

【材料および方法】ポリマーチューブは内径2mm･

外径3mmの二層構造とし，内層はPLAとPCLの

スポンジ状共重合体で，その外層をPLAのメッ

シュで補強を加え，その内腔にアテロコラーゲン

スポンジを充填した．ついで,Wistar系ラットの

坐骨神経に作成した12mmの神経欠損部に，長さ

16mmのコラーゲン充填チユーブを移植した.(コ

ラーゲン充填チューブ群:n=8)対照はシリコン

チューブ群(n=8)およびコラーゲンを加えない

チューブ群(n=8)とした．術後12週目にチューブ

および坐骨神経を採取し，チューブ中央および坐

骨神経末梢断端の横断切片を作成し，神経の再生

および血管新生について組織学的に検討を加えた．

【結果】シリコンチューブ群においては坐骨神経末

梢断端で神経の再生は認められなかった．一方，コ

ラーゲンスポンジ充填を行わなかったチューブ群

ではチューブ中央および末梢断端において神経再

生および血管新生を認めた．コラーゲン充填

チューブ群ではチューブ中央および末梢断端にお

いて旺盛な神経再生および血管新生を認めた．非

充填チューブ群と比較していずれも統計学的に有

意であった．

【結語】コラーゲンスポンジをPLA/PCLチューブに

充填することにより，末梢神経の再生が促進され

ることが明らかとなった．今後はbFGF-DDSを応

用したチューブと比較検討を加える予定である．

2-IVb24

PGA-Collagentubeによる母指指神経再建
例の検討

DigitalNerveReconstructionwithPGA-Collagen

TubeontheThumb

'稲田病院整形外科，2京都大学再生医科学研究所

臓器再建応用分野，3京都神経再生研究所，4奈良

県立リハビリテーションセンター

○稲田有史1,中村達雄2,遠藤克昭3,

森本茂4

PGA(Polyglycolicacid)-Collagentubeによる知

覚神経再生には通常の軸索再生より早い知覚回復

が認められる場合がある．この早すぎる知覚回復

の機序を解明するため，母指指神経再建例8例13

神経を両側例と片側とにわけて，経時的に検討す

る．

【症例ならびに方法】症例は8例13神経，全例母

指指神経損傷例で，両側例5例10神経，基礎疾患

は神経欠損2例4神経，複合性局所痙痛症候群

(CRPS)3例,Tubeの長さは15-75mm,平均

34mm,一神経に指神経部分損傷が認められた．術

前Vasomotorresponse(VR)は，全例抑制され

ていた.CRPSには可動域制限を認めた．一方，母

指指神経片側例は，3例3神経，年齢は26-74歳，

基礎疾患は神経欠損1例1神経,CRPS2例,Tube

の長さは28-38mm,平均34mm,術前VRは,2例

が正常，一例も軽度異常であった.CRPSの一例

に拘縮を認めた．評価には，術前，2,6,12ケ月で

Sensorynerveactionpotential(SNAP)の導出

の有無，寒冷刺激でのVRと理学的所見を用いた．

【結果】母指指神経両側再建例全例が，2ケ月時点

でVRの改善を認めた.SNAP導出は，部分損傷例

が2ケ月，5神経が，6ケ月，1神経が12ケ月で認

められ，2例が12ケ月で導出が得られなかった．一

年時の理学的所見は,S4:4,S3+:4,S3:2であった．

片側再建例でのSNAPの導出は,1例が2ケ月,2

神経が，6ヶ月では正中神経と母指間での導出は

認められず，母指掌側-僥骨神経間での導出が認め

られた．一年時の理学的所見は,S4:2,S3+:1で

あった．拘縮は両群とも全例改善され,CRPSも

寛解した．

【結論】母指片側例は，両側例に比してVRの抑制

が軽度で，早い知覚再生が認められる．その一因

として隣接する正常指神経や僥骨神経の代償機構

の関与が示唆された．
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MRIによる麻揮筋の回復過程の評価

MRIEvaluationoftheRecoveryProcessofPara-

lyzedMusclesinPeripheralNeuropathy

'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，4国立身体障害者リハビ

リテーションセンター，5東京大学整形外科

○沖永修二1,三上容司2,田尻康人3,

山本真一4，原由紀則5

【目的】我々はこれまでに，末梢神経麻痒の評価

において麻痒筋のMRIが従来の検査法にない有

用性をもつことを報告してきた．今回の研究目的

は，麻揮筋のMRIが筋力の回復過程の評価にどの

ような有用性があるかを明らかにすることであ

る．

【方法】対象は完全麻揮筋を有する非外傷性単神

経炎10例10神経で，男3名女7名，平均年齢49

歳，罹患神経は正中神経または前骨間神経8例，僥

骨神経または後骨間神経2例であった．前者では

長母指屈筋，後者では総指伸筋のMRI信号の変化

を，筋力の改善がみられなくなるまで前向きに定

期的に追跡した．発症後追跡期間は1年5ヶ月から

4年4ケ月，平均2年5ケ月であった．MRI検査で

は，四肢専用装置を用いてSTIR画像軸断面像を撮

像し，麻揮筋の信号強度を正常筋と目視で比較す

るとともに，両筋内の同一大の関心領域について

信号強度比を算出し，経時的変化を調べた．

【結果】1）筋力の回復とともに信号強度比は正常

に向かって低下したが，信号強度比から筋力の予

測は困難であった．2)針筋電図で初めて回復が認

められた時期の信号強度は全例で最高値に近い高

値であった.3)MRI信号が正常化した時期の筋力

はMMT[4]2例,[4+]4例,[5-]3例,[5]1例であっ

た．4)信号強度が正常化した後に筋力がMMTで

一段階以上の改善を示したものはなかった．

【結論】末梢神経障害における麻痒筋のMRIは再

神経支配の発見には有用性が乏しい．むしろ筋力

の回復の持続の有無を予想するのに有用な可能性

がある．

2-IVb26

神経損傷程度による標的筋MRIの描出性

に関する実験的研究

MRChangesontheRatSkeletalMuscleduetothe

DegreeofNerveIIjuries-AnExperimentalStudy-

'慶應義塾大学整形外科，2さいたま市立病院整形

外科

○山部英行1,中村俊康l,菊地淑人2,

仲尾保志1，戸山芳昭’

【目的】末梢神経麻埠の補助診断として脱神経筋

MRIのT2強調画像は有用であることが判明して

いる．今回，神経の損傷程度によるMRI描出性の

相違につきmu"oでのT2値計測による検討を

行った．

【方法】6週齢ラットの後脛骨神経に対し，axo‐

notmesisモデルとして15分のクリッピング圧挫

を施したA群(n=6)と30分のクリッピング圧挫

を施したB群(n=6),neurotmesisモデルとして

神経切断後に縫合を行ったC群(n=6)の3群を作

成した．それぞれに対し術後3日，5日，7日，14

日，21日，28日，42日，56日，84日でMRIを

撮像し,CPMG法を用いT2値を計測した．また，

歩行中のfbotprintを用いPrintLengthFactor

(以下PLF)を算出し機能的評価を行った．

【結果】A群,B群ともに麻痒筋のT2強調画像で

の輝度変化は術後7日で肉眼上確認できた.T2値

の対健側比は術後14日をピークに正常化する傾

向があった.C群では術後7日より肉眼的輝度変化

を確認できたが,T2値の対健側比は術後28日を

ピークに正常化に向かい，そのパターンはA,B群

と異なった．一方PLFはA,B群では術後3日を

ピークに回復に向かい画像所見との時間差を認め

たが,C群では術後28日より回復に向かい，画像

所見とほぼ一致した．

【考察】T2強調画像のコントラストの差はT2値

の差より生まれる．つまり標的筋MRIのT2値を

測定することで，神経の損傷程度に応じた描出性

の相違を定量化することができる．今回の検討で

axonotomesisモデルがneurotmesisモデルより術

後早期かつ急速に回復に向かうことが判明した．

この点から輝度変化の回復の違いにより神経損傷

の程度が推測できる可能性がある．
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2-1V-27

僥骨管症候群に対する観血的治療

SurgicalTreatmentofRadialTimnelSyndrome

北海道整形外科記念病院整形外科

○近藤真，三浪三千男，加藤貞利，

船 越忠 直

【はじめに】難治性肘外側部痛の原因として後骨

間神経の絞拒性障害，いわゆる僥骨管症候群があ

る．保存的治療が無効であった榛骨管症候群に対

する手術成績を検討した．

【対象と方法】2000年から2003年の間に観血的

加療を施行し，経過観察が可能であった20例(男

11例，女9例)を対象とした．平均年齢は51.7歳，

初診から手術までの期間は平均12．5か月であっ

た．症状出現以前に患肢の瘻痛を経験したのは11

例であった．圧痛部位はArcadeofFrohseが95%

で，外上穎が62％であった．Thomsentest陽性が

40%,Middlefingertest陽性が30%であった．知

覚障害を認めたものは41％であった．手術は前方

アプローチで侵入し，僥骨神経深枝の回外筋入口

部または短僥側手根伸筋腱を切離し，神経を開放

した．主な圧迫部位はArcadeofFrohseが12例，

反回動脈が6例，短僥側手根伸筋腱が2例，不明が

5例であった．占拠性病変はガングリオンの1例で

あった．術後経過観察期間は平均14.9か月であっ

た．

【結果】RolesandMaudsleyの評価方法では優10

人(50％)，良8人(40％)，可0人，不可2人(10％）

であった．Rittsらの評価方法では良16人(80%),

可2人（10％)，不可2人（10％）であった．

【考察】成績不良因子は一過性の榛骨神経浅枝障

害が35％と最も多く，ついで瘤痛の残存が2例み

られた．本症例では上腕骨外上顎炎との合併が約

5％存在したが，この合併の見極めや鑑別も術後成

績に重要な要素であると考えられた．

2-IVb28

鶯爪変形に対する創外固定器を駆動力にし

た新しい牽引矯正法

ANewDirectTractionMethodDrivenbyExternal

FixatorfbrCorrectionofHookNailDefbrmity

帝京大学医学部整形外科

○木村理夫，黒島永嗣，鳥濱智明，

深 沢 克 康 ， 松 下 隆

【目的】鷲爪変形に対しては，現在までに主に皮

弁による指腹部の軟部組織追加や，末節骨延長に

よる矯正法の報告があるが，軟部組織延長による

矯正法の報告はない．指尖切断後に生じた高度の

鷲爪変形に対して，創外固定器を駆動力に利用し

爪自体を緩徐に牽引することによって変形を矯正

する，全く新しい矯正法を考案したので報告する．

【方法と対象】本法はまず，通常の指骨延長と同

様に指用イリザロフ創外固定器を装着し，軸ロッ

ド遠位端にスパイク･ワッシャーを取り付ける．次

に湾曲爪遠位にK戸ワイヤーを貫通させる．このK

ワイヤー両端にそれぞれソフトワイヤーをかけ，

スパイク・ワッシャーを介して創外固定器本体の

近位を回し，最後に遠位固定ユニットに固定する．

その結果，遠位ユニットの延長と同時に，聲曲爪

もソフトワイヤーを介して遠位背側方向へ牽引さ

れる構造となる．術後はやや過矯正位まで徐々に

牽引し，一定期間保持した後に本装置を抜去する．

本法を，症例1：23歳，男性，左母指末節中央部

切断後の鷲爪変形と，症例2：36歳，男性，右環

指末節斜め切断後の鷲爪変形の2例に適用した．

【結果と考察】症例1では末節骨骨切り延長と併

用し，また聲曲爪中央に溝を作成するなど工夫を

加えた．症例2では爪牽引矯正のみで行った．創

外固定･ワイヤー装着期間はそれぞれ69日，49日

で，術後観察期間は13ケ月，4ケ月である．2例と

も軽度爪脅曲残存したが，指先部でのつまみ動作

が可能となり，自覚・他覚所見とも満足できる結

果を得た．本法は爪を直接背側遠位に緩徐に牽引

していくことにより，掌側の軟部組織を延長し矯

正を得る新しい方法である．創外固定器を利用す

れば，牽引量の調整とその保持が容易であった．

今回の結果から，鷲爪変形矯正には必ずしも皮弁

や骨延長が必須ではないことがわかった．
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2-IVb29

MusiciansCramp(ジストニア）と診断さ
れた症例の臨床像と治療

TreatmentfOrMusicianCrampDisorders

'慶應義塾大学医学部整形外科，2川崎市立川崎病

院整形外科

○仲尾保志'，池上博泰1,中村俊康1,

佐藤和毅1,堀内行雄2

【はじめに】音楽演奏家に生じるジストニアとし

て知られるMusicianCrampは，機能的・器質的

疾患がないにもかかわらず手指の運動が不調で演

奏ができなくなる疾患として知られ，診断・治療

に難渋する．今回，ジストニアと診断された症例

の臨床像，治療経過を検討したので報告する．

【対象】当科を受診した音楽演奏家で，当初ジス

トニアという診断で治療を開始した患者22名24

を対象とした．その内訳は，男10名，女12名，年

齢は16～69（平均38.9）歳であり，主訴はいず

れも手指の運動障害であり，楽器はピアノ9例，フ

ルート6例，ヴァイオリン2例のほかチェロ，コン

トラバス，トランペット，ファゴット，ギターが

各1名であった．このうち，機能的･器質的疾患の

存在が明らかになったものは11名で，その内訳

は，手根管部での腱周囲滑膜炎4名，腱鞘炎4名，

異常腱間結合1名，肘部管症候群1名，外上穎炎1

名であった．

【治療･結果】疾患の明らかになったものには，手

術療法(手根管開放と滑膜切除2名，腱鞘切開2名，

神経剥離1名，腱間結合の分離1名)やブロック注

射などで治療したが，いずれも指の運動障害は改

善し演奏活動に復帰した．疾患の明らかでない11

名には，鏡を用いたイメージトレーニングなどを

行い，3名が治癒し，4名に改善が見られた．

【考察】今回の調査で，当初ジストニアと診断さ

れたものの中に，実際は機能的・器質的疾患が存

在し，その治療によって演奏活動に復帰できた症

例が多く含まれていることがわかった．楽器の演

奏は特殊な手指の動きを必要とするため，演奏活

動時のみ愁訴が存在することも多く，診療室での

診断は難しいこともあるが，常に機能的疾患や器

質的疾患の存在を念頭において診療に当たり，的

確な治療をおこなうことが重要と思われた．

2-IVb30

自殺企図による手首切創患者の治療経験

ClinicalExperienceoftheWristCutPatientby

SuicideAttempt

'札幌医科大学高度救命救急センター，2札幌医科

大学整形外科

○土田芳彦1,斉藤丈太1,倉田佳明19

山下敏彦2，和田卓郎2

【目的】自殺企図による手首切創患者は精神的に

不安定であり，受傷後の理学療法に抵抗性を示す

ものが多い．今回我々は当センターに搬入された

手首切創患者の術後経過を調査し報告する．

【対象症例】1993年6月から2003年6月までの10

年間に当センターに搬入された全41症例を対象

とした．男性18例，女性23例で受傷時平均年齢

は41.5歳，受傷側は左側35例，右側4例，両側2

例であった．患者の精神科的基礎疾患は内因性精

神病症例が10例（鯵病5例，アルコール精神病2

例，統合失調症3例)で，いわゆる心因反応症例は

31例であった．損傷程度は，皮層皮下組織のみの

浅損傷が8例で，神経，腱，動脈に到達する深部損

傷が33例であった．深部組織損傷例のうち手術の

同意を得られなかった1例を除き32例において，

一期的に修復した．

【結果】精神科疾患と損傷の重症度との関係は，

内因性精神病患者10例全例が深部組織損傷例で，

心因反応症例31例のうち23例が深部組織損傷例

であった．これら深部組織損傷患者の整形外科の

長期受診状況は，内因性精神病患者で10例中4例

と受診率が低かったが，心因反応症例で23例中19

例と受診率が高かった．整形外科を長期受診した

23例においては，全てADL上ほとんど支障のない

までに回復した．

【考察】自殺企図による手首切創患者の臨床像は，

内因性精神病患者は心因反応患者に比較して深部

損傷例が多い．また両者とも受傷当初は理学療法

に非協力的な患者が多いが，精神科治療により整

形外科を長期受診しえた23例の臨床成績は良好

であった．手首切創は，元々鋭利損傷であるため，

適切な治療と理学療法により良好な機能予後が得

られる．精神科医またはカウンセラーなどと初期

から積極的に連絡を取り合い，チームとして治療

が可能であれば，受診率を上げ良い成績が得られ

るものと考える．
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2-P4-1

神経端側吻合の臨床応用

ClinicalApplicationofEnd-to-sideNeurorrhaphy

'三重大学医学部整形外科,2鈴鹿回生総合病院

○平田仁l,森田哲正2,藤澤幸三2

神経端側吻合は多くの基礎的研究を経て，一部で

臨床応用も始まった．しかし，神経再生のメカニ

ズムに関しては未だに判然とせず，この手技をど

のような場面で適応とすべきかに関しても議論が

ある．我々は基礎的研究を通じて神経端側吻合に

おける軸索再生メカニズムの解明を試み，その結

果perineurialwindow(PW)を設けない限り再生

軸索は全て感覚線維であること,PWを作成する

ことで再生軸索数を有意に増加させることができ

るのみならず，運動神経の再生も誘発できる事を

確認した．これらの結果を受け我々は症例を選ん

で3例に対し運動機能の回復を，また，4例に対し

感覚の回復を目的に神経端側吻合による神経修復

を試みた．吻合に際しては全例PWを設けた上で

神経端側吻合をマイクロ下に行った．腕神経叢損

傷に対して適応したのは2例であり,zonelとⅣ

がそれぞれ1例であった．端側吻合は何れも末梢

神経レベルで行ったがzonelV例ではMMT3の回

復が得られたのに対し,zonel例では有意な回復

はみられなかった．広範囲前腕伸筋群欠損に対し

て機能的遊離筋肉移植を尺骨神経をドナーとして

実施した1例ではMMT3マイナスの回復に留まっ

た．感覚神経の回復を目的とした4例中3例では固

有指神経間で，1例では手関節レベルで正中尺骨

神経間で端側吻合が実施された．指神経レベル例

では最終追跡調査時いずれも2PDは16mm以上と

不良であったが,SWはblue以上の回復を示した．

また，患者は僥尺側を正確に識別することができ

た．これに対し手関節レベルで実施した1例は神

経原性悪性腫瘍切除後の再建例であり同部に放射

線療法が行われたこともあり,SWもpurpleと不

良な結果であり，空間識別能の回復も見られな

かった．

2-P4-2

腕神経叢上位神経根損傷の治療-Oberlin

法と他の神経修復法との比較

TreatmentfOrBrachialPlexusPalsywithUpperRoot

IIliuries-ComparingOberlin'sMethodwithOther

NerveRepairs

国立病院機構長野病院整形外科

○中土幸男，石垣範雄，立岩

松永智美

裕，

【目的】肋間神経移行術および神経移植術と尺骨

神経部分移行術(Obelin法）とで肘機能などの成

績を比較し上位神経根損傷例に対する神経修復法

の術式選択について検討した．

【方法】対象は腕神経叢上位型麻揮20例(男19例，

女1例）で，年齢は4歳～55歳（平均25歳)，術

後観察期間は1年6カ月～7年10カ月（平均3年

5カ月)であった．肘屈曲再生を目的に神経移植術

(ng群)7例，肋間神経移行術(ic群)8例,Oberlin

法(O群)4例，副神経移行術1例が行われた．同

時に，肩機能再建を目的にC5根断端から肩甲上神

経，または肩甲上と腋窩神経への神経移植(cg群）

9例，副神経移行術(ac群)6例であった．術後経

時的にEMG検査を実施した．術後の肩と肘機能を

著者らの方法で評価した．Oberlin法例では尺骨

神経の欠損症状とCMAPおよびMCVを経時的

に測定した．

【結果】上腕二頭筋の再生筋電出現時期はng群(7

例）209±74日,ic群(7例)298±132日,O群(4

例）80±44日で,O群はic群およびng群と比較し

有意に早かった．肘関節機能はng群で平均3.3点，

ic群で3.5点,O群で4点であった．肩関節機能は

cg群で平均2.4点，ac群4点と後者の成績が優れ

ていた.Oberlin法例の術後握力は健側比の平均

52.5％（27-69％）で，ピンチカは平均65％（45‐

86％）であった.CMAPは健側比の45-88%と低

下していた．

【考察とまとめ】Oberlin法は運動機能の欠損症を

生じるが，上腕二頭筋の速い再生と優れた肘屈曲

力は他の神経修復法を凌いでいた．現時点では上

位神経根損傷例にはOberlin法と直接縫合による

副神経の肩甲上神経への移行術を併用することが

適切な選択と考えられる．
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正中神経部分移行術および内側胸神経移行

術による肘屈曲機能再建術

ElbowFlexionbyPartialMediannerveTransferand

MedialPectoralNerveTransfertotheMusculocuta-

neousNerve

星ヶ丘厚生年金病院整形外科

○河井秀夫，秋田鐘 弼

神経移行術のdonornerveとして，機能している

同側の正中神経内側の一部やより近位の内側胸神

経を使って筋皮神経に対して神経移行術を行った

ので報告する．

【症例および手術方法】変則的神経手術を行った

症例は10例である．単車事故による外傷性腕神経

叢麻揮9例，分娩麻痒1例であった．男性9例，女

性1例で手術時年齢は外傷性腕神経叢麻痒では15

歳から53歳，平均24歳であり，分娩麻痒では生

後4カ月であった．いずれの症例も上位神経根引

き抜き損傷を伴った上位型腕神経叢麻揮であっ

た．受傷から神経手術までの期間は3週から46週，

平均12週であり，術後経過期間は26カ月から96カ

月，平均52カ月であった．神経手術として筋皮神

経への正中神経部分移行術9例，内側胸神経移行

術1例であった．また，腋窩神経への僥骨神経部

分移行術5例，肩甲上神経への副神経移行術4例，

C5およびC6神経からの神経移植術2例であった．

【結果】上腕二頭筋筋力は筋力4が8例，筋力3が

2例であった．また80度以上の上肢挙上が5例に

可能であった．神経脱落症状はいずれも認めな

かった．

【考察】機能している神経の一部を使って機能再

建する場合，採取神経と再生を受ける神経が屈曲

や伸展などより類似した機能を持った神経間で行

えれば，機能回復や機能転換が円滑であると期待

される．肘屈曲機能再建術に対して行った正中神

経は一部筋皮神経と分枝を持っていることがあ

り，機能の類似点が元来ある．内側胸神経もその

支配筋である大胸筋移行術による肘屈曲機能再建

術が行われることから解るように機能の類似点が

示唆されている．従って，今回報告した正中神経

部分移行術や内側胸神経移行術による筋皮神経の

神経再生では，円滑な肘屈曲機能を得ることがで

きた．

2-P4-4

全型腕神経叢損傷に対する神経移行術

NerveTransferfOrBrachialPlexusIIljury

'関西医科大学附属男山病院整形外科，2関西医科

大学整形外科

○齋藤貴徳1,市岡直也l,藤沢礼子1,

森良樹1,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，いくつかの神経移行術が報

告されているが，現在でも満足できるものはない．

当科では，歴史的変遷はあるものの，現在全型節

前損傷に対しては，1）肋間神経移行術，2）横隔

神経移行術，3)副神経移行術，4)対側C7神経根

移行術の4つの神経移行術を組み合わせて施行

し，機能再建を図っている．今回はこれらの手術

の詳細とその成績について報告する．

【対象と方法】対象は平成8年以降，全型の腕神経

叢引き抜き損傷の治療を行い2年以上経過した16

例である．年齢は17歳から42歳で男性13例女性

3例であった．神経移行は，副神経を肩甲上神経

へ，横隔神経を筋皮神経へ，第3,4肋間神経を腋窩

神経へ，第5,6肋間神経を僥骨神経へ，対側C7神

経根を正中神経へ移行した．

【結果】肘屈曲筋力は全例3+以上で，重錐の保持

では1k2例,1.5kgが5例,2kgが3例,3kg以上

が2例であった．獲得筋力は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.C7移行術については，健

側の脱落症状は一時的かつ軽微で術後6ヶ月の時

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．患側の機能については手関節掌

屈の最終筋力はMMT1;1例,MMT2;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，

mdexfingerpulpで各々 2例,5例であった．

【結論】これら4つの神経移行による機能再建法は

Inotorに関しては実用的とは言い難いが，肩関節

から前腕までは満足する結果が得られている．ま

た,sensoIyに関しても正中神経領域にprotective

sensationとして実用的な回復が得られており，現

時点では有力な治療法の1つであると考えてい

る．
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DoubleMuscle法と多数神経移行術による

全型腕神経叢損傷の手指機能再建術

RestorationofPrehensionusingDoubleFreeMuscle

TbchniquewithMultipleNerveHansferFollowing

CompleteAvulsionofBrachialPlexus

小郡第一総合病院整形外科

○服部泰典，土井一輝，池田慶裕，

守屋淳詞

【目的】全型腕神経叢損傷の手指機能再建として，

多数神経移行術と筋肉移植術は限られた施設では

一般的な方法となりつつある．われわれは，一貫

して土井の開発したdoublemuscle法(以下DMT)

を行っており，その長期成績についてはすでに報

告している．本発表では，最近のわれわれの治療

方針とその結果・問題点・今後の課題について報

告する．

【方法】現在までに行った症例は51例で，筋肉移

植術後2年以上追跡調査可能であったのは36例で

あった．平均年齢22歳で，男性33例女性3例で

あった．また,DMTの問題点としてC5,6根が節

前損傷の際には肩機能再建が不可能，成績を大き

く左右する肘の動的安定性の再建は従来の肋間神

経移行術では不十分なことがある．このため1998

年より原則としてC5,6根が節前損傷の際に，健側

第7神経根移行術（以下CC7)を肩甲上神経もし

くは後神経束の再建に使用している．現在までに

9例のCC7を行っており，術後2年以上追跡調査

可能であったのは3例であった．

【成績】36例の追跡期間は平均40カ月であり，肘

屈曲角度は平均113±18度，肘関節の動的安定性は

22例に獲得できた．手指のTAMは38±28度であ

り，土井の総合評価基準では優6，良11,可14，不

可5であった.CC7を行った3例では，全例肘関

節の動的安定性が得られていたが，肩関節の可動

域は不良であった．

【結論】DMTにより約半数の症例で物体把持機能

の回復が得られ，両手動作での補助手の再建が可

能であった．しかし，以前に報告したように肘伸

展機能が優れた把持機能獲得の重要因子である．

また，良好な肩機能の獲得も再建した上肢機能を

ADLで活用するためには必須であり，今後の課題

である．

呂
２
日
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当施設における日帰り手の外科手術一開始
後1年間の実情について－

DaySurgeryontheHandinourlnstitution-The

PresentStateOneYearaftertheCommencement-

日本医科大学整形外科

○齊藤善，澤泉卓哉，堀口

伊藤博元

元，

【はじめに】平成14年11月に当施設に「日帰り手

術センター」が開設されて以降，当科でも積極的

に日帰り手術を行ってきた．開始後1年間に行わ

れた日帰り手の外科（肘を含める）手術の実施状

況と問題点について報告する．

【対象と方法】開始後1年間に当科で1年間行われ

た日帰り手術例は145例で，そのうち手の外科は

95例（65.5％）であった．今回，電話によるアン

ケート調査が可能であった65名70例（全身麻酔

下48名49例，局所麻酔下17名21例）を対象と

した．全身麻酔下手術(平均年齢33.3歳，男性30

例，女性19例）の内訳は抜釘14例，腫瘍摘出/生

検8例，骨接合6例，腱/靱帯縫合6例，皮弁形成

6例，関節鏡3例，骨切除3例，腱鞘切開2例，神

経剥離2例であった．局所麻酔下手術（平均年齢

43.6歳，男性12例，女性9例）の内訳は腱鞘切開

5例，腫瘍摘出/生検4例，手根管開放3例，抜釘

3例，経皮的ピニング2例であった．調査項目は，

次回以降の日帰り手術の希望の有無，通院時間，抜

糸までの通院回数とした．

【結果】次回も日帰り手術を希望した患者は52名

(80％）で，全身麻酔下38名（79.1％)，局所麻酔

下14名（82.4％）で，その理由として早期の日常

生活復帰33名，自宅の安堵感10名，経済性5名

などが挙げられた．次回は入院手術を希望すると

答えた患者の理由の多くは術後の不安感(53.8％）

であった．両群に通院時間，抜糸までの通院回数

での有意差はみられなかった．また，全身麻酔下

手術の7例では術後の覚醒不全感を訴えていた．

【結論】下肢の手術と異なり，麻酔覚醒後の歩行

の可否を危倶する必要がない上肢の日帰り手の外

科手術の適応は患者の需要ともにさらに拡大する

と予想されるが，不慮の事態に備えた入院の体制

と患者への説明が不可欠であると考えた．

2-M2

切断再接着後のクリニカルパス導入による

リスクマネジメント

RiskManagementfbrReplantationSurgery

大樹会総合病院回生病院

○笠井時雄，小川維二，古泉智文，

松浦一平，大久保英朋

1999年4月より5年間に当院で行った再接着症例

のうち，経過観察し得た40症例について，リスク

マネジメントの観点から検討し，クリニカルパス

導入に至った経緯を報告する．

【対象】対象は，40例42肢指（男性37例，女性3

例)，年齢は5歳から72歳，平均年齢42.6歳であっ

た．切断部位は，手掌より近位切断7例，指切断

33例であった．全体的な生着率は83.3％であった．

これらの症例について再接着不成功の原因および

術後合併症について検討した．

【結果】再接着後壊死に陥った7例について，全例

とも圧挫引き抜き切断であった．静脈吻合不能に

て，静脈篭血から最終的に動脈血栓に至ったもの

が4例あった．また3例に静脈吻合を行っている

が，血栓を生じ壊死となった．全身的合併症とし

て,APTTが1.5倍以上に延長し，出血傾向を1例

に認めた．軽度の拘禁症状を2例に，また，アル

コール依存症1例に，3回にわたる繰り返しの小指

切断を認めた．局所合併症として，部分壊死を3

例，感染1例，骨癒合不全を2例に認めた．対策と

して，2003年9月より，手術方法・問題点・順守

事項およびリハビリテーションを内容とする小冊

子の作成，挫滅切断などのバリエーションを考慮

したクリニカルパスの導入を行った．その結果，パ

ス導入後は10症例であるが，説明と同意を円滑に

行うことができ，また全身的および局所的合併症

は，認めていない．

【結語】挫滅切断などのバリエーションを考慮し

たクリニカルパスの導入により，合併症を軽減す

ることが可能であると考える．
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切断指再接着のクリティカルパス

ClinicalPathwayfOrDigitalReplantation

熊本機能病院整形外科

○星野秀士，中島英親，寺本憲市郎，

原田香苗，長井卓志

【目的】当科では平成10年4月より切断指再接着

においてクリティカルパス（以下パス）を導入し

ている．他の整形外科領域ではパスの導入は容易

であるが，手の外科領域では標準化が難しいため

あまり使われていない．しかし，当科には再接着

術の術者が6人いること，入院病棟が6つにわたる

ことより治療の標準化は必須である．また，一定

の治療方針を患者に示すことにより治療の目安が

わかり，突然の事故で動揺した患者でも治療に耐

えられるのではないかと思われる．平成14年より

術後安静期間を2週間より1週間に短縮したため

再接着のパスを改訂した．そこで改訂前後での治

療成績とパスのバリアンス評価を行ったので報告

する．

【対象と方法】対象は平成12年に切断指再接着術

を行った19例23指と平成14年と15年に行った

21例26指である．パスの設定は術後1週間へパリ

ン投与，2週間ベッド上安静，2週で包交，3週よ

り自動運動，4週にて退院とした．改訂後はベッド

上安静を1週間とした．損傷状態，術後成績，合併

症の発生，後療法のバリアンス，看護のバリアン

スを2群間で検討し評価を行った．

【結果】改訂前後で生着率は78.3％と76.9％で変わ

りなかった．入院日数は41.2日から45.8日と少し

延長していた．合併症は壊死が改訂前5例，改訂

後3例．輸血が改訂前2例，改訂後1例であった．

感染は1例ずつ起こり，僥骨神経麻揮が1例ずつ発

生した．後療法はほとんどの症例で改訂後は術後

1週より歩行を開始し，術後3週より自動運動を開

始した．

【考察】安静期間を短縮したが生着率は変わらな

かった．しかし，在院日数の短縮，合併症の発生

を防ぐ､ことができなかった．今後看護師による観

察項目の見直しや省力化のため当院に最近導入し

た電子カルテとの連携を行う必要があると思われ

る．

2-Vb4

前腕切断端での異所性把持機能再建術一獲

得機能とQOL評価

PrehensileReconstructionafterForearmAmputation

byEctopicFreeSecondTbeTiansplantation.:Func-

tionalOutocomeandQOLEvaluation.

愛知県厚生連安城更生病院整形外科

○浦田士郎，田中健司

【目的】再接着不可能な前腕遠位部重度挫滅切断

症例に対して，断端形成手術後，僥骨遠位部へ二

次的遊離第二足趾移植(Vilkki法）を行い，手根

部断端との異所性ピンチ機能再建を行った症例の

術後機能,QOL評価を行い，同時期に，機能再建

手術を望まず電動義手装着を行った症例との比較

も行って，外傷性手欠損に対する異所性把持機能

再建手術の価値と問題点について検討した．

【対象および方法】過去8年間に当科で経験した，

手根部断端形成術後の二次的遊離第二足趾移植3

例，電動義手装着例2例の計5例．全例男性，労災

受傷で，右手効き手損傷4例，非効き手損傷1例で

あった．受傷時年齢は26歳から53歳である．第

二足趾は僥骨遠位部に固定し前腕部残存筋群を力

源とし，正中神経本幹との神経縫合を行い，手根

部前腕部断端とのピンチ機能再建を行った．移植

足趾の可動性，知覚，把持機能，外観に対する精

神的受容を調査し，日常生活動作,SF-36による

QOL評価を行った．また足趾移植例の一例では身
の回りADL動作のビデオ画像記録から同一動作

での術前後の動作スピードの変化を詳細調査し

た．

【結果】足趾移植例では平均4.5kgのピンチカが獲

得され，衣服の着脱，摂食等に積極的に自己の手

として使用し，適宜装飾用義手を併用して社会生

活に良く適応していた．物体把持可能幅や把持力

では電動義手が優るが，知覚のある異所性ピンチ

機能の獲得によって，日常生活上，両手での連携

動作が常時可能となり,ADL動作スピードが大幅

に向上し,QOL向上に寄与していた．

【結語】僥骨遠位部への足趾移植による異所性把持

機能再建術は欠損手に対する機能再建の選択肢と

して考慮に値する方法である．
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榛骨遠位端骨折の治療成績に影響を与える

因子の検討-DASHscoreを用いた多変量
解析による分析一

FactorsAfrectingFunctionalOutcomeoftheDistal

RadiusFracmres-AClinicalStudyUsingJapanese
DASHScore-

熊谷総合病院整形外科

○松浦佑介，阿部圭宏

【目的】上肢の能力低下の評価法としてDisabili-

tiesoftheArm,ShoulderandHand(TheDASH)

がAAOSによって作製された．そして，日本手の

外科学会機能評価委員会によって,TheDASHを

日本の生活様式を反映させたTheDASHThe

JSSHVersion(日本語版DASH)が改変，作製さ

れた．本研究の目的は榛骨遠位端骨折の治療成績

に関連する因子を患者の自己能力評価であるThe

DASH-TheJSSHVersion－を用いて分析する

ことである．

【対象と方法】受傷時20歳以上で直接検診が可能

であった84症例84手（男17例，女67例）を対

象とした．平均年齢は63歳，平均経過観察期間

30ヶ月であった．目的変数としてDASHscoreを，

説明変数は，年齢，痙痛，手関節拘縮，手指拘縮，

握力低下，変形治癒，尺骨茎状突起骨折の7因子

を用いた．多変量解析を用いて成績に影響を与え

る因子を検討した．また，斎藤の評価表にても治

療成績を評価しDASHscoreと比較検討した．

【結果】DASHの平均点は13.2点であり，斎藤の

評価表ではexcellent54例goodl5例,fairlO例，

Poor2例であった．成績に強く影響を与えた因子

は年齢，痙痛の程度，手関節拘縮の有無，尺骨茎

状突起骨折の有無であった.DASHと斎藤の評価

点には相関関係を認めた．

【結論】，瘻痛の予防，早期可動域訓練のよる手関

節拘縮の予防，尺骨茎状突起骨折を合併した例で

は，茎状突起骨折に対する積極的な治療が必要と

考えた．

2-Vb6

日本語版DASHによる関節リウマチ上肢障
害の評価

EvaluationoftheUpperExtremityDisordersinthe

PatientswithRheumatoidArthritisUsingDASH

(theJSSHversion)

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，

豐原一作，若井裕司

【目的】DASH(DisabilitiesoftheArm,Shoul-

derandHand)は，筋骨格系に障害のある患者の，

上肢機能に関わる能力低下を評価するために作ら

れたスコアリングシステムである．アンケート形

式で患者自身が自己評価することによって，上肢

全体としての障害の程度を，点数(0-100点，点数

が高いほど障害が大きい）で表示される様式に

なっている．今回，われわれは，関節リウマチGRA)

患者に対して，この評価法が有用かどうか？検討

したので報告する．

【対象と方法】入院RA患者84名を対象に，日本語

版DASHを用いてDASHスコア（機能障害/症状

スコア）を求め，客観的臨床データ（握力，ピン

チカ，痙痛および腫脹関節数，関節点数，肩/肘／

前腕関節可動域，血清CRP値，朝のこわばり，全

般的健康状態(100mmのVAS))および全身のRA

の活動性を示すDAS28-CRP(4),QOL評価であ

るmHAQ,facescaleとの相関の強さを調べた．

【結果】DASHスコアの平均は,51.4(8.3-96.7)

点であった.DASHスコアとmHAQ,肩関節可動

域，握力，ピンチカの各々 との間に相関(|rl=
0.4)がみとめられた.DASHスコアと瘻痛関節数，

関節点数，肘/前腕関節可動域，全般的健康状態，

DAS28-CRP(4),facescaleの各々 との間にも，

弱い相関（0.2≦|rl<0.4)をみとめ，瘻痛関
節数，関節点数においては，全身よりも上肢のみ

に限った場合に，相関が強くなっていた．血清

CRP値，朝のこわばり，腫脹関節数との間には，相

関はなかった(|rl<O.2).

【結論】日本語版DASHは,RAの上肢多関節障害

による能力低下の評価に，有用であるように思わ

れた．
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2-Vb7

肩甲骨移植による難治性上腕骨偽関節の治

療-DASHを用いた上肢障害評価一侵襄に

みあった上肢機能の改善は得られるか？

VascularizedScapularBoneGraftfbrHumeralNon-

union・FunctionalEvaluationbyDASH.

'市立札幌病院整形外科，2北海道大学整形外科，

3信州大学整形外科

○平地一彦1,佐久間隆1,三浪明男2,

加藤博之3

【目的】難治性上腕骨偽関節に対し，われわれは

肩甲骨移植による再建を行ってきた．しかし肘，手

指の機能が温存されているため患者の病識が乏し

く，侵襲の点から組織移植を跨跨することがある．

今回は手術侵襲にみあった上肢機能改善が得られ

るのか,DASHを用いて検討した．

【方法】4例の難治性上腕骨偽関節を治療した．内

訳は20年偽関節放置後に骨折併発，25年放置後に

感染併発，放射線治療後の病的骨折，上腕骨頭再

置換後のステム先端部骨折にMRSA感染併発で

あった．全例男性で，年齢は46～69歳(平均57.8

歳）であった．合併症は肩拘縮3例，肘拘縮2例，

腕神経叢麻揮1例，僥骨神経麻溥1例，感染2例で

あった．偽関節放置期間は1年～25年で，1～8

回の手術を受けていた．手術はangularbranChを

用いた有茎血管柄付き肩甲骨移植による偽関節修

復を行った．術後合併症は感染再燃1例，榛骨神

経麻輝1例であった．術後3～4カ月で全例骨癒合

を得た．術前と経過観察時のDASHを調査した．経

過観察期間は6カ月から3年であった．

【結果】DASHはDisability/Symptom(n=4)が

術前66.1～83.0（平均72.8）が経過観察時4.3～

29.5（平均20.5),Work(n=2)は87.5～100(平

均93.8）が経過観察時0～31.3（平均15.6）で有

意な改善を示した．建設業の2名は復職した．肩

甲骨移植には大きな傷，肩甲帯の筋力低下やROM

制限の合併症が報告されているが，筋力・肩肘の

ROM･DASHは予想以上に改善し，患者満足度の

高い機能回復が得られていた．

【結論】難治性上腕骨偽関節の上肢障害評価は今

まであいまいであったが,DASHを用いた評価で

は，血管柄付き肩甲骨移植による偽関節修復は上

肢機能を顕著に改善することがわかった．

2-Vb8

血管柄付き1/2母趾爪皮弁を利用した指末

節再建

VascularizedHalfBig-toeNailHapfOrReconstruc-

tionofDistalPhalanx

帝京大学整形外科

○黒島永嗣，木村

深沢克康，松下

理夫，小林康一，

隆

【背景・目的】指再建に利用されるwrap-around

napやpartialtoeflapは,donorsiteの嬢痕醜形
などに問題がある．そこでdonor足趾の形態と機

能も温存できる「血管柄付き1/2母趾爪皮弁」を考

案し，1990年から行ってきた．指節骨の延長や爪

側部形成にも工夫を加えたので報告する．

【症例と術式】外傷による指切断の12症例（22～

56歳：男9人，女3人）を，母趾爪腓骨側半分と

一部母趾末節骨を付着させた遊離血管柄付き爪・

骨･皮弁で再建した．指尖周囲皮弁幅を5nnn以内，

母趾IP関節より近位を紡錘形とした．第一指間の

第一背側中足動脈または足底指動脈から爪母（～

爪半月）までの皮下脂肪組織を温存した．

【結果】指骨は，植骨(4例）や仮骨延長(3例）を

併用し1cm～4cm延長した．9例は一次的にdonor

の創閉鎖ができ，縦長に皮弁を採取した3例で母

趾基節近位に植皮を要した．1例は壊死．3～5週

までに10例は創治癒し，靴を履くADLに復帰し

た．初期4例の6カ月～4年4カ月の観察から，移

植した1/2母趾爪は長さが減少して指の爪形態に

近づき,donorに残存する母趾爪は2～4mmの幅

増大を示すことがわかった．母趾爪切断面の爪側

部形成には，母趾爪皮弁の趾尖に拡大した三角皮

弁と,recipient指背側弧状切開の凸状皮弁で被覆
すると良好な形態を得た．

【まとめ】部分爪移植の欠点である爪側部の形態

は，前述した工夫で改善した．切断端の高度挫滅

例は仮骨生成が不十分なので，爪付き皮弁を移植

後に軟部延長を行い植骨するとよい．1/2母趾爪採

取によりdonorの形態と機能を温存できる本法

は，「部分｣足指移植の1亜型というより，一つの

独立した術式として扱うべきである．
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2-Vb9

血管柄付爪移植術の検討

AssessmentofVascularizedNailThfansfer

'東京大学医学部形成外科，2東京警察病院形成外

科

○福田憲翁19光嶋勲1,井上啓太1,

長尾聖子l,渡辺頼勝2

【緒言】最近は手の再建において指先の見た目も

重視されつつある．特に小児または若い女性を対

象とした足趾からの血管付爪移植による指尖再建

術が必要とされつつある．現在までの症例を検討

し，術式の適応を考察した．

【症例の内訳】1980年5月以後になされた足趾移

植術は135例で，このうち血管付足趾爪移植によ

る指尖部再建例は56例であった．その内訳は女性

が圧倒的に多く，手術時年齢は若年者が多い(5-66

歳)．再建術式は，第1足趾からの血管柄付爪移植

4例＆爪皮弁6例（患者の平均年齢26歳，術後平

均2.6年,SWテスト3.1,m2PD6.3mm),himmed

greattoetip3例(29歳,1.8年,3.61,6.5mm),

thinosteo-onychocutaneousflap23例(30歳,2

年,3.1,7.2mm),tximmedsecond加etiptransfbr
ll例（30歳，2．6年,3.37,6.3mm)であった．

術後合併症は，吻合部血栓の2例は再吻合で救済

され，皮弁の部分壊死2例，移植爪の脱落が1例み

られた．

【結論】爪の全または部分欠損に対しては趾骨を

含めた血管付全爪または部分爪移植が有効であ

る．母趾または第2足趾の爪を全部または部分的

に移植するが，2つの指の爪欠損には母趾，第2足

趾の爪を同時に移植することもできる．また，爪

を含めた指の皮膚欠損に対しては，足趾からの爪

皮弁を用いる．

2-VblO

損傷指を用いたOn-topPlastyによる母指
再建術

On-topPlastyfOrtheAmputatedThumb

'旭川赤十字病院2函館中央病院

○類家拓也'，平山隆三1,多田

西岡健吾’

博2，

【はじめに】母指の欠損が招く機能障害は重大で

あり，多くの造母指術が確立されている．損傷示

指を母指に移行するOn-topplastyによる母指再

建術を行った症例につき文献的検討を加え報告す

る．

【対象】症例は8例で男性6例，女性2例，右手5

例，左手3例．手術時年齢は19歳から65歳，再

建までの期間は受傷後3週間から6ケ月である．母

指の損傷部位は全例MP関節部切断，示指の損傷

部位はPIP関節部切断5例,MP関節部損傷2例，

MP関節部切断1例である．

【術式】示指を中手骨基部にて切断，示指への神

経血管束を温存して適切な母指長を形成し，断端

を母指断端上へ移行する．残存する屈筋腱及び伸

筋腱は母指再建に利用する．移行は一側の神経血

管束が温存されていれば可能である．

【結果】術後平均経過観察期間は1年から10年であ

る．移行した示指は全例生着しており，母指対立，

pinchが可能となり手の把持機能は著明に改善し

た．再建母指の感覚は2PDは3mmから10mm,

S-Wtestは3.61から4.08である．Coldintolerance

は4例に認められた．Reorientationが可能であっ

たのは3例であった．再建母指に感覚障害を認めた

のは，一側の神経血管束のみ移行した例である．整

容的にも患者の満足度は高い．

【まとめ】On-topplastyによる母指再建術は，機

能的にも整容的にも良好な結果が得られ患者の満

足度は高い．母指MP関節部の切断で，特に示指

の損傷も伴う場合に最もよい適応で，示指喪失に

よる指数減少という欠点があるが，機能障害を生

じている示指を利用して一期的に手の把持機能を

再建できる優れた術式である．
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2-Vbll

当院における手部咬傷の検討

HandlnjuryofAnimalBiteinOurHospital

佐久総合病院形成外科

○青山広道，大谷津恭之，中村健，

矢沢慶史

【目的】犬，猫などによる手部咬傷は日常よく遭

遇するが，中には感染をきたし機能障害を残す例

も認められる．今回，当科で経験した手部咬傷に

ついて検討したので報告する．

【対象および方法】1997年6月から2004年5月ま

でに当科を受診した手部咬傷171例を対象とし

た．これらに対し，咬傷の種類，年齢，性別，受

傷部位，受傷月，合併損傷，感染率，感染例の受

診までの期間，合併症，治療，予後について調査

した．

【結果】男性77例，女性94例，平均年齢43.2歳で

あった．加害動物は犬116例，猫39例，ヒト2例，

その他14例であった．受傷部位は手指が66例と

最も多く，次いでMP関節部が49例であった．受

傷月については差を認めなかった．合併損傷は末

節骨骨折2例，指切断を3例に認めた．感染率は35

例（20.5％）であり，犬18例（10.5％)，猫16例

(41.0％）ヒト1例（50.0％）であった．このうち

受傷後6時間以降に受診したのは19例であった．

予後に関して14例は1週間以内に，10例は2週以

内に改善を認めたが，6例は改善するも1ヶ月以上

の治療期間を要し，2例が関節炎を，1例が骨髄炎

を合併し，機能障害を残した．

【考察】動物咬傷の感染率について，寺嶋らは

25.7％，薬師寺らは10.0％としており，5分の1か

ら4分の1が感染すると考えてよいと思われる．種

別では寺嶋らは，ヒトに多いものの，猫，犬に差

は認めなかったとしているが，薬師寺らは猫，ヒ

トに多く，林は猫の感染率は80％以上，犬は5％

程度としている．当院でも猫が明らかに多く，感

染のリスクとなり得ると考えられる．基礎疾患に

糖尿病が認められたものが11例あり，うち6例が

感染を認めており，治療時に糖尿病の有無を確認

することが重要と考えられる．

2-Vbl2

手のMycobacteriummarinum感染症に対
するミノサイクリン投与と温熱療法の併用

療法

EfficacyofMinocyclineandHyperthermicTreat-

mentforMycobacteriumMarinumlnfectionin

Hand.

香川大学医学部整形外科

○加地良雄，森健乗松尋道

【目的】Mycobacteriummarinum(MM)感染症

は手の外科領域においても稀ではあるが遭遇する

感染症のひとつである．今回ミノサイクリン投与

と温熱療法の併用にて治療し得た2症例を経験し

たので報告する．

【症例1】61歳，男性，漁師．平成14年4月に左

中指の掌側基部に魚の鰊が刺さった．その後左中

指の腫脹と手背に結節の形成を認めた．平成15年

12月に結節の切除を受けたところMMが検出され

紹介された．MRIにて手背部の結節は再発してお

り，中指屈筋腱に沿って輝度変化を認めた．また

タリウムシンチにて同部に集積を認めた．MM感

染による結節と腱鞘炎と考え，ミノサイクリンの

投与とマイクロ波による温熱療法を開始した．約

2週間で腫脹と結節は改善し始め，約2ケ月で結節

はほぼ消失した．3ケ月でのMRIでは腱周囲の輝

度変化が著明に改善し，タリウムシンチでの取り

込みも消失していた．現在再発なく指の可動域制

限も認めない．

【症例2】24歳，女性．自宅で熱帯魚の飼育をし

ていた．平成14年4月に右小指背側に負った小外

傷の部位に結節性病変が生じ，時折排膿も認めて

いた．病歴からMM感染症が疑われたため平成16

年4月に生検術を行うとともにミノサイクリンの

投与を開始した．約1ヶ月後，培養でMM感染が

明らかになったため温熱療法も追加した．約2ヶ

月で治癒し現在再発を認めない．

【考察】近年示されたMMに対するミノサイクリン

の有効性と，42度以上でMMが発育できない性質

に着目したのが本法の特徴であり，皮膚科領域では

本法の報告が散見される．従来手の外科領域では非

定型抗酸菌感染症に対し手術と抗結核薬の投与が

一般的であったが，術後の腱の癒着や薬剤の副作用

などが危倶される．本法は簡便かつ安全であるため

手の外科領域においても本疾患が疑われた場合手

術の前にまず試みるべき治療であると考えた．
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2-Vbl3

手指切断後のストレス障害と危険因子につ

いて

StressDisorderFollowingFingerAmputationand

RiskFactor

'北里大学病院救命救急センター，2北里大学形成

外科

○根本充'，柏木慎也'，秋本峰克2，

熊澤憲一2，内沼栄樹2

【はじめに】外傷による手指切断後には急性スト

レス障害や心的外傷後ストレス障害を起こすこと

があり，これらのストレス障害が発症すると手の

外科医のみで対応することは困難である．外傷後

ストレス障害の発症にはさまざまな危険因子が指

摘されており，われわれはストレス障害を起こし

た切断指受傷者の臨床的特徴と危険因子との関係

について検討したので報告する．

【対象および方法】対象は2001年4月から2004年

9月までの3年6カ月間に北里大学病院救命救急セ

ンターに入院した手指切断受傷者80例のうち，ア

メリカ精神医学会の診断マニュアルで急性ストレ

ス障害または心的外傷後ストレス障害の診断基準

を満たした7例である．危険因子を受傷機転に関

する因子，受傷者自身に関する因子，周辺環境に

関する因子の3つに分け，対象者の受傷状況や損

傷程度，経過，転帰などの臨床的特徴との関係に

ついて検討した．

【結果】受傷機転に関する因子では，突然で不測

性の強い外傷であること，受傷者自身に関する因

子では思うように回復が進まないこと，急性期の

ストレス反応が強いことなどがストレス障害の発

症と関連していた．周辺環境因子では，家族や職

場からの援助が少ないこと，日常生活や職場への

復帰が遅れることなどが発症と関連していた．

【考察】外傷後ストレス障害発症の危険因子は受

傷状況で決定してしまうものと治療開始後の対応

で減らすことのできるものがある．危険因子を減

らすためには，安心して治療に専念できる環境を

提供し，必要に応じて精神科医や家族，職場と連

携していくことが大切である．また，手指を切断

した直後は精神的麻揮状態に陥っていることが多

いので，治療方針や経過の説明を平易な言葉で繰

り返し行い，同意を得ながら治療を進めることも

重要である．

2-Vbl4

手関節三角線維軟骨複合体における免疫組

織化学的検討

ImmunohistoChemicalStudyontheTriangular

FibrocartilageComplexoftheWrist

'東邦大学第2整形外科，2東邦大学医学部第1解剖

○重光俊男1,戸部正博1,水谷一裕l,

村上邦夫2，岸清2

【目的】遠位僥尺関節障害の一つである三角線維

軟骨複合体（以下TFCC)損傷は手関節尺側部痛

の要因となるといわれているが,TFCCの神経分

布に関して詳細な報告はほとんどない．今回われ

われは新鮮屍体標本において神経活性ペプチド抗

血清を使用してTFCCの神経分布を免疫組織化学

的に検索したので報告する．

【対象と方法】新鮮屍体標本2例4手関節を使用し

た．一塊として採取したTFCCをZamboni液で固

定し，ビブラトームで連続切片を作成した．神経

全般のmgT､kerにproteingeneproduct9.5(以下

PGP9.5),知覚神経のmarkerにカルシトニン遺

伝子関連ペプチド（以下CGRP)とサブスタンス

P(以下SP)として各々の神経ペプチドの抗血清

ごとに免疫組織化学的染色を行い，光学顕微鏡的

に検討を加えた．

【結果】discproper自体にはPGP9.5陽性神経線維

は存在しなかったが,辺縁周囲には無髄と有髄神

経が入り混じった神経線維が存在した．SP及び

CGRP陽性神経線維はMeniscushomologueと尺

側側副靱帯に豊富に存在した．

【結論】TFCCの尺側部分には知覚神経線維が多

く分布し,TFCCの僥側部分は知覚神経が乏しい．

TFCCの榛側部分は月状骨と尺骨頭にはさまれ軸

圧が常にかかるTFCC変性損傷に観察される穿孔

部に一致する．知覚神経に存在し痛覚の伝達に重

要な役割を果たすSP,CGRP陽性神経の分布から

TFCC尺側構造物が痙痛に対する感受性を有する

組織であり,TFCC損傷を伴う手関節尺側部痛の

原因に主要な役割を占めると考えられる．
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僥骨Sigmoidnotch裂離骨折を伴うTFCC
損傷

TFCCInjurywithRadiusSigmoidNotchAvulsion

Fracture

'埼玉社会保険病院整形外科，2慶應義塾大学整形

外科，3荻窪病院整形外科

○森澤妥l,中村俊康2,田崎憲一3

榛骨sigmoidnotch背側裂離骨折を伴うwCC損

傷はきわめて稀である．今回，手術療法をおこなっ

た4例について報告する．

【対象・方法】対象は僥骨sigmoidnotch裂離骨折

を伴うTFCC損傷4例，男性3例，女性1例であっ

た．年齢は19から49（平均32）歳であった．受

傷原因はスポーツ3例，転倒1例であった．1例に

舟状骨骨折を伴っていた．1例を除き，受傷から

1カ月診断がつかず放置されていた．

【結果】全例で裂離骨片をTFCCを含めて整復固定

した．1例ではTFCCの尺骨小窩からの引き抜き

損傷も伴っていたためTFCCの尺骨小窩への縫合

も併用している．1例では裂離骨片の整復固定の

みではTFCCの緊張がえられずTFCCの尺骨小窩

への縫合も併用し,plusVariantであったため，さ

らに尺骨短縮術も追加した．術後全例で手関節痛，

不安定性を認めず日常生活及びスポーツに復帰し

た．

【考察】僥骨sigmoidnotch裂離骨折はPallner分

類1Dに含まれ，非常に稀で過去に文献的報告はな

い．受傷機転は急激な回内強制に加え掌屈あるい

は背屈でsigmoidnotch背側部に牽引力が作用し

たと考えられる．単独損傷の場合，骨片の整復で

TFCCの緊張がえられ,DRUJ不安定性は改善し

たが，合併損傷等がある場合，単に骨片の整復の

みでなくTFCC及び尺骨に対する併用手術が必要

であった．

2-Vbl6

三角靱帯(TFCC僥尺靱帯深層）起始部転

位を伴った尺骨茎状突起変形治癒

UlnarStyloidMalunionwithTFCCInsertionlnjury

'国保中央病院整形外科，2水本整形外科

○小野浩史'，藤谷良太郎1,水本茂2

尺骨茎状突起骨折に三角靱帯(TFCC榛尺靱帯深

層)の尺骨小窩起始部の剥離を伴い放置されると，

両者の変形治癒となり回内外制限が残る．今回，尺

骨茎状突起の変形治癒に三角靱帯起始部の障害を

伴った症例を検討した．

【対象】榛骨遠位端骨折に合併した尺骨茎状突起

骨折の変形治癒があり回内外制限を認めた5例を

対象とした．女性4例男性1例，右3例左2例，年

齢は平均27歳である．僥骨遠位端骨折はAO分類

でA2が2例A3B3C1各1例，尺骨骨折は3型2例

4型3例であった．尺骨茎状突起骨片は全例XPRq

CTで転位を認めた．術前回内外は72度（健側比

42％)掌背屈は100度(同63％)握力は56％であっ

た．中等度以上の痙痛を認めた4例で手術を行っ

た．まず尺骨茎状突起変形部を切離したがこれだ

けでは回旋制限が十分改善せず，三角靱帯の尺骨

頭付着部を切離し回旋の改善を確認して，各々を

尺骨頭と尺骨小窩の本来の位置に整復固定した．

三角靱帯はpulloutし茎状突起はtensionband

wiringで固定した.1例に尺骨短縮術を併用した．

【結果】術後の追跡期間は平均14ヶ月である．術

後回内外は148度(88％)，掌背屈は150度(89％)，

握力は80％であった．全例瘤痛は改善しDRUJの

不安定性もなく,Mayowristscoreは術前平均58

点から術後84点へ改善した．

【考察】骨折した尺骨茎状突起が転位癒合しこれ

に三角靱帯起始部の転位癒着を合併すると，強い

回旋制限を起こす．これらに対し尺骨茎状突起と

三角靱帯起始部を尺骨頭から一旦切離し，尺骨頭

と尺骨小窩の本来の位置にそれぞれを縫着し直す

と回旋制限は改善し不安定性も出現しなかった．

尺骨茎状突起骨折では三角靱帯の起始部障害の合

併にも注意が必要である．
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術後関節鏡所見から検討したTFCC損傷部

の再生

ArthroscopicEvaluationoftheTFCCRegeneration

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】尺側手関節障害に対し，関節鏡下に再鏡視・

評価したものの報告は少ない．今回我々は主に

TFCCの所見を中心に検討したので報告する．

【方法】1989年12月より2003年6月までに尺側

手関節障害に対して治療を行い，関節鏡再鏡視を

行ったものを対象とした．症例は59例，男性35例・

女性24例．初回手術時平均年齢32歳．術前の掌

背屈可動域は健側比85％，握力健側比71%,ulnar

varianceは平均2.3mmであった．初回から再鏡視

までの平均経過観察期間は1年8ヶ月であった．

【結果】再鏡視時のulnarvarianceは平均0.3mm_

初回手術時にTFCC実質に損傷が見られたものが

26例，そのうち再鏡視時に損傷が残存していたも

の(T群）が6例，連続性の得られていたもの(R

群）が13例（うち尺側縁の損傷3例)，関節内に

隔壁が形成され，鏡視不能であったもの(S群)が

6例であった．関節可動域（健側比)T群94.8%,

R群89.8%,S群87.5%となり,T群で高値であっ

たが，統計学的に有意差は認めなかった．握力(健

側比）はT群95.1%,R群99.3%,S群59.3%であ

り,S群で有意に低かった.R群で高値ではあった

が統計学的に有意差は認めなかった．再建時に修

復されたTFCC様の組織の生検を4例行い，一部

に線維軟骨を含む滑膜および結合織を認めた．初

回手術時に損傷の見られなかったもので，再鏡視

時に損傷が見られたものは無かった．初回に

TFCC関節面にEbr･illationが見られたものは13例

であったが，再鏡視時には9例で修復されていた．

全59例中54例での臨床評価はCooneyの評価基準

でexcellent:14,good:20,fair:15,poor:5で

あった．損傷TFCCの再鏡視時における修復の程

度と臨床結果の間に相関関係は認めなかった．

【考察】臨床所見との関連性ははっきりしたもの

は見られなかったが，損傷したTFCCは修復する

傾向にあった．

2-Vbl8

三角線維軟骨複合体損傷に合併した尺側手

根伸筋腱障害9例の治療経験

TFCCInjuryandECUTもndonDisorder:AReport

ofNineCases

慶応義塾大学医学部整形外科学教室

○山本さゆり，中村俊康，仲尾保志，

池 上博 泰， 佐藤 和毅

術前にTFCC損傷を疑い，実際にはECU腱の障害

も有していた9症例を経験したのでその治療法も

含めて報告する．症例は，男性4例，女性5例，患

側は右6例，左3例，年齢は20歳から72歳であっ

た．明らかな外傷歴を有したのは5例で，尺骨茎

状突起骨折後変形治癒(1)，尺骨茎状突起骨折後

偽関節(2)，僥骨骨折後変形治癒(1)，月状舟状

靱帯損傷(1)であった．スポーツ歴を有したのは

5例で，テニス(3)，野球(1)，ゴルフ(1)であっ

た．主訴は手関節尺側部痛であった．術前診断は

全例TFCC損傷であり,4例ではECU腱障害(腱

炎，脱臼)の合併を疑った．その4例は，手関節最

大回外位で瘻痛が増強した．全例に手関節鏡を行

w,,TFCCの損傷程度に応じて鏡視下部分切除術

(5)，直視下縫合術（3）を行った．手関節最大回

外位で瘤痛が増強した1例では,ECU腱と尺骨頭

がインピンジしていた為，滑膜性腱鞘と伸筋支帯

の一部を用いてECU腱鞘床を形成し，腱制動を

行った．最大回外位でECU腱がgrooveより尺側

に脱臼した2例のうち1例では滑膜の増生を，他の

1例では尺骨頭との摩擦によるECU腱のくびれを

認め，同様に腱鞘床を形成した．尺骨茎状突起偽

関節1例と茎状突起変形治癒2例では，茎状突起基

部に骨鰊を認め,ECU腱掌側が“バサバサ”に損

傷していた．月状舟状靱帯損傷1例と外傷･スポー

ツ歴を有さない1例でもECU腱掌側の損傷を認

め，腱及び腱鞘床の形成を行った．他の尺骨茎状

突起偽関節1例では，偽関節部でECU腱が完全に

断裂していた為，偽関節手術及びⅢ』を用いた腱移

行，腱鞘床の形成を行った．9例ともに術後の経過

は良好である．以上の経験から，手関節尺側部痛

の診断，治療においては,ECU腱障害を念頭に入

れる必要があると考えた．
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尺骨突き上げ症候群非手術例の自然経過

NaturalCourseofNon-operatedUInocarpalAbut-

mentSyndrome

'広島市民病院，2広島県立リハビリテーションセ

ンター

○小山幹夫1,水関隆也2

【目的】尺骨突き上げ症候群（以下UCAS)にて生

ずる尺側手関節痛は手術的治療が有効であるが，

非手術例の自然経過に関しては未だに報告がな

い．今回，我々はUCASの自然経過を認識する目

的で非手術例の追跡調査を行った．

【対象･方法】当院を受診しUCASと診断され経過

観察を行っている患者の内，追跡調査の可能で

あった27例（女性20例，男性7例)，27関節を対

象とした．調査方法は直接診察あるいは電話問診

によった.Ulnarplusvariance(以下U+V)と現

在までの痙痛の消長，職業・社会活動の変化など

を調査した．

【結果】対象症例の初診時平均年齢は41(15～70）

歳，平均経過観察期間は6.4(1.6～10.5)年であっ

た.U+Vは平均3.6(2～7)mmであった．瘻痛

の原因は33.3％（9関節）が不明，29.6％（8関節）

で捻挫，一時的過使用が29.6％（8関節)，幼少児

期の骨折によるものが7.4％(2関節)であった．全

体の74％（20/27）で瘤痛は軽減していたが（軽減

群)，26％（7/27）では瘤痛は不変あるいは悪化し

ていた（非軽減群).X線写真上でのU+Vは，軽

減群で平均3.5mm,非軽減群で平均3.9mmであ

り，後者にてやや長い傾向にあった．また職業･社

会活動の変化を比較した所，過使用の継続が軽減

群では40％（4/20)，非軽減群では100％（7/7）に

見られ，後者にて明らかに高い割合を示していた．

考察)UCASによる尺側手関節痛は7割で軽減し

ていた．非軽減群のほうがU+Vがやや長い傾向に

あり，しかも職業・社会活動による過使用を継続

している傾向にあった．以上よりUCASにおける

瘻痛持続因子は，1）過剰U+V2)過使用の継続に

あると推測された．

2-Vb20

指節間関節における変形性関節症の分布と

存在様式一欧米人との比較一

ThePrevalenceofRadiographicOsteoarthritisinthe

BilateralHands:ACross-sectionalStudyinJapan

Women.

産業医科大学医学部整形外科

○戸羽直樹，酒井昭典，目貫邦隆，

平 澤 英 幸

【背景･目的】指節間関節の変形性関節症(OA)は，

ピンチ動作や軽微な外傷の繰り返しが主な原因と

考えられている．しかし，遺伝素因のある例や，全

身性関節症の一部と考えらる例もある.Hizen-

OshimaStudyは，長崎県大島町の住民のうち40

歳以上の女性を対象とした，骨粗霧症とOAに関す

る疫学研究である．これまでに指節間関節のOAに

関して日本人はCaucasianと比較してDIPJのみ

発生頻度が高いことを明らかにしてきた．今回，指

節間関節のOAの分布と存在様式について検討を

行い，欧米の代表的研究の結果と比較を行ったの

で報告する．

【対象】551人，女性，平均年齢は63.9歳である．

【方法】両手の母指から中指の指節間関節を対象

とし，単純X線正面像にてKellgren-Lawrencec

のgrade2以上を「OAあり」とした．読影は

Framinghamstudyの読影者とのK指数が0.68で

ある1名で行った．指節間関節のOAの分布と存

在様式を明らかにし，を米国のFramingham

Study,英国のShingfbrdStudyの結果と比較し
た．

【結果】1：両手ともOAは示指DIPJ,母指IPJ,

中指DIPJの順に多く，分布は左右対称であった．

2：母指IPJ,MPJ,示指DIPJのOAは有意に右

手に多かった．3：ある指節間関節にOAがある場

合，反対側の同じ関節にOAが存在するオッズ比

(OR)は18.5．同側の同じ関節(samerow)にOA

が存在するORは15.5.同側の同じ指(sameray)

にOAが存在するORは1.3であった．

【結論】日本人は欧米人より,DIPJのOAの発生

頻度が高い.OAの存在様式(対称性,samerow)

は，欧米人と同じであった．
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手指MP関節の一次性関節症について

PrimaryOsteoarthritisoftheMetacarpophalangeal

joint

2-Vb22

手指MP関節背側脱臼の治療成績

DorsalDislocationoftheMetacarpophalangealJoint

ofFingers

'東北海道病院，2北海道手の外科・スポーツ医学

研究所

○高橋幸司l,船越正男1,薄井正道1,

石井清一2

'和歌山県立医科大学医学部整形外科学教室，2和

歌山労災病院整形外科

○北野岳史1,谷口泰徳1,中谷如希1,

吉田宗人1,岩田勝栄2

手指に見られる変形性関節症は,DIP関節,PIP関

節，母指CM関節がほとんどであり,MP関節の報

告は少ない．今回，我々は過去5年間に手指MP関

節痛を主訴に来院し，一次性MP関節症と診断さ

れた症例について検討したので報告する．

【対象】25例32指を対象とした．男性15人，女

性10人，年齢は48～82歳（平均67歳）であっ

た．これらの症例を対象に罹患部位,X線所見，治

療について検討した．X線所見はSwanson分類を

用い重症度を評価した．

【結果】罹患部位は，右23指，左10指と右に多く

認めた．指別では母指4関節，示指12関節，中指

15関節，環指0関節，小指1関節と示指，中指に

多かった．示指，中指2指同時罹患を6例に認めた．

重症度は，中等度前後のものが多く，特徴的なの

は基節骨の尺側優位の骨鰊形成をほぼ全例に，中

手骨頭の掌榛側の鉤状骨鰊を約半数に認めたこと

であった．治療は,NSAID内服のみ8例,NSAID

内服十ステロイド関節内注入8例，外用剤十ステ

ロイド関節内注入3例，外用剤のみ4例，無処置2

例であった．ステロイド関節内注入11例のうち，

8例において1回の注射で改善が得られた．

【考察】発生頻度では，示指，中指に多く,X線所

見で骨鰊が基節骨の尺側優位に出現することは過

去の報告にもある通りであった．これらの理由に

ついて我々は，示指，中指のCM関節が不動であ

るため，示指，中指のMP関節には，解剖学的に

負荷がかかりやすく，さらにピンチ動作をおこな

うためと推測している．また,MP関節は尺屈しや

すい構造をしており，ピンチ動作により尺側優位

に骨鰊が生じると思われる．治療は，ステロイド

関節内注入が,NSAID内服無効例に対しても有効

である事から，手術を選択する前に試みても良い

方法であると思われる．

【目的】母指を除く手指MP関節背側脱臼は稀な損

傷であり，従来より徒手整復が困難であるとされ

ている．今回，当科で加療した手指MP関節背側

脱臼症例の治療成績について報告する．

【対象および方法】対象は当科で加療を行った6例

で，男5例，女1例である．受傷時年齢は7～73

歳（平均26.3歳）であった．受傷原因はスポーツ

外傷，事故，転倒がそれぞれ2例であった．いずれ

もMP関節を背屈強制されていた．今回は瘻痛，圧

痛，可動域などについて追跡調査した．また最終

調査時のX線像を検討した．

【結果】患指は示指が4例，小指2例であり，3例

は受傷後2週間以上経過した陳旧例であった．受

傷から整復までの期間は当日から34日（平均15.8

日）であった．自験例6例の内4例は他の施設にお

いて看過され，不適切な外科的治療を受けていた．

当科では，全例に対して，まず徒手整復操作を試

みたが，整復が不可能であったため観血的整復術

を施行した．また2例で術後に屈筋腱の癒着が発

生し，追加手術として腱剥離術を必要とした．5例

に屈曲制限を認め内3例に伸展制限を伴ってい

た．X線上，中手骨骨頭の変形，骨壊死がそれぞれ

1例見られた．

【まとめ】手指MP関節背側脱臼は，徒手整復が非

常に困難であり，全例観血的整復術が必要であっ

た．治療成績は受傷から整復までの期間が長いほ

ど不良であった．本損傷の治療には，早期診断と

早期整復が重要であり，正確な整復位の確認が大

切である．

呂
２
日
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2-M23

小指MP関節伸展位固定の6例

CasesoftheLittleFingerFixedinExtensionatthe

MetacarpophalangealJoint

'緑成会病院整形外科，2土浦協同病院整形外科

○久留水彩1,齋藤則男1,尾澤英彦2,

北井淳2，石突正文2

【目的】小指MP関節が伸展位で固定された症例を

6例経験したので報告する．

【対象と方法】症例は全例女性，年齢は8歳～54歳，

主訴は小指MP関節の可動域制限と瘻痛で，受傷

機転は小指の過伸展強制である．全例徒手整復不

能で手術を施行．受傷から手術までの期間は8日

～1年半であった．術式は，掌側板の剥離及び尺

側側副靱帯の延長が1例，掌側板の剥離と背側関

節包の切離が3例，掌側板の剥離と背側関節包の

切離に尺側側副靱帯の切離または延長をしたもの

が2例であった．掌側板の剥離は，掌側板を中央

より縦切したものが3例,fanlikeportionと掌側

板の間を切離したものが3例であった．背側関節

包は肥厚し癒着が認められ，関節包は横切して再

縫合はしなかった．また，術前X線で中手骨穎部

に骨性隆起を認めたものは可及的に切除した．

【結果】掌側板の剥離または背側関節包の切離の

みでMP関節可動域が明らかな改善を得られた症

例はなく，全例掌側板と背側関節包両者に対する

処置を必要とした．それでも弾発現象や可動域制

限が遺残するものには側副靱帯の切離または延長

を行った．症状の再発はなく，術後3ケ月でMP関

節可動域:伸展-30～30度/屈曲60～80度と，屈

曲制限が残る症例もあったが，術前認められた

MP関節受動屈曲時の瘤痛は消失しており，患者

の満足度は高かった．

【考察】母指MP関節のlockingfingerは，中手骨

骨頭の骨隆起に側副靱帯の色nlikeportionや掌側

板がひっかかることがその一因と考えられてい

る．病態や受傷機転などから考えて，今回の症例

もこれに類似している．しかし，全例背側関節包

の切離を必要とし，この病態における背側関節包

の関与が示唆された．

2-Vb24

MP関節部の外傷性伸筋腱脱臼に対する指

背腱膜縫縮術の成績

PrimarySuturefOrTraumaticDislocationofExten-

sorTもndonattheMetacarpophalangealJoint.

'旭川リハビリテーション病院整形外科，2旭川赤

十字病院整形外科

○中村智'，平山隆三2

【目的】MP関節の外傷性伸筋腱脱臼では,sagittal

bandの深層や関節包に及ぶ損傷が多く，保存療法

では十分な治療効果が期待できない場合がある．

そこでわれわれは新鮮時に腱膜縫縮術を行ってき

たので，その術後成績について報告する．

【症例・方法】当科で2002年から2年間に，外傷

歴が明らかなMP関節部の伸筋腱脱臼8例中，観

血的治療を行った7例である．男性4例，女性3例，

年齢は16歳から44歳(平均30.9歳)，罹患部位は

示指1指，中指4指，小指2指，受傷から手術まで

平均12.1日であった．受傷機転は直達外力5例，交

通事故およびスノーボード外傷が各々1例であっ

た．初診時に指屈曲時の瘻痛と伸筋腱の弾発現象

を認める症例に対して腱膜縫縮術を行った．腱膜

断裂部の縫縮術を行い，術後3週間固定した．術

後成績は,MP関節部の癌痛，伸筋腱脱臼,finger

palmdistance,MP関節可動域，握力とADL障害

について検討した．経過観察期間は4か月から11

か月（平均6．8か月）であった．

【結果】全例でMP関節部の瘻痛の軽快と伸筋腱の

弾発現象の消失を認め,fingerpalmdistance:

0mm,MP関節可動域:伸展-1｡屈曲87.3.であっ

た．日常生活での支障はないが，把持時痛を7例

中4例(57.1％）に認め，手術側の握力低下もみら

れた．

【考察】MP関節部の外傷性伸筋腱脱臼には，確実

な治療効果と早期の社会復帰から，手術的治療が

有用と考えられる．腱膜縫縮術は，良好な術後成

績であったが把握時痛や握力低下の問題が示さ

れ，この原因として縫縮部の過緊張や縫縮部の嬢

痕が疑われた．縫縮術では縫縮時の緊張度の設定

に課題があると考えられた．
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2-M25

血液透析患者に対する母指CM関節症手術

OperationsfbrRhizarthosisinHemodialysisPatients

'日本赤十字社医療センター整形外科，2おくつ整

形外科クリニック，3筑波大学附属病院整形外科

○本村朋英1,奥津一郎2,森本修平1,

浜中一輝2，吉田綾3

【目的】近年，血液透析患者において母指CM関節

の変形と瘻痛を訴える患者が増加している．手術

症例につき検討する．

【対象と方法】対象は2001年9月より2004年7月

の間に母指CM関節症に対して手術を行った透析

患者9例10手（男性：2例2手，女性：7例8手）

である．患者の平均透析歴は12年．手術は全例局

所麻酔下に行った．術式によりGroupを2つに分

けた.GrouplはCM関節を展開せず経皮的に1な

いし2本のアキュトラックスクリューを第1中手

骨より大菱形骨に挿入してCM関節を固定した(6

手).Group2は小切開よりCM関節の軟骨を切除

した後，同部のスクリュー固定を行なった(4手)．

患部の瘻痛と不安定性，術前後のX線写真につき

検討した．

【結果】平均追跡期間は227日であった．両者とも

術後弾性包帯固定を1週間のみ行ない，その後患

手の使用を許可した.Grouplの2例で骨癒合が

得られず瘤痛の残存があり，スクリュー抜去後再

固定を行った．他の症例では瘻痛が消失し不安定

性もなかった．

【考察】母指CM関節症手術には関節形成術や内固

定材料を用いた関節固定術がある．これらは固定

力や骨癒合期間の関係から術後数週間のADL制

限が必要であった．血液透析患者では手指の関節

が拘縮傾向にあり長期の固定には問題がある．そ

こで固定力が強固なアキュトラックスクリューを

用いた低侵襲な方法で除痛が得られないものかと

考えGrouplの手術を行なった．しかし33%の症

例で当初の目的を達成できなかった.Group2で

は最終的には目的を達成できた．本法は初期固定

が強固なために手を早期に使用でき，多くの症例

で骨癒合が得られ，除痛という点でも満足すべき

ものであった．

2-Vb26

母指CM関節症治療のメタアナライシス

Meta-analysisbetweenTreatmentsforTrapezio-

metacarpalOsteoarithritis

'日本医科大学形成外科，2小郡第一病院整形外科

○佐野和史1，土井一輝2，服部泰典2

【目的】母指CM関節症において過去発表された

論文をもとに統計学的解析(メタアナライシス)を

用いて各手術方法間の有効性の相違を予備研究と

して検証し，その結果を自験例の臨床成績と比較

検討する．

【予備研究一方法】過去10年間の英文論文より

trapeziectomy,trapeziectomy+interposition,

trapeziectomy+ligamentreconstruction,liga-

mentreconstruction+tendoninterposition,

arthrodesisに対するEBMレベルIIIまでの8論

文を抽出し，治療成績をEaton分類で評価しex‐

cellent,goodを治癒,poorを非治癒に分類した上

で症例対象研究および半定量分析を行った．

【予備研究一成績】各治療法間に有意差は認めな

かった．

【本研究一方法】予備的研究結果を基に関節固定

術に対してそれ以外の4治療法を一括して関節形

成術に含まれるものと捉えた上で，一次性母指

CM関節症手術例のうち1年以上経過観察を行っ

た39例（関節形成術24例，関節固定術15例）の

自験例と比較検討した．またそれぞれ術後握力，術

後ピンチカ，％握力（患側/健側比)，％ピンチカ

(患側/健側比）も形成術と固定術間で比較した．

【本研究一成績】対象論文，自験例共に関節形成

術全般に対して関節固定術の治療成績において有

意差はなかった．またそれぞれの握力，ピンチカ

も有意差は無かった．

【結論】各治療法間の成績で有意差はなく，関節

形成術全般と関節固定術間にも有意差はなかっ

た．この解析結果を有意義な結論として捉えるべ

きか否か，考察を含め報告する．
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2-Va27

母指以外のCM関節脱臼・脱臼骨折の治療

TifeatmentofCarpometacarpalDislocationsExclud-

ingtheThumb

'函館中央病院整形外科，2旭川赤十字病院整形外

科

○多田博1,平山隆三2

【はじめに】母指以外のCM関節脱臼・脱臼骨折は

比較的稀である．今回我々が経験した症例につい

て調査し報告する．

【対象と方法】症例は12例で，年齢は15～41歳，

平均21.7歳で，男11例女1例であった．損傷関節

は第2CM関節単独が1例，第5CM関節単独が3

例，第4及び5CM関節が8例で，全例非開放性脱

臼であった．初診時診断がついた症例は1例の陳

旧例を含め9例であったが，3例は2～7日目に診

断を得た見逃し例であった．骨折型は,Cainの分

類でIAが3例,IBが6例,11型が3例であった．

治療は徒手整復と外固定を行った例が2例で，徒

手整復と経皮的鋼線固定術が行われたのが1例，

観血的整復術が行われたのが9例であった．

I結果】治療後の経過観察期間は2～84カ月，平

均20カ月で，その成績は，痙痛についてはなしが

8例，軽度またはときどきありが4例であった．手

指，手関節の可動域制限を認めた例はなく，握力

の計測が行われた7例のうち，6例はほぼ正常な値

を示したが，1例で明らかな低下を示していた．

【考察】母指以外のCM関節は可動性も少なく比

較的安定性が良いため脱臼の頻度は少ない．診断

については見逃し例も多く,CM関節損傷が疑わ

れたら，正面像の中手骨間隙，側面像の中手骨配

列，30～45回内位撮影，断層撮影,CTなどで

詳細な骨傷の把握が必要と思われる．治療につい

て，保存療法から手術療法まで様々の報告がある

が，近年は観血的整復を推奨する報告が多い．今

回の経験より，有鉤骨々折などの骨傷のないまた

は小さい例では徒手整復による保存的治療が可能

と思われた．

－Sl78－



2-Pa-1

母指手根中手関節症に対する鏡視下関節固
定術の経験

ArthroscopicArthrodesisfOrOsteoarthrosisofMeta-

carpomultangularJoint

弘前大学医学部整形外科

○神裕道，西川真史，藤哲，

工藤悟，小川太郎

【目的】母指CM関節症例に鏡視下関節固定術を

施行した経験についてその手技と成績について述

べる．

【方法】症例は4例，男1例女3例，平均年齢58.8

歳，4関節，全例左側であった．全例保存治療無効

で，職業が農業で母指の安定したpowerpinchを

必要としていた．術前レントケン変化はEaton分

類で3または4の進行期の症例であった．鏡視は伝

達麻酔下に母指をフィンガートラップで水平に牽

引して施行した．Portalを母指CM関節僥側の外

転筋腱の両側につくり，直径1.9-1.5mm径の小

関節鏡とプローブ・シェーバーなどを各portalか
ら交互に入れ替えながら鏡視を行った．シェー

バーで関節内の増生した滑膜を切除し，変性した

関節軟骨を十分切除する．X線イメージも併用し

て関節固定肢位を決定しながら切除関節面をトリ

ミングする．初期の2例は関節をC-wireで固定後

に骨欠損部にBiopexを注入，他の2例は中手骨か

ら大菱形骨に向けて小皮切からのスクリュー固定

を行なった．術後4週間のギプス固定後にリハビ

リを開始した．

【結果】術後経過観察期間は平均29.5ケ月（52-4ケ

月）で3例に良好な骨癒合が得られた．骨癒合不

良例は骨接合部にBiopexを注入した1例で，追加

手術を望まず経過観察中である．骨固定が不十分

だったことと，早期に作業を開始したことが原因

と思われ，経過観察中にBiopexは吸収消失した．

鏡視下関節固定術は小侵襲で関節軟骨を切除可能

であるが，骨接合面を接着させるように形成する

操作が困難である．そのため骨欠損部への骨移植

等が必要と考えていたが，今回の結果から，強固

な骨固定が得られれば骨欠損の充填は不要であっ

た．

【結論】骨固定を強固に行なえば，関節鏡視下母

指CM関節固定術は有用な治療法であった．

2-Pa-2

靱帯再建を行った母指CM関節脱臼の治療

DislocationoftheCarpometacarpalJointofthe
Thumb

'国立病院機構長野病院整形外科，2板橋中央病院

○石垣範雄1,中士幸男1,立岩裕1,

赤羽努l,荻原伸英2

【目的】母指CM関節脱臼は頻度が少なく，整復

位の保持が困難な為，しばしば再脱臼をきたす．こ

の脱臼に対して靱帯再建を行った症例を経験した

ので報告する．

【対象と方法】症例は4例（全例，男性で右手）で

ある．年齢は12歳から41歳（平均28歳)，受傷

から手術までの期間は平均123日，平均経過観察

期間137日であった．受傷原因は転倒が2例，機

械に巻き込まれての受傷が1例，サッカーボール

が当たっての受傷が1例であった．術中所見では，

全例に母指CM関節の背側・僥側の関節包．靱帯

が断裂していた．2例にEaton法に準じた榛側手

根屈筋腱を用いた靱帯再建を，1例は付着部の変

異した長母指外転筋腱を用いた靱帯再建を行っ

た．受傷後3ヶ月経過した陳旧性の1例は関節症変

化を伴っており，腱球移植及び，長掌筋腱を用い

た二次的な靱帯再建を行った．

【結果】全例に母指CM関節の痙痛や再脱臼はな

かった．母指CM関節の平均可動域は垂直外転

55.,水平外転53.3｡,keypinch力6.8kgで，健側

と遜色なく良好な成績が得られた．

【考察】母指CM関節脱臼はCM関節最大屈曲位で

中手骨の軸方向への外力にて発症し,CM関節中

等度屈曲位で受傷するBennett脱臼骨折に比べ頻

度は極めて少ない．今回の調査においても2例は

中手骨の骨折を伴ったが，いずれも骨片は小さく

通常のBennett骨折と異なり，骨折の整復固定の

みではCM関節の安定性が得られず靱帯再建を必

要とした．整復位の保持が困難なこの脱臼に対す

る靱帯再建の必要性は意見が分かれているが，

我々の経験した症例では全例に関節の瘻痛や動揺

性を認め，3例にsublIIxationを認め，確実な固

定が必要と考え，靱帯再建を行い，良好な成績を

得た．
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2-Pa-3

屈筋支帯を用いたCM関節靱帯再建術の治

療成績

OutcomeofLigamentReconstructionUsingFlexor

RetinaculumfOrBasalJointArthrosis

'三重大学医学部整形外科，2鈴鹿回生総合病院

○平田仁19藤澤幸三2,辻井雅也1,

椙本淑子l,内田淳正’

【はじめに】母指CM関節はX線学的OAが60歳

以上で30％以上見られるが臨床症状を訴える事は

少ない．我々 はbeakligamentの変性断裂がCM

関節症の発生，症状の発現に関与する事を報告し

てきた.Eaton法等の靱帯形成術の対象は一般的

にはOAの無いCM関節不安定症であるが，我々

はstagelllまでの症例を対象により生理的な靱帯

を再建できる田中法に順ずる方法で靱帯形成術を

行ってきた．

【術式】側方アプローチによりCM関節を展開し

た．掌側はbeakligamentが露出するまで十分に

母指球筋を剥離した．この際APLの第一中手骨基

部への付着部及びその下の背榛側靭帯を損傷しな

いように注意した．屈筋支帯は掌側の別皮切より

展開し，遠位半分を有鈎骨鈎より切離翻転し母指

球筋の下を回してCM関節掌側に引き出した．手

根管は1例を除き開放した．CM関節を外転位にて

整復し，屈筋支帯を掌尺側結節部にpulloutwire

法にて固定した．関節面の変形の著しい例では

Avanta社製人工関節にて置換し，また，榛背側靱

帯の弛緩例ではAPLを用いてこれを補強した．

【症例および結果】症例は5例であり，何れも女性

であった．一例で両側に手術を行った.Eaton分

類でstagelが2関節,IIが2関節,IIIが2関節

であった．人工関節置換を併用したものは1例で

あり，僥背側靱帯の補強を追加したものが3例

あった．術後6ケ月から2年で前例亜脱臼の再発は

認めず，癌痛も軽快していた．3例に軽度の復位運

動制限を認めた．手根管を解放しなかった1例で

術後RSD様の症状を生じ，手の異常感覚と手指の

拘縮が残存した．

【結論】田中変法を用いた靭帯形成術はある程度

進行したCM関節症に対しても短期ではあるが，

良好な治療成績であった．

2-Pa-4

転位ある尺側CM関節脱臼骨折の治療経験

TreatmentofDisplacedFractureDislocationofthe

UlnarCarpometacarpalJoint

荻窪病院整形外科

○岡崎真人，田崎憲一

【はじめに】尺側CM関節脱臼骨折は比較的少な

い．今回，尺側CM関節脱臼骨折のうち，関節面

の転位がある症例について調査，検討した．

【対象】当院にて直接治療を行った尺側CM関節脱

臼骨折のうち，関節面に転位のある26症例を対象

とし,retrospectiveに調査した．転位のある症例

とは,CM関節内骨折が1mTn以上転位している症

例,CM関節亜脱臼が明らかな症例とした．性別は

男性23例・女性3例，年齢は20-62歳（平均30.6

歳)，罹患側は右手21例，左手5例(利き手18例，

非利き手3例，不明5例)で，受傷原因は殴打が14

例と最も多かった．受傷関節は第5CM-14例，第

4/5CM-9例，第3/4/5CM-2例（裂手の1例は判別

困難のため除外した）で，関節内骨折の骨折型は

有鉤骨骨折8例，有頭骨骨折1例，第5中手骨基部一

尺側Bennett型骨折9例，第5中手骨基部一尺側

Rolando型骨折5例，第4中手骨基部骨折1例，第

3中手骨基部骨折1例だった．手術を希望しなかっ

た1例を除いて，25例に手術を行った．受傷から

手術までは1-305日で，受傷後3週以上経過して

から当院受診した症例が5例あった．手術法は

ORIF21例(KFwire固定20例,plate固定1例),

経皮ピンニング2例，矯正骨切り1例，関節固定1

例だった．

【結果】骨折の骨癒合は全例で得られた．手術を

行った症例では，関節面の不整が残存した症例は

なかった（関節固定を行った1例を除く）．軽度の

動作時痛が4例，尺骨神経背側枝のしびれが2例で

残存した．握力は健側比80.4±15.5％だった．

【考察】尺側CM関節脱臼骨折は診断が遅れること

も少なくない．関節面の不整，亜脱臼が遺残すれ

ば握力の低下，労作時痛，軸圧痛が遷延し，やむ

なく関節固定に至ることもある．急性期の手術成

績は概して良好であり，早期にCTを撮り病態を把

握することが重要である．
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2-Pa-5

母指MP関節ロッキングの経験

-MP関節の形態と運動からみた危険因子

LockingMetacarpophalangealJointoftheThumb

-MoIphologicalRiskFactors-.

'井上整形外科，2青森市民病院整形外科

○井上貞宏1,坪健司2

【目的】母指MP関節ロッキングは比較的稀な外傷

である．今回，自験例を報告し，母指中手骨の骨頭

形態からみた本外傷の危険因子について検討した．

【方法】母指MP関節ロッキングの自験例7例と非

ロッキング例の304例についてMP関節の側面X線

写真から中手骨骨頭の形態を検討した．中手骨骨

頭の形態は丸いものを円型，平坦化したものを平

坦型，両者の間で楕円形やいびつな形状を呈する

ものを中間型と分類した．

【結果】ロッキング例は6例で徒手整復に成功した

が1例は観血整復となった．ロッキング例の中手骨

骨頭の形態は円型が1例で中間型と平坦型が各3例

であり，健側のMP関節の可動域が小さかった．一

方，非ロッキング例では円型230例（76％)，中間

型59例（19％)，平坦型15例（5％）であった．左

右を比較した症例では左右の骨頭形態は同一で

あった.MP関節の屈伸運動を観察すると，円型の

ものでは滑り運動が主体で可動域が大きいが，平

坦型ではopenbook様運動が主体で可動域が小さ

く，中間型では両運動が混在していた．

【考察】ロッキング例は非ロッキング例と比べて中

手骨骨頭が平坦型や中間型を呈するものが多いと

考えられた．中間型や平坦型の症例は中手骨骨頭

隆起の末梢への張り出しが大きいと考えられる．

ロッキングの病態として掌側板断裂部が副靭帯と

ともに骨頭に乗り上げてconstrictionbandを形成

することが確認されているが，中間型や平坦型で

は過伸展外力に際して掌側軟部組織が損傷されや

すく，また平坦化した骨頭に捕捉されやすくロッ

キング状態になりやすいと考えられた．更に，一度

生じたロッキング状態も自然整復力が作用すると

考えるが，中間型や平坦型では掌側への滑り運動

が行われないので自然整復されにくいと考えられ

た．

【結論】母指MP関節の形態と運動様式はロッキン

グの危険因子になる．

2-Pa-6

第一中手骨基部骨折に対するpins&rub-
berstractionsystemの有用性について

ThePinsandRubbersThfactionSystemfbrneatment

oftheFirstMetacarpalBaseFractures

'青森市民病院整形外科，2千葉大学医学部形成外

科

○工藤悟l,坪健司l,窪田吉孝2

【はじめに】第1中手骨基部骨折に対する治療とし

ては経皮鋼線固定や創外固定が行われることが多

いが，経皮鋼線固定では整復位を保持するのが困

難なことが多い．我々 はpins&rubberstraction

system(以下本法）を用いて良好な成績を得るこ

とができたので，その有用性について報告する．

【対象と方法】2003年から2004年にかけて当院

で治療した5例である.Bennett骨折は除き，

Rolando骨折と関節包外骨折を対象とした．男性

3例と女性2例で，平均年齢は64歳（27～81歳）

であった．患側は左4例，右1例であった．手術

方法は，牽引にて関節面の適合性が得られること

を確認し,axialtractionpinとhookpinとの間
に輪ゴムを用いてtractionをかけた．適宜cross

pinまたはblockpinを追加した．a"21traction

pinは大菱形骨掌側から第2中手骨基部背側に通

すことで安全，確実に刺入できた．術後早期より

母指の自動運動を許可し，4～5週で抜釘した．術

後成績は斉藤の評価を用いた．

【結果および考察】全例骨癒合が得られ，可動域

も比較的良好であった．斉藤の評価では優4例，可

1例であった．第1中手骨基部関節内骨折に対し牽

引を加える方法として，創外固定器を用いた方法

などが報告されているが，本法は小型，安価とい

う利点がある．手技上の工夫としてはgxialtrac-

tionpinは榛骨動脈損傷を避けるため大菱形骨か

ら第2中手骨を通して刺入し，母指の長軸方向に

pinを弩曲させ，輪ゴムをかける際にaxialtrac-

tionpinに回してかけることにより，安全で安定

した牽引を行うことができた．
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2-Pa-7

MP関節垂直位固定(verticallocking)の
5例

VerticalLockingoftheMetacarpophalangealJoint;

Reportof5Cases

'済生会神奈川県病院整形外科，2慶應義塾大学整

形外科

○田島康介1,佐々木孝l,山中一良1,

武井照江l,佐藤和毅2

Lockingfingerは示指に多く，通常30～40度屈曲

位からの伸展が障害される．1949年にLangens-

kioldが2例を報告して以来，報告が散見される．し

かしMP関節90度屈曲位でのロッキング（垂直位

固定=verticallocking)の報告はきわめて少ない．

今回われわれは,MP関節においてverticallocking

を呈した5例を経験したので報告する．症例は16

～32歳の男性1例，女性4例．罹患指は母指2例，

小指3例であった．左右は右4例，左1例であった．

いずれも受傷機転は外傷であり，徒手整復により

保存的に治療した.Lockingfingerのメカニズムと

しては様々なものが報告されている．すなわち，掌

側板の損傷によるもの，種子骨が関節内に嵌頓し

たもの，側副靱帯が中手骨頭穎部に引っ掛かった

もの，副靱帯の断裂によるもの，中手骨頭の骨鰊に

よって側副靭帯や副靱帯が引っ掛かったもの，な

どである．Verticallockingの報告は，渉猟し得た

範囲では1961年にFlattが小指での1例を報告し

たにすぎない．この報告の中でFla枕は,loCkingの

原因は中手骨頭の異常隆起が基節骨基部背側に

引っ掛かり伸展を阻害したものであったと述べて

おり，われわれの小指の症例も同様のメカニズム

であったと考えられた．一方母指MP関節は他指

MP関節と異なり，通常90度まで屈曲できること

は少ない．第1中手骨頭の僥側穎部は尺側頚部より

発達していることが知られている．われわれの母

指の症例は,MP関節屈曲位強制を受けたことで基

節骨が中手骨頭掌側のnotchを乗り越え亜脱臼位

を呈した状態で，僥側穎部によって側副靱帯が緊

張することでlockingが発症したものであると推

察された．

2-Pa-8

小指PIP関節陳旧性掌側板損傷に対する掌
側板修復

RepairofVolarPlatefOrChronicVblarPlateInsuffi-

ciencyoftheProximallnterphalangealJointofthe

SmallFinger

'大阪市立総合医療センター整形外科，2大阪市立

大学大学院整形外科，3大阪労災病院整形外科

○明石健一'，日高典昭'，山本研1,

香月憲一2，安田匡孝3

【目的】小指PIP関節陳旧性掌側板損傷は比較的

まれな外傷であるが，一般に浅指屈筋腱を用いた

再建手術が行われることが多く，掌側板そのもの

を修復した報告は少ない．本研究の目的はPIP関

節陳旧性掌側板損傷に対する掌側板修復の治療成

績を検討することである．

【対象および方法】対象症例は当科にて手術を施

行した5例で，性別は男性4例，女性1例，手術時

年齢は17～50歳（平均31歳）であった．罹患側

は左4例，右1例であり，受傷から手術までの期間

は9カ月～17年であった．全例で掌側板は中節骨

基部から剥離していた．術前の過伸展角度は20～

90度(平均39度)であり，側副靱帯損傷を合併し

ていた2例ではそれぞれ5度，35度の尺屈変形を

認めた．手術は中節骨基部に骨溝を作成し，剥離

した掌側板を前進させてpull-outwire固定もしく

はアンカーシステムを用いて縫着した．側副靱帯

損傷に対しては，1例は残存していた靱帯組織を

縫着し，もう1例は長掌筋腱を用いて再建した．術

後は原則としてPIP関節軽度屈曲位での外固定を

3週行った後，可動域訓練を開始した．平均経過観

察期間は3～14カ月（平均7カ月）であった．

【結果】最終経過観察時,PIP関節の可動域は屈

曲75～100度（平均88度)，伸展-20～-5度（平

均-14度）であった．伸展制限によるADL障害は

なかった．瘻痛や不安定性を訴えた症例はなかっ

たが，側副靱帯損傷を合併していた1例で10度の

尺屈変形が残存した．

【考察】PIP関節陳旧性掌側板損傷ではPIP関節の

過伸展変形やスワンネック変形をきたすため，掌

側板機能を再建して過伸展を制動する必要があ

る．掌側板の修復は浅指屈筋腱による再建術に比

べて簡便な方法であり，軽度の伸展制限が生じる

ものの患者の満足度は高く，有用な術式であった．
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指末節部のmucouscyrに対する関節内骨
鰊切除術の術後成績

SurgicalTreatmentofMucousCystsoftheFingers:

Long-termFollow-upEvaluation

北山クリニック

○ 北 山吉明

【目的】手指に発生するmucouscystは再発率が高
いことから種々の治療法が考案されてきたが結果

は失望的であった．1970年代になり本疾患に関節

炎の関与が指摘され，それに基づきDIP関節の骨

鰊切除術が採られ，良好な成績が確保されるに

至った．われわれも1994年以来，同様な手術法を

実施してきたので，その術後成績を調査し，問題

点を検討した．

【症例と方法】症例数は20例(男9，女11)，23指

である．患者年齢は39から80歳(平均60.3歳，男

68.4,女52.2）で罹患指は右中指8，左示指4，左

中指3，右示指3，右母指2で他は各指1例であっ

た．爪変形は5指にみられた．手術は全例で局所

麻酔下に嚢腫摘出十骨鰊切除術を19指に，襄腫は

放置し骨練切除術のみを5指に試行した．

【成績】術後成績判定可能例は17例20指で，経過

観察期間は8ヶ月から128ケ月，平均63.5ヶ月で

あった．20指中再発が2指(10％)にみられた．再

発した2指の術式は襄腫十骨鰊摘出術であった．

再発までの期間は5ヶ月と11ヶ月であった．再発

例の1例に再度同じ手術を行い治癒を得た．襄腫

はさわらず骨鰊のみを切除した5例は全例再発が

無かった．術中・術後を通して問題となる合併症

は無かった．爪の変形は経過観察が可能であった

4例全てで正常に回復していた．

【結論】本術式は従来法に比較して手技も簡単で

再発率も低く極めて有用と思われた．手術では骨

鰊切除が重要で襄腫の処理は必ずしも必要ないと

思われた．術式の問題点としては骨鰊の切除範囲

と程度の目安がたてにくい例が幾つか見られた．

再発例は骨鰊切除範囲が不十分だったものと思わ

れた．再発の観察期間には少なくとも1年間が必

要と思われた．

2-Pa-10

Bouchard結節の臨床的検討

ClinicalStudyofBouchard'sNodes

麻生整形外科クリニック

○麻生邦一

【目的】手指の変形性関節症としてHeberden結節

は日常よく遭遇し，報告も散見されるが,Boudlaxd

結節についての臨床的報告は少ない．その実態を知

るべく，当院で経験した症例を調査したので報告す

る．

【対象および結果】過去10年間に経験した33症例

の内訳は，年齢49～89（平均62）歳，男性3例，

女性30例，罹患指は，左右差はなく，環指，中指，

小指，示指の順に多かった．対称性に発生する比

率は60％と，対側同指に発生する傾向が窺われた．

森田らの関節裂隙狭小化と骨鰊の程度によるX線

分類では,stagel:56関節,stagell:34関節，

stagelll:16関節,stageIV:2関節となり，進

行して行くにつれて頻度は減少している．瘻痛を

伴う比率は,stagel:41%,stagell:34%,stage

III:44%,stagelV:50%となり，進行度につれて

有痛性となる傾向がみられた．なおHeberden結

節は94％に,MP関節症は30%に,CM関節症は

30％に合併していた．強い瘻痛が長期に続く1例

に手術を行ったが，大部分の症例では障害が軽く，

保存的に経過をみた．

【結語】本症は60代，50代の女性に圧倒的に多く，

環指，中指に頻発し，対称的に発生する傾向があ

る．病期の軽い症例が多いが，進行した症例に有

痛性となる傾向がある．
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指背腱膜広範前進法による陳旧性腱性mal-

letfingerの治療経験
TheTreatmentofChronicMalletFingerwiththe

ExtensiveAdvancementofExtensorAponeurosis

'戸田中央総合病院整形外科，2東京医科大学整形

外科

○諸橋彰l,高瀬勝己2,山本謙吾2

【目的】骨片を伴わない陳旧性malletfingerは治

療に難渋することが多い．今回我々はこうした症

例に対し,terminaltendonを指背腱膜と共に前進

させる術式により，少数であるが良好な成績が得

られたので報告する．

【対象および方法】受傷後6週以上放置または保存

的加療後も,DIP関節の自動伸展が不可能な腱性

malletfinger8例8指を対象とした．術式は,1.

DIP関節直上にクランク状切開で入り，正側切開

で中枢側に進む．2.伸筋腱膜を全面的に基節骨基

部まで露出する．3.断裂部で薄く嬢痕化し中枢へ

短縮した指背腱膜を基節骨基部まで鋭的に剥離す

る.4.centralband停止部にドーム状に切開を加

え,lateralbandを分離する.5.この状態で牽引

すればterminaltendonは末梢へ延長されるので

pulloutwiringで末節骨へ縫着する.6.DIP関節
はKgwireで伸展0.で6週間,PIP関節は屈曲200

で3週間アルフェンスシーネ固定とする．以上の

術式で6ケ月以上経過観察し得た症例について検

討した．

【結果】多少の角度の差はあるが，全例自動伸展

は可能となった．DIP関節の伸展は平均-11.3･,屈

曲は平均58.8.であった．またPIP関節の可動域

制限やボタン穴変形を呈した例はなかった．

【考察】陳旧性腱性malletfingerに対する再建術

として,Nichols法,Thompson法,Snow法，諸

橋法などがある．演者は過去5例に対しこれらの

方法を行ってきたが，必ずしも良い成績ではな

かった．そのため前述の術式を行い良好な成績を

得た．短期間で症例数も少ないが，陳旧性腱性

malletfingerの1つの治療法になり得ると考えら
れた．

2-Pa-12

指関節屈曲拘縮に対する超弾性ワイヤーを

用いたダイナミックスプリント

NewlyDesignedDynamicSplintUsingSuper

ElasticWire

'東京医科大学形成外科，2海老名総合病院形成外

科

○松村－1，島中浩輔2，田中浩二l,

今井龍太郎1,渡辺克益’

【はじめに】指関節屈曲拘縮に対する背側アウト

リガーを用いたダイナミックスプリントは，前腕

背側にシャーレを装着し，輪ゴムなどで各指節を

牽引するものが一般的である．この装具の問題点

は，1）前腕シャーレにある程度の大きさが必要

2）牽引にて指関節の角度が変化するにつれて牽

引方向を変えなければならず，装具の修正が必要

3）指とアウトリガーまでにある程度の長さが必

要であるなどの問題点がある．今回われわれは，近

年，嵌入爪などの治療に使用されるようになった

直線記憶超弾性ワイヤーを用いたダイナミックス

プリントを新たにデザインし，良好な結果を得た

ので報告する．

【スプリントのデザイン】熱可塑性素材(アクアプ

ラスト）を用いて中手骨バーを作成し，牽引した

い指の中手骨頭上のバーに超弾性ワイヤーを指の

軸に合わせて刺入する（加熱すると容易に刺入可

能)．ワイヤーは，点滴チューブの中を通し，指カ

ブに内に入れて牽引する．牽引力は，超弾性ワイ

ヤーの太さと本数にて調節（0.2～0.6mmを組み

合わせて使用)した．また,PIP関節背側には，ワ

イヤー部の当たりを防ぐパッドを入れた．このス

プリントを新鮮および陳旧性屈筋腱損傷手術後の

症例の指屈曲拘縮解除のためのスプリントとして

使用した．

【結果と考察】今回使用したダイナミックスプリ

ントは，常に各指関節を0度にするように牽引で

され，各指関節の伸展の度合いの変化による牽引

方向の調節は必要がない．また，アウトリガーを

用いないために大きな前腕シャーレを必要とせ

ず，非常にコンパクトな装具となる．牽引力の調

節も簡単であるが，指節ごとの牽引力を調節する

ことは難しい．

【結論】指関節屈曲拘縮に対する超弾性ワイヤー

を用いたダイナミックスプリントは，非常にコン

パクトで調整も簡便で有用と考えられた．
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骨片を伴う槌指変形の治療成績

TreatmentofMalletFingerswithFractures

広島鉄道病院整形外科

○杉田直樹，生田義和，佐々木正修，

中村精吾，村尾保

【目的】骨片を伴う槌指変形は日常診療において

比較的頻度の高い外傷であるが，症例によっては

治療に難渋することも少なくない．今回手術的治

療を行った症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1998年から2004年までに手

術を行った15例15指．男性10例，女性5例，手

術時年齢は13歳～50歳（平均35歳)，罹患指は

示指4指，中指6指，環指3指，小指2指であった．

骨折型はWehbe分類でtypelA3指,typelB8

指,ype2A1指,type2B3指であった．受傷か

ら手術までの期間は平均38日（当日～6ケ月）で，

受傷後4週以内の新鮮例は9指，4週以上の陳旧例

は6指であった．術式は石黒法10指，観血的整復

と石黒法を行ったもの3指,pull-out固定法2指で

あった．内固定期間は平均5．1週（4～7週)，平

均経過観察期間1年1カ月（3カ月～2年2ケ月）で

あった．治療成績は最終観察時のDIP関節の可動

域を測定し，蟹江の評価基準を用いて検討した．

【結果】DIP関節の伸展角度は平均-7｡,屈曲角度

は平均51.であった．蟹江の評価基準では優6指，

良6指，不可3指(新鮮例2指，陳旧例1指)であっ

た．関節面の変形を10指に認め，2指に関節面の

狭小化を伴う関節症を認めた．石黒法10指のうち

3指は経過観察中に骨片の転位を生じていた．不

可3指のうち2指は石黒法を用いた新鮮例，1指は

pull-out固定法を用いた陳旧例であった．

【考察】治療成績として新鮮例，陳旧例とも概ね

良好な結果が得られた．成績不良例をみると，石

黒法2指はいずれも不適切な鋼線の刺入角度・方

向により骨片が転位しており，鋼線を刺入する際

により正確で注意深い手技が必要であると思われ

た．不可であったpull-out固定例はナイロン糸固

定例で，骨片が転位はナイロン糸の弛みに因るも

のと考えられ，陳旧例では強固な固定法が必要で

あると思われた．

2-Pa-14

大きな骨片を有するMallet骨折に対する石

黒改良法

ModifiedlshiguroProcedurefbrMalletFracture

withLargeBonyFragment

'新潟手の外科研究所，2新潟中央病院整形外科

○坪川直人1,吉津孝衛1,牧裕1,

久保田茂夫2，山下晴義2

【目的】Mallet骨折に対する石黒法は優れた方法で

あるが，大きな骨片の整復が難しく関節適合性が

不良の場合がある．大きな骨片を有するMallet骨

折に対する改良法を考案，好成績を得ているので

報告する．

【手術方法】ポイントは大きな骨片を有するMallet

骨折は術者の母指と示指で骨片を圧迫することで

容易に骨折を整復できることにある．関節面の適

合性を確認し0.7mmKワイヤーを用い骨折を経皮

的に固定する．その後石黒法と同様に伸展ブロッ

クを行い,DIP関節を屈曲約10.固定する．約1カ

月で抜釘，その後nightsprintを併用する．

【対象と症例】前述の方法で手術を行った新鮮

Mallet骨折は17関節，男10女7,右9左8,示指

2，中指6，環指7，小指2，年齢は13歳～48歳，

平均27.5歳．骨片の関節面が1/2が10,3/5が6,2／

3が1関節である．原因はスポーツ14,その他直達

外力3であった．

【結果】術後2カ月の段階で可動域平均は患側伸展

-4.6.,屈曲67.5.,健側伸展1.4.,屈曲71.4.と良

好で瘻痛を訴える症例はなかった．全例骨癒合し

関節適合性は良好で関節症変化はない．蟹江の診

断基準で優13,良4であった．

【考察】関節面の1/2以上を含む骨片を有するMallet

骨折では，石黒法では整復が困難で関節面の角状

変形が残存する例が見られる．原因は屈曲での伸

展ブロックにより骨片が背側方向に回転するため

である．石黒は注射針などによる整復を勧めてい

るが，回転した骨片は終末腱の緊張があり容易に

整復できない．改良法では伸展ブロックを行う前

に関節面を整復し経皮的に固定し，その後に軽度

屈曲位で石黒法を行う.DIP関節手掌脱臼例でも

容易に整復固定が可能で，通常の石黒法と比較し

て固定屈曲角度は強くないため早期に伸展角度が

得られる利点もあるが，小さな骨片に0.7mmKワ

イヤーを正確に刺入する技術が必要である．
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スポーツによる有鉤骨鉤骨折の検討

FookofHamateFractureinAthletes

2-Pa-15

手指末節骨粗面部粉砕骨折でのスプリント

形状の違いによる指腹・指頭の形状変化

MorphometricEvaluationAfterDistalPhalangial

Fracmre;DifferencebetweentheTypesofSphnting

福岡大学病院整形外科

○唐島大節，副島修，古賀敬，

内藤正俊

東京医科大学形成外科

○田中浩二，松村一，内田龍志，

松下博明，渡辺克益

【目的】スポーツによる有鉤骨鉤骨折に対し手術

的加療を行った5症例を検討した．

【対象】対象は2000年～2004年までの5年間に当

科で手術を施行した6例中スポーツによる5例で

ある．全例男性で，受傷時平均年齢は29.6(17～

57）歳，野球選手2例（1例はプロ野球選手)，ア

マチュアゴルファー2例，体操選手1例であった．

受傷側は野球選手，ゴルファーの4例が右打ちの

左手であり，体操選手は右利きの右手であった．全

例に鉤基部の骨折もしくは遷延治癒が認められ

た．手術は鉤直上の掌側切開で有鉤骨鉤切除術を

施行した．ゴルファーの1例に小指屈筋腱損傷を

合併しており腱縫合術を施行した．受傷から手術

までの期間は平均3．6（1～7）力月であった．

【結果】最終調査時には全例，日常生活に支障なく，

元来のスポーツレベルに復帰していた．手術から

復帰まで期間は平均2.0カ月（1～4カ月）であっ

た．術後に二次的な屈筋腱損傷や神経損傷，手術

創痕の問題を起こした症例は認められなかった．

体操選手の1例に術後2カ月間，体操競技時に手掌

の痛みが持続したが次第に軽快した．術後握力の

患健側比は，術前に合併症の無かった4例は85％

以上であった．屈筋腱損傷を合併していた1例は

握力の低下が認められた．

【考察】鉤切除術は術後に二次的な屈筋腱損傷や

神経損傷，手術創痕の問題，握力の低下などの問

題が危倶される．今回の症例では術後に合併症の

起こった症例はなく，術前に屈筋腱損傷が認めら

れた1例にのみ握力の低下が残存し，他の4例は正

常範囲内に回復していると思われた．特にスポー

ツ選手は握力の低下を極力抑えるため，屈筋腱損

傷を合併する前に早期に診断し治療を開始する必

要がある．早期にスポーツ活動への復帰するため

には有鉤骨鉤切除術は有効であると思われた．

【緒言】手指末節骨粗面部の粉砕骨折は，臨床上

極めて頻度の高い骨折で，多くは指尖を挟まれて

受傷する．この部位は多くの感覚受容器を有し，か

つ指腹の厚みにて鋭敏な知覚機能を獲得している

ため，骨癒合と同時に指腹の適切な厚みを再建す

ることが重要となる．しかしながら指腹側に板状

のアルミ副木（アルフェンスシーネ）を用いるこ

とにより末節骨粗面部及びその掌側の軟部組織が

扁平化し，指頭・指腹に変形をきたすことも経験

される．今回われわれは熱可塑性素材（アクアプ

ラスト）により指頭部の形状をかたどったスプリ

ントを用いた場合と，アルミ副木を用いた場合の，

指頭・指腹の形状変形について比較検討した．

【対象と方法】最近7年間の手指末節骨粗面部の

粉砕骨折症例のうち，アクアプラストもしくはア

ルフェンスシーネを用いた保存的治療にて骨癒合

が得られ，かつスプリント除去後48時間以上経過

した後のX線写真が存在する20例，21指を対象

とした．指頭の形状はX線画像上，末節骨粗面部

の最大横径の変化率（患側基節骨底部最大横径を

基準とした末節骨粗面部最大横径：治療後／治療

前）及び，粗面骨折部より掌側の軟部組織の厚み

の変化率（患側基節骨底部最大縦径を基準とした

指頭の厚み：治療後／治療前）を比較した．

【結果】21指のうち，アクアプラストを用いた症

例が8指(A群),アルフェンスシーネを用いた症

例が13指(B群）であった．末節骨粗面部最大横

径の変化率はA群が平均0.89,B群が1.03(p<

0.05)，また粗面骨折部よりの指腹軟部組織の厚み

の変化率はA群が平均1.70,B群が1.19で,A群

の方が，指腹に厚みのある幅の細い良好な指頭の

形態が再現された．

【結論】手指末節骨粗面部の粉砕骨折の保存的治

療においては，指腹･指頭部の形状をModelingし

たスプリントが有用であると考えられた．

□
口
盟
・
・
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有鉤骨鉤骨折に対する超音波治療と骨片摘
出術の比較検討

TreatmentofFractureoftheHookoftheHamate:

Ultrasoundvs・SurgicalTreatment

神戸大学医学部整形外科

○藤岡宏幸，牧野健，坂井宏成，

国分毅，黒坂昌弘

【目的】有鉤骨鉤骨折はグリップエンドによる小

指球への直達外力によって起こり偽関節に進展す

ることが多い．私たちは有鉤骨鉤偽関節に対する

低出力超音波を用いた保存的治療の有効性を第

43回の本学会で報告した．今回，超音波治療と従

来より行われている骨片摘出術について比較検討

した．

【対象･方法】対象は1997年から2004年までに治

療を行った有鉤骨鉤偽関節9例（男性7例，女性2

例）である．来院時年齢は15から43歳，平均26

歳であった．受傷原因は，野球4例，バイク2例，

ゴルフ2例，テニス1例であった．超音波治療を

行った症例は4例，骨片摘出術を行った症例は5例

であった．治療前後における瘻痛，握力および治

療開始から仕事やスポーツ活動への復帰の期間を

検討した．

【結果】いずれの群も握力は治療後には健側比90％

以上に回復した．超音波治療群では全例において

CT上骨癒合を確認した．治療開始から仕事やス

ポーツへの復帰までの期間は，超音波群では5か

ら8ケ月，平均6ケ月であった．これに対して，骨

片摘出術群では，1．5から3ケ月，平均2.3ケ月で

あった．

【考察】超音波群で全例において骨癒合が確認さ

れたことより，有鉤骨鉤偽関節に対する超音波治

療は有効であると推察された．しかし，仕事やス

ポーツ活動への復帰には平均6ヶ月を要してい

た．これに対して，手術群では手術創の違和感を

訴えるものが1例あったが，治療開始から2.3ケ月

で受傷前のレベルまでの復帰できており，早急に

職業やスポーツ復帰を希望する患者には骨片摘出

術が良い適応と考えられた．したがって，陳旧性

有鉤骨鉤骨折に対しては，患者の希望を十分考慮

して治療方法を選択することが重要である．

2-Pa-18

手の外科領域の骨折に対するIow-profyle
platesystemの使用経験

TreatmentofCarpal,MetacarpalandPhalangeal

FractureswithLow-profylePlateSystem

北九州市立八幡病院整形外科

○櫛田学

【目的】われわれは2003年4月より手指骨，中手

骨，手根骨骨折に対し症例を選んでLeibinger

platesystemの使用を開始した．本systemの治療

成績を調査し有用性について検討した．

【対象と方法】症例は本systemを使用し手術的治

療を行った13例13手で，平均年齢は37.1歳，全

員男性であった．骨折は中手骨骨折6手，基節骨

骨折3手，中節骨骨折1手，有鈎骨骨折3手であっ

た．基節骨骨折のうち1手は開放骨折であり，創

の治癒をまって待機手術とした．骨折部に転位の

ある斜骨折，粉砕骨折，関節内骨折に対し使用し，

全例plate固定を行った．術後1～2週間のシーネ

固定後運動療法を開始した．平均経過観察期間は

6ケ月であった．

【結果】骨癒合までの期間は平均3.5ケ月で全例で

骨癒合が得られていた．骨折部の転位，感染，画a蛇

やs砿ewの破損，ゆるみ，脱落は認めなかった．骨

癒合時，可動域制限が残存した2手(第5中手骨頚

部粉砕骨折，示指基節骨開放骨折）では抜釘時に

伸筋腱の癒着を認め，腱剥離を追加したが，開放

骨折の症例では癒着が強くPIP関節の可動域制限

が残存した．有鈎骨骨折はいずれもCM関節部の

関節内骨折で本systelnで強固な固定が得られた．

【結論】基節骨，中手骨骨折は保存療法で整復が

困難な場合や固定による拘縮が問題となることが

ある．また，骨折型によっては鋼線固定では整復

保持が困難なことがある．本systemのplateは伸

筋腱への影響が少ないようにデザインされ，さら

に骨折型に応じてさまざまな形状，サイズが選択

可能であり，固定性もよく早期の運動療法が可能

である．本systelnは従来の保存的加療や鋼線固定

では整復，保持が困難な斜骨折や粉砕骨折に対し，

有用な固定材料と考えられた．
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PLLA(ポリ乳酸）中手骨髄内固定法

IntramedurallyFixationofMetacarpalFracture

UsingPLLARod

藤田保健衛生大学第二教育病院整形外科

○ 寺田信樹，山田光子，松岡元法

【はじめに】ポリL乳酸(PLLA)は生体内で分解

吸収され，抜去不要な骨接合材料として使用され

ている．現在その用途は抜釘困難な関節内骨片の

固定が多く，金属と比較し支持性が劣る事などか

ら骨幹･骨幹端骨折接合に利用される事は少ない．

手指骨折は骨にかかる応力が小さく，癒合までの

期間も短いためPLLAの良い適応と考えられ，今

回我々は,PLLAロッドを用いた中手骨髄内固定

治療を行い有用性につき検討した．

【対象および方法】第5中手骨骨折6例を治療対象

とした．うち5例は骨端骨折(BoxersfiFacture)で

あり，1例は骨幹端骨折であった．使用したインプ

ラントは径2.0mgm,長さ100mmの特注PLLAロッ

ドである．第5中手骨基部から径2.0mmのキル

シュナーワイヤー1本を打ち込み，いったん骨折

部の髄内固定を行った．その後，キルシュナーワ

イヤーを抜去し,PLLAロッドを用手的に挿入交

換した．骨外部分は切除した．術後外固定は行わ

ず，自動可動域訓練を許可した．

【結果】1例で骨折部の軽度再転位をきたしたが，

全例で骨癒合経過は順調であった．

【考察】PLLAのflexibleな特性はキルシュナー鋼

線に類似しており，今回Foucher法に準じた髄内

固定に使用検討した．手技的には，同径のキルシュ

ナーワイヤーによる固定後PLLAロッドと交換す

る方法で容易に固定可能であった．また，骨癒合

経過にPLLAの特性に由来する問題を呈した症例

はなく，キルシュナー鋼線と同等の固定性が獲得

された．一部に骨折部の軽度再転位をきたした例

があったが，刺入位置の不良等手技的な問題だと

考えられた．現在ではPLLAの骨親和性を高めた

ハイドロキシアパタイトとの化合物も開発されて

おり,PLLA髄内固定法はさらに有用な骨接合法

としての発展が期待される．

2-Pa-20

PIP関節周囲の骨折に対する創外固定法

ExternalFixationfOrPIPJointlnjuries

岩手医科大学医学部整形外科

○古町克郎，田島克巳，西田淳，

嶋村正

【目的】PIP関節周囲の骨折では骨の構造が小さ

く手術手技が困難で，またADL面から大きな可動

域が要求されるという特徴がある．治療困難例に

対して創外固定の併用は有効な手段と考えた．わ

れわれのPIP関節周囲の骨折に対する創外固定法

の成績を報告する．

【方法】対象は中節骨基部骨折2指，基節骨穎部骨

折3指,PIP関節脱臼骨折2指，骨欠損を伴う基節

骨粉砕骨折1指の8例8指（17～50歳，男性5例，

女性3例）である．創外固定術式はHotchikisPIP

jointhmge,6指，その他自作の創外固定2指であ

る．併用した固定法は,K鋼線および軟鋼線,3指，

螺子3指，自家骨移植1指である．評価は術後6カ

月で関節可動域と木野の評価法を用いた．

【成績】木野の評価法で屈筋腱断裂合併の1指が不

可，その他では可2指，良5指であった．

【考察】創外固定法は感染危倶例，内固定困難例，

関節面の再建後の牽引，拘縮の持続的解除など応

用範囲が広い．特に粉砕骨折や穎部骨折など内固

定困難例に有用であった．一方で装着した器具の

心理的影響，ある程度の自己管理の必要などに留

意する必要がある．

【結論】PIP関節周囲の骨折に対して創外固定を

併用した手術法を施行した．粉砕骨折穎部骨折

など内固定困難例では有用な方法と思われた．
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手指末節骨の化膿性骨髄炎の治療経験

TreatmentofAcutePyogenicOsteomyelitisofthe

DistalPhalanx

'医真会八尾総合病院，2高井病院

○大島卓也1'2,面川庄平1,仲川豪--1,

金子康司'，松村憲晃’

【目的】手指の化膿性骨髄炎は種々の原因により発

症するが，早期の外科的治療を要することが多い．

今回，過去8年間に経験した手指末節骨の化膿性

骨髄炎9例について，その治療経過を報告する．

【対象】症例の内訳は男性9例，年齢は10～57歳

(平均25歳，3例は小児)である．罹患指は，母指

1例，示指2例，中指3例，環指1例，小指2例で

あった．骨髄炎の発症原因として開放創後の感染

が6例，術後感染2例，処置後感染1例であった．

開放創後感染6例のうち5例は不適切な初期治療

により発症したとおもわれる症例であった．小児

発症の3例は骨端線損傷をともなう爪母の剥脱創

を有し，骨端線損傷はいずれも初診時に見逃され

ていた．術後あるいは処置後発症例はすべて術後

に抗生剤投与を受けていた．

【結果】全例に早期の手術的治療（壊死組織の郭

清，骨掻爬）と抗生剤の投与を行い，骨髄炎は鎮

静化した．術中の組織培養陽性例は4例(Staphylo-

coccusaureus2例,CoagulasenegativeStaphy-

lococci2例)であった．皮弁を併用した症例は3例

であった．術後爪の変形を生じた3例とDIP関節

の固定術を施行した2例を除く4例は後遺障害な

く治癒した．小児骨端線損傷の2例は早期閉鎖を

きたした．

【考察】化膿性骨髄炎の治療は，感染巣の範囲を

正確に把握したうえで可及的早期に壊死組織の郭

清，骨掻爬などの外科的治療を施行すべきである．

発症の予防には手指開放創の初期治療，潜在性の

開放性骨折や骨端線損傷の正確な診断が特に重要

である．

2-Pa-22

創外固定を利用した手指PIP関節脱臼骨折

の治療経験-modifiedP&Rtractionsys-
temを改良して－

neatmentfbrFracture-DislocationofthePIPJoint

UsingRevisedModifiedP&RTractionSystem

'三豊総合病院，2徳島大学医学部運動機能外科学

○阿達啓介'，遠藤哲'，菅沼勝義l,

安井夏生2

【はじめに】手指PIP関節脱臼骨折に対し当科で

は鈴木の報告したmodifiedP&Rtractionsys-

tem(modifiedP&R)を改良した新たな牽引装

置を適応している．今回，その手術手技を紹介す

る．

【方法】基本的な構成はmodifedP&Rと同様で

ある．modifiedP&Rではhookpin(Hpin)を

axialrodpin(Apin)と干渉しない長さとするが

本法ではHpin,reductionpin(Rpm)伴にApin

と交わる長さにする．背側脱臼の場合はHpinを

Apinの背側に,Rpinは掌側に通す．これにより

Apinの弾性で中節骨基部に掌側方向への脱臼整

復力を生じさせることができる．逆に掌側脱臼の

場合はApinに対するHpinとRpinの位置関係

が逆になる．牽引には顎間固定用の小輪ゴムを用

いた．

【対象】すべて新鮮例でPIP関節背側脱臼骨折2例，

PIP関節掌側脱臼骨折1例に対し本法を適応した．

PIP関節掌側脱臼骨折には螺子によるORIFを追

加した．術直後から自動運動を開始し術後6～7週

で創外固定を抜去した．術後6ヶ月以上，経過の追

えた背側脱臼例でのPIP関節可動域はそれぞれ

80.,75。（屈曲95.,95.,伸展-15.,-20｡）であっ
た．

【考察】本法ではmodifiedP&RでみられるApin

の背側への跳ね上がりを防ぐ、ことができ，更に牽

引の力源となる輪ゴムに顎間固定用を利用するこ

とでコンパクトな牽引装置を組み立てることが可

能となった．また長軸方向の牽引力と中節骨の脱

臼整復力を異なる力源(輪ゴムの収縮力とK戸wire

の弾性）に求めることとなり独立した調節を行う

ことが可能となった．
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1H-MRSpectroscopyを用いたKienb6ck
病臨床例での脂肪・水信号比の測定

Fat/waterRatiooftheOsteonecroticLunateBone

inKienb6ckDisease

2-Pa-23

僥骨骨頭･頚部骨折に対する経髄的整復固

定法

IntramedullaryReductionandFixationfOrRadial

HeadandNeckFractur

'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1，中村俊康2，山部英行2，

小原由紀彦2，菊地淑人3

'長崎県立島原病院整形外科，2愛野記念病院整形

外科，3愛野記念病院リハビリテーション科

○辻本律1,貝田英二29田崎和幸3

【目的】1H-MRSpectroscopy(1H-MRS)を用い

て月状骨の脂肪･水信号比を測定することにより，

Kienb6ck病におけるMRI信号変化の要因を検討

した．

【対象・方法】KienbOck病の治療過程において，

MRIと1H-MRSを行った症例を対象とした．症

例は9例，性別は男性1例･女性8例，年齢は平均

41.4歳，患肢は右3例･左6例であった．8例が手

術療法例で，そのうち手術前･後にMRIを行った

症例は7例,1H-MRSを行ったのは2例であった．

MRIはT1強調像(以下T1),T2強調像(以下T2)

の冠状断とし,1H-MRSは1次元のChemicalshif

imaging法を行い，月状骨内の脂肪と水の信号強

度をから脂肪・水信号比を算出した．

【結果】MRIにてT1･T2ともに低信号の場合と，

T1が低信号･T2が低信号と等信号が混在する場合

では脂肪信号は検出されなかった.T1･T2ともに

低信号と等信号が混在する場合は平均20.7%,T1･

T2ともにほぼ等信号の場合は平均70.5%の脂肪・

水信号比が得られた．また術前後でMRIと1H-

MRSを施行した2例では，術前はT1･T2ともに

低信号で，脂肪信号も検出されなかったが，術後

2年では2例ともT1・T2ともに月状骨内に等信号

の部分を認め，脂肪･水信号比は22.0%･29.0%で

あった．また術後月状骨の信号が正常化した2例

では，脂肪・水信号比は平均66％と僥骨とほぼ同

等まで回復した．

【考察】1H-MRSをmenb6ck病臨床例に応用し月

状骨の脂肪･水信号比を測定したところ,MRIに

おける月状骨の信号変化は脂肪・水信号比に相関

していた．今回の結果からKienbOck病のMRIで

の信号変化は，月状骨の脂肪の相対的な減少，信

号の回復は脂肪の相対的な増加が主因と考えら

れ，脂肪・水信号比の測定は壊死の状態把握の客

観的指標となると思われた．

僥骨骨頭・頚部骨折に対して経髄的整復固定法を

行い，良好な治療成績をおさめているので手術法

の工夫を含め報告する．

【適応】榛骨頭骨折に対しては関節面が陥没した

MorryType2型および転位の少ないType3型を

僥骨頚部骨折に対してはMorryType2型を本法
の適応としている．

【症例】僥骨骨頭骨折6例（14～75歳,MolTey2

型5例,MolTey3型1例),僥骨頚部骨折2例(65

～79歳,Morrey2型1例,MolTey4型1例）で
あった．

【後療法】関節不安定性のない症例では1週間，中

等度の関節不安定性を認める症例では2週間，高

度の関節不安定性を認める症例および脱臼例では

3週間の外固定後可動域訓練をおこなった．

【成績】Wheelerらの評価基準で優7例，良1例で

あった．

【考察】本骨折に対する経髄的整復固定法の利点

は輪状靱帯の切離が不要で陥没骨片の整復が可能

であることである．従来の経髄的整復固定法

(Metaizeau変法）の問題点として僥骨茎状突起

からK-Wを挿入するため,K-Wの自由度が少な

く挿入方向の微調節が困難であること,KW挿入

部での腱断裂の危険性があることがあげられる．

そこで僥骨遠位端骨折に対する経髄的整復法を応

用し骨幹部からK声Wを挿入するように改良した．

湾曲させたK-Wを骨幹部より挿入するためK-W

の自由度が大きく，任意の位置に挿入可能で骨片

の整復に有用である．また,KFW挿入部での腱損

傷の可能性はない．関節面の陥没骨片を整復しK－

Wで髄内から固定すると輪状靱帯の「はちまき効

果」により陥没骨片が安定化し，陥没骨片以外の

転位も整復・安定化される．これにより早期可動

域訓練が可能となる．

冒
盟
・
・
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僥骨骨切り術と血管柄付き骨移植術を併用

したキーンベック病の治療成績

RadiusOsteotomyAssociatedwithPedicleVascu-

larizedBoneGraftfOrKienb6ckDisease

琉球大学医学部整形外科

○大城亙，金谷文則，普天間朝上，

安里英樹，長嶺順信

【目的】僥骨骨切り術と血管柄付き骨移植術を併

用したstagelllキーンベック病の治療成績を検討

する．

【対象と方法】1994年以降本法を施行し，術後1年

以上経過観察し得た10症例(男性9例，女性1例）

を対象とした．手術時平均年齢は30歳(22-48歳）

で平均経過観察期間は5年5カ月（1-10年3カ月）

であった．全例で手関節痛と可動域制限を認め，

Lichtman分類ではstagelllA8例,IIIB2例で

術前に尺骨マイナス変異を示した5例で僥骨短縮

骨切り術を，ゼロからプラス変異を示した5例で

僥骨模状骨切り術を行った．なお2mmの尺骨プ

ラス変異を示し三角骨内の嚢胞形成を認めた1例

には尺骨短縮術を追加した．有茎血管柄付き移植

骨は4例は僥骨遠位部，6例は第3中手骨基部より

採取した．術前後の臨床所見，画像所見につき検

討した．

【結果】全例で痙痛は消失あるいは軽減し，手関

節掌背屈可動域は平均75.から99.へ，握力は平均

22.0kg(健側比46%)から37kg(同67%)へ

と改善した．術後単純X線像は全例で尺骨ゼロ変

異を示し,stageの進行を認めなかった．Carpal

heightratio,radio-scaphoidangle,Stahl'sindex

が著明に変化した例はなかった．プレートがある

ため術後全例にMRIを行っていないが，撮像し得

た2例では月状骨の一部に血行再開を示唆する所

見があった．

【考察と結語】僥骨骨切り術はキーンベック病

stagelllに対しても，安定した臨床成績が期待で

きる．今回は月状骨自体の血行再開を図ることを

目的として血管柄付き骨移植術を併用した．画像

所見上の改善は明らかではなかったが，良好な臨

床成績が得られた．

2-Pa-26

StagellIA,Bキーンベック病に対する前腕
骨短縮骨切り術の経験

ShorteningOsteotomyofForearmBonesfOrStage

IIIAandBKienb6ckDiseasee

会津中央病院整形外科

○古月顕宗，原孝，サッキャイソラマン，

高須誠坂本和陽

【はじめに】私たちはキーンベック病stageIIIA9

手StagelllB5手に対して前腕骨短縮骨切術を

行ったので術後経時的X線所見および最終調査時

の臨床所見について検討報告する．

【症例】男性8例女性6例で，手術時年齢は平均44.6

歳（22から65歳)，尺骨のみ，または榛尺骨の短

縮骨切術を各7例に行った．経過観察期間は平均

9.3年（半年から25年）であった．

【結果】X線所見は術後1年以内では14例全例に

月状骨の硬化像，分節化または圧扁に何らかの改

善が見らた.CHRは0.459から0.508となってい

た．術後1年から2年半では8例中5例に分節化の

再発,月状骨の破壊等が見られた．4から6年では

5例中2例には変化はなかったが3例に病期の進行

が見られた．それ以後10年以上経過した例では全

例StageⅣへと進行していた，また2例には遠位

僥尺関節にも関節症変化が見られた.CHRは

0.502であった．臨床所見は術後早い症例では5日

遅くても4週以内には圧痛，自発痛の軽減がみら

れた．最終調査時では2例のみに激しい仕事のあ

とに痛みあった．手関節可動域は平均術前健側の

63％（42から100％）が76％（50から90％）と改

善が見られた．握力は平均術前健側の51％（14か

ら71％）が92．3％（56から120％）と改善してい

た．術後10年以上経過した7例の年齢は平均65歳

(55から75歳)で全例StagelVと進行していたが，

1例のみ激しい仕事の後に痛みあり,ADL上不便

のある症例はなく農作業，大工の仕事をしている

症例もあった．

【結語】StagelllA,IIIB症例に対して前腕短縮骨

切術は病期の進行を止めることはできないが充分

に臨床症状が長期にわたって改善が得られてい

た．
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血管柄付き僥骨移植によるStage3A,Bの
キーンベック病の治療成績

ClinicalResultofVascularizedRadialBoneGraft

fOr3AandBStagesofKienb6ckDisease

'独立行政法人姫路医療センター整形外科，2北野

病院整形外科，3長吉総合病院整形外科

○大室智士1，藤尾圭司2，梁瀬義章3，

谷田司明2，三宅孝宏2

【はじめに】我々 はStage3特に3Bに対するキー

ンベック病の外科的治療法として可動域，月状骨

の形態，手根骨配列の改善という目的で1998年よ

りBishopらが報告した伸筋腱区画間動脈を茎と

する血管柄付き僥骨移植を行い，良好な結果を得

ているので報告する．

【手術方法および症例】透視下に舟状骨を背屈し

た状態でSTTをKwireで固定する．次に背側よ

り伸筋腱4，5区画間動脈を同定し逆行性血管柄付

きの骨を採取する．次に背側の関節包を．の字上

に切開し硬化した壊死骨を十分に掻爬する．月状

骨は卵の殼状になりこれを慎重に縦軸に方向に開

大し，月状骨の長軸の長さを回復させる．次に移

植骨を月状骨の高さが維持できるよう皮質骨が長

軸と平行になる向きに叩き込む．術後，6-8週間で

抜釘した．症例は12患者13手で平均年齢は26.5

歳，男性11手，女性2手であった．術後平均観察

期間は29.6週間であった．術前stage分類では3B
が11手,3Aが2手であった．これらについて中

村による臨床評価，術前後のCHR,Stahlmdexに

よるX-P評価を行った．

【結果】臨床成績は26.6点，優11手，良2手であっ

た．CHRは術前平均0.50が最終評価時0.53となっ

た.Stahlindexは術前平均0.33が最終評価時0.40

となった．術前あった分節化は7手でそのうち5手

で改善した．

【考察】Stage3A,Bに対する血管柄付き僥骨移

植の治療成績は良好で可動域，瘻痛に関して満足

すべき成績を得ている.X-P評価としては分節化

の癒合，手根骨配列改善がすべての症例で得られ

たわけではなく，術後の固定期間，手術手技の改

善など今後の工夫を要する余地があると思われ

た．

2-Pa-28

キーンベック病stagelⅡに対する舟状骨一
有頭骨固定術の手術成績

Scapho-capitateArthrodesisintheSurgicalTreat-

mentofStagelllofKienb6ckDisease

'佐賀大学医学部整形外科，2鶴田整形外科

○浅見昭彦1,園畑素樹1,長嶺里美1,

角田憲治1,鶴田敏幸2

【目的】キーンベック病に対する大菱形骨-小菱形

骨-舟状骨固定術(STT固定術）は圧潰した月状骨

にかかっていた力を僥側に移動させることで瘻痛

を減じ，握力の改善を期待できる方法である．我々

は，同様の目的のためにより簡便な舟状骨-有頭骨

固定術(SC固定術）を行ってきたが，今回その手

術成績を検討したので報告する．

【対象および方法】症例はSC固定術を行ったstage

IIIのキーンベック病患者12例（男性6例，女性6

例，手術時年齢22～64歳，平均54.8歳，術後経

過観察期間は6か月～4年，平均1年6か月）であっ

た．手術法は手関節背側より侵入し，月状骨を摘

出後，舟状骨の掌側回転を矯正してHerbert

screwにてSC固定を行い，長掌筋腱を用いて骨核

入り腱球置換とした．術後は約2週間のシーネ固

定の後に可動域訓練を開始した．評価項目は臨床

評価として瘻痛，握力，可動域を，単純X線評価

としてcarpalheightratio(CHR)とcarpal-ul-

nardistanceratio(CUDR),術後成績は中村の

評価基準を一部改変したものを使用した．

【成績】術後全例痙痛は消失し，握力は健側比66%，

可動域は平均64度であった．CHRおよびCUDR

については術後も最終調査時まで特に変化がな

く，変形性手関節症に進行した例はなく，手根骨

形態も保たれていた．術後成績では全例優あるい

は良であった．

【結論】本法は手関節にかかる力の伝導をより僥

側に移動させることによって僥骨一月状骨間への

負荷を減じることが可能で，結果的に瘻痛の改善・

握力の回復に効果が期待できる．関節を部分固定

することで可動域制限が残存するが，当該患者で

は術前にすでにある程度の可動域制限をきたして

いることから術後の満足度は高かった．
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2-Pa-29

僥骨遠位背側からの有茎血管柄付き骨移植
術の経験

ThePedicleVascularizedBoneGraftFromtheDistal

EndofRadiusfortheTreatmentofNecrosisof

CarpalBones

広島大学病院整形外科

○砂川融，石田治，鈴木修身，

梶原了治，越智光夫

【目的】壊死を伴った手根骨骨折に対して，骨癒

合と壊死骨の修復を目的に僥骨遠位背側からの有

茎血管柄付き骨移植術を行っているので，骨癒合

の観点からその結果について報告する．

【方法】本法を施行した舟状骨偽関節4例（以下S

例，長期放置3例，再手術1例)，キーンベック病

3例（以下K例,LitchmanstagelI,IIIA,IIIB

各1例）の計7例を対象とした．全例利き手側で，

年齢は20歳から47歳，平均29.4歳であった．術

前のMRIで全例に骨壊死を疑わせる所見を認め

た．S例では1，2区画間動静脈を,K例では4,5

区画内動静脈を血管柄とする骨を僥骨遠位背側か

ら挙上し，背側から偽関節部あるいは月状骨内に

移植した．S例では3例にminiHerberttype

screw,1例にKwireを内固定材料として使用し

た．K例では月状骨の除圧目的にマイナスUlnar

varianceの2例に僥骨短縮骨切り術を追加し,0

varianceの1例に舟状有頭骨間仮固定を6週間

行った．術後経過観察期間は6カ月から26カ月で，

単純X線ならびにCT検査で，骨癒合の状況を観察

した．臨床評価にはCooneyの基準を使用した．

【結果】1，2区画内動静脈が1例でやや確認困難で

あったが，周囲膜組織と伴に挙上することで，移

植骨からの出血を確認した．骨癒合については,K

例の1例で掌側骨片が偽関節のままであったが，

その他の症例では術後6カ月までのX線あるいは

CT検査で骨片の連続性を確認した．最終経過観察

時，全例で痙痛は消失あるいは軽度労作時に存在

するのみで，就労あるいはスポーツ活動に復帰し

ていた．臨床評価はexcellentl例,good5例,poor

l例であった.poorは長期放置舟状骨偽関節の1例

で，可動域制限が残存した．

【結語】壊死を伴う手根骨骨折に対する僥骨遠位

背側からの有茎血管柄付き骨移植術は，骨癒合を

得るという観点からは有利な方法であると考えら

れた．

2-Pa-30

手根骨配列異常をきたしたKienb6ck病

(:age3b)に対するGraner変法の手術成
績

TherapeuticResultsofModifiedGranerProcedure

ontheKienbAckDiseasewithCarpalCollapse

東京医科大学整形外科

○高瀬勝己，山本謙吾，鈴木秀和

【目的】我々は，変形性関節症性変化をきたした

Kienb6ck病に対し積極的にGraner変法を施行し

本学会で報告してきた．一方，手根骨配列異常を

認めるstage3bのなかで，月状骨が分節化し背側

および掌側に分割しているか，あるいは労作時痛

が著明で早期の社会復帰を希望した症例にも本法

を選択してきた．今回,stage3b症例の術後成績

を検討したので報告する．

【対象】対象は,stage3bで術後2年以上経過観察

が可能であった9例である．内訳は，男性6例女性

3例，右側7例左側2例，手術時年齢26歳-64歳

(平均44.6歳)，有症状期間は6ケ月から38ケ月(平

均19.6ケ月）である．また，術後経過観察期間は

26ケ月から107ケ月（平均55.8ケ月）である．発

症時における職業では，土木関連業務4例，調理

師2例，農業2例，自動車修理工1例と全例が手作

業従事者であった．術後治療成績は，痙痛・手関

節可動域・握力・現職への復帰の4項目で評価し

たEvansの治療評価判定基準を用いて評価した．

【結果】治療成績は,good8例,hirl例でpoorお

よびverypoor例はなく満足すべき結果が得られ

た．項目別の評価では,X線評価でのC.H.I.は術

前平均0.92から術後平均0.97,R-Sangleは術前

平均59.7｡から術後平均49.5.に改善していた．し

かし，9例中6例に僥骨背側に骨鰊形成を認めた．

関節可動域では，背屈は術前平均49.7.から術後平

均47.7.,掌屈は術前平均55.3.から術後平均53.5.

と変化を認めなかった．一方，握力では健側比で

術前平均59.8％から術後平均86.7％と著明な改善

を示した．職業復帰では，全例が原職に復帰可能

で平均で4.2ケ月を要した．

【結語】早期社会復帰を求めるstage3bの症例に

Graner変法を施行した．関節可動域の変化は認め

なかったが，握力の改善は良好で現職への復帰は

全例において可能で短期間で達成できた．

－Sl93－



2-Pa-31

部分手関節固定術のの経験

LimitedWristArthrodesisofSLACandSNACWrist

'飯田市立病院整形外科，2信州大学医学部整形外

科

○百瀬敏充1,野村隆洋19加藤博之2

【目的】今回われわれはSTACwristとSNACwrist

に対して部分手関節固定術を経験したので報告す

る．

【方法】対象は3例ですべて男性である．平均年齢

は60歳(56-65歳)で右2例，左1例である．SIAC

wristは2例ありstage2が1例,stage3が1例で

あった.SNACwristは1例であり,stage3であっ

た．術前の罹患期間は平均27年であった．全例で

手関節痛があり，運送業など手を使う仕事をして

いた．手術は部分手関節固定術を行った．舟状骨

を摘出した後，手根中央関節を露出し海綿骨が出

るまで切除した．月状骨，三角骨，有頭骨，有鉤

骨間に骨移植をしてキルシュナー鋼線4本で固定

した．その際月状骨背屈変形を矯正し，月状骨の

上に有頭骨がくるように固定した．僥骨茎状突起

の骨鰊を切除し，後骨間神経を遠位榛尺関節の近

位で切離した．術後はギプス固定を6－8週行い，

可動域訓練をした．鋼線は3カ月後に抜去した．術

後経過観察期間は1年8ヵ月である．術前後の可動

域，握力，ピンチカ,X線撮影,Mmを検討した．

【成績】3例とも手関節痛，圧痛はなくなった．術

前背屈30.,掌屈26.が術後背屈38.,掌屈18.と

なった．握力は術前18kgが術後27kgと改善し

た．ピンチカは術前4.2kgが術後7.3kgと改善し

た.X線検査では全例で骨癒合がえられ，僥骨月状

骨の関節裂隙は保たれていた.MRIでは術後月状

骨などに壊死性変化はなかった．

【結論】部分手関節固定術により舟状骨僥骨間の

痛み，握力，ピンチカは改善した．
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進行期Kienb6ck病に対する新しい腱球移

植術の開発一再生医療を応用したHybrid
型腱球移植術一

TreatmentofKienb6ck'sDiseasewithTissueEngi-

neeredHybridT℃ndonRollImplantationArthro-

plasty-ExperimentalStudy-

奈良県立医科大学整形外科

○重松浩司，小畠康宣，河村健二，

矢島弘嗣，高倉義典

【目的】進行期KienbOck病に対する腱球移植術の

問題点として，腱球の圧潰に伴う手根配列異常や

続発する変形性関節症があげられる．今回我々は

この移植腱球の圧潰に注目し，進行期Kienb6Ck病

のより良好な治療成績を獲得するために，従来の

腱球の中心に骨髄間葉系幹細胞(MSCs)を培養後

播種したコラーゲンセラミック複合体(C.C.C.)を

核とする新しいhybrid型腱球移植術の実験モデ

ルについて検討する．

【方法】16週齢家兎の月状骨を摘出し，同部に各

種腱球を移植しキーンベック治療モデルとした．

A群：従来の腱球移植.B群:C.C.C.単体を核と

した腱球移植.C群：培養細胞を播種したC.C.C.

を核とする腱球移植の3群について検討した（各

n=8).培養細胞は12週齢家兎からMSCsを搾取

し2週間の初期培養の後C.C.C.上にて2週間二次

培養を行いc群の核とした．検討項目は移植後0,

4,6,12週での手関節レントゲン評価，および術後

12週の移植腱球内の新生骨量をmiCroCTを用い

て定量的に評価した．また，術後12週における各

種腱球を組織学的に検討した．

【結果】レントゲン上A群の術後腱球移植部は透亮

像を呈したままであり,B群は移植直後のC.C.C.

陰影が経時的に減少傾向を認めた．しかし,C群で

は術直後の腱球移植部透亮像が，経時的に新生骨

を思われる陰影に変化し,MicroCTでは明らかな

骨形成が認められた．組織学的にはC群でのみ新

生骨とその周辺に軟骨基質を認めた．この現象は

C群でのみ認められた．

【結論】Hybrid型腱球移植術は，従来の腱球移植

術に比べ，術後早期に腱球の中心に新生骨を有

し，またその周辺に軟骨基質が産生されているこ

とから，本来の月状骨に類似した弾性を有する腱

球が開発できたと考えられた．このことは進行期

KienbOck病に対しても腱球の圧潰により生じる

変形性関節症を予防しうると考えられた．
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骨髄血移植・低出力超音波療法・倉ﾘ外固定

を併用したキーンベック病の新しい治療法

とその短期成績について

ANewStrategyfbrKienb6ckDiseaseandtheShort-

termResults

'筑波大学大学院人間総合科学研究科臨床医学系整

形外科，2取手医師会病院整形外科

○小川健l,西浦康正l,田中利和1,

許表措2，落合直之’

【目的】われわれは1999年7月以来,Lichtman分

類Stage2．3aのキーンベック病に対し，骨髄血

移植・低出力超音波療法・創外固定を併用する新

しい治療法を試みてきた．今回，その方法と術後

1年以上経過した症例の短期成績につき報告す

る．

【対象および方法】対象症例は9例（男性2例，女

性7例）で，手術時年齢は19－68歳，単純X線

所見でStage2が6例,Stage3aが3例であった．

[手術法]創外固定器を装着するためのピンを打つ

際，僥骨のドリル孔より骨髄血を2～3ml採取す

る．透視下に月状骨に背側から3箇所にドリリン

グを行い，骨髄血を注入する．創外固定器で手関

節を軽度牽引して一時固定し，手術を終了する．

[超音波療法]術後4週目より低出力超音波治療器

(セーフス）を用い，1日20分間の治療を行う方法

を4ケ月以上継続した．創外固定器は8週前後で除

去した．［評価法]瘻痛，手関節可動域，握力，単

純X線所見,MRI所見を検討し，中村の治療成績

判定基準を用いた．

【結果】手関節の運動時痛は透析中の1例を除き，

改善していた．手関節可動域は不変ないし改善し，

握力も改善していた．術前後の月状骨の単純X線

像は,Stage不変5例,2→3a4例であった．MRI

では，術後1年の時点で，すべての症例でT1強調

像で低輝度領域の縮小を認め，さらにこの変化は

経時的に改善していた．中村の判定基準で，ex‐

cellent2例,good4例,fair3例であった．

【考察】キーンベック病の治療においては，ドリ

リングや創外固定単独では効果が十分でなく，僥

骨骨切り術や手根骨間固定術が主流である．今回

の結果から，本法は有効な治療法であることが示

唆された．

【結論】骨髄血移植･低出力超音波療法・創外固定

の併用は，キーンベック病のより低侵襲療法とな

る可能性がある．

2-Pa-34

スポーツ選手およびスポーツ愛好家の

TFCC損傷に対する鏡視下デブリードマン

の治療成績

ResultsofArthroscopicDebridementfOrTriangular

FibrocartridgeComplexlnjuryintheAthlete

福岡大学医学部整形外科

○ 古賀敬，副島修，唐島大節，

内藤正俊

【目的】スポーツ障害としてのTFCC損傷に対し

ての報告は少なく，鏡視下手術の有効性に関して

も議論の多いところである．そこで，スポーツ選

手およびスポーツ愛好家に対象を限定し，鏡視下

デブリードマンの治療成績を調査したので報告す

る．

【方法】鏡視下デブリードマンを施行した15例を

対象とした．手術時平均年齢は26.6歳，術後経過

観察期間は平均34.5月であった．スポーツ種目は

野球4例，体操2例，テニス2例，サッカー，ラグ

ビー，ゴルフ，剣道，柔道，ボクシング，卓域各々

1例であった．術前に明らかなDRUJのmstability

を認めた症例はなかった．4例にmnarplusval-

ianceを認めた.Palmer分類ではClasslが11例，

Class2が4例であった．WCCの圧痛,mnocarpal

stresstest,可動域，握力，スポーツ復帰までの期

間，復帰後のスポーツレベルを検討した．評価基

準を設定しTFCCの圧痛とUlnocarpalストレス

が陰性で，握力と可動域が健側の80％以上，受傷

前のレベルまで完全に復帰できたものをexcellent

とした．

【成績】調査時の手関節伸展，屈曲の可動域は術

前と比較して増加傾向を示した．また握力は術前

と比較して有意に増加した．術後成績は良好で全

例スポーツ復帰した.Excellentが12例,Goodが

1例,Fairが2例であった．復帰までの期間は平均

2.0月であった．

【結論】諸家により縫合術や尺骨短縮術による

DRUJの安定化の有効性が報告されているが，早

期復帰の利点を考慮すると鏡視下デブリードマン

はスポーツ選手にとって有効な手術方法と考えら

れた．また,Class2に対しても症例によっては除

痛やADLの改善に有効と思われた．
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尺骨慈状突起骨折を伴う僥骨遠位端骨折に

おける三角線維軟骨複合体損傷

InjuriesofTriangularFibrocartilageComplexin

DistalRadiusFracturesAssociatedwithUInar

StyloidFractures

市立豊中病院

○ 山本浩司

【目的】尺骨茎状突起骨折は僥骨遠位端骨折によ

く合併するが，その治療成績に与える影響につい

てはいまだ定かではない．遠位僥尺関節の不安定

性を生じるとの報告もあるが，詳細は明らかでな

い．一方TFCCとその尺骨への付着部が遠位僥尺

関節の安定性に重要であることが近年明らかと

なってきている．尺骨茎状突起骨折が僥骨遠位端

骨折の治療成績に与える影響について遠位榛尺関

節の不安定性の見地から検討するため，合併する

TFCC損傷を関節鏡及び術中所見から評価した．

【対象および方法】2003年6月から2004年10月

までに当院で手術を施行した25例を対象とした．

内訳は男性8例，女性17例．年令は14から81歳，

平均54歳．右側10例，左側15例であった．僥骨

遠位端骨折の骨折型はAO分類A2:3例,A3:6

例,C1:8例,C2:7例,C3:1例であった．尺

骨茎状突起の骨折部位は先端部：3例，中央部：8

例，基部：12例，基部斜骨折：2例であった．全

例手関節鏡にてTFCC損傷を評価した．また特に

三角靱帯の損傷について，手関節鏡にて三角靱帯

が鏡視可能な場合は鏡視下に，鏡視不可能な場合

は尺骨茎状突起骨折修復時に直視下に三角靭帯の

断裂の有無を調べた．

【結果】榛骨手根関節鏡視にてTFCC損傷をみと

めたものは21例(84%;Palmer分類の1A:6例，

1C:2例,1D:13例）であった．三角靱帯の断裂

をみとめたものは7例(28％)であり,AO分類A2

が2例,C2が4例,C3が1例であった．

【考察】三角靱帯が尺骨小窩付着部で断裂すると

遠位僥尺関節の不安定性を生じる．AO分類C2,

C3の8例中5例(63%)で三角靱帯の断裂をみと

めた．尺骨茎状突起骨折を伴うAO分類C2,C3の

僥骨遠位端骨折の治療に際しては三角靱帯修復の

必要性を念頭におくべきである．

2-Pa-36

TFCC障害に対する尺骨短縮術の検討

ClinicalStudyofUlnarShorteningfOrtheTFCC

IIliury

熊本整形外科病院

○田嶋光，新垣和伸，浅原洋資，

出口力

【目的】骨折変形治癒後を除いたTFCC障害に対

する尺骨短縮術を検討する．新鮮例は鏡視下部分

切除後症状残存例，陳旧例は鏡視下部分切除・短

縮，非外傷性変性断裂例はdebridement・短縮と

した．新鮮外傷例での不安定症にはTFCC修復を

第1とした．

【対象方法】91年から04年までの症例は15歳か

ら77歳，男13例女12例，右17手左8手25例25

手．外傷性8手非外傷性17手,3mm以上のplus

variancell手,0variance3手,Palmar分類で

はclasslA4手,1D3手,class2A1手,2B2

手,2C9手,2E1手,7手に鏡視下部分切除,9

手にdebridementとした．短縮量は2から5mm平

均3.5mm,術後2～-2.5mm平均-0.5mmの

VarignCeとなった．固定にはKU1/3円plate2手

3.5DCP15手LC-DCP8手を使用し,2例にSTT

関節固定1例に僥骨短縮を併用．

【結果】全例に骨癒合を得，術後5カ月から6年で

日手会手関節機能評価で，全例術前より改善し殊

に癖痛・職業の項目の改善が良い．総合点は外傷

性8手は術前Fair6手Poor2手が術後Excellent

5手Goodl手Fair2手，非外傷性17手で術前Good

6手FairlO手Poorl手，術後Excellentll手Good

5手Fairl手と著明に改善．Fairの3手はRSD続

発DRUJ関節症STT関節症各1手であった．

【結論】非外傷･非労作性のOvarianceでも変性断

裂，突き上げ症状は発症する.DRUJ不適合に依

る症状は個人差があり,0variance3手での2.5

mmの短縮では痛みはない．新鮮損症例はplus

varianceで発症，慢性化し易く，陳旧性，慢性労

作性の変性断裂には短縮術は有効である．
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手関節鏡視下三角線維軟骨複合体縫合術の
成績

ArthroscopicSuturingoftheTFCC

'慶應義塾大学医学部整形外科，2国立成育医療セ

ンター整形外科

○中村俊康1,高山真一郎2,仲尾保志l,

池上博泰1,佐藤和毅’

【はじめに】三角線維軟骨複合体(以下TFCC)損

傷例に対する手関節鏡視下TFCC縫合術（以下鏡

視下縫合術）の成績を報告する．

【対象および方法】鏡視下縫合術を行った17例17

手関節で，年齢は14歳から37歳，男8女9，右7

左10であった.TFCC損傷は尺側辺縁十水平断裂

6例，小窩部剥離10例，近位部断裂1例であった．

受傷から手術までの期間は1カ月から4年(平均8

カ月）で，関節包外縫合法を3手，尺骨小窩への

pullout縫合法を14手に行った．尺骨varianceは

+2mm5手,0mmlO手,-1mm2手であった．

経過観察期間は6カ月～4年（平均2年6カ月）で

あった．痙痛，回内外可動域,DRUJ不安定性を

調査し，成績を左右する因子として縫合法，受傷

から手術までの期間，尺骨varianceについても検

討した．

【結果】術前全例で認めた瘤痛は11手で消失，2手

で軽快せず，4手で一度軽快したものの術後8カ月

～1年で再発した．回内外可動域制限はみられな

かった.DRUJ不安定性は術前軽度2手，中等度

2手，重度13手で，術後は5手で中等度から重度

の不安定性が残存した．術後成績は優11良1可3

不可2であった．手術方法では関節包外縫合で良

1可1不可1，尺骨へのpullout縫合では優11可

2不可1であった．また，受傷から手術までの期間

は優・良の成績をおさめた症例では平均4カ月（1

～7カ月)，可・不可例では平均19カ月（7カ月～

4年）であった．尺骨varianceは+2mm例では優

1可2不可2であったのに対し,－1からOrnm例で

は優10良1可1であった．

【まとめ】鏡視下縫合術は比較的良好な成績をお

さめたが，尺骨小窩部に縫合糸が通過しない関節

包に固定する方法，受傷後から手術までの期間が

長い症例，尺骨plusvariance例では成績不良で
あった．

2-Pa-38

近赤外線発光ダイオード光のラット背部皮

弁生着に対する効果一皮弁内に発生した活

性酸素の経時的変化からの検討一

Light-EmittingDiode(LED)Irradiationlmprove

FlapSurvivalRate-RatModel-

金沢大学医学部整形外科

○橋本典之，池田和夫，舩木清人，

伊藤貴明，富田勝郎

【目的】これまでに近赤外線発光ダイオード光

(NI-LED)による創傷治癒促進効果，細胞増殖促

進効果が報告されている．ラット背部のrandom

patternflapに対し,NI-LEDを照射し，皮弁生着

に対する影響について検討した．

【方法】体重2009のWister系雄ラットの背部に

尾側を基部とする20×100mmのrandompattern

napを作成した．このモデルを24匹作成し,12匹

にはNI-TJRnを照射し，照射群とした．残りの12

匹を非照射群とした．発光ダイオード光刺激装置

は高出力発光ダイオード(ピーク波長850nm)486

個を長方形に配置したものを用いた．照射群には，

皮弁作成直後より12時間ごとに8Jycm2照射した．

皮弁作成後7日目に壊死部の面積を皮弁全体に対

する面積比として評価した．また，皮弁内に発生

した活性酸素をelectronspinresonance(ESR)

法を用いて経時的に測定し両群間で比較した．

【結果】皮弁には頭側の壊死部と尾側の生着部，

その問に完全な壊死には陥らないものの，表皮が

硬化し変色する境界領域が存在した．両群間を比

較すると，壊死部の面積には有意差はなかったが，

照射群では境界部の面積が縮小し，生着面積が拡

大しており統計学的に有意差を認めた(P<

0.05)．また，照射群の皮弁中央部の境界領域では，

挙上後72時間から96時間において活性酸素の発

生が有意に低下していた(P<0.01).

【考察】Randompatternflapには壊死部と生着
部の間に境界領域が存在する.NI-LEDは境界領

域の面積を縮小することで生着面積を拡大させ

た．この効果は，皮弁内に発生する活性酸素を抑

制することによるものと考えた．
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熱圧挫傷の治療成績

TreatmentofHeatPressllljury

2-Pa-39

背側中手腱つき皮弁の2例

TheMetacarpalHapwithExtenserTbndon

-2CasesReport-

名古屋披済会病院整形外科

○水島秀幸，渡邊健太郎，佐久間雅之，

矢 島弘 毅， 木野 義武

手稲渓仁会病院整形外科

○佐々木勲，察栄浩

熱圧挫傷は高温物体に挟まれて起こる特殊な損傷

であり，経過中壊死範囲の進行を認めるため治療

に難渋することが多い．今回我々は過去11年間に

当院にて加療を行なった上肢の熱圧挫傷症例17

例18肢につき重傷度による経過の検討を行なっ

たので報告する．

【対象】男性14例15肢，女性3例3肢，患側は右

12肢，左6肢，平均年齢は43歳（19～65歳）で

あった．全例労働災害であり，熱されたプレスや

ローラー（90～400℃）に挟まれて受傷していた．

受傷時損傷部の最深度が1度（皮膚～皮下組織ま

での壊死）であったものが9肢，2度（筋膜（腱）

までの壊死）が3肢，3度（骨の部分壊死）が6肢

であった．平均追跡調査期間は11カ月（1～45ケ

月）であった．

【結果および考察】初診時に切断した症例は4肢あ

り，残り14肢のうち経過中徐々 に壊死が進行した

症例は9肢で，壊死進行を認めた期間は14日から

32日であった．14肢のうち受傷時の損傷部位の最

深度が1度であるものを1群(9肢)，2度であるも

のを2群（2肢)，3度であるものを3群（3肢）と

すると，1群では創部あるいは創部周辺の壊死進

行を認めた症例が9肢中4肢であったが，2群，3

群ではすべて壊死範囲の進行を認めた．また受傷

時間が30秒以内である群を短時間群（5肢，全て

1群)，1分以上である群を長間群(9肢）とすると，

短時間群はすべて創部あるいは創部周辺の壊死進

行を認めなかったが，長時間群ではすべてに創部

あるいは創部周辺の壊死進行を認めた．文献的に

は熱圧挫傷では皮層被覆をするまでに1週間程度

の経過観察が必要という報告が多いが，今回の結

果から，最深達度が2度以上の損傷例および1度で

も1分以上の受傷時間のある症例では2週間から4

週間程度の経過観察は必要であると考えられた．

【目的】伸筋腱損傷を伴う手指PIP関節背側挫滅創

の2例に対して，示指固有伸筋腱を含めた背側中

手皮弁で，一期的に健移植と創の閉鎖を行った．手

術方法と成績を報告する．

【症例】55歳男性．主訴は右示指の皮膚欠損およ

UrPIP関節の自動伸展不能である．作業中に電気

かんなで受傷．受傷後5日目に当科受診．示指は

PIP関節背側に1cm×1.8cmの皮膚および伸筋腱中

央索全幅と側索の一部が欠損しており，自動伸展

不能であった．同日手術施行．第2背側中手動脈

を茎とした背側中手皮弁に示指固有伸筋腱を含め

て腱の修復と皮膚の被覆を行った．術後5ケ月で

自動可動域は伸展-10.,屈曲95.と良好である．66

歳女性．主訴は左示指の皮膚欠損およびPIP関節

の自動伸展不能である．作業中に電動かんなで受

傷．示指背側PIP関節背側に1cm×2cmの皮膚，

伸筋腱中央索全幅と側索の一部およびPIP関節の

約1/4が欠損しており，自動伸展は不能であった．

受傷後4日目に手術施行．背側中手皮弁に示指固

有伸筋腱を含めて腱の修復と皮膚の被覆を行っ

た．術後3ヶ月の現在自動可動域は伸展0度，屈曲

55.で作業療法中である．

【考察】伸筋腱損傷を伴った指背側皮層欠損は従

来，腱移植と皮弁形成をそれぞれ行っていた．こ

の場合，腱採取と皮弁採取の部位が異なりそれぞ

れに皮切が必要である．本法は同一部位から腱と

皮弁が採取でき犠牲がすぐなく，皮弁のtexture

matchとcolormatchも良好であった．第2背側

中手動脈を茎とする皮弁はもっとも解剖学変異が

少なくて安全であり，手術手技も簡便であった．

□
・
盟
呂
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労働災害による上肢外傷例の検討一第1報

受傷日時，受傷機転，受傷内容等に関する
疫学調査一

AnalysisofUpperExtremityTraumabytheWork-

relatedAccidents;thelstReport-Epidemiologylnves-

tigation;Date,Time,Episode,DamagedTypes,etc.-

'札幌医科大学整形外科，2札幌医科大学高度救命

救急センター

○入船秀仁1,土田芳彦2,織田崇19

和田卓郎1,山下敏彦’

【はじめに】労働災害における上肢外傷例は切断

傷など重傷化する例が多い．そのため治療に難渋

する例も多く，機能回復まで長期間の治療を要し，

復職にいたるまでに様々な問題が存在する．当セ

ンターでは，上肢労働災害患者の急性期から社会

復帰まで一貫して治療してきたが，今回は受傷機

転，受傷内容等の疫学調査について報告する．

【対象と方法】1996年10月から2004年10月まで

の8年間に当院高度救命救急センターに搬入され

た上肢労働災害患者254名を対象とした．男性212

例，女性42例で，受傷時平均年齢は41．5歳（17

歳～76歳)であった．以上の症例を対象に受傷年

齢，受傷日時，受傷原因，損傷部位，損傷内容，治

療方法についてretrospectiveに調査を行なった．

【結果】受傷年齢は20歳代と，50歳代に多かった．

受傷日時は受傷月別では8,9月の夏季が多く，2月

の厳冬期が少なかった．また受傷時間は9～12時

までが最も多く，次いで15～18時が多かった．受

傷原因では作業機械に巻き込まれた例が151例と

最も多く，電動ノコギリによる損傷も47例と多

かった．損傷レベルは手部より近位例が80例に対

して，固有指レベルが191例と最も多くそのほと

んどが切断例であった．損傷内容はそのほとんど

が挫滅･圧挫による損傷であった．保存治療は7例

のみで，205例では再接着をはじめとした手術治

療を施行し，その半数以上が2回以上の手術を要

していた．

【考察】当センターにおいても，過去の報告と同

様に受傷年齢は若年者と壮年者に多く，受傷時間

帯では午前あるいは夕方の受傷が多かった．また

曜日別では平日がほとんどで，土日には少なかっ

た．損傷内容は切断をはじめとして重篤な例が多

かったが，当センターが重度四肢外傷を主に治療

する施設であることがその原因である．今回は疫

学調査に関して報告する．

－S199－
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Rat脊髄片の末梢神経再生抑制効果

ThelnhibitoryEffectsofRatSpinalCordChipon

PeripheralNerveRegeneration

2-Pb-1

Schwann細胞におけるDEAD-boxタンパ

ク(4F2抗原）によるNCAMの発現制御

ExpressionofNCAMonSchwannCellsRegulated

byDEAD-boxProtein

'村山医療センター整形外科，2慶應義塾大学整形

外科，3国立成育医療センター，4川崎市立川崎病

院整形外科

○新井健1,仲尾保志2,高山真一郎3,

堀内行雄4，臼田修二’

【はじめに】脊髄など，中枢神経は一度損傷する

と機能的な再生が得られないことはよく知られて

いる．近年，中枢神経損傷後の神経再生阻害因子

として数々の物質が報告されている．しかしなが

ら，これらの阻害因子の末梢神経に対する効果に

ついての報告は少ない．今回，脊髄片を切断した

末梢神経に同種移植することで，末梢神経再生に

対する効果を検討した．

【材料と方法】8週齢の雌SDratをネンブタール腹

腔内麻酔下に左坐骨神経を大腿部で切断し，内腔

2mmのsiliconetubeを用い10mmの間隙で架

橋した.Siliconetube内の間隙に同種ratから採

取した組織を移植した．移植組織により，a群:未

処理脊髄,b群:100･Cの生食内で5分加熱した脊

髄，c群：液体窒素で凍結後融解した脊髄,d群：

坐骨神経，e群:脂肪組織とした（各群ともn=5).

僻は対照群として中空のままとした．4週間後採

取し，肉眼的観察，光顕・電顕による観察および

抗neurofilament抗体や抗macrophageED1抗体

などを用いた免疫組織学的評価をおこなった．

【結果】肉眼的観察では,a,b,c群では，中枢端は

siliconetube内で丸い断端を形成し停止してい

た.siliconetube内は透明な液体でみたされ，移

植組織の遺残と見られる白色塊が見られた．組織

学的にも，末梢端に再生神経は認められなかった．

d,e,f群では，すべての例で架橋が認められ，架
橋組織内および末梢端に再生神経組織が認められ

た．

【考察】上記より，移植した脊髄片が，末梢神経

の再生を抑制したことが示唆された.b,c群がa群

と同様であったことから，脊髄の構成物質か分解

産物が神経再生抑制効果を示すことが予想され

た．この結果は，末梢神経再生の制御やそのメカ

ニズム解明に応用が期待できると考えられた．

【結論】同種移植した脊髄片が，末梢神経の再生

を抑制した．

'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平塚市民病院整形外科

○斎藤治和l,仲尾保志2,小見山貴継2,

石井聖佳3，池田崇2

【はじめに】DEAD-boxタンパクは，転写後遺伝

子発現制御に重要な役割を果たしていると考えら

れているRNA結合タンパク質である.DEAD-box

タンパクの1つである4F2抗原が,Schwann細胞

におけるNCAMの発現に及ぼす影響について検

討した．

【材料および方法】実験には10週齢C57BL/6Jマ

ウスを用いた．実験1．大腿神経より新鮮凍結横断

切片を作製し，抗NCAM抗体と4F2抗体で免疫染

色を行った．実験2．大腿神経より抽出したタンパ

クに4F2抗体を加えて免疫沈降反応を行い，得ら

れた抗原一抗体複合体を，抗NCAM抗体を用いた

ウェスタンプロットにて解析した．実験3．大腿神

経を鼠径靱帯のレベルで切断して1，2，3，5，7日

後に，切断部位より5mm末梢で凍結切片を作製

し，抗NCAM抗体･4F2抗体で免疫染色を行った．

【結果】実験1では，いずれも知覚神経束に多数の

陽性細胞が認められ,NCAMと4F2抗原の局在が

一致しているものと考えられた．また実験2では，

4F2抗体による免疫沈降反応で得られた抗原一抗

体複合体中に，ウェスタンプロットでNCAMの存

在が確認された．実験3では，神経切断後1,2日

においてNCAMの発現が認められたが,3日目以

降は見られなかった．一方,4F2抗原は，切断後

1日以降で発現が見られなかった．

【考察】4F2抗原とNCAMは，組織学的に同部位

に局在し,4F2抗体による免疫沈降反応物中に

NCAMが存在することから，末梢神経系では4F2

抗原がNCAMに結合しているものと思われた．ま

た4F2抗原は軸索切断に際してNCAMに先んじ

て発現が変化しており,Schwann細胞における

NCAMの発現を制御して，軸索再生に関与してい

る可能性が示された．

・
・
翅
・
・
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ChondroitinaseABCによる末梢神経再生

促進効果の検討

ChondroitinaseABCPromotesPeripheralNerve

Regeneration

名古屋大学医学部手の外科

○服部達哉，中村蓼吾，岩田佳久，

馬島雅高，建部将広

【目的】末梢神経再生におけるChondroitinase

ABCの効果をラットを用いて実験し人工神経の

応用につき検討した．

【方法】8週齢SDラット右脛骨神経に1.5cmの欠

損を作成し，シリコンチューブで架橋した．ゲル

のみのコントロール群,2.5unit/ml,5.0[mi"ml,

10.0unit/mlの濃度でABCを0.8%collagenケル

に混入した4群と自家移植群の計5群に分け評価

した．移植後12週で腓腹筋から得られた筋電位及

び架橋断端における神経伝導速度(MCV,SCV)

を両側で測定，患健側比で評価した．組織学的に

はトルイジンブルー染色及びGAP43,S-100に対

する免疫染色を行った．

【結果】control群では神経は再生されず筋電位は

得られなかった．筋電位のamplitudeは2.5unitで

34.8%,5.0unitで10.3%,10.0unitで11.4%,自

家移植群は42.2％であった．Latencyの遅延は

2.5unitで21.5%,5.Ounitで67.2%,10.Ounitで

70.7％，自家移植群は97.2％と2.5unitでもっとも

遅延が少なく自家移植群でもっとも遅延が大き

かった．MCVは2.5unitで61.6%,5.0unitで

56.7%,10.0tmitで70.5%自家移植群83.8%と各

濃度で差を認めなかったが,SCVでは2.5unitで

導出不能であったのに対し,5.0unitで52.2%,

10.0mlitで82.6%,自家移植群で84.4%の回復を

認めた．トルイジンブルー染色ではコントロール

群で神経組織は認めなかったが,ABCを用いた群

では全例再生を認めた．免疫染色においてもABC

を用いた群ではGAP43,S-100ともに陽性だった．

【考察】シリコンチューブでは再生の限界とされ

る1.5cmの架橋をABC添加にて再生可能であるこ

とを示した．MCVにおいては少量のABCでCSPG

の抑制が効果的に得られた．一方,SCVにおいて

は高濃度のABCで電位が得られ電気生理学的に

は濃度依存性を示唆する所見であった．本実験で

ABCの人工神経への応用の可能性を示した．

2-Pb-4

脊髄後角における抑制性シナプス応答に対

するノルアドレナリンの作用

-mviVOパッチクランプ法を用いて－

ActionofNoradrenalineonlinhibitorySynaptic

ResponseintheRatSpinalDorsalHomRevealed

by伽vivoPatchRecording

佐賀大学医学部整形外科

○園畑素樹,肥後知子，石井英樹，

長嶺里美，浅見昭彦

【はじめに】手の外科領域の外傷後に多いとされ

ている複合局所瘤痛症候群(CRPS)は，難治性の

疾患である．CRPSに対しては，脊髄下行性抑制

系(DIS)を賦活化･増強させる薬剤が効果を持つ

とされている．我々は昨年の本学会において，ラッ

ト脱U"o標本の脊髄膠様質細胞からパッチクラ

ンプ記録を行い,DISの神経伝達物質であるノル

アドレナリン(NA)が，末梢刺激によって誘発さ

れた興奮性シナプス応答を脊髄後角レベルで抑制

する機序について報告した．今回，さらに，脊髄

抑制性シナプス応答に対するNAの作用を検討し

たので報告する．

【対象と方法】SDラットを全身麻酔下に脳脊髄固

定装置に固定し，胸腰椎移行部の椎弓切除，硬膜・

くも膜切除，軟膜の開窓を行なった．同部より記

録電極を刺入して，ブラインド･ホールセル･パッ

チクランプ法を用いて，膠様質神経細胞から電気

応答を記録した．

【結果】記録を行なうことができたすべての膠様

質神経細胞で抑制性シナプス応答(IPSC)が確認

できた(n=10).IPSCは微小IPSC(mlPSC)と

自発IPSC(slPSC)とが混在していた.NAの脊

髄表面への灌流投与によって,IPSCの振幅，頻度

は著明に増強した．このNAのIPSCに対する作用

は順応化されなかった．

【まとめ】加u加o標本を対象にNAの抑制性シナ

プス応答に対する効果を検討した．加UjUo標本で

はmlPSCのみならず，mu"”標本では報告のな

W,slPSCが記録できた．NAの抑制性シナプス応

答に対する増強効果は順応化せず，生体内で鎮痛

効果を効率的にに発現させている可能性が示唆さ

れた.CRPSの治療については興奮性の抑制だけ

でなく，抑制系の賦活化も念頭に入れての研究が

必要と考えられた．
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2-Pb-5

圧挫損傷後の神経再生に対する肝細胞増殖

因子を用いた遺伝子治療の可能性:HVJ-リ

ポソーム法による逆行性遺伝子導入の試み

HepatocyteGrowthFactorGeneTherapyofCrushed

NerveinRats:NonviralHVJ(HemagglutinatingVimsof

Japan)LiposomeMediatedRetrogradeGenenansfer

l防衛医科大学校整形外科学講座，2防衛医科大学

校病理学講座，3大阪大学大学院医学研究科遺伝子

治療学

○加藤直樹1，中西邦昭2，森下竜一3，

有野浩司1,根本孝一’

【目的】生体内において組織再生や血管新生など

を誘導する肝細胞増殖因子(HGF)は，神経組織

内では非常に強力な神経栄養因子として働くこと

が知られている．今回われわれは圧挫損傷後の神

経再生に対するHGFを用いた遺伝子治療の可能

性について検討した．

【方法】ラット坐骨神経に圧挫損傷を作製した後，

HVJ-リポソーム法を用いて同側の前脛骨筋内に

humanHGF遺伝子を投与した．その後，神経組

織内におけるhn]manHGF蛋白発現の定量および

定性評価により逆行性軸索内輸送を介した神経内

遺伝子導入の有効性を検討した．さらにこの遺伝

子導入が圧挫損傷後の神経再生に与える影響を電

気生理学的および組織学的に検討した．

【結果】遺伝子投与側の坐骨神経におけるh''man

HGF蛋白の発現量は，遺伝子投与後1日目にピー

クを示し，7日目には減少した．そこで再び遺伝子

投与を行ったところ発現量は再び増加した．反対

側の坐骨神経には発現を認めなかった．またhu-

manHGF遺伝子の投与により内在性のratHGF

蛋白の発現量も増加した．圧挫損傷4週後の坐骨

神経の機能評価では,humanHGF遺伝子投与群

は，コントロールベクターを投与した群と比較し

て，神経伝導速度および最大振幅の有意な増大を

示した．また神経横断切片の組織学的評価では，

humanHGF遺伝子投与群は平均軸索短径が有意

に大きく，軸索密度は有意に高かった．

【考察】HⅦ-リポソームは非ウイルスベクターに

ウイルスコンポーネントを取り入れたもので，ウ

イルス蛋白による優れた導入率と非ウイルスベク

ターのもつ安全性を合わせ持ったハイブリッド型

リポソームである．今回の結果はhl'manHGFの

神経内遺伝子導入が圧挫損傷後の神経再生を機能

的形態的に促進したことを示しており，本法は神

経圧挫損傷に対する有効な遺伝子治療となりうる

と考えられた．

2-Pb-6

短時間神経圧迫による神経複合活動電位変

化に関する実験的研究

ChangesinCompoundNerveActionPotential

InducedbyShort-termExperimentalCompression

oftheRabbitSciaticNerve

筑波大学大学院人間総合科学研究科臨床医学系整

形外科

○吉井雄一，西浦康正，市村晴充，

原友紀，落合直之

【目的】今回，われわれは，絞掘性神経障害の初期

病態解明のため，短時間神経圧迫条件下における

圧迫強度と神経複合活動電位(compoundnerve

actionpotential;CNAP)変化の関係につき実験

的に検討したので報告する．

【実験動物】日本白色家兎12週齢雄(約3.0kg)を

用いた．

【実験1.】方法:予備実験として，自家考案神経圧

迫装置を用いて大腿部で坐骨神経を圧迫し，圧迫

装置に負荷する圧（圧迫装置圧,mmHg)と神経

に加わっている圧（神経圧迫圧,mmHg)の関係

を調べた(n=10).結果:圧迫装置圧と神経圧迫圧

の比は，それぞれ平均150：39.81,200：79.62,

300:122.59であった．そこで圧迫器圧(mmHg)

150,200,300をそれぞれ実験2の40，80，120

mmHg群として用いた．

【実験2.】方法:大腿中央に圧迫装置を装着し坐骨

神経を30分間持続的に圧迫した．CNAPを，圧迫

部より遠位の腓骨神経で，圧迫開始後30分および

圧迫解除後30分までの10分毎に記録した．実験

群は，神経束内圧40,80,120mmHg群の3群と

した（各群n=6).結果:40mnlHg群ではCNAP

振幅の明らかな減少は認めなかった．80，120

mmHg群では圧迫30分でそれぞれ16.8%,34.9%

の振幅の減少を認めた．80mmHg群では圧迫解

除後，速やかに振幅の回復をみたが,120mnlHg

群では回復は処置前の75.2％であった．いずれの

群も潜時に明らかな変化を認めなかった．

【考察】今回の結果から短時間の圧迫であっても，

80mmHgを超える圧迫では，電気生理学的変化

が生じることがわかった．Lundborgらが神経束血

流の途絶する圧を80mmHgと報告していること

から，その機序は血流途絶との関係が示唆された．

【結語】80mmHgより大きい圧による30分間の神

経圧迫後,CNAP振幅の低下はすぐには復元しな

い．
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2-Pb-7

経頭蓋電気刺激による末梢神経誘発電位計

測に関する実験的研究

ExperimentalStudyofPeripheralNerveAction

PotentialEvokedbyTianscranialElectricalStimula-

tion

'筑波大学大学院人間総合科学研究科臨床医学系整

形外科，2茨城県立医療大学付属病院整形外科,3茨

城県立医療大学医科学センター生理学

○宇賀美奈子'，西浦康正'，作田直記2，

佐々木誠一3，落合直之’

【目的】腕神経叢損傷の治療法の決定にあたって

脊髄と神経根の連続性の診断は重要である．従来，

体性感覚誘発電位や脊髄誘発電位が用いられてき

たが，これらは感覚上行路のみの診断であり，運

動下行路については推測しているにすぎない．そ

こで，今回われわれは，動物実験によって，経頭

蓋電気刺激による末梢神経誘発電位を計測し，計

測条件，計測方法の問題点などを調べた．

【方法】動物は，成ネコ5匹6側を用いた．静脈麻

酔後，筋弛緩剤を投与し，呼吸管理下に実験を行っ

た．高電圧電気刺激装置(D185,Digitimer)を

用い,200Vから1000Vの間で経頭蓋電気刺激を

1回行い，腕神経叢のすぐ末梢のほぼ同一レベル

において，5本の末梢神経からカブ型電極で誘発

電位記録を行った．得られた波形をコンピュー

ター処理しアーチファクトの除去を試みた．

【結果】閾値以上の十分な電圧刺激（500～600V

以上）で，各末梢神経から10ILV以上の誘発電位

計測が可能であった．潜時はほぼ同じであった．大

きなアーチファクトが重なるため，波形の同定が

必ずしも容易でないことがあった．閾値以下の波

形を増幅し，得られた波形からの差をとることに

よって，誘発電位を分離することが可能であった．

【考察】経頭蓋電気刺激による末梢神経誘発電位

を計測する試みの報告はあるが，まだ確立されて

いない．今回の実験では，閾値以上の十分な電圧

による1回の経頭蓋電気刺激によって神経誘発電

位を計測することができた．誘発電位の振幅は非

常に小さく，相対的に大きなアーチファクトが問

題であることがわかった．コンピューター処理に

よって誘発電位を分離することが可能であった．

【結論】経頭蓋電気刺激によって末梢神経誘発電

位を計測することができた．誘発電位の振幅は非

常に小さく，相対的に大きなアーチファクトが問

題である．

2-Pb-8

肘部管症候群の重症例の電気診断と機能再

建術の適応

ElectrodiagnosisofSevereCubitalTilnnelSyndrome

andlndicationfOrReconstructiveSurgery

'東北労災病院整形外科，2東北公済病院宮城野分

院整形外科

○信田進吾'，佐藤克巳1,中川智刀1,

近藤秀臣'，宮坂芳典2

【目的】肘部管症候群の重症例の術前の電気診断

から予後を判定して機能再建術の必要性を予測し

うるか否かを検討した．

【対象と方法】小指のclaw変形や知覚脱失を呈し，

臨床的病期分類（赤堀）が4期，5期に相当する重

症の肘部管症候群で術後1年以上経過観察した54

例56肢を対象とした．男性43肢，女性13肢であ

り，手術時年齢は平均62歳，罹病期間は平均2年

3カ月である．電気診断は肘部で尺骨神経を2cm"

隔で刺激して小指外転筋(ADM)より複合筋活動

電位(CMAP)を導出し（インチング法),振幅と

2cm区間の伝導時間を分析した．術式はKing変法

が34肢，皮下前方移動術が13肢,Osborne変法

が9肢である．術後経過観察期間は1年から4年5

カ月で平均22カ月であり，赤堀の評価法で術後成

績を評価して術前の電気診断と比較した．

【結果】術後成績は優が7肢，良が28肢，可が20

肢，不可が1肢であった.ADM-CMAPの伝導遅

延区間が6cm以上の症例には優の成績がなく，振

幅（対側比）は優群の平均18.4％，良群の11.9％

に対して，手内在筋筋力が3以下の可・不可群は

5.8％であり優群と比べて有意に振幅が小さかっ

た(p<O.01)．成績が可･不可の比率はCMAP導
出可能例は50肢中16肢．32％，導出不能例は6肢

中5肢・83％であり比率に有意差を認めた(X二乗

検定,p<O.05)．2cm区間の最大伝導時間(msec)

は優群，良群，可群で各々 1.8,3.2,3.4であり，各

成績群間に有意差がなかった．

【考察と結論】ADM-CMAPが導出不能ならば肘

部尺骨神経の運動線維は軸索変性に陥った神経線

維の比率が高いと推察され，術後の手内在筋筋力

の回復が予後不良となる可能性が高く，示指外転

機能再建術を考慮すべきである．
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2-Pb-9

虚血性手指痩痛と潰瘍に対する指動脈交感

神経切除術

DigitalArterySympathectomyfOrIschemicDigital
PainandUlcers

2-Pb-10

尺骨神経断裂を伴う手関節多数腱断裂小児

例の検討一最近の症例から

MultipleTbndonRupturewithUlnarNerveInjury

inChildren-RecentCases

市立札幌病院整形外科

○佐久間隆，平地一彦

'埼玉成恵会病院形成外科・埼玉手の外科研究所，

2高月整形外科･東京手の外科スポーツ医学研究所

○平瀬雄一'，山口利仁2，阿部幸一郎2

【目的】手指血行障害により発症する手指瘻痛と

指尖部潰瘍に対する外科的治療としてFlatt(1980)

は指動脈外膜剥離術を紹介した．しかし，本術式の

作用機序，膠原病が原因である場合の治療効果や手

術適応などについては不明な点がある．当科で施行

した症例の臨床成績を調査し，特に膠原病について

の手術適応を検討した．

【症例と方法】1993年以降13症例（男性9人，女

性4人）29指に本手術を施行した．年齢は17-65

歳（平均43．7歳)，原因疾患はRaynaud病6例，

膠原病4例（強皮症2例，抗リン脂質抗体症候群，

SLE各1例),ASO2例,Buerger病1例．罹患指

は示指10,中指7，環指1，小指5であった．術前，

血管造影またはサーモグラフィーを行った．手術

は罹患指基部で総指動脈と固有指動脈の分岐部を

5-20mmにわたり外膜剥離し，多数指罹患例では

榛骨，尺骨動脈の外膜剥離を追加した．術後，

PGE1を継続投与した．臨床成績は瘻痛と潰瘍の

治癒程度により4段階に評価した．術後経過観察

期間は3-60ヶ月（平均19.2ケ月）である．

【結果】術前，全例が罹患指の瘻痛を訴え潰瘍は29

指中17指に認めた．臨床成績は優(潰瘍治癒，瘻

痛消失）9指，良（潰瘍治癒，瘻痛著減）4指，可

(潰瘍縮小，瘻痛軽減）4指，不可（不変または悪

化）6指であった．不可6指の原因疾患はASO,

SLE,強皮症の各1例であった．他の膠原病症例の

抗リン脂質症候群と強皮症の各1例ではRaynaud

現象が改善し可以上の結果を得た．

【考察】本手術の効果は指動脈外膜剥離により交

感神経が切除され指動脈が拡張することによると

考えられるが，膠原病の血管病変は症例ごとに異

なり治療効果については不明な点が多い．文献上，

保存的治療が無効な膠原病の手指慢性虚血性疾患

に対して本術式が積極的に用いられており，今後

も詳細な検討が必要であると考えられた．

強固な腱縫合後の早期自動運動の有用性が提唱さ

れ一般的となりつつある．しかし，一方では，小

児例は依然として3週間程度の固定を行った後に

自動運動が行われるのが一般的なようである．わ

れわれは最近経験した，尺骨神経断裂を伴う手関

節多数腱損傷の小児例2例の経験を通して，小児

の多数腱損傷例の後療法のあり方について若干の

知見を得たので報告する．

【症例】症例は共に10歳の男女1例づつである．

尺骨動脈・尺骨神経の断裂とともに中・環・小指

の浅・深指屈筋腱・尺側手根屈筋の完全切断を呈

していた．男児例では正中神経・示指浅・深指屈

筋腱と正中神経の不全切断も呈していた．損傷日

同日に再建術を行い，尺骨動脈の吻合・尺骨神経

の縫合，断裂したすべての腱縫合を行った．腱縫

合は5-0ナイロン糸で縫合したが，深指屈筋腱は4

strandssutureを行った．後療法：手術翌日より

ハンドテラピストが母親と本人と連日コンタクト

をとり，術後3日目より，徒手的に他動屈曲と制

限付きの自動伸展運動,Duran法を施行した．動

脈・神経の縫合を行ったので手関節は屈曲保持し

た．術後3週より手指・手関節の自動運動を開始

した．術後5週より積極的な腱滑走拡大と筋力強

化を開始した．腱滑走訓練としては，手関節を含

めた動伸展を徐々に入れ，背側シーネで獲得した

手関節と手指の同時伸展を静的保持した．併せて

浅指屈筋腱の分離運動も開始した．機能評価：

%TAMは100-125%で，利き手に対する握力比で

は68-75％まで回復した．尺骨神経の回復と共に

clawhanddefbrmityは回復したが，男児例では

第2掌側骨間筋の運動神経のmisdirectionが残存

した．

【考察】これらの結果をふまえ，将来の小児多数

腱損傷例の後療法について若干の考察を加えた

い．

呂
盟
・
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2-Pb-11

麻痒手の爪形態の復原性

MorphologicalReintegrationofNailsinParalytic

Hands

'関東労災病院整形外科，2帝京大学整形外科

○小林康--1,黒島永嗣2

【背景】第45,46,47回の本学会で爪の形態は神経

因子と使用状態の影響により後天的に変化し，利

き手母指の爪は幅広になり片麻痒の麻揮手の全指

と肘部管症候群の小指では長く弩曲すると報告し

た．麻溥指の爪は神経麻痒が回復すれば，理論上

は形態が「後天的に」復原するはずである．しか

し肘部管症候群の術後回復例の中，変形した小指

の爪形態が戻った症例は確認できなかった．今回，

この現象を説明しうる症例を経験したので報告す

る．

【症例】6歳男児．02年8月21日受傷のGustilo

Type3Aの右上腕穎上開放骨折．正中神経の完全

麻輝症状を呈していた．神経症状は8月23日より

改善し始め，03年7月の時点で筋力がほぼ回復し

ていた.ADLが回復し，雲梯で遊ぶようになった

のは03年12月頃だった．

【方法】患側爪の変形が視診上で明らかとなった

03年1月と左右差が著明でなくなった04年8月に

全指の爪の画像を記録した．正面像の幅，長さ，僥

尺側の爪郭のなす角度，軸方向の僥尺側の接線が

なす角度，側面の近遠位の接線がなす角度を計測

した．また，爪長さ/爪幅を爪長さ比と定義した．

【結果と考察】母指と小指は変化が少なかったが，

示指は長さ比が変形時1.4＝回復期1.1(健側1.1)，

中指は変形時1.3＝回復時1.2（健側1.1)，環指は

変形時1.3＝回復時1．2（健側1.2）だった．他の

指標には明らかな変化はなかった．爪の変形は神

経が回復し始めた後も進行した．神経麻痒が回復

した時点では爪は変形したままであった．爪形態

の回復にはADLがフリーになってから，さらに約

半年を要した．爪形態の復原性には神経麻揮の回

復だけではなく，使用状態が高いレベルで回復す

る必要がある可能性をこの症例は示唆した．また，

年齢も関与しているのかもしれない．

2-Pb-12

手根管症候群におけるMRIの有用性

UsefUlnessofMagneticResornanceoflmagingin

Carpal'IilnnelSyndrome

'鈴鹿回生病院，2三重大学医学部整形外科

○森田哲正l,平田仁2,辻井雅也2,

佐野哲也'，藤澤幸三’

【はじめに】近年のoutcomeassessmentを用いた

研究で手根管症候群(CTS)患者は自覚症状の重

傷度が正中神経の電気生理学的評価と相関しない

ことが示されてきた．この事実からMachino皿は

CTSの症状が神経ではなく，周囲の組織に由来す

る可能性を指摘した．また,MRIを用いた研究で

は手根管内滑膜の腫脹が明瞭に示され，これによ

る内圧上昇がCTSの本態とされる．そこでCTSの

重傷度診断におけるMRIの有用性について検討

した．

【対象と方法】CTS48例，健常人14例を対象とし

た．対照群は病期をもとに4群(A;3ケ月以内,B;

4-6ケ月,C;7-12ケ月,D;13ケ月以上)に分け，健

常人をコントロールとした．術前MRIで有鉤骨鉤

レベルで横手根靱帯の張り出し(palmarbowing

ofnexorretinaculum;PBFR)を計測した．自覚

症状はT｣ikm･tscaleにて術前の瘻痛と異常知覚を，

電気生理についてはSCV,CMAPを評価し，これ

らを統計解析した．

【結果】PBFRはCTSの全ての群において正常群

より有意に高かった．さらにCTS群ではA,B,C

群の順にPBFRは高く,D群では再度高くなる傾

向であった．また自覚症状のうち瘻痛，特に夜間

痛とPBFRは相関関係を認めた．電気生理につい

てはPBFRとの間に関連性を認めなかった．

【考察】JervickらはMRIのCTSにおける診断，治

療決定における有用性は中等度でしかないと報告

したが，これはMRIと電気生理学的診断とを比較

した結果である．今回，私達は治療の決定に患者

が最も重視する自覚症状とMRIでのPBFRを比較

検討し,MRIにおける滑膜腫脹と瘻痛が相関する

ことを示した．以上のことよりMRIはCTSにおい

て診断だけでなく，新たに治療決定の際にも有用

な方法であると考えられた．
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2-Pb-13

手根管症候群のMRneurography
MRNeurographyofCarpalTimnelSyndrome

防衛医科大学校整形外科

○有野浩司，根本孝一，加藤直樹，

古賀龍二，津田悦史

MRneurographyは神経自体を選択的，非侵襲的

に観察できる．今回，手根管症候群の術前評価に

対してMRneurographyを試みたので報告する．

【対象】手根管症候群と診断された8例であり，男

性1例，女性7例，年令は39から80歳(平均61.5

歳)である．右側6例，左側2例で，全例に正中神

経領域の知覚鈍麻，手根部のチネル様徴候がみら

れた．

【方法】Philips社製1.0TまたはGE社製の1.5T

の装置を用い，手関節部のT2水平断を撮像し，高

輝度変化を示す正中神経の位置にあわせて矢状断

の撮像方向を調整した．矢状断のT2脂肪抑制画像

を中心に撮像した．造影剤は使用しなかった．

MRI矢状断像の正中神経の手根管部での径の減

少と近位の径の増大の有無，水平断像手根管部と

手根管近位の正中神経の短径の比について検討し

た．全例に対して上肢の挙上と内服薬による保存

的治療を行い，3ヵ月以上の保存的治療が無効

だったものを手術適応とした．

【結果】正中神経の手根管部の径の減少と近位の

径の増大を認めたものが4例，そのうち2例に手術

を行い，2例が手術待機中である．手根管部の径の

減少と近位の径の増大を認めなかったものが4例

で，4例とも症状は軽快した.T2水平断で高輝度

を示した正中神経手根管部の短径と近位との比は

前者は2．1～3．0，後者は1．3～1．6であった．

【考察】MRneurographyは手根管症候群におい

て正中神経の炎症や偽性神経腫と思われる神経の

腫大が判別でき，手術を要するものは神経の短径

の変化が大きかった．変化が小さいものは保存的

治療により症状が軽快した.MRneurographyは

手根管症候群の手術適応の決定に有用と思われ

た．

2-Pb-14

手根管症候群に対する自家考案レトラク

ターを用いた2小皮切アプローチによる滑

膜切除を兼ねた治療

CarpalTunnelReleaseandSynovectomyThrough

theTwoLimitedSkinIncisionUsingaNewlnstru-

ment

東京歯科大学市川総合病院整形外科

○高橋正憲，栩木弘和，川北敦夫，

雨宮拓二，古川満

手根管開放術には種々の小侵襲手術法が発表され

ている．我々は手関節および手掌の2小皮切によ

り滑膜切除を行い，自家考案のプローブおよびレ

トラクターで周囲組織を充分プロテクトした後，

フックメスで手根管を開放する方法を行い，良好

な成績が得られたので報告する．

【手技】局所麻酔下に，第1皮切はwristcreaseよ

り1横指中枢に約3cmの横皮切を加え，手根管入

口部を縦切開し，正中神経に愛護的にテープを掛

ける．滑膜が肥厚していれば，指を自動屈伸させ

ながら切除する．次いで強湾プローブを手根管の

尺側より挿入して，手根管出口から手掌方向へ持

ち上げ，プローブの先端を皮下に触れて手根管の

出口を確認する．出口部を中心に手掌に約2.5cm

の縦皮切を加え，プローブを目安にして手根管出

口まで展開する．手根管を出口から中枢に向かっ

て縦切すると，正中神経末梢部を直視することが

出来，肥厚した滑膜の遺残があれば切除する．こ

の段階では，すでに手根管の入口および出口は一

部切開されているため，手根管の未切開部は約

2cm長である．レトラクターを手根管中枢より挿

入し，周囲組織を充分にプロテクトした後フック

メスを手根管内に挿入して，中枢に引き切りしな

がら未切開部の横手根靱帯を完全に切開する．

【症例】症例は，女性7例，男性2例であり，症状

は全例改善した．滑膜肥厚が著しく癒着していた

1例で，小指の浅指屈筋腱をフックナイフで引っ

かけ損傷した．本例では滑膜切除が不充分で滑膜

と共に腱がフックナイフの刃に引っかかったこと

が原因している．以後，滑膜切除を充分に行うこ

とにより副損傷は起きていない．

【結語】手根管症候群に対し，自家考案のプローブ

およびレトラクターを用い，2小皮切から，滑膜切

除を行い，比較的容易で安全に手根管を開放する

手技を開発した．
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2-Pb-15

鏡視下手根管開放術の重症度による治療効

果の差の検討

EndoscopicCarpalTunnelReleaseisEffectivefOr

bothMildandSevereCarpalTunnelSyndrome.

2-Pb-16

手根管開放術後に発生した弾発指の検討

TriggerFingerFollowingCarpalnlnnelRelease

'香川大学医学部整形外科，2新潟県立吉田病院整

形外科

○加地良雄1,森健l,乗松尋道1,

田中英城2

北里大学東病院整形外科

○小林明正，二見俊郎，只野功，

森口尚生，脇田隆司

【目的】近年鏡視下手根管開放術が普及し，重症

例の手根管症候群にも適応が拡大されている．し

かし，屈筋支帯を切離するのみで神経剥離が行え

ないため重症例には不利なようにも思われる．今

回我々は高度の手根管症候群患者に対しても鏡視

下手根管開放術が十分な治療効果を挙げているか

を検討した．

【方法】平成8年以降に鏡視下手根管開放術を施行

した102手のうち，術後6ケ月の時点で適切な知覚

評価，電気生理学的検査を行い得た特発性手根管

症候群50手を対象とした．これらの症例を運動神

経遠位潜時(MDL)を重症度の指標と仮定して，軽

症群(6ms未満),中等症群(6ms以上8.5ms未

満)，重症群(8.5ms以上）の3群に分け，各群間

で術後の検査値の改善度に差があるかを検討し

た．

【結果】術前の軽症群，中等症群，重症群の平均

MDLはそれぞれ5.25,7.03,10.10msで重症にな

るほど遅延が認められたが，術後6ヶ月ではそれ

ぞれ4.33,4.26,5.61msと群間の差は少なくなっ

ていた．術前からの改善率もそれぞれ15.5,38.5,

44.1％であり，術前重症であるほどより大きな改

善が認められた．同様に示指指尖部のSemmes-

Weinsteintestも術前平均3.08,3.33,3.75が2.69,

2.54,2.87に，振動覚(Teknologue社製,SMV-5

を使用）も14.0,20.5,26,1×10-2Gが10.31,10.98,

11.8×10-2Gになり，術前の重症度に応じた差が術

後には消失していた．また，改善率も重症群でや

はり高かった．2点識別能検査でも同様の傾向を

認めた．

【考察】これらの結果から高度の手根管症候群にお

いても鏡視下手根管開放術で十分な治療効果が得

られることが示唆された．また，重症例ほどより

高い改善率を認め，術後6ヶ月までには軽症例と

同程度までの改善が得られると考えられた．

【目的】特発性手根管症候群(CTS)にしばしば

弾発指が合併することが知られている．第42回本

学会にてわれわれは,CTSに合併した弾発指の臨

床像について報告し，手根管開放術(CTR)後比

較的早期に弾発指が発生する例があることが判明

した．今回,CTRを行ったCTS例を対象に弾発

指の発生に関し後ろ向きに調査したので報告す

る．

【対象・方法】対象は1989年から2002年の期間

で，当科にてCTSと診断した症例中CTRをおこ

ない術後1年以上経過観察しえた137例，198手

であった．男11例，女126例でCTR施行時の平

均年齢は54歳（27～82）であった．手術側は右

54例，左22例，両側61例で，術後の平均観察

期間は29カ月（12～88）であった．以上の症例

で弾発指の発生頻度，発生指，発生時期などを診

療録から調査した．

【結果】CTR後に弾発指を認めたのは男3例，女

50例の計53例，59手（29.8％）で，単独指発生

例は46手，複数指は13手（2指9手，3指4手）

であった．弾発指総発生指数は76指で，母指30

手，中指と環指18手，示指6手，小指4手であっ

た．弾発指発生時期は,CTR後6カ月以内が38手

(50％)，6～12カ月が25手（33％)，1～2年が

10手，2年以降が3手であった．また，母・小指

はすべて1年以内の発生であった．一方,CTR前

あるいは同時に弾発指の治療を受けていたのは

31例，32手（単独指23手，複数指9手）で，こ

の中でCTR後に新たに別指の弾発指を認めたの

は12手であった．

【結論】CTSと弾発指は合併しやすく，両疾患の

発生には共通の因子(overuse?)の存在が示唆さ

れる.CTR後の弾発指は母指，中指，環指に好発

し，術後1年以内に発生しやすい傾向にある．

呂
盟
・
・
・■
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2-Pb-17

男性の特発性手根管症候群

IdiopathicCarpalTunnelSyndromeinMen

22-Pb-18

FGF-2を併用した連通性多孔体セラミック

スによる血管柄付き人工骨の作製

PrefabricationofVascularizedBoneGraftUsing

CombinationofFGF-2andVascularBundlehnplan-

tationintoaNovellnterconnectedPorousCalcium

HydroxyapatiteCeramics

広島大学大学院整形外科

○中佐智幸，石田治，砂川融，

中前敦雄，越智光夫

'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l,青木哲宏1,依田功1,

安富隆2，加藤博之3

【目的】特発性手根管症候群(CTS)は女性に多く

発症し，男性では頻度が少ないと考えられている．

男性例では，発症にOveruseとの関連も指摘され

ている．今回われわれは男性例CTSのMRI所見を

検討したので報告する．

【方法】特発性CTSと診断し，手術を行った男性

患者14人22手を用いた．神経伝導速度による病

期はSeverel5手,Extreme7,手であった．平均

年齢は58.4歳．手関節部の骨折，糖尿病,RA,痛

風の既往のあるものは除外した．手根管部MRIを

同一条件下で（1.5Tesla,T1,T2で横断像12スラ

イス）撮影し，正中神経断面積，輝度，手根管断

面積，屈筋腱断面積，横手根靱帯掌側偏位率を定

量化し，同程度の病期の女性患者72例80手の所

見と比較した．症状および神経伝導速度は手術に

より改善した．

【結果】手根管断面積，屈筋腱断面積は女性より

男性の方が大であった．正中神経断面積，輝度と

TCL掌側偏位率は男女間に差は認められなかっ

た．TCL掌側偏位と手根管横断面積には相関が

あった．

【結論】男性の方が女性より全般的に横断面積は

大であったが，正中神経や手根管の形態的変化に

差を検出することはできなかった．

【目的】連通性多孔体セラミックス(IP-CHA)に

動静脈血管束を挿入し,FGF-2を投与することで，

IP-CHA内で血管新生と骨新生を促進し血管柄付

き人工骨の作製を試みたので報告する．

【方法】成熟日本白色家兎24羽を使用した．右下

腿内側で伏在動静脈を露出し，これを末梢側で結

紮･切離し中枢に向かって挙上し,22mm×20mm

x5mm大のIP-CHAに作製した直径2mmの孔内

に挿入した．血管束を挿入する前に,IP-CHA内に

浸透するようにFGF-2(100ILg)を単回注入した

群をFGF群，生理食塩水のみを注入した群を対照

群とした．周囲からの組織侵入を防止するためIP-

CHAを骨蝋で包み，大腿皮下に固定した．血管新

生を術後2週，骨新生を術後4週で評価した．血管

新生は密度として100倍顕微鏡下1視野内に認め

る血管の本数を計測し，また血管束から新生血管

までの距離を計測した．骨新生は，200倍顕微鏡下

1視野内における類骨面の割合と，類骨の形成範

囲を計測した．分散分析で統計処理を行い,p<

0.05を有意差ありとした．

【結果】新生血管密度は,FGF群(10.1±1.6)が対

照群（6.1±0.9）より有意に高く，長さもFGF群

(3.3±0.5mm)が対照群(1.9±0.5mm)より有意

に高値であった.FGF群では術後4週で類骨の形

成を認め，その形成範囲は5.9±0.7mmであった

が，対照群では類骨形成を認めなかった．

【考察および結論】IP-CHA内に動静脈血管束を

挿入しFGF-2を単回投与することにより血管新生

と骨新生が促進されることが判明した.FGF-2と

血管束移植の併用により，血管柄付き人工骨が作

製できる可能性が示唆された．

呂
盟
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2-Pb-19

壊死骨の血管再生のための血管内皮増殖因

子遺伝子をもちいた遺伝子治療の実験

ExperimentalSmdyofGeneTherapyUsingVascular

EndothelialGrowthFactorGenefOrRevasculari-

zationofNecroticBone

l山口大学医学部整形外科,2MayoClinic

o勝部浩介’

【目的】壊死骨の血管再生を促進するために，血

管内皮増殖因子(VEGF)遺伝子を用いた遺伝子治

療の可能性を検討した．

【方法】実験動物には家兎を用い，アデノウイル

スベクターを用いて,VEGF-A遺伝子を導入した

群(VEGF群）と形質発現をしない遺伝子(ADV-

AE1)を導入した群(コントロール群)を作成した．

実験モデルは，家兎の伏在血管束を20mm剥離し，

伏在動脈の血管内から遺伝子を導入した後，壊死

骨（腸骨翼15mm×20mm)に作成した溝に埋め

込む方法を用いた．壊死骨には周囲組織から血管

が侵入新生しないようにシリコンシートで覆っ

た．それぞれの群において，遺伝子導入より1週

後，2週後，4週後のタイムコースにそって血管再

生を評価した．血管再生の評価には,141Ceをラベ

ルした微小粒子の溶液を一定時間で動注し，屠殺

後の壊死骨サンプル内の残留放射線レベルを測定

する事により得られる血流解析と，壊死骨内の血

管を色素物質で造影し，画像化することにより得

られる再生血管の長さと面積の形態学的解析を用

いた．

【結果】両群とも週数が増えるにつれて，血流解

析値，形態学的解析値ともほぼ同様に増加した．

VEGF群では1週目にコントロール群より血流解

析，形態学的解析とも有意に高値が得られた．2週

目，4週目にもVEGF群がコントロール群よりも

高値が得られたが，有意差は認められなかった．

【結論】VEGF遺伝子を導入した血管束を壊死骨

に挿入する方法は，単に血管束を挿入する方法よ

りも早期に確実な血管再生が得られると考えられ

た．

2-Pb-20

未分化間葉系幹細胞移植による上肢小関節

に対する骨軟骨再生の試み

TheFonnationoftheSmallJointCartilageandBone

byMesenchymalStemCellswithoutDifferentiation

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】現在まで，組織工学的な手法を用い，培

養軟骨細胞を利用した関節軟骨欠損に対する治療

が行われてきている．しかし，従来の方法は，特

に上肢小関節に対し使用するには正常軟骨組織へ

の損傷の問題がある．間葉系幹細胞（以下MSC)

は採取が容易で増殖能に優れ，低侵襲での軟骨欠

損の治療が実現できる可能性を持っている．今回

われわれは未分化MSCを用いて，骨軟骨欠損部に

移植し，その動態を検討したので報告する．

【方法】日本白色家兎の骨髄を採取しMSCを単離

した．細胞の蛍光マーカーであるPHK26を用い

て,MSCを標識．これをpolyglycolicacidの担体

に播種して一週間培養．ウサギ膝関節大腿骨穎部

荷重面に軟骨下骨に達する軟骨欠損を作成し，移

植した．関節裂隙にSeprafilm(GENZYME社製）

を使用．術後2．4．8．42週での肉眼的所見，組

織学的評価，蛍光免疫染色（コラーケン1．2型）

を行い作成した移植片を評価した．

【結果】移植組織は2週の時点で軟骨様の組織へと

変化していたが，2週から8週までに作成された軟

骨様組織の厚みは正常軟骨の2/3に減少し，8週か

らは変化しなかった．再生された軟骨様組織を構

成していたのは，大多数がPKH陽性の移植された

細胞であった．一方軟骨の下層にあたる再生骨に

もPKH陽性細胞が認められた．2型コラーゲンは

ほぼ軟骨様組織全体で発現し,PKH陽性細胞の局

在と重なっていた．1型コラーゲンの発現は，軟骨

下骨に近接した部分でのみ認められた．

【考察】未分化なMSCを骨軟骨欠損部に移植する

ことで，移植された細胞は骨および軟骨形成性細

胞に分化可能であり，その分化は移植部位により

決定された．臨床応用にあたっては，軟骨部分の

厚みの確保や再生軟骨の成熟度が重要な課題であ

り，骨および軟骨への分化を詳細に制御する方法

の確立が重要と考えられた．

－S209-



2-Pb-21

新しいコンセプトに基づいた人工指関節

(FINEtotalfingersystem)の開発と臨床
への応用

DevelopmentofTbtalFingerJointlmplant(FINE

TbtalFingerJointSystem)andClinicalApplication

BasedonaNewConcept

1東邦大学医学部整形外科，2東邦大学医学部付属

佐倉病院整形外科

○関口昌之l,勝呂徹1,馬目晃匡2,

大日方嘉行1，山本慶太郎’

2-Pb-22

PIP関節化膿性関節炎後の人工関節置換術

の治療経験

FingerArthroplastyAfterPyogenicArthritisofPIP

Joint

'山口整形外科，2濁協医科大学整形外科

○山口哲彦1，長田伝重2，岩本玲2，

藤田聡志2，玉井和哉2

【目的】関節リウマチ(RA)の手の変形のひとつと

して,MCP関節の掌側脱臼および指の尺側偏位が

高率に起こる．この変形に対して我々は関節表面

がより解剖学的形態に類似し，かつ基節骨の掌側

脱臼を制御する機構を備えたsemi-constraintype

の人工指関節であるFINEtotalfingersystemを

開発した．

【方法および成績】MCP関節の関節表面の形態を

知る目的で，8体のcadaverの基節骨基部および中

手骨骨頭のMCP関節面の計測を行った．関節面の

高さ(D-P)と幅(M-L)を各指で測定し，その比

率(D-PIM-L)を計測した．基節骨基部は，示指

0.772,中指0.802,環指0.791,そして小指0.795

であった．中手骨骨頭は，示指1.075,中指1.108,

環指1.178,そして小指では1.101であった．これ

らの計測値を基に各prosthesisの接地面の形を作

成した．また，基節骨側のprosthesisに突起（以

下ポスト）を作成し，その先端部がMCP関節の回

転の中心となるようにしたことで安定した回転運

動が再現された．ポストは中手骨側のprosthesis

にsnapmされ，屈曲運動時に基節骨の掌側への移

動を制御し，側方動揺性に対しては屈曲0-45.は

約10.の側方への自由度があるが，屈曲60｡以上は

ポスト基部と中手骨implant内側面との密着によ

り側方動揺性を規制する．ポスト基部への力学的

負荷に抗する曲げ強度をEHF-FB10kN(島津製作

所製)を使用して片持ち曲げ試験にて測定した．結

果は，シート圧縮成形品平均230N(23.5kg),

Directcompressionmolding成形品は平均224N

(22.8kg)であった．これよりポストの強度は，

RA患者の日常生活動作における手指への側方か

らの力学的ストレスに対して十分に抵抗できると

考えられた．

【結論】以上の結果から,FINEtotalfingersys-

ternは臨床応用可能と判断し,RA患者のMCP関

節置換術に使用を開始した．

【はじめに】化膿性関節炎後の人工関節を用いた

関節再建術は，感染の再燃を危‘倶しその報告例も

少ない．今回PIP関節に対し人工関節置換術を施

行した3症例を経験したので報告する．

【症例ならびに手術方法】症例1は56歳男性．左

示指PIP関節に木ぐずを刺し受傷．症例2は63歳

男性．左中指PIP関節にとげを刺し受傷．両症例と

も関節切除，持続洗浄術を施行し感染の鎮静化を

はかった．症例3は71歳男性．左示指PIP関節背

側をラジコン飛行機のプロペラで受傷．近医で開

放療法にて治療するも関節背側部欠損･関節拘縮

強く紹介にて当院受診．起炎菌は症例1がα溶連菌，

症例2がMSSA,症例3は不明であった.3症例と

も局所所見の消失とCRPの陰性化を待って人工関

節置換術を施行した．人工関節はNAKASRIMA

MF]DICALのTOTALFINGERSYSTEMを使用

した．手術は掌側アプローチで行い，腱剥離術も追

加した．後療法は手術翌日より自動運動を行い，3

週以降は他動運動･装具療法も追加した．経過観察

期間は6～19ヶ月（平均12.7ケ月）であった．

【結果】PIP関節の獲得可動域は症例1で術前-10/

15が術後-20/65,症例2で-10/20が-10/75,症

例3で-30/35が-10/90と改善した．全例感染の

再燃はなく関節の動揺性も認めなかった．

【考察】人工関節置換術までの待機期間について

は統一した意見が無いのが現状である．しかし指

関節は膝，股関節に比較して臨床所見がわかりや

すく，血液生化学的検査所見を参考に手術時期を

決定すればよいと思われた.PIP関節は指可動域

に占める割合が大きく，関節固定術では日常生活，

仕事上支障をきたすことが多い．本症例では比較

的良好な可動域を獲得でき，患者の満足度も高く，

選択枝の一つとして考慮してもよい方法であると

思われた．

呂
盟
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2-Pb-23

リウマチ母指MP関節に対するSwanson

flexiblehingetoelmplantを用いた再建術

SwansonFlexibleHingeTbeImplantArthroplasty

oftheMetacarpopharangealJointoftheRAThumb.

2-Pb-24

指MP関節に対する人工関節の設計と基礎

的研究

DesignofaSurfaceReplacementMetacarpopha-

langealProsthesis.

新潟県立瀬波病院リウマチセンター

○豊原一作，村澤章，中園

石川肇，若井祐司

土浦協同病院整形外科

○石突正文清，

【目的】関節リウマチにおいて，母指関節の罹患

は60～80％と高頻度で,MP関節破壊を伴った場

合には瘻痛，関節動揺性，変形により手指の動作

の障害を来たし，手の機能損失は大きくなる．我々

はLarsengrade3,4,5の関節破壊のみられる母

指MP関節に対しSwansonflexiblehingetoeim-

plantを用いた再建術を行ってきたので，その術後

成績について調査した．

【対象と方法】対象は1986～2003年に手術を行っ

た40例48母指（男2例，女38例)，手術時平均

年齢58（28～73）歳，平均罹病期間15（3～44）

年，平均経過観察期間5(1～18)年である．1995

年以後の36母指にグロメットが併用され，同時に

施行した手術は他指MP関節Swansonimplant置

換術24例，母指IP関節固定術16例，手関節固定

術または形成術11例である．

【結果】術後，瘻痛および腫脹は約90％の症例で

消失し，28例にみられたボタン穴変形は矯正さ

れ，再発はなかった．MP関節可動域(伸展/屈曲）

は術前-33./62.が術後-17./42.とより機能的肢位

である伸展側にシフトした．術後は握力，ピンチ

カ，握り動作の改善を認めた.implantの沈み込み
は平均2.2mm,折損は3母指であった．再手術4

母指の内訳はimplant折損2母指で再置換，折損

に滑膜炎を伴った1母指とK鋼線からの感染1母

指での抜去である．再置換例2例の術後経過は良

好であった．グロメット使用例に折損例はなく，折

損をエンドポイントとした生存率では術後5年で

96％，術後10年で86％であり，約80％の症例は

手術に満足していた．

【結論】リウマチ母指MP関節機能の獲得と中長期

にわたる機能維持が得られ本術式は有用であっ

た．

【目的】指MP関節の人工関節は主に関節リウマ

チ(RA)による関節破壊に用いられている.RAで

は骨破壊や軟部組織のバランスの破綻により，尺

側扁位や掌側への亜脱臼を起こしやすく,MP関

節に人工指関節を適用しようとすると，掌側亜脱

臼を起こさないようにするなどの配慮が必要とな

る．今回，そのような点を考慮し,MP人工指関節

を設計したので，そのコンセプトおよび基礎的研

究について報告する．

【設計のコンセプト】1:[MP関節の生理的な動き

を再現する]PIP関節の動きは蝶番関節と考えて

良く，屈伸方向の運動中心はmonocentricであ

る．しかし,MP関節の屈伸運動のinstantcen-

terはpolycentricであり，膝の運動に類似してい

るともいえる．中手骨側のインプラントを解剖学

的な形状を再現することとした．2：［掌側亜脱臼

を防止する］基節骨基部が掌側亜脱臼を防止する

ため，基節骨側にポスト・カム機構を付け，あた

かも人工膝関節脛骨インサートのposterior-sta-

bilizertypeともいえるデザインとした.3:[伸展

位での側方への可動性の獲得する]MP関節での

側方への可動性がないと指の外転・内転が不可能

で生理的な指の運動は期待できない．

【基礎的研究および結果】1:MP関節の伸展位で

の側方可動域は，骨靱帯標本を用いた実験では，母

指の側方可動域は約40.で一番小さく，小指の側

方可動域が一番大きく約60.であった．他の指も，

50～55度の側方可動域を有していた．2：掌側亜

脱臼を防止するプラスティックポストの強度試験

をおこなった．ポストのサイズを4mm×4mmと

41nm×6mmの2種類作成し，片持ち上げ試験をお

こなった．塑性変形に至る平均強度はそれぞれ9.8

Kg,18．6Kgであった．

■
■
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2-Pb-25

Apert症候群に伴う合指症の当施設におけ
る手術方針

OurPlanofOperationfOrSyndactilyAccompanied

withApertSyndrome

2-Pb-26

先天性小指MP関節拘縮に対する観血的治

療

SurgicalTreatmentforCongenitalStiffnessof

MetacarpophalangealJointofLittleFinger

'三重大学医学部整形外科学講座,2名張市立病院

整形外科，3鈴鹿回生総合病院整形外科

○辻井雅也l,平田仁1,大角秀彦2,

藤澤幸三3，内田淳正’

'神奈川県立こども医療センター形成外科，2横浜

市立大学形成外科

○山本康l,鳥飼勝行2,高橋卓也1,

牧野太郎l,小林眞司2

【はじめに】先天性指節癒合症はsymphalangism

として知られ，これには完全に骨性癒合を示すも

のから狭小ながら関節裂隙が存在するものも含ま

れる．しかし一般にMP関節の拘縮は含まれない．

また,symphalangismの手術適応は非常に少ない

ことが報告されている．私達は関節列隙を認める

先天性MP関節拘縮の4例5指に対して観血的治

療を施行した．その臨床所見，術後成績につき報

告する．

【症例呈示】症例1:29歳男性．生下時より両側小

指のMP関節拘縮であったが，外傷により右側小

指の可動性が得られた．そのため手術により左側

小指の可動性も得られると考え，当科を受診した．

背側関節包の切除と側副靱帯の部分切離術を行

い，術後の関節可動域は屈曲85.と改善した．症例

2,3:症例1と同様の手術にて良好な屈曲能力を得

た．症例4：16歳，女性．両側の先天性MP関節

拘縮にて当科を受診した．X線にて中手骨頭の変

形が他の症例より強かったため中手骨頭を形成し

た．術中は良好な屈曲であったが，徐々に低下し，

術後3ヶ月で術前とほぼ同じと不満足な結果で

あった．

【考察】symphalangismの手術はそのほとんどが

不満足な結果であり，一方，放置例で日常生活に

あまり支障がないことから適応は少ない．しかし

本症例の罹患関節は握り動作に重要な小指MP関

節で，実際に仕事，スポーツなどの社会生活に制

限を認めていた．そこで外傷により可動性を得た

症例1の経験から手術を施行し，症例3以外に良好

な結果を得た．症例3の成績不良因子として骨頭

の扁平化が著しかったためと考える．実際に

IIarrisは母指MP関節にて骨頭が扁平であるもの

は可動域が有意に小さいことを報告している．

MP関節の先天性拘縮で関節裂隙が存在し，骨頭

が円型を保つものは外科的治療が有用である可能

性が示された．

【目的】Apert症候群は頭蓋縫合早期癒合による頭

蓋狭窄，中顔面低形成などをきたす疾患であるが，

spoonhand¥mittonhandなどの両手の重度な合

指症も合併し，その治療も問題になってくる．我々

は1998年1月から2004年10月までに8症例の合

指分離手術を経験し多少の知見を得たため，当施

設の方針と共に発表する．

【方法】手術は原則的に母･示指間および中・環指

間を一回目におこない，合計2回とする．指分離

のデザインは手掌側･手背側ともに直線法とする．

骨性癒合部を分離･trimmingした後，末節部では

指尖に作成した皮弁で覆い，残りの骨・軟骨露出

部は皮下組織で可及的に被覆した後，鼠径部より

の全層植皮を行う．基本的にはtieoverは行わな

い．

【成績】術後の植皮の生着に問題はなかった．指

尖の皮弁の血行不良も起こらず指尖の形態も良好

である．手掌側の直線嬢痕も一時的には硬結を残

すケースもあったが，指のROMを障害するもので

はなく順調に成熟し，整容的にも良好である．

【結論】一般にspoonhandやmittonhandを呈す

るApert症候群の合指は末節骨およびDIP関節の

みならずPIP関節部でも骨性癒合をきたし手背側

凸に湾曲していることが多く，手掌皮膚が不足し

がちな印象がある．その為従来合指症で行うべき

zig-zagのデザインでは場合によっては手掌皮膚

が途切れて両側の植皮だけになってしまう恐れが

あり整容的にも好ましくない．またApert症候群

患者はDIP関節およびPIP関節ともに可動域を殆

ど持たないため直線切開であっても皮膚に緊張が

かかりにくく，硬結した嬢痕を生じにくいのでは

ないかと考える．また一般的に骨・軟骨露出部は

小範囲ならば直接植皮して問題ないとされている

が，指尖に皮弁を作成することにより爪郭を含め

た指尖形態を良好に形成することができるため優

れると思われる．

呂
翅
・
・

■
■
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中手骨に対する仮骨延長法の検討

MetacarpalDistractionLengthningbyCallotasis

2-Pb-28

指骨・中手骨に対する骨延長術の検討

BoneLengtheningoftheHandandFingers.

'関西医科大学整形外科学教室，2松原メイフラ

ワー病院整形外科

○中村誠也1,飯田寛和1,児島新1,

南川義隆2

奈良県立医科大学整形外科

○小畠康宣，矢島弘嗣，重松浩司，

河村健二，前川尚宜

【目的】近年骨延長法は骨移植が不要な仮骨延長

法が普及しつつある．今回我々は外傷による指列

の短縮や先天性の中手骨短縮症に対し仮骨延長を

施行したのでその成績を検討した．

【対象および方法】対象は8例9指で外傷症例6例，

先天性症例が2例3指である．内訳は男4例，女4

例，手術時平均年齢は25.4歳（12～56歳)．延長

骨は第1中手骨4例，第3中手骨が2例，第4中手

骨1例，第3，5中手骨同時延長例が1例で，経過

観察期間は平均13ケ月（5.7～28ケ月）であり，延

長には全例OrthofixM-100を用いた．これらの症

例の延長量，延長率(延長量／延長前の骨長)，創

外固定器装着期間,Healinglndex(HI),Extemal

Fixationhdex(EFI),合併症を検討した．

【結果】平均延長量は15.7mm(10～20mm),延

長率は37.3％（25～50％）で創外固定器装着期間

は平均104.9日（72～133日),HIは平均69.9日

/cm(50～133日/cm),EFIは27.5日/cm

(14.1～73日/cm)であった．延長終了後第1中

手骨症例で3例に第1指間形成術を，1例に骨移植

を追加した．延長中第1中手骨症例では内転拘縮

傾向が，他の症例ではMP関節の拘縮傾向を認め

たが最終調査時には改善していた．

【考察】母指列症例では指尖知覚が良好でpinch動
作が再獲得でき，他の造指術より簡便で延長量の

調整ができた事より患者の満足度も高く，また整

容的改善を目的とした先天性症例でも骨移植の為

他の部位を傷つける事が無い事も加え同様に満足

度は高かった．しかしながら，ほぼ全例で延長中

に関節拘縮が一過性に生じていた事から延長中の

拘縮予防訓練は必須であると考えた．

【目的】外傷や先天異常による手指の短縮に対し，

指節骨や中手骨延長による再建を施行した症例に

つき検討したので報告する．

【対象と方法】対象は男性11例，女性13例の計24

例36指で，手術時年齢は1～48歳（平均19.0歳）

であった．手術方法は，仮骨延長法が17指，持続

延長後骨移植法が9指，一期的延長骨移植法が5指

であった．仮骨形成不良にて骨移植に変更したも

のが5例あった．疾患は外傷性切断，短縮が11例

（うち1例はWAF後),先天異常11例，嬢痕によ

る短縮および腫瘍切除後の成長障害が各1例で，

延長指は母指7，示指6，中指12,環指7，小指4

であった．延長は術後7～10日目より0.5～1mm/

日の速度で行った．持続延長後骨移植法ではその

上に，術中の3～5mmの初期延長と最後に追加骨

移植を行った．用いた延長器は,SteUbrink:17例，

Hoffinann-mini:4例,OrthofixM-100:4例，

Penig-mini:1例,Ilizarov:3例であった．一期

的延長骨移植法は，術中に骨切り部を開大して骨

移植と内固定を一期的に施行した．術後経過観察

期間は6カ月～69ケ月（平均22カ月）であった．

【結果】仮骨延長法による獲得延長量は4～22mm

(平均12.9mm),創外固定装着期間は43～224日

(102.5日),healingindexは平均79.5日/Cmであ

り，持続延長後骨移植法ではそれぞれ10～20mm

(16.Omm),14～132日(53.1日),平均85.5日

であった．一期的延長骨移植法では延長量が7～

11mm(9.2mm),骨癒合までが平均62.0日で

healingindexに換算すると平均67.2日/cmであっ

た．合併症として1例に屈筋腱断裂を生じた．

【まとめ】中環指への使用にはnizarov延長器が有

用であった．また手指骨の延長は，他の部位と比

較すると治療期間を要するが，手指短縮症例に対

しては積極的に施行すべきと考えている．

呂
盟
呂
・
ロ
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1．8：30～9：30

2．9：30～10:30

3．10：40～11：40

4．12：30～13：30

5．13：40～14:40

日本手の外科学会

第11回春期教育研修会

抄録

4月23日(土）
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手再建に有用な皮弁：その適応と実際

平瀬雄一（埼玉手の外科研究所）.…………｡….………S215

先天異常手における母指の機能再建

一僥側列形成不全症を中心に－

高山真一郎（国立成育医療センター整形外科）………S216

リウマチ手の手術
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手指の骨折，脱臼の治療
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1

手再建に有用な皮弁：その適応と実際

VersatileTechniquesforSkinCoverageoftheHand

埼玉手の外科研究所

平瀬 雄 一

指尖損傷は数多くの日常診療で遭遇する疾患であり，多くの被覆法が発表されている．

｢類似した組織で再建する」という原則にもかかわらず，指内に挙上できる指動脈皮弁は一

般整形外科医には敬遠されがちな傾向があり，依然として骨を短縮した断端形成や隣接指

からの指交差皮弁･手掌皮弁が多用されている．敬遠される理由としては1)経験したこと

がない，2）どの皮弁を選択していいかわからない，3）手技が難しそう，4）以前に見たこ

とがあるが結果がよくなかったなどであろうと思われる.Obliquetriangularflapや掌側

前進皮弁･逆行性指動脈皮弁を習得すれば，ほぼすべての切断タイプに対応できる．しかし，

そのデザインや手術法が適切でないと術後に関節拘縮をきたしたり指尖に痛みを残したり

する原因となる．この代表的な皮弁の陥りやすいpitfallについて症例を呈示して述べる．ま

た，皮弁による指尖再建での一般的な注意点･pitfallについて,1)皮弁の動脈茎・神経茎

の選択2）術後の皮弁色調の確認と対処3）術後の装具活用法などを中心に述べる．従来

の植皮術では術後の圧迫は必要不可欠だが，関節部の固定は術後の可動域制限を起こす欠

点がある．そこで，固定を必要としない新しい植皮後の圧迫法VACSystemを紹介する．

－S215－
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先天異常手における母指の機能再建

一僥側列形成不全症を中心に－

ReconstructionoftheThumbFunctionforHypoplasticThumband

otherCongenitalAnomalyoftheHand

国立成育医療センター整形外科

高山真一郎

先天異常手では，整容的問題が訴えの中心となることが多い．多指症･合指症などでも機

能障害は存在するが，示指から小指では，軽度の短縮･可動域制限･変形などが手の機能全

体に及ぼす影響は比較的少ない．しかし母指の異常は重大な機能障害に直結する．本講演で

は榛側列形成不全症(母指形成不全症）を中心に，先天異常手における母指の機能再建につ

いて述べる．母指形成不全症では，障害程度に応じた再建方針は確立されつつあるが，再建

のポイントは，第1指間の十分な開大（母指内転拘縮の改善)，母指の安定，対立位（掌側

外転と回内）の獲得に集約される.BlauthllおよびIIIaではHuber-Littler法（小指外転

筋移行術)による対立再建が行われるが,MP関節の動揺性が著しいとつまみ動作で母指が

僥屈し，また指腹つまみには母指の回内が必要である．これらの問題点を解消するため，移

行筋腱末梢部を長母指伸筋腱と基節骨間を通してMP関節尺側の縫合する改良法を考案し

たので紹介する．また軽症例では，対立機能が不良にもかかわらず母指球筋が存在している

ことがある．この様な例では短母指外転筋(APB)付着部の掌側偏位が対立障害の原因で，

APB腱をMP関節尺側に移行する簡便な方法による対立再建が可能である.Blauthlllbの

重症型及び1Vでは示指の母指化術が一般に行われるが，母指の温存を希望することも多

い．この様な症例に対し，演者は骨端線を含む第4中足骨頭の遊離移植とHuber-Littler法

により再建を行ってきたので，その結果を述べる．その他，母指多指症術後変形，裂手症，

短合指症，多発性関節拘縮症(風車翼手)などについても，障害の状態に応じ，矯正骨切り

による変形の矯正，対立再建，骨延長，第1指間形成，拘縮解離と皮層移植などによる母指

の機能再建が求められる．

－S216－
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リウマチ手の手術

OperationforDefOrmitiesoftheHandinPatients

withRheumatoidArthritis

政田整形外科・リウマチ科

政田和洋

’

演者は第7回春期教育研修会で「リウマチ手関節の自然経過と手術選択｣，第9回春期教

育研修会で｢伸筋腱断裂の治療｣について講演したが，今回はリウマチ手の具体的な手術手

技に焦点を当て，手術の実際を解説する．1)手関節:手関節破壊の自然経過を予測して手

術法を選択することが最も重要なことは言うまでもない．棚形成術と手関節固定術を症例

によって使い分ける．われわれが行っている棚形成術(FUjita,Masada,JBJS,87A)と髄

内釘を用いた手関節固定術を解説する．2）伸筋腱断裂：第9回の研修会で講演したように

伸筋腱断裂で最も重要なことは手術法ではなく後療法であることを知るべきである．再建

術としては腱移植が理想であるが，できない場合には腱移行術，端側縫合を行う．1本の力

源で再建する腱の数は2本までにとどめたい．伸筋腱の腱間結合の解剖を理解して手術を行

うことが重要であり，環小指の断裂の場合，環指の総指伸筋腱を牽引することにより，小指

が十分に伸展するようならEDQの再建は不要である.3)母指変形：ボタン穴変形とスワ

ンネツク変形で90％をしめる.CM関節を動かし,MP関節,IP関節は固定する.CM関節

に対してはThompson法を行い，関節固定はAcutrakを用いると好都合である.4)手指の

変形:DIP関節の固定術以外は慎重に行わなければならない．ボタン穴変形にはMatev法

が有効である．スワンネック変形に対しては,PIP関節の変形を直すだけでは不十分であり

MP関節の掌尺屈偏位を矯正する必要があるが，技術的には難易度が高い．

－S2I7－
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手指の骨折，脱臼の治療
『

､F1･actureandDisIocationofFinger 厚

ー

－ F

F

陵T

f,

I窒二#E
新潟手の外科研究所

坪川直人

手指の骨折は手の外科で最初に触れる疾患であるが多くのピットフオールが存在する．

今回末節骨からCM関節までの手指の骨折，脱臼の多くの症例を供覧し説明する．

【総論】できる限り解剖学的に整復するが,alignmentが適性であれば問題はない.Kワ

イヤー，ワイヤーテクニック，プレート，スクリユー，創外固定，指交差現象について説明

する．

【各論】末節骨，手術の適応は少ないが爪母付近は偽関節になりやすい．マレツト骨折に

対する石黒法，我々の石黒変法について説明する．中節骨骨折,FDS付着部との関係で転

位方向が異なり固定肢位も異なる．中節骨基節骨頚部骨折ではrotationalsupracondylar

fiFactureが見落とされやすい．中節骨基部，基節骨骨頭骨折などのPIP関節脱臼骨折は最も

重要である．解剖学的整復と骨，骨軟骨移植,dynamictractionsystemなどの問題点や

Eaton法や血管付き関節移植などのSalvage法についても説明する.PIP関節脱臼には整復

困難なrotatorysubluxationが存在する.PIP関節靱帯縫合，陳旧性断裂に対しての再建術

を説明する.MP関節部では伸筋腱膜が存在し経皮ピンニングが困難であり保存療法である

Burkhalter法を提示する.MP関節脱臼は掌側軟骨板が障害となり整復不能の場合がある．

中手骨骨折は屈曲，回旋をきたしやすくピンニング，プレートによる内固定を行う.MP関

節ロッキング，母指MP関節ロッキングの発生機序，治療法を説明する．母指MP関節の尺

側，僥側靭帯損傷は頻度も多く関節の不安定性を引き起し手術療法が選択される．母指中手

骨基部関節内骨折はBennett,Rolando脱臼骨折ではピンニングが選択される場合が多い．

第4,5CM関節は動きがあり脱臼骨折に注意が必要である．母指CM関節脱臼，不安定性に

は靱帯再建術が必要である．
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｜
手根管症候群の診断・治療・成績評価

一明らかになってきた病態と、それに基づく診断、治療法の解説一

Carpaltunnelsyndrome-Pathophysiology,diagnosis,treatmentl
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三重大学医学部整形外科

○ 平 田 仁

蝉

手根管症候群は手の外科医が最も治療する機会の多い疾患であり，欧米における最近の

大規模疫学調査によれば一般人口の4％が手術対象となっている．手関節部で発生する正中

神経のentrapmentneurOpathyとされ，診断は電気生理学的評価と神経学的評価を基本と

し，正中神経の障害が明らかであれば外科的治療を考慮するのがこれまで一般的に勧めら

れてきた標準的な取り扱いである．しかし，このアプローチには様々な矛盾も内包されてい

ることが明らかになっている．たとえば代表的電気生理学評価である神経伝導性検査は正

中神経の機能を直接調べているにもかかわらず，重傷度，予後のいずれをも反映していない

可能性が高い．1993年Harvard大学のLevineらは統計学的に有効性が確認された手根管

症候群による能力障害(disability)評価であるAselfadministeredquestionnairefbrthe

assessmentofseverityofsymptomsandfUnctionalstatusincarpaltunnelsyndrome

(Bostonquestionnaire)を開発した.Bostonquestionnaireは現在crossculturaladapta-

tionを経て様々な国で利用可能となっており，これを用いた大規模疫学調査が盛んに行わ

れるようになっており，その結果手根管症候群の自然経過，各種診断技術の信頼度，各種治

療法の有用性，合併症の実態などが明らかとなってきている．また，我々及びMayoClinic

のグループを含む複数の研究機関により活発な臨床的，基礎的研究が進行しており，発症の

原因となっている屈筋腱滑膜の病態が徐々に明らかとなってきており，この最も有名で，治

療法もほぼ確立しているが，病態の判然としなかった疾患の全体像が徐々に明らかとなっ

てきている．これらの状況を解説し，また、今後の臨床及び研究の方向性に関して展望する．
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指尖部切断再接着術の実際

FingertipReplantation

小郡第一総合病院整形外科

服部泰典

ゴーーー

I_、

悪

指尖部切断の治療の原則は指の長さの温存・爪の温存・耐久性・知覚の回復・痙痛の防止

などである．さらに，年齢・性別・全身的合併症の有無・指の種類・治療期間・患者の社会

的背景なども考盧して治療法を選択するべきである．その治療法には，保存的治療の他に手

術的治療として再接着術･各種の皮弁形成術や断端形成術が挙げられる．再接着術の経過良

好例は当然のことながら機能的･整容的にも最良の結果であり，可能ならば再接着術が第一

選択とされるべきである．その適応については議論の多いところであるが，多数指切断を除

いて，整容的目的が主体であり，機能的にはすべての指に再接着術の適応があるわけではな

い．機能的には爪の温存によるnailpinchの再建が目的とされる．しかし，本邦では身体の

一部の欠損を嫌う国民性のため，多くの患者が整容的目的のため再接着術を希望するのが

現実である．このため，患者の希望が最優先され，それに応えることのできる手の外科医の

技術･経験により，その適応が決まると言っても過言ではない．指尖部切断再接着術の最大

の技術的問題点は静脈吻合であり，失敗の多くの原因は静脈うっ血である．静脈吻合不能例

では，医用ヒルの使用や，指尖部の魚口状切開からの潟血を術後1週前後行うと生着するこ

ともあるが，生着が不確実，潟血による患者の負担は決して小さいものではなく，輸血を必

要とすることもある．また,minorinjuryの指尖部切断では，合併症を起こすことなく再接

着術を成功させるのが原則で，リスクマネジメントという観点からも，このような静脈吻合

を行わない再接着術は避けるべきである．本講演では指尖部切断再接着術の手術手技の実

際を，特に静脈吻合のテクニックを中心に解説する．
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権太浩-S54,S58

近藤秀臣S203

近藤真S160

紺野慎-S6

【さ行】

察詩岳S72

齋藤育雄S107

斉藤佳乃S86

斉 藤 覚 S 9 9

斉藤忍S39

斉藤丈太S161

齋藤貴徳S102,S163

斉藤毅S42

齊藤善S65,S121,S165

斉藤聡彦S140

斎藤知行S83,S96

齋藤則男S176

斎藤治和S157,S200

斎藤英彦S55,S80,S97,

S121

三枝康宏S35

早乙女紘-S16

酒井昭典S174

酒井和裕S38,S70,S80

坂井健介S106,S112

酒井新介S46

酒井直隆S93

酒井直隆S96

坂井宏成S187

堺 慎 S 3 1

坂中秀樹S12,S15,S75,

S101

坂野裕昭S77,S78,S96,

S130

坂本和陽S191

作田直記S203

佐久間隆S168,S204

佐久間雅之S40,S198

笹益雄S105

佐々木勲S198

佐々木誠-S203

佐々木大蔵S68

佐々木孝S11,S95,S182

佐々木正修S185

貞広哲郎S127

サッキャイソラマンS191

佐藤和毅S11,S161,S173,

S182,S197



佐藤克巳

佐藤多賀子

佐藤吏

佐藤智宏

里見和彦

佐野和史

佐 野哲也

佐 野倫生

澤泉卓哉

澤泉雅之

澤田智一

沢辺一馬

椎 木栄一

高橋正憲

高橋光彦

高橋勇二

高畑智嗣

高畑直司

高原政利

高樋康一郎

高松聖仁

高見昌司

高山真一郎

須川敬

杉岡敏博

S203

S63,S103,S109

S72

S31

S16

S177

S205

S44

S65,S121,S165

S53

S44

S49,S153

S70

S54,S120

S32,S57,S146,

S152

S74

S185

S85,S180

S131

S210

S65

S32,S57,S134,

S146,S152,S193

S91,S125,S127

S52,S153

S193

S79

S153

S32,S57,S134,

S146,S152,S193,

S208

S150

S82

S2,S206

S87,S87

S80,S97,S121

S95

S31

S108,S154,S154

S132

S15,S65,S158

S56

S26,S28,S32,

S42,S105,S197,

S200,S216

S16

S77,S78,S130

S70,S117

S52,S73

S131

S86

S95,S182

S46

S29,S72,S144

S41

S119

S190

S172,S107,S180

S69,S74,S98,

S196

S188

S95,S182

S75

S159

S62,S67,S141,

S147

S169,S178

S34,S207

S8,S22

S162,S179

S26,S118,S149,

S173,S201,S209

S53

S166

S184,S186

Sll9,S122

S195

S207

S102

S27,S175

S73

S25,S192

杉岡

杉田

椙本

杉本

勝呂

鈴木

鈴木

洋一

直樹

淑子

良洋

徹

英介

修身

鈴木

鈴木

鈴木

鈴木

鈴木

砂川

一
彦
和
孝
久
融

康
茂
秀
正
義

高山拓人

瀧上秀威

瀧川宗一郎

瀧川直秀

滝沢明美

田口敏彦

武井照江

武石明精

竹内英二

竹葉淳

多湖教時

田崎和幸

田崎憲一

田鴫光

【し行】

塩之谷香

重冨充則

重松浩司

S139

S86,S134,S148

S47,S130,S142,

S194,S212

S171

S95

S83

S136

S47,S79,S155

S75,S76

S92

S31

S66

S94,S147

S184

S188

S81

S93

S50

S105,S110

S49

S67

S131

S145

S46,S126

S70

S112

S41,S45,S96,

S118,S179

S66

重光

設楽

紫藤

品田

篠原

四宮

柴田

柴田

島内

島田

島中

嶋村

島村

嶋脇

清水

清水

清水

下垣

下川

十字

白井

白石

白濱

神

俊男

幸伸

洋二

春生

孝明

謙一

克之

定

卓

幸造

浩輔

正

安則

聡

克時

弘之

雅恵

浩一

寛一

琢夫

久也

元

正博

裕道

角光宏

住浦誠治

【せ行】

関敦仁

関口昌之

関谷勇人

瀬崎壮一

S145

S210

S43

S77,S78,S130

田島

田島

多嶋

田尻

多田

克巳

康介

佳孝

康人

浩一

【そ行】

相馬有

副島修

添田晴雄

園畑素樹

S43

S186,S195

S49

S108,S192,S201

多田博

只野功

立花新太郎

立岩裕

建部将広

【た行】

高井宏明

高岡邦夫

S87,S87,Slll

S34,S55,S56,

S93,S124

Sl7

S33

S109,Sll4

S47,S152,S194

S191

S184,S193

S67

S83

S45,S175

S211

S125

高木

高木

高岸

高倉

高須

高瀬

高田

高橋

高橋

高橋

高橋

彦
彰
二
典
誠
己
彦
晃
司
也
足

岳
理
憲
義
勝
治
幸
卓
雅

克己

健司

浩二

寿一

利和

英城

暢之

泰徳

良康

司明

田中

田中

田中

田中

田中

田中

谷川

谷口

谷口

谷田

神野泰

【す行】

末永直樹

菅沼勝義

S131

S189



谷脇

田畑

田原

玉井

玉井

玉置

極井

丹治

祥通

泰彦

真也

和夫

和哉

康之

隆

敦

【と行】

土井一輝
子
一
幸
親
敦
郎
輔
志
清
生
希
文
直

夏
豪
智
英
浩
一
大
浩
見
如
芳
洋

中川

仲川

中佐

中島

中島

中島

中島

中島

中園

永田

中谷

長谷

中塚

S35

S51,S189

S208

S166

S83

S109,S114

S114

S88,S105

S29,S167,S211

S112

S175

S150

S12,S15,S75,

S158,S101

S113,S162,S179

S202

S71

S44,S99,S100

S208

S8,S22

S62

S192,S201

S155,S191

S176

S185

S148

S170

S12,S158

S11,S26,S42,

S89,S141,S159,

S161,S172,S173,

S190,S197

S30,S212

S122

S26,S47,S84,

S118,S139,S147,

S149,S155,S157,

S173,S201,S209

S92

S14,S73

S135

S58,S129

S143

S112

S96

S14,S19

S154,S154

S65,S121

S65,S121

S127

S111

S56

S128

S16,S25,S210

S24,S50

S92

S28,S32

S5,S13,S91,S98,

S101,S125,S127,

S140,S148,S164,

S177

S41,S45,S59,

S96,S99,Sll8,

S179

S14

S68,S97

S60

S157,S206

S174

S39

S18,S171,S119,

S122

S76

S1,S78,S82,

S120,S197

S17

S37

S135

S65

S89,S157,SI59

S29,S167,S211

S211

S160

藤哲

藤真太郎

遠山雅彦

徳永進

栩木弘和

戸羽直樹

土肥義浩

戸部正博

【ち行】

チーマタシーンS90

察栄浩S198

千 野博之S72

中條武秀S49

幸男

邦昭

康顕

昭

敦雄

健一

憲明

里美

順信

智

精吾

孝志

健

達雄

俊康

中土

中西

仲西

長野

中前

中道

中道

長嶺

長嶺

中村

中村

中村

中村

中村

中村

【つ行】

津下健哉

辻英樹

富岡秀樹

富田勝郎

S3,S37,S142

S18,S43,S100,

S132

S180,S205,S212

S104

S117

S14,S19

S190

S62,S206

S150

S161,S199

S43,S119

S119,S122

S192

S18

S181,S181

S6,S112,S123,

S185,S218

S151

S110,S111

S127

S74

S103,S108,S192

辻井雅也

辻野昭人

辻原隆是

辻村知行

辻本律

津田悦史

土金 彰

士田芳彦

土屋大志

常深健二郎

角田憲治

津布久義人

坪健司

坪川直人

次
雅
聡
康
昭
作
行
明

泰
善
浩
芳
一
勝
智

富田

富田

富山

鞆

戸山

豊原

鳥飼

鳥濱

【な行】

内藤正俊

長井卓志

永井正弘

中尾悦宏

S186,S195

S166

S86

S26,S84,S118,

S139,S147,S149,

S155,S157,S173,

S209

S2,S7,S11,S26,

S44,S61,S99,

S100,S129,S157,

S159,S161,S173,

S197,S200,S200

S54,S169

S63,S103,S109,

S139

S1,S63,S103,

S109,S139

S125

S3,S37

S203

中村

中村

中村

誠也

順之

蓼吾坪田貞子

坪根徹

坪屋英志

津留崎晋

鶴田敏幸

仲尾保志

中山幸保

永山宗一郎

永山盛隆

名倉温雄

那 須 義 弘

成沢弘子

成田俊介

成山雅昭

鳴瀬卓爾

南野光彦

南部昭彦

【て行】

出 口力 長尾聖子

長尾聡哉

S69,S74,S98,

S196

S7

S12,S15,S75,

S101

S188

S166

S62,S67,S141

手塚正樹

寺浦英俊 長岡正宏

寺田信樹

寺本憲市郎

田野確郎

史
豪
刀

種
智

川
川
川

中
中
中
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シ
別
別
關
邸
帥
別
刷
駒
別
刷
馴
馳
別
別
師
闘
師
馳
別
別
邸
別
説
別
別
別
馳
師
瓢

、ノ

ー
ッ
康
翁
誠
一
三
史
之
司
幸
三
子
志
樹
護
郎
淳
芳
雄
郎
上
人
直
男
満
彦
郎

行
一
克
憲
俊
恵
武
克
圭
宏
幸
礼
聡
正
太
浩
雅
俊
朝
清
忠
正
和
克

ふ
ル
良
間

Ｉ
イ
沢
田
田
原
本
士
井
尾
岡
澤
沢
田
田
田
谷
原
原
原
見
天
木
越
越
川
田
町

フ
深
福
福
福
福
冨
藤
藤
藤
藤
藤
藤
藤
藤
藤
藤
藤
藤
二
普
舩
船
船
古
古
古

長谷lll健二郎

畑 幸 彦

畑 中 均

蜂須賀裕己

服部達哉

服部泰典

S49

S102

S74

S3,S37

S201

S13,S98,S101,

S125,S127,S140,

S164,S177,S220

S77,S78,S96,

S130

S126

S79

S89,S90

S87,S87,S111

S3,S22,S24,

S177

S48

S61

S69

S17

S117

S78,S82,S120

S191

S9

S202

S159

S166

【に行】

仁井田学

新林弘至

西源三郎

西浦康正

S49

S140

S43,S119

S128,S195,S202,

S203

S106

S169

S48

S41,S45,S96,

S118,S156,S179

S140

S60

S143

S100,S188

S24,S50

S92

S140

S70

S89

S82

S75

S150

英次

健吾

栄恵

真史

西岡

西岡

西岡

西川

葉梨大輔

馬場

濱田

浜田

浜田

浜中

敏
恭
機
孝
輝

久
良
佳
一

西口滋

西園千史

西田圭一郎

西田淳

西谷江平

西村誠次

西村直巳

西山嘉信

西脇正夫

二武皇夫

二村昭元

丹羽知之

浜西千秋

早川武憲

林 博志

林 真仁

原邦夫

原隆

原孝

原徹也

原友紀

原由紀則

原田香苗【ね行】

根本孝一

根本充

S62,S202,S206

S171 【ひ行】

比嘉英麿

肥後知子

日高典昭

日高康博

日比野直仁

百名克文

平井良昌

平澤英幸

平瀬雄一

S135

S201

S182

S66

S87,S87,Slll

S24,S50

S106

S174

S13,S60,S204,

S215

S71

S85,S100,S162,

S180,S205,S211,

S219

S149

S168,S204

S53

Sl6

S117

S169,S176,S178

ｌ
隆
之
博
章
吾
洋
道

行
政
知
廣
進
隆
尋

の
下
宮

Ｉ
口
田
々
々
田
村
松

野
野
野
野
信
野
乗

S127

S81

S39,S51

S76

S203

S194

S170,S207

【へ行】

別 府 諸 兄 S51,S71,S88,

S105,S110

S71

S88

S105

S110

S31

S135

別府

別府

別府

別府

辺見

外間

諸兄

諸兄

諸兄

諸兄

俊一

カ人

【は行】

橋詰謙三

橋詰博行

橋本貴弘

橋本尚詞

橋本典之

橋本英雄

橋本二美男

蓮尾隆明

長谷川和重

平田和明

平田仁S143

S2,S81,S143

S134

S151

S197

S29,S72,S144

Sl

S119

S68

【ほ行】

星野秀士S166

ホセミゲルパグサリガン

S125,S127

細川哲S85,S91

堀 武 生 S 8 3

幸
彦
喜
純
庸
三

美
一
明
博
隆

平田

平地

平野

平野

平原

平山
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馳
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別
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卵
駆
別
別
馳
馴
別
別
醐
馴
印
刷
別
冊
副
騎

モ

ー
ー
英
充
哉
健
隆
樹
治
生
圭
妥
一
正
造
明
夫
茂
平
詞
治
彰
司

行
伸
朋
ム
敏
克
英
良
隆
尚
竜
哲
晃
義
寿
修
淳
浩
竜

もＩ
松
村
二
瀬
口
実
澤
下
田
田
都
友
本
本
屋
谷
橋
口

本
本
モ
百
森
森
森
森
森
森
森
森
森
森
森
守
森
森
森
守
森
諸
門

堀井恵美子 馬目

丸石

丸谷

丸谷

丸山

晃匡

晃

龍思

雅人

優

S26,S47,S84,

S118,S147,S149,

S155,S157,S173,

S209

S2,S28,S32,S44,

S105,S116,S129,

S161,S200

S62,S67,S141

S165

S38

S210

S41

S145

S6

S53堀内行雄

【み行】

三浦俊樹

三浦裕正

三上容司

三河義弘

水島秀幸

水関隆也

堀木

堀口

本城

充
元
昌

S90,S92

S85

S159

S49

S198

S33,S135,S142,

S174

S18,S171

S172

S40

S85,S91

S7,S27,S28,S33,

S48,S86,S102,

S122,S126,S131,

S135,S143,S168

S27,S160

S30,S212

S70,S117

S74

S132,S135

S192

S203

S48

S49

S82

S57

【ま行】

前川尚宜

前田崇

前田登

牧信哉

牧裕

S152,S212

S80

S79

S73

S6,S112,S123,

S185

S42

S187

S211

S79

S123

S29,S72,S144,

S217

S33,S132,S135

S131

S84,S201

S97

S165

S167

S188

S147

S127

S144

S51,S88,S110

S160,S168

S48

S186

S14

S38

S39,S84

S134

S162

S85

S17

S39,S51,S189

S184,S186

S148

水谷一裕

水本茂

三ツロ秀幸

光安廣倫

三浪明男牧田

牧野

牧野

牧野

牧野

政田

聡夫

健

太郎

仁美

正晴

和洋

三浪三千男

南川義隆

宮岡英世

宮城知之

三宅潤一

三宅孝宏

宮坂芳典

宮崎浩

宮田明人

宮本龍彦

宮脇剛司

正富

眞島

馬島

町井

松浦

松浦

松岡

松木

松崎

松下

松下

松下

松下

松下

松島

松末

松戸

松永

松永

松峰

松村

松村

松村

松本
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泰

【や行】

八木雅春

矢崎尚哉

矢沢慶史

矢島弘毅

矢島弘嗣

S106,S112

S47,S84

S170

S40,S198

S47,S55,S123,

S130,S142,S152,

S194,S212

S87,S87,Slll,

S189

S72,S144,S153,

SI82

S208

S14,S19

S56

S18

S4,S192

S62,S67,S141

S6

S69

S148

S63,S103,S109

S16,S210

【む行】

向藤原由花

武藤正記

宗内巌

村 尾 保

村上邦夫

村上成道

村澤章

村瀬剛

村田景一

村松慶一

安井夏生

S119

S70,S80

S52

S185

S171

S102,S113

S29,S167,S211

S94,S147

S55

S86,S134,S148

安田匡孝

安富

柳川

柳

柳原

梁瀬

矢野

矢吹

山内

山川

山口

山口

隆
司
之
泰
章
一
司
輔
之
平
彦

哲
英
義
公
省
大
知
太
哲

【め行】

目貫邦隆S174



山 口 利 仁 【ゆ行】

湯浅勝則

湯川昌広

【り行】

龍順之助S36,S63,S103,

S109,S139

S30,S53,S61,

S204

S102,S113,S143,

S150

S41

S161,S199

S185

S90

S39,S84

S188

S95,S182

S133

S12,S15,S56,

S75,S101

S159,S190

S114

S210

S182

S184,S193

S196

S173

S159

S14

S82

S212

S64

S45山 崎宏

山下貢二

山下敏彦

山 下 晴 義

山田明香

山田俊之

山田光子

山中一良

山根慎太郎

山 野 慶 樹

【よ行】

吉井雄一

吉岡千佳

吉川泰弘

吉 田淳

吉田綾

吉田健治

吉田紘二

吉田竹志

【る行】

類家拓也S169S128,S202

S143

S77

S130

S3,S22,S24,S177

S106

S82

S62,S67,S141,

S147

S67

S71

S17

S175

S134

S6,S112,S123,

S185

S19
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S208

S88

S93
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S39,S60,S84

S17

【わ行】

若井裕司

脇田隆司

和田卓郎

S29,S167,S211

S207

S18,S43,S100,

S132,S151,S161,

S199

S41

S118

S58,S129

S184,S186

S40,S198

S46,S126

S89,S90

S169

山部英行

山 本 敦 史

山本慶太郎

山本研

山本謙吾

山本浩司

山本さゆり

山本真一

山本久司

山本学

山本康

吉田友和

吉田典之

吉田宏樹

吉田宗人

吉田祐一郎

吉津孝衛

和田雅之

和田誠之

和田麻由子

渡辺克益

渡邉健太郎

渡 辺 千 聡

渡邉寛

渡 辺 頼 勝

吉村

吉村

依田

四本

米田

治
生
功
彦
弘

弘
光
忠
昌



併■催学会

その他のお知らせ



第17回日本ハンドセラピィ学会学術集会のご案内

第48回日本手の外科学会学術集会会長士井一輝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17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「筋再教育の実際」です．特別講演では筑波大学大学院人間総合科学研究科臨床医

学系整形外科教授の落合直之先生に専門家のお立場から「麻溥手の機能再建術と筋再教育をあわせた

術後セラピイの重要性」と題して，ご講演を賜ります．またシンポジウムでは「筋再教育の実際」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ます多くの先生にご参加をいただ

き，ご指導，ご助言を賜りますようご案内申し上げます．

記

日時：平成17年4月23日(土）9：30～16:00(受付開始8:45)

場所：海峡メッセ下関(9F海峡ホール）

テーマ：筋再教育の実際

参加費：医師（日手会会員）無料(抄録集代は別途500円頂戴いたします）

会員3,000円

非会員5,000円

学生500円

プログラム

9：30～9:40開会式

9：40～11:30一般演題

座長聖隷浜松病院奥村修也OTR

1．若年者と中高年者の手指冷水刺激前後の表在感覚

一宮市立市民病院森万祐子OTR

2.RA性尺側偏位に対する術後セラピイの工夫

松原メイフラワー病院國時和子OTR

3・既術性多数指切断例の把持機能再建について

あさひ病院茶木正樹OTR

4．屈筋腱剥離術後の後療法の検討

新潟中央病院表麻実子OTR

5．伸筋腱皮下断裂に対する腱移行術後の簡易装具の工夫

一減張位早期運動療法のために－

太田総合病院土井てるみOTR

6．遠位僥尺関節症に合併する伸筋腱皮下断裂に対する腱移行術の後療法

土谷総合病院石橋律子OTR

11：30～12：30昼休み



12:30～13:30

13:40～15:40

特別講演

筑波大学大学院人間総合科学研究科臨床医学系整形外科教授落合直之先生

「麻揮手の機能再建術と筋再教育をあわせた術後セラピイの重要性」

司会小郡第一総合病院渡邊政男OTR

シンポジウム

筋再教育の実際

座長せんぼ高輪病院仲木右京OTR

1．前腕肢位が長僥側手根伸筋および尺側手根伸筋の

経頭蓋磁気刺激誘発電位に及ぼす影響

新潟医療福祉大学大山峰生OTR

2．重度手根管症候群例における母指対立再建術後の3週間固定法と

早期運動療法の比較一筋再教育の効果について－

愛野記念病院田崎和幸OTR

3．上位型腕神経叢損傷に対する肋間神経交叉移行術後のセラピィ

ー多数機能同時再建後の筋再教育一

小郡第一総合病院徳若雅之OTR

4．広背筋移行による肘屈曲再建例の筋収縮特性

新潟中央病院土田尚美OTR

5・全型分娩麻揮の早期神経修復術後の上肢機能

大阪府立母子保健総合医療センター稲垣友里OTR

15:45～16:00閉会式

*参加申込は当日会場で承ります．

お問合せ先〒754-0002山口県吉敷郡小郡町下郷862-3

小郡第一総合病院リハビリテーション科

渡邊政男

TEL:083-972-0333(内線190)

FAX:083-973-4909

E-mail:rehab@ogoridaiichijp



第44回手の先天異常懇話会開催のお知らせ

手の先天異常懇話会を第48回日本手の外科学会学術集会会期中に開催いたします。問題症例などを

持ち寄っていただき自由に討論する会ですので、多くの方々の参加をお待ちしております。

会の進行を円滑に行うため呈示していただく症例の数と概要をあらかじめ把握しておく必要があり

ますので、前もって応募していただくようお願いいたします。発表された症例につきましては懇話会

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。

会

会

内

会

期：平成17年4月21日（木）

場：学術集会第4会場

容：症例検討

費:1,000円

12:30～13:30

応募方法：平成17年3月末日までに郵送または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、先天異常委員会で検討のうえ、後日報告させていただき

ます。

郵送先：〒355-0072埼玉県東松山市石橋172l

埼玉成恵会病院・埼玉手の外科研究所福本恵三

E-mail:handsurg@seikei.or.jp

※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PCを持参してください。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

換ケーブルも持参してください。また、PCのトラブルに備えてプレゼンテーションをCD-ROMま

たはUSBメモリーで持参してください。スライドによる発表は受け付けません。発表時間は5分で

す。発表者の方は必ず時間までに会場受付にお越しください。

日本手の外科学会先天異常委員会

委員長福本恵三



第28回末梢神経を語る会のご案内

記

会場：海峡メッセ下関

山口県下関市豊前田町3丁目3－1

TEL:0832-31-5600

日時：平成17年4月22日（金)18:00～20:00

（第48回日本手の外科学会2日目終了後）

テーマ：「末梢神経・脊髄神経に関する最近の知見」

講演：1．損傷脊髄に対する神経幹細胞移植一現状とその展望一

慶應義塾大学医学部整形外科講師中村雅也

2.RestorationofFunctionafterRe-ImplantationofAvulsed

RootsintotheSpinalCord

ProfessorofPedpheralNerveSurgery

TheRoyalNationalOrthopaedicHospital,Stanmore,UK

Prof.ThomasCarlstedt

※会場費として1,000円を徴収させていただきます。

※日本整形外科学会教育研修会専門医資格継続単位（2単位）を申請しております。

第28回末梢神経を語る会

ハンズ高知フレッククリニック貞

東京大学大学院形成外科学光

広島大学大学院整形外科学越

共催：末梢神経を語る会

エーザイ株式会社

当番世話人

廣哲郎

鴫勲

智光夫



日本手の外科学会雑誌

編集

発行所

第22巻第1号平成17年3月1日発行

第48回日本手の外科学会学術集会

会長士井一輝

〒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



HeadlessCompressionScrew

数多く存在するボーンスクリューの中にはヘッドレススクリュー､キャニュレイティッド

スクリュー､そして優れた圧迫をもたらすコンプレッシ響ンスクリューなどがありますが、

アキュトラックスクリューはそれらの特長をすべて兼ね備えていま藻しかもシンプル

な手術器具により技術面での簡便性を実現しました。

AcMrakWamilyLinel_p

■スタンダードアキュトラック

■ミニアキュトラック

■アキユトラツク4/5

■アキュトラックプラス

■アキュトラックフュージョン

輯

各種ｱｷｭﾄﾗｯｸスクリューを使い分け

Lﾉていただくことで､骨折部位および骨片

の大きさに関わらず様々な関節内骨折や

指(趾)節間関節固定術でご使用いただ

けま式

舟状骨骨折使用例〈スタンダ…蕪アキュトラツク）承認番号：21200BZGOOO39医療用具

MayoClinic
Co叩rue賊日加wPIat8SVstem

瀧
崎
趨 MayoCIInicコングルエントエルボーブレートはMayoClinicのShawrl

ODriscoll,MD.およびEibcwServiceが共同で開発した肘関節用のプレートシ

ステムです。

製品ライン

■上腕骨遠位端内側プレート

■上腕骨遠位端外側プレート

■上腕骨遠位端後方プレート

■肘頭プレート

使用部位や骨折型に応じて､2.7mm径

もしくは3.5mm径のコーティカルスクリ

ュー､4.Omm径のキャンセラススクリュ

ーを選択L/とご使用いただけま式F

医療用具承認番号:21600BZGOOOO4

詳しい資料は下記までご請求下さい。

札幌荘011－622－4361

仙台EO22－299－2371

東京BO3－5665－2780

関東君048－652－3716

名古屋盆052－242－5201

京都丑075－595－8901

大阪窓06－6223－0751

広島恋082－567－6661

福岡窓092－522－2818

■製造元

〃，ノ1l林メテイカル
円缶urnEm

発売元小林製薬株式会社小林ﾒデｨｶﾙカンパニー
〒541.0047大阪市中央区淡路町4－413南星ビル

TE1－:O6-6223-O602FAX：06-6222－7228

輪入元

小林製薬株式会社
本社大阪市中央区道修町4-3-6



NE[Empoweredbylnnovation

もういちど。

やりなおせるってすばらしいこと。

ようやくパソコンにも

そういう時代がやってきました。

私たちNECが責任をもって取り組む

リフレッシュPC事業。

いわゆる中古品の発想ではなく

ちゃんと使えるパソコンだからこそ

もういちどキレイに“再生,，してあげる。

いいモノを長く使えるようにすることは

考えてみれば、エコの基本でした。
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www.it-eco.net

NEC山口支店〒754．ool4山口県吉敷郡小郡町高砂町1-8(MY小郡ピﾙ)TEL:(083)973･3003NECは爵Y;世球溥を応援します。
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トライプレイナ一手関節用創外固定器
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Universal,

EasyAssembly

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。

軽量(529)でコンパクトな固定器は､装着蓮
'，鶴鑑識鑑識隷識礁麹
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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。 ※

kiscomEdにalGroup

発売元キユコ･ﾃﾔー ｱｲﾌLル株式会社
〒540-0021大阪市中央区大手通2‐3‐14

本社 大 阪 本部東京本部
TEL(06)6944-1191TEL(06)6203-6155TEL(03)5842-3190

輸入元寿医科商事株式会社

札幌
TEL(011)261-7970

名古屋

TEL(052)800-7600
福岡

TEL(092)474-1661
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定医薬品.要指示医薬品注'）

静注用o.59．19,キット静注用19

注射用フロモキセフナトリウムRumarin略号FMOX
注1）注意一医師等の処方せん・指示により使用すること

■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B5@:登録商標〔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
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抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤｜薬価基準収載｜

レミケロ膿点滴静注用100
REMICADEoforl.v.Infusionloo
インフリキシマブ(遺伝子組換え)製剤

「至涌菌乗璽団|爾軍｢滑定医蕊廓[雲預烹医壼j注)注童医師等の処方せん.指示により使用すること

※効能・効果、用法・用量、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。
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相互作用

併用注意(併用に注意すること）
ニューキノロン系抗菌剤エノキ

ある｡痙型が発現した場合には、

日

サシン等(痙筆を起こすおそれが

気道を確保し､ジｱせバﾑの静注

等を行う｡）

4.副作用

本剤は､副作用発現頻度が明確となる臨床試験を実施していない。
なお､1％ジクロフェナクナトリウム軟膏において承認時までに報

告された副作用は､総症例1.062例中41例(3．9％)､53件であ

った｡その主な症状は､皮膚炎(発疹､湿疹､皮疹かぶれ)27件
（2．5％)､そう痒感9件(O‘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｡（1％ジクロフエナ
クナトリウム軟膏承認時までのデータ）

【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､上腕骨上顎炎

（テニス肘等)､筋肉痛(筋･筋膜性腰痛症等)､外傷後の腫脹･瘤痛

【用法及び用量】

1日1回患部に貼付する。

【使用上の注意】

1慎重投与(次の患者には慎重に使用すること）

気管支喘息のある患者[気管支喘息患者の中にはアスピリン喘息

患者も含まれており､それらの患者では重症喘息発作を誘発する

おそれがある｡］

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盧すること。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。

｜

注)このような症状があらわれた場合には､使用を中止する等適切な処置を
行うこと｡

●その他の使用上の注意については､製品添付文書
をご覧ください。

経皮鎮痛消炎斉|」「詞而薑奉面読1
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〃Wルティスファーマ株式会社
〒106-8618東京都港灰丙麻布4-17-30

製造:同仁医薬化工株弍会社

画面0120－
受付開聞:月～金

…U、

2004年5月作成

【禁忌(次の患者には使用しないこと)】

1本剤の成分に対し過敏症の既往歴の

ある患者
2.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[菫症喘

息発作を誘発するおそれがある｡］

皮膚注）

頻度不明lO'%~5%未満
光線過敏症 皮膚炎､そう痒感､発赤

皮層のあれ､刺激感

0．1％未満

水庖､色素沈着
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③バイオメツト・ジャパン株式会社(医療用具許可番号13BY6456)
本社：〒105-OO14東京都港区芝1丁目5番9号住友不動産芝ビル2号館8階

TELO3-5730-1300I@FAXO3-5730-]314

大阪営業所：〒532-0011大阪市淀川区西中島7丁目4番17号新大阪上野東洋ビル11階
TELO6-6100-3960FAXO6-6100-3270

東日本お客様窓口:TELO3-5767-7890FAXO3-5767-7887

西日本お客様窓口:TELO6-6100-3960FAXO6-6100-3270

http://www.biometcojp/
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骨粗髭症治療薬

墨ち刀ザL

アレンドロン酸ナトリウム水和物錠

万せん彌示に虫Q便里すること:<薬価基準収載＞

Fosamac③TabIets-S

劇塞､甘定医藁品

(2)本剤の投与によﾄﾉ､上部消化管に関する畠|l作用が報告されているので､観察
を十分に行い､副作用の徴候又は症状(嚥下困難､嚥下痛又は胸骨下痛の
発現又は胸やけの発現･悪化等)に注意し､患者に対して､これらの症状があ
らわれた場合は､本剤の服用を中止して診察を受けるよう指導すること。

（3）骨粗霧症の発症にエストロゲン欠乏､加齢以外の要因が関与していること
もあるので､治療に際してはこのような要因を考慮する必要がある。

(4)患者には､食事等から十分なカルシウムを摂取させること。
(5)低カルシウム血症のある患者は､本剤投与前に低カルシウム血症を治療

すること｡また､ビタミンD欠乏症又はビタミンD代謝異常のようなミネラル代
謝障害がある場合には､あらかじめ治療を行うこと。

3．相互作用［併用注意](併用に注意すること）

【禁忌(次の患者には投与しないこと)】

(1)食道狭窄又はアカラシア(食道弛緩不能症)等の
倉猶痛渦を遅延させる障害のある患者

(2)30分以上上体を起こしていることや立っていること
のできない患者

(3)本剤の成分あるいは他のビスホスホネート系薬剤
に対し過敏症の既往歴のある患者

(4)低カルシウム血症の患者

【効能･効果】骨粗纒症
|ー一一一~一一百一一一.一一一一一=ー~一一一一一一一一一一一一一.一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一二

I<効能･効果に関連する使用上の注意〉

'（1）本剤の適用にあたっては､日本骨代謝学会の診断基準等を参考に、1
1骨粗霧症との診断が確定している患者を対象とすること。
I(2)男性患者での安全性及び有効性は確立していない。

【用法･用量】
通常､成人にはアレンド､ロン酸として5mgを1日1回､毎朝起床時に水約
180mLとともに経口投与する。

なお、服用後少なくとも30分は横にならず､飲食(水を除く)並びに他の薬
剤の経口摂取も避けること。

l<用法･用量に関連する使用上の注意＞

'（1）本剤は水のみで服用すること｡水以外の飲み物(Ca､Mg等の含量の特’
1に高いミネラルウオーターを含む)､食物及び他の薬剤と一緒に服用する1
1と､吸収を抑制するおそれがある。
I(2)食道及び局所への副作用の可能性を低下させるため､速やかに胃内へと1
1至|l達させることが重要である｡服用に際しては､以下の事項に注意すること。1
11)起床してすぐにコップ1杯の水(約180mL)とともに服用すること。
’2>口腔咽頭部に潰瘍を生じる可能性があるため､本剤を噛んだり又はI

口中で溶かしたりしないこと。

13)本剤を服用後､少なくとも30分経ってからその日の最初の食事を摂り、；
食事を終えるまで横にならないこと。

’4)就寝時又は起床前に服用しないこと。

【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）嚥下困難､食道炎､胃炎､十二指腸炎､又は潰癌等の上部消化管障害がある患者
（2）重篤な腎機能障害のある患者

2.重要な基本的注意

（1）本剤は他のビスホスホネート系薬剤と同様に､咽喉頭､食道等の粘膜に対
し局所刺激症状を引き起こすおそれがある｡特に適切に服用しない患者で
は､食道､口腔内に重度の副作用が発現する可能性があるので､服用法
について患者を十分指導し､理解させること。

4-副作用
（1）重大な副作用

1）食道･口腔内障害:食道障害(食道穿孔(頻度不明)注)､食道狭窄(頻
度不明)注)､食道潰瘍(頻度不明)注)､食道炎(0.4％)､食道びらん(頻
度不明)注)があらわれ､出血を伴う場合がある。）、口腔内潰瘍(頻度
不明)注)があらわれることがある｡観察を十分に行い､徴候又は症状(吐
血､下血､貧血､嚥下困難､嚥下痛､胸骨下痛､胸やけ､口腔内異和感、
口内痛の発現･悪化等)に注意し､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。

2）冑･十二指腸障害:(出血性)胃･十二指腸潰瘍(いずれも頻度不明)注)、
出巾性胃炎(頻度不明)注>があらわれることがある｡観察を十分に行い、
徴候又は症状(吐血､下血､貧血､上腹部痛､心窩部痛､上腹部不快
感の発現･悪化等)に注意し､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。

3）肝機能障害､黄疸(いずれも頻度不明)注):AST(GOT)､ALT(GPT）
の上昇を伴う肝機能障害､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。

4)低カルシウム血症(頻度不明)注):痙鑑､テタニー､しびれ､失見当誰、
QT延長等を伴う低カルシウム血症があらわれることがあるので､異常が
認められた場合にはカルシウム剤の点滴投与等を考慮すること。

5）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)（いずれも頻度不明)注):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)等の重篤な皮
膚症状があらわれることがあるので､観察を十分に行い､異常が認めら
れた場合には直ちに適切な処置を行うこと。

注)自発報告あるいは海外において認められている｡

■本剤のご使用にあたり、【使用上の注意】等詳細につい
ては､製品添付文書をご参照ください。

e轍鮒藍議潟謬
②T｢ademarkofMerck&CO,1ncWhilehouseS1ation,N,』.,U､S,A､

2004年11月作成10．06FSMO4-J-4722J

薬剤名等
カルシウム､マグネシウム等の金属を含有する経口剤

カルシウム補給剤制酸剤マグネシウム製剤等
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｜【効能.効果に関連する使用上の注意】
’本剤の使用により重篤な接触皮腐炎､光線過敏症が発現することがあり、’

’中|こは重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’

’療上の必要性を十分に検討の上､治療上の有益性が危険性を上回る場合｜
’にのみ使用すること。
'－－－－－－－－－－-一一一-－－－－－－－．－.__－－－－－－‘-.--------－－－－－－－－－－-.-----」

【用法･用量】

1日2回患部に貼付する。

【使用上の注意】

1.慎重投与（次の患者には慎重に使用すること）

気管支喘息のある患者[アスピリン喘息患者が潜在しているおそれがある｡］

p重妻な基本的注意

（1）本剤又は本剤の成分Iこより過敏症(紅斑､発疹･発赤､腫脹､刺激感、

痩痒等を含む)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､使用前に患者に対し次

の指導を十分に行うこと。

1）紫外線曝露の有無にかかわらず､接触皮膚炎を発現することがある

ので､発疹･発赤､瘻痒感､刺激感等の皮膚症状が認められた場合

には､直ちに使用を中止し､患部を遮光し､受診すること｡なお､使

用後数日を経過して発現する場合があるので､同様に注意すること。

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､紫外線を透過させにくい色物の

衣服などを着用すること。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､同様に注意すること。

（3）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。

（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）慢性疾患(変形性関節症等)に対し本剤を用いる場合には薬物療法以

外の療法も考慮すること｡また患者の状態を十分に観察し､副作用の

発現に留意すること。

●モーラスの主薬ケトプロフェンは､すぐれた鎮痛抗炎症

作用を有し､水性墓剤からの放出性.経皮吸収性にすぐ
れている。

●モーラスは､従来品に比べ「におい｣の指標となる揮散
成分が70%以上低減した。

●モーラスは､関節部などの屈曲伸展部位にも貼付できる
粘着性･伸縮性を有する製剤である。

●副作用総症例6,90B例中副作用が報告されたのは
141例(2．04%)で､すべて接触皮膚炎であった｡その
症状は､発疹32件､発赤3B件､瘤痒感29件､刺激感9件
等であった｡(再審査終了時）

ほかに医師などの自発的報告により､アナフィラキシー

様症状､喘息発作の誘発(アスピリン喘息)､光線過敏症
の発現が報告されている。

●重大な副作用として､アナフィラキシ一様症状､喘息発

作の誘発(アスピリン喘息)、接触皮膚炎、光線過敏症
がある。

指定医薬品

経皮鎮痛消炎剤〔薬価垂奉収戴〕

モーラユ｡繭伽藍iiS｡
【禁忌】（次の患者には使用しないこと）

（1）本剤又は本剤の成分に対して過敏症の既往歴
のある患者

（｢重要な基本的注意｣の項（1）参照）

(2)アスピリン喘息(非ステロイド性消炎鎮痛剤等

による喘息発作の誘発)又はその既往歴のある

患者［喘息発作を誘発するおそれがある｡］

(3)チアプロフェン酸､スプロフェン録フェノフィ

ブラート及びオキシベンゾンに対して過敏症

の既往歴のある患者[ケトプロフェンと交叉

感作性を有することが知られており､本剤の
使用によって過敏症を誘発するおそれがある｡］ ●その他の使用上の注意については添付文書をご参照下さい。

2005年2月作成【効能･効果】

下記疾患並びに症状の鎮痛･消炎

変形性関節症、肩関節周囲炎、腱･腱鞘炎、腱周囲炎、上腕骨上穎炎

（テニス肘等)、筋肉痛､外傷後の腫脹･瘻痛 ⑧久光製薬株式会社学術部
〒100-6221実京都千代田区丸の内1-11-1

資料請求先
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剤の｢効能･効果｣、｢用法･用量｣、｢禁忌を含む使用上の

意｣等の詳細は､製品添付文書をご参照ください。
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矢2基品・麗信而壁

製造発売元

旭化成ファーマ株式会社
資料請求先：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

患一ｺ骨粗霧症治療剤奄律

雛

トネルアリ錠25mg
リセドロン酸ナトリウム水和物錠●薬価基準収載

ジ

劇薬指定医薬品要指示医薬品注）注)注意一医師等の処方せん.指示により使用すること

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。

★資料はアベンティスファーマ(株)またはエーザイ(株)医薬情報担当者にご請求ください。

製造:"qjINOMOTO、
味の素株式会社
=104-8315東京都中央区京橋一丁目15番1号

販売；

アベンティスファーマ株式会社
〒163-1488東京都新宿区西新宿三丁目20番2号

販売提携：

エーザイ株式会誌
〒112-8088束京都文京区小石川4．6．10

2004年5月作成
ACT･JB54･BO405MC



|指定医薬品’薬価基準収載
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資料請求先

株式会社大塚製薬工場医薬情報部
〒772-8601鴫門市撫養町立岩字芥原115 <'04.06作成〉
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『患者さんとの接点を大切にしたい』
『直接看護､患者サービスの充実を図りたい』
『事務的作業を軽減したい』

☆お問い合わせ先

株式会社オリテック東京
b-noss営業部〒141-0031

と童

蜀接看護業務に重点を絞った設計 東京都品川区西五反田7-22-14
TEL:03-3494-0271FAX03-3494-0302
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抗リ ウ マ チ 剤 「 蕊 価 璽 諏覇1
劇薬､掲定医察品､要指示展睡晶

(注重一医師等の処方せん.播示により使用すること）1

メトレード錠2mg
Metolate.tablets2mg
メトトレキサー卜震

■〔効能･効果〕､〔用法・用且】､〔番告､禁忌を含む使用上
の注恵〕等については､添付文吾をご参照下さい。

嘩鼻界元

鼠認織蕊篭
買偶出頭完里英巴■諒区寓慣自重

y@gether

抗リウマチ剤「霊而墓講唖1抗リウマチ剤「素面＝屈覇1

劇薬･指定医薬品指定医案品､要楯示医案品（注賦一医師等の処方せん･指示|こより使用すること）

リマチ〃錠100mアサツレフィジブEN錠g
Rimatil"tabletslOOmg-AzuifidingEENtablets
ブシラミン1“mg碇サラゾスルファピリジン500mg腸溶醍

劇薬・指定医＝担岸展輻、要棺示医薬品〔注恵一医師等の処方せん・指示により使用すること）

9アザルフイジニjEN錠250m9リマチ〃錠50m
Rimatil"tablets50mg-AzulfidinsENtablets250mg
ブシラミン50mg錠サラゾスルフアピリジン250mg腸溶錠

■〔効能・効果〕､〔用法・用卸、〔蒙忌､原則莱忌を含む使用■〔効能・効果〕､〔用法一用量〕、〔禁忌を含む使用上の注罰等については､添付
上の注意〕等については、添付文■をご参照下さい。文書をご参照下さい。

多議蕊熱蟻鍛熱や熱塞蕊譲"…局“
3M孔041852

Ⅱ
■■

のみやすく､用臺調節がしやすい割線入り錠剤活す。
＊割線入り錠剤は10mg錠のみです｡5mg錠には割線が入っていません。

へ
.㎡

I

ｰ一＝＝

凸

非ステロイド性消炎･鎮痛剤廩価墓華1反覇’

モーヒ､ツワ息5mg･10mg
Mobic｡Tablets5mg･10mg(メロキシカム製剤）

劇薬／指定疾薬品

効能･効果､用法･用量､禁忌および使用上の注恵等につきましては製品添付文書をご参照ください｡

発売元

同第一製薬様式会社:濡講謡鷲丁…”
製造元

⑩脳僻目黙｣鐡臘烈腓式会社

110×150シ04
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劇薬･指定医薬品／非ステロイド性消炎･鎮痛剤

回 他力錠
純
伽

ロルノキシカム製剤

製造元

大正製薬株式会社
〒170-8633東京都豊島区高田3-24-1

LCO1B52C2003､OS

販売元[資斜請求先］

大I富山医薬品株式会社
〒170-8635東京都豊罵灰高田3-25-1蝋 函

効能･効果､用法･用量､禁忌､使用上の注意に

ついては､添付文書をご参照ください。

腰痛症､頸肩腕 候群
畿垂

炎変 下行性癌痛抑制系賦活型

ﾘ套痛治療剤(非オビオイド、非シクロオキシゲナーゼ阻害）

ノイロトロビシ・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］

腰痛症、頸肩腕症候群、変形性関節症

肩関節周囲炎、帯状疽疹後神経痛

〈効能･効果に関連する使用上の注意〉‐

帯状抱疹後神経獅に用いる場合は溌状躯疹痛発症後6ヵ月以上経過した患宥を対象
とすること｡(柵状姻疹揃発症後6カル1未満の患者に対する効果は検祇されていない,)

▽
凸

ｆ
半
Ｌ

エ
バ
一

■qP鯵▽卒’

●
■
■
■
寺
0

』■卜可

、、
・や

鷺迅、今
●

準●
一Q

一
一
『

鐸
燈
壼

雲謹蕊
[用法・用量］

通常､成人には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･用蚤に関連する使用上の注意＞；緯：
帯状抱疹後神経痛に対しては､4週間で効果の認められない場合は漫然と投薬を続け
ないよう注意する筐と．”

＝

一回二

②

’’軽p‐毎画卜匹

fロトロビン銀13

る鎮痛機序､臨腸

奪病治瘡葵程

豊篭蕊 ｢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
資料證求先:日本面睾型薬株式会社学術部〒541-”46種閉中央区平m2TE1各2号画06．硬03.0"

薬価基準収載

指志疾薬品

。

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



フルルビプロフェン貼付剤

ﾌｲﾙﾑ変更ゼボラスカット
“‘‘“．"‐､鐡争;鍔#…

● ●

経皮吸収型鎮痛・消炎剤

叉⑧

フルルビプロフェン貼付剤

製造発売元

鰯○三等製薬株式会社
東京都練馬区豊玉北2－3－1…§‘測鵡‘
http://www､mikasaseiyakuco・jP／馬幡､鯛I麺”＄

●詳細は製品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等の改訂に十分ご留意ください。

セルタツチ．
smOucH"

内

フェルビナク貼付剤 薬価基準収載

61
へ

へ

〃2
霊毒｢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。
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2004年8月作成

製造元

帝國 製薬 株式会社
〒769-2601香川県東かがわ市三本松557番地

発売元く資料婿求先〉

ワイス株式会社
〒104-0031頁京都中央区京橋一丁目10番3号

販売

,武田薬品工業株式会社
〒540-8645大坂市中央区道修町四丁目1番1号

⑳ Wyeth △

薬価基準収載

ZEPOL月S

指炉疾薬品
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IX憩一噸轆、
墜響配蒔抽鐇

指定医薬品
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〔効能･効果〕

経皮複合消炎剤

’

■■■■

変形性関節症(深部関節を除く)、関節リウマチによる小

関節の腫脹･瘻痛の緩解､筋･筋膜性腰痛､肩関節周囲炎、

腱･腱鞘･腱周囲炎､外傷後の瘤痛・腫脹･血腫

〔用法･用量〕

通常、1日1～数回適量を塗擦又はガーゼ等にのばして

貼付する。

■■■

〔使用上の注意〕

1.副作用
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総投与症例3133例中､24例(0.77%)に副作用が認められ、

主なものは発赤7件(0.22％)、掻痒7件(0.22％)、発疹7

件(0.22%)、皮膚炎7件(0.22%)、皮膚刺激2件(0.06%)

等であった。（再評価結果）

その他の副作用

注)症状があらわれた場合には使用を中止すること。

2.適用上の注意

投与部位：潰瘍、びらん面への直接塗擦を避けること。

〔包装〕

眼には使用しないこと。

チューブ:109，509，109×10，259×10，259×40

509×10，509×40

症状により密封法を行う。●詳細は添付文書をご参照ください。

薬価基準収載

ヨ【

〔禁忌(次の患者には使用しないこと)〕
(1)出血性血液疾患(血友病､血小板減少症､紫斑病等）

のある患者〔本剤に含まれるヘパリン類似物質は

血液凝固抑制作用を有し、出血を助長するおそ

れがある〕

(2)僅少な出血でも重大な結果を来すことが予想さ

れる患者〔本剤に含まれるヘパリン類似物質は血

液凝固抑制作用を有し、出血を助長するおそれ

がある〕

(3)サリチル酸に対し過敏症の既往歴のある患者

0.1～5％未満 0.1％未満

過敏症注） 発赤､掻痒､発疹､皮膚炎 皮膚刺激等

製造販売
●
●

〔資料請求先〕

maruhOmaruhoマルホ株式会社
大阪市北区中津1-5-22〒531-0071 (2004.6作成）



骨 粗 霧症治療剤
劇藁、指定医薬品、要擢示蓬蕊晶-(注愈-医踊等の処方せん･指示により使露薄患蓬と

、

禁忌(次の患者には投与しないこと）
（1）食道狭窄又はアカラシア(食道弛緩不能症)等の食道通過を遅延

させる障害のある患者

（2）本剤の成分あるいは他のビスフォスフォネート系薬剤に対し
過敏症の既往歴のある患者

（3）低カルシウム血症の患者

(4)服用時に立位あるいは坐位を30分以上保てない患者
（5）妊婦又は妊娠している可能性のある婦人
（6）高度な弩障害のある患者
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|効能･効デー

骨粗転症

:--･…<効能・効果に関連する使用上の注意>……I

i1）本剤の適用にあたっては、ヨ本骨代謝学会i

；の原発性骨粗霧症の診断基準等を参考に；

｜骨粗霧症と確定診断された患者を対象とす｜
$ること。

'2）男性患者での安全性及び有効性は膣立して1

1いない。
=__=-。_･凸..e,..．..e，ニー,二.．．．.▼....画．...--＝圭一里．．=＝=..勺D-e..=....』

|用法･用量｜
通常、成人にはリセドロン酸ナトリウムとして

2．5mgを1日1回､起床時に十分量(約旧OmL）

の水とともに経口投与する。

なお、服用後少なくとも3o分は横にならず、水

以外の飲食並びに他の薬剤の経口摂取も避ける

こと。

:｡…--<用法・用里に関連する使用上の注意〉．．…･I

i投与にあたっては次の点を患者に指導するこ1

1と。

11）水以外の飲料（Ca､Mg等の含量の袴に高i
iいミネラルウォーターを含む)や食物ある：

！いは他の薬剤と同時に服用すると､本剤の1

1吸収を妨げることがあるので、起床後、最！

’初の飲食前に服用し、かつ服用後少なくとi
1も30分は水以外の飲食を避ける。

12）食道炎や食道潰瘍が報告されているので、1

1立位あるいは坐位で､十分重(約180mL）’

1の水とともに服用し、服用後30分は横た；
Iわらない。

13）就寝時又は起床前に服用しない。

14）口腔咽頭頁|｣激の可能性があるので噛まず；

’に、なめずに服用する。

'5)食道疾患の症状(嚥下困難又は嚥下痛、胸！

｜骨後部の痛み、高度の持続する胸やけ等）！
’があらわれた場合には主治医に連絡する。i

|使用上の注意｜
●慎重投与(次の患者には慎重に投与すること）

(1)嚥下困難がある患者又は食道､胃､十二指腸の潰

瘍又は食道炎等の上部消化管障害がある患者

(2)腎障害のある患者

●重要な基本的注意

(1)患者の食事によるカルシウム､ビタミンDの摂

取が不十分な場合は､カルシウム又はビタミン

Dを補給すること。ただし､カルシウム補給剤

及びカルシウム、アルミニウム､マグネシウム

含有製剤は､本剤の吸収を妨げることがあるの

で､服用時刻を変えて服弔させること。

(2)骨粗霧症の発症にエストロケン欠乏､加齢以外

の要因が関与Lﾉていることもあるので､治療に際

してはこのような要因を考慮する必要がある。

●相互作用：併用注意

（併用に注意すること伺時に摂取･服用しないこと）

水以外の飲料､食物特に牛乳､乳製品などの

高カルシウム含有飲食物

多価陽イオン（カルシウム､マグ､ネシウム､鉄、

アルミニウム等)含有製剤制酸剤、ミネラル

入りビタミン剤等

●副作用

(1)重大な副作用

1)上部消化管障害

食道穿孔〈頻度不明)注)、食道狭窄（頻度不

明)注)、食道潰瘍(頻度不明)注)、冑潰瘍(1.0
％)､食道炎(02％)､十二指腸潰瘍(0.2％)等

の上部消化管障害が報告されているので､観

察を十分に行い、異常が認められた場合には

投与を中止するなど､適切な処置を行うこと。

2)肝機能障害、黄疸(いずれも頻度不明)瀞

AST(GOT)、ALT(GPT)、Y-GTPの著しい
上昇を伴う肝機能障害､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｡

注）皀発報告あるいは外国からの報告。
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■使用上の注意の詳細等については、添付文書をご参照ください。
Trademarkandproductunderlicensefromprocter&GamblePharmaceuticals,|､c‘ⅡU、S､A,

〔童料請求先〕
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_当ﾗ州争､『運動器の10年』活動のバーﾄﾅーとして運動を推進してまいります。

澤士ザｲの主な】鬮醒塗魑榊萱臺臓料順釧

■運動器疾患に対する治療薬･診断薬

主ザイ

一旦

i運動器の10年』世界運動

骨粗霜症治療用ビタミンK2剤

グヲケー:ﾌｾﾙ15叩
<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

骨粗霧症治療剤

アリI-ネj睡錠2.5mgx
〈リセドロン酸ナトリウム水和物錠〉
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末梢性神経障害治療剤

K迫〃:眺謡洲鴬
<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

錠50m9
類粒10％更〃…

<塩酸エペリゾン製剤＞

劇薬

指定医薬品

要指示医薬品:注意一医師等の処方せん･指示により便犀すること

組織活性型鎮痛･抗炎症剤

イ己フリー:ﾌﾌｾﾙ100m
イ己フリー極Sｶﾌ゚ｾﾙ200mq
〈インドメタシンファルネシル製剤〉

指定医薬品

経皮吸収型鎮痛消炎剤

ﾌｴﾙピﾅｸPLMEq
血清中抗ガラクトース欠損|gG抗体測定用医薬品

℃A･RF*
〈電気化学発光免疫測定法＞

※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。
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