
一

、
垂

昭和60年12月3H第4種郵便物認可平成18年2月25日印刷平成18年3月1日発行ISSNO910-5700

第23巻・第1号Vol.23No.1,2006

日 の

第49回日本手の外科学会学術集会

〃●

2006年4月20日(木)，21日（金）アクトシテイ浜松（浜松市）

《
五 長長野昭

日本手の外科学会

TheJournalofJapaneseSocietVforSurqerVoftheHand

J，Jpn、SOC・Sur9．Hand日手会誌



適切な処置を行うこと。2)溶血性貧血(頻度不

明）、白血球減少(城度不明）、血小板減少(頻

度不明）:溶血性貧｣Ⅲ､''1｣IlL球減少､血小板減

少があらわれることがあるので､血液検脊を行う

なと観察を｜-分に行い､異常が認められた場合

には直ちに投与を!'111..し､適切な処撒を行うこと｡

3)皮膚粘膜眼症候群（噸腱ｲ〈明）、中毒性表

皮壊死症（頻度不|ﾘ!）：皮膚粘脱眼症候群

(Stevens-Joh'1son症候群）、中毒性表皮壊死

症(Lyell症候群）があらわれることがあるで､観

察を十分に行い､異常が認められた場合には直

ちに投与を中止し､適切な処置を行うこと。4）

急性腎不全(頻度不明）、ネフローゼ症候群(頻

度不明)､問質性腎炎(頻度不明):急性腎不全、

ネフローゼ症候群､問質性腎炎があらわれること

があるので､観察を十分に行い､異常が認めら

れた場合には1点:ちに投与を!''止し､適切な処置

を行うこと。また､怠‘M好不余に伴い高カリウムlIIL

症があらわれることがあるので､特に注意すること。

5)うっ血性心不全(頻度不明）:うっIⅢ性心不全

があらわれることがあるので､観察を十分に行い、

異状が認められた場合には直ちに投与を中止し、

適切な処置を行うこと。6)問質性肺炎(頻度不

明）:発熱､咳嗽､呼吸|村雛､胸部X線異常､好

酸球増多等を伴うllli質性肺炎があらわれること

があるので､このような症状があらわれた場合に

は直ちに投与を'|'止し､副腎皮質ホルモン剤の

投与等の適切な処置をｲ-rうこと｡7)消化管出血

（頻度不明）:重鱒な消化性枇瘍又は小腸､大

腸からの吐｣ill､|､~liⅡ､血便等の消化管出血が出

現し､それに伴うショックがあらわれることがある

ので､観察を-|･分にｲ｣zい､これらの症状が認めら

れた場合には直ちに投lJ､を中止し､適切な処置

を行うこと｡8)消化管穿孔(頻度不明）:消化管

穿孔があらわれることがあるので､心窩部痛､腹

痛等が認められた場合には直ちに投与を中止し、

適切な処置を行うこと｡9)肝機能障害(頻度不明)、

黄疸(頻度不明):Ⅲ機能障害(黄疸､AST(GOT）

上昇､ALT(GPT)l昇､γ-GTP上昇等)、劇症

肝炎があらわれることがあるので､観察を十分に

行い､異常が認められた場合には'1'止するなど

適切な処世を行うこと｡10)喘息発作(頻度不明):

喘息発作等の急性11乎吸障害があらわれること

があるので､観察を｜･分に行い､異常が認めら

れた場合には､水舟|｣の投17．を直ちに111止し､適

切な処世を行うこと。11)無菌性髄膜炎(頻度不

明）:無菌性髄膜炎(発熱､頭痂､悪心･嘔吐､項

部硬直､意識混濁等)があらわれることがあるの

で､観察を十分に行い､異常が認められた場合

には直ちに投与を中止し､適切な処置を行うこと

（特にSLE又はMCTDの‘魍者に発現しやすい｡）。

(2)重大な副作用(類薬)再生不良性貧血:他

の非ステロイド性消炎鎮揃剤で､再生不良性貧

1mがあらわれるとの服告がある。

rー一一・一・一・一一一.一一.ー一一一ー一一一一ーー可

｜【禁忌】(次の患者には投与しない｜
’こと)(1)消化性潰瘍のある患者｜
’(2)菫篤な血液の異常のある患者｜

I(3)菫篤な肝障害のある患者(4)｜
｜菫篤な腎障害のある患者(5)菫｜
’篤な心機能不全のある患者(6)｜

｜本剤の成分に過敏症の既往歴の｜
｜ある患者(7)アスピリン喘息(非スl
lテロイド性消炎鎮痛剤等による喘｜

｜息発作の誘発)又はその既往歴の｜
｜ある患者(8)妊娠末期の婦人
L－－－－．－－－－－－．－－－－－，－，－－，－－．－」

【効能又は効果】

①下記疾患並びに症状の消炎.鎮痛関節リウマ

チ､変形性関節症､腰痛症､肩関節周囲炎､頸肩

腕症候群､歯痛②手術後､外傷後並びに抜歯

後の鎮痛･消炎③下記疾患の解熱.鎮痛急性

上気道炎(急性気管支炎を伴う急性上気道炎を

含む）

【用法及び用量】

効能又は効果①.②の場合通常､成人にロキソ

プロフェンナトリウム（無水物として)ll'il60mH、l

II31il締｜｜投5.する。頓刑の場合は、11t1160～

120mgを経Izl投与する。なお､年齢､症状により

"'lil州減する。また､空腹時の投与は避けさせる

ことが望ましい｡効能又は効果③の場合通'iM.、

成人にロキソプロフェンナトリウム（無水物として）

1回60mgを頓用する。なお､年齢､症状によ{)適

宜噸減する。ただし､原則として1日21口Iまでとし､，

F1殿大180mgを限度とする。また､空服時の投与

は避けさせることが望ましい。

【使用上の注意】

1.慎重投与(次の患者には慎重に投与すること）（1）

消化fl拙揚の既往歴のある忠者(2)非ステロイド

性消炎鋲ﾘI'術'1の長期投与による消化|ゾ|批揚のあ

る‘哩墹で､本剤の長期投与が必要であり､かつミソ

プロストールによる治療が行われている患荷（3）

’(I'液の巽常又はその既往歴のある胆者（,,)肝

障害又はその既往歴のある患者(5)腎臓害又は

その既往歴のある患者(6)心機能異常のある,哩

者(7)過敏症の既往歴のある患者(8)気笹支喘

息の患者(9)i司齢者

2.重要な基本的注意（1）消炎鎮痛剤による治擁は

原|刺療法ではなく対症療法であることに留迩する

こと。(2)'|塑性疾患(関節リウマチ､変形性関節症〉

に対しｲ輔'｣を用いる場合には､次の事項を老噸す

ること｡ア.長期投与する場合には定期的に臨床検

査(尿検杏､血液検査及び肝機能検査等)を行う

こと。また､異常が認められた場合には減.1,1:､休築

等の適切な措置を識ずること。イ.薬物療法以外

の療法も考慮すること。

(3)急性疾患に対し本剤を用いる場合には､次の

事項を考慮すること｡ア.急'W炎推､ｿ馨揃及び発熱

の程度を考慮し､投与すること｡イ.原則として同一

の薬剤の憂期投与を避けること｡ウ.M咽療法があ

ればこれを行い､本剤を漫然と投与しないこと。（4）

患者の状態を十分観察し､剛作川の発現に留意

すること｡過度の体温下降､虚脱､Iノリ肢冷却等が

あらわれることがあるので､特に尚熱を伴う高齢者

又は消耗性疾患を合併している悠朽においては、

投与後の患者の状態に十分注意すること。（5）

感染症を不顕性化するおそれがあるので､感染に

よる炎錠に対して用いる場介には適切な抗菌剤を

併用し､観察を|分行い慎並に投Iｰすること。（6）

他の消炎鎮痛剤との併仰Iは避けることが望ましい。

(7)高齢者には副作＃lの発現に特に注恵し､必要

簸小限の使用にとどめるなど慎飛に投t7-すること。

3相互作用

併用注意(併用に注意すること）

クマリン系抗凝血剤(ワルファリン)､スルホニル尿

素系血糖降下剤(トルブタミド等)､ニューキノロン

系抗菌剤(エノキサシン等)､メトトレキサー卜､リチ

ウム製剤(炭酸リチウム)、チアジド系利尿薬(ヒド

ロフルメチアジド､ヒドロクロロチアジド等)。

4.副作用（本項には頻度が朔l1できない副作川

報告を含む｡）総症例13,486例''11,111作川の報告さ

れたものは409例(3.03％)であった｡その主なもの

は､消化器症状(胃部不快感､服揃､悪心･嘔吐、

食欲不振等2.25％)､浮肱･むくみ(0.59％)､発疹・

薫麻疹等(0.21%)、眠気(0.10%)等が報告され

ている。〔再審査終了時及び効能追加時〕（1）重

大な副作用l)ショック(頻度不lﾘI):アナフィラキ

シ一様症状(頻度不明):ショック､アナフイラキシー

様症状(血圧低下､華麻疹､喉頭浮1重､呼吸困難

等)があらわれることがあるので､観察を十分に行い、

異常が認められた場合には直ちに投与を中止し、

、

鎮痛･抗炎症･解熱剤

ロキソニン
袖
鉦

■
細細

劇薬･指定医薬品一般名:ロキソプロフェンナトリウム■薬価蟇準収載

●上記以外の使用上の注意は添付文書をご覧下さい。

○、豐箕1綴芸社
Duikhi-Sｮnkvo
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一第49回日本手の外科学会一

学術集会に関するアンケートI

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

口木曜日･金曜日の方が参加しやすい

口金曜日･土曜日の方が参加しやすい

□どちらともいえない

Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

１
１
１
１
１

学術集会に

口参加した

2．

口参加しなかった
I

※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 少ない

1

2．会場数 多すぎる 適当 少ない

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
１
１

3．日程について

□2日間でよい □3日間にし，会場数を少なくすべき

4．演題の内容について

すべての演題内容についてのご意見を自由にお書きください．

5．その他自由にご意見をお書きください．

1

1

1

必ずいずれかに○印をお付けください

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

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．

Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
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I

第49回日本手の外科学会学術集会の開催にあたって

会長長野昭
(浜松医科大学整形外科教授）

第49回日本手の外科学会学術集会を平成18年4月20日（木),21日（金）の2日間，新

幹線浜松駅に隣接するアクトシテイ浜松において開催させていただくこと，誠に光栄であ

り，教室・同門を代表して厚くお礼申しあげます．

今回の学術集会のテーマは｢末梢神経麻痒の治療戦略｣とさせていただきました．過去に

は神経障害に関する発表が発表演題の1/3以上を占めることもありましたが，最近は減少傾

向にあります．これは先人の努力により末梢神経の研究がかなり進み，新たなbreak

throughを探し求めている段階と思います．そこでこの機会を契機に末梢神経障害につい

て新たに考え，新たな出発点となることを祈って，今回のテーマといたしました．

企画としましては，今回のテーマに合わせ，米国のMichaelB.Wood教授，英国のRolfe

Birch教授，韓国のPoongTaekKim教授，中国のJianguangXu教授，タイのPanupan

Songcharoen教授，およびシンガポールのAymericLim先生を招待して，末梢神経麻痒の

治療戦略についてお話しいただきます．

シンポジウムとしては，先ずテーマに従い，「末梢神経再生の基礎的研究の進歩」と「末

梢神経麻痒の治療の進歩」を企画しました．次に，会場に隣接するアクトタワーの側面は

ハーモニカをかたどったものですが，それが示すように浜松は音楽の町でもありますので，

いままで取り上げられたことが無い「Musician'shand」を取り上げました．さらに，学術

集会は手の外科全般にわたる最新の知見を広く習得する機会ですので，シンポジウムとし

て，「手関節尺側部痛の診断と治療」と「手の腫瘍の診断･治療の進歩｣，パネルディスカッ

ションとして，「母指CM関節変形性関節症｣，「伸筋腱断裂の手術｣，「前腕両骨骨折の治療

と問題点」と「肘不安定症の診断と治療」を企画いたしました．また人気が高いビデオシ

ンポジウムには「神経修復術」と「複合組織移植」を取り上げました．日常診療に役立つ発

表，討議がなされると確信しております．

今回の一般演題の応募数は例年より60～100題多い，過去最多の460題でした．多数の演

題応募に心より感謝申し上げます．
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さて，この沢山のご応募に対する対応として会場数を増やして採用率を例年通りにする

ことも考えましたが，会場数を増やすと聞きたい演題が聞けなくなりますので，会場数は例

年通り6会場にすることにしました．6会場では招待講演やシンポジウムなどすべてを含

め400題が限度となります．

そこで，応募演題のうち一般公募とした一部シンポジウムとパネルディスカッションに4

題を採用し，残りの456題について1題を3名の先生に，大変良い5点，良い4点，普通3

点，やや劣る2点，劣る1点という基準で評価していただきました．短期間にお一人約30題

近い査読をしていただきましたこと，誠に申し訳なく思うとともに，心より感謝しておりま

す．その結果，9点以上は原則として採用としましたが，点数は良くても発表は依頼演題を

含めお一人2題までとし，また平成17年度の日整会基礎学術集会と同一な内容および他の

学会での発表が適当と考えられる演題はご遠慮いただくことにいたしました．次いで，8点

以下の中から31題を採用して，計341題の採用(採用率74.1%)となりました．不採用となっ

た119題の先生方には誠に申し訳なく思っております．この場を借りてお詫び申し上げま

す．

次に，採用演題の発表形式については，基礎演題および画像診断はじっくりみて頂いた上

で討論する方が良いと考えポスターとしました．また採用数が多かった，僥骨遠位端骨折

(36題)，手根骨障害（27題）と手根管症候群（26題）は一部を口演とポスターに振り分け，

他の分野はすべて口演としました．有意義な発表とホットな討論を期待しております．

なお，学術集会期間中に第45回手の先天異常懇話会と第29回末梢神経を語る会が開催さ

れます．また，今回から春期教育研修会は日本手の外科学会の主催で4月22日にアクトシ

テイ浜松の中ホールで開催され，さらに同じアクトシテイで第18回ハンドセラピイ学会学

術集会が開催されます．

最後になりますが，今までは学術集会の前日に評議員懇親会を開催しておりましたが，今

回はこれを会員皆様に参加していただける前夜祭に変更して，4月19日(水)の評議員会終

了後18時頃から会場近くのドイツビアレストラン「マイン・シュロス」で楽しい歓談の会

を開催いたします．会費1,000円ですが，多くの参加をお待ちしております．

浜松は近くに浜名湖を擁し4月は気候もよく，うなぎのみでなく海の幸に恵まれた美し

いところですので，多くの先生方のご参加を心からお待ちしております．
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浜松市内案内図
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室 場案内図

ホテルオークラアクトシテイホテル浜松

”

市営駅北駐車場

展示イベント

ホール， ｺｼク.レスセンター，(総合受付・第3～6会場･Pa～Pd会場）
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、

、
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、
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全匡 鼠親会崇
ﾉ・シコロ

＝
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≦駅北口地下広場

※浜松駅から学会場へは，

①浜松駅ターミナル2階より「動く歩道」連絡通路を通り，階段で1階に降りてコングレスセンター
入口より入る．

②浜松駅北口から地下通路に降り，バスターミナル方向へ向かう．さらに地下通路B(アクトシテイ
方向)に進み，中ホール入口から入る．コングレスセンターへは，アクトシテイ財団事務所前エス
カレータで1階に上がる．

受付・クローク

第1会場

第2会場

第3会場

第4会場

第5会場

第6会場

Pa･Pb会場

PC会場

Pd会場

器械･書籍展示

コングレスセンター1 階 ロ ビ ー

大ホール（入口：1階）

中ホール（入口：地下1階）

コングレスセンター3階31会議場

コングレスセンター4階41会議室

コングレスセンター4階43．44会議室

コングレスセンター5階53．54会議室

コングレスセンター2階21･22･23会議室

コングレスセンター5階52会議室

コングレスセンター5階53．54会議室

大ホールロビー，コングレスセンター3階ロビー
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1．参加者へのお知らせ

1．参加登録

コングレスセンター1階ロビーの総合受付で4月20日(木)･21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害に必要事項をご記入の

上，参加費15,000円（ハンドセラピスト5,000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22日(土）は午前8：00からアクトシテイ地下1階中ホールロビーにて教育研

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きい、

3．クローク

コングレスセンター1階ロビーに用意しております．

4．呼び出し

緊急の場合のみ各会場でスライドによる呼び出しをいたします．メディアセンター

へお申し出ください．

5．掲示板・伝言板

総合受付付近にご用意いたします．ご自由にご利用ください．

6 ．昼食

ランチョンセミナーおよび手の先天異常懇話会には昼食の用意をいたします．

なお，ランチョンセミナーでは受講証明書をお持ちの方を優先いたします．

7．抄録集

会員は必ずご持参ください．当日は実費で販売いたしますが，部数が限られております．

8．本学術集会に関するアンケート

巻頭に綴込んでありますアンケートは必ずご記入のうえ，アンケート回収箱にお入

れください．

全員懇親会（前夜祭）のご案内

時：4月19日（水)18:30～（評議員会終了後）

所：マイン・シュロス（地ビールレストラン）

費：1,000円（会場で申し受けます）

※多数ご参加くださいますようご案内申し上げます．

日
場
会
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2．発表者へのお知らせとお願い

※発表に際しては，「症例報告を含む医学論文及び学会研究会発表における患者プライバ

シー保護に関する指針」（23ページ参照）を遵守してください．

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．

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．

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．

メディアセンター：大ホール2階ロビー

●
●

２
３

2．口演時間

シンポジウム，パネルディスカッション：8分，一般演題:発表6分，討論3分です．
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．

ビデオ演頴

1．発表時間

ビデオシンポジウムの発表時間は10分です．

2．規格

PCでの発表（音声出力も可能）を原則としますが,VHSあるいはS-VHS(音声付）

をご希望の場合は，あらかじめ事務局にご連絡ください．

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

リーのもの以外はご使用にならないようお願い申し上げます．

3．受付

口演発表に準じます．

－13－



4．ビデオライブラリー

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．お手数ですが,DVテー

プやDVD-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

貼付:Pa～Pd会場:4月20日（木）午前8時30分から10時までの間にお願いします．

なお,Pd会場分は,4月20日（木）は5階ロビーで供覧します．

撤去:Pa～Pc会場:4月21日（金）午後4時から5時までの間にお願いします．

Pd会場:4月21日（金）午後5時30分から6時までの間にお願いします．

指定された討論時間が終了しても，上記撤去時間までは撤去しないでください．な

お，撤去時間を過ぎても撤去されなかった展示物は不要なものとみなし処分いたし

ます．

2．演題発表用ボードについて

ボードの大きさは縦180cm,横90cmで

す．演題名・所属・演者名は各自ご用意20c
ください（縦20cm,横70cm).

演題番号は事務局で用意します．見やす

い展示を心がけてください．

ポスターはチェスピンで貼り付けてく

ださい．チェスピンは会場内に用意して

おります．セロテープ，糊による貼り付

けはご遠慮ください．

＝I

■■■■■■■

』

I、

１
一

80cm1

3．発表について

発表･討論は座長の指示により行ってく

ださい．

発表時間は3分，討論3分です．

発表者はセッション開始予定時間の10

分前にはポスター会場受付にお立ち寄

りのうえ，ご自分のポスターの前に待機

してください．

『
■■■■

’
百 マ

I

90cm

4．ポスター会長賞

ポスター会長賞を予定しております．
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3．座長および発言者へのお知らせとお願い

座長へのお願い

1．担当セッション開始時刻の15分前までに次座長席にお着きください．

2．進行は時間厳守でお願いいたします．

発言者へのお願い

1．あらかじめマイクの前に立って，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ください．

日本整形外科学会教育研修単位

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

修医(専門医申請時に必要となる単位）とも会期中に取得できる単位は6単位まで
です．

2．受講単位は1演題（1時間）につき1単位です．

※春期教育研修会（4単位）および末梢神経を語る会（1単位）は別途取得可能です．

申込み方法

1．教育研修講演受付で本誌巻頭綴じ込みの申込害に必要事項をご記入のうえ，受講

料（1演題1,000円）を添えてお申し込みください．

受講証明の不要な方の受講料は不要です．

2．受講料は講演中止などの理由以外では払い戻しいたしません．また受講証明書や

領収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

－15－
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添えてお申し込みください．

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．

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．

●
●

３
４

取得できる単位

4月20日（木）

招待講演1HeterotopicNerveTiansfersintheUpperLimb

MichaelB.WoodN(08,09)

ランチョンセミナー1遠位僥尺関節脱臼，不安定症の治療

牧裕N(02,10)S

ランチョンセミナー2CRPStypelにおける診断と治療

浜田良機N(08,13)R

ランチョンセミナー3関節リウマチの診療ガイドラインとその考え方

山本一彦N(06,13)R

4月21日(金）

招待講演2BritishExperienceinNerveSurgery

RolfeBirchN(08,09)

招待講演3EndoscopicCarpalTilnnelReleaseUsingModifiedChow'sDualPortalT℃chnique

PoongThekKim

ClassificationofUpperLimbMusclesandlntramuscularNerveRepair

AymericLim N(08,09)完全受講

招待講演4AnatomcStudyofC7andltsClinicalSignificance

JianguangXu

TheFascicularNervernansferfOrRestorationofElbowFlexioninBrachial

PlexuslnjuryPatient

PanupanSongcharoen N(08,09)完全受講

ランチョンセミナー4手の外科領域における保険診療

立花新 太郎N(14)

ランチョンセミナー5Kienb6ck病に対する新しい治療法の試み

落合直之N(06,10)

ランチョンセミナー6絞拒性神経障害の病態と治療

平 田 仁N(08,09)
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5．理事会。評議員会・総会のお知らせ

第3回理事会

日時：4月19日（水）9：00～14：30

会場：アクトシテイ浜松5階51会議室

評議員会

日時：4月19日（水)15:30～18:00

会場：アクトシテイ浜松4階41会議室

総 会

時：4月20日（木)13:25～14:25

場：第1会場（アクトシテイ浜松大ホール）

ｎ
口
今
云

6．併催学会のお知らせ

第45回手の先天異常懇話会

日時：4月20日（木)12:15～13:15

会場：アクトシテイ浜松5階53．54会議室（第6会場）

参加費：1,000円

※昼食をご用意します．

第29回末梢神経を語る会

日時：4月21日（金)18:00～20:00

会場：アクトシテイ浜松4階41会議室（第4会場）

参加費：1,000円

※軽食をご用意します．

第18回日本ハンドセラピィ学会学術集会

日時：4月22日(土）9：30～16：00

会場：アクトシテイ浜松4階41会議室

参加費：医師無料（抄録集代は別途500円頂戴します）

会貝3,000円

非会員5,000円

学生500円

－17－



日整会教育研修単位が認定されております．

日時：4月22日(土)8:30～15:40

会場：アクトシテイ浜松地下1階中ホール

参加費：参加費5,000円

※受講単位が不要な場合でも，参加費の納入は必要です．

受講料：演題11単位(N,R)1,000円

演題2，3完全受講1単位(N,S)1,000円

演題41単位(N)1,000円

演題5，6完全受講1単位(N,S)1,000円

日本形成外科学会専門医は本研修会参加により4点の単位が取得できます．

教育研修会領収書が参加証となりますので，大切に保管してください．

◇◇プログラム◇◇

受付開始

1．リウマチと鑑別すべき手部炎症性疾患

田嶋光（熊本整形外科病院）

8:00~

8：30～9：30

9：30～10：302．手部の関節外傷

鈴木康（県立岐阜病院整形外科）

10：40～11:403.手指の皮層疾患・爪疾患

衛藤光（聖路加国際病院皮膚科）

12:30～13:304.屈筋腱損傷：従来法と早期運動療法

大井宏之（聖隷浜松病院手の外科）

13：40～14：405．舟状骨骨折

中尾悦宏（名古屋大学手の外科）

14：40～15:406．上肢における仮骨延長による再建

藤哲（弘前大学整形外科）

－18－
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下記ビデオは，アクトシティ浜松コングレスセンター3階ロビーで閲覧できます．

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．

－19－
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巻数 タイトル 講師

1 腱移行術 津下健哉

2 手の外科医に必要な皮弁の挙上法 土田芳彦ほか

3 僥骨遠位端骨折に対する種々の手術的治療法 斎藤英彦ほか

4 鏡視下手根管開放術 奥津一郎ほか

5 手関節鏡 玉井和夫ほか

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

福居顕宏

黒島永嗣

7 HerbertScrewによる舟状骨偽関節手術 井上五郎

8 腕神経叢損傷全型麻輝の再建手術:DoubleFreeMuscleTransfer法 土井 一 輝

9 リウマチ手関節の手術 政田和洋

10 母指再建術①② 川端秀彦ほか

11 母指再建術③④ 稲田有史ほか

12 遊離筋膜脂肪弁移植を用いた先天性近位榛尺骨癒合症の授動術 金谷文則

13 手の外科手術手技（1） 津下健哉ほか

14 手の外科手術手技（2） 津下健哉ほか

15 手の外科手術手技（3） 津下健哉ほか

16 手の外科手術手技（4） 津下健哉ほか

17 指尖切断の被覆法 土井一輝ほか

18 手の外科手術手技（5） 津下健哉ほか

19 手の外科手術手技（6） 津下健哉ほか

20 手の外科手術手技（7） 津下健哉ほか

21 Kienb6ck病の治療 安田匡孝ほか

22

PIPJ骨折牽引療法

指尖部切断再接着術

尺骨模状短縮骨切り術

黒島永嗣

服部泰典

吉田竹志

23 手の外科手術手技（8） 津下健哉ほか

24 手の外科手術手技（9） 津下健哉ほか

25 手の外科手術手技(10) 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し，著者全員の署名を必要とする．

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．

投稿に際しては｢症例報告を含む医学論文及び学会研究会発表における患者プライバシー保護に

関する指針※（外科関連学会協議会；平成16年4月6日)」を遵守すること．

※http://www.jssoc.or・jp/aboutus/relatedinfyprivacy.html

また，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)迷對に準じて投稿する.

※※http://www.ishiyaku.co.jp/magazines/URM.pdf

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．

b)体裁：

i)タイトルページは，所定の用紙※を使用し，下記の項目を順序にしたがって記入するこ

と．1）表題,2)keyword(5個以内),3)論文分類区分（後記；註①より1個選
択)，4）別刷希望数，5）著者名，6）所属，7）連絡先(氏名，住所，電話番号･FAX
番号）【3，4以外は和英併記】※学会ホームページからダウンロードできる

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こととし，本
文中に施設名などは記載しない．

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．期日に大幅に遅れた場合には，自由投稿論文として受付けることがある．自由投

稿論文は随時，事務局で受け付ける．なお，コピーの部数などは後述の規定により提
出すること．

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

MasayukiSawaizumi,Seiichilshii,MasamichiUsui
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b)英文論文の場合

和文抄録:A4判用紙に題名，著者名，所属とは別に800字以内とする．
c)抄録には，図表，等式，構造式の使用は避ける．

8）図および写真は正確，鮮明なものとし，図・表および説明文は和文論文であれば英文とする必要
はない．（挿入箇所は，本文原稿の欄外に指定すること.）図，表の番号は，図1，図2…，表1，
表2…，あるいは,Fig.1,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「etal.」で省略する．ページは論文の初めと終わりを書く．

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

LinscheidRL,DobynsJH,BeckenbaughRD,etal.:Instabilitypatternsofthewrist.
JHandSurg,6:682-686,1983.

b)単行書

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

PalmerAK:Thedistalradioulnarjoint,1n: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．

1l)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）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．
－21－



17)事務局 日本手の外科学会事務局

〒468-0063名古屋市天白区音聞山1013有限会社ヒズ・プレイン内
Tel.052-836-3511,Fax.052-836-3510

提出するもの

学会発表論文 自由投稿論文

投稿確認書 ○ ○

タイトルページ① ○ ○

同上コピー 3部 4部

タイトルページ②（著者全員の署名のあるもの） ○ ○

同上コピー 2部 3部

本文，抄録，文献，図表の説明など ○ ○

同上コピー 3部 4部

上記のテキストデータ（フロッピーまたはCD,MOなど） ○ ○

図表（写真についてはコピーは不可，データの場合には 4部 5部

鮮明なプリントアウトが必要）

英文校閲証明（事務局から依頼する場合には不要） ▲ ▲

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皮膚

A-10その他

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絞犯性神経障害

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リハビリテーシヨン

B-15手術手技一般

B-16機能再建術

B-17マイクロサージャリー

B-18関節鏡

B-19画像診断

B-20その他

本投稿規定の変更・改訂は理事会において行う
平成16年1月12日一部改訂

平成17年4月20日一部改訂

平成17年7月30日一部改訂
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症例報告を含む医学論文及び学会研究会発表における

患者プライバシー保護に関する指針

医療を実施するに際して患者のプライバシー保護は医療者に求められる重要な責務であ

る．一方，医学研究において症例報告は医学･医療の進歩に貢献してきており，国民の健康，

福祉の向上に重要な役割を果たしている．医学論文あるいは学会･研究会において発表され

る症例報告では，特定の患者の疾患や治療内容に関する情報が記載されることが多い．その

際，プライバシー保護に配慮し，患者が特定されないよう留意しなければならない．

以下は外科関連学会協議会において採択された，症例報告を含む医学論文･学会研究会に

おける学術発表においての患者プライバシー保護に関する指針である．

1）患者個人の特定可能な氏名，入院番号，イニシャルまたは「呼び名」は記載しない．
2）患者の住所は記載しない．

但し，疾患の発生場所が病態等に関与する場合は区域までに限定して記載すること
を可とする．（神奈川県，横浜市など）

3）日付は，臨床経過を知る上で必要となることが多いので，個人が特定できないと判断さ
れる場合は年月までを記載してよい．

4）他の情報と診療科名を照合することにより患者が特定され得る場合，診療科名は記載
しない．

5）既に他院などで診断・治療を受けている場合，その施設名ならびに所在地を記載しな
い．但し，救急医療などで搬送元の記載が不可欠の場合はこの限りではない．

6）顔写真を提示する際には目を隠す．眼疾患の場合は，顔全体が分からないよう眼球のみ
の拡大写真とする．

7）症例を特定できる生検，剖検，画像情報に含まれる番号などは削除する．

8）以上の配慮をしても個人が特定化される可能性のある場合は，発表に関する同意を患

者自身(または遺族か代理人，小児では保護者)から得るか，倫理委員会の承認を得る．
9）遺伝性疾患やヒトゲノム・遣伝子解析を伴う症例報告では「ヒトゲノム・遺伝子解析研

究に関する倫理指針｣(文部科学省，厚生労働省及び経済産業省）(平成13年3月29日）
による規定を遵守する．

－23－

平成16年4月6日

外科関連学会協議会



第49回日本手の外科学会学術集会日程表

第1日目4月20日（木）
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第49回日本手の外科学会学術集会プログラム

弟1呂4月20日

第1会場

8：50～9：00 開会式

開会の辞 会長長野昭（浜松医科大学整形外科）

9：00～9：55一般演題榛骨遠位端骨折－1

座長：田嶋光（熊本整形外科病院）

1-1-1榛骨遠位端関節内骨折治療におけるcomputedtomography(CT)の有用性

関西労災病院整形外科米田昌弘他．…”

1-1-2榛骨遠位端骨折のCT診断の有用性

神野病院整形外科日高康博他．…“

1-1-3僥骨遠位端骨折後の機能評価としての中高年女性の握力に対する検討

富山県厚生連滑川病院山内大輔

1-1-4僥骨遠位端骨折に続発した手根管症候群の解析

信州大学整形外科伊坪敏郎他……

1-1-5手術治療を行った僥骨遠位端骨折後関節障害の検討

新潟手の外科研究所坪川直人他･･･…

1-1-6僥骨遠位端骨折の治療は骨折修復だけで十分か？

済生会下関総合病院整形外科安部幸雄

Sl

Sl

S2

S2

S3

S3

9：55～10：50一般演題僥骨遠位端骨折－2

座長：橋詰博行（笠岡第一病院整形外科）

1-l-7SymmetryPlateとDRVLockingPlateによるAOC3型榛骨遠位端骨折の

治療成績の比較

濁協医科大学整形外科亀井秀造他……S4

1-1-8AO分類C型僥骨遠位端骨折に対する掌側プレート固定の治療成績

-lockingplate群とnon-lockingplate群の比較一

昭和大学横浜市北部病院整形外科川崎恵吉他……S4

l-1-9ResultsafterFixationoflntraarticularDistalRadiusFractureswith

aNewMultidirectionalPalmarLockingPlateSystem

Kantonsspital,SwitzerlandJoergGRUENERT……S5

－33－



1-1-10

1-l-ll

1-l-12

僥骨遠位端骨折における尺側部痛-condylarstabilizing法による改善効果一

済生会山形済生病院整形外科清重佳郎他……S5

僥骨遠位端骨折に合併する尺骨茎状突起骨折の治療

市立豊中病院整形外科山本浩司他……S6

SMth型僥骨遠位端変形治癒骨折に対する矯正骨切り術の治療成績

慶應義塾 大学整形外科佐藤和毅他……S6

11：00～12：00 招待講演1

座長：中村蓼吾（中日病院名古屋手の外科センター）

HeterotopicNerveTransfersintheUpperLimb

MayoClinic,USAMichaelB.WOOD……S7

13：25～14：25 総会

14：30～16：30シンポジウム1手関節尺側部痛の診断と治療

座長：三浪明男（北海道大学整形外科）

水関隆也（広島県身体障害者リハビリテーションセンター）

l-1-S13遠位僥尺関節掌側不安定症に対する新しい靱帯再建術

ながたに整形外科長谷芳文他……S8

"l-l-S14遠位榛尺関節障害一尺骨短縮術一

名 古屋大学手の外科中尾悦宏他……S8

l-l-S15TFCC損傷一鏡視下縫合術と直視下縫合術一

慶應義塾大学整形外科中村俊康他……S9

,l-l-S16尺骨突き上げ症候群の病態

済生会下関総合病院整形外科安部幸雄．．…･S9

l-l-S17尺骨突き上げ症候群に対する鏡視下TFCC部分切除十

尺骨短縮骨切り術の臨床成績

北海道大学整形外科岩崎倫政他……S10

-1-l-S18尺側手根伸筋腱鞘炎の診断と治療

麻生整形外科クリニック麻生邦一他……S10
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第2会場

9：00～9：55一般演題手根管症候群－1

座長：奥津一郎（おくつ整形外科クリニック）

1-2-19手根管症候群における指のしびれ感の多様性一頻度と神経伝導検査所見一

石巻赤十字病院整形外科長谷川和重他……Sll

l-2-20手根管症候群の頚椎病変との関係について

星ヶ丘厚生年金病院整形外科河井秀夫他……Sll

l-2-21DiffUsionMRIを用いた絞掘性末梢神経障害診断への応用

札幌医科大 学整形外科堀清成他……S12

1-2-22マイクロスコピーコイルを用いた手根管症候群のMRI

一手指運動による手根管内形態変化について－

筑波大学整形外科西浦康正他……S12

l-2-23手根管開放術前後における客観的知覚評価

-Neurometerを用いた電流知覚閾値による検討一

札幌医科大学整形外科大木豪介他……S13

1-2-24重度手根管症候群に対する母指対立再建術適応の検討

フ レッククリニック坪屋英志他……S13

9：55～10：50一般演題手根管症候群－2

座長：立花新太郎（虎の門病院整形外科）

l-2-25手根管症候群に対する手根管内ステロイド注射併用による保存療法の短期成績
一保存療法における意義と適応－

井上整形外科井上貞宏……S14

l-2-26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：第2報一

筑波記念病院整形外科吉田綾他……S14

l-2-27手根管症候群におけるQOL(CTSI,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内山茂晴他……S15

l-2-28DASH(disability/symptom)scoreを用いたUSEsystemによる手根管開放術の評価
一特発例における検討一

日本赤十字社医療センター整形外科本村朋英他……S15

l-2-29手根管症候群再手術症例の検討

新潟手の外科研究所牧裕他……S16

l-2-30血液透析合併手根管症候群に対する鏡視下手根管開放術再発例の検討

千葉市立青葉病院整形外科六角智之他……S16
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14：30～15：10一般演題BPI-1

座長：越智光夫（広島大学整形外科）

l-2-31腕神経叢損傷におけるC5根損傷高位診断への影響因子の分析

小郡第一総合病院整形外科AhmadAddosooki他……Sl7

l-2-32腕神経叢損傷の機能再建

一健側第7神経根移行術による肩・肘伸展再建の長期成績一

小郡第一総合病院整形外科服部泰典他……S17

1-2-33腕神経叢全型麻揮に対するdoublefreemuscletransfer(DFMT)

グリップ機能の検討

小郡第一総合病院整形外科土井一輝他……S18

l-2-34外傷性腕神経叢麻癖と脊髄損傷合併症例における腕神経叢麻揮に対する手術成績

星ケ丘厚生年金病院整形外科秋田鐘弼他…･･･S18

15：10～15：45一般演題BPI-2

座長：柿木良介（京都大学整形外科）

l-2-35腕神経叢損傷に対する横隔神経移行による肘屈曲再建術後の肺機能の検討

関西医科大学附属男山病院整形外科齋藤貴徳他“…･S19

1-2-36胸腔鏡視下肋間神経剥離の試み

横浜労災病院整形外科三上容司他……Sl9

l-2-37腕神経叢損傷の治療におけるヴァーチャルリアリテイーボックスの応用

せんぽ東京高輪病院整形外科中川種史他．…･･S20

l-2-38自己評価式抑うつ尺度(SelfratingDepressionScale)による

外傷性腕神経叢損傷患者の抑うつ状態の評価

東京都立広尾病院整形外科・リハビリテーション科川野健一他……S20

15：45～16：25一般演題ギヨン管．肘部管症候群－1

座長：>中永修二（東京逓信病院整形外科）

l-2-39知覚障害を伴わない尺骨神経障害症例の検討

中通総合病院整形外科千馬誠悦他……S21

l-2-40肘部管症候群での知覚性インチング法による波形分析と臨床症状との関連について
日本医科大学整形外科青木孝文他……S21

1-2-41肘部管症候群と手根管症候群の合併例についての検討

新潟手の外科研究所成澤弘子他……S22

l-2-42尺骨神経脱臼を伴った肘部管症候群の検討

聖マリアンナ医科大学整形外科清水弘之他……S22
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16：25～17：00一般演題肘部管症候群-2

l-2-43

l-2-44

1-2-45

l-2-46

座長：長岡正宏（駿河台日本大学病院整形外科）

若年者の肘部管症候群

埼玉成恵会病院・埼玉手の外科研究所福本恵三他……S23

高齢者の肘部管症候群の治療経験

島根大学整形外科山本宗一郎他……S23

肘部管症候群の重症度による治療効果の差の検討

香川大学整形外科

肘部管症候群の他覚的評価と自覚的評価の比較検討

虎の門病院整形外科

－37－

森健他……S24

喜多島出他 ･･S24



第3会場

9：00～10：50パネルディスカッション1肘不安定症の診断と治療

座長：伊藤恵康（慶友整形外科病院）

堀井恵美子（名古屋大学手の外科）

1-3-Pa47肘内側側副靱帯の機能解剖

北里大学東病院整形外科小林明正他……S25

1-3-Pa48肘内側側副靱帯損傷一新鮮例の治療一

大阪厚生年金病院整形外科正富隆他……S25

1-3-Pa49内側側副靱帯損傷-TJscrewsystemによる陳旧例の治療一

兵庫医科大学整形外科田中寿一他……S26

l-3-Pa50肘関節外側側副靱帯損傷一機能解剖一

相模原病院リハビリテーション科関敦仁……S26

l-3-Pa51外側側副靱帯損傷一新鮮例の治療一

岡山済生会総合病院整形外科今谷潤也……S27

1-3-Pa52肘関節外側支持機構再建の経験

名古屋大学手の外科堀井恵美子他……S27

12：15～13：15ランチヨンセミナー1

座長：梁瀬義章（長吉総合病院整形外科）

遠位僥尺関節脱臼，不安定症の治療

新潟手の外科研究所牧裕 ･･S28

14：30～16：30パネルデイスカツシヨン2母指CM関節障害

座長：藤澤幸三（鈴鹿回生病院整形外科）

別府諸兄（聖マリアンナ医科大学整形外科）

l-3-Pa53母指CM関節症の保存療法の適応と限界

川崎市立川崎病院川島秀一他……S29

1-3-Pa54母指CM関節症に対する関節形成術

一大菱形骨摘出，靱帯再建，腱・筋膜充填併用法一

土谷総合病院整形外科木森研治他……S29

1-3-Pa55母指CM関節症に対するtendonsuspensionslingarthroplasty

東京慈恵会医科大学整形外科察詩岳他……S30

l-3-Pa56母指CM関節障害に対する第1中手骨外転対立骨切り術

慶應義塾大学整形外科奥山訓子他……S30

l-3-Pa57変形性母指CM関節症に対するシリコン製大菱形骨置換術

済生会新潟病院整形外科牧野正晴……S31

l-3-Pa58母指CM関節症に対する関節固定術

広島大学整形外科石田治他……S31
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第4会場

9：00～9：55一般演題舟状骨骨折

座長：井上五郎（豊橋市民病院整形外科）

l-4-59舟状骨骨折における応力分布の変化-3次元剛体バネモデルを用いて－

名 古 屋大学手の外科松木浩他……S32

l-4-60手舟状骨骨折に対する背側進入小皮切による内固定材料の位置

弘前大学整形外科和田誠之他……S32

l-4-61舟状骨骨折に対する小皮切法による治療とその適応

駒沢病院整形外科吉川泰弘他……S33

l-4-62MRITl強調像にて骨片が低輝度を呈する舟状骨偽関節例の検討

-DynamicMRIを用いて－

千葉大学整形外科松戸隆司他……S33

l-4-63舟状骨偽関節の転位方向と臨床像

厚生連加茂病院整形外科稲垣弘進他”…･S34

l-4-64Trephineを用いた舟状骨偽関節手術

九州労災病院整形外科畑中均他……S34

9：55～10：40一般演題キーンベック病

座長：谷口泰徳（和歌山県立医科大学整形外科）

l-4-65若年者menb6ck病患者に対する一時的舟状小菱形骨関節固定術

大阪市立大学整形外科香月憲一他……S35

l-4-66キーンベツク病に対する有頭骨短縮骨切り術の治療経験

神戸大学整形外科牧野健他……S35

l-4-67キーンベツク病に対する有頭骨短縮術の治療成績

兵庫医科大学整形外科常深健二郎他……S36

l-4-68月状骨分節化より検討したキーンベツク病に対する榛骨骨切り術適応の検討

名古屋大学手の外科建部将広他……S36

l-4-69進行期KienbOck病に施行したGraner変法の術後10年以上経過例の問題点

東京医科大学整形外科高瀬勝己他……S37

10：40～11：20一般演題DASH評価

座長：西田淳（岩手医科大学整形外科）
1-4-70QuickDASH日手会版の妥当性の検討

日本手の外科学会機能評価委員会今枝敏彦他……S37

l-4-71日本語版DASHによるRA上肢手術治療の評価

新潟県立瀬波病院リウマチセンター整形外科石川肇他……S38

l-4-72DASHを用いたキーンベツク病に対する榛骨短縮術の平均21年の長期成績

山形大学整形外科渡邉忠良他……S38
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1-4-73 腕神経叢麻揮doublefreemuscletransfer(DFMT)法における獲得機能と

DASH評価の関係

小郡第一総合病院整形外科守屋淳詞他……S39

11：20～11：55一般演題手の外科診療・教育

座長：麻生邦一（麻生整形外科クリニック）

1-4-74手根管症候群質問表日手会版の妥当性の検討

日本手の外科学会機能評価委員会今枝敏彦他……S39

l-4-75手の外科領域におけるクリニカルパス

聖隷浜松病院手の外科・マイクロサージャリーセンター高橋勇二他……S40

1-4-76一般研修医を対象とする手の外科基本手技の研修

一豚足を用いたトレーニングー

防衛医科大学校整形外科有野浩司他……S40

1-4-77開設7年無床診療所における上肢手術症例の検討

木下整形・形成外科木下行洋他……S41

12：15～13：15ランチヨンセミナー2

座長：阿部宗昭（大阪医科大学整形外科）

CRPStypeIにおける診断と治療
山梨大学整形外科浜田良機……S42

14：30～16：20シンポジウム2Musician'shand

座長：藤哲（弘前大学整形外科）

仲尾保志（東京先端医療センター整形外科）

l-4-S78職業ピアニストの手の障害

横浜市立大学整形外科酒井直隆……S43

1-4-S79管楽器奏者に発生する手・上肢の障害

防衛医科大学校整形外科根本孝一他……S43

l-4-S80弦楽器奏者とmusician'shand

相模台病院整形外科鈴木俊他……S44

"1-4-S81小児・若年者におけるMusician'sHandの診断と治療

東京先進医療センター整形外科仲尾保志他……S44

l-4-S82手の外科を専門とする医師への提言一演奏家を代表して－

Saxophonist福井健太……S45
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第5会場

9：00～10：50シンポジウム3手の腫瘍の診断･治療の進歩

座長：薄井正道（東北海道病院整形外科）

岩本幸英（九州大学整形外科）

l-5-S83神経原性腫瘍の自然経過

浜松医科大学整形外科澤田智一他……S46

.1-5-S84手指良性骨腫瘍の鏡視下手術

名 古 屋 市 立大学整形外科関谷勇人他……S46

l-5-S85腱鞘巨細胞腫の治療

愛整会北斗病院整形外科中西啓介他……S47

l-5-S86手関節ガングリオンの鏡視下治療

弘前大学整形外科西川真史他……S47

'1-5-S87血管腫の治療指針

関門医療センター整形外科伊原公一郎他……S48

'l-5-S88悪性腫瘍の治療

札幌医科大学整形外科和田卓郎他……S48

12：15～13：15ランチョンセミナー3

座長：龍順之助（日本大学整形外科）

関節リウマチの診療ガイドラインとその考え方

東京大学アレルギーリウマチ内科山本一彦……S49

14：30～15：25一般演題腫瘍－1

座長：伊原公一郎（関門医療センター整形外科）

1-5-89手の腫瘍症例の検討

九州大 学 整 形 外 科 細 川 哲 他 … … S 5 0

1-5-90手指内軟骨腫に対する掻爬単独による治療成績

自治医科大学整形外科堀井倫子他……S50

1-5-91MP関節近傍内軟骨腫の病的骨折に対する小型創外固定器の治療経験

東海大学整形外科原山大樹他……S51

1-5-92腕神経叢の神経原性腫瘍の局在とアプローチについて

独立行政法人国立病院機構金沢医療センター多田薫他……S51

l-5-93神経鞘腫に対する超音波検査の有用性と愛護的核出法

市立札幌病院整形外科平地一彦他……S52

l-5-94上肢の末梢神経に発生した線維脂肪腫様過誤腫

慶應義塾大学整形外科池上博泰他……S52
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15：25～16：30一般演題腫瘍－2

座長：和田卓郎（札幌医科大学整形外科）

l-5-95指粘液襄腫に対する手術的治療

九州大学整形外科芳田辰也他……S53

l-5-96ガングリオンに対するOK-432(ピシバニール）を用いた硬化療法

長浜赤十字病院形成外科黒川正人他……S53

l-5-97腱鞘巨細胞腫の治療成績と再発因子

日本医科大学多摩永山病院整形外科北川泰之他……S54

l-5-98DiffUse型の手指腱鞘巨細胞腫について

金沢大学整形外科池田和夫他……S54

l-5-99手指に発生した腱鞘線維腫

大阪医科大学整形外科植田直樹他……S55

l-5-100

l-5-101

上肢皮層悪性腫瘍症例の検討

東京慈恵会医科大学形成外科

上肢遠位部発生軟骨肉腫の治療成績

関門医療センター整形外科
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武石明精他……S55

伊原公一郎他 ････S56



第6会場

9：00～9：45一般演題機能再建

座長：内尾祐司（島根大学整形外科）

1-6-l02母指対立再建術後の早期運動療法

愛野記念病院リハビリテーション科田崎和幸他･･･…S57

1-6-103榛骨神経麻溥手の母指機能再建における若干の工夫

土谷総合病院整形外科木森研治他……S57

l-6-104TESを利用した手指腱再建術の試み

高知大 学 整 形 外 科 喜 安 克 仁 他 … … S 5 8

l-6-105痙性麻痒手に対する整形外科的選択的痙性コントロール手術

稲荷山医療福祉センター小島洋文他……S58

1-6-106腓腹神経採取後その知覚障害領域は縮小するか

都立広尾 病 院 整 形 外 科 佐 々 木 了 他 … … S 5 9

9：45～10：40一般演題胸郭出口症候群・CRPS

座長：貞廣哲郎（ハンズ高知フレッククリニック）

1-6-107体性感覚誘発電位を用いた胸郭出口症候群の診断と術後成績

関西医科大学附属男山病院整形外科齋藤貴徳他……S59

l-6-108胸郭出口症候群の保存療法一伸張運動後に増強する症状一

東京手の外科・スポーツ医学研究所阿部幸一郎他…･･･S60

1-6-109胸郭出口症候群の手術成績一外傷性と特発性の比較一

名古屋市立大学整形外科岡本秀貴他……S60

l-6-110上肢手術後に続発したCRPSの検討

広島県立身体障害者リハビリテーションセンター整形外科児玉祥他……S61

l-6-lllComplexregionalpainsyndrome(CRPS)typelと鑑別すべき疾患

山形大学整形外科高原政利他……S61

1-6-ll2CRPStypell(カウザルギー）に対する薬物治療

尼崎中央病院整形外科三木健司他……S62

12：15～13：15第45回手の先天異常懇話会

14：30～15：35一般演題先天異常－1

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）

l-6-113裂手症に対するSnow-Littler法の経験

埼玉成恵会病院・埼玉手の外科研究所福本恵三他……S62

l-6-114Apert症候群の上肢異常の検討

東京慈恵会医科大学形成外科宮脇剛司他・…・・S63

l-6-ll5Apert症候群に対する治療経験

名古屋大学手の外科申正樹他……S63
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l-6-ll6

l-6-117

l-6-118

l-6-119

MirrorHandおよびMultipleHandSpectrumの治療経験

埼玉県立小児医療センター整形外科長尾聡哉他．．…･S64

母指多指症Wassel分類type5と6の治療成績と再手術例の検討

山形大学整形外科菅原正登他……S64

母指多指症一長期成績からの治療法の選択(BilhautCloquet法)－

東京慈恵会医科大学形成外科栗原邦弘他．．…･S65

爪合併した母指多指症例の爪形態の長期経過

長野赤十字病院形成外科三島吉登他……S65

15：35～16：40一般演題先天異常－2

座長：平瀬雄一（埼玉成恵会病院形成外科・埼玉手の外科研究所）

1-6-120当科で加療をおこなった屈指症の検討

札幌医科大学整形外科射場浩介他…･･･S66

l-6-121創外固定器を用いた先天性手指変形の矯正

名古屋大学手の外科堀井恵美子他……S66

1-6-122先天性疾患に対する手指骨仮骨延長法の検討

国立成育医療センター整形外科高木岳彦他……S67

1-6-1232回の仮骨延長術を行った内反手の検討

大阪府立母子保健総合医療センター整形外科吉田清志他……S67

1-6-124先天性僥側列形成不全に対する手術療法についての検討

広島大学整形外科杉岡敏博他……S68

1-6-125先天性短指症に対する足趾趾節骨移植

新潟大学整形外科佐藤理行他……S68

1-6-126短母指外転筋移行術による母指対立再建術：先天異常手の治療を中心に

国立成育医療センター整形外科高山真一郎他……S69

－44－



P-a会場

16：55～17：38展示演題神経－1

座長：牧裕（新潟手の外科研究所）

l-a-Pol末梢神経切断後の後根神経節内における知覚神経線維の出芽

新潟市民 病 院 整 形 外 科 津 吉 秀 樹 他 … … S 7 0

l-a-Po2末梢神経細胞の突起伸展に対するIL-1βの影響

大阪大学整形外科鱒法輪光他…･･･S70

l-a-Po3SpinalMotorNeuronのBDNFによる軸索伸長効果と細胞内シグナル伝達

東京大学整形外科荒居聖子他．｡…･S71

l-a-Po4Melanocortinreceptor4は末梢神経損傷時に発現上昇し，

Alpha-MSHの神経突起伸長作用を媒介する

大阪市立大学大学院医学系研究科機能細胞形態学田辺勝久他……S71

l-a-Po5末梢神経系におけるリン酸化MBPの発現とその変化

東京都立清瀬小児病院整形外科斎藤治和他……S72

l-a-Po6血行を遮断した自家坐骨神経片移植による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 … … S 7 2

1-a-Po7短時間持続圧迫外力による末梢神経血流と血管透過性の変化

筑波大学 整 形 外 科 吉 井 雄 一 他 … … S 7 3

17：38～18：15展示演題神経－2

座長：西浦康正（筑波大学整形外科）

l-a-Po8手根管症候群の腫脹した腱滑膜における血管病変とMMP2の関与

三重大学整形外科辻井雅也他……S73

l-a-Po9手根管症候群における酸化ストレス

近畿大学整形外科大谷和裕他……S74

l-a-PolO糖尿病モデルを使った絞拒性神経障害の病態解明

一糖尿病性絞掘性神経障害と特発性絞掘性神経障害の比較一

三重大学整形外科西村淑子他……S74

l-a-PollHVJ-liposome法による非ウイルス性逆行性神経内遺伝子導入

一糖尿病性神経障害に対する新たな治療戦略一

防衛医科大学校整形外科加藤直樹他……S75

l-a-Pol2上肢の末梢神経障害に伴う筋病理所見について

東邦大学第2整形外科水谷一裕他･･･…S75

l-a-Pol3バレーボール選手に発症する疎下筋不全麻揮の病態

一新鮮遺体標本を用いた観察－

札幌医科大学保健医療学部理学療法学科青木光広他……S76
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18：15～18：45展示演題神経－3

座長：河井秀夫（星ヶ丘厚生年金病院

l-a-Pol4手指随意運動の脳磁計による測定

東京歯科大学市川総合病院整形外科高橋正憲他

l-a-Pol5経頭蓋電気刺激による末梢神経誘発電位計測一臨床例における検討一

筑波大学整形外科宇賀美奈子他

l-a-Pol6フラビン蛋白蛍光測定を用いた大脳活動領野モニタリングによる

末梢神経修復術後における機能回復メカニズムの検討

新潟大学医歯学総合病院形成外科柴田実他

l-a-Pol7フラビン蛋白蛍光モニタリングによる神経交叉術後の修復および

損傷ドナー神経の機能回復と大脳可塑性の検討

新潟大学医歯学総合病院形成外科陳山林他

l-a-Pol8LineScanDiffUsionlmagingを用いた末梢神経損傷の早期診断に関する

実験的研究

慶應義塾大学整形外科 山部 英行 他
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……S76
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P-b会場

17：05～17：35展示演題発生・解剖－1

座長：岡島誠一郎（京都府立心身障害者福祉センター附属リハビリテーション病院整形外科）

l-b-Pol9爪の再生を目指して

－マウス爪再生モデルにおけるMSXlおよびHoxC13の発現－

大 阪 市 立大学整形外科金城養典他……S79

l-b-Po20手関節背側部からの逆行性島状皮弁の可能性一解剖学的研究一

医真会八尾総合病院整形外科面川庄平他……S79

l-b-Po21尺骨神経背側枝に関する解剖学的研究

友紘会総合病院後藤晃他……S80

l-b-Po22三角線維軟骨複合体(TFCC)の解剖学的考察

熊本整形外科病院手の外科センター玉井誠他……S80

l-b-Po23手関節三角線維軟骨複合体の免疫組織化学的検討（第2報）

東邦大学第2整形外科重光俊男他……S81

17：35～18：00展示演題発生・解剖－2

座長：戸部正博（東邦大学第2整形外科）

l-b-Po24Ulnarvarianceが加齢とともに増加する原因について

淀川キリスト教病院整形外科野口和子他……S81

l-b-Po25腕僥骨筋停止部と僥骨遠位端骨折との関連について

掛川市立総合病院整形外科洪淑貴他……S82

l-b-Po26三次元有限要素法による僥骨遠位端骨折発生メカニズムの解析

猫協医科大学整形外科富沢一生他……S82

l-b-Po27上腕骨外上顎炎（テニス肘）に対する鏡視下手術のための解剖学的検討

聖マリアンナ医科大学整形外科安藤亮他……S83

18：00～18：45展示演題腱縫合

座長：石田治（広島大学整形外科）

l-b-Po28Lockinglooptechniqueを用いた腱縫合における最適な縫合糸と結節位置の選択

島根大学 整 形 外 科 小 松 史 他 … … S 8 3

l-b-Po29縫合糸と腱縫合法の組み合わせによる力学特性の相違

島根大学整形外科山上信生他……S84

l-b-Po30ポリエチレン混合糸を用いた腱縫合におけるsidelocking法，津下法，
吉津法の力学的強度の比較

島根大学整形外科四本忠彦他……S84

l-b-Po31Sidelocking法によって腱縫合直後から自動運動を開始できる

島根大学整 形 外 科 森 隆 治 他 … … S 8 5
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1-b-Po32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3報

徳島大学整形外科浜田佳孝他

1-b-Po33MitekAnchorを用いたzonel屈筋腱修復術に対する末節骨骨質および

縫合材料の影響

燕労災病院整形外科松崎浩徳他

1-b-Po34生体適合性ポリマーゲルの腱損傷モデルにおける癒着防止効果

東京大学整形外科 石 山 典 幸 他

－48－

……S85
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P-c会場

16：50～17：20展示演題同種移植

座長：佐野倫生（浜松医科大学整形外科）

l-c-Po35移植された他人の手は自分の手に変わる

山口大学整形外科村松慶一他……S87

1-c-Po36ラット同種下肢移植後の断端部筋肉再生一遺伝子改変ラットを用いた検討一

自治医科大学整形外科安食孝士他……S87

l-c-Po37血管柄付骨移植を用いた骨再建におけるCyclosporineAと

Bisphosphonateの相互作用

山口大学整形外科松永経光他．｡…･S88

1-c-Po38動静脈血管束を用いた免疫抑制剤短期投与による血管柄付き同種移植骨の生着延長

山口大学整形外科大野晃靖他……S88

1-c-Po39自家骨軟骨移植術後の組織学的および力学的検討

神戸大学整形外科国分毅他……S89

17：20～18：02展示演題バイオメカニクス

座長：安田匡孝（大阪府済生会中津病院整形外科）

l-c-Po402次元3指節剛体リンクモデルを用いた正常指と内在筋麻痒指の

機能シミュレーション

慶應義塾大学整形外科中村俊康他……S89

l-c-Po41母指手根中手関節の榛側外転角度の違いが母指筋力に及ぼす影響

金沢大学大学院医学系研究科保健学専攻西村誠次他．．…･S90

1-c-Po42手関節背屈位での応力解析

名古屋大学手の外科馬島雅高他……S90

l-c-Po43尺骨短縮効果に関する生体力学的検討

一第3報筋無負荷時の遠位僥尺関節内圧変化一

荻窪病院整形外科西脇正夫他……S91

l-c-Po44榛骨頭脱臼に対する尺骨角状骨切り術の効果

一骨切り部位の影響と骨間膜の役割について－

大阪医科大学整形外科白井久也他……S91

1-c-Po453D-CTを用いた榛骨頭前方脱臼の前腕動態解析とその病態

大阪大学整形外科岡久仁洋他……S92

l-c-Po46各前腕回旋肢位での回内外力

みつわ台総合病院整形外科渡邉寛他……S92
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18：02～18：45展示演題画像

座長：池上博泰（慶應義塾大学整形外科）

1-c-Po47後骨問神経麻癖における神経のくびれに対する超音波診断

虎の門病院整形外科中道健一他……S93

l-c-Po48拡散強調MRIによるヒト末梢神経の描出

東京逓信病院整形外科沖永修二他……S93

1-c-Po49回内外における伸筋腱鞘の形態変化-MRMicroscopycoilを使用した解析一

筑波大学整形外科田中利和他……S94

1-c-Po50前腕回旋時の尺側手根伸筋腱脱臼・亜脱臼に関する観察

千葉大学整形外科国吉一樹他……S94

1-c-Po51母指MP関節尺側側副靱帯損傷に対する超音波検査の有用性

名古屋大学手の外科

1-c-Po52上肢軟部腫瘍の3D-CTによる画像診断

横浜市立大学整形外科

1-c-Po53腱鞘巨細胞腫の術前診断

日本医科大学多摩永山病院整形外科

-50－

篠原孝明他……S95

堀武生他……S95

北川泰之他……S96



弟2呂 4月21呂 全

第1会場

9：00～10：40パネルディスカッション3伸筋腱断裂の手術

座長：斎藤英彦（聖隷浜松病院手の外科・マイクロサージャリーセンター）

黒島永嗣（帝京大学整形外科）

2-l-Pal27母指伸筋腱断裂の治療

東京手の外科・スポーツ医学研究所山口利仁他……S97

･2-l-Pal28指背腱膜損傷の治療法

岩手医科大学整形外科古町克郎他……S97

･2-l-Pal29指背腱膜損傷の治療

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……S98

'2-l-Pal30手背部伸筋腱損傷の一次修復

関西医科大学整形外科中村誠也他……S98

､2-l-Pal31手背部挫滅損傷に対する伸筋腱再建

新潟手の外科研究所牧裕……S99

10：55～11：55招待講演2

座長：阿部宗昭（大阪医科大学整形外科）

BdtishExperienceinNerveSurgery

NeurologicalOrthopaedicSurgery,PeripheralNervelniuryUnit,

RoyalNationalOrthopaedicHospital,Middlesex,UK

RoIfeBIRCH……S100

13：20～14：15一般演題肘関節骨折・疾患

座長：岡義範（東海大学八王子病院整形外科）

2-1-132小児陳旧性Monteggia骨折の治療経験

京都府立医科大学運動器機能再生外科学白須幹啓他“…･S101

2-1-133当院におけるモンテッジア骨折の治療成績

神戸市立中央市民病院末吉達也他……S101

2-1-134上腕骨小頭骨折に対する観血的整復固定術

大阪府済生会中津病院整形外科吉中康高他……S102

2-1-135自家骨軟骨柱移植術による進行期肘関節離断性骨軟骨炎の治療

広島大学整形外科梶原了治他……S102

2-1-136肘関節障害に対する肘筋筋弁を利用した肘関節形成術の有用性

北海道大学整形外科西田欽也他……S103

2-1-137変形肘関節症に対する鏡視下関節形成術後の上肢機能改善について

市立大町総合病院整形外科下川寛一他……S103
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14：15～14：45一般演題前腕骨骨折－1

座長：福本恵三（埼玉成恵会病院・埼玉手の外科研究所）

2-l-138小児前腕骨骨折の手術治療成績の検討

関西労災病院整形外科岡田潔他……S104

2-1-139小児前腕両骨骨折（中央1/3)に対する髄内釘固定の治療成績

名古屋披済会病院整形外科水島秀幸他……S104

2-1-140前腕骨骨幹部骨折の治療におけるpitfall

-Acuteplasticbowingが見逃されている－

足利赤十字病院整形外科田島康介他……S105

14：45～15：30一般演題前腕骨骨折－2

座長：田中寿一（兵庫医科大学整形外科）

2-1-141前腕骨幹部骨折に対する手術治療の臨床成績

浜松労災病院整形外科河本正昭……S105

2-1-142成人前腕骨骨幹部骨折に対する手術療法の検討

東海大学整形外科小林由香他……S106

2-l-143前腕両骨骨折の治療成績

佐賀社会保険病院整形外科浅見昭彦他……S106

2-1-144前腕両側骨幹部骨折の治療成績

北九州市立八幡病院整形外科櫛田学他……S107

2-l-145当院における前腕開放骨折に対する内固定の術後成績

足利赤十字病院整形外科三戸一晃他・・…･S107

15：30～17：10パネルディスカッション4前腕両骨骨折の治療と問題点
座長：多田浩一（関西労災病院整形外科）

佐々木孝（済生会神奈川県病院整形外科）

2-l-Pal46前腕両骨骨折の治療と問題点（プレート固定）

藤枝市立総合病院整形外科豊山起光他・・…･S108

2-l-Pal47前腕両骨々 幹部骨折に対する手術的治療

神戸市立中央市民病院整形外科福田知佐子他……S108

2-l-Pal48前腕両骨骨幹部骨折の治療

熊本整形外科病院田嶋光他……S109

2-l-Pal49前腕骨骨幹部骨折に対するMIPO

済生会神奈川県病院整形外科山中一良他……S109

2-l-Pal50前腕骨折変形治癒3次元矯正のコンピューターシミュレーション

大阪大学整形外科村瀬剛他……S110
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第2会場

8：30～9：35ビデオシンポジウム1神経修復術

座長：吉津孝衛（新潟手の外科研究所）

2-2-V151神経修復術一現況と今後の展望一

琉球大学整形外科金谷文則……Slll

2-2-V152神経移植術（遊離自家腓腹神経移植）

筑波大学人間総合科学研究科落合直之他……S111

2-2-V153神経剥離術

川崎市立川崎病院整形外科堀内行雄他……S112

9：35～10：40ビデオシンポジウム2複合組織移植

座長：光嶋勲（東京大学形成外科）
2-2-V154足趾移植

吉村整形外科医院吉村光生……S112

2-2-V155上肢に対する血管柄付き腓骨（腓骨頭）移植術

奈良県立医科大学整形外科矢島弘嗣他……S113
2-2-V156神経・筋肉移植術

小郡第一総合病院整形外科土井一輝他……S113

13：20～14：05一般演題骨間神経麻痘

座長：根本孝一（防衛医科大学校整形外科）
2-2-157前骨間神経麻揮に対する神経伝導検査と治療成績

東北労災病院整形外科信田進吾他……S114

2-2-158特発性前骨間神経麻輝に対する神経線維束間剥離術の手術時期に関する検討

東京都立広尾病院整形外科田尻康人他……S114

2-2-159当科に於ける前骨間神経麻痒の治療成績

兵庫医科大学整形外科蔭山敬久他……S115

2-2-160当科における特発性前骨間神経麻揮の検討

荻窪病院整形外科池田崇他……S115

2-2-161特発性前骨間・後骨間神経麻痒の保存的および外科的治療

東京女子医科大学附属膠原病リウマチ痛風センター整形外科岩本卓士他……S116

14：05～15：45シンポジウム4末梢神経再生の基礎的研究の進歩

座長：落合直之（筑波大学人間総合科学研究科）

平田仁（名古屋大学手の外科）

｡2-2-S162神経再生と血液神経関門(blood-nervebamer)

浜松医科大学整形外科佐野倫生他……S116

<2-2-Sl63神経再生における基底膜の役割

京都府心身障害者福祉センター附属リハビリテーション病院岡島誠一郎他……S117
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2-2-S164

2-2-S165

2-2-S166

Schwann細胞の増殖・分化の分子メカニズム

国立身体障害者リハビリテーションセンター研究所

神経再生とbFGF

大阪市立大学整形外科

末梢神経延長の機構

筑波大学整形外科

緒方徹他……S117

高松聖仁他……S118

西浦康正他……S118

15：45～17：35シンポジウム5 末梢神経麻痒の治療の進歩

座長：堀内行雄（川崎市立川崎病院整形外科）

金谷文則（琉球大学整形外科）

-2-2-S167部分尺骨神経移行術一その結果と応用

京都大学整形外科

72-2-s168末梢神経外科の立場から提案する分娩麻癖の新分類

大阪府立母子保健総合医療センター整形外科

2-2-S169肩甲上神経麻揮

慶應義塾大学整形外科

･2-2-S170前骨間神経麻痒における砂時計様<ぴれ

浜松医科大学整形外科

2-2-S171後骨間神経麻揮の検討

荻窪病院整形外科

･2-2-S172いわゆるStrutherrarcadeにおける絞掘性神経障害

慶友整形外科病院

17：35～17：45閉会式
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柿木良介他……S119

川端秀彦他……S119

池上博泰他……S120

大村威夫他……S120

田 崎 憲 一 他……S121

伊藤恵康他……S121



第3会場

8：30～9：15一般演題DRUJ-1

座長：吉田健治（聖マリア病院整形外科）

2-3-173遠位榛尺関節不安定症に対する生体3次元動態解析

大阪大学器官制御外科学野田和王他……S122

2-3-174伸筋腱皮下断裂を伴った遠位僥尺関節症のX線学的検討

信州大学運動機能学山崎宏他……S122

2-3-175遠位僥尺関節の関節鏡

中日病院整形外科・名古屋手の外科センター山本美知郎他……S123

2-3-176DRUJロッキング

慶應義塾大学整形外科藤巻亮二他……S123

2-3-177ChroniclnstabilityoftheDRUJ:OurExperienceandaNewSurgicalTechnique
GovernmentMedicalCollegeandHospital,India

RaviKumarGUPTA……S124

9：15～10：00一般演題DRUJ-2

座長：白井久也（大阪医科大学整形外科）

2-3-178遠位僥尺関節不安定症に対する手術治療成績

木原整形外科医院木原仁他……S124

2-3-179DRUJ障害に対する尺骨短縮術治療成績とTFCC所見の検討

名古屋大学手の外科建部将広他……S125

2-3-180Sauve-Kapandji慶大変法術後のレントケン解析

慶應義塾大学整形外科太田憲和他……S125

2-3-181尺骨近位端安定化術を加えたSauv6-Kapandji手術の長期成績

北海道大学整形外科三浪明男他……S126

2-3-182Sauve-Kapandjiにおける尺骨近位断端部痛に対する尺骨近位断端制動術の検討
一第2報一

日本医科大学整形外科澤泉卓哉他……S126

10：00～10：55一般演題TFCC

座長：平山隆三（旭川赤十字病院整形外科）
2-3-183TFCC損傷例のKinematicMRI

札幌医科大学整形外科織田崇他……S127

2-3-184TFCC損傷に対する術後成績の検討

京都府立医科大学運動器機能再生外科学藤原浩芳他……S127

2-3-185スポーツ障害としてのTFC損傷に対する鏡視下手術の成績

北海道大学整形外科石川淳一他……S128

2-3-186三角線維軟骨複合体尺側断裂に対する掌側進入法による尺骨小窩部縫合術

大阪大学整形外科森友寿夫他……S128
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2-3-187

2-3-188

TFCC尺骨茎状突起付着部損傷による遠位僥尺関節不安定症の診断と治療
北野病院整形外科藤尾圭司他……S129

手関節滑膜ヒダの病態と治療

慶友整形外科病院辻野昭人他……S129

12：10～13：10ランチヨンセミナー4

座長：吉村光生（吉村整形外科医院）

手の外科領域における保険診療

虎の門病院整形外科立花新太郎……S130

13：20～13:30TravelingFelIowSession

座長：水関隆也（広島県立身体障害者リハビリテーシヨンセンター）

ClinicalOutcomesofPrimaryRepairofZoneltoZoneVAcuteFlexorTendonlnjuries

DepartmentofOrthopaedicsandTraumatology,PrincessMargaretHospital,

HongKongSARHinKeungWONG他……S131

13：30～14：30 招待講演3

座長：荻野利彦（山形大学整形外科）

EndoscopicCarpalTunnelReleaseUsingModifiedChow'sDualPortalTechnique

DepartmentofOrthopaedicSurgery,KyungpookNationalUniversityHospital,
PoongTaekKIM……S132Korea

ClassificationofUpperLimbMusclesandhtramuscularNerveRepair

DepartmentofHand&ReconstructiveMicrosurgery,NationalUniversityHospital,
AymericLIM……S133Singapore

14：30～15：30 招待講演4

座長：土井－輝（小郡第一総合病院整形外科）

AnatomicStudyofC7andltsClinicalSignificance

DepartmentofHand&Microsurgery,HuashanHospital,FudanUniversity,
JianguangXU他……S134Shanghai,China

TheFascicularNerveTransferfOrRestorationofElbowFlexionin

BrachialPlexuslnjuryPatient

HandandMicrosurgeryUnit,DepartmentofOrthopaedicSurgery,

FacultyofMedicineSirirajHospital,MahidolUniversity,Bangkok,Thailand
PanupanSONGCHAROEN……S135
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15：40～16：30一般演題切断肢・再接着－1

座長：矢島弘嗣（奈良県立医科大学整形外科）

2-3-189Kmkenberg手術60年後の2例（ビデオ演題）

順天堂大学整形外科山内裕雄……S136

2-3-190上肢major切断再接着術後の皮弁形成術

札幌医科大学高度救命救急センター土田芳彦他……S136

2-3-191Ringiniuryの検討一骨関節離断レベルと動脈損傷の末梢レベルについて－

松寿会共和病院形成外科重吉直哉他……S137

2-3-192指末節切断再接着における静脈吻合の検討

愛知県厚生連海南病院整形外科蓮尾隆明他……S137

2-3-193末節指切断再接着18例における二期的静脈吻合法(Delayedvenousanastomosis)
の経験一生着率向上の新しい血管吻合コンセプトー

東京大学形成外科三原誠他……S138

16：30～17：10一般演題切断肢・再接着－2

座長：中尾悦宏（名古屋大学手の外科）

2-3-194指尖部切断の治療一再接着術と断端形成術の比較一

小郡第一総合病院整形外科服部泰典他……S138

2-3-195指DIP関節から末節切断の経験

長野市民病院整形外科松田智他……S139

2-3-196指再接着における骨接合の検討

山形大学 整 形 外 科 井 上 林 他 … … S 1 3 9

2-3-197DASHを用いた手指切断再接着術の術後評価

山形大学整形外科佐々木淳也他……S140
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第4会場

8：30～9：10一般演題リウマチ－1

座長：南川義隆（東京手の外科・スポーツ医学研究所）

2-4-198小皮切によるRA手の伸筋腱裂の治療

日本大学整形外科龍順之助他……S141

2-4-199関節リウマチにより生じた三指伸筋腱断裂再建法の比較検討

広島県身障者リハビリテーションセンター整形外科水関隆也他･･･…S141

2-4-200関節リウマチ指ボタン穴変形に対するOhshio変法の手術手技と成績

信州大学整形外科加藤博之他……S142

2-4-201リウマチ手関節の手根配列異常に対する3次元的，定量的解析

大阪大学整形外科有光小百合他……S142

9：10～9：55一般演題リウマチ－2

座長：石突正文（土浦協同病院整形外科）

2-4-202関節リウマチ母指の関節固定術が隣接関節に及ぼす影響

大阪労災病院整形外科細見僚他……S143

2-4-203ハーバートスクリューを用いた部分関節固定術の治療成績について

北野病院川井康嗣他……S143

2-4-204RA手関節に対する僥骨月状骨間固定術の有用性

北海道大学整形外科益子竜弥他……S144

2-4-205RAにおけるSauv6-Kapandji法に尺骨近位端の安定化術(Breen変法）

を追加した手術治療成績

立川共済病院整形外科谷野善彦他……S144

2-4-206関節リウマチ手関節障害に対するSauv6-Kapandji法およびDarrach法術後の

尺骨切除断端のX線学的形態変化の検討

北里大学整形外科藤田護他……S145

9：55～10：40一般演題リウマチ－3

座長：政田和洋（政田整形外科･リウマチ科）

2-4-207関節リウマチ患者における手指MP関節形成術の検討

奥田整形外科奥田敏治……S145

2-4-208Swansonimplantを用いたリウマチ手MP関節形成術の成績
広島大学整形外科鈴木修身他……S146

2-4-209関節リウマチ指におけるBallinsocket型人工指MP関節の短期成績

一多施設研究－

信州大学整形外科中村恒一他…･･･S146

2-4-210リウマチ手に対する新しい治療法

-ProDesign人工指関節の開発と短期臨床成績一
東住吉森本病院リウマチ科恵木丈他……S147
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2-4-211表面置換型人工PIP関節置換術の成績

昭和大学整形外科稲垣克記他……S147

10：40～11：20一般演題炎症

座長：坂田桿教（埼玉県立大学保健医療福祉学部）

2-4-212手部咬創重症例の検討

新潟中央病院整形外科山下晴義他……S148

2-4-213ヘビ咬傷によるコンパートメント症候群について

北里大学病院救命救急センター根本充他……S148

2-4-214非定型抗酸菌(Mycobacteriumintracellulare)による手部感染症の治療経験

奈良県立医科大学整形外科小畠康宣他……S149

2-4-215上肢における非定型抗酸菌感染症

高知県立幡多けんみん病院整形外科谷脇祥通他……S149

12：10～13：10ランチョンセミナー5

座長：中村蓼吾（中日病院名古屋手の外科センター）

Kienb6ck病に対する新しい治療法の試み

筑波大学人間総合科学研究科落合直之……S150

13：20～14：25一般演題母指CM関節症

座長：香月憲一（大阪市立大学整形外科）

2-4-216指節関節における変形性関節症の危険因子の検討-Hizen-OshimaStudyより－
産業医科大学整形外科戸羽直樹他……S151

2-4-217母指CM関節不安定症に対する半裁長僥側手根伸筋腱を用いた

靱帯再建術（琉大法）の成績

琉球大学整形外科岳原吾一他……S151

2-4-218母指CM関節症に対する関節形成術の成績

北海道勤医協中央病院整形外科堺慎他……S152

2-4-219Eaton分類Stagelll,IVの母指CM関節症に対する

中手骨外転対立位骨切り術による治療

濁協医科大学整形外科長田伝重他……S152

2-4-220母指CM関節症に対する人工関節置換術の成績

藤田保健衛生大学整形外科鈴木克侍他……S153

2-4-221表面置換型母指人工CM関節置換術の20例

東京手の外科・スポーツ医学研究所山口利仁他……S153

2-4-222母指CM関節症に対する関節固定術後の隣接関節への影響について

関西労災病院整形外科堀木充他……S154
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14：25～15：05一般演題槌指

座長：石黒隆（いしぐろ整形外科）

2-4-223腱性槌指に対する手術療法の検討

土浦協同病院整形外科石突正文他…･･･S154

2-4-224腱性マレツト指の手術経験，待機一次縫合法を用いて

昭和大学整形外科平原博庸他･･････S155

2-4-225骨性マレツト指の骨折型の検討

岡山赤十字病院整形外科小西池泰三他……S155

2-4-226終末腱の問題に起因すると考えられた，骨性槌指に対する

石黒法成績不良例の検討

千葉大学整形外科落合聡子他……S156

15：10～15：55一般演題伸筋腱損傷

座長：加藤博之（信州大学整形外科）

2-4-227榛骨遠位端骨折後の長母指伸筋腱断裂に対する腱移行術の検討

北海道整形外科記念病院整形外科近藤真他……S156

2-4-228遠位僥尺関節症による伸筋腱皮下断裂例の検討

駿河台日本大学病院整形外科山田恵他……S157

2-4-229指伸筋腱損傷に対する長榛側手根伸筋腱移行

富山大学整形外科長田龍介他……S157

2-4-230指動脈穿通枝筋膜脂肪弁による伸筋腱滑動床の再建

長野赤十字病院形成外科藤田研也他……S158

2-4-231高度挫滅による基節骨骨折，伸筋腱損傷後の拘縮に対する伸筋腱剥離，

有茎脂肪弁移行の検討

新潟手の外科研究所吉津孝衛他……S158

15：55～16：35一般演題屈筋腱損傷－1

座長：高山真一郎（国立成育医療センター整形外科）

2-4-232屈筋腱縫合後早期自動屈曲運動における試み

市立三次中央病院整形外科高田治彦他……S159

2-4-233陳旧性深指屈筋腱断裂に対する遊離腱移植と術後早期運動の成績

北海道大学整形外科石倉久光他……S159

2-4-234陳旧性深指屈筋腱単独断裂に対するenthesis再建を目的とした骨付き腱移植術

大阪市立大学整形外科岡田充弘他……S160

2-4-235指節骨骨折後の屈筋腱癒着

信州大学整形外科木下淳他……S160
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16：35～17：10一般演題屈筋腱損傷－2

座長：田中英城（新潟県立吉田病院整形外科）

2-4-236手指屈筋腱損傷治療後発生した慢性進行性PIP関節屈曲拘縮の検討

名古屋大学手の外科服部達哉他……S161

2-4-237弾擢指における腱鞘の肥厚部位と弾発現象との関係について

国立病院機構東広島医療センター整形外科今田英明他……S161

2-4-238手指ばね指に対する鏡視下腱鞘切開術の治療成績

青森労災病院整形外科三浦一志他……S162

2-4-239手指屈筋腱腱鞘炎の複数指罹患に及ぼす因子のロジステイック回帰分析による検討

東京都済生会中央病院整形外科 亀山 真他……S162
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第5会場

8：30～9：35一般演題手術手技

座長：水谷－裕（東邦大学第2整形外科）

2-5-240小侵襲手技のためのメスの開発

佐々木研究所附属杏雲堂病院整形外科富田善雅他……S163

2-5-241TJscrewとLoopwireを用いた新しい靱帯縫着法

兵庫医科大学整形外科大迎知宏他……S163

2-5-242上肢の骨切り術における工夫（はめ込み固定）

山形大学整形外科高原政利他……S164

2-5-243上肢変形治癒骨折症例に対するコンピュータ支援手術

関西労災病院整形外科米田昌弘他……S164

2-5-244手指に人工真皮を用いた102例の検討

大分中村病院形成外科亀渕克彦他……S165

2-5-245手部・上肢での関節拘縮・腱癒着を予防できる植皮圧迫法VACsystemの応用

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……S165

2-5-246手の外科における早期運動療法を取り入れたVacuum-AssistedClosure

川崎医科大学整形外科長谷川健二郎他……S166

9：35～10：30一般演題拘縮

座長：田崎憲一（荻窪病院整形外科）

2-5-247Dupuytren拘縮に対する横切開を用いた開放療法
北里大学東病院整形外科森口尚生他……S166

2-5-248DennofasciectomyによるDupuytren拘縮の治療成績

熊谷総合病院整形外科阿部圭宏他･･･…S167

2-5-249PIP関節に強い屈曲拘縮を伴った重度Dupuytren拘縮の治療経験

岐阜大学整形外科大野義幸他･･･…S167

2-5-250手指MP,PIP関節拘縮に対する授動術の治療成績

大垣市民病院整形外科千田博也他……S168

2-5-251PIP関節拘縮の観血的治療一可動式創外固定器の有用性一

大阪市立総合医療センター整形外科日高典昭他……S168

2-5-252長期間放置された熱傷・火傷後嬢痕拘縮手の手術例の検討

札幌医科大学整形外科辻英樹他．…"S169

12：10～13：10ランチョンセミナー6

座長：吉津孝衛（新潟手の外科研究所）

絞掘性神経障害の病態と治療

名古屋大学手の外科平田仁・…･･S170
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13：20～14：00一般演題皮弁・マイクロサージヤリー

座長：栗原邦弘（東京慈恵会医科大学形成外科）

2-5-253Thinabdonnalnapによる複数指損傷の再建

東京臨海病院形成外科荻野晶弘他……S171

2-5-254遊離皮弁を用いた手部の軟部組織損傷の再建

奈良県立医科大学整形外科村田景一他……S171

2-5-255TAPHap(胸背動脈穿通枝皮弁）をもちいた上肢再建

東京大学形成外科成島三長他……S172

2-5-256血管柄付き腓骨頭移植術を用いた僥骨遠位端の再建（ビデオ演題）

奈良県立医科大学整形外科重松浩司他．…･･S172

14：00～14：45一般演題爪再建

座長：柴田実（新潟大学形成外科）

2-5-257形状記憶合金ワイヤーによる手指の巻き爪治療

名古屋大学手の外科塩之谷香他……S173

2-5-258開放性末節骨骨折に伴う爪損傷

愛知県厚生連海南病院整形外科勝田康裕他……S173

2-5-259Brent変法（手掌ポケット法）を用いた新しい爪再建法

大津赤十字病院形成外科沢辺一馬他･･･…S174

2-5-260外傷性垂直型分裂爪甲に対する趾爪側縁部を利用した爪床・爪母移植

船橋市立医療センター形成外科田中浩二他……S174

2-5-261足指移行による母指爪再建の指針

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……S175

14：45～15：30一般演題指尖再建

座長：鈴木康（岐阜県立岐阜病院整形外科）

2-5-262指尖部損傷に対する親水性ポリウレタンドレッシングを用いた保存的療法

市立豊中病院整形外科栗山幸治他……S175

2-5-263ReconstructionofFingertiplnjurybyLocalandRegionalFlaps

ChoRayHospital,VietNamTranNguyenTrinhHANH･…・・S176

2-5-264DigitalArteryPerfbrator(DAP)napを用いた指尖再建

東京大学形成外科福田憲翁他……S176

2-5-265示指基節部掌側からの血管柄付き島状皮弁を用いた母指皮層欠損の再建

長崎大学形成外科田中克己他……S177

2-5-266手指の皮層欠損に対する静脈皮弁

熊本機能病院整形外科星野秀士他……S177
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15：30～16：35一般演題指－1

座長：中島英親（熊本機能病院整形外科）

2-5-267Benne杖骨折変形治癒に対する矯正骨切り術

豊橋市民病院整形外科入澤太郎他……S178

2-5-268中手骨骨折の保存療法-MP関節屈曲位の機能的ギプスによる－

北里大学東病院整形外科小林明正他……S178

2-5-269掌側板剥離骨折に対する観血的治療の検討

旭川赤十字病院秋田真秀他……S179

2-5-270Low-profilemini-plateを用いた指PIP関節背側脱臼骨折の手術療法
東海大学大磯病院整形外科池田全良他……S179

2-5-271小骨用プレートシステムを用いた中手骨・指節骨骨折の治療成績

社会保険徳山中央病院整形外科住浦誠治他……S180

2-5-272手指骨骨折に対するLowprofileplateandscrewsystemの治療成績

横須賀北部共済病院整形外科瀧上秀威他……S180

2-5-273指節骨に対する経皮髄内釘固定術

瀬尾記念病院野々宮廣章……S181

16：35～17：20一般演題指－2

座長：禁詩岳（東京慈恵会医科大学整形外科）

2-5-274手指PIP関節側副靱帯損傷一次修復の成績の検討

興生総合病院整形外科河野正明他……S181

2-5-275尺側偏位亜脱臼を伴う陳旧性PIP関節僥側側副靱帯損傷に対する手術治療

大阪厚生年金病院整形外科三宅潤一他……S182

2-5-276陳旧性母指MP関節側副靱帯損傷の解剖学的再建法

聖隷浜松病院手の外科・マイクロサージャリーセンター神田俊浩他……S182

2-5-277陳旧性手指側副靱帯損傷の治療

東海大学八王子病院整形外科神元将志他……S183

2-5-278Boxer'sknuckleの手術成績

駿河台日本大学病院整形外科佐藤多賀子他……S183
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P-a会場

8：30～9：00展示演題神経－4

座長：池田和夫（金沢大学整形外科）

2-a-Po54骨髄間葉系細胞を用いた血管含有チューブ内神経再生について

京都大学整形外科山川知之他．…･･S184

2-a-Po55吸収性透明チューブを用いた末梢神経接合一第2報一

新潟手の外科研究所成澤弘子他……S184

2-a-Po56コラーゲンスポンジ充填管腔ポリマーチューブによる末梢神経欠損部の架橋実験

清恵会病院外傷マイクロサージャリーセンター越宗勝他……S185

2-a-Po57キトサン・ナノファイバー・チューブを用いた人工神経の開発

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……S185

2-a-Po58ヒト末梢血由来AC133陽性細胞移植によるラット坐骨神経再生

広島大学整形外科來嶋也寸無他．．…･S186

9：00～9：30展示演題神経－5

座長：伊藤聰一郎（東京医科歯科大学疾患遺伝子実験センター）

2-a-Po59神経近位断端直接緩徐伸長による神経欠損部修復のための研究

一神経近位断端の伸長様式について－

筑波大学整形外科0審吉拉夫他……S186

2-a-Po60同種神経移植における神経保存液としてのポリフェノールの有効性に対する研究

京都大学整形外科柿木良介他．．…･S187

2-a-Po61除神経筋へのFGF2投与効果（ラットにて）

名古屋大学手の外科岩田佳久他……S187

2-a-Po62骨格筋の修復過程に関わるNeuregulinの役割

京都府立医科大学運動器機能再生外科学平田美幸他……S188

2-a-Po63骨格筋における神経栄養因子の定量一末梢神経再生過程での変化一

慶應義塾大学整形外科森澤妥他……S188

9：30～10：12展示演題手根管症候群－1

座長：三上容司（横浜労災病院整形外科）

2-a-Po64手根管症候群におけるperfectOsignの有用性

山形大学整形外科佐竹寛史他……S189

2-a-Po65手根管症候群における各種検査の代用検査としての運動神経遠位潜時検査の有用性

香川大学整形外科加地良雄他……S189

2-a-Po66電流知覚閾値検査による手根管症候群の電気生理学的評価

西陣病院整形外科牧之段淳他……S190

2-a-Po67透析患者の手指屈曲時における手根管部正中神経側方移動に関する検討

和歌山県立医科大学紀北分院整形外科峠康他……S190
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2-a-Po68特発性手根管症候群の重症度診断におけるMRIの有用性

土谷総合病院整形外科蜂須賀裕己他……S191

2-a-Po69手根管症候群例の手のこわばり現象一屈筋腱腱鞘滑膜肥厚との関連について－

東北公済病院宮城野分院整形外科宮坂芳典他．…･･S191

2-a-Po70特発性手根管症候群に合併する弾発指

新潟県立吉田病院整形外科田中英城他……S192

10：12～10：55展示演題手根管症候群－2

座長：宮坂芳典（東北公済病院宮城野分院整形外科）

2-a-Po71DoubleCmshHypothesisの解釈について

呉医療センター澁谷亮一他．．…･S192

2-a-Po72Martin-Gmber吻合type3と知覚神経破格を伴う手根管症候群の3例

山弘会上山病院整形外科谷川暢之他……S193

2-a-Po73特発性手根管症候群における手根管内圧と術後臨床症状回復

おくつ整形外科クリニック

2-a-Po74小皮切による手根管開放術前後の知覚評価

大阪医科大学整形外科

2-a-Po75特発性手根管症候群に対する両側同時手術の適応

駿河台日本大学病院整形外科

2-a-Po76鏡視下手根管開放術後のDASH日手会版による患者評価

諏訪赤十字病院整形外科

2-a-Po77特発性手根管症候群のDASHによるQOL評価について

鈴鹿回生病院整形外科

－66－

浜中一輝他……S193

大塚尚他……S194

豊泉泰洋他……S194

内山茂晴他……S195

森田哲正他……S195



P-b会場

13：20～14：10展示演題舟状骨骨折

座長：稲垣克記（昭和大学整形外科）

2-b-Po78新鮮舟状骨骨折の骨接合術例の検討

富永草野病院整形外科草野望他……S196

2-b-Po79舟状骨骨折に対する掌側進入と背側進入のスクリュー位置の比較

医真会八尾総合病院整形外科藤谷良太郎他……S196

2-b-Po80襄腫様変化をきたした舟状骨骨折新鮮例の検討

千葉大学整形外科山田俊之他……S197

2-b-Po81体操選手の手舟状骨障害

芦屋セントマリア病院山際得益他……S197

2-b-Po82舟状骨偽関節の治療一骨移植法の工夫一

浜松赤十字病院整形外科荻原弘晃他．…･･Sl98

2-b-Po83難治性舟状骨偽関節に対する血管柄付き骨移植術

奈良県立医科大学整形外科前川尚宜他．…･･S198

2-b-Po84低出力超音波(LIPUS)を用いた手舟状骨骨折の治療成績

一多施設調査の結果報告一

九州大学整形外科光安廣倫他…･･･S199

2-b-Po85SLAC手関節症に対する手根骨Fourcomer固定の成績

奈良国保中央病院整形外科小野浩史他……S199

14：10～15:00展示演題月状骨・靱帯損傷

座長：西源三郎（愛知県厚生連海南病院整形外科）

2-b-Po86関節内骨壊死の実験的研究

第1報MRスペクトロスコピーを用いた早期壊死骨髄内水脂肪信号変化

慶應義塾大学整形外科小原由紀彦他……S200

2-b-Po87壊死骨内血管束挿入モデルにおける多血小板血漿の血管・骨新生促進効果

広島大学整形外科横田和典他……S200

2-b-Po88KienbOck病の手関節痛は榛骨短縮骨切り術後早期に改善する

済生会山形済生病院整形外科石垣大介他……S201

2-b-Po89キーンベック病に対する外科的治療成績一メタアナリシスー

大阪府済生会中津病院整形外科安藤佳幸他．．…･S201

2-b-Po90陳旧性月状骨周囲脱臼の治療成績

名古屋大学手の外科篠原孝明他……S202

2-b-Po91月状三角骨間不安定症に対する靱帯形成術

医真会八尾総合病院整形外科面川庄平他……S202

2-b-Po92手根骨間靱帯損傷に対する鏡視下手術後の再鏡視所見

太田総合病院整形外科金潤壽他……S203

2-b-Po93三角線維軟骨複合体損傷に合併した三角月状骨靭帯損傷例の治療経験

国立病院機構長野病院整形外科中土幸男他……S203
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P-d会場

15：00～15：50展示演題橲骨遠位端骨折－1

座長：貝田英二（愛野記念病院整形外科）

2-d-Po94CT撮影による榛骨遠位端骨折AO分類のReliability

国保中央病院仲西康顕他……S204

2-d-Po95僥骨遠位端骨折の画像診断における15度傾斜側面像の有用性

大田原赤十字病院整形外科森田晃造他……S204

2-d-Po96僥骨遠位端骨折に対する超音波エコーの利用

滋賀医科大学整形外科児玉成人他．…･･S205

2-d-Po97尺骨茎状突起骨折を合併した僥骨遠位端骨折に対するX線および関節鏡所見による検討

横須賀北部共済病院整形外科岡崎敦他……S205

2-d-Po98榛骨遠位端骨折に合併した尺骨茎状突起骨折：予後からみた治療法の検討

熊本整形外科病院手の外科センター玉井誠……S206

2-d-Po99僥骨遠位端骨折に伴う尺骨茎状突起骨折に対するワイヤー固定術の成績

公立長生病院整形外科板寺英一”…･S206

2-d-PolOOTFCC損傷を合併した僥骨遠位端骨折の治療成績(DASHによる評価）

若草第一病院整形外科領家幸治他……S207

2-d-PolO1僥骨遠位端骨折に伴う遠位僥尺関節支持組織の損傷と修復

佐野厚生総合病院整形外科岩部昌平他……S207

15：50～16：40展示演題檮骨遠位端骨折－2

座長：鈴木克侍（藤田保健衛生大学整形外科）

2-d-PolO2不安定型榛骨遠位端骨折に対するHoffman2compact創外固定器による

non-briding固定術後の可動域の経時的回復

国家公務員共済組合連合会横須賀北部共済病院整形外科坂野裕昭他……S208

2-d-PolO3僥骨遠位端骨折(AOtypeC3)に対する極小プレートおよび創外固定での治療
友紘会総合病院整形外科察栄美……S208

2-d-PolO4方形回内筋を温存した掌側lockingplate法に関するバイオメカニクス的研究

一第1報一

東邦大学第2整形外科津布久義人他……S209

2-d-PolO5方形回内筋を温存した掌側lockingplateによる僥骨遠位端骨折の小侵襲手術

東邦大学第2整形外科戸部正博他……S209

2-d-PolO6AO分類C3型僥骨遠位端骨折に対するプレート固定術

医真会八尾総合病院整形外科土肥義浩他……S210

2-d-PolO7掌側AODistalRadiusPlateを用いた僥骨遠位端骨折(AO分類typeC)の治療

大阪警察病院整形外科中村吉晴･･･…S210

2-d-PolO8高齢者の榛骨遠位端骨折に対するAO掌側ロッキングプレートの成績

平成記念病院整形外科大田大良他……S211
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2-d-PolO9僥骨遠位端関節内骨折の治療一アプローチは掌側か背側か－

金沢大学整形外科坪内英樹他……S211

16：40～17：30展示演題僥骨遠位端骨折－3

座長：関谷勇人（名古屋市立大学整形外科）

2-d-PollO僥骨遠位端骨折に対する掌側プレートの固定力の比較-X線解析一

奈良国保中央病院整形外科古田和彦他……S212

2-d-Polll榛骨遠位端骨折に対する掌側プレート固定の治療成績

-LockingplateとSymmetryplateの比較一

広島鉄道病院整形外科杉田直樹他……S212

2-d-Poll2手関節内骨折に対するPalmarPlatingSystemの治療成績

石切生喜病院整形外科釜野雅行他……S213

2-d-Poll3青壮年のAO分類C型榛骨遠位端関節内骨折に対するARIFyORIF併用の治療成績

清恵会病院外傷マイクロサージヤリーセンター寺浦英俊他……S213

2-d-Poll4青壮年者の僥骨遠位端骨折に対する掌側プレートの治療成績

大阪府三島救命救急センター岡本雅雄他……S214

2-d-Poll5僥骨遠位端骨折に対する掌側プレート固定術後の早期機能回復

馬場記念病院整形外科遠山雅彦他……S214

2-d-Poll6不安定型僥骨遠位端骨折に対する低侵襲性内固定術の試み

静岡県立総合病院整形外科松岡秀明他……S215

2-d-Po117掌側ロツキングプレート施行榛骨遠位端骨折の三角線維軟骨複合体(TFCC)
損傷に対する治療成績

聖隷浜松病院手の外科・マイクロサージヤリーセンター森谷浩治他……S215
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theJapaneseSOcietyfbrSurgery㎡theHand
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Rooml

CongressPI℃sident:AkiraNAGANO8：50～9:000pemngRemarks

9：00～9:55DistalRadiusFracmre-1
Moderator:HkaruTASHIMA

l-l-lUsefUlnessoftheComputedTomographyfOrhtra-articularDistalRadiusFracmres
MasahiroYONEDA,ααl.

l-l-2AdvantagesinDiagnosisofDistalRadiusRacmreUsingComputedTbmography
YasuhiroHIDAKA,ααI｡

1-l-3EvaluationofGripFbrcefbrFunctionalAssessmentofPostDistalRadiusFracture
DaisukeYAMAUCHI

l-1-4AnalysisofCarpalTimnelSyndromeafterDistalRadiusFracture
TbshirouITSUBO,αα1

l-l-5TheOperative'IieatmentsofResidualJointTroublesaftertheDistalRadiusFractUres
NaotoTSUBOKAWA,αα1

1-1-6SoftTissueComplicationofDistalRadialRacture
YukioABE

１
１
２
２
３
３

Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
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9：55～10:50DistalRadiusFracmre-2
Moderator:mmyukiHASHIZUⅣm

l-l-7ComparativeStudyofSymmetryPlateandDRVLockingPlatefOr
AOC3FracturesoftheDistalRadius

ShuzoKAMEI,ααム…・

l-l-8ClinicalResultsoftheVolarPlateFixationfbrAOtypeCFracmresoftheDistalRadius
-ComparisonbetweenLockingPlateandNon-lockingPlate-

KeikichiKAWASAm,eral.…・

l-1-9ResultsafterFixationoflntraarticularDistalRadiusFractureswitha
NewMultidirectionalPalmarLockingPlateSystem

JoergGRUENERT

l-l-lOPainReliefbyCondylarStabilizingTbchniquefOrTFCCInjuryAssociated
withDistalRadialFracture

YoshmmYOSHIGE,αα/.･･･

1-l-llTheClinicalStudyofUlnarStyloidFracmreAssociatedwithDistalRadiusFracture
KQjiYAMAMOTO,ααJ.･･･

l-l-l2CorrectiveOsteotomyoftheSmith'sTypeMalunionoftheRadius
KazukiSATO,ααI．…

S4

S4

S5

５
６
６

Ｓ
Ｓ
Ｓ

11：00～12:001nvitedLecturel

HeterotopicNerveTransfersintheUpperLimb

Moderator:RyogoNAKAMURA

MichaelB・WOOD S7

13：25～14:25BusinessMeeting

l4：30～16:30SymposiumlDiagnosisandTreatmentofUharWristPam
Moderators:AkioMINAMI

TakayaMIZUSEKI

1-l-S13ReconstructiveProcedurefbrVblarlnstabilityoftheDistalRadiouharJoint
YoshifUmiNAGAIANI,erczI. S8
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l-l-S14

l-l-S15

l-l-S16

1-l-S17

UlnarShortel血gOsteotomyfbrDRUJDismrbance

EtsuhiroNAKAO,ααI

ArthroscopicandOpenRepairoftheTriangularRbrocartilageComplex
TbshiyasuNAKAMURA,ααj

ThePathophysiologyofUInarlmpactionSyndrome
YilkioABE

ClimcalOutcomesofUlnarShorteningwithScopicDebridementofTFCC
fOrUlnarAbutmentSyndrome

NorimasalWASAm,αα/.

Diagnosisand'ITeatmentofTbnosynovitisoftheExtensorCarpiUlnaris
KuniichiASO,ααム

S8

S9

S9

S10

S10

l-1-S18

Room2

9：00～9:55Ca叩almmnelSyndrome-1
Moderator:IchiroOKUTSU

l-2-l9VariationofTinglingRngerinCalpalTunnelSyndrome
-IncidenceandNerveConductionSmdy-

KazushigeHASEGAWA,αα／
l-2-20RelationshipofCarpamlnnelSyndromeAssociatedwithCervialLEsions

HideoKAMI,aaZ

l-2-21DiagnosisoftheEntrapmentNeuropathyby
UsingMagneticResonanceDiffilsionTbnsorhnaging

KiyonariHOm,ααJ.
l-2-22MmofCarpalTunnelSyndromewithaMicroscopyCol

-MorphologicalChangesintheCalpalTilnnelbyRngerMotion-
YasumasamSmURA,ααﾉ．

l-2-23 QuantitativeAnalysisofSensoryFunctionsafterCaipammnelReleaseUsing
CulTentPerceptionThresholdTbsting

１
１
１
ｌ
Ｓ
Ｓ

S12

S12

GousukeOOm,aaZ

SevereCarpalTimnelSyndrome;NerveConductionSmdyandMRIFindings
HideshiTSUBOYA,αα』

S13

S13

l-2-24

9：55～10:50Ca叩almmnelSyndrome-2
Moderator:ShintaroI通CHIBANA

l-2-25SteroidlnjectionmtotheCarpalTilnnelfOrConservativeTieatmentofCarpalTimnelSyndrome
SadahimmOUE

l-2-26EffectivenessofartialReleaseofVblarStrucmresoftheCarpalCanalDemonstrated
byCarpalCanalPressul℃Measurements

AyaYOSHIDA,erqj.･…，
l-2-27ResponsivenessoftheCarpammnelSyndromehstrumentJSSHVersion

ShigehamUCmYAMA,ααl.･．…‘

l-2-28DASHAssessmentofECTRUsingtheUSESystemmldiopathicCarpalTimnel
SyndromePatients

TbmohideMOTOMURA,ααム．．…・
l-2-29AnalysisofReoperatedCasesofCarpalTimnelSyndrome

YutakaMAKI,ααI.……

l-2-30Recu"tCalpammnelSyndromeinHemodialysisPatientsWhoReceivedEndoscOpic
CarpalTilnnelRelease

TbmoyukiROKKAKU,ααム……

14：30～15:10BH-1

Moderator:MitsuoOCHT

l-2-31FactorsAHectmgtheReliabilityofC5NerveRootRepairinAdultgBrachialPlexuslniuly
AhmadADDOSOOm,ααI．……

S14

S14

S15

S15

S16

S16

S17
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1-2-32

l-2-33

1-2-34

Long-tennResultsofContralateralC7TigansferfbrBracmalPlexusReconstrucnon
YasunoriHATrOm,ααl.

SelectionofGripFUnctioninDoubleFreeMuscleTiansferProcedureIbllowing
CompleteParalysisofBracmalPlexus

KazuteruDOI,ααI｣

TheSurgicalResultsfbrBrachialPlexusParalysisinPatientswith
CombinedBrachialPlexusandSpmalCordllljuries

ShosukeAmTA,ααI

15：10～15:45BPI-2

Moderator:RyosukeKAKmOKI

1-2-35PuhonaryFunctionafterRestorationofElbowFlexioninBrachialPlexuslmury
withPhrenicNerve'Ihansfer

TakanoriSAITO,ααl.…‘

l-2-36Video-AssistedThoracoscopicNeurolysisofthelntercostalNerve
YqjiMIKAMI,erqj.…’

l-2-37AppUcationofWMRealityBoxintheTreatmentofBracmalPlexuslInUdeg
'IanefUnNAKAGAWA,ααl.･･･

l-2-38EstimationofDepressionwithSelframgDepressionScalefOrBracMPlexuslnjuryPatlent$
Ken-icmKAWANO,ααI．…

15：45～16:25GuyonCanal・CubitalmmnelSyndmme-1
Moderator:ShUjiOKINAGA

1-2-39UlnarNervePalsywithoutSensoryDeficit
SeietsuSENMA,αα/.．…‘

1-2-40WavefbrmAnalysisofSensoryNerveConductionSmdywithhchingTbchmqueand
itsColTelationtoClimcalSymptomsofCubitalTilnnelSyndrome

TakafilMAOm,ααI．…･‘

1-2-41ClinicalFeamreofCombinedCasesofCubitalTimnelSyndromeandCarpalTilnnelSyndrome
HirokoNAmSAWA,αα1．…

1-2-42Cubital'IilmelSyndromeAssociatedwithDislocationoftheUlnarNerve
HiroyukiSmMIZU,aaj．…．

16：25～17:00CubitalmmnelSyndrome-2
Moderator:MaSahirONAGAOKA

l-2-43CubitalTimnelSyndromeinYouth
KeizoFUKUMOTO,ααl.…・・

1-2-44CubitalTilmelSyndromeinElderlyPatients
SoichiroYAMAMOTO,ααl.．．…

l-2-45EfficacyofSurgical'IieatmentfbrSevereandMildCubitalTilmelSyndrome
TakeshiMOm,ααl.．…‘

1-2-46TheComparisonbetweenObjectiveandSubjectiveEvaluationoftheCubitammClSynqrome
IzuruKITAnMA,ααl.･…，

Room3

9：00～10:50PanelDiscussionl

Elbowhstability:DiagnoSisandneatment
Moderators:YOshiyasuITOH

FmikoHORm

1-3-Pa47FunctionalAnatomyontheMedialCollateralLigamentoftheElbow
AkimasaKOBAYASm,ααI

l-3-Pa48MedialCollateralLigamentInjury-JIreatmentofFreshCases-
TakashiMASMOMI,ααI
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１
１
１

ReconstructionoftheMedialCollateralLigamentoftheElbowJomtUsingnScrewSystem
JuichiTANAKA,ααj・・・

LateralCollateralLigamentlnjuryoftheElbow:FilnctionalAnatomy
AtsuhitoSEKI

IIljulyofLateralCollateralLigament-TieatmentofAcuteCases-

JunyanIAIANI

ReconstructionfbrLateralCollateralLigamentlnsufficiency
EnkoHORn,ααl・・

S26

S26

S27

S27

12：15～13:15LuncheonSeminarl

Moderator:YOshiakiYANASE

SulgicalTreamentfbrDislocationandhstabilityoftheDistalRadio-uharJoint
YUtakaMAm S28

14：30～16:30PaneIDiscussion20steoarthrinsoftheCMCJointoftheThumb
Moderators:KozoFUJIS珊岨

MorOeBEPPU

l-3-Pa53ConservativeTreatmentfbrOsteoarthlitisoftheCaIpometacarpalJointoftheThumb
HidekazuKAWASHnIA,ααJ.……S29

1-3-Pa54ArthroplastyfbrCalpometacalpalOsteoarthlitisofthenlumb

gliapeziectomywithLigamentReconstructionandTbndon/FasciaInterposition-
KenjiKnmOm,ααム．．…･S29

1-3-Pa55TbndonSuspensionSlingArthroplastyfbrDegenerativeArthritisoftheThapezio-metacarpalJoint
ShigakuSAI,αα1……S30

l-3-Pa56Abduction-OppositionWedgeOsteotomyoftheFirstMetacaIpalfbr
ThapeziometacarpalOsteoarthritis

NorikoOKUYAMA,ααJ.･･･…S30

1-3-Pa57BasalJomtArthroplastywithSilastic'IiapeziumImplant
MasaharuMAKINO……S31

l-3-Pa58ArhodesisasaTieatmentofOsteoarhosisoftheCaIpometacarpalJointoftheThumb
OsamulSHn)A,ααﾉ．……S31

RoOm4

9:00～9:55ScaphiodFracm正
Moderator:GoromOUE

l-4-59ChangeofStressDismbutionafterScaphoidFractureby
Three-DimentionalRigidBodySpringModel

HirosmMATSUm,ααI.……S32

1-4-60SclewPositionfOrPercutaneousIntemalRxationofScaphoidFracmresmDorsalApproach
MasayukiMDA,ααl.……S32

l-4-61TieatmentandlndicationofScaphoidFracmresUsingSmalllncisionMethod
YasuhiroYOSIHKAM,ααI．．．…･S33

l-4-62AssessmentofFragmentVascularityinNonumonsafterScaphoidFracmrewithaDyna皿cMm
TakashiMATSUDO,aaj．．．…・S33

1-4-63ChmcalDifferencebetweenTwoDisplacementPattemsoftheScaphoidNonumon
HironobumAGAm,ααI．……S34

l-4-64SurgicalProcedureofScaphoidNonumonUsingTiephines
HtoshiHAIANAKA,αα1……S34

9：55～10:40Kienb6ck'sDisease

Moderator:YasunoriTANIGUCHI

1-4-65TbmporaryScaphotrapezoidalJointRxationfbrJuvenilePatientwithKienb6ck'sDisease
KemcmKAZUm,aa/.……S35
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l-4-66

l-4-67

l-4-68

l-4-69

ClmicalResultsofCapitateShorteningfOrKienbOck'sDisease
ThkeshiMAKINO,aaj.･･･

ClinicalResultsofCapitateShorteningfbrKienb6ck'sDisease
KenjiroTSUNEMI,eraﾉ．…

RadialOsteotomyfbrAdvancedKienb6ck'sDiseasewithFragmentedLunate
MasahiroTXTEBE,ααﾉ．…

Long-TbnnFbllow-UpoftheModifiedGranerProcedurefOrtheAdvancedKienb6ckDisease
KatsumiTAKASE,ααI．．．‘

10：40～11:20Evalua伽nSbyDASH
Moderator:JImNISmDA

l-4-70ValidationoftheJapaneseSocietyfbrSulgeryoftheHandVersionoftheQuickDisabiUty
oftheAnn,ShouldeI;andHand(QuickDASH-JSSH)Questionnaire

TbshihikonIAEDA,ααl.

1-4-71AssessmentoftheSulgicalTigeatmentfOrtheRheumatoidPatientswith
UseofJapaneseVersionoftheDASH

HajimelSHKAWIA,ααj'

1-4-72Long-termOutcomeofRadialShortemngwithorwithoutUlnarShortemngfOr
TreatmentofKienb6ckDiseaseUsingJapaneseDASHScore

TadayoshiWKIANABAE,aaj

l-4-73RelationfbrDnⅥTatBPIandDASHScoring
AtsushiMORIYA,ααノ

11:20～11:55ClinicalPracticeandEduca伽nhrHandSurgery
Moderator:KumchiASO

l-4-74ValidationoftheJapaneseSocietyfOrSurgeryoftheHandVersionof
theCarpalnnnelSyndromeInstmment

Tbshihikom【AEDA,αα/@

1-4-75ClinicalPathwayfbrHandSuIgery
YUjiTAKAHASm,aaj

l-4-76BasicSkiUTiamingofHandSurgelyfOrrnaineesUsingtheFeetofSwine
HiroshiARINO,αα/'

l-4-77SevenYearsExperienceofDay-SuIgeryBasedHandSulgery
YUkihiroKINOSm'1A,ααI

12：15～13:15LuncheonSeminar2

Diagnosisand'IifeatmentofCRPSTypeI

Moderator:MuneakiABE

YOshikiHAMADA

14：30～16:20Symposium2Musician'sHand
Moderators:SatoshiTOH

YasushiNAKAO

l-4-S78HandDifficultiesAmongProfessionalPiamsts
NaotakaSAKAI

l-4-S79DisordersoftheHandsandUpperExtrentiesinWindlnstrumentPlayers
KoichiNEMOTO,ααI|

1-4-S80Musician'sHandofSmng-instrument'sPlayers
TakashiSUZUm,er"I

l-4-S81TreatmentfbrMusician'sHandofYoungArtist
YasushiNAKAO,ααノ

1-4-S82ProposaltoHandSulgeons廿omOneArtist
KentaFUKUI
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Room5

9：00～10:50Symposium3
nnmorsoftheHand:ProgressioninDiagnosisandn℃atment

ModeratorS:MasamichiUSUI

YUkihidelWAMOTO

l-5-S83TheChmcalCourseofNon-operatedPeripheralNervemlmor
TbmokazuSAWADA,aaL

1-5-S84EndoscopicSuIgeryfbrthe'ITeatmentofBenignBoneTilmorsintheHands
IsatoSEmYA,ααl.

l-5-S85TreatmentofGiantCellTilmorofTbndonSheath

KeisukeNAKANISHI,aa1

l-'S86ArthroscopicTreatmentfOrWristGanglion
ShinjiMSMKAWA,erqj.

l-5-S87StrategyfOrtheTifeatmentofHemangiomaoftheHand
KoichirolHARA,ααj・

1-5-S88SulgicalManagementofMalignantBoneandSoftTissue'IilmoroftheHand
TakuroWADA,ααJ.

12：15～13:15LuncheonSeminar3

MOderator:JUnnosukeRYU

GuidelinefOrtheManagementofRheumatoidArthritis
KazuhikoAMAMOTO

14：30～15:25Tilmoral

Moderator:KoichiroIHARA

1-5-89AnalysisofHandTumors

AkiraHOSOKAM,αα／

1-5-90TheTTeatmentofEnchondromaintheHandbySimpleCurettage
TbmokoHORII,ααノ

l-5-910perationwithaSmallExternalFixatoronthePathologicalFractuleat
theBaseofProximalPhalanx:ACaseReport

HirokiHARAYAMA,aaj

l-5-92SulgicalStrategyfOrNeurogemcTilmorsmBrachialPlexus
KaomTADA,αα/

1-5-93TheUtilityofUltrasonogaphyfbrSchwannomaandPeelTbchniquefbrEnucleation
KazuhikoHIRACHI,era/@

l-5-94FibrolipomatousHamartomaatthePeripheralNervesinUpperExtrenty
HiroyasuIKEGAMI,ααﾉ‘

15：25～16:30mlmoF2

Moderator:I圏kuroMDA

1-5-950perativeMethodfbrMucousCystsoftheFingers

ThtsuyaYOSHIDA,αα/.

l-5-961ntralesionalOK-4321njectionTherapyfbrGanglions
MasatoKUROKAWA,ααJ、

1-5-97ChnicalResultsandPrognosticFactorofRecurrenceofGiantCellmlmorofTbndonSheath

YasuyukimTAGAWA,ααI.
l-5-98DiffilseTypeGiantCellmlmorofTbndonSheathintheHand

KazuolKEDA,ααﾉ．
1-5-99FibromaoftheTbndonSheathintheHand

NaokiUEDA,er"

1-5-100SkinCanceroftheUpperExtrenties

MeiseiTAKEISHI,ααj・

l-5-101ChondrosarcomaoftheDistalUpperExtrenty
KoichirolHARA,ααI
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Room6

9：00～9:45FunctionalReconStruction

Moderator:YUjiUCHO

l-6-102EarlyMobilizationafterOpponoplasty
KazuyukiTASAm,ααI．……S57

1-6-103ModificationsofTbndonTifansferfOrRadialNervePalsytoRestoreBetterFunctionoftheThumb
KenjiKnIORI,ααl.･…･･S57

l-6-104TbndonReconstructionUsmgnanscutaneousElectricalStimulation
KatsuhitomYASU,ααl.……S58

l-6-1050rthopedicSelectiveSpasticityControlSurgelyfbrtheSpasticHands
HirofUnKOIMA,ααl.．．…・S58

1-6-lO6DoesSensoryRecoveryOccurafterSuralNerveResection？
SatoruSASAm,αα1．．．.…S59

9：45～10:40ThoracicOutletSyndrome,CRPS
Moderator:TbtsuroSADAHRO

1-6-107SurgicalOutcomeofThoracicOutletSyndromeDiagnosedbySomatosensoryEvokedPotentials

1-6-108

1-6-109

l-6-110

l-6-lll

1-6-112

TakanoriSAITO,ααI.

ConservativeTreatmentofThoracicOutletSyndrome

-ReinfbrceSymptomsafterMuscleStretcmngExercise-
KoicmroABE,αα1．

SurgicalOutcomeofThoracicOutletSyndrome
-ComparisonbetweenTifaumaticandNontraumaticThoracicOutletSyndrome-

HdekiOKAMOTO,ααI@

ComplexRegionalPainSyndromeOccuredafterUpperLimbPmcedules
AkiraKODAMA,ααI､

VariousDisolderswithSymptomsandSignsSinlarto

ComplexRegionalPainSyndrome(CRPS)Typel
MasatosmTAKAHARA,aaj

TreatmentfOrCRPSTypen(Causalgia)
KenjiMIm,ααI

12：15～13:15The45thMeetmgonCongenitalAnomalyoftheHand

14：30～15:35CongemtalAnomaly-1
Moderator:HidehikoKMBAIA

l-6-113Snow-LimerProcedurefbrCleftHand

KeizoFUKUMOTO,ααl.・・

l-6-114UpperExtrentiesinApertSyndrome
TakesMMIY窓陥m,ααl･･

1-6-115TreatmentfOrApertSyndrome
MasakiSHIN,ααJ.･･

l-6-ll6MirrorHandandMultipleHandSpectmm:AReportofThreeCases
SoyaNAGAO,aal.･･

1-6-117ResultsofSurgicalTieamentandAdditionalOperationsofThumbPolydactylyType5and6
MasatoSUGAMRA,αα1．．‘

1-6-118CriticalMethodfOrThumbPolydactyly

-LongTbrmFollowUpSmdyofBilhautCloquetMethodfOrThumbPolydactyly-
KummroKURIHARA,ααl.･

l-6-119Long-termFbllow-upofRlsedNailPlastyinDuphcatedThumb
YosmtoMISHmIA,αα1．｡
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15：35～16:40CongemtalAnomaly-2
Moderator:YUichiHIRASF

l-6-120RetrospectiveSmdyintheTreatmentofCamptodactyly
KousukelBA,αα／

1-6-121ColTectionofCongenitalFingerDefbr皿tybyUsinganExtemalFixator
EnkoHORn,aaj

1-6-122CallotasisfbrCongenitalAnomalyoftheHand
ThkehikoTAKAGI,αα/

l-6-123ClinicalAnalysisofTwicePerformedBoneLengthemngfbrRadialClubHands
KiyoshiYOSHIDA,ααj|

1-6-1240perativeTherapyfbrCongenitalRadialLongimdmalDeficiency
'IbshihiroSUGIOKA,ααj､

l-6-125NonvascularizedTbePhalanxTiansferintheTreatmentofBrachydactyly
MichiyukiSATO,αα1

1-6-126AnOpponensplastybyAbductorPollicisBrevisThansfer

ShimchiroTAKAYAMA,αα/.

RoomP-a

16：55～17:38Nerve-1

Moderator:YutakaMAKI

1-a-PolSprou伽gofSensoIyFibersmDorsalRootGangliaafterThansectionofPeripheralNerves
HidekiTSUYOSm,aa1

l-a-Po2Thelnnuenceofn-lPonNeuriteOutgrowth
KoTEMPORIN,ααj.

l-a-Po3BDNFPromotesAxonalGrowthofSpinalMotorNeuronviatheMEK肥RKCascades
KiyokoARAI,eral.

1-a-Po4Alpha-MSHPromotesPeripheralNerveRegenerationviaMelanocortinReceptor4
KatsuhisaTANABE,ααj・

1-a-PoSPhospholylationofMBPinPelipheralNervousSystem
HamkazuSAITO,ααj.

l-a-Po6ThelnhibitoryEffectsofAutoSciaticNerveGraftunderlschencConditionon
PeripheralNerveRegeneration

『IhkemARAI,ααl.

1-a-Po7ChangesinNerveBIoodHowandMicrovascularPenneabilitylnducedby
ExperimentalBriefContinuousComplessionoftheRabbitSciaticNerve

YilichiYOSHn,ααj.

17：38～18:15Nerve-2

Moderator:YasumasaNISHIURA

1-a-Po8InvolvementoftheVascularLesionandMMP2intheTbnosynovialThickeningof
CarpalTilnnelSyndrome

MasayaTSUm,ααI．“
1-a-Po9EvaluationoftheOxidativeStIessinCarpalTunnelSyndrome

KazuhiroOTANI,ααj.･､

l-a-PolOPathomechanismofEntrapmentNeuropathyinDiabeticandNondiabeticRatsRearedon
WileCages:ComparisonofDiabeticandldiopahcEntrapmentNeuropathy

TbshikoMSHmiURA,ααj・・

l-a-PollGeneTransferviaRetrogradeAxonamansportfromPeripheralTargetTissueUsmga
NonviralHVJ-liposomeMethod:NovelTherapeuticStrategyfOrDiabeticNeul℃pathy

NaokiKATO,αα1．．

l-a-Pol2HstochencalSmdyonSkeletalMuscleAssociatedwithPeripheralNervelnjury
KazuhiroMIZUTANI,aaj．・・
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l-a-Pol3 MechanismoftheAtrophyofthelnfrasupinatusMuscleinVblleyballPlayers:
ObservationofTians-thoracicCadaverSpecmens

MitsuhiroAOm,erqj S76

18：15～18:45Nerve-3
Moderator:HdeoK州I

1-a-Pol4SmdyoftheVoluntaryFingerMotionbyMagnetoencehalograhy
MasanoriTAKAHASHI,αα/.……S76

l-a-Pol5ClinicalSmdyofPeripheralNerveActionPotentialEvokedbyTifanscranialElecmcalStimulation
MinakoUGA,ααl.……S77

l-a-Pol6DynamcVisualMonito血gofBrainPlasticityUsingFluorescenceof
FlavinProteinafterPeripheralNerveRepair

MinomSHIBAIA,αα1．．．…･S77

l-a-Pol7CerebralPlasticitySmdyUsingFlavinProtemFluorescenceMonitoringafterCrossNerveRepair

l-a-Pol8

ShanlmCHEN,αα/.

EfficacyoftheLineScanDiffUsionlmaging(LSDI)oftheDenervatedSkeletalMuscleson
EarlyDiagnosisofthePeripheralNervelnjury

EikoYAMABE,αα/、

RoomP-b

17:05～17:35GenesisandAnatomy-1
Moderator:SeiichiroOKAJIMA

1-b-Pol9TbmporalandSpatialExpressionProfilesofMSXlandHoxC13mRNAduring
NailRegenerationinMiceModel

YasunoriKANSHIRO,ααj・

l-b-Po20AnatomicalPossibiUtyfbrReverselslandFlapfromtheDorsalWristArea
ShoheiOMOKAM,ααl.

l-b-Po21AnatomcSmdyoftheDorsalBranchoftheUInarNerve
AkiraGOTO,ααﾉ．

l-b-Po22RevisionAnatomy:TriangularFibrocartilageComplex(TFCC)
MakotoAMAI,erqj.

1-b-Po23InnnunohistochemicalStudyontheniangularFibrocartilageComplexoftheWrist
(SecondReport)

rlbshioSmGEBmTSU,ααl.

17：35～18:00GenesisandAnatomy-2
Moderator:MasahiroTOBE

l-b-Po24WhyDoestheUlnarVa血ncelncreasewithAge？
KazukoNOGUCm,αα/.

l-b-Po25AnatomyoftheDistalBrachioradialisanditsRelationshiptoDistalRadiusFracmre
ShukukiKOH,aaj

l-b-Po26MechanismofDevelopmentofDistalRadiusFractul℃s：
AThl℃e-dimensionalFimteElementAnalysis

KazuoTOMIZAM,aaj

1-b-Po27AnatoncalSmdyonArthroscopicSulgeryfOrLateralEpicondylitis
RyoANDO,ααI

18：00～18:45TbndonSuture
Moderator:OsamulSHmDA

1-b-Po280ptimumLocationofKnotfOrT℃ndonSumreinSide-lockingLoopTbchmque
FumitoKOMATSU,aaj

l-b-Po29BiomechamcalDifferencesResultingfromtheCombinationof

SumreMaterialsandRepairTbchniques
NobuoYAMAGAMI,eraノ
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l-b-Po30 『IbnsileStrengthofSideLocking,TsugeandYoshizuTbchniquesin
TbndonRepairUsingPolyethyleneBraidedThread

TadahikoYOTSUMOTO,eral.……S84

SideLockingTechniquefbrAcceleratedRehabilitationafterTbndonRepair
RyujiMOm,αα1……S85

ImprovedEndogenousTbndonHealingwithMonofilamentNylonCoatedby
BasicFibroblastGrowthFactor:ASerialReportofExper伽entalSmdy

YbshitakaHAMADA,aal.……S85

TheEffectofBoneQualityandSumreMaterialtotheMechanicalPropertiesof
Tbndon-BonehtelfaceinZonelRexorTbndonReattachmentwithMitekAnchors

HironoriMATSUZAm,ααl……S86

ThePhosphompidPolymerHydroGelPreventsAdhesionFonnationintheTbndon-iniuredModel

１
２
３
３
０
０
Ｐ
Ｐ

ｂ
ｂ

ｌ
１

l-b-Po33

l-b-Po34

NoliyukilSHIYAMA,αα』 S86

RoomP-c

16:50～17:20Anograft
Moderator:MichioSANO

1-c-Po35DonorCellRepopulationofWhole-limbAllograftsintheRat:
DetectionwithGreennuoIescentProtein

KeiichiMURAMATSU,eraj

l-c-Po36StumesofMuscularTissueRegenerationafterCompositeLimbTiansplantationUsing
RatTiansgemcSystem

TakashiAJIm,er"j

l-c-Po37EffectsofCyclosporineAandBisphosphonateAloneorinCombinationon
SkeletalReconstmctionbyVascularizedBoneGraftmRats

TsunentsuMATSUNAGA,ααj'

l-c-Po38yasculalizedBoneAllotransplantswithShort-tennlnununosuppressionUsing
Host-derived』岨′BundlesExperimental

TbmyasuOHNO,αα/.

1-c-Po39HistologyandMechanicalPropertyafterAutologousOsteochondralTrainsplantation
ThkeshiKOKUBU,er"

S87

S87

S88

S88

S89

17：20～18:02Biomechanics

Moderator:MasatakaYASUDA

l-c-Po40gimUlationofNonnalandlnmnsicMuscleParalyticFingerFunctionUsing2-D3joints
RigidBodyLinkModel

TbshiyasuNAKAMURA,ααム

l-c-Po41TheEffectofThumbMuscleStmengthontheDifferenceofRadialAbductionAnglea[
theThumbCarpometacalpalJoint

SeliMSHMURA,er"/.
l-c-Po42LoadTiansmssionThroughtheWristinDorsiRexPosition

MasatakaMAJIMA,ααj.

l-c-Po43UInarShorteningEffects:ABiomechanicalStudyonPressurein
theDistalRadioulnarJointwithoutMuscleLoad

MasaoNISHI州Ⅲ,er"1

l-c-Po44EffectofAngulationOsteotomyoftheUlnaonDisplacementoftheRadialHead
-ACadavericSmdy-

HisayaSHIRAI,etal.

l-c-Po45KinematicAnalysisoftheFbleannwithRadialHeadDislocationby
Thl℃eDimensionalComputedTbmography

KunihiroOKA,ααム

1-c-Po46TheStrengthofSupinationandPronationoftheForeann

HiroshiWNIANABE,aal
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S92
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18：02～18:451maging
Moderator:HimyasulKEGAnm

1-c-Po47PosteriorhterosseousNervePalsy:DetectionofNerveConstrictionsbyUltrasonography
KemcmNAKAMICm,αα1．

l-c-Po48ImagingofHumanPeripheralNervesUsingDiHUsionWeightedMRI
ShujiOKINAGA,αα1.

1-c-Po49EvaluationoftheShapeofExtensorCompartmentduringPronationandSupinationby
MRImagingUsingMicroscopyCoil

TbshikazuTANAKA,ααﾉ．

1-c-Po500bservationonDislocationorSubluxationofECUTbndoninlbleannRotation
KazuhKUNIYOSHI,αα1.

1-c-Po51UltrasoundExaminationfbrthelIjuredUlnarCollateralLigamentoftheThumb
TakaakiSHINOHARA,αα1.

1-c-Po521magingDiagnosticby3D-CTofSupedorLimbSoftTissueTilmor
TakeoHOm,ααl.

1-c-Po53PreoperativeDiagnosisfOrGiantCellTilmorofTbndonSheath
YasuyukimTAGAWA,ααI
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Rooml

9：00～10:40PanelDiscussion3TreatmentofExtensorTbndonRupml℃s
Moderators:HdehikoSAITO

NagatSuguKUROSHIMA

2-l-Pal27TheMethodsofTherapyoftheExtensorPollicisLongusTbndon
TbshihitoYAMAGUCHI,αα／

2-l-Pal28TreatmentfbrlniuriesoftheExtensorExpansion
KatsuroFURUMACHI,aaj

2-l-Pal29SuIgicalandPostSulgicalTreatmentoftheFingerDorsalExpansionlniuly
HiroyukiOHI,αα/

2-l-Pal30PrimaryRepairofMultipleExtensorTbndonlnjuries
MasayaNAKAMURA,er"I'

2-1-Pal31ReconstructionofExtensorTbndonfbrCIushl可ulyDorsumoftheHand
YUtakaMAm

10：55～11:55InvitedLectul℃2

BritishExperienceinNelveSurgely

Moderator:MuneakiABE

RolfeBmCH

13：20～14:15FracmresandDisordersoftheElbow
Moderator:YoshinoriOKA

2-l-132TheTreatmentofOldMonteggiaRactureinChildren
MihhiroSHIRASU,αα／

2-1-1330perationfOrMonteggiaFracmre-dislocations

ThtsuyaSUEYOSHI,erqj

2-l-134SulgicalTieatmentfbrHumeralCapitellarFractures
YasutakaYOSMNAKA,era/|

2-1-1350steochondralGraftfbrmeatmentofOsteochondralDissecansintheElbowJoint

RymiKAIWARA,er"/"
2-l-136SuIgicalEfficacyofAnconeusplastyfOrthe'ITeatmentofElbowDiSoiders

KinyaMSHIDA,αα/.

2-l-137FunctionalRecovelyofUpperExtrentyafterArthroscopicArthroplastyfbr
OsteoartMtisoftheElbow

KanichiSHIMOKAWA,eral.

14：15～14:45FracmresofBothBonesinthenI℃arm-1

Moderator:KeizoFUKUMOTO

2-1-1380utcomesoftheOperativeTherapyfbrtheFbreannFracmresinChildren

KiyoshiOKADA,αα/.

2-l-139TheTreatmentofForeannFracture(Middlel/3)inChildrenbylntramedullaryNail
HideyukiMIZUSHnmA,αα/.

2-1-140Haven'tYOuMissedtheAcutePlasticBowing?;
APitFallinTreatingMidshaftFractuIeofRadiusandUlna

KosukeTAJIMA,erql.

14：45～15:30FracturesOfBothBonesinthehrearm-2

Moderator:JuichiⅡ八NAKA

2-1-141ClinicalResultsoftheOperativeTreatmentfbrtheFbreannShaftFractures
MasaakiKOUMOTO

2-1-142SuIgicalTreatmentofFbl℃annFracturesinAdults

YUkaKOBAYASHI,erq/
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2-1-143

2-1-144

2-1-145

FunctionalOutcomeofDiaphysealFracturesofBoththeRadiusandUha
AkihikoASAMI,ααJ'

CnmcalResultsfOrtheTieatmentofDiaphysealRacturesoftheFbreann
ManabuKUSHIDA,aaZ

TheResultofhtemalFixationfOrOpenFracmresofFbreannsinOurHospital
KazuakiMITO,ααI

15：30～17:10PanelDiscussion4

FracmresofBothBonesintheh配arm:HeatmentandProblems
Moderators:KoichiTADA

nkashiSASAKI

2-l-Pal46PlateFixationinFracturesofBothRadiusandUha
OkintsuTOYOYAMA,ααl.

2-1-Pal470perativeTreatmentfOrFracmresoftheShaftsofBothRadiusandUlna
ChisakoFUKUDA,ααI.

2-1-Pal48ClinicalSmdyofOperativeTreatmentfbrBothFracturesmtheForeann
HikamTASHIMA,αα/

2-1-Pal49MinhnallyInvasivePlateOsteosynthesisfOrFbreannFractures
KazuyoshiYAMANAKA,aaj

2-l-Pal503DComputerSimulationfOrCorrectionoftheMalunitedFbreannFracmres
TsuyoshiMURASE,ααI

Room2

8：30～9:35VideoSymposiumlNerveRepairnChmque
Moderator:IakaeYOSHIZU

2-2-V151NerveRep血一CulTentStamsandtheFumre
FumnoriKANAYA

2-2-V152NerveGraft:FIeeSuralNerveAutograft
NaoyukiOCHIAI,ααj

2-2-V153Neurolysis
YukioHORIUCHI,ααI

9：35～10:40VideoSymposium2CompoundTissuemansplanta伽n
Moderator:IsaoKOSImnA

2-2-V154ReconstructionoftheHandbyTbeTiansfer
MitsuoYOSHmiURA

2-2-V155VascularizedFibulaandFibularHeadGraftingtoUpperExtrenty
HirosmYAJnIA,ααI

2-2-V156VascularizedNerveandMuscleTransfer
KazutemDOI,αaI

13：20～14:05hterosseousNerveParalysis
Moderator:KoichiNEMOTO

2-2-157NelveConductionStudyandClinicalResultsofAnteriorhterosseousNelvePalsy
ShingoNOBUTA,ααI,

2-2-158WhenShouldthehternalNeurolysisOperationbePerfonnedfbrtheTreatmentof
CompletelyParalyzedldiopahcAnteriorlnterosseousNelvePalsyCases？

YasuhitoTAJIm,eral'

2-2-159CUmcalObservationofAnteriorlnterosseousNervePalsy
TakahisaKAGEYAMA,αα1

2-2-160ChnicalAnalysisofIdiopahcAnteriorlnterosseousNervePalsy
MitsumlKEDA,aaj
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2-2-161 TheConservativeandSurgicalneatmentfOrAnteriorhterosseousNervePalsyand
PosteliorlnterosseousNelvePalsy

TakUjilWAMOTO,ααI

14：05～15:45Symposium4NerveRegeneration:ProgressionmBasicScience
Moderators:NaoyukiOCHIAI

mtoshiHTRAIA

2-2-S162TheRoleofBlood-nerveBarrierinPeripheralNerveRegeneration
MichioSANO,ααj.

2-2-S163TheRoleofBasalLaminamPeripheralNerveRegeneration
SeiichimOKAJIMA,ααj，

2-2-S1641ntracellularSignalingMoleculesRegulatingSchwamCellProliferationandDifferentiation
TbmOGAIA,ααl.

2-2-S165ExperimentalSmdyontheRepairofPeripheralNerveDefectwithbFGF-DDS
(DrugDelivelySystem)一TheEffecttoAxonalGrowth-

KiyohitoTAKAMATSU,αα/.

2-2-S166TheMechamsmofPelipheralNerveLengthening
YasumasaMSHIURA,αα/、‘

15：45～17:35Symposium5

ProgressionintheneatmentofPeripheralNerveParalysis
Moderators:YukioHOMUCHI

FummoriKANAM

2-2-S167PartialmnarNerveTransfer-ItsModificationandOutcomes

RyosukeKAmNOm,αα/、

2-2-S168NewClassificationfbrObstetricalBracmalBirthPalsy
HidehikoKAMBAIA,aaj

2-2-S169SupascapularNervePalsy

HiroyasuIKEGAMI,ααム

2-2-S170HouIglass-likeFascicularConstrictionsofAnteliorlnterosseousNef/eParalysis
TakaoOMURA,aaj

2-2-S171CnnicalSmdyofPosteriorlnterosseousNervePalsy
KenichiTAZAm,ααj.

2-2-S172EntrapmentNeuropathyintheSo-calledAI℃adeofStruthers

YOshiyasulTOH,ααj、

17：35～17:45CIosingRemarks

Room3

8：30～9:15DRm-1

Moderator:KenjiYOSHmDA

2-3-173I"vivo3-DnensionalKinamaticAnalysisfbrDRUJhstability
KazuoNODA,aaj

2-3-174RadiologicalAnaIvRiRnf(~)RrPn"r#hritiQr,fnic↑幻1P郵州iﾊー､11no霧T,､;､+､竃,;flへロ".…‘､～F､~~3－丁RadiologicalAnalysisofOsteoartmtisofDistalRadio-ulnarJointwithExtensorTbndonRuptul℃
HiroshiYAMAZAm,er"1……

ArthroscopyfbrDistalRadio-ulnarJoint

MichiroYAMAMOTO,αα1……
LockingoftheDRUJ

RyqjiFUJIMAm,ααム……

ChromchstabilityoftheDRUJ:OurExperienceandaNewSuIgicalTbchique
RaviKumarGUPTA

2-3-175

2-3-176

2-3-177
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9：15～10:00DRUJ-2

Moderator:HisayaSIHRAI

2-3-1780perativeThFeatmentofPainfUlDistalRadioulnarJointInstability
HitoshimHARA,era/・

2-3-179ResultsofUlnarShortemngOsteotomyfbrDRUJDerangementandEvaluationofTFCC
MasahiroTINTEBE,ααI.

2-3-180RadiographicEvaluationoftheSauv6-KapandjiProcedureModifiedbyKeioUniversityfbr
WristReconstluction

NorikazuOIA,αα/.

2-3-181StabilizationoftheProximalUlnarStumpintheSauve-KapandjiProcedureby

UsingExtensorCarpiUharisTbndon一LongTbrmFollow-upStudies-
AkioMINAⅣⅡ,aaj.

2-3-182EfficacyoftheStabilizationoftheUInarStumpinSauv6-KapanmiProcedure-2ndReport-
TakuyaSAWAIZUMI,ααj.

10:00～10:55TFCC
Moderator:TakakazuIMAMMA

2-3-183KmematicMmintheCasesofTFCCIIljury
TakashiODA,ααl.…‘

2-3-l84ResultsofSulgicalTreatmentfbrTFCCTbars
HiroyoshiFUJIWARA,eral.…‘

2-3-185ArthroscopicTieamentfOrTFCIIljuryinAthlete
Jun-ichilSHIKAWA,er"l.･･"

2-3-186PalmarApproachfOrOpenRepairofPeripheralTbarofthemiangularFibrocartilageComplex
HisaoMORITOMO,ααI．…

2-3-187TheDiagnosisandTieatmentfbrDRUJInstabintyDuetoDetachmentofTFCCatFOvea
KeliFUJIO,αα/.･･･

2-3-188EtiologyandTi巳atmentfOrUlnarSynovialFoldattheWrist
AkihitoTSUJINO,αα/.･･･

12：10～13:10LuncheonSeminar4
Moderator:MitsuoYOSInIURA

CurrentStatusofMedicallnsurancefOrHandSurgeryinJapan
ShintaroTACHIBANA

13：20～13:30TravelingFellowSession
Moderator:TakayaMIZUSEKI

ClncalOutcomesofPrimaryRepairofZoneltoZoneVAcuteFlexorTbndonlnjuries
HnKeungWong,αα/.

13:30～14:301nvitedLecture3
Moderator:TbshihikoOGmO

EndoscopicCarpalTilnnelReleaseUsingModifedChow'sDualPortalTbcmique
PoongThekKIM

ClassifcationofUpperLimbMusclesandlntramuscularNerveRepair
AymericLIM
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14：30～15:30InvitedLecmre4
Moderator:KazuteruDOI

AnatoncStudyofC7andltsClinicalSignificance
JianguangXU,ααl.……S134

TheFascicularNerve'nansferfOrRestorationofElbowFlexioninBrachialPlexuslnjuryPatient
PanupanSONGCHAROEN……S135
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15：40～16:30AmputationandReplantation-1
MOderator:HroShiYAJIMA

2-3-189KmkenbelgOperationfbrFol℃annAmputation:TwoCases60YearsafterSulgely
YasuoYAMAUCHI

2-3-190FlapTiansferfOrComplicationsofMajorLimbReplantation
YOshihikoTSUCHIDA,αα／

2-3-191ExaminationorRinglniury

NaoyaSHIGEYOSHI,aaj
2-3-192VenousAnastomosisinFingertipReplantation

TakaakiHASUO,eral|

2-3-193SuccessfUlDelayedVenousDrainageinl8ConsecutiveDistalPhalangealReplantations
MakotoハⅢHARA,er"/@

16:30～17:10AmputationandReplantation-2
Moderator:EtsuhiroNAKAO

2-3-194ReplantationVersusStumpPlastyfbrSingleFingertipAmputations
YasunoriHATTOm,era/

2-3-195FingerAmputationattheDistalPhalanxandDIPLevel

SatoshiMATSUDA,er"
2-3-1960steosynthesisofDigitReplantation

ShigemmOUE,αα/

2-3-197PostoperativeEvaluationUsmgDASHinDigitalReplantation
JunyaSASAm,aal

Room4
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8：30～9:10RheumatoidArthritis-1

Moderator:YOshitakaMINAMIKA刑仙

2-4-198ReconstmctionwithMinimumlncisionfbrExtensorRupmreoftheRheumatoidHand
JunnosukeRYU,erqj．……S141

2-4-l99ComparativeStudyofReconstructionProceduresfbrThI℃e-iingerExtensorRuptules
TakayaMIZUSEm,αα/.……S141

2-4-200ModifiedOhshioProcedul℃fbrButtonholeDefbrmityinRheumatoidArtMtis
HimyukiKATO,er"1……S142

2-4-20｣aThree-dimmsjonalandQuantitativeAnalysisofPattemsofCarpalDefbrmityin
RheumatoidWrists

SayuriARIMITSU,ααj.……Sl42

9:10～9:55RheumatoidArthritis-2

Moderator:MasafumiISmmZUKI

2-4-202NaturalCourseofAdiacentJointsafterArthrodesisinRAThumb

RyoHOSOMI,aaj．……Sl43
2-4-203Follow-upStudyofPartialArthrodesiswithHerbertScrewfbrtheWrisI

YasutsuguKAWﾍI,ααム……S143
2-4-204TheClinicalOutcomesofRadio-lunateFusionsfOrRheumatoidArthritis

ThtsuyaMASUKO,era1……S144

2-4-205meOperativeTTeatmenIAddedtheStabilization(ModifiedBreenMeilod)of
UlnarSmmptotheSauve-KapandjiMethodinRA

YOshihikoTANINO,ααﾉ．……S144

2-4-206RadiographicChangeofUInaStumpaftertheSauve-KapandjiorDarrachProcedurefbr
RheumatoidWrist

MamonlFUJITA,aaj．……Sl45

－85－



9：55～10:40RheumatoidArthritis-3
Moderator:KazuhiroMASADA

2-4-207MetacarpoPhalangealArthroplastyinPatientswithRheumatoidArthritis
TbshiharuOKUDA

2-4-208Metacarpo-phalangealJomtArthroplastyUsmgSwansonlmplantmthePatientof
RheumatoidArthritis

OsanSUZUm,ααj、

2-4-209Short-termResultsofBallmSocketTypeArthroplastyofMetacarpophalangealJointin
RheumatoidArthritis-MulticenterStudy-

KoichiNAKAMURA,ααJ.

2-4-210APrelinnaryReportofProDesignMetacarpophalangealJointArthroplastyfOr
theRheumatoidHand

TakesmEGI,ααl.

2-4-211SurfaceReplacementTypeTbtalPIPArthroplasty
KatsunonmAGAm,ααI"

10：40～11:20Innamma伽ns
Moderator:TakenoriSAKADA

2-4-212SevereInfectionofAnnalBite
HaruyosmYAMASHITA,ααl.

2-4-213CompartmmentSyndromeCausedbySnakeBitellUury
MitsumNEMOTO,ααJ@

2-4-214MycobacteriumlntracellularelnfectionsoftheHand:ReportofWoCasel
YasunoriKOBAIA,ααj

2-4-215TenosynovitisandosteomyelitisofupperExtremyDuetoAtypicalMIpQb""lIn
YbsmmcMTANIMm,ααI

12:10～13:10LuncheonSeminar5

ANewneatmentfOrKienb6ckDisease

Moderator:RyogoNAKAMURA

NaoyukiOCHIAI

13：20～14:250steoarthritisoftheCMCJointoftheThumb
Moderator:KenichiKAZUKI

2-4-216ACrossSectionalStudyoftheAssociationofAge,BodyMasshdex,
BoneMineralDensitywithOsteoarthritisoftheHandmHizen-OshimaSmdy

NaokiTOBA,ααl.

2-4-217LigamentReconstructionfOrthehstabilityoftheThumbCMJointUsing
theExtensorCarpiRadialisLongusTbndon

GoicmOKAHARA,ααJ、

2-4-218ResultsofArthroplastyfOrtheThumbCarpometacarpalJointOsteoarthritis
MakotoSAKAI,αα/.

2-4-219Abduction-oppositionWedgeOsteotomyoftheFirstMetacalpusfOrEatonStageln,W
TifapeziometacarpalOsteoarthritis

DenjuOSADA,aaJ．

2-4-2200utcomeofArthroplastybyTbtalJointReplacementfOrtheOsteoartmtisof
theCarpometacarpalJointoftheThumb

KatsUjiSUZUm,ααj、

2-4-221TwentyCasesoftheCementedSRTieapeziometacarpalProsthesisintheTifeatmentof
ThumbCarpometacarpalOsteoarthritis

'IbshihitoYAMAGUCHI,ααI

2-4-222ThumbCarpometacarpalOsteoartmtis:ThelnfluenceofArthrodesisupon
theMetacarpophalangealJoint

MitsumHOmm,eral
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14：25～15:05MalletFinger
Moderator:TakashilSHIGURO

2-4-223EvaluationofSulgicalDeamentfbrExtensorMalletRnger
MasafilMISHZUm,αα/.

2-4-224DelayedPrimarySuml℃afterWaitingPeriodfbrMalletRngerofTbndonOrigm
HirotsuneHIRAHARA,ααj、

2-4-225ClinicalAnalysisofaFracmrePatternofMalletFingers
'IhizoKOMSHHKE,αα/.

2-4-226EvaluationoftheMalletRacmresTreatedbyIshiguroMethodwithPoorResult,
whichwasConsideledtobeDuetoTbrminalExtensorProblems

SatokoOCHIAI,αα』．

S154

S155

S155

S156

15：10～15:55ExtensorTbndonIniuries
Moderator:HroyukiKATO

2-4-227TbndonThansferfbrRupmredExtensorPollicisLongusTbndonafterDistalEndof
RadiusFracmre

MakotoKONDO,ααJ.……S156
2-4-228ExtensorTbndonRuptureDuetoOsteoarthritisoftheDistalRadioulnarJoint

KeiYAMADA,ααム……S157

2-4-229ExtensorCaIpiRadialisLongusTbndonmansferfbrExtensorTbndonRupmreoftheFingers
RyusukeOSADA,eral.……S157

2-4-230ExtensorGlidingFloorReconstructionwithanAdipo-fascialFlapBasedon
DorsalPeIforatorofDigitalArtely

KennyaFUJITA,ααム……S158
2-4-231ExtensorTbnolysisCombinedwithPedicledFatFlapfbrPIPJointContrdCmrewith

ExtensorAdhesionafterCrushIIljuryatProximalSegmentofFinger
TakaeYOSHIZU,ααム……S158

15：55～16:35mexornndonInjuries-1
Moderator:ShmchiroI血KAMMA

2-4-232EarlyActiveExerciseafterFlexorTbndonRepairs
HaruhikoTAKAIA,ααl……S159

2-4-233FreeTbndonGraftandEarlyControlledRehabilitationfOrOldlsolatedFDPTbndonLaceration
HsamitsulSHKURA,αα1……S159

2-4-234BoneTbndonGraftsfbrReconstructionofEnthesisintheInjuryoftheHexorTbndohs
MitsuhiroOKADA,ααj……S160

2-4-235FlexorTbndonAdhesionafterPhalangealFracmre
JunKINOSHITA,αα/・……S160

16：35～17:10FlexorTbndonlnjuries-2
Moderator:HidekiⅡハNAKA

2-4-236ProgressiveFlexionContractul℃oftheProximallntelphalangealJointFollowing
FlexorTbndonlIUury

TatsuyaHATIOm,ααム……S161
2-4-237AnatoncalSmdyofTbndonSheathinSnappingFinger

HideakinIADA,ααム．｡…･Sl61
2-4-238EndoscopicReleaseofniggerFingers

Hitoshiハ皿URA,ααJ.……S162

2-4-239ClinicalSmdyofAffecdngFactorsfbrtheMultipleDigitslnvolvementof
FlexorTbnosynovitisUsingLogisticRegressionAnalysis

MakotoKAMEYAMA,ααI．……S162
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Room5

8：30～9:350perativenchniques
Moderator:KazuhiroMIZUTAM

2-5-240DevelopmentofaNewPercutaneousKnifefOrMinimumlnvasiveTbchnique
YOshimasaTOMITA,αα/.･

2-5-241ANewSuture-anchorTbchniquefbrLigamentllUuryUsingTJScrewandLoopWire
TbmohiroOMUKAI,αα/.･

2-5-242TblescopingOsteotomyoftheUpperExtrenty
MasatoshiTAKAHARA,eraﾉ．・

2-5-243ComputePAssistedSurgeryfOrMalunitedFracmresinUpperLimb
MasahiroYONEDA,ααl.!

2-5-244ClinicalSmdyoflO2CasesofFingerswithGraftedArtificialDermis
KatsuhikoKAMEBUCHI,ααl.'

2-5-245NegativePressureDressinginHandtoAvoidPost-operativeJointContracmre
YilichiHIRASE,ααﾉ．

2-5-246Vacuum-assistedCIosurewithEarlyMobilization
KenjiroHASEGAWA,αα/.

9：35～10:30Contracmres
Moderator:KenichiⅡ泓ZAKI

2-5-2470penThfeatmentUsingTTansverselncisionfbrDupuytrenContracture
TakaoMOmGUCHI,ααl.

2-5-248ClimcalResultsofDennofasciectomyfbrDupuytren'sDisease
YbshihiroABE,ααj、

2-5-249SevereContractureoftheProximalPhalangealJointinDupuytren'sDisease
YbshiyukiOHNO,ααl.

2-5-250ClinicalResultsofJointReleasefbrContractedMPandPIPJoint
HiroyaSENDA,er"1

2-5-251SulgicalReleasefOrContracmresofthePIPJointwithorwithoutthePIPFi"QnHinge
NoriakiHIDAKA,αα/

2-5-252SurgicalTreatmentfOrNeglectedPost-bumContractureoftheHand
HidekiTSUJI,era/

12：10～13:10LuncheonSemnar6
Moderator:TakaeYOS田ⅢZU

PathologicalMechanismandTreatmentofEntrapmentNeuropathy
HitoshiHRAIA

Flaps,Microsurgery13：20～14:00

2-5-253Reconstl

2-5-254FI℃eHa

2-5-255UpperL

2-5-256Reconst

Moderator:KunhroKURIHARA

ReconstructionoftheHandUsingThinAbdominalHaps
AkihiroOGINO,aal.･･

FI℃eFlapsfbrneatmentofSoftTissueDefectsoftheHand
KeiichiMURAIA,era/.･･

UpperLimbReconstructionthroughtheUseofTAPFlap
MitsunagaNARUSHIMA,ααI．“

ReconstructionoftheDistalRadiusUsingVascularizedFibularHeadGrafts
KQjiSmGEMATSu,eml."

14:00～14:45NailReconstruction
Moderator:MinoruSH[BAIA

2-5-257CorrectiveTreatmentofPinceFnailDefbrmityUsingShapeMemoryWire
KaoriSmONOYA,aaI

2-5-258FingernaillniuriesAssociatedwithOpenFractureoftheDistalPhalanx
YasuhiroKATSUDA,erq/

－88－

S163

S163

S164

S164

Sl65

S165

S166

S166

S167

S167

S168

S168

S169

S170

Sl71

S171

Sl72

S172

Sl73

S173



９
０
１

５
６
６

２
２
２

５
５
５

２
２
２

NailReconstructionwiththeUseofPalmarPocketMethod

KazumaSAMBE,aaj

NailBed/MatrixGraftfifomLateralSiteofTbenailfbrTTaumaticSplitNail
KqiTANAKA,aaj

PrinciplesofThumbNailReconstnlctionbyVascularizedTbeThansfer
YUichiHIRASE,αα/,

S174

S174

S175

14：45～15:30FingertipRecOnStruction
Moderator:YasushiSUZUKI

2-5-262ConselvativeThfeatmentUsingHydrocellularDressingfbrFingertiplniuries
KohjiKumYAMA,aaj

2-5-263ReconsmctionofFmgertiplnjulybyLocalandRegionalFlaps
TianNguyenTifinhHANH

2-5-264DigitalArteryPe巾ratorRapsfOrFingertipReconstructions
NorioFUKUDA,ααj

2-5-265ThumbReconstmctionwithArterializedDigitalIslandHapfromIndexFmger
KatsumTANAKA,ααﾉ‘

2-5-266VenousFlapfOrSkinDefectofDigits
ShushiHOSHMO,ααﾉ‘

S175

S176

S176

S177

S177

15:30～16:35Fingers-1
Moderator:HdechikaNAKASHmⅥA

2-5-2671ntra-articularCon･ectiveOsteotomyfbrMalunionoftheBennett'sFracture
'IhroRISAWA,ααﾉ．……Sl78

2-5-268ConservativeManagementofMetacaIpalFracml℃s
AkimasaKOBAYASM,ααl・・…･S178

2-5-2690perativeTreatmentfbrPalmarPlateAvulsionlnjuriesoftheProximallnterphalangealJoint
MasamdeAmTA,αα/.……S179

2-5-270TieatmentofDorsalFracture-DislocationoftheProximallntelphalangealJomtUsing
Low-profileMm-plate

MasayoshiIKEDA,erqj.……S179
2-5-271TieatmentofMetacarpalandPhalangealFractuleswithMiniamIeScrewsandPlates

SejiSUMIURA,ααﾉ．……S180
2-5-272hternalFixationofMetacarpalandPhalangealFracmreswiththeLowProfilePlate

andSclewSystem

HidetakeTAmGAMI,aaj．……S180

2-5-273htramedurallyNailingfbrFracmlesofPhalanx
HiroakiNONOMIYYA……S181

16：35～17:20Fingers-2
Moderator:ShigakuSAI

2-5-274PrimryRepairfbrCollateralLigamentLesionsofthePIPJoint
MasaakiKAMNO,aa/.…‘

2-5-275SurgicalTieatmentofUnarSubluxationoftheProximallnterphalangealJointDueto
OldRadialCollateralLigamentTear

JunichiMIYAKE,ααﾉ．．…

2-5-276AnatoncalReconstructionofCollateralLigamentatMetacarpophalangealJointoftheThumb
TbshihiroKANDA,αα/.…・

2-5-277ReconstructiveProceduretoRepairChroniclnjuriestotheCollateralLigamentoftheHand
MasashiKAMniOTO,era/.…・

2-5-278SulgicalTTeatmentofBoxer'sKnuckle

TakakoSATO,ααﾉ．．…

S181

S182

S182

Sl83

S183
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RoomP-a

8：30～9:00Nerve-4
Moderator:KazuomKEDA

2-a-Po54NerveRegenerationPromotedinaTilbewithVascularityContainingBone-marrow-derivedCells
『IbmoyukiYAMAKAWﾍ,ααl.……S184

2-a-Po55CoaptationoftheSeveredPeripheralNerveUsingBiodegradablenansparentTilbe
HirokoNARISAWA,ααl.……S184

2-a-Po56PeripheralNerveRegenerationUsingNerveConduitFilledwithCollagenSponge
MasamKOSHIMUNE,ααj.……S185

2-aFPo57DevelopmentofanArtificialNerveUsingaNonwovenFabricMadewithChitosanNanofibers
SoicmrolTOH,ααﾉ．……S185

2-a-Po58TifansplantedAC133PositiveCellsfromPeripheralBloodinaPeripheralNerveGapPromote
NelveRepair

YasumuKImMA,aaj.……S186

9：00～9:30Nerve-5
Moderator:SoicmrolTO

2-a-Po59nleMorphologicalSmdyofthePmximalNerveSmmpLengtheningby
DirectGradualDistraction

SaijilafUO,ααl.

2-a-Po60SuccessfUlPeripheralNelvePreservationandAllograftingUsingGreenTbaPolyphenol
RyosukeKAKINOm,ααI{

2-a-Po61AdnmstrationofFGF2toDenervatedMusclesintheRats
YOshihisalWAIA,ααI､

2-a-Po62TheRolesmNeureguhintheRegeneratmgMuscleofRats
MiyukiImAIA,aaj

2-a-Po63QuantitationofNeurotrophinsinSkeletalMuscle:
ChangesduringtheProcessofPeripheralNerveRegeneration

YasusmMORISAWA,ααI

S186

S187

S187

S188

S188

9:30～10:12CamalmmnelSyndmme-1
Moderator:YqjiMIKAMI

2-a-Po64DiagnosticSigmhcanceofPerfectOSignfbrCarpalTimnelSyndrome
HrosmSAIAKE,ααJ.……S189

2-a-Po65MotorDistalLatencyTbstingSubstimtesOtherSensoryand
ElectrophysiologicalExannationsofCarpalTunnelSyndrome

YOshioKAn,ααI．……S189

2-a-Po66ElectrophysiologicalEvaluationofCarpalTimnelSyndromeUsing
CurrentPerceptionThresholdT℃st

AtsushiMAKINODAN,eral．……S190

2-a-Po67TheEffectsofThumbandFmgerMovementonthe'IifansverseMotionandCross-sectionalArea
oftheMedianNervemPatientsUndelgoingHemodialysis

YasushiTOGE,ααl.……S190

2-a-Po68MagenticResonancehnagingEvaluationofCarpalTimnelSyndrome
HirokiHACIHSUKA,ααﾉ．．．…･S191

2-a-Po69HandStiHnessinCarpalTunnelSyndrome(WithSpecialReferencetoHexorTbndonSynovitis)
YosmnoriハnYASAKA,ααI.……S191

2-a-Po70TriggerDigitsAssociatedwithIdeopahcCarpalnnnelSyndrome
HidekiTANAKA,ααI．……S192

10：12～10:55CarpalmmnelSyndrOme-2
Moderator:YoshmoriMIYASAKA

2-a-Po71AQuantitativeAnalysisoftheDoubleCrushHypothesis
RyouichiSHBUYA,ααl.･･
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2-a-Po72 3CasesofCarpalnnnelSyndromewithMartin-GmberAnastomosisand

SensoryNerveAnomaly

NobuyukiTANIGAWA,eral.･

RelationshipbetweenCarpalCanalPressureMeasulementResultsand

Post-operativeClinicalRecovelyinnopathicCarpalTilnnelSyndmmeCases
IkkiHAMANAKA,ααL・

EvaluationofSensolyRmctionafterCarpalnnnelReleasewithShorthcision

HsashiOHTSUKA,ααj.･

ThelndicationofECTRattheSameSessioninldiopahcBilateralCarpalTimnelSyndrome
YasuhiroTOYOIZUMI,αα1，

EvaluationofECTRUsingDASHJSSHWrsion

SmgeharuUCInYAMA,ααム”

DASH(DisabintiesoftheArm,ShouldeLandHand)EvaluationofQOLfOr
CarpalTilmelSyndrome

AkimasaMORITA,ααl･|

S193

2-a-Po73
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RoomP-b

13:20～14:10ScaphoidFracmre
Moderator:KatsunorimAGAKI

2-b-Po78ClinicalResultsofAcuteScaphoidFracmres
NozomuKUSANO,ααI.

2-b-Po79ScrewHxationfbrScaphoidFracmle:AComparisonofVblarbetweenDorsalApproach
RyotaroFUnTANI,ααj.

2-b-Po80EvaluationofAcuteScaphoidFractureswithCysticChange
TbshiyukiYAMADA,αα!.

2-b-Po81ScaphoidlnjuriesofGymnasts

TbkuyoshiYAMAGIWA,aa1

2-b-Po82TifeamentofScaphoidNonumon-OurNewTbchniqueofBoneGrafting-
HroakiOGIHARA,αα/.

2-b-Po83VascularizedPedicledBoneGraftfbrScaphoidNonumon
NaokiMAEGAWA,ααム

2-b-Po84Low-intensityPulsedUtrasoundintheTIeatmentofScaphoidRacmlesmJapan:
ResultsoftheMulticenterSmdy

HironchiMITSUYASU,aal
2-b-Po85ResultsofFourComerRIsionfbrSLACWdst

H伽shiONO,ααJ.

S196

S196

S197

S197

S198

S198

S199

S199

14：10～15:00Lunate・LigamentInjuries
Moderator:GenzaburoMSHI

2-b-Po860steonecrosisinthelntercalatedBone:MRSpectroscopicAnalysis
YilkihilmOBARA,aal.･･･

2-b-Po87SingleInjectionofPlatelet-richPlasma(PRP)withaVascularBundlehnplantationPronferate
AngiogenesisandOsteogenesisinaNecroticBone

KazunoriYOKOIA,eral…

2-b-Po88EarlyPainReliefafterRadialShortenmgOsteotomyinKienb6ck'sDisease
DaisukelSmGAm,αα1…

2-b-Po89TreatmentofKienb6ck'sDisease:AMeta-analysis
YbshiyukiANDO,ααl.･･･

2-b-Po90TreatmentfbrChromcPerilunateDislocations

TakaakiSHINOHARA,aaJ．…

2-b-Po91LigamentousReconstructionfbrLunotriquetralInstability
ShoheiOMOKAWA,αα1…

2-b-Po92TheSecondArthmsconicFinrlincenfA㎡hrnQrY,ni‘､nPhri制RmPn#fr,γTnｫ｡w､｡両｡1T;‘､｡、…fTぶ､、

S200

S200

S201

S201

S202

S202

S203

TheSecondArthroscopicFindingsofArthroscopicDeblidementfbrIntel℃alpalLigamentlnjmes
YOon-SooKIM,aaJ.……
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TTeatmentofCombinedLigamentouslnjurieswiththeTFCCand

TdquetrolunatelntercarpalLigament
YukioNAKATSUCHI,ααI

2-b-Po93

S203

RoomP-d

15：00～15:50DistalRadiusFracture-1

Moderator:EijiKAmA

2-d-Po94TheReliabilityofAOClassificationaboutDistalRadiusFracture,withCTFindings
YasuakiNAKANISm,erqj.

2-d-Po9515-degreeTiltLateralRadiographfbrEvaluationofDistalRadiusFracture
KozoMORnA,ααﾉ．

2-d-Po96SonographyfbrMonitoringReductionofDistalRadialFractures
NarihitoKODAMA,eral.

2-d-Po97RadiographicandArthroscopicFindingsfOrDistalRadiusFractureAssociatedwith
UlnarStyloidFracture

AtsushiOKAZAm,ααﾉ．

2-d-Po98UlnarStyloidFracturesAssociatedwiththeDistalRadiusFractures
MakotoTAMAI

2-d-Po99WiringfbrUlnarStyloidFracmlesAssociatedwithDistalRadiusFracmres
EichilTADERA

2-d-PolOOAClinicalResultUsingJapaneseDASHScoreofDistalRadiusRacml℃withTFCCIniury
KQjiRYOKE,em/.

2-d-PolO10penOperativeTieatmentfbrlnstabilityoftheDistalRadioulnal･JointResultingfifom
DistalRadiusFractures

ShoheilWABU,ααI.

S204

S204

S205

S205

S206

S206

S207

S207

15：50～16:40DistalRadiusFracture-2

Moderator:KatsUjiSUZUKI

2-d-PolO2ROMRecoveryafterNon-bridgingExternalFixationfOrUnstableFracturesof
theDistalRadiuswithHoffman2Compact

HiroakiSAKANO,ααI|

2-d-PolO3MmiamredPlatesandExtemalFixationinComminutedlntraarticularFracmIesof
theDistalRadius

Young-MiCHAE

2-d-PolO4ABiomechamcalSmdyonPalmarLockingPlateProcedulewithKeeping
thePronatorQuadratusMuscle-FirstReport-

YbsmtoTSUBUKU,αα／

2-d-PolO5MmmallvhvasivePlateOsteosynthesisfOrDistalRadiusFracmreUsingPalmarLocking

S208

S208

S209

MmmallyhvasivePlateOsteosynthesisfOrDistalRadiusFracmreUsingPalmarLockingPlate
withKeepingthePronatorQuadramsMuscle

MasahiroTOBE,ααI．…・・

ResultsofOpenReductionandPlateFixationofAOTypeC3FracmresoftheDistalRadius
YoshihiroDOm,eraﾉ．．…・

AODistalRadiusWlarPlateFixationfbrAOTypeCDistalRadiusFractule
YOshihamNAKAMURA

TheResultofWlarPlateFixationwithAODistalRadiusLockingPlateintheTreatmentof

DistalRadiusFracmleinElderlyPatients
HiroyoshiOIA,era/.…・・

Managementofthelntra-articularDistalRadiusFracmreswithVblarorDorsalApproach
HdekiTSUBOUCm,αα/.･…．
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2-d-PolO9

16:40～17:30DistalRadiusFracmre-3
Moderator:IsatoSEKIYA

2-d-PollOPalmarLockingPlateFixedMoreRigidlythanNon-lockingPlatefOrUnstableDistalRadius
Fracture-RoentgenographicAnalysis-

KazuhikoFURUTlﾍ,ααI．． S212
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2-d-PolllClinicalResultsofVblarPlateFixationofDistalRadiusFracmres

-LockingversusNonlockingTplate-
NaokiSUGITA,αα/.

2-d-Poll2PalmarPlatingSystemfbrlntra-articularFractureoftheWristJoint

MasayukiKAMANO,ααI.

2-d-Poll30RIFandARIFfbrAOTypeCFracmresofDistalRadiusinAdults
HidetoshiTERAURA,ααl.

2-d-Poll4VblarPlatingfbrDistalRadiusRacml℃inYoungandMiddle-ageAdults
MasaoOKAMOTO,er"/.

2-d-Poll5TheEarlyFunctionalRecoveryafterPalmarPlatingfOrDistalRadiusFractures
MasahikoTOHYAMA,αα/.

2-d-Poll6LesslnvasiveSurgelyfOrUnstableDistalRadiusFracturesUsingaNewPlateSystem
HideakiMATSUOKA,er"J.

2-d-Poll7ThfeatmentofAcutelnjuriesofTiiangularFibrocartilageComplex(TFCC)inDistalRadius
FractulesTifeatedwithLockingPalmarPlate

KQjiMORIYA,eraノ
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1-1-1

僥骨遠位端関節内骨折治療におけるcom‐

putedtomography(CT)の有用性
UsefUlnessoftheComputedTbmographyfbrlntra-
articularDistalRadiusFractures

関西労災病院整形外科

○米田昌弘，田野確郎，岡田潔，

堀木充，多田浩一

【目的】榛骨遠位端関節内骨折の術前評価を，単純

X線のみで行った場合とcomputedtomography
(CT)を用いて行った場合での関節内骨片につい

ての評価を比較検討する．

【対象および方法】2003年1月から2005年7月ま

で当科で手術加療を行った,Colle'sおよびSmith's

typeの関節内骨折（掌側および背側Barton骨折，

Chaffr骨折は除く)43例を対象とした．男性24

例，女性19例，平均年齢は53.5歳（26-82歳）で

ある．術前CTにおいて,lunatefbssaに関節内骨

折が限局するが，遠位榛尺関節(DRUJ)に骨折が

及ばないものをL1群,DRUJに骨折線が及ぶもの

をL2群，骨折汎matefbssaのみならず,scaphoid
mssaにまで至るものをS群とした.4人の整形外

科医に単純X線のみから分類し,CTの結果との比
較を行った．

【結果】L1群7例,L2群15例,S群21例であっ

た．各群の平均年齢は52.2歳，51.5歳，53.2歳，

尺骨茎状突起骨折の合併は各群で4例，8例，12例

で，どちらも各群間に有意差を認めなかった．各

群での単純X線のみでの分類とCTの結果との一

致率は平均55%,40%,42.5%であった．単純X

線のみでの観察者間差は中程度(K係数=0.53)で

あったが，単純X線のみからの分類とCTの結果と

では低い一致率(K･係数=0.23)を示した．

【考察】僥骨遠位端の関節内骨折の術後成績に影響

を与える因子として関節面をいかに正確に整復す

るかが挙げられる．特にDRUJの関節面のgapは
単純X線では評価がしづらいためしばしば関節面

の不整が残存し，術後の関節症性変化を誘起する

ことがある．今回lunatefbssa背側の骨片の転位

に基づくDRUJ関節面の不整が多くの症例で確認

された．その骨片の評価を単純X線で行うことは

困難であり，術前CT評価は有用であると考える．

－Sl－

1-1-2

僥骨遠位端骨折のCT診断の有用性

AdvantagesinDiagnosisofDistalRadiusFracture

UsingComputedTbmography

神野病院整形外科

○日高康博，神野泰

【目的】榛骨遠位端骨折にCTを用い単純し線では

正確な診断が困難な症例に対して有益な情報が得

られたので報告する．

【方法】関節外骨折は単純し線では正確な評価が困

難と判断した症例，関節内骨折はほぼ全例にCTを

行った．スライス幅1mm,ピッチ1.5mm(GE社

ProSpeed)の横断像から冠状断面矢状断面およ

び3次元像を再構成した．

【症例】2003年から2005年に治療を行った62例

を対象とした．平均年齢53歳(16-89歳)，男性33

例，女性29例であった．単純し線による骨折型は

AO分類A2:10手,A3:8手,B1:10手,B2:3

手,B3:5手,C1:11手,C2:4手,C3:11手

であった．斉藤分類では関節外Colles骨折18手，

関節内骨折1型5手，2型3手，3型1手，4型4手，

5型24手，6型1手，7型3手，8型3手であった．

【結果】CTは1)掌背側骨折部骨皮質の整復後の安

定性，2）関節内骨折陥没骨片の転位，3）脱臼骨

折全体像の評価に優れていた．この診断により関

節外Colles骨折18手中，掌背側骨皮質安定型4手

は外固定，背側不安定型8手はKapandji法，両側
不安定型6手は創外固定または掌側プレート固定

を選択した．関節内Colles骨折（斎藤5型)24手

では，掌背側骨皮質と関節内陥没骨片をCTで評価

し手術適応を決定した．両側不安定で骨欠損の大

きい5例は掌背側進入骨移植内固定，掌側が安定

か骨欠損が少ない13例は掌側プレートないし鋼

線固定とした．6手は保存療法を選択した．また脱

臼骨折（斎藤7．8型）では，僥骨茎状突起骨片の

転位が3次元CTでよく捉えられ，僥骨茎状突起骨

折（斎藤1型）との関係が示唆された．

【考察とまとめ】僥骨遠位端骨折は頻度の高い骨折

であり通常は単純し線で診断治療することが多い．

しかし今回の検討では骨折整復後の安定性の評価，

関節内骨折の転位骨片の診断，粉砕型脱臼骨折の

診断にはCTを積極的に活用すべきだと思われた．



1-1-3

僥骨遠位端骨折後の機能評価としての中高

年女性の握力に対する検討

EvaluationofGripForcefOrFunctionalAssessment

ofPostDistalRadiusFracture

富山県厚生連滑川病院

○山内大輔

【はじめに】僥骨遠位端骨折後の機能評価には色々

な評価方法があるが,Cooney評価(1987年）は，

握力が健側と比べ，100％でなければ10点減点で

ある．1994年にCooneyらはMayoModifiedWrist

Scoreとして，これを改訂し，健側比が90-100%

であれば，減点はなくなっているが，利き手かど

うかは加味されていない．本邦の斉藤の評価では，

利き手と非利き手で別々の基準が設けられている

が，非利き手の場合，握力での点数低下は生じに

くく，同じ治療経過でも，受傷側が左か右かで成

績が大きく異なってくる．このような混乱は握力

の左右比がはっきり調査されていないために生じ

たものである．世代別の握力値は厚生労働省によ

り報告されているが，左右比は記載されていない．

我々は，世代別の握力の最大値と左右比を検討し

た．

【対象・方法】55歳以上，85歳未満の当科外来を

受診した，右利き女性300人を対象とした．55-59

歳(A群),60-64歳(B群),65-69歳(C群),70-

74歳(D群),75-79歳(E群),80-84歳(F群）

の6群に分けて，デジタル握力計で左右を2回ずつ

測定し，その最大値・左右比を算出した．

【結果】握力はA群右26.6kg(左25.3kg),B群

右22.9kg(左22.0kg),C群右23.3kg(左22.1kg),

D群右21.9kg(左20.7kg),E群右20.8kg(左

19.9kg),F群右18.7kg(左17.2kg)であった．左
右比はA群93.7%,B群95.1%,C群94.5%,D群

94.2%,E群95.4%,F群90.2%であった．

【考察】握力は年齢の増加に伴って減少していた

が，左右比は世代を問わず，ほぼ一定であった．ま

た，健側比は90-95％であったことから，右利きの

女性が，左手を受傷した場合，握力比は90％あれ

ば，受傷前の状態と考えても問題ないように思わ

れる．逆に，右利きの女性が，右手を受傷した場

合は，受傷前の状態と考えるには握力比は100％以

上必要であると考えられた．

1-1-4

僥骨遠位端骨折に続発した手根管症候群の

解析

AnalysisofCarpalTunnelSyndromeafterDistal
RadiusFracture

'信州大学医学部整形外科，2新宮市医療センター，

3諏訪赤十字病院，4長野市民病院，5昭和伊南病院

○伊坪敏郎1,林未統29内山茂晴3,

松田智4，土金彰5

【目的】僥骨遠位端骨折に合併して手根管症候群

(以下CTS)が発症することはよく知られている

が，その発症誘因と臨床像は未だ明確ではない.こ

の点を解明するために，私達は僥骨遠位端骨折に

続発したCTS患者の記録を多施設より集積し，後

ろ向きに解析した．

【方法】1979年から2005年の間に5施設で治療し

た僥骨遠位端骨折後のCTS102例103手，男性27

手，女性76手を対象とした．これらに，1）骨折

からCTS発症までの期間,2)受傷機序,3)CTS

発症時年齢，4）手関節X線像，5）両手の正中神

経伝導速度の終末潜時を調査した．

【結果】1）骨折後1週未満の急性期発症27手，骨

折後1-12週の亜急性期発症46手，骨折後12週以

降の晩期発症30手であった．2)急性期型ではhigh

energyinjuryによる受傷が13/27手と高率であ
り，亜急性期型と晩期型ではlowenergyinjuryが

大部分であった.3)CTS発症の平均年齢は急性期

型49歳，亜急性期型63歳，晩期型64歳で，急性

期型は若年者に多く，他の2型は中高齢者に多く

発症していた．4)急性期型ではAO分類C型の関

節内骨折型が19/27手と多く，他の2型では52/76

手がAO分類A型あるいはB型の関節外骨折であっ

た．5)健側の正中神経終末潜時遅延を晩期型21手

のうち15手（71％）に認めた．

【考察】今回の100例を越える分析から，本症は発

症時期より3型に分類された．関節内骨折では骨

折後1週以内のCTS発症に留意すべきである．中

高年女性の関節外骨折で転位残存例においては，

受傷後12週までに，あるいは健側正中神経終末潜

時遅延例では12週以降においても,CTSを発症す

る可能性がある．

－S2－
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手術治療を行った僥骨遠位端骨折後関節障
害の検討

TheOperativeTreatmentsofResidualJointTToubles

aftertheDistalRadiusFractures

'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l,牧裕1,

成澤弘子1,山下晴義2

【目的】変形治癒，遠位僥尺関節(DRUJ)障害な

どの骨関節障害を残し手術治療を行った僥骨遠位

端骨折例の問題点を検討した．

【対象症例】手術治療した僥骨遠位端骨折後骨関節

障害44関節，男19女25,右25左19,13～82歳，

観察期間1年7カ月．Smith型骨折5,Colles型骨

折39．僥骨骨切り群(RO群)17,尺骨短縮骨切

り群(USO群)12,偽関節，脱臼を含むDRUJ障

害群15の3群に分類した．

【結果】RO群は保存治療例が多く,Smith骨折3

でsliding骨切り術を,Colles型骨折14で

Fernandez法(F法)7,高齢者,VariancelOmm

以上例ではclosewedgeosteotomy(CWO法)+

Darrach法(D法),Sauv6-Kapandji法(S-K法）
7を行った．Radialinclinationは術前8.1から術

後17.3.,術前Dorsaltilt35.6から術後Palmgrtilt

5.6.,可動域も伸展屈曲術前89から術後124.,回

旋術前94から術後142。と改善した.F法では

Varianceが平均3mm残存し4関節で瘤痛が残存

し1関節でD法を追加した.CWO法+D法で痙

痛なく可動域改善したが高齢者例で握力が健側の

50％程度であった.USO群は平均3.7mmの尺骨

短縮でVarianceは0.5mm,痙痛軽減し握力健側

比75％に改善した.DRUJ群では尺骨茎状突起偽

関節は骨接合で痙痛は消失したが，肥大性偽関節，

榛骨偽関節,DRUJ脱臼放置例で関節拘縮が強く

CRPSの症状を示し成績が劣った．

【考察】僥骨変形治癒ではF法は僥骨短縮の矯正が

難しくUSO法などの併用が必要な場合もあり高

齢者ではCWO法にD法,S-K法を行う方が実際

的である．ピンニング創外固定では榛骨短縮が防

げず手関節尺側部痛残存しやすく，初回手術時に

プレート固定，骨移植，骨ペースト充填などによ

り短縮を防止し,DRUJ高度障害例では一期的S-

K法も考盧される．DRUJ脱臼，拘縮，肥大性尺

骨茎状突起偽関節ではCRPS予防のために早期診
断治療が望まれる．

－S3－
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僥骨遠位端骨折の治療は骨折修復だけで十

分か？

SoftTissueComplicationofDistalRadialFracture

済生会下関総合病院整形外科

○安部幸雄

【目的】関節内，周辺骨折において関節面，アライ

ンメントの整復に加え，関節内軟部組織の処置が

予後を左右することは膝関節にみるごとく明らか

であるが，より複雑な軟部組織を有する榛骨遠位

端骨折において軟部組織損傷の評価が十分なされ

てきたとは言い難い．今回，舟状骨-月状骨間靱帯

(SLIL),月状骨-三角骨間靭帯(LTIL)および三

角線維軟骨(TFCC)損傷の頻度，重症度と予後に

及ぼす影響について検討した．

【対象・方法】鏡視下整復術を施行した52例（男

12,女40)，年齢17～78歳，平均60.3歳，関節

外骨折16例，関節内骨折36例(B2:1,B3:4,

C1:5,C2:2,C3:24)を対象とした．軟部組織

損傷の重症度を点数化するため断裂形態により，

SLIL損傷：中枢部1点，掌側あるいは背側部まで

2点，完全3点,LTIL損傷：中枢部1点，背側部

まで至る2点,TFCC損傷：変性1点，外傷性2点

とし,Green&O'Brien評価による術後成績との

関連を調査した．

【結果】TFCC損傷:34例(65.4%)で外傷性24,

変性断裂10,SLIL損傷:30例(57.7%)で完全

断裂7，部分断裂23,LTIL損傷:16例(30.8%)

はいずれも部分断裂であった．関節面，アライン

メントの整復良好例において，軟部組織損傷なし

あるいは治療例と，損傷非治療例との術後成績を

比較してみると，軟部組織損傷スコアが高く非治

療例に成績不良例が存在し，特にST,TT,損傷におい

て損傷なしあるいは治療例は，非治療例に比べ握

力の回復が有意に良好であった．

【考察】軟部組織損傷は関節内，外骨折に関係なく

存在し，整復位が良好な場合，成績不良の原因は

軟部組織損傷に由来する可能性があり，特にSLIL

の損傷は握力の回復に影響していることが明らか

となった．
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SymmetryPlateとDRVLockingPIateに
よるAOC3型榛骨遠位端骨折の治療成績

の比較

ComparativeStudyofSymmetryPlateandDRV

LockingPlatefOrAOC3FracturesoftheDistal

Radius

濁協医科大学整形外科学教室

○亀井秀造，長田伝重，藤田聡志，

岩本玲，玉井和哉

【目的】AO分類C3型骨折は僥骨遠位端骨折の中で

最も治療困難な骨折である．われわれは1997年か

らSymmetryplate(以下S)を用い骨折転位方向

より固定を行い，2003年から掌側ロッキングプ

レートであるDRVLockingPlate(以下D)を使

用してきた．今回本骨折に対する両プレートの治

療成績を比較検討したので報告する．

【対象と方法】対象は1997年以降に手術を行った

AO分類C3型骨折でS群57例,D群37例である．

平均年齢はS群48歳,D群59歳であった．受傷

から手術までの平均期間はS群6.3日,D群7.4日

で,S群は術後平均10日の外固定を,D群は外固

定なしで手関節の可動域訓練を開始した．術後平

均経過観察期間はS群14．1カ月,D群9.4カ月で

あった．これらの症例に対して，単純X線計測値

(PT,UV)の経時的変化，斎藤評価とCooney評

価を用いた治療成績について比較検討した．

【結果】手術時と骨癒合時のPTはS群の背側プレー

トで平均3.2.,掌側プレートで平均0.1｡,D群で

平均0.1･の変化を認めた.PTが5．以上変化した

症例はS群の背側プレートで8例（14％)，掌側プ

レート4例(7%),D群で0例であった.[Ⅳでは

S群で平均1.5mm,D群で平均0.4mmの増加を認

めた.UVが3nnn以上変化した症例はS群で11例

(19%),D群では0例であった．斎藤評価はS群で

優52例，良5例,D群では優35例，良1例だった．

Cooney評価はS群で優30例，良22例，可5例，
D群では優25例，良11例，可1例であった．

【考察】D群はS群に比べ術後の矯正損失が少なく，

術後直ちに手関節の可動域訓練が開始できたの

で，より良い臨床成績が得られたと思われた．
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AO分類C型僥骨遠位端骨折に対する掌側

プレート固定の治療成績-Iockingplate

群とnon-Iockingplate群の比較一
ClinicalResultsoftheVblarPlateFixationfOrAO

typeCFracturesoftheDistalRadius-Comparison

betweenLockingPlateandNon-lockingPlate-

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，3メイヨークリニック整形外科

○川崎恵吉l,稲垣克記29瀧川宗一郎2,

富田一誠3，宮岡英世2

【目的】我々は昨年の本学会で，僥骨遠位端骨折に

おけるlockingplate群(L群）とnon-lockingplate

(N群）の治療成績の比較検討を行い,locking

plateの良好な成績を報告した．特にnon-locking

plate群では術後整復位を保てなかった症例が全
体の25％に存在したことを報告した．これらの症

例が全て関節内骨折であったことから，今回AO分

類の完全関節内骨折typeCの症例における,L群

とN群のX線評価および臨床成績の比較検討を

行ったのでこれを報告する．

【対象と方法】1999年以降にプレート固定術を

行った榛骨遠位端骨折は120患者，122骨折で，そ

のうち84骨折はAO分類typeCであった.Lock-

ingplateを使用した症例は74骨折(AOLCP11
例,AODRP44例，ユニテツクStellarl9例),

non-lockingplateを使用した症例は48骨折(AO

small-T18例,Acesymmetry30例）であった．

これらのうち6ヵ月以上経過観察し得た掌側プ

レートの症例で,AO分類typeCの完全関節内骨

折であるL群32例,N群30例を対象とした．平

均年齢はL群55.4歳,N群54.4歳，平均経過観察

期間はそれぞれ11.5カ月と15．2カ月であった.N

群の5例に人工骨移植を行った．Cooneyによる治

療成績,X線評価，術後と骨癒合時のプレートと遠

位のスクリュー間の角度(plate-screw-angle:

PSA)の転位について比較検討した．

【結果および考察】Cooneyの評価法でExcellent+

GoodはL群90.6%,U群90.0%であった.X線評

価で，術直後と最終診察時のUlnarVariance

(UV),VolarTilt(VT),PSAの差は,L群とU

群の間にそれぞれ有意差を認めた.UVが2TnTnか，

VTが5度を超えて転位したものは,N群では11例

存在した．プレートと遠位のスクリュー間での転

位が7度以上のものはN群に5例認めた.locking

plateは関節内骨折においても転位を認めず，有用
と思われた．

－S4－
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ResultsafterFixationoflntraalticularDis-

talRadiusFactureswithaNewMultidi-

rectionalPalmarLockingPlateSystem

DepartmentofHand-,PlasticandReconstructiveSulz

gery,Kantonsspital,Switzerland

○JoelgGruenert

Introduction:Thetreatmentofdistalradiusfractures

iscontroversial・Theleareseveralmodalitiestoreduce

andfixanintraarticularfracture,eitherbyexternal
orinternalprocedures.

PatientsandMethods:Atourinstitutioninthepast

almostalldistalradiusfractureshavebeenoperated
onbyadorsalapproach・Here389fracmreshavebeen

analysedanddataconcerningresultsandespecially
complicationshavebeenstudied.Since2004almost

allfifacturesarenowbeingtreatedthroughapalmar

approachusinganewmultidirectionallockingplate
device・Thistechniqueisstraightfbrward,allowsa

greataccuracyinrepositioningthefractureand

obviatestheneedfbrbonegrafting.

Results:Inthisstudytheresultsofdorsalplating,
especiallyconcerningtherateofcomplicationsis
reported(n=389).Theanalysisofthesedatais

comparedtothenewseriesofpalmarplatingwith

morethan200fractul℃s.Thedataconcemingtypeof
fracture,preexistingdefomity,treatmenttime,

rehabilitationprogress,latelossofreduction,fUnc-

tionionalrecoveryandcomplicationsarepresented.

Herethedataofthosecaseswithafbllowupofmore

thanoneyeararediscussedandanalysedcomparing
themwithotherstudiesfromliterature.

Conclusion:Palmarplatingwithamultidirectional

lochngsystem(Medartis@)isastraightfbrwardand
safewayoftreatingintraarticulardistalradiusfracture

withreliablefunctionalandradiologicalresults
withouttheneedofbonegrafts.

－S5－
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僥骨遠位端骨折における尺側部痛

-condylarstabilizing法による改善効果一

PainreliefbycondylarstabilizingtechniquefOr

TFCCilljuryassociatedwithdistalradialfracmre

済生会山形済生病院整形外科

○清重佳郎，石垣大介

【目的】僥骨遠位端骨折に対するcondylarstabi-
lizing法は，力学的に最も信頼できる軟骨下骨部

をlocking機構を有するplateでsubchondral

"tangential''supportして安定性を得る方法で，外

固定は行わない．従来の一定期間固定する方法と

は異なり，術直後からの積極的患肢の使用は，軟

部組織損傷を含めた尺側不安定性が成績を左右す

ると考えられる．僥骨遠位端骨折に併発する尺側

部痛の原因はTFCCdysfimctionと考え,TFCCに

適度なtensionを与える目的で，健側に比し1～

1.5mmulnaminusvariantとなる位置で僥骨を

distractionpositionで固定してきた．今回，本法

の術後の尺側部痛に与える効果について検討した
ので報告する．

【方法】症例は18～88歳の65例．女性57例，男
性8例．これらのうち麻酔・イメージ下ストレス

で尺骨遠位部の不安定性を示した症例は尺側遠位

部骨折合併5例を除くと，尺骨茎状突起骨折を含

めたTFCC損傷13例である．尺骨茎状突起骨折5

例はpinning,三角靱帯断裂4例は縫合･4例は放

置した．これらの手関節可動域と握力等の経時的
機能回復度について比較した．

【成績】尺骨茎状突起pinning例では抜釘時まで
pinirritationの愁訴が残った．三角靱帯断裂縫合

例では回内・外制限が持続した．放置例では術後

3週までは握力の回復が劣るものの，可動域制限・

尺側部痛は最も少なかった．

【結論】尺側不安定性を合併した僥骨遠位端骨折

は，あえて尺側組織に手を加えなくとも榛骨に対

するcondylarstabilizing法のみで尺側部痛の発
生を軽減できる．
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僥骨遠位端骨折に合併する尺骨茎状突起骨

折の治療

TheClinicalStudyofUlnarStyloidFractureAsso-

ciatedwithDistalRadiusFracture

市立豊中病院整形外科

○山本浩司，栗山幸治

【目的】僥骨遠位端骨折に合併する尺骨茎状突起骨

折の治療法の選択についてはいまだ一定の見解を

得るに至っていない.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か

ら，当科では僥骨遠位端骨折に合併する尺骨茎状

突起骨折に対して遠位僥尺関節の不安定性を防止

する目的で手術を行ってきた．その治療成績につ

いて報告する．

【対象および方法】2003年9月から2005年7月ま
でに当院で手術を施行した僥骨遠位端骨折に伴う

尺骨茎状突起骨折48例（平均55歳）を対象とし

た．僥骨遠位端骨折に対しては23例にpinnmg(14

例に創外固定併用)，25例に掌側plate固定を行っ

た．尺骨茎状突起骨折に対しては遠位骨片が大き

なものには骨接合を行い，小さなものには尺側側

副靱帯に非吸収糸をかけて遠位骨片ごと近位骨片

に縫着した．同時に直視下に三角靱帯の尺骨小窩

付着部での断裂の有無を調べ，断裂があれば尺骨

小窩にpull-outして縫着した．臨床成績の評価に
は斉藤とCooneyの評価法を用いた．

【結果】三角靱帯の断裂をみとめたものは11例

（23％）であり，全例で三角靱帯の修復を行った．

術後に遠位僥尺関節の不安定性を残した例はな

かった．斎藤の評価法では98％が,Cooneyの評

価法では63％がExcellentまたはGoodであった．

尺骨茎状突起は25例（52％）で骨癒合が得られた

が，骨癒合の有無と手関節尺側部痛との相関はな
かった．

【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．今回の検討で尺

骨茎状突起骨折を伴う僥骨遠位端骨折で23％に三

角靱帯の損傷を合併していたが，修復後の遠位榛

尺関節の安定性は良好であった．治療に際しては

三角靱帯の評価と修復を行うべきであると考えら

れる．

1-1-12

Smith型嶢骨遠位端変形治癒骨折に対す

る矯正骨切り術の治療成績

CorrectiveOsteotomyoftheSmith'sTypeMalunion

oftheRadius

'慶應義塾大学，2国立成育医療センター整形外科，

3荻窪病院整形外科

○佐藤和毅1,中村俊康l,池上博泰1,

高山真一郎2，田崎憲一3

【はじめに】Smith型僥骨遠位端変形治癒骨折に対
して矯正骨切り術を施行した症例の治療成績・治

療の有効性などについて検討を加えたので報告す

る．

【対象および方法】矯正骨切り術の適応は患者の愁
訴のみならず，変形の程度，痙痛，可動域制限，患

者の年齢・活動性などから総合的に判断した．術

後6カ月以上経過観察可能であった症例は28例28

関節，男性17例，女性11例，年齢は13-74歳(平

均37．0歳）であった．手術は全例open-wedge

osteotolnyを行った.X線計測による術前後の
volartilt,ulnarvariance,radialinclination,

radiallengthの比較，および術後成績の臨床評価
を行った．

【結果】受傷から手術までの期間は平均12.7カ月，
術後経過観察期間は平均21.0ヵ月であった．手関

節痛は全例で改善したが3例で軽度運動時痛が残

存した．手関節掌屈/背屈は術前平均51./52.から

術後60./72.,前腕回内／回外は術前75./20.から

術後81｡/75.に改善した.Volartiltは平均32.か

ら10｡,ulnarvarianceは5.7mmから-0.2mm,

radialinclinationは17.2．から21.2｡,radial

lengthは6.7mmから11.3mmに改善した．臨床
評価はexcellentl3例,good7例,fair3例(5例

はデータ揃わず未評価，調査中）であった．

【考察】われわれが先に報告したColles型僥骨遠位
端変形治癒骨折例（34例/5thAPFSSH)と比較す

るとSmith型では比較的軽度の変形でも可動域，

特に前腕回外に大きな制限をきたす傾向があっ

た．回外制限は矯正骨切り術により劇的に改善し

た．成績に影響を与える指標としてvolartiltは重

要であると考えた．

－S6－



招待講演1

HeterotopicNerveTransfersintheUpperLimb

MichaelB.Wood

Professor,SurgeryoftheHand,DepartmentofOrthopedics,MayoClinic,USA

Generallndications

1.VeryproximallevelnerveiIjuries
2.Nervelesionswithapoorrecordofmotor

recovery

3.Non-reconstructablenerveinjuries-i.e.,
rootavulsions,missingproximalsegment,
certainidiopathicneuropathies

History

1907-Klivington
1913-Tuttle

1920-Vulpius
1934-Chiasserini

1946-Seddon

1948-Lulje
Etc.

NerveThansferfOrBrachialPlexusPalsy
●Reconstructivepriorities:

elbow-flexion

shoulderexternalrotation

shoulderabduction

elbowextension

wnstextension

grasp

●Donornervestoconsider:

1．Intercostalnerves

2.Spinalaccessorynerve
3．Phrenicnerve

4．Ipsilateralmedialpectoralnerve
5.Partialulnarnerve

6．Partialmediannerve

7．Thoracodorsalnerve

8.Radialnervetricepsmotorbranchesto
longorlateralhead

9.IpsilateralC7/middletmnk
10.ContralateralC7nerveroot
ll.Others:

Cervicalplexus(C2,3-4)
Hypoglossalnerve
Contralateralthoracodorsalorlat

pectoralnerves

BrachialPlexusNerveTiansferStrategies:
●TbtalC5-Tlpalsy:
-Intercostal3+4tobicepsmotorbranch

－S7－

-Distalspinalaccessorytosuprascapular
nerve

-Possiblephrenicnervetoaxillarynerve
or

-Doidoublefreemusclereconstruction

●C5,6,7palsy:

-Partialulnarnervetobicepsmotorbranch

-Distalspinalaccessorynervetosupra-
scapularnerve

-Thoracodorsal(iffUnctional),nervetolong
orlateralheadoftriceps(iffUnctional)or
intercostalsnerves3+4toaxillarynerve

-TbndontransferfOrwrist/fingerextension
●C5-6palsy:

-Partialulnarnervetobicepsmotorbranch
-Distalspinalaccessorynervetosupra-

scapularnerve

-Motorbranchtotricepslong(orlateral)
headtoaxillarynerve

ResultsofNerveTransferfbrBrachialPlexus

Injury:

-Directcoaptationsuperiortonervegraft
-Distalnerve(targetmuscle)isolation

superiortomoreproximallevelcoaptation
-Bicepsmotorbranchrecipientnervegives
fairlypredictableresults

-Suprascapularrecipientnervesuperiorto
axillaryrecipientnerve

-Roleofphrenicnervecontroversial
-Roleofcontralateralnervetransfers
controversial

NerveTiansferfOrMononeuralReconstruction

-DistalAINtodeepmotorbranchofulnar
nerveorthenarbranchofmediannerve

-InteI℃ostal,medialpectoralorthoracodorsal
nervetolongthoracicnerve

NerveTransfersfbrSensoryReconstruction
OtherApplicationsofNerveTransferProce-
dures
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遠位榛尺関節掌側不安定症に対する新しい

靱帯再建術

ReconstructiveProcedurefOrVolarlnstabilityofthe

DistalRadioulnarJoint

'ながたに整形外科，2いまむら整形外科

○長谷芳文19今村宏太郎2

【はじめに】陳旧性の遠位僥尺関節亜脱臼および不

安定症の治療は難しく，特に掌側に対してはよい

再建法がないのが現状である．われわれはHui-

TjinsCheid法，吉津一牧法を参考に，尺側手根伸筋

腱(ECU腱）を用いた新しい靱帯再建術を考案し

良好な結果を得たので報告する．

【術式の紹介】尺骨頭の背側遠位より10cmの皮切

を加え，停止部を温存したECU半切腱を作製す

る．次に尺骨頭のfbveaから尺骨頚部掌側に向けて

骨孔をあける．この骨孔を通した腱を尺骨の掌側

から僥骨の背側に引き抜く．前腕を回外位にして

ECU腱で尺骨を掌側から引き上げて僥骨に固定

する．この腱固定によって，回外時に尺骨が掌側

に脱臼するのが制動できる．回内運動はこの腱が

緩むので制限されない．前腕を回外40.で榛尺骨

間を瞳rschner鋼線で仮固定し，上腕から5週間

のギプス固定を行う．

【症例1】36歳，女，看護師．左前腕骨骨折の既往

がある．数年前より誘因なく左前腕の回外時にク

リックと瘤痛が生じるようになった．術中正常な

靭帯構造は存在しなかったため，本法にて靱帯再

建術を行った．術後原職に復帰し患者を抱えるさ

いにも障害はない．

【症例2】35歳，男，調理師．左前腕骨骨折の既往．

バイク事故以来回外で物を持つとき手関節部が抜

けるように感じ，力が入らなくなった．回外負荷

時に尺骨頭の掌側亜脱臼を認めた．術後左手で重

い調理器具の回外保持が可能となった．

【考察】陳旧性の遠位榛尺関節亜脱臼でも数週間程

度の放置例では術中にしっかりとしたTFCC構造

が確認でき，これをもとの位置に逢着すれば安定

性が獲得できる．しかし，長期経過例でTFCC構

造の残存していない症例においては靱帯再建術が

必用である．本術式は尺骨手根骨間と遠位榛尺骨

間の両方を制動できる有用な方法と考える．

1-1-S14

遠位僥尺関節障害一尺骨短縮術一

UlnarShorteningOsteotomyfOrDRUJDisturbance

'名古屋大学大学院手の外科学，2中日病院名古

屋手の外科センター

○中尾悦宏1,平田仁1,堀井恵美子19

建部将広'，中村蓼吾2

【目的】遠位僥尺関節（以下DRUJ)障害にて，同

部の圧痛や運動時痛，前腕回内外制限，握力の低

下などの愁訴が生じる．手術的治療として尺骨短

縮術を施行し5年以上経過観察を行った症例につ

いて，臨床成績，治療の満足度，し線学的変化に

ついて調査，検討を行った．

【対象と方法】日常生活に支障を来す尺側手関節痛
を有する症例で，骨折の既往が無く,DRUJの圧

痛，回内外時のDRIJJの瘤痛，徒手検査でのDRUJ

不安定性のいずれかが存在し，保存的治療無効に

て尺骨短縮術を施行し，5年以上経過観察し直接

検診を行った症例を対象とした．14例16手，男性

6女性8，手術時年齢18～56歳（平均37歳)，右

8例左4例両側2例であった．術前の瘻痛は，重度

3中程度2軽度1無し0の評価法で平均2．4，術前

可動域の平均は掌背屈94.榛尺屈44.回外63.回内

60．，握力の平均は26kgであった．術前ulnar
varianceは2～9mm(平均4.9mm),術前にDRUJ

関節症を認めた症例は無かった．成績調査は，術

後5年から16．8年，平均8.1年で施行した．

【結果】瘤痛は全手で改善し平均0.4であった．可
動域は背掌屈平均135.榛尺屈62.回外86.回内75.,

握力の平均は32kgであった．治療の満足度(10点
満点）は平均8.7点であった．術後ulnarvariance

は平均1.6mmであった．し線正面像にてDRUJに

関節裂隙の狭小化を認めた症例は無かったが，

DRUJ関節面に12手で骨鰊形成（尺骨頭近位7手，

僥骨関節面近位1手，両者4手）を認めた．経時的
にDRUJや尺骨頭の形態が変化し関節の接触面が

増加したと判断できる症例が複数存在した．

【考察】尺骨短縮術の成績は長期的に良好であり患
者の満足度も高かった．DRUJ近位の骨鰊形成に

始まる関節形態の経時的変化を認めたが関節裂隙

の狭小化は生じず，長期的に安定した新たな

DRUJの形成を期待できる優れた手術法であると

考えられた．

－S8－
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TFCC損傷

一鏡視下縫合術と直視下縫合術一

ArthroscopicandOpenRepairoftheTriangular

FibrocartilageComplex

'慶應義塾大学医学部整形外科，2静岡赤十字病院

整形外科，3駒沢病院整形外科

○中村俊康1,牧田聡夫2,西脇正夫3,

斉藤毅1,彦坂一雄’

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）

と直視下TFCC縫合術（以下直視下縫合術）を報
告する．

【術式】鏡視下縫合術は尺骨小窩にpulloutする
trans-ulnar縫合を主に行った．直視下縫合術では

主にECU腱鞘床僥側を展開し,TFCCを尺骨小窩

にpUll-out縫合した．

【対象および方法】鏡視下縫合術17例17手で，平

均年齢24歳，受傷から手術までの期間は平均8カ

月（1カ月から4年）であった．TFCCの損傷型は

尺側辺縁十水平断裂6手，小窩部剥離10手，近位

部断裂1手であった．直視下縫合を行ったのは36

例37手で，平均年齢29歳，受傷から手術までの

期間は平均1年4カ月（0日から25年）であった．

直視下縫合術では尺骨varianceが+2mm以上の9

手では尺骨短縮術を併施した．小窩部剥離35手，

僥背側剥離2手であった．瘤痛，回内外可動域，
DRUJ不安定性を評価した．

【結果】鏡視下縫合術では瘤痛は11手では消失し

たが，2手では軽快せず，4手では術後8カ月～1

年で再発した.DRUJ不安定性は術前±2手,+2

手，＋+13手で，術後は5手で残存した．術後成績

は優11,良1，可3，不可2であった．可，不可例

は受傷後手術までの期間が長い例と尺骨plus
variance例であった．直視下縫合術では瘤痛は31

手で消失，6手で軽度残存,DRUJ不安定性は30

手で消失，5手で軽度，2手で中程度残存し，1手

では再発した．回内外制限を呈した2手は著明に

改善した．臨床成績は優31,良5，可0，不可1と
良好であった．

【考察】鏡視下縫合術は手術侵襲が少なく，新鮮例

の成績が優れていたが，陳旧例，尺骨plusvariant
例では成績は不良であった．一方，直視下縫合で

は侵襲がやや大きいものの陳旧例でも良好な術後
成績が得られた．

－S9－
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尺骨突き上げ症候群の病態

ThePathophysiologyofUInarlmpactionSyndrome

済生会下関総合病院整形外科

○安部幸雄

尺骨突き上げ症候群はバイオメカニカルには

static:ulnarpositivevariance(以下UPV)を有

するもの,dynamic:回内，把握動作などでUPV

に転じるもの，に分類でき，成因によって一次性

あるいは先天性(元来UPVであるもの),二次性

（僥骨遠位端骨折後変形治癒，変形性肘関節症，関

節リウマチなどの疾患に続発するUPV),Made-

lung変形に伴うUPV,などに分類できる．いず

れもその疾患概念は尺骨頭が三角線維軟骨（以下

TFC)を介して手根骨を突き上げることにより生
じる痙痛とされる．

診断はulnocarpalstresstest,回内，把握動作で

の痛み,TFCのclicking,X線でのUPV,MRIで

の月状骨尺側，三角骨の変性所見等，で診断され，

手術的治療は尺骨短縮術,wafbr尺骨頭部分切除

術，などが提唱されている．一見，理路整然とし

た理論を有する疾患概念であるが，よく考えてみ

ると不明な点が多々あることに気がつく．

1）一次性では両側UPVであることが多いが発症

は片側であることがほとんどである．労作性利

き手に多いが，非労作性，非利き手のこともある．

2)回内動作では尺骨頭は背側に移動，把握動作で

は手根骨は回外する，つまり回内，把握動作にて

尺骨頭，手根骨はそれぞれ衝突を回避するごとく

移動している．X線での評価はあくまで二次元的

評価にすぎない.3)ulnocarpalstresstestをX

線で分析すると尺屈により月状骨は尺骨頭より遠

ざかる．4）介在するTFCの損傷のない尺骨突き

上げ症候群が存在する．これらの疑問より尺骨突

き上げ症候群の癌痛出現のメカニズムが判然とし

ていないことがわかる．自験例42例(手術例33例，

非手術例9例）を中心に尺骨突き上げ症候群の病
態解明にアプローチする．

！
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尺骨突き上げ症候群に対する鏡視下TFCC

部分切除十尺骨短縮骨切り術の臨床成績

ClinicalOutcomesofUlnarShorteningwithScopic

DebridementofTFCCforUlnarAbutmentSyn-

drome

'北海道大学大学院医学研究科整形外科，2信州大

学医学部整形外科，3北海道整形外科記念病院

○岩崎倫政1,三浪明男l,石川淳-1,

加藤博之2，三浪三千男3

【目的】尺骨突き上げ症候群に対する手術法として

は尺骨短縮術が広く行われているが,TFCC切除

の必要性，その術後成績など未だ不明な点もある．

当科では本疾患に対する手術法として鏡視下

TFCC部分切除十尺骨短縮骨切り術(以下,TFCC

切除・短縮術）を行ってきた．今回，本術式の術

後臨床成績ならびに術後成績に影響を与える術前

因子の有無について検討したので報告する．

【対象・方法】対象は'93年から当科および関連病

院で尺骨突き上げ症候群に対しTFCC切除・短縮

術を行い1年以上の経過観察が可能であった39例

41手である．内訳は，男19，女20例，平均年齢

は38歳，右22,左19手であった．X線上，全例

で尺骨plusvarianceを認め，その平均は2.8mm
であった．手術は鏡視下ⅣCC部分切除を行い，尺

骨zerovarianceとなるように尺骨短縮骨切り術

を行った．最終経過観察時,Mayowristscoreに

基づく臨床評価を行い，重回帰分析によりscoreに

影響を与える術前因子の有無を解析した．

【結果】術後平均経過観察期間は26か月．臨床score

は平均84(40-100)点であり,excellentl4,good

13,fair9,poor5手であった．年齢，性別，職業，
罹患側，経過観察期間，外傷の既往，症状発症か

らの期間，瘤痛，手関節機能,TFCC損傷の程度，

短縮量についての重回帰分析を行ったが，統計学

的に術後臨床scoreに影響を与える因子は見出せ

なかった．

【結論】術後臨床scoreはばらつきが大きく，尺骨

突き上げ症候群に対するTFCC切除・短縮術の有

用性は症例により大きく異なるであろうと考えら

れた．本解析では成績に影響を与える術前因子は

見出せなかったが，その成績向上のためには更な

る解析を行い，適応を明確にしていく必要がある．

1-1-S18

尺側手根伸筋腱鞘炎の診断と治療

DiagnosisandTreatmentofTenosynovitisofthe

ExtensorCarpiUlnaris

'麻生整形外科クリニック，2内田整形外科医院

○麻生邦-1,内田芳雄2

【目的】手関節尺側部痛の診断はしばしば困難なこ

とがあるが，鑑別診断の1つとして尺側手根伸筋

腱(以下ECUと略す）の腱鞘炎は頻度が多く，看

過できない疾患である．また治療上でも職業やス

ポーツなどに伴う障害として発症することが多い

ため，いかに対処するか悩むことも多い．我々は

第34回，第43回の本学会において報告してきた

が，今回本疾患の診断と治療上の問題点を再検討

したので報告する．

【対象】2000年5月から2005年5月までの過去5

年間に経験したECU腱鞘炎は,224症例で，予後

を知りえた54例，56手を対象とした．年齢は7～

74歳(平均35歳)，男性12例，女性42例(78％)，

右36例，左16例，両側2例，利き手側発症72％

となり，女性の利き手側に多い．明らかな外傷を

契機として発症した症例は7例で，多くは職業上

あるいはスポーツ活動に伴う使いすぎが誘因と

なっていた．

【結果】6ヶ月以上経過した保存的治療の成績は，
全く症状がないもの（優）：44手（79％)，軽度の

運動痛があるものの日常生活には支障がないもの

（良)：11例(20％)，症状は軽くなっているものの

日常生活に支障があるもの（可）：1例（2％）とな

り，予後が良いことが分った．治療としては，腱

鞘内注射，シーネ固定，自分で安静，注意するこ

とが有効であった．

【考察とまとめ】ECU腱鞘炎の診断は,ECU腱鞘
の腫脹,ECU腱鞘上の圧痛，合掌・回外テストや

抵抗下自動伸展・尺屈などの徒手診断テスト，お

よび画像所見で他疾患を除外することで診断され

る．しかしTFCC由来の瘻痛との鑑別が難しい場

合がある．ド・ケルバン病と異なり，難治で手術

に至る症例は少なく，一般的に予後の良い疾患で

あると考えられるが，安静，固定が困難な症例で

は治りにくいともいえる．

一S10－
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手根管症候群における指のしびれ感の多様

性一頻度と神経伝導検査所見一

VariationofTinglingFingerinCarpalTunnelSyn-

drome-IncidenceandNerveConductionStudy-

'石巻赤十字病院整形外科，2東北大学病院整形外

科，3東北公済病院宮城野分院整形外科

○長谷川和重1，松原吉宏2，宮坂芳典3

【目的】手根管症候群(CTS)の典型例では母指～

環指のしびれ感および知覚障害，短母指外転筋の

筋力低下により診断は容易である．しかし自覚的

しびれ感が4指より少なく知覚障害が明瞭でない

場合には，確定診断のため神経伝導検査(NCS)を

要する場合が少なくない．本研究の目的は自験例

CTSの指のしびれ感の部位の多様性を調べ，神経

伝導検査および母指掌側外転筋力との関連性を検
討することである．

【対象と方法】2000年から2005年3月までに直視下

手術により臨床所見の改善を確認できたCTS115例

(男19例，女96例,平均年齢62歳）を対象とした．

初診時における指のしびれ感の部位を調べ，しびれ

を有する指の本数が3本以上をA群(n=104),2本

以下をB群(n=11)とし，両群間で術前の示指SCV,

短母指外転筋遠位潜時(APB-DL),第2虫様筋遠位

潜時(SL-DL)のNCS波形導出可能例の頻度に差

があるかを調べ,導出可能例のNCS所見および母指

掌側外転筋力を両群で比較した．

【結果】自覚的しびれ感は全指15例，4指71例，3

指20例，2指2例，1指7例であった.NCS波形

導出可能例(A群/B群)は，示指SCV(34/7),APB-

DL(59/8),SL-DL(97/10)であり，示指SCVの

導出可能例のみ有意差があった（カイ2乗検定)．

NCS波形導出可能例の平均値(A群/B群）は，示

指SCV(27/31m/s),APB-DL(8.7/10.2ms),SL-

DL(7.5/6.1ms),母指掌側外転筋力(2.8/2.9MMT)

であり，すべて有意差がなかった．

【考察】CTSの診療に際し，自覚的しびれを有する

指が2本ないし1本の場合があることを認識して

おく必要がある.CTSでしびれ感を有する指が多

いと示指SCVが導出されにくく，電気生理学的重

症度と関連すると考えられる．両群で示指SCVの

みに差がみられたことはCTSでは運動神経と知

覚神経が同程度に障害されない場合があることを

反映している可能性がある．

－Sll－
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手根管症候群の頚椎病変との関係について

RelationshipofCarpalTunnelSyndromeAssociated

withCervialLesions

星ケ丘厚生年金病院整形外科

○河井秀夫，秋田鐘弼

手指のしびれや痛みの主訴には，手根管症候群や

頚椎病変の関与が少なくない．その鑑別診断なら

びにdoublelesionneuropathyの関与を知る目的

で，頚椎頚髄病変の補助診断として行われている

10秒テスト（手指の屈伸を10秒間に何回できるか

を測定，健常人では25回以上可能）および電気生

理学的検査(NeuropackFourMEM-4104,磁気

刺激装置SMN-1100,磁気刺激コイルYM-101B,

日本光電社製）を行い検討した．

【症例および方法】症例は45例73手で女37例，男

8例，年齢は平均57歳（25～77歳）で，手指の

しびれ，痛みや筋萎縮など手根管症候群としての

臨床所見を呈していた．10秒テストおよび短母指

外転筋を記録電極とした,M波およびF波測定を

行い末梢神経伝導時間(F潜時+M潜時-1)/2と，

経頭蓋的磁気刺激によるMEP(運動誘発電位）の

測定から中枢運動伝導時間(MEP潜時一末梢神経

伝導時間）を算出し，遅延例(7.1ms以上）を頚

椎病変合併とした．

【結果】10秒テストの平均は25回（12～39回）で

あった．中枢運動伝導時間は平均5.0ms(0.1~

9.4ms),遠位運動潜時は平均7.3ms(4.6~

13.1ms),測定不能2手であった.10秒テストで

24回以下の27手19例中，6手4例で頚椎病変を

合併していた．

【考察】臨床診断として外来診察で簡便に行える

10秒テストは，手指のしびれや痛みを主訴とする

症例の頚椎頚髄病変を疑う指標として便利であ

る．また，電気生理学的検査と合わせて行えば，神

経症状が末梢性か頚椎頚髄病変かの鑑別診断がよ

り明確に行え，有用性が高い．
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DiffusionMRIを用いた絞拒性末梢神経障

害診断への応用

DiagnosisoftheEntrapmentNeuropathybyUsing

MagneticResonanceDiffusionTbnsorlmaging

札幌医科大学整形外科

○堀 清成，和田卓郎，射場浩介，

辻英樹，織田崇

【はじめに】MRI拡散強調画像（以下diffUsion

MRI)は分子の不規則な運動（ブラウン運動）で

ある拡散現象を画像化しており，組織の虚血性変

化を早期に捉える有用な方法として虚血性脳疾患

の早期診断に有用であるとされている．今回我々

はdimlsionMRIを用いて手根管症候群患者にお

ける正中神経の軸索流の障害を画像化することを

目的とし，その画像所見と臨床所見や電気生理学

的検査所見との比較検討を行ったので報告する．

【対象】2004年12月から2005年10月までにdifL

hlsionMRIを撮像した手根管症候群患者14例15

手である．性別は男性2例女性12例，平均年齢は

58.9歳（33～78歳）であった．撮像時までの平

均罹病期間は3年4カ月（4カ月～30年)であった．

【方法】MRIの撮像はPhilips社製InteraAchieva

1.5Tを使用．撮影条件はTR1842ms,TE52msで，

スライス間隔は4mm・傾斜磁場の強さを示すb

valueは500sec/mm2に設定した．正中神経領域で

軸索流に平行な磁場での信号変化を示す所見を陽

性とした．

【結果】手根管症候群患者15手中，陽性例10手，

陰性例5手であった．平均年齢・平均罹病期間で

は有意差を認めなかった．浜田の病期分類では陽

性がGradel:5例,Grade2:3例,Grade3:2例

であった．短母指外転筋の遠位運動終末潜時では

陽性例5．2±0．8，陰性例9．2±1．9で，陰性例で

有意差を持って潜時延長を認めた．

【考察】過去の報告によりdimlsionMRIにおいて

認められる神経線維路内の輝度変化は末梢神経の

軸索流の障害をあらわすとされている．自験例で

は病期，罹病期間，電気生理学的所見ともに比較

的軽症例で,T2強調画像にて高輝度変化を認めな

い症例でdiffilsionMRI陽性であり,diffilsion

MRIは早期の補助診断に有用な可能性が示唆さ

れた．
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マイクロスコピーコイルを用いた手根管症

候群のMRI－手指運動による手根管内形

態変化について－

MRIofCarpalTunnelSyndromewithaMicroscopy

Coil-MorphologicalChangesintheCarpalTunnel

byFingerMotion-

l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首都大学東京健康福祉学部放射線学科

○西浦康正1,原友紀l,吉井雄-1,

新津守2，落合直之’

手根管症候群はポピュラーな疾患であるが，その

病態はいまだ不明な点が多い．病態として，手指

屈筋腱腱鞘の肥厚が指摘されているが，手指屈筋

腱が病態にどのように関与しているかは明らかで

ない．そこで，今回われわれは手根管症候群手術

症例で手指伸展時と屈曲時に手根管の高分解能

MRIを撮像し，手根管内の手指屈筋腱腱鞘滑膜と

屈筋支帯の形態変化につき詳細に検討したので報

告する．

【対象および方法】対象は，臨床像と電気生理学的

検査で診断し手術を行った手根管症候群症例（以

下，患者群)10例11手で，健常者(以下，健常群）

9例9手と比較した.MRIは47mm径マイクロス

コピーコイルを手根管部にあて1.5TMRI装置で

手術前に撮像した．撮像条件はF.O.V50mm,ス

ライス厚2.0mnl,スライス間隔0.2mmである．手

指伸展時と手指屈曲時で,T2強調像,T2fastfield

echo像の横断像を撮像し観察した．また，手根管

面積を計測し比較した．

【結果】患者群11手のうち9手で，手指伸展時と

屈曲時で手指屈筋腱腱鞘滑膜と屈筋支帯の形態に

変化が見られ，手指屈曲時に豆状骨より遠位，有

鉤骨鉤より近位の間で有意に手根管面積が拡大し

ていた．一方，コントロール群ではこの変化はご

くわずかであった．変化の見られた症例における

手指屈曲時手根管面積の拡大は主に尺側に見ら

れ，手指屈曲時に中・環・小指深指屈筋腱腱鞘滑

膜の体積が大きくなっていることが観察された．

【結論】手根管症候群例では，コントロール群に比

較し，手指屈曲時に手根管内尺側の面積が拡大し

ていた．この原因は，尺側深指屈筋腱腱鞘滑膜の

肥厚によるものと考えられ，手指屈曲時の圧の上

昇が手根管症候群の病態に関与している可能性が

示唆された．

一Sl2－
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手根管開放術前後における客観的知覚評価
-Neurometerを用いた電流知覚閾値によ
る検討一

QuantitativeAnalysisofSensoryFunctionsafter

CarpalTunnelReleaseusingCurrentPerception
ThresholdTbsting

l札幌医科大学整形外科，2東北海道病院

○大木豪介1,井本憲志1,竹林庸雄1,

山下敏彦l,薄井正道2

【はじめに】手根管症候群(以下CTS)における知

覚検査は,Semmes-Weinsteinによる触覚，音叉

による振動覚，受容器の密度を調べる二点識別な

どがおこなわれている．しかし，いずれも主観的

評価が少なからず含まれており，客観性に乏しい

側面を有している.Neurometerは2000HzでAβ
線維を,250HzでA6線維を,5HzでC線維を刺

激することで各々 の電流知覚閾値（以下CPT値）

を強制二重盲検法にて測定し，知覚機能を客観的

かつ定量的に評価する装置である．今回,Neuro-

Ineterを用いてCTSで開放術前後における手指知

覚障害を評価したので報告する．

【対象と方法】対象はCTSの臨床症状を有し，電気
生理学的検査にて正中神経終末運動潜時が4.5ms

以上，あるいは知覚神経伝導速度が45m/s以下の

いずれかを満たす症例で，手根管開放術を行った

10例（男性2，女性8）である．平均年齢は60．4

歳であった．術前と術後2週で，母指，示指および

中指のCPT値を測定した．対照として年齢，性別

をマッチングさせた健常群10例のCPT値を同様
に測定し，患者群と比較検討した．

【結果】健常群のCPT値は両側で有意差がなかっ

たので，右側を対照として患者群と比較した．患

者群の術前CPT値は健常群に比べ,2000Hz,

250Hz,5Hzの全ての周波数で有意に高かった．一

方，術後CPT値は2000Hz,250Hzで術前に比べ

て有意に低下したが,5Hzでは有意な変化を示さ
なかった．

【考察】2000Hz,250Hzに対するCPT値が術後有
意に低下したが，これは機械的圧迫の影響を受け

やすい太い神経線維であるAβ線維,A6線維の機
能が開放術によって回復したことを反映している
と考えられた．

一Sl3－
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重度手根管症候群に対する母指対立再建術
適応の検討

SevereCarpalTunnelSyndrome;NerveConduction

StudyandMRIfindings

lプレツククリニツク,2ShibataOrthopaedicClinic
○坪屋英志1，貞廣哲郎l,柴田敏博2

【目的】重度手根管症候群で筋萎縮の著明な症例に

対し，母指対立再建術が考盧されるが，その適応

については明確ではない．母指対立再建術を行っ

た手根管症候群症例の神経伝導検査,MRI検査所

見につき検討したので報告する．

【方法】対象は19手で，全例短母指外転筋（以下

APB)の萎縮が著明で手根管症候群の浜田分類3

度であった．術前・後にAPBと第2虫様筋（以下

SL)の正中神経CMAPと，中指の逆行性SNAPを

記録した．また，9手で,MRIT2強調画像におけ

る短母指外転筋の輝度変化を，計測機器を用いて

小指球筋と比較した．母指対立再建術としては，

18手にCamitz法,1手にEIPの腱移行を行った．

【成績】19手全例で術前APB-CMAPの振幅は1
mV以下であった．術前APB-CMAP･SL-CMAP･

SNAP共に導出不能であった2手では，術後も全

て導出不能であった.APB･SNAPが導出不能で，

SLは導出可能であった7手中2手では術後APBの

振幅が1mV以上に回復していた.SNAPのみ導

出不能であった7手中4手では術後APBの振幅が

1mV以上に回復していた.APB･SL･SNAP全

て導出可能であった2手中1手では術後もAPBは

低振幅であり，もう1手は術後1mV以上に回復し

ていた．術後APBが1mV以上に回復した7手と，

回復しなかった12手を比較すると,SL導出不能

例は回復例にはなく，全て回復不良例に含まれて

いた.MRIT2強調画像では，小指球筋と比較し

APBの輝度は有意に上昇していた．

【結論】重度手根管症候群のMRIにおけるAPB輝

度変化が確認できた．また,SL導出不能例では

APBの回復も不良となり易い可能性が考えられ

た．SL-CMAP計測は母指対立再建術の適応に際

し，有用となる可能性がある．

！
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手根管症候群に対する手根管内ステロイド

注射併用による保存療法の短期成績

一保存療法における意義と適応一

SteroidlnjectionintotheCarpalTimnelfOrConser-

vativeTreatmentofCarpalTunnelSyndrome

井上整形外科

○井上貞宏

【目的】手根管症候群(CTS)に対する手根管内ス

テロイド注射（注射）を併用した成績を検討し，

CTSの保存療法における意義について考察した．

【方法】CTSに対して注射を行い3ケ月以上経過観

察可能であった43例50手(男性4例，女性39例，

平均年齢63歳）を対象とした．症例の臨床病期は

浜田の分類でGradelが35手,Grade2が9手，

Grade3が6手であった.Gelbermanの方法に

準じて局麻薬とともにトリアムシノロン5または

10mgを手根管内に注入した．投薬は全例で併用
し，6例には手関節の固定も併用した．注射の回数

は平均2．7回となり，経過観察期間は3から36ケ

月，平均10ヶ月であった．治療成績は浜田の評価

法に準じて自覚症状を中心に判定した．

【結果】GradelではGoodが16手,Fairが14手，
Poorが5手であった．一方,Grade2ではFairが

3手,Poorが6手であり,Grade3ではFairが2手，

Poorが4手であった．注射後には痙痛やこわばり

感などが早期に軽減するものが多かった．症状が

再発したのは8手であるが同様の注射を行って改

善するものが多かった．手根管開放術後の遺残症

状には本注射では改善は得られなかった．

【考察】CTSには投薬を主とした保存療法が行わ
れるが愁訴が持続する場合も多い．ステロイド剤

の手根管内注射の併用により自覚症状が早期に改

善することから，本注射は手根管部に炎症性ある

いは浮腫性病変などの可逆的な病態が潜在してい

る場合には有効に作用し，正中神経の周囲環境が

早期に改善することで効果を表すと考えられた．

本注射ではCTSの自然経過や長期成績の改善は

得られないが，自覚症状が早期に緩和されるので，

臨床病期がまだ進行していない症例で自覚症状が

強く愁訴が長引く場合や腱鞘炎などの明らかな炎

症性病変が関与している症例には保存療法の一つ

として併用するのに有効であると考えられた．
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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：第2報一
EffectivenessofPartialReleaseofVolarStructures

oftheCarpalCanalDemonstratedbyCarpalCanal
PressureMeasurements

l筑波記念病院整形外科，2おくつ整形外科クリ

ニック

○吉田綾l9奥津一郎2,浜中一輝2

昨年の本学会で手根管症候群に対する内視鏡下手

根管開放術の際，屈筋支帯の遠位2/3およびdistal

holdfastfibersoftheflexorretinaculum

(DHFFR)を切離すると，屈筋支帯の全長を切離

した時と同様に手根管内圧が至適内圧値となるこ

とを報告した．

【目的】前回の手根管内圧測定は屈筋支帯の遠位2／
3およびDHFFRを切離した時点で手根管の中央

で行った．今回は残存する近位1/3部分で内圧測定

し，手根管近位1/3の病態に対する影響を考察す
る．

【対象および方法】対象はUSEsystemを用いた内
視鏡下手根管開放術の際，1）術前，2）屈筋支帯

の遠位2/3切離時，3）加えてDHFFR切離時（屈

筋支帯近位1/3は残存)，4)屈筋支帯全長切離時に

安静位と指最大自動屈曲位(AG)における内圧測

定(continuousinfilsiontechnique)を手根管の

近位1/3部分で行った特発性手根管症候群22手18

症例（平均年齢57.2歳）である．各段階の有意差

検定はWilcoxon法で行った(p<0.05).

【結果】安静位の平均手根管内圧は1)58.OmmHg,

2)5.9mmHg,3)4.0mmHg,4)2.5mmHgで1)
と2)問に有意差を認めた．AGでは1)159.5mmHg,

2)56.6mmHg,3)37.1mmHg,4)8.4mmHgで

1）と2)，2）と3)，3）と4）間に有意差を認めた．

【考察】屈筋支帯遠位2/3およびDHFFRの切離に
より，安静位では10mmHg以下の充分な除圧が達

成された．しかし動的手根管症候群の発生を考盧

すると，指最大自動屈曲位における完全除圧

(25mmHg以下）を達成するためにはDHFFRの

切離に加えて屈筋支帯の全長切離を行う必要があ

ると考えられた．

－Sl4－
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手根管症候群におけるQOL(CTSI,DASH,
SF-36)と理学検査の反応性の比較

ResponsivenessoftheCarpalTunnelSyndromeln-
strumentJSSHVersion

日本手の外科学会機能評価委員会

○内山茂晴，今枝敏彦，楠瀬浩一，

澤泉卓哉，藤哲

【目的】手根管症候群の治療成績評価の方法の一つ

として1993年Levineらは自記式質問表(CTSI)

を考案した.CTSIは症状重症度(CTSI-SS),機

能状態(CTSI-FS)の2つからなり，それぞれの

点数の平均値で表す．今回われわれはCTSIを

crossculturaladaptationの過程を経て日手会版

を作成し，その反応性をDASH日手会版SF-36,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カ月におけるCTSI,

DASH,SF-36,理学検査を計測し得た28例を最

終対象とした．対象の男女比は5:23で，平均年齢

は62歳,平均罹病期間は65カ月であった．

【方法】対象全員にCTSI日手会版,DASH日手会版，
SF-36verl.2の質問調査を行い，さらに罹患側の握

力,pulppinch,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(Standardized

responsemeans)とEffectsize(ES)を計算した．

【結果】手術は神経損傷，屈筋腱損傷などの合併症

なく行われた．しびれは全例において軽快あるい

は消失した.CTSI-SSのSRM;-0.81,ES;-0.93,
CTSI-FSはSRM;-0.45,ES;-0.39,DASHは

SRM:-0.25,ES;-0.23,SF-36はSRM;-0.058

~0.47,ES;-0.058～0.58であった．握力はSRM;

-0.19,ES;-0.10,ピンチカはSRM;-0.24,ES;

-0.12,s-2PDはSRM;-0.36,ES;-0.17,であっ
た．

【結論】CTSI日手会版は極めて反応性は良く，手
根管症候群の治療評価に使用可能である．

－Sl5－
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DASH(disability/Symptom)scoreを用い
たUSEsystemによる手根管開放術の評価
一特発例における検討一

DASHAssessmentofECTRUsingtheUSESystem

inldiopathicCarpalTilnnelSyndromePatients

'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

○本村朋英l,奥津一郎2,森本修平1,

浜中一輝2，吉田綾2

【目的】初回発症の特発性手根管症候群に対して

USEsystemを用いた鏡視下手根管開放術を行

なった症例における，術前･術後のQOLを日本語

版DASH(DisabilitiesoftheArm,Shoulderand

Hand,以下DASH)disability/symptomscoreを
用いて検討する．

【方法】対象は2005年5月から7月の間に手根管

症候群のためにUSEsystemを用いた鏡視下手根

管開放術を行い，術前･術後1～2週間の間，術後

3ケ月目にDASHを用いて評価を行った13手10例

(男性：1手1例，女性：12手9例）である．患者

の平均年齢は59歳である．

【結果】術前のDASHscoreは45.7点，術後1～2

週は50.4点，術後3カ月時点では9.3点であった．

【考察】従来,鏡視下手根管開放術は観血的手術に

比べ手術侵襲が軽くADL回復が早いとされてい

るが，患者側から見た報告はなかった．そして，現

在まで本邦におけるDASHscoreを用いた内視鏡

ならびに観血手術例の評価は見当たらない．観血

手術例におけるMichigan大学の報告では，術前

scoreが38.1点，術後6カ月で20.6点である．今

回の検討では，術後3ケ月の鏡視下手根管開放術

のscoreが観血手術の術後6カ月時点のscoreを上

回っていた．また，内視鏡手術例では，創部痛が

残存すると考えられる術後1～2週間の時点の評

価でも術前のscoreとの間に変化は少なく，術後早

期から手術による影響が少ないものと考えられ

た．鏡視下手根管開放術の手術侵襲が観血手術よ

り軽いことはDASHscoreからも証明された．

！
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手根管症候群再手術症例の検討

AnalysisofReoperatedCasesofCarpalTunnel

Syndrome

'新潟手の外科研究所，2新潟中央病院整形外科

○牧裕1，吉津孝衛'，坪川直人'，

成澤弘子'，山下晴義2

【目的】過去11年間に当科で経験した手根管症候

群の再手術症例を分析しその原因と予防について

検討した．

【症例】症例は16例あり11例が女性で，特発性が

15例である．初回手術が他施設で行われたものが

9例，当科で行われたものが7例で，手掌内皮切が

14例と多く，前腕までの皮切1例，鏡視下手術は

1例(新潟県では鏡視下手術は少ない）である．初

回の手術直後から症状のあるものが13例と多く，

内訳はしびれが変わらない8，しびれの増強5，痛

み4，手の腫畑，母指対立不能3などである．CM

様の症状を示したものは2例であった．再手術前

の知覚検査の結果はSWTでdiminishedlight

touchからuntestableまでさまざまであり，全て

paresthesiaが存在した．神経伝導速度検査では電
位の導出ができないものが13例あった．

【手術所見】再手術時の所見は，屈筋支帯切雛不十

分が6例，屈筋支帯は切離されているが神経の綴

痕癒着があるもの4例，掌側手根靱帯未切離が2

例，神経が棒状に太い1例，異常なし3例であった．

CRPS様症状を示した2例は神経が搬痕に埋もれ，

internalneurolysisにより一部の神経線維束が損

傷された可能性があった．11例に脂肪弁による剥

離神経のカバーを行った．

【結果】症状の改善を13例に認めたが，4例は不十

分または不変で，このうち2例にはDMや頚椎病

変の合併がある．CRPS様症状を示した2例は1例

で自覚症状が消失したが，もう1例は再手術から

6カ月の時点でしびれの改善はわずかである．

【考察】初回手術に起因する再手術を防ぐ、には，経

験の少ない術者は小皮切にこだわらず創を十分展

開し，屈筋支帯尺側を直視下に掌側手根靱帯まで

しっかり切離することが重要である．またinter-

nalneurolysisは神経周囲も含め強い搬痕形成を
誘発する危険性があるため，特発症例では神経に

触れるべきではない．
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血液透析合併手根管症候群に対する鏡視下

手根管開放術再発例の検討

RecurrentCarpalTunnelSyndromeinHemodialysis

PatientsWhoReceivedEndoscopicCarpalTunnel

Release

千葉市立青葉病院整形外科

○六角智之，高橋勇次，高橋仁

【目的】血液透析合併手根管症候群（以下CTS)に

対する鏡視下手根管開放術（以下ECTR)は一般

的な治療法となっており，その再発例の検討も散

見される．今回再手術を要した症例について検討

したので報告する．

【対象】1994年9月より2005年10月までに施行

した血液透析合併CTSに対して，演者自身が執刀

したECTRは277肢であった．このうち再発例に

施行したものは49肢であった．これらについてそ

れぞれの術式での再発率，再発までの期間を検討

した．なお再発の定義は症状の再燃により再手術

を施行した状態とした．

【結果】演者施行の初回ECTRより5年以上経過し
た全117肢について検討を行った．初回手術は

Chow法49肢，奥津法68肢であった．再発は22

肢あり初回手術がChow法12肢，奥津法10肢で

あり，再発率はそれぞれ24.5％，14.7％と奥津法

のほうが再発率は低かった．また，再手術までの

平均期間はそれぞれ5年6ケ月，4年10ケ月であり，

有意差はなかった．平均再発率は18.8％で，再手

術までの平均期間は5年1ケ月であった．次に，277

肢すべてについてKaplan-Meier法による生存率

（再発率）の検討を行った結果,Chow法で再発が

多い傾向がみられたが，統計的に有意差はなかっ

た．

【考察】従来より様々な再発率が報告されている

が，経過観察期間，術式，術者，再発の定義の違

いなどがみられる．ただし，再手術までの期間は

おおむね5年前後としている報告が多い．今回5年

以上の経過観察では20％近くと従来の報告より高

い再発率を示した．経過観察期間が長いほど高い

再発率を示すと考えられる．また奥津法よりも

Chow法にやや再発が多い傾向がみられ，今後の

術式の選択について検討を要すると思われた．
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腕神経叢損傷におけるC5根損傷高位診断
への影響因子の分析

FactorsAffectingtheReliabilityofC5NerveRoot

RepairinAdults'BrachialPlexuslniury

小郡第一総合病院整形外科

○AhmadAddosooki,土井一輝，

服部泰典，金子昇，守屋淳詞

【目的】腕神経叢損傷において神経根損傷高位レベ

ル診断は神経修復の可能性を知る上で重要であ

る．現時点での神経根が修復可能の診断は電気生

理学(誘発脊髄波,SEP)と生化学的検査(Cholme-

Acetyltransfbrase活性,CAT)が最も確実である

が，これらの検査はどこの施設でもできるもので

はない．そこで,SEP,CAT検査なしでも神経根

の修復可能の指標とするため，今回は従来から行

われていた理学所見，画像診断，術中所見とCAT

活性との相関関係をC5根について検討したので

報告する．

【方法】当院で1987年以降に治療を行った腕神経

損傷患者の内,C5根に関する理学所見(Tinel徴

候,C5固有領域の知覚),練下筋の筋電図所見，画

像診断(脊髄造影,CT-M,MRI),腕神経叢展開手

術所見（肉眼，顕微鏡下所見，電気刺激反応）と

SEP(振幅5uV以上)か,CAT活性の資料の備わっ

た54例を対象とした．対象患者の腕神経麻揮型は

C5,6型6例;C5~7型5;C8~T1型6;全型37例

であった．全症例のC5根について各評価項目と

CAT活性の絶対値の相関関係を調べた．

【結果】Tinel徴候の有無,C5領域の知覚障害の程

度，鰊下筋の筋電図所見，との相関は低く，画像

診断による総合診断，術中肉眼・顕微鏡下所見と

電気刺激との高い相関を認めた（相関係数0．6以
上)．

【結論】腕神経根損傷においては特にC5根の神経

修復の可否に，現在，確定診断として用いられて

いるCAT,SEPなどの方法を用いなくても，相関

係数値に応じて，画像診断2ポイント，術中肉眼・

顕微鏡下所見2ポイント，電気刺激3ポイントを与

えることにより，3ポイント以上のC5根は95%以

上の信頼性で神経修復の適応判定が可能である．

－Sl7－
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腕神経叢損傷の機能再建

一健側第7神経根移行術による肩･肘伸展

再建の長期成績一

Long-termResultsofContralateralC7ThansferfOr

BrachialPlexusReconstruction

小郡第一総合病院整形外科

○服部泰典，土井一輝，守屋淳詞

【目的】腕神経叢損傷に対する健側第7神経根移行

術（以下CC7)の報告は散見されるが，その有用

性・安全性に関してはいまだコンセンサスが得ら

れていない．われわれは，1998年以降，主に肩機

能・肘伸展機能再建を目的としてCC7を行ってお

り，その長期成績について検討したので報告する．

【方法】現在までにCC7による機能再建を行ったの

は16例で，すべて外傷性であった．このうち，肩

機能・肘伸展機能再建に使用し，術後2年以上経

過した7例を対象とした．すべて男性，年齢は6～

33歳(平均19.3)，4例が全型損傷，3例がC5~C8

型損傷で，受傷からCC7までは1～6カ月（平均

2.6）であった．再建した神経は後神経束3例，榛

骨･肩甲上神経1例，僥骨･腋窩神経1例，肩甲上・

筋皮神経1例，後神経束･肩甲上神経1例であった．

その他の再建術は，全型損傷にはすべてdouble

muscle法を,C5～C8型損傷には肋間神経移行術

による肘屈曲再建などを行った．

【成績】肩甲上神経を再建した3例では，鰊上筋の

電気生理学的な神経再支配が4．5～6カ月（平均

5.5)で得られ，後神経束もしくは僥骨神経を再建

した6例では上腕三頭筋の神経再支配が8～12カ

月（平均10)，三角筋が4～12（平均9.3）で得ら

れた．肩関節の安定性は全例で得られ，10～30度

(平均24.3)の自動外転可動域が得られた．肘伸展

力は4例がM2,2例がM3で,doublemuscle法

に併用した全型損傷の3例では肘関節の動的安定

性が獲得できた．

【結論】CC7の術後成績は比較的満足できるもので

あり，症例を厳しく選んで，十分なinformed

consentの下で行えば，腕神経叢損傷の機能再建

術の一つの選択肢になるものと考えられた．
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腕神経叢全型麻揮に対するdoublefree

muscletransfer(DFMT)グリップ機能の

検討

SelectionofGripFunctioninDoubleFreeMuscle

TiansferProcedurefOllowingCompleteParalysisof

BrachialPlexus

小郡第一総合病院整形外科

○土井一輝，服部泰典，金子昇，

花岡篤哉，守屋淳詞

【目的】Doi(1995)に報告したDMFT法により，

腕神経叢全型麻痒患者も手指物体把持機能が可能

となったが，日常生活での有用な機能となるには，

実用的なグリップ機能の再建が必要である．今回

はDMFT法により再建した手指機能回復良好例

に対するグリップ機能2次的再建について報告す

る．

【方法】現在までにDFMTを行った症例は63例で

あるが,Doi(2000)の報告した遠隔成績に影響を

及ぼす因子（移植筋は薄筋のみ，副神経麻揮例は

除外,）を満足し，かつ，2年以上の遠隔成績の追

跡できた症例40例を対象とした.DFMT原法の2

回の薄筋移植に加えて，腕神経叢の展開（23例)，

肩甲上神経修復(20例)を初回手術で行った．2次

的再建として肩固定（5例)，肘伸展2次再建（5）

のほか，手指自動回復良好例に対しては，手関節

固定(9)，母指関節固定(8)，指PIP関節固定(4),

ZancolliのMP関節包固定(5)などを追加した．

【結果】40症例の内，手指自動運動角度30度以上

を獲得できた症例は30症例，75％であった．ピン

チ機能は11例が軽い物体のピンチ機能，11例が

MP関節でのpalmgrip,31例がフックグリップの

機能を獲得していた．しかし，ピンチ機能はADL

では全く使用してなく，フックグリップの使用が

主であった．

【結論】DFMT原法による手指機能再建に加えて，

肩機能再建により，再建手の使用できるアークが

広がり,ADLでの使用頻度が増してきた．肩，肘

機能の向上と共に手指の使用も見せかけだけのピ

ンチ機能ではなく，実際のADLにおいても，特に

肩内旋・内転，肘屈曲，指屈曲の動作は大変有用

であり，この機能のためのフックグリップ再建を

腕神経叢損傷全型麻の手指機能の現時点での目標

とすべきである．
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外傷性腕神経叢麻痒と脊髄損傷合併症例に

おける腕神経叢麻痘に対する手術成績

TheSurgicalResultsfOrBrachialPlexusParalysis

inPatientswithCombinedBrachialPlexusand

SpinalCordInjuries

星ヶ丘厚生年金病院整形外科

○秋田鐘弼，河井秀夫

【目的】外傷性腕神経叢麻揮と脊髄損傷の合併は非

常に稀である．第46回本学会でわれわれは，外傷

性腕神経叢麻痒と脊髄損傷を同時に合併した症例

の損傷形態について報告した．今回は，その外傷

性腕神経叢麻溥に対する手術成績について調査し

報告する．

【対象および方法】1990年から2004年までの15

年間に外傷性腕神経叢麻揮と脊髄損傷を同時に受

傷し，当院で入院加療した患者は11例である．11

例のうち9例に腕神経叢展開と術中電気診断を行

い，3例には神経剥離術のみ，6例には神経移植術

あるいは神経移行術を行った．9例のち4例に，腕

神経叢展開後平均18ヶ月で腱移行術を追加した．

最終手術から術後2年以上経過した8例を本研究

の対象とした．手術時年齢は20～39歳，平均25

歳で全例男性であった．外傷性腕神経叢麻揮の損

傷形態は，全型麻揮が4例，上位型麻揮が2例，下

位型麻痒が2例であった．受傷から外傷性腕神経

叢麻揮と診断され，手術するまでに最短135日，最

長199日，平均160日であった．評価は術前術後

のMMTおよびSedelの上肢機能評価を用いた．

【結果】手術結果は全体的に不良であった.Sedel

の上肢機能評価では，8例のうち半数以上がgrade

4あるいはgrade5であった．

【考察】外傷性腕神経叢麻痒と脊髄損傷の合併症例

では，腕神経叢麻癖の診断および治療が遅れる傾

向にある．また，脊髄損傷などの重篤な合併症の

ため，神経移行術に利用できる神経に制限がある．

治療の遅れと重篤な合併症が外傷性腕神経叢麻溥

の成績不良の一因と考えられた．

－Sl8－
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腕神経叢損傷に対する横隔神経移行による

肘屈曲再建術後の肺機能の検討

PulmonaryFunctionafterRestorationofElbow

FlexioninBrachialPlexuslniurywithPhrenicNerve
Transfer

'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1,松矢浩暉1,

足立崇l,飯田寛和2

【目的】平成8年より全型引き抜き損傷の肘屈曲再

建に横隔神経を用い肘屈曲再建を施行してきた．

術後1年の時点での肺機能にはADL上問題がない

ことについては前回の本学会で報告した．今回は

術後5年以上経過した症例の肺機能の変化につい

て検討した．

【対象と方法】横隔神経は胸空鏡を用いて横隔膜へ

のmotorpointの直前で切断し，第2あるいは第3

肋間から皮下に出し，腋窩部の皮下トンネルを通

して筋皮神経と端端縫合を行った．対象は現在ま

で本法を行った全型完全損傷の17例中，術後5年

以上経過した7例を対象とした．術後経過観察期

間は平均6年8ケ月である．

【結果】肘屈曲筋力は全例3+以上で，重錐の保持

では1.5kgが2例,2kgが2例,3kg以上が3例で

あった．術後1年の時点での肺機能はVC%の術前

と比較した低下率で-2％から12.5％，平均7.2％低

下していた．術後5年以上経過した症例での最終

検査時のVC%による肺機能は-15%から-7%で

あり術前と比較すると平均12％逆に向上してい

た．7例中5例では単純レントゲン上も最大吸気時

の横隔膜の下降は改善していた．また，自覚症状

での日常生活動作における呼吸機能にも問題はな
かった．

【考察】今回，平均6年8ケ月経過した症例での肺

機能を，術前や術後1年の時点での肺機能と比較

してみると，明らかに術後1年の時点より改善し

ていることが明らかとなった．この理由としては

1）対側の肺や同側の肺が代償性に機能の向上が

生じた．2)横隔神経は元来一部の神経線維は両側

性支配となっているため，これが代償する．3)横

隔神経切断後対側の横隔神経が一部切断側の横隔

膜を支配し始める．等が考えられるが現時点では

不明である．今後さらに長期経過を明らかにし，肺

機能回復の機序を明らかにしたい．

－Sl9－
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胸腔鏡視下肋間神経剥離の試み

Video-AssistedThoracoscopicNeurolysisofthe
IntercostalNerve

'横浜労災病院整形外科，2都立広尾病院整形外科，

3国立身体障害者リハビリテーションセンター整形

外科，4都立府中病院心臓血管外科

○三上容司1,田尻康人2,川野健--29

山本直哉3.4,大塚俊哉4

【目的】肋間神経移行術は，腕神経叢損傷治療にお

いて，すでに確立された手技となっている．しか

し，肋間神経移行に必要な肋間神経の剥離操作に

は，長大な皮膚切開が必要なだけでなく，大胸筋，

小胸筋の切離，肋骨の骨切りなど，神経以外の組

織損傷が避けられない．一方，近年，胸腔鏡視下

手術の発達に伴い，肺以外の胸腔内臓器に対する

胸腔鏡視下手術が試みられている．胸腔鏡視下に

肋間神経の剥離を行えれば，皮層，皮下組織，筋

肉，肋骨への侵襲を最小限にすることができる．ま

た，術後の痙痛軽減も期待できる．そこで，既存

の胸腔鏡と鏡視下手術用機器で，肋間神経の剥離

が可能か否かを検討する目的で実験を行った．

【材料と方法】ブタ3匹を用いた．側臥位とし，全

身麻酔下，片肺を脱気し，片肺換気とした．側胸

部に径10mmのポートを3ないし4ケ所作成し，

ポートを通じて，胸腔鏡と手術機器を挿入した．胸

腔鏡と手術機器の挿入ポートを適宜変更しなが

ら，胸腔鏡視下に肋間神経剥離を行った．操作は，

1名が胸腔鏡操作を，1名ないし2名が神経剥離操

作を担当した．

【結果】既存の胸腔鏡，手術機器でブタの胸視下肋

間神経剥離は可能であった．しかし，神経剥離操

作に関して，既存の手術用機器は，その大きさ，形

状の点から，やや操作性に問題があった．12本の

肋間神経剥離を試み，うち11本は剥離できた．1

本は，剥離の途中で誤って切断した．

【結論】既存の胸腔鏡，鏡視下手術用機器でも，ブ

タの肋間神経剥離は可能であった．今後，臨床へ

の応用も十分可能であると考えられた．

！
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腕神経叢損傷の治療におけるヴァーチャル

リアリティーボックスの応用

ApplicationofVirtualRealityBoxintheneatment

ofBrachialPlexuslniuries

'せんぼ東京高輪病院整形外科，2中央大学経済学

部，3昭和大学医療技術学部

○中川種史1,高橋雅足2,椎名喜美子3

【はじめに】ヴァーチャルリアリテイーボックス(以

下Ⅵ孔B)は鏡を使用して健側の手の動きを両側の動

きに見えるようにする装置であり，ラマチャンドラ

ンによって開発され，著書“脳のなかの幽霊”で切

断の幻肢痛に使用されている．今回われわれは，木

製のVRBを作成し，腕神経叢損傷の治療に応用を試

みた．具体的には，切断肢と同様の幻肢痛に対する

治療目的と筋力訓練における利用である．

1）腕神経叢損傷における幻肢痛の治療

【症例】31歳より48歳の腕神経叢損傷4例，全例

男性，損傷肢の高度の瘤痛を訴えており，鎮痛剤

の投与，就寝前の睡眠剤の投与を必要としていた．

【方法】両手をボックスに入れ，手指(健側）の屈

伸を繰り返す，1日最低20分ずつ行い，2週間後

に主観的評価を聴取，さらに痙痛の評価をシュル

ツ痛みの評価法(VASを含む）で行った．

【結果】主観的には,VRBの使用中は全例で幻肢痛

の軽減があり，2例では消失した．瘻痛は60から

80％と評価された．鎮痛剤，睡眠剤の使用頻度は

全例で低下した．

2）筋力訓練における応用

【症例】腕神経叢損傷で後索より僥骨神経への神経

移植を行った1例，肋間神経交叉縫合術後神経再

支配が生じた時期の2例，全例男性，年齢は31か

ら38歳であった．

【方法】神経移植例ではVRB内に両手を入れ左右

同時に手指の屈曲を行うようにした．交叉縫合術

後例では両手をVRB内に入れ手を同時に挙上す

る．主観的な評価，表面筋電図による振幅の検討

を行った．

【結果】3例とも主観的には力を入れやすいとの評

価であった．振幅は神経移植例で単独収縮時の

140％，交叉縫合例で130％であった．

【まとめ】VRBは，腕神経叢損傷の治療おいて種々

の応用が考えられる．さらに症例を重ねるととも

に，ボックスの形態など工夫を進めたい．
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自己評価式抑うつ尺度(Self-ratingDe-

pressionScale)による外傷性腕神経叢損
傷患者の抑うつ状態の評価

EstimationofDepressionwithSelfratingDepres-

sionScalefOrBrachialPlexuslnjuryPatients

'東京都立広尾病院整形外科・リハビリテーション

科，2東京大学整形外科

○川野健-1,田尻康人1,原由紀則l,

佐々木了1,松平浩2

【はじめに】慢性癌痛疾患の背景には抑うつ状態が

存在するとの報告がある．この抑うつ状態は腕神

経叢損傷(BrachialPlexuslnjury以下BPI)患

者においては，自覚症状のみならず，機能再建術

後のリハビリにも悪影響を及ぼす可能性があり，

抑うつ状態を評価することは，自覚症状治療薬選

択の有力な根拠にもなりうる．今回，我々はBPI

患者に対して，抑うつ状態を調査したので報告す

る．

【対象と方法】対象は，この2年間に当科外来を受

診したBPI患者25例である．年齢は17歳から54

歳（平均27.5歳)，男性24例，女性1例，損傷型

は全型11例,C5,6型1例,C5-7型6例,C5-8型

2例，その他5例である．これらの症例に対し，初

診時および肋間神経移行術後上腕二頭筋に神経再

支配が確認された時点での抑うつ状態および自覚

症状の程度を調べた．抑うつ状態の評価にはzmg

の自己評価式抑うつ性尺度(SelfratingDepres-

sionScale)を用いた．自覚症状の評価にはvisual

analoguescale(VAS)を用いた．

【結果】25例中18例(72.0%)が抑うつ状態にあっ

た．これは他の慢性瘤痛疾患の報告と比較しても

高率であった．損傷型の間で差はなかった

(P=0.189)．術後の19例中8例(44%)が抑うつ

状態と評価されたが，術前と比較して，改善して

いた(P=0.006)．術前後でVASに変化はなかった

(P=0.868).

【結論】BPI患者の大多数は抑うつ状態にあった．

術後神経再支配時には抑うつ状態は有意に改善し

ており，しびれなどの自覚症状よりも，障害に対

する受容，手術の結果などによる影響を受けてい

るものと考えられた．

－S20-
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知覚障害を伴わない尺骨神経障害症例の検
討

UlnarNervePalsywithoutSensoryDeficit

中通総合病院整形外科

○千馬誠悦，成田裕一郎

【目的】知覚障害を伴わないで尺骨神経深枝の麻痒
のみを呈した症例を報告する．

【対象】1994年5月から当科で手術治療した5例を

対象にした．内訳は男性4例，女性1例で，手術時

年齢は20～61歳，平均44歳であった．主訴は，
手指の筋力低下が4例，筋萎縮と手指の変形が1例

であった．診断には超音波検査とMRI検査を行っ

た．発症から手術までの期間は1例が8年とかなり

長く，他の4例は3週から7週と比較的早期に手術

していた．尺骨神経深枝の圧迫部位はGuyon管内
が3例,Guyon管より末梢の手掌内が2例であっ

た．発症原因はGuyon管症候群の3例はすべてガ

ングリオンであった．一方，手掌で圧迫をうけて

いた1例は有頭有鉤骨間から発生したガングリオ

ン，他の1例は神経鞘腫であった．術後の経過観
察期間は10か月から11年であった．

【結果】診断は初診時行った超音波検査で5例すべ
てで，最小10mmのmassまで診断が可能であっ

た．術後の経過は，発症後7週以内に手術した4例

は尺骨神経麻揮が回復していた．発症から手術ま

で8年を要した1例は麻輝の回復が不良で，術後

9．5年の時点でも第1背側骨間筋の萎縮は回復せ
ず，環指にかぎ爪指変形が残っていた．

【考察】知覚障害を伴わない尺骨神経障害は

Guyon管症候群の1症状として知られている．実

際には知覚障害がないため，診断をつけにくい場

合も多く，治療が遅れてしまうこともある．特に

手掌で圧迫をうけていた2例では，それぞれ中指，
環指の1指に力が入りにくい主訴で受診してい

た．本症を念頭におき，診断にあたることが重要

に思われる．診断には筋萎縮と筋力低下レベルか

ら神経圧迫部位を予想して行った超音波検査が有

用であった．早期に診断し，早期に尺骨神経を除

圧することが，良好な麻痒の回復につながる．

－S21－
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肘部管症候群での知覚性インチング法によ

る波形分析と臨床症状との関連について

WavefOrmAnalysisofSensoryNerveConduction

StudywithlnchingTbchniqueanditsCorelationto

ClinicalSymptomsofCubitalTunnelSyndrome

日本医科大学整形外科

○青木孝文，堀口元，澤泉卓哉，

伊藤博元

肘部管症候群において順行性感覚性インチング法

によりえられる波形変化と臨床症状との関連性に

ついて検討した．

【対象と方法】肘部管症候群が疑われた48例（男

32例，女16例，年齢:15～81歳）を対象とした．

小指から感覚閾値の2～3倍強度の刺激を与え，手

関節と肘関節に2cm間隔で設置した平Ⅱ電極から

双極導出される波形を500回加算平均し陰性頂点
潜時を測定した．

【結果】波形が正常で肘部管症候群を否定したもの

16例，波形が導出されないもの9例，手関節では

導出でき肘では導出できないもの6例，肘部で頂

点間潜時が全般的に延長するもの5例，肘導出の

うち一か所だけで潜時延長するもの7例，肘部で

陰性頂点が二分されるもの3例，手関節部で遅延

しGuyon管症候群と判定されたもの3例であっ

た．肘部で波形導出が不能なものは知覚障害だけ

でなく筋萎縮も明らかな傾向があり，手関節でも

導出されなかった症例のうち5例が尺骨神経前方

移行術を実施された．手関節は導出でき肘で導出

されなかった症例では2例が手術加療された．肘

部導出できたもので筋萎縮を認めた症例はなく，

反復性尺骨神経脱臼の一例を除いて保存的に加療
された．

【考察】順行性感覚性インチング法による神経伝導
性検査は微細な変化をとらえるのに有効である

が，治療法の選択にも有用であると考えられる．肘

部での波形導出が認められない症例は手術療法を

行うことを念頭に注意深く経過を観察するべきで

あり，特に手関節でも導出不能な症例は保存的対

処が困難である可能性が高い．肘部での波形導出

が可能であれば保存的加療が可能と考えられる．

【結語】順行性感覚性インチング法による波形分析
は肘部管症候群の症状の程度を判定し，治療法選

択に有用であると考えられた．
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肘部管症候群と手根管症候群の合併例につ

いての検討

ClinicalFeatureofCombinedCasesofCubitalTim-

nelSyndromeandCarpal｢IilnnelSyndrome

'新潟手の外科研究所，2新潟中央病院整形外科

○成澤弘子1,吉津孝衛1,牧裕19

坪川直人1,二宮宗重2

【目的】肘部管症候群(CuTS)の症状のみを訴え

て受診した症例の中に，臨床上は同側の手根管症

候群(CTS)を合併していると診断せざるを得な

い症例を経験する．これらの中には代謝性疾患の

関与があると考えられる症例もあるが病態が明ら

かでない合併例もある．2症候群合併例の病態を

解明するためにその臨床像を検討した．

【症例の概要】2000年1月から2005年7月の間に

CuTSの診断で当院に入院し手術が行われた症例

は213例で，うち同側のCTS手術合併例は22例

であった．この中で一期的に2症候群に対する手

術が行われた症例は16例で男性11例，女性5例

であった．16例の臨床像を検討すると，発症に関

係すると考えられる合併症は糖尿病3例，腎障害

2例，頚部脊髄症3例，手術側の変形性肘関節症合

併例2例，他に高血圧，高脂血症，肝障害，喘息ス

テロイド服用例であった．労災が関与した症例が

2例あり，いずれも両側罹患例で後骨間神経麻揮

の合併例とCRPS合併例であった．受診時にCTS

の自覚症状がなかった症例は11例で，いずれも術

前に臨床的知覚障害や麻揮を確認した．うち1例

は短母指外転筋萎縮のみで正中神経領域の知覚障

害がなかった．合併例であってもCTSの症状がな

いためCuTSの手術のみ行われた症例は4例で

あった．後に同側のCTS症状が出現し二期的手術

が行われた症例は2例であった．

【結果】合併例のうち大部分の症例の受診時症状は

CuTSであり,CTS症状で受診してCuTSが判明

した症例は1例のみであった．代謝性疾患，頚椎

病変の関与する症例が多かった．過使用の関与や

破格神経支配が考えられる症例があった．

【考察】CuTS症例においてはCTSの合併などの多
発性絞抓性神経障害をきたす症例の存在を念頭に

おき神経伝導速度検査や知覚検査は正中，尺骨神

経の両方かつ両側に対して行い注意深く所見をと

ることが重要である．
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尺骨神経脱臼を伴った肘部管症候群の検討

CubitalTunnelSyndromeassociatedwithDisloca-
tionoftheUlnarNerve

'聖マリアンナ医科大学整形外科，2天本病院整形

外科

○清水弘之l,松下和彦1,新井猛19

別府諸兄l,中島浩志2

【目的】肘における尺骨神経脱臼は健常人でもよく

見られ，脱臼が症状の発現には結びつかないこと

がある．神経脱臼を伴った肘部管症候群例の超音

波画像を健常例と比較することで，症状の発現機

序について考察した．

【方法】過去7年間で肘部管症候群を疑い，超音波

検査を施行した230例中，肘屈曲時に尺骨神経が

内側上穎を乗り越え前方に移動または神経が内側

上顎に騎乗し上腕三頭筋内側頭との間に挟まれる

画像が得られた58例（男性27例，女性31例）を

対象とした．手術例は14例で，内反肘は5例に認
めた．これらの超音波画像と臨床所見および正面

肘X線像での内側上類の骨形態との関係について

調査し，健常例の脱臼像との比較検討を行った．

【結果】超音波短軸像で神経の脱臼像を内側上頬か
ら単独で乗り越える例(保存例27肘，手術例7肘）

と神経が上腕三頭筋内側頭に押され内側頭ととも

に脱臼する例（保存例12肘，手術例6肘)，さら

に神経が内側上穎に騎乗し上腕三頭筋内側頭との

間に挟まれる例(保存例5肘，手術例1肘）に分類

された．健常例でも同様な画像が描出されたが，罹

患側の短軸像では神経の腫脹と長軸像では尺側手

根屈筋近位縁での神経の圧迫を認めた．とくに病

期の進行した例や内反肘例では神経の腫脹が高度

で，脱臼に上腕三頭筋が関与していた．また内側
上顎の横幅が狭く，縦の短い症例が58例中28例

に認めた．

【考察】尺骨神経脱臼を伴った肘部管症候群の原因
には脱臼した神経がkinkingし，尺側手根屈筋近

位縁で圧迫されることが主因であり，上腕三頭筋

の張り出す例では，神経の押し出しとkinkingが

強くなり重症化することが示唆された．また尺骨

神経脱臼の一因には内側上顎の小さな横幅の狭

い，縦の短い骨形態が考えられた．

－S22-



1-2-43

若年者の肘部管症候群

CubitralTilnnelSyndromeinYOuth

'埼玉成恵会病院・埼玉手の外科研究所，2木下整
形・形成外科

○福本恵三l,児島忠雄1,平瀬雄--1,
黄聖琉1,木下行洋2

【目的】肘部管症候群は若年者には稀である．若年

者の肘部管症候群の特徴を調査するため，われわ

れが手術的治療を行った20歳未満の肘部管症候
群の症例を検討した．

【対象および方法】1998年から2005年までに手術

的治療を行った肘部管症候群の症例は90例で，男

55例女35例，年齢は14歳～84歳で平均50.4歳

であった．その内20歳未満の若年者は5例(5.6%)

で，男4例女1例，年齢は14歳～19歳で平均16.2

歳，罹患側は右1例左4例であった．行っているス

ポーツ，趣味などはそれぞれ弓道，剣道，野球，ギ

ター，バイクでのツーリングであった．発症から

手術までの期間は1カ月～11カ月，平均6.8カ月で

あった．術前のMcGowanの評価ではGradell例，
GradellA3例,GradellB1例であった．全例

に随ng変法を行った．術後経過観察期間は2カ月

～24カ月，平均10カ月であった．

【成績】術後のWilsonandKroutの評価ではEx-

cellent4例,Goodl例であった．胸郭出口症候群

を合併した1例を除きもとの趣味，スポーツに復
帰した．

【結論】今回検討した症例は全例が肘を屈曲するこ

との多いスポーツなどを習慣的に行っていた．野

球選手の肘部管症候群について近藤らは，神経症

状はあっても軽度と述べている．われわれの症例

でも野球例はMcGowanGradelであったが，そ

の他の症例はより高度でGradelIであった．術式

については，全例内側上穎の突出が強く肘屈曲時

にスムースな尺骨神経の移動が得られないため，

King変法を行って良好な結果を得た．肘屈曲を長

時間あるいは頻回に行ったことに加え，内側上穎

の突出が強く尺骨神経が肘屈曲時に肘部管で固定

されることが発症に関与したと考えられた．
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高齢者の肘部管症候群の治療経験

CubitalTunnelSyndromeinElderlyPatients

島根大学医学部整形外科

○山本宗一郎，山上信生，小松史，

野崎健治，内尾祐司

【目的】平均寿命の増加により高齢者の肘部管症候

群に対する手術機会が増加しつつある．今回65歳

以上の肘部管症候群に対する手術治療を経験した

ので報告する．

【対象と方法】平成8年から平成16年までに当院

で手術を行った24肘で男15肘，女9肘であった．

すべて変形性関節症によるものであり，ガングリ

オンの併発を3肘に認めた．再発例は3例あった．

可動域は平均で伸展-19.,屈曲114.であった．発

症から初診までは平均21カ月（2－48カ月）であ

り.McGowanの分類で第1度1肘，第2度10肘，

第3度13肘であり，ほとんどが中等度以上の病期

であった．初回手術はKing変法とし，再発例には

皮下前方移所術を行った．術後経過観察期間は平

均12カ月であった．評価は運動神経伝導速度

(MNCV),知覚神経伝導速度(SNCV),知覚の改

善度，日本手の外科学会の尺骨神経運動機能評価
とした．

【結果】MNCVは平均で術前30.4m/sであり，術
後3カ月は32.0m/s,1年は35.6m/sとなった．

SNCVは術前導出不能が19肘であった．導出可能

であったものの平均は術前31.0m/sであり，術後

3カ月は36.5m/s,1年は40.5m/sであった．知覚

は改善が16肘，やや改善5肘，不変3肘であった．

しびれと筋萎縮はほとんどの症例で残存した．5

段階での運動機能評価では術前が平均2.3であり，
最終評価時が平均2．7と軽度の改善を認めた．

【考察】高齢者は発症から受診までの期間が長く，
中等度以上の病期分類が多かった．このため術後

の改善も緩やかであり，運動機能低下は残存する

ものが多い．術前の機能低下が著しい症例には再

建術も考慮すべきであると考える．

！
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肘部管症候群の重症度による治療効果の差
の検討

EificacyofSurgicalTifeatmentfOrSevereandMild

CubitalTunnelSyndrome

'香川大学医学部整形外科，2新潟県立吉田病院整

形外科

○森健l,加地良雄l,今泉泰彦1,

山本哲司1,田中英城2

【目的】近年，肘部管症候群においては各種診断お

よび治療法も確立されてきており，術後の成績も

良好な報告がなされている．一方，年齢や性差，術

前の神経伝導速度は予後に影響を与えないとの報

告もある．今回我々は，肘部管症候群の術前の重

症度が，術後の各種検査の改善率に影響があるか

どうかを比較検討した．

【方法】平成7年以降に当科にて手術を行なった肘

部管症候群の症例28例を対象とした．術前および

術後6カ月の時点で知覚評価，電気生理学的検査

を行い術前の肘部管での運動神経伝導速度

(MCV)を重症度の指標と仮定して，a群(30m/s

未満),b群(30m/s以上）の2群に分け,2群間で

術後の各種検査値の改善度に差があるかを検討し

た．

【結果】術前のa群,b群の平均MCVはそれぞれ

24.74,39.21m/sであった．術後6ケ月ではそれぞ

れ32.53,46.69m/sと両群とも改善は認められた

が群間には有意な差が残っていた．術前の平均知

覚神経伝導速度(SCV)はそれぞれ29.09,41.06m/

sが術後それぞれ34.13,49.41m/sと両群とも改善

は認めたが群間の差は残っていた．小指指尖部の

Semmes-Weinsteintest(SWT)は術前平均4.54,

3.94が3.68,3.60に，振動覚(Teknologue社製，

SMV-5を使用）は67.0,47.0×10-2Gが36.1,

33.3×10-2Gに,moving2PDは術前平均7.8,

6.2mmが5.0,4.6mmと術前の重症度に応じた差

が術後にはわずかとなった．

【考察】これらの結果から神経伝導速度においては

両群とも改善は認められるも，重症例と軽症例の

差は残る傾向にあった．しかしSWr,振動覚,2PD

等の知覚評価は術後6ヵ月の時点において，重症

例では軽症例と比較し改善率が大きくその差がわ

ずかとなる傾向が認められた．知覚評価は重症例

でも術後比較的早期に回復する傾向があるが，今

後長期的な検討を行なう必要があると思われた．
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肘部管症候群の他覚的評価と自覚的評価の
比較検討

TheComparisonbetweenObjectiveandSubjective

EvaluationoftheCubitalTunnelSyndrome

虎の門病院整形外科

○喜多島出立花新太郎，中道健一

【目的】肘部管症候群には様々 な治療法が存在する

が，その他覚的臨床成績評価法も様々 なものが使

用されている．根拠にもとづいた医療(以下EBM)

を実践するためには，他覚的評価法の確立，統一

が必要である．EBMの観点から行けば，臨床成績

は自覚的にも評価されるべきであり，今回われわ

れは肘部管症候群に手術治療を施行された患者に

ついて，他覚的検査結果および評価法と自覚的評

価を，患者立脚アウトカムを用いて比較検討した．

【対象と方法】対象は1995年4月より2003年3月
までに肘部管症候群に対し，当院にて手術治療を

施行された77例のうち，追跡可能であった41例

(男性30例，女性11例）で，手術時平均年齢

は60歳，平均追跡期間は3.5年，術式は,Osborne

法24肘,King変法7肘，皮下前方移行術6

肘，筋層下移行術3肘，尺骨神経溝形成術1肘
であった．患者立脚アウトカムは日本語版DASH

およびSF-36を使用し，他覚的評価法は赤堀の分

類,McGowan分類について，他覚的検査所見は握

力,MCV,S-Wtest,小指外転筋および対立筋の
MMTなどの因子について検討した．統計学的検

索は，相関の検定にピアソンの相関係数検定ある

いはスピアマンの順位相関係数検定を用い，各因

子に対する影響度の大きさは多変量解析を用いて

比較した．

【結果】質問調査法の各スコアには,McGowan分
類が赤堀の分類より強い相関を示す傾向が見られ

た．他覚的検査所見のなかでは，握力,MMTが質

問調査法の各スコアと比較的強い相関を示した．

MCVは質問調査法のスコアとは相関していな

かった．

【考察】肘部管症候群の他覚的評価法は，少なくと
も患者の満足度を鋭敏に示しているとはいえな

かった．今後，多施設あるいは学会レベルでの臨床

成績の集積を行い，他覚的評価とも相関する根拠

のレベルの高い評価基準を作成する必要がある．
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肘内側側副靱帯の機能解剖

FunctionalAnatomyontheMedialCollateralLiga-
mentoftheElbow

北里大学東病院整形外科

○小林明正，二見俊郎，森口尚生，

只野功

【目的】肘内側側副靱帯は肘外反の安定性に大きく

関与する軟部支持組織とされている．われわれは，

医学部学生の解剖実習用に供された屍体肘を用い

て，肘関節内側の靱帯構造の肉眼的形態観察を

行ったので，その結果を報告する．

【試料および観察項目】学生解剖実習用の保存屍体

肘21肘を試料とした．平均年齢は86歳，男12肘，

女9肘，右10肘，左11肘であった．観察項目は

前斜靱帯(AOL),後斜靱帯(POL)および斜走線

維(OF)の形態であった．AOL,POLは走行形

態と靱帯中央部での幅，厚さを,OFは存在の有無，
走行を観察した．

【結果】AOL:全肘に存在した．上腕骨内上穎基部

前面から尺骨鉤状突起部内側前縁にかけて走行し，

比較的強靱な単一の索状線維束な組織として観察

された．靱帯中央部での幅は平均10.0mm,厚さ平

均2.5mmであった．性別では，平均幅は男9.3mm,

女10.5mm,平均厚さは男3.0mm,女2.3mmであっ

た．左右別では，平均幅は右10.3mm,左9.7mm,

平均厚さは右2.5mm,左2.5mmであった．

POL:全肘に存在した．走行形態は上腕骨内上穎

基部側面でAOL付着部内側から起始し尺骨鉤状

突起部内側後縁に停止する扇状を呈していた．そ

の靭帯線維束の形態には個体差を認め，単一の線

維束として観察されたもの15肘であった．靱帯中

央部での幅は平均9.7mm,厚さは平均1.9mmで

あった．性別では，平均幅は男9.9mm,女9.6mm,

平均厚さは男1.8mm,女2.0mmであった．左右

別平均幅は右8.9mm,左10.2mm,平均厚さは右

2.0mm,左1.7mmであった．

OF:その存在が確認されたもの16肘で，その走

行はPOL尺骨付着部の外側付近から起始し,AOL

尺骨付着部の内側付近に付着していた．

【結語】肘内側靱帯の形態観察の結果,AOLが肘外

反の安定性に大きく関与していることが示唆され
た．
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肘内側側副靱帯損傷一新鮮例の治療一

MedialCollateralLigamentlnjury-neatmentof

FreshCases-

大阪厚生年金病院整形外科

○正富隆，三宅潤一，高樋康一郎

【目的】肘内側側副靱帯(MCL)単独損傷例を後ろ

向きに検討し，その治療方針を明らかにすること．

【対象および方法】1997年4月から2005年3月ま

での8年間に肘MCL損傷で受診した295例のう

ち，投球傷害を除いた急性外傷によるMCL損傷と

診断されたのは55例であり，そのうち合併損傷を

みとめた19例を除く36例のMCL単独損傷につき

検討した．性別は男24例，女12例で，スポーツ

によるものが20例，転倒･転落等の外傷によるも

のが16例であった．治療の原則は3週間の外固定

(肘屈曲60･，回内外中間位）とし，固定除去時に

不安定性を残すものにつき靭帯形成を考慮するこ

ととした．固定除去時には可及的伸展位にて全斜

走繊維に沿ったcoronalviewMRIにて靱帯を評価

した．最終追跡時における徒手的肘外反動揺性と

瘤痛の有無，可動域，スポーツ復帰につき検討し
た．

【結果】受診時に大きな不安定性を示し,MRIにて

前腕屈筋群起始の内上穎からの剥離を疑われた3

例と確実早期のスポーツ復帰を希望した1例にの

み靱帯形成を行い，外固定にて治療した32例に靱

帯再建を要した例はなかった．固定除去後のMRI

評価では，靱帯の骨付着部に嬢痕形成を示唆する

所見はあったが,waterintensityの介在を示すも

のはなかった．外反動揺性については，健患側差

のないものが14例，差はあるもののendpointを
触知するものが22例でそれ以上の不安定性を呈

するものはなかった．健患側差を有するもののう

ち2例に外反時の違和感を訴えるものはあった

が，局所の圧痛は全例に認めなかった．最大10.の

伸展制限を5例に認めたが，屈曲は全例130.以上

を獲得し，スポーツ受傷例は全例復帰を果たした．

【結論】新鮮肘MCL単独損傷は保存療法により治

療可能である．口演では手術例の術中所見と投球

傷害肘の治療経験より，手術適応についても考察

する．
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内側側副靱帯損傷

-TJscrewsystemによる陳旧例の治療一
ReconstructionoftheMedialCollateralLigament

oftheElbowJointusingTJScrewSystem

兵庫医科大学整形外科

○田中寿一，戸祭正喜，大迎知宏，

奥野宏昭，常深健二郎

【目的】肘の安定性に最も重要な内側々副靱帯

(MCL)は，投球動作や脱臼時に損傷される．不安

定性を残した陳旧例において，我々が行っている

長掌筋腱(PL)とTJscrewsystemによる再建法

を述べる．

【対象および方法】対象は1998より，同一手技で

MCL再建をおこなった73症例である．方法：移

植腱PLを2つ折りとし，ゲージにて太さを測定す

る．次に屈筋を繊維方向に開き残存MCLの前斜走

線維成分(AOL)を縦割し，観音開きにする．つ

づいて尺骨・上腕側の元の付着部に穴あきの

1.6mmguidepinを刺入，適合中空ドリルにて骨

孔作成する．これに移植腱を挿入し，両端に掛け

た糸にて対側に引き抜き，十分に緊張を掛ける．骨

孔の入り口に皮質骨片を噛み込こませ,TJscrew

にて固定する．この移植腱を先の残存靱帯成分に

て包み込み縫合閉鎖する．術後は，外固定の後，

joint付きサポーターを装着，可動域訓練と筋力訓
練を行い，前腕周囲径と握力の回復を評価し6ケ

月で完全復帰を目指している．

【結果】日整会肘機能評価法で総合評価63.5から

91．2と改善した．

【考察】本法は,1)AOL成分のみを再建し，手術

による侵襲を最小限とし，かつ残存成分で包み込

むことで再建部をより強固にしている，また2)対

側に牽引し，移植腱に十分な緊張を掛けられる．

3）この緊張を保ちつつ移植腱を骨孔の入口部で

皮質骨を介在させTJscrewにて固定することで，

強固な初期固定力を得ることができる.4)system

化された器具類で，均一・簡便な手技で再建を行

うことが可能であるなどの特徴を有している．こ

れにより，より早期に正常に近い靱帯付着部の再

建が可能であり，他法より早期の復帰を可能にし

ている．
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肘関節外側側副靱帯損傷一機能解剖一

LateralCollateralLigamentlnjuryoftheElbow

FunctionalAnatomy

相模原病院リハビリテーション科

○関敦仁

【背景】外側側副靱帯の機能解剖については多くの

報告がなされ，外側上穎と尺骨回外筋稜を結ぶ

LUCLの再建が治療上有効であることが確認され

ている．しかし，実際の解剖ではLUCLは独立し

た靱帯ではなく，輪状靱帯と外側側副靱帯をあわ

せた複合体の一構造である．われわれは外側靭帯

複合体をY型の立体構造としてとらえ,LUCLの

直線的索状構造と比較するため，輪状靱帯前方線

維の切離実験を行った．屈曲40.で最大の，外旋方

向の偏位を確認した．したがって，靱帯複合体は，

生理的にはY型構造として機能していると考える

が，そのYの交点を組織像から検討する必要があ

ると考えた．

【目的】Y構造の結合部における靱帯複合体および

隣接腱の線維構造を明らかにすることである．

【方法】凍結保存屍体肘4肘を用い，外側側副靱帯

に結合する部分の輪状靭帯を切り出した．輪状靱

帯は，外側側副靱帯に沿う方向で前方から後方ま

で1から4までのlevelに分け,4つの切片を作製

して，もっとも僥側に張り出した部分が2と3の間

に来るようにした．検討項目は，各levelにおける

膠原線維構造と腱組織の配列であり，組織標本は

アザン染色を行った．

【結果】Level2では，内層の均質で密な線維構造

は肥厚し，滑膜様細胞が点在した．中間層には輪

状靱帯に沿う索状構造の横断面を認めた．また，遠

位の筋線維が腱線維となり，その索状構造に融合

する様が観察された．中間層と外層で，前腕軸に

沿った外側側副靱帯の索状構造を，輪状靱帯中程

から滑膜壁を越えて近位部まで認めた．

【まとめ】外側靱帯複合体は，外側部で，いわゆる

外側側副靱帯と輪状靱帯の索状構造が融合してい

た．また，この部に回外筋腱線維も結合しており，

ここを基点として伸筋群起始腱が外側靱帯複合体

を補強していると考えた．

－S26－
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外側側副靱帯損傷一新鮮例の治療一

InjuryofLateralCollateralLigament-Treatmentof
AcuteCases-

岡山済生会総合病院整形外科

○今谷潤也

【目的】1991年O'Driscollらによって肘関節後外

側回旋不安定症(以下PLRI)の概念が報告されて

以来，外側側副靱帯(LCL)の重要性が再認識さ

れてきている．演者は1997年,PLR[を呈したLCL

損傷新鮮症例の詳細を初めて報告して以来，本不

安定症に注目し治療を行ってきた．今回靱帯修復

を行ったLCL損傷新鮮例を検討し本不安定症に

ついて考察する．

【対象・結果】当科で手術的に加療したLCL損傷

症例は19例で，その内LCLのみの損傷(以下L群）

は5例であった．その内訳は全例男性で右1例，左

4例，受傷時年齢は14から60歳（平均32歳）で

あった．5例全例でPLRItestは陽性で,5例中4

例が内反肘もしくは生理的外反が失われた肘関節

に発生していた．一方,LCLとMCL両者の断裂

を認めた症例14例（以下ML群）の内訳は男性12

例女性2例で右4例，左10例，受傷時年齢は14か

ら27歳(平均21歳)であった.PLRItestはMCL

および屈筋群の両者が損傷された13例では陰性

であった．L群ではLCL修復術を,ML群では先

の13例にMCL,LCL修復術を同時に行った．両

群ともにLCLおよびその表層側に隣接して存在

する伸筋群の両者（以下LCL複合体）が外側上頚

より一塊として剥離するという共通の所見を呈し

ていた．JOAscoreによる最終成績では両群とも

に97点と良好で,PLRItestも全例で陰性化して
いた．

【結語】新鮮LCL損傷例におけるPLRIは，内側よ

りも外側支持機構の損傷が優位で，かつLCL複合

体が損傷された場合に生じる．LCL優位に損傷を

受けた新鮮症例が不適切な治療により陳旧性の

PLRIに移行していくと考えられ，その傾向は内反

肘もしくは生理的外反の消失した肘関節で強い．

損傷されたLCL複合体を確実に修復し早期リハ

ビリテーションを行うことが大切である．
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肘関節外側支持機構再建の経験

ReconstructionforLateralCollateralLigament

Insufficiency

名古屋大学手の外科学

○堀井恵美子，建部将広，篠原孝明，

中尾悦宏，平田仁

【目的】陳旧性の肘関節外側支持機構の破綻に対し

て機能再建を行ったので,その治療成績を報告し，

病態について考察した．

【対象と方法】対象としたのは19症例(男性13,女

性6，右側罹患8，左側罹患11）で，平均年齢23

歳（11－50歳）であった．明らかな外傷の既往の

ある症例は17例で，受傷時の診断は脱臼10,骨折

6，挫傷1，受傷から再建までの期間は平均38ケ月

であった．術前のストレス撮影での動揺性は平均

9.であった．手術は主に，弛緩したRCLを縫縮し，

長掌筋腱を用いてLUCLの再建を行い,1例で鉤

状突起の再建を追加した．内反肘変形を伴った4

症例では，上腕骨骨切術も同時に施行した．

【結果】人工靭帯により骨融解を生じた1例，尺骨

神経麻痒を発症した1例に対して再手術を行っ

た．術後早期に再脱臼した1例は治療を中断した．

再脱臼，骨融解例を除いた17例の術後経過観察期

間は平均16ヶ月である．全例不安定感は消失し瘻

痛は軽減したが,ストレス撮影では平均4度の動揺

性があった．上腕骨骨切術を行った4例では，平

均14度内反から13度外反となった．可動域につ

いては，軽度屈曲拘縮の残存が2例，僥骨頭骨折

を合併した1例で回内外制限を認め，日整会肘関

節機能評価では平均96点であった．

【考察】新鮮靱帯断裂の術後成績が良好であること

と比較すると，陳旧例では動揺性が残存した．受

傷から再建までの長期間に病態が複雑に変化し，

単純なLUCLの再建のみでは十分に安定性を獲得

できない可能性もあり，症例ごとに再建方法を検

討することが必要と考えられた．

！
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遠位榛尺関節脱臼，不安定症の治療

SulgicalTreatmentfOrDislocationandlnstabilityoftheDistalRadio-ulnarJoint

牧裕

(財)新潟手の外科研究所

三角線維軟骨複合体(TFCC)で支持された遠位僥尺関節(DRUJ)の単独脱臼は稀だが，

僥骨遠位端骨折やGaleazzi脱臼骨折など榛骨骨折に合併した脱臼は多い．整復が不十分で

あればDRUJ不適合による前腕の回旋制限や痛みが残る場合があり，また脱臼は整復され

てもTFCが尺骨小窩から剥脱した状態が残れば，手関節尺側の痛み，脱力感，不安定感な

どを生じ，中には前腕回旋運動で掌背側への尺骨頭の随意脱臼を生ずることもある．また手

関節捻挫の診断で保存的治療をうけた中にDRUJの不安定性を残す例もあり最初の診断が

重要である．

DRUJ脱臼（尺骨茎状突起骨折を含む）の治療:掌側または背側脱臼で徒手整復ができ尺

骨茎状突起骨折がない場合，演者はTFCを積極的に尺骨小窩に縫っている．尺骨茎状突起

骨折合併例は骨接合を行うがそれでもDRUJが弛ければTFCの尺骨小窩への縫着を行う．

徒手整復困難例は観血的整復とTFC修復を行う．

僥骨遠位端骨折,Galeazzi脱臼骨折,Essex-Lopresti脱臼骨折に合併したDRUJ脱臼の

治療：先の二つは僥骨骨折の整復内固定の後に不安定性があれば尺骨茎状突起の接合や

TFCの修復を行う．Essex-Lopresti脱臼骨折では僥骨頭骨折の整復内固定とTFC修復を確

実に行う．小児の僥骨遠位部の骨折や成人の僥骨遠位端骨折など保存的に治療し得た一見

単純な骨折にもDRUJの不安定症を残すものがあり，慎重な経過観察が必要である．

DRUJ不安定症の治療：基本的には剥脱したTFCを尺骨小窩に縫着するが，経過が長く

三角靱帯(中村)の尺骨小窩付着部が消失した症例では腱移植によるこの部分の再建を行う

こともある．これでもDRUJの随意脱臼がとれない場合は腱移植または伸筋支帯の一部を

用いた制動術（吉津）を追加する．またulnaplusvariant例では尺骨短縮が有効な場合も

ある．

－S28-
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母指CM関節症の保存療法の適応と限界
ConservativeTreatmentfOrOsteoarthritisofthe

CarpometacarpalJointoftheThumb

'川崎市立川崎病院，2慶應義塾大学整形外科学教

室，3国立成育医療センター整形外科

○川島秀一'，堀内行雄l,山本さゆり1,

中村俊康2，高山真一郎3

【はじめに】母指CM関節症は日常診療で高頻度に

遭遇する疾患であるが，その自然経過は明らかで

なく，治療に際して保存療法を選択すべきか，手

術療法を選択すべきかについて明確な基準はな

い．一般的には3カ月程度の保存療法で症状の軽

快が得られない例では手術療法を考慮するとされ

ているが，これまで長期にわたる保存療法を試み

た報告はほとんどなく理論的根拠に乏しい．本疾

患では,X線学的評価と臨床所見に乖離がみられ，

X線上高度な変形性変化を示していても全く臨床

症状がない例がある．また高齢者で日常生活活動

レベルが低い例では，ある程度の除痛がえられれ

ば患者の満足度が高い．そこでわれわれは本疾患

に対し，装具療法を中心とした保存療法を積極的

に行ってきた．今回われわれは，保存療法にて長

期の経過観察が可能であった症例を検討し，保存

療法の適応とその限界について考察した．

【対象と方法】母指CM関節症と診断し，装具療法

を施行した症例95例のうち長期経過観察が可能

であった50例である．内訳は男12例，女38例で，

初診時平均年齢は60.9歳，平均経過観察期間は3

年8カ月であった．全例に短対立装具を作製，また

は市販の軟性装具を処方し，夜間を中心になるべ

く長時間装具を装着するように指導した．これら

の症例に対し，実際の装具装着期間，最終調査時

の瘤痛の程度,ADL障害の有無，装具療法の満足
度について調査した．

【結果および考察】平均装具装着期間は11.6か月で

あるが，18％の症例で装具があたる，装着すると

逆に痛む，わずらわしいなどの理由で装具を全く

あるいは短期間しか装着していなかった．最終調

査時，瘻痛の改善を認めた症例は全体で73％で

あった，中等度以上の瘻痛を訴える例は37％に，

ADL障害を訴えた症例は34%に認めた．装具療法

に対しては75％が満足と回答した．

一S29-

1-3-Pa54

母指CM関節症に対する関節形成術

一大菱形骨摘出，靱帯再建，腱･筋膜充填
併用法一

ArthroplastyfOrCarpometacarpalOsteoarthritisof

theThumb-TrapeziectomywithLigamentRecon-

structionandTbndon/Fascialnterposition-

'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'，蜂須賀裕己1,坂上秀樹1,

津下健哉2

【目的】母指CM関節症に対して，大菱形骨の摘出

後に僥側手根屈筋(FCR)の半切腱を用いた靭帯

再建と臘筋膜の充填を併せて行う関節形成術を

施行してきたので，その治療成績ならびに問題点

について報告する．

【方法】症例は18例19手(男性2例，女性16例)，

手術時年齢は平均58歳で，手術側は右側9手，左

側10手,Eaton分類ではstage2が2手,stage3
が14手,stage4が3手であった．手術では大菱

形骨の摘出空隙に対して靱帯再建後の余剰FCR

半切腱を腱球として充填したもの(A群）が6手，

FCR腱球に加えて長掌筋腱(PL)を追加挿入した

もの(B群）が8手,PLの代わりに幅約1cm,長

さ10-12cm程度の反対側大腿筋膜を採取しこれを

筋膜球として充填したもの(C群)が5手であった．

術後は3-4週のギプス固定後に自動運動を開始し，

術後3カ月より積極的な手の使用を許可した．術

後経過観察期間は1年から6年9カ月（平均3年5カ

月）であった．

【結果】CM関節痛は10手で消失し,9手で重量物

の把持などで軽度の痛みが時に認められたが日常

生活に影響はなかった．握力は術前平均16.8kgが
術後は22.2kgに増加し，術前後の改善率はA群

13%,B群48%,C群41%であった．ピンチカは

術前平均4.6kgが術後は5.4kgとなり，各群の改善

率はそれぞれ13％，29％，21％であった．母指の

可動域に関しては，外転伸展が制限された1例で

愁訴が残った．X線上，大菱形骨摘出後の空隙は術

前比で平均42%(A群34%,B群44%,C群49%)
となった．

【まとめ】本法の成績は概ね良好である．適応の決

定にあたり患側母指の使用状況を考慮する必要が

ある．また手術では挿入する腱，筋膜の選択に注

意すべきである．
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母指CM関節症に対するtendonsuspen-

sionslingarthroplasty

TbndonSuspensionSlingArthroplastyfOrDegeneF

ativeArthritisoftheTrapezio-metacarpalJoint

東京慈恵会医科大学整形外科

○察 詩岳，千野博之，井上淳一，

荒川雄一郎，平 出 周

【目的】我々は，1992年以降，母指CM関節症で

Eaton分類のstagelll,IVのものに対し,tendon

suspensionslingarthroplastyを施行してきた．

そこで，今回，術後5年以上経過した症例の中期

術後成績を調査し，短期の成績と比較検討した．

【方法】症例は22例22手で，その内訳は男2例，

女20例，右側9例，左側13例である．全例が変

形性関節症であり，手術時年齢は53～74歳，平

均65歳，術前のX線評価は,Eaton分類でstage

IIIが6例,stageⅣが16例である．手術はtendon

suspensionslingarthroplastyを行い，術後は5

週間short-armthumbspicacastを装着した後，

関節可動域訓練を開始した．術後の経過観察期間

は5年3カ月～11年7カ月，平均8年5カ月であり，

成績はEatonの評価法で判定した．

【成績】瘤痛がほとんど無いものは18例，手の酷

使で軽度の痙痛を訴えるものが4例であった．第

1中手骨の支持性は20例で得られ，全例において

本法に対する高い満足度が得られた．関節可動域

はほぼ正常に回復し，握力は健側の98％を示した

が，ピンチカはpulppinchで82%,sidepinchで

78％に留まっていた．Eatonの評価法ではexcel-

lentが8例,goodが14例であった．術後の平均観
察期間が3年4カ月の短期成績と比較すると良好

な成績は維持されており，握力がさらに改善して

いた．

【結論】Tendonsuspensionslingarthroplastyは

母指CM関節症の手術法として優れた除痛効果を

示し，母指の良好な運動性と支持性が得られる術

式と考える．
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母指CM関節障害に対する第1中手骨外転

対立骨切ﾚﾉ術

Abduction-OppositionWedgeOsteotomyoftheFirst

MetacarpalfOrTrapeziometacarpalOsteoarthritis

'慶應義塾大学医学部整形外科，2慶友整形外科病

院

○奥山訓子l,伊藤恵康2,辻野昭人2,

綾部敬生2

母指CM関節症に対し，中手骨外転対立位骨切術

(AOO)を行い良好な術後成績を得たので報告す

る．

【対象と方法】保存的治療が奏効しない母指CM関

節症26例28手を対象とした．手術時年齢は平均

57歳，女性23例男性7例.Eaton分類は,stage2:

5例，3：15例，4：12例，術後経過観察期間は平

均29か月であった．中手骨基部から約1cm遠位部

で，僥掌側を基部とし背尺側を頂点とする30度の

模状骨切りを行い鋼線締結した．5例にダブルス

レッドスクリユーを使用した．術後約3週間シー

ネ固定し，抜釘後の患者満足度，関節可動域，握

力,X線所見を評価した．

【結果】術後1ヶ月で緩みをきたし再手術となった

1例を含め，全例で骨癒合が得られ，平均約3か月

で抜釘した．全例，母指を小指基部につけること，

手掌を床につけることが可能となり，安静時痛は

ほぼ消失，日常生活でよく手を使用していた．経

過中のX線では,CM関節対向の改善，関節裂隙の

開大が観察された．

【考察】母指CM関節症では前斜走靱帯(AOL)の

変性弛緩により掌側関節軟骨にせん断力が作用し

変性をきたす．このため早期ではAOL再建が適応

とされる．進行期ではAOLの不安定性により軟骨

変性が拡大するため，大菱形骨切除など関節形成，

シリコンインプラント，人工関節置換，関節固定

などが行われている.AOOは早期例が適応とされ

てきたが，我々は進行期でも良好な成績を得た．徐

痛の機序として中手骨の求心性が向上し，より広

い荷重面が得られることが考えられる．術後X線

で関節裂隙の拡大が観察されたことから進行期症

例にも適応でき，また，早期例でも進行抑制効果

があると考えている.AOOの手技は容易で特殊な

機材を要さず，関節固定，人工関節置換なども二

次的に行うことが可能なため，広く試みられて良

い方法と考えている．
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変形性母指CM関節症に対するシリコン製
大菱形骨置換術

BasalJointArthroplastywithSilasticTrapezium

Implant

済生会新潟病院整形外科

○牧野 正晴

【はじめに】過去13年間に変形性母指CM関節症

に対し，靱帯形成術，関節固定術，大菱形骨表面

置換術，大菱形骨切除,置換術をそれぞれ6，4，3，

14関節施術した．この間，病期に対応する手術方

法を模索する中から,Swansonが開発したシリコ

ン製大菱形骨（以下，インプラント）を用いた関

節形成術は,Eaton分類stage3,4の高齢者で，他

人をわずらわせることなく生活できる手を希望す

る患者に適応があると考えるにいたった．

【症例および方法】適応が明確となった2000年以

降の症例は9例11関節あった．このうち，1年以

上経過観察可能であった6例8関節を対象とした．

男性1例女性5例，右手3関節左手5関節であり，

年齢は59歳の1例以外は全て70歳以上であった．

手術方法はSwansonのそれに準じ，使用したイン

プラントのサイズは，5段階のうち，3が1個，2

が5個と小さいインプラントが多かった．瘤痛，外

転(1/2中手骨間角度)，内転(母指先端の到達点)，
握力を調査した．

【結果】17から65ケ月，平均38ケ月の経過を観察

した．痙痛の訴えは軽度運動痛の1例だけであっ

た．外転は術前平均30度が調査時38度，内転は

MP関節4/5間から第5MP関節部に届くように

なった．握力は12kgが21kgに改善した．し線上

インプラントの脱臼，破損等は認められなかった．

一過性の榛骨神経知覚枝領域のしびれの訴えが4

例に認められた．患者の評価では，瘻痛なく細か

い動作ができ，自立した生活が可能であることか

ら，満足度は高かった．

【考察】高齢者は，力仕事のできる手より，他人の

世話にならず生活できる手を必要とする．インプ

ラント置換術により，瘤痛軽減，関節可動域増加，

握力増加，針仕事等の力強いピンチが可能となり，
その目的が達成されていることがわかった．
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母指CM関節症に対する関節固定術

Arthrodesisasa'IreatmentofOsteoarthrosisofthe

CarpometacarpalJointoftheThumb

広島大学整形外科

○石田治，杉岡

梶原了治，越智

敏博，鈴木修身，

光夫

【目的】母指CM関節症に対しては確立した治療法

がなく，個々の症例に対して適応を吟味して，関

節固定術，関節形成術，骨切り術，人工関節置換

術などが行われている．演者らは進行期のCM関

節症に対しては，関節の可動性を強く希望する症

例以外は基本的に関節固定術で対応してきた．今

回これまでの症例をretrospectiveに観察し，適応
について検討した．

【対象】1968年以降に行われた関節固定術で2年以

上の経過観察しえた男性13例，女性9例の24関

節（右手9関節，左手15関節）を対象とした．手

術時年齢は18～73歳（平均51歳)，原疾患は変

形性関節症14関節，骨折後関節症7関節，外傷後

関節亜脱臼3関節で,Eaton分類ではstage2が3
関節,stage3が21関節であった．手術方法は

Howard法を主として行い,19関節に骨移植を併

用した．術後経過観察期間は3年～30年，平均8.3

年であった．これらの症例に対して痙痛，握力，ピ

ンチカ，10項目の日常生活動作,X線所見につい

て検討した．

【結果】骨移植を行わなかった1関節で線維性癒合

となった以外，他はすべて一次的に骨癒合が得ら

れていた．瘻痛は3例以外で消失，握力は健側比

109％，ピンチカは89％で日常生活動作では20点

中17点と良好な結果が得られていたが，細かい動

作に不自由を訴える症例もあった．隣接関節につ

いては1関節でSTT関節の狭小化が見られたが症

状はなかった．

【結論】関節固定術は安定した成績を得ることがで

きる．除痛効果に優れ，力強い握力とピンチカが

期待できるが，細かい動作を特に必要とする患者

には適応について十分に検討する必要がある．年

齢的な制限はないが，術前に隣接関節に障害がな

いことが条件である．
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舟状骨骨折における応力分布の変化

－3次元剛体バネモデルを用いて－

ChangeofStressDistributionafterScaphoidFrac-

turebyThree-DimentionalRigidBodySpringModel

'名古屋大学大学院医学系研究科機能構築医学専攻

運動形態外科学手の外科，2労災リハビリテーショ

ンエ学センター

○松木浩1,堀井恵美子l,元田英--2,

岩田佳久l,申正樹l

【目的】3次元剛体バネモデル(3D-RBSM)を用

いて舟状骨骨折をシミュレーションし，骨折型に

よる変形と手関節応力分布の変化につき調査した

ので報告する．

【方法】健常成人の4手関節より，手関節中間位で

1mm間隔のCT横断像を得た．これより15個の

骨，26関節面，50靱帯からなるモデルをコン

ピューター上で作成した．シミュレーションは

waistfractureのvolartype(V),dorsaltype(D),

proximalpolefifacture(P)の3型につき行った．
V型では舟状骨の中央を掌側から背側へ横走する

骨折線を,D型では水平に走る骨折線を,P型では

近位1／3を横断する骨折線を仮定した．骨折面は

近位と遠位骨片の間の新たな関節面と仮定し，骨

折に伴う変形，応力分布の変化を比較した．

【結果および考察】V型では遠位骨片が近位骨片に

対し掌屈し,humpbackdefbrmityと回旋転位を

生じた.D型,P型では骨折部での転位の程度はV

型に比べ少なかった．手関節での荷重負荷の舟状

窩／月状窩比は平均では正常手関節1.21,V型で

は0.84,P型では0.74と有意に減少し,D型では

1.08と変化は少なかった．僥骨手根関節での応力

は正常では舟状窩でも月状窩でも掌側に偏るが，

V型では，舟状窩では背側に，月状窩では掌側に移

動し，舟状骨の近位骨片と月状骨は一緒に背屈し

た.P型では榛骨と遠位骨片の間で応力が最大と

なり，僥骨手根関節のOAが僥側･背側から生じる

ことを説明できる．3D-RBSMは従来の方法に比

べ，侵襲なく骨折に伴う変形や手関節負荷や応力

の変化が把握でき，骨折時の病態を把握し，再建

を考える上で一助となることが期待できる．
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手舟状骨骨折に対する背側進入小皮切によ

る内固定材料の位置

ScrewPositionfOrPercutaneouslnternalFixation

ofScaphoidFracturesinDorsalApproach

弘前大学医学部整形外科

○和田誠之，藤哲，西川真史，

神裕道，湯川昌広

【目的】手舟状骨骨折に対する背側からの小皮切内

固定術を行った症例においてScrewの位置を術後

レントゲンを用いてどの部位に刺入されていた

か，また，骨癒合期間，機能評価において関連が

あったのかを検討した．

【症例と方法】症例は，2000年～2004年の5年間

に当院及び関連病院で手舟状骨骨折に対して背側

からの小皮切内固定術を施行した15例である．年

齢は平均25.3歳，男性14例，女性1例で，骨折型

はmodefiedHerbert分類を用い,typeA:2例，

typeB:12例,ypeD:1例であった.Screwは全
例DTJscrewを用いた．刺入は手関節掌屈位とし

透視下でガイドピン刺入し，ピンの位置を各方向

で確認後Screwを刺入した．手舟状骨のScrew位

置を手舟状骨正面像では長軸を均等に1/3にわけ，

榛側，中央，尺側とし，手舟状骨側面像では長軸

を均等に1/3にわけ，背側，中央，掌側として判定

した．また，手舟状骨正面像にて骨折線とScrewの

なす角を測定した．

【結果】平均12.5週にて骨癒合が得られた．正面像

では近位刺入部は11例が中央，側面では12例で

中央に刺入されていた．Waist部では正面での1例

以外は中央に刺入されていた．遠位部では，正面

では，14例は中央に，4例は僥側に位置していた．

側面では10例は中央に位置していた．骨折線と

Screwとのなす角度は平均79.であった．

【結論】手舟状骨骨折時の内固定の要点として，正

確な整復，内固定の適切な長さ，適切な位置があ

げられる．今回の症例ではScrewが逸脱した位置

には刺入されておらず，おおむね手舟状骨の中央

にScrewが刺入されて成績も安定していた．Screw

の位置が近位では正面で中央に，遠位では正面僥

側か中央，側面で中央なら，骨折部により垂直に

刺入できると考える．
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舟状骨骨折に対する小皮切法による治療と
その適応

TreatmentandIndicationofScaphoidFractures

usingSmallIncisionMethod

’駒沢病院整形外科，2小田原市立病院整形外科，

3慶應義塾大学整形外科，4平塚市民病院整形外科，

5けいゆう整形外科

○吉川泰弘1,松井秀和2,池上博泰3,

石井聖佳4，飯島英二5

【目的】舟状骨骨折に対する小皮切による骨接合術

は，近年小侵襲手術手技としての有用性と良好な

治療成績が報告されている．今回我々は，本法の

術後成績，手術適応と限界について検討し，特に

C型については別に骨折部を展開した症例や報告

例を含めて骨癒合の観点から安全な適応基準の設

定を試みたので報告する．

【対象】過去6年間に小皮切による骨接合術を行っ

た舟状骨骨折56例を対象とした．男性52例，女

性4例，年齢は16～65歳（平均29.6歳)，右39

例，左17例であった．骨折型はHerbert分類で，

A2型26例,B1型6例,B2型8例,B3型2例,B4

型2例,C型12例であった．受傷から手術までの

期間は2～129日(A,B型は平均11日,C型は平

均71日)，術後経過観察期間は3～38カ月，平均

7.4カ月であった．

【結果】全例で骨癒合が得られ,Cooneyの臨床評

価基準ではexcellentが43例,goodが10例，伽r
が3例であった．

【考察】舟状骨骨折に対する小皮切による骨接合術

では，近年種々 のcannulatedscrewの開発によっ

て手技が容易になり，従来は保存療法の適応とさ

れていた安定型のA2型骨折にも積極的に行われ

るようになり，その適応は拡大している．今回の

調査でもA2型の術後成績は非常に良好であり，固

定期間の短縮による患者の満足度は高かった．不

安定型のB1,2型の成績も良好であったが，整復操

作に難渋した例や転位が遣残した症例もある点は

問題である．遷延治癒であるC型はD1型との区別

もあいまいで，不顕性骨癒合との鑑別も含めてそ

の適応に明確な基準はない.X線所見で単なる

cystやgap形成は特に問題ないと考えるが，硬化

像やhumpback変形がある場合は適応に慎重を要

する．
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MRIT1強調像にて骨片が低輝度を呈する

舟状骨偽関節例の検討

-DynamicMRIを用いて－

AssessmentofFragmentVascularityinNonunions

afterScaphoidFracturewithaDynamicMRI

'千葉大学医学部整形外科，2千葉市立青葉病院

○松戸隆司1,国吉一樹1,山田俊之1,

六角智之2，高橋勇次2

【目的】舟状骨偽関節の単純MRIT1強調像で骨片

全体に低輝度変化を認めた際，虚血性変化が危倶

されるため血管柄付き骨移植を行うかどうかの選

択に苦慮する症例がある．血行動態を予測するた

めにGadolinium(Gd)を用いたdynamicMRIを

行い，術式選択をしてきたので報告する．

【対象･方法】舟状骨偽関節で近位または遠位骨片

全体がMRIT1強調像で低輝度を呈した6例を対

象とした．男性5例，女性1例．年齢17～31歳

(平均22.7歳)．受傷からMRI撮像までの期間は

3～24ケ月（平均9.8ケ月)．骨折部は近位1/3が

3例，腰部が2例，遠位1/3が1例であった．低輝

度を示したのが近位骨片であったのは5例，遠位

骨片は1例.DynamicMRIは，脂肪抑制T1強調

像冠状断において各骨片に関心領域(ROI)を設定

し,Gd静注後の輝度変化の割合(SIR)を測定，

SIR-timecurveを作成して比較検討した．

【結果】SIR-timecurveは3つのパターンを示し

た．急峻な立ち上がりでピークが健常部より大き

いものをtypeA,急峻な立ち上がりの後漸増して

いき造影効果の強いものをtypeB,緩やかな立ち

上がりの後漸増していき造影効果の弱いものを

typeCとすると,typeAを示したのは4例,type

Bは1例,typeCは1例であった．AとBについ

ては血流が保たれている状態と仮定し従来法を，

Cについては血流の乏しい状態と仮定し血管柄付

き骨移植術を行った．結果，全例で速やかに骨癒

合が得られ経過良好である．

【まとめ】DynamicMRIでTypeA,Bを示すもの
に対しては従来の骨移植術で充分に骨癒合が得ら

れていた．単純MRIT1強調像で骨片全体が低輝

度を呈すものには様々な血行動態が含まれている

ことが予想された.DynamicMRIは手術方法を決

定する上で有用な指標の1つであると考える．

H



1-4-63

舟状骨偽関節の転位方向と臨床像

ClinicalDifferencebetweenTwoDisplacementPat-

ternsoftheScaphoidNonunion

'厚生連加茂病院整形外科，2中日病院手の外科セ

ンター，3名古屋大学手の外科

○稲垣弘進19荒木聰1,中村蓼吾2,

平田仁3

【目的】Nakamuraらの報告によれば，舟状骨偽関

節には近位骨片に対して遠位骨片が掌側に転位す

るvolartype(Vr)と背側に転位するdorsaltype

(DT)が存在する．今回我々はこれら2つの転位

typeの臨床像について比較検討したので報告す
る．

【方法】症例は受傷後3カ月以上経過し3DCT撮影

を行なった舟状骨偽関節126例のうち転位が存在

した99例であり，そのうちVTは61例,DTは38

例であった．男性92例女性7例，平均年齢は25歳

であった．これらに対して罹病期間，受傷機転，初

診時の痙痛(severe;3,moderate;2,mnd;1,none;

Opointの4段階)･掌背屈可動域（健側比%)・握
力(健側比％)，初診時X線像におけるRL角とDISI

変形,SNACwristの有無，治療方法についてret-

rospectiveに調査し，両type間で比較検討した．

【結果】罹病期間はVTが平均27カ月,DTが平均

38カ月であったが有意差はなかった．受傷機転で

特徴的なのは，パンチングマシンによる受傷が9

例全例がVT,高所からの転落は8例全例がDTで

あった．痙痛は両typeとも平均1.8pointで差が

なかった．可動域はVTが健側比平均77%,DTが

71％であり,DTでやや減少傾向にあった．握力は

VTが健側比平均80%,DTが78%で差がなかった．

X線像ではRL角の健側との差がVTは平均-12.,

DTが~11.であり,RL角<-10･のDISI変形はVT

が55%,DTが60%存在したが両方とも有意差は

なかった.SNACwristはVTでstagel;15%,

stage2;2%であったが,DTではそれぞれ50%,

11％と明らかにDTで多かった．治療方法はsal-

vage手術または保存療法がVTは2%,DTは16%

とDTに多く，他は偽関節手術を行なった．

【考察】両type間で臨床症状に大きな差はなかっ

たが,DTでSNACwristへの進行例が多く，治療

方法に影響した．遠位骨片の転位方向と受傷機転，

SNACwristへの進行は一定の関連がある．
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Trephineを用いた舟状骨偽関節手術
SurgicalProcedureofScaphoidNonunionUsing

Trephines

'九州労災病院整形外科，2宮城整形外科医院

○畑中均l,宮城知之2

【目的】舟状骨偽関節は前方模形骨移植に内固定を

併用することによって治療されることが多いが，

移植骨の採型作業は煩わしくもあり手義的にも習

熟を要し，不幸にも漸く採型を終えた移植骨が偽

関節部とぴったりと適合せず安定性を欠き，さら

にはその後の内固定作業に困難をきたすこともあ

る．ひいては，骨癒合に失敗し手術成績の悪化を

生じうる．このたび我々 は,trephine(円柱鋸)を

用いた移植骨採取および舟状骨偽関節部の掘削に

より移植骨が安定しその後の内固定作業が容易か

つ簡略化できた．このことは手術時間の短縮およ

び治療成績向上に寄与したと考えられるので，術

式の詳細および症例数が少数ではあるが治療成績

を報告する．

【対象と方法12002年7月から2005年8月まで当

科で手術を行った舟状骨偽関節9例中，術後指示

が守られなかった1例を除く8例を対象とした．全

例とも男性，平均年齢24歳，平均観察期間は約1

年であった．

【術式】手術は全身麻酔下に通常の掌側アプローチ

を行う．舟状骨のhumpbackdefbrmityを61oy

sticktechnique''によって矯正後，偽関節部に存在
する擁痕組織および硬化した骨質をまとめてtre-

phineで掘削する．円形の孔がぽっかりと穿たれ
る．このとき有頭骨・僥骨に接する舟状骨骨皮質

をそれぞれ温存しうる最大直径のtrephineを選択

する．次に先ほど用いたtrephineより1ミリ大き

な直径のtrephineで腸骨稜より円柱形の移植骨を

採取する．舟状骨に穿たれた孔の深さにあわせて

移植骨を挿入する．移植骨は舟状骨にぴったりと

適合し既に安定性を呈する．最後にAcutrackで内

固定する．術後約8週間thumbspicacastを施す．

【結果】全例で骨癒合が得られた．術前にわずかな

関節症性変化のあった1例以外は優良な結果が得

られた．術後の固定期間のさらなる短縮が可能と

考えられた．
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若年者Kienb6ck病患者に対する一時的舟
状小菱形骨関節固定術

T℃mporaryScaphotrapezoidalJointFixationfOr

JuvenilePatientwithKienbOck'sDisease

l大阪市立大学医学部整形外科,2SaiseikaiNakatsu

Hosipital,30sakaCityGeneralHosipital

○香月憲--1,安田匡孝2,日高典昭3,

吉中康高3，上村卓也’

【目的】若年者Kienb6ck病患者の予後は一般に良

好とされており，手術治療を選択するにしてもで

きる限り低侵襲な方法が望まれる．そこで，我々

が若年者Kienb6ck病患者に対して行ってきた一

時的舟状小菱形骨(ST)関節固定術の臨床成績に

ついて検討を行った．

【対象･方法】僥骨遠位骨端線が閉鎖していない若

年者Kienb6ck病患者5症例を対象とした．女児4

例，男児1例，手術時年齢は9歳～16歳，平均13

歳である．術前の病期はY｣ichtman分類でstage3A
が3例,stage3Bが2例であった．手術は手関節

最大尺屈位で舟状骨をできるだけ背屈させ，小菱

形骨から舟状骨に向かって3本の鋼線で固定し，

鋼線先端は皮下に埋没した．術後ギプス固定期間

は4～8週間，鋼線抜去の時期は術後3～6カ月，

平均4カ月であった．術後経過観察期間は4カ月～

39カ月，平均17カ月である．

【結果】全例で術後手関節痛は消失し，術後6ヵ月

以上経過した4例の平均手関節可動域は健側比で

掌屈90%,背屈95%,握力は健側比89%であった．

MRI画像における月状骨の輝度は全例で正常化

した．

【考察】若年者脳enb6ck病患者に対する手術的治

療としては僥骨短縮術が最も多く行われているが

再発例や成績不良例の報告も存在する．また，保

存療法の結果は良好であるとされているが固定期

間が15週～6カ月と長期にわたる欠点があること

も指摘されている．我々は1998年の1例目の報告

以来，低侵襲で外固定期間も短縮できる一時的ST

関節固定術を若年者のmenb6ck病患者に応用し

てきた．今回の調査から少なくとも榛骨短縮術に

勝るとも劣らない成績が得られており，この治療

法は若年者脳enb6ck病患者の手術治療法の選択

肢の一つになりうると考える．
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キーンベック病に対する有頭骨短縮骨切レノ
術の治療経験

ClinicalResultsofCapitateShorteningfor
Kienb6ck'sDisease

神戸大学医学部整形外科

○牧野健，藤岡宏幸，坂井宏成，

国分毅，黒坂昌弘

【目的】進行期のキーンベック病に対する手術方法

に関しては，意見が分かれるところである．我々

は，近年Almquistの有頭骨･有鉤骨間固定を併用

した有頭骨短縮骨切り術を行ってきたので，その

成績について報告する．

【方法】症例は術後6ケ月以上経過観察し得た6例

6手関節（男性4例，女性2例)，手術時年齢は24

～62歳(平均40歳)，経過観察期間1年～5年(平

均1年10ヶ月）であった．術前のX線評価では

Lichtman分類でstagelll例,stagellla4例，

stagelllbl例で全例ulnarzerovarianceであっ

た．手術はAlmquistの術式に従い，約3mmの有

頭骨短縮骨切りに加えて，有頭骨・有鉤骨間の

decorticationと骨移植を行い,DTJscrewで内固

定を行った．術後約4週間の外固定の後，可動域

訓練を開始した．臨床評価はCooneyの評価基準を
用いた．

【結果】全例骨切り部の骨癒合は得られ,Cooney

の評価では,goodl例,fair5例でpoorの症例は

見られなかった．特に瘤痛に関しては全例改善が

見られ，原職復帰が可能であった．握力の健側比

は術前43.4％から調査時73.1％と全例回復してい

た．可動域の健側比は背屈が術前59.1％から調査

時72.2％，掌屈が術前48.5％から調査時39.2％と

なっていた．術後に月状骨の圧潰が進行する例は

見られなかった．

【考察】症例の多くはstageⅢ以上であり掌屈制
限は残存するものの，全例に除痛効果を認め，安

定した治療成績が得られた．月状骨の圧潰が進行

する例は見られなかったが，有頭骨短縮に伴う手

根間関節の関節適合性に影響を及ぼす可能性があ

り，今後長期の経過観察が必要と考えられた．
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キーンベック病に対する有頭骨短縮術の治

療成績

ClinicalResultsofCapitateShorterningfor

KienbOckdisease

兵庫医科大学整形外科

○常深健二郎，田中寿一，大迎知宏，

戸祭正喜，吉矢晋一

【はじめに】キーンベック病に対する手術方法に関

しては未だ様々な意見の分かれるところである．

我々は有頭骨短縮術を行い，これまでも本学会(第

41.46回）において報告した．今回新たな症例を

加え報告する．

【対象】症例は，27症例(男17女10例）で，全例

Stagelll,年齢は16～68歳(平均39.8歳)であっ
た．経過観察期間は6ヶ月～8年7ヶ月

【方法】手術はArmquist法に準じて約1～2mTnの

有頭骨短縮に加え，有頭骨・有鉤骨間のdecorti-

cationと骨移植を行い,HerbertscrewまたはDmJ

screwで内固定を行った.X線評価はStage進行，

Carpalheightratio,Stahlindex,Radio-

scaphoidangleを検討した．術後評価はEvansの
臨床評価基準を用いた．

【結果】stageの進行を認めた症例はなかった．術

後にStahlindexが悪化する症例があったが，経過

中に骨改変像を認め，臨床評価との相関は認めな

かった．偽関節，感染症の合併は認めなかった．臨

床評価では全例で改善を認め，本法はstageの進行

した症例においても有効であった．

【考察】最近の症例においては,ulnavarianceや

carpalheightratioに関わらず有頭骨の骨切量を
一定にしていることに加え，移植骨の採取を僥骨

遠位においている．これは月状骨に対し近位（榛

骨）と遠位（有頭骨）の両方で骨改変を生じさせ

ることで，より月状骨に血行改善を促す骨切り効

果があると思われた.UInavarianceやcarpal

heightratioおよび骨切除量に関係なく症状の改
善をみたことより，本法による改善は，月状骨に

対する単なる除圧効果のみならず，この血行改善

の効果が関与しているものと推測された．有用な

手術方法と思われた．
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月状骨分節化よしﾉ検討したキーンベツク病
に対する榛骨骨切ﾚﾉ術適応の検討

RadialOsteotomyfOrAdvanced瞳enb6ck'sDisease

withFragmentedLunate

'名古屋大学手の外科，2中日病院名古屋手の外科

センター・整形外科

○建部将広1,中尾悦宏1,篠原孝明1,

平田仁1,中村蓼吾2

【目的】今回我々は月状骨が分節化した進行期キー

ンベック病に対し榛骨骨切り術のみ行った症例に

ついて，分節化の位置と治療成績について検討し，

僥骨骨切り術の適応について検討した．

【対象および方法】1975年から2002年までにキー

ンベック病に対し榛骨骨切り術単独で行ったもの

107例中，単純X線写真側面像にて明らかに月状

骨が分節化していた23例を対象とした．男性18

例，女性5例，初回手術時平均年齢35.3歳．右17

例，左6例．術前の掌背屈可動域は平均76度，握

力平均24kg(健側比62%)であった．術後平均観
察期間は63ケ月であった．月状骨を3分割して分

節化の位置で掌側(P)・中央(C)･背側(D)で

分けて治療成績を検討,P群:12例,C群:3例，

D群：4例，掌側十背側(PD群):4例であった．

【結果】最終経過観察時，掌背屈可動域は平均83

度，握力平均31kg(健側比82%)であった．Cooney

の評価基準で平均70点(good:5,fair:16,poor:2)

であった．明らかに分節部の癒合が得られていた

ものが11例，48％認められ,P群:5例(41%),

C群：2例(69%),D群:3例(75%),PD群:1

例（25％）と，掌側に分節のあったものでの癒合

する割合が低かった．術後掌背屈はP群:91度,C

群：63度,D群:89度,PD群:73度，術後握力

は健側比P群:78%,C群:71%,D群:100%,PD

群：82％となり,C群での成績が他群より劣って

いた．

【考察】分節化した月状骨は僥骨骨切り術後，約半

数がレントゲン上癒合する傾向が認められた．し

かし，分節化が月状骨中央部に認められるものは

多部位に比べ治療成績は劣り，血管柄付骨移植等，

積極的な治療を考慮すべきと考えられた．
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進行期Kienb6ck病に施行したGraner変
法の術後10年以上経過例の問題点
Long-TbrmFbllow-UpoftheModifiedGranerPro-

cedurefbrtheAdvancedKienbOckDisease

東京医科大学整形外科

○高瀬勝己，諸橋彰，松岡宏昭，
山本謙吾

【目的】手根骨配列異常を伴う病期の進行した

menb6ck病に，手根骨間部分固定術であるGraner

変法を施行してきた．1999年に術後5年以上経過

した15例に対し中期術後成績を本学会にて報告し

た．今回，10年以上経過した症例の問題点と満足
度につき検討する．

【対象･方法】対象は,Lichtman分類3b型のなか

で月状骨が分節化し背側および掌側に分割してい

る症例および4型の15例．男12例女3例，手術時

年齢は平均39.2歳,3b型2例･4型13例であった．

我々 が行っているGT･aner変法は，月状骨を摘出後

に大菱形骨と豆状骨を除いた手根骨間部分固定術

である．経過観察期間は平均142.7ケ月，術後治療

成績はEvansの治療判定基準に基づき評価した．

【結果】術後痙痛は，前回報告時と同様に初期症例

の2例に労作時の瘻痛を認める以外，全例に消失

していた．握力は術後12ケ月までに健側の約80％

まで回復したが，それ以上の回復は見られず10年

以上経過した時点でも変化はなかった．術後2年

経過時より，手根一僥骨関節間に変形性関節症(以

下OA)性変化を認め，術後3年経過時に15例全

例に出現した.OA性変化は，半割した有頭骨と榛

骨関節面の曲率半径が適合する術後5年以降では

悪化はなく，10年時の単純X線所見でも良好な適

合を示していた．また，関節可動域は術後1-2年の

間で術前可動域を上回る回復をみたが，術後3年

以降にOA性変化と一致するかの如く可動域が減

少する症例が散見されたが，術後10年時では術後

5年時の可動域が維持されていた．総合治療成績

は，優11例・良2例・可2例で不可症例はなく患

者の満足度は高かった．

【結語】進行期脳enb6ck病に対するGraner変法
は，患者の満足度は高く有用な手術法である．術

後10年以上経過観察し得た症例を検討すると，術

後5年時の臨床所見を維持しておりOA性変化の
悪化も経年的にはみられなかった．
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QuickDASH日手会版の妥当性の検討

ValidationoftheJapaneseSocietyfOrSulgeryofthe

HandVersionoftheQuickDisabilityoftheArm,

ShoulderiandHand(QuickDASH-JSSH)Questionnaire

日本手の外科学会機能評価委員会

○今枝敏彦，藤哲，和田卓郎，

内山茂晴，楠瀬浩一

【目的】QuickDASHはDASH30項目のうち11項

目からなる上肢障害評価表の縮約版である．我々

はDASH日手会版からQuickDASH日手会版を作

成した．今回の目的はQuickDASH日手会版の信

頼性・妥当性・反応性の評価を行うことである．

【対象･方法】上肢に障害を持つ整形外科患者72人

を研究対象とした．各患者にDASH日手会版,SF-

36日本語版それぞれに回答してもらい，それらの

データをその後の解析のベースラインとした．対

象患者72人のうち38人は再テスト法による再現性

検証のため，再診時に再度DASH日手会版に回答

した.DASH日手会版からQuickDASHに相当す

る11項目を抜き出し，以下ようにQuickDASH日

手会版の評価を行った．信頼性は，内的整合性と再

テスト法による再現性を検証した．用いた手法は

それぞれCronbachのα係数と級内相関係数であっ

た．妥当性の検討のためQuickDASH日手会版の主

成分分析を行い，さらにSF-36との相関係数を求

めた．また反応性は手根管症候群の17人を対象に

手根管開放術前後における標準反応平均(SRM;変

化の平均/標準偏差）と効果サイズ(ES;変化の平

均/ベースラインの標準偏差）により検証した．

【結果】QuickDASHのCronbachのα係数は0.88

であり，十分な内的整合性が得られた．級内相関

係数は0.82でありQuickDASHの再現性は高いと

思われた．主成分分析によりQuickDASHの1次

元性が確認された.QuickDASHとSF-36下位尺

度との相関は-0.29から-0.73の範囲であった．

QuickDASHはDASHとの相関が高かった

(r=0.97)．すなわちQuickDASHの妥当性が高い

と思われた．またQuickDASHにおける標準反応

平均/効果サイズは-0.54/~0.37で中等度の反応性
がみられた．

【結論】QuickDASH日手会版はQuickDASHオリ
ジナル版とほぼ同等な評価基準を満たすと結論で
きる．

！
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日本語版DASHによるRA上肢手術治療の
評価

AssessmentoftheSurgicalTreatmentforthe

RheumatoidPatientswithUseofJapaneseVersion

oftheDASH

新潟県立瀬波病院リウマチセンター整形外科

○石川肇，村澤 章，中園情，

豊原一作，阿部麻美

【目的】関節リウマチ(RA)では多関節障害がみ

られ隣接ないし反対側の関節による代償機能が働

いていることが多いため，患者の上肢能力の評価

には単関節のみ評価では不十分であり，上肢機能

全体を評価する方法が実際的である．今回われわ

れは，上肢手術を受けたRA患者に対して，日本語

版DASH(Disabilitiesofthearm,shoulderand

hand)を用いて患者側からの主観的評価を行い，

上肢手術の治療効果について調査した．また，疾

患活動性の手術治療に対する影響についても検討

した．

【対象と方法】対象は,RA103例,127件の上肢手

術である．男26例，女77例，手術時年齢平均61

歳,RA罹病期間平均11年，術後経過観察期間平

均1年3カ月である．手術の内訳は，肩4件(HHR:

4)，肘35件(TEA:28,滑膜切除:6など),手

関節60件(Kapandji:6,部分固定:28,全固定：

7，伸筋腱再建:19など)，手指28件(MPSwanson:

13,PIP固定:7,母指IP固定:4など）である．

術前と術後調査時でDASH(機能障害/症状)スコ

アと全身の疾患活動性の指標であるDAS28

(Diseaseactivityscore28)を調査した．

【結果】全体のDASHスコアの平均は，術前50点

から術後調査時38点に減少していた．部位別の変

化では，肩－17点，肘-12点，手関節－11点，手

指－10点でいずれの部位でも術後改善していた．

DAS28による欧州リウマチ学会(EULAR)の改

善基準で薬物治療反応良好群では，反応なし群に

比べてDASHスコアの改善は良好であった．

【結論】RAの上肢手術によって患者の上肢能力は

改善した．十分な手術治療効果を得るには，疾患

活動性を低くコントロールしていくことも重要で

ある．

1-4-72

DASHを用いたキーンベック病に対する僥
骨短縮術の平均21年の長期成績

Long-termOutcomeofRadialShorteningwithor
withoutUlnarShorteningfOrneatmentofKienbOck

DiseaseUsingJapaneseDASHScore

'山形大学医学部整形外科，2山原整形外科クリ

ニック

○渡邊忠良'，高原政利1,土田浩之1,

山原慎一2，荻野利彦’

【目的】DASHは上肢全体の能力低下を表す評価法
である．今回われわれは，キーンベック病に対し

て僥骨短縮術を施行後14年から28年経過した症

例に対し,DASHによるアンケート調査を行い，そ

の成績について検討したので報告する．

【方法と対象】1977～1994年に当科で僥骨短縮術
を施行した19例にアンケートを送付し，住所不明

5例，未回答1例を除き，回答の得られた13例を

対象とした．男性10例，女性3例．手術時年齢は

23～60歳（平均39歳)．術前のLichtman分類は

stagell4手,IIIa5手,IIIb4手で,ulnarvari-

anceはplus8手,zero3手,minus2手であった．
榛骨短縮量は2～5mm(平均3mm)で，術後の

ulnarvarianceはpluslO手,zero3手であった．

手術後14～28年（平均21年）経過しており，現

在の年齢は41～82歳（平均61歳）であった．ア

ンケートの内容は，手術後に痛みや可動域，そし

て力の入り具合が改善したかどうか，また現在の

手関節痛の有無と，頻度および程度についてであ

る．またDASHスコアを求め，同時に項目ごとの

分析を行った．

【結果】手術後痛みが改善したのは12手，不変1手
であった．可動域は改善10手，不変3手，力の改

善は11手，不変2手であった．現在の手関節痛は，

なし7手，軽度5手，中等度1手で，痛みの頻度は，

無し7手，まれ2手，しばしば4手であった．DASH

scoreは0～23点（平均8点）で，ピンのふたを

開ける，衝撃のかかるレクリエーション活動時に

やや困難とする回答が多かった．DASHスコアと

現在の痛みの程度，頻度の間に相関を認めた．

【結論】DASHを用いた評価では僥骨短縮術の長期
成績は良好であった．
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腕神経叢麻揮doublefreemuscletransfer

(DFMT)法における獲得機能とDASH評価
の関係

RelationfOrDFMTatBPIandDASHScoring

小郡第一総合病院整形外科

○守屋淳詞，土井一輝，服部泰典

【目的】腕神経叢麻溥における治療成績の評価に

は，各関節可動域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，両者間の相関関

係に関してはコンセンサスが得られていない．今

回，腕神経叢麻揮全型麻溥に対する手指機能再建

を含めた総合的上肢機能再建方法であるDoi

（1995）の報告したDFMT法症例の獲得機能と

DASH日手会日本語版との相関関係を検討し，腕

神経叢麻痒患者のADL機能評価の問題点につい

て検討したので報告する．

【方法】対象は腕神経叢麻揮にてDFMT法を施行

し，術前後にDASHにてADL調査を行えた患者

27人，47調査である．対象患者の年齢5~52歳(平

均24.1)，性別男性22人女性5人である．術前後，
術後1年，3年の3時点での獲得機能とDASHス

コアの関連を比較した．

【結果】術前後の機能未獲得時点でのDASHは平均

60.7,術後1年（肘屈曲機能獲得）では39.6,術

後3年前後（指機能獲得）は26．4であった．経時

的にDASHは改善したが，統計学的有意差はな

かった.DASHと各関節可動域の相関関係は，

肩:-0.34．肘:-0.30．手指:-0.36といずれの機

能とも同程度の相関関係を認めた．日常生活を制

限する瘤痛(causalgia)の有無とDASH全体との
相関はなかった．

【結論】腕神経叢麻揮の治療の目的は患者のADL

を改善することであり，治療成績を評価する場合，
機能評価法のみで治療方法の優劣が判定されるの

は好ましくない．しかし，獲得機能とDASHとの

相関はある程度認められるも，片側上肢機能の廃

絶である腕神経叢麻揮に対しての獲得機能の評価

にはDASH総合点数のみからの判断では無理があ
ると考える．
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手根管症候群質問表日手会版の妥当性の検
討

ValidationoftheJapaneseSocietyfOrSulgeryof

theHandVersionoftheCarpalTunnelSyndrome
Instrument

日本手の外科学会機能評価委員会

○今枝敏彦，内山茂晴，和田卓郎，

沖永修二，藤哲

【目的】Levine等により開発された手根管症候群

質問表(CTSI)を文化的に適合させてCTSI日手

会版を開発した．今回の目的は,CTSI日手会版の

信頼性・妥当性の評価を行うことである．

【対象・方法】手根管症候群患者29名を研究対象

とした．患者はCTSI日手会版とDASH日手会版

に回答した．これらの患者のうち29名は2週間以

内に再度CTSI日手会版に回答した．信頼性は，内

的整合性と再テスト法による再現性を検証した．

用いた手法はそれぞれCronbachのα係数と級内

相関係数であった．CTSIの収束的妥当性と尺度の

1次元性を検討するために主成分分析を行った．

同時的妥当性の検討のために,CTSIとDASHと

の相関係数を求めた．

【調査票】CTSIは症状重症度(CTSI-SS)11項目，
機能状態(CTSI-FS)8項目の2つの下位尺度から

なり，それぞれの点数の平均値で表す．

【結果】CTSI-SSとCTSI-FSのCronbachのα係

数はそれぞれ0.78,0.85であり十分な内的整合性

が得られた.CTSI-SS,CTSI-FSの級内相関係数

はそれぞれ0.82,0.81であり,CTSIの再現性は

高いと思われた．CTSI-SSの主成分分析からそれ

の3次元性が強いことが示された．また，プロマッ

クス法で第1－3主成分の因子負荷量は0．4より大

きく，十分な収束的妥当性が得られた．CTSI-FS

の主成分分析からそれの1次元性が強いことが示

された.CTSI-SSとDASHの相関(r=0.53,P<

0.01）およびCTSI-FSとDASHの相関(r=0.53,
P<0.01)はともに中程度であった.CTSI-FSと

DASHの相関は強かった(r=0.78,P<0.01).こ

れらの相関からCTSIの同時的妥当性が高いと思

われた．

【結論】CTSI日手会版はCTSIオリジナル版とほ

ぼ同等な評価基準を満たすと結論できる．
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手の外科領域におけるクリニカルパス

ClinicalPathwayfOrHandSurgery

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，大井宏之，森谷浩治，

神田俊浩，斎藤英彦

【はじめに】医療の質の向上と標準化，医療費包括

支払い制度DPC(DiagnosisProcedureCombma-

tion)への対応などを目的として，クリニカルパス

(以下パス)は，医療の現場で必須の存在となりつ

つある．当院の手の外科領域におけるパスを紹介

し，特に早期から適応されている，切断指再接着

術・血行再建術パスの変遷について報告する．

【対象と方法】手の外科領域のパスは，現在3種類

があり，手指屈筋腱断裂後縫合･腱移植術パスは，

2004年4月から11例に，全身麻酔下上肢抜釘術パ

スは，2003年2月から30例に適応されている．切

断指再接着術・血行再建術パスは，2002年1月か

ら2005年10月までの間に，113例に適応され，内

訳は，男性87例，女性26例，年齢は16～76,平

均42.2歳であった．本パスは途中2回の改訂を経

て，現在第3版であるが，各版の特徴と，他外傷合

併例を除いた切断指の生着率，平均パス適応期間，

平均入院日数を調査した．

【結果】第1版は2002年1月から2003年12月の

38例に適応され，術後8日目までの急性期のみを

対象にしたパスであった．生着率は60.0％，平均

パス適応期間は8．8日，平均入院期間は20．9日で

あった．第2版は，2004年1月から2005年5月ま

での50例に適応され，術後のリハビリまで含めた

退院までの28日間のパスであり，結果はそれぞれ

66.7％，20．7日，22．5日であった．第3版は2005

年5月から10月までの25例に適応され，21日間

で退院のパスであり，93.1％，18．0日，18．1日で

あった．

【結論】クリニカルパスの改訂を重ねることによ

り，生着率の向上と入院期間の短縮に貢献できた

と考えられた．

1-4-76

一般研修医を対象とする手の外科基本手技
の研修一豚足を用いたトレーニングー

BasicSkillTrainingofHandSurgeryfOrnainees

usingtheFeetofSwine

防衛医科大学校

○有野浩司，根本孝一，尼子雅敏，

小原由紀彦

1999年から当校では原則として整形外科が必修

となり，全研修医に対して腱縫合，鋼線刺入，皮

層縫合，皮弁形成などの整形外科，手の外科の基

本的手技のトレーニングを行っているので報告す

る．

【材料】食用の豚足を用いている．豚足には骨関節，

腱，神経，筋などの組織があり，種々 の手術手技

の練習が可能である．特に第2,3趾の深趾屈筋腱は

ヒトの手指屈筋腱と酷似している．

【方法】最初に豚足の背側で皮層切開後伸筋腱の切

断して縫合する．中足趾節関節を観察し側副靱帯

を切離し不安定性を確認する．骨膜を切開して縫

合する．電気ドリルを用いてKirschner鋼線の刺

入やドリリングを行う．底側の屈筋腱を展開して

津下法などで腱縫合を行う．最後にZ形成などの

皮弁形成と皮層縫合を行う．グループ毎に3-4時間

かけて行っている．

【結果および考察】整形外科，手の外科を専攻しな

い研修医も十分に基本手技のトレーニングができ

た．研修後の臨床現場にとても役立ったとの報告

を受けている．2004年から2年間のスーパーロー

テートが義務化され救急部門が必修化されたが，

一般の研修医が手の外科的基本手技を取得する機

会は少ない．日常診療で遭遇する機会が多い手の

外傷の基本的手技は必ず習得すべきである．食用

の豚足は食肉店で容易に入手可能かつ安価であ

り，安全性や処理が容易である．深趾屈筋腱はヒ

ト手指の屈筋腱とほぼ同じ大きさと性状であり，

屈筋腱縫合の練習に適している．縫合練習用の

キットと比較して豚足は安価で迫真性があり，神

経縫合や骨接合などのトレーニングも可能であ
る．

【結語】一般研修医を対象とした豚足を用いた手の
外科基本手技のトレーニングは極めて有用性が高

い．
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開設7年無床診療所における上肢手術症例
の検討

SevenYearsExperienceofDay-SuIgeryBasedHand

Surgery

'木下整形・形成外科，2町田市民病院形成外科，

3聖路加国際病院形成外科

○木下行洋1，松浦愼太郎2，松井瑞子3

【目的】当診療所は1998年2月，近くに大学病院，

都立病院などの総合病院，また多くの整形外科医

院がある都内23区内に開設した．このような医療

環境と選ばれる医療機関と言う時代背景の中で，

一診療所が開設後7年9カ月間に行った上肢の手

術症例を検討し，無床診療所での手術が支障なく

良好な結果を得ることで今後も症例の増加を図

り，また，さらに手の外科を展開するには如何な

る配慮が必要かを述べる．

【対象】手術総数は726例，うち上肢手術は300例

で，その推移は開設初年は総手術数38例中上肢手

術は10例26.3％であったが，手術例は漸次増加し

2005年には上肢手術は総手術例の50.6％を占め

た．300例の内訳は女性190例，男性110例，疾

患別では，ばね指85例，ドケルバン病6例，手根

管症候群37例，肘部管症候群15例，骨折24例，
靱帯断裂15例，腫瘍72例，その他46例であった．

【方法】医師一人で可能な手術は平日診療中に，助

手を要するものは第2土曜日に手術を行った．手

術方法は手根管症候群は約25mmの皮切で手根管

開放術，肘部管症候群はKing変法，関節内骨折を
伴うマレット指の石黒法やPIP関節側副靱帯断裂

のMITEKanchor使用例はX線透視下に行った．

粘液襄腫は摘出後，指神経背側枝を温存した回転
皮弁で創を閉鎖した．

【結論】手の外科症例数は総患者数に伴い増加して

いる．患者間の紹介が多い地域密着型の当診療所

では全職員の細やかな日常診療態度が重要とな

る．病態や治療方法の説明は理解しやすい言葉で

行い，併せて図示している．医師への信頼形成に

は治療結果の良否が最大要因となることが多い．

抗血小板薬などの服用例では薬剤ごとに術前，術

後の服用中止期間に注意を払う．土曜日の手術例

は翌朝に電話で容態を伺い，術後経過の把握と不
安の解消に努めている．
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ランチョンセミナー2

CRPStypelにおける診断と治療
DiagnosisandTreatmentofCRPSTypel

浜 田 良機

山梨大学大学院医学工学総合研究部整形外科

Complexregionalpainsyndrome(CRPS)は，手術を含めた外傷あるいは心疾患など

に続発する瘻痛症候群で，1995年世界瘤痛学会(IASP)で,ReflexSympatheticDystrophy

をtypel,あきらかな神経損傷と診断される外傷に続発するCausalgiaをtypellとする分
類とその診断基準が報告された．しかし診断に際してもっとも注目きれる持続性痙痛，

allodynia,あるいは知覚過敏(hyperalgesia),またあるいは交感神経系の異状反射と考え
られる発汗異常，皮層の色調の変化，腫張などは軽度から高度なものまでさまざまであるこ

と，有用な補助検査法がないこと，さらには発症後の経過時間によって症状が変化すること

などから，たとえ診断基準を用いても医師がCRPSとしての症状であると判断しないかぎ

りCRPSと診断されない危険性が常に存在している．またこの診断基準は，麻酔科領域では

広く利用されつつあるが，整形外科領域では,Kozinの診断基準やI｣ankfbrdの分類が一般

的で,IASPの診断基準は一部の医師にしか利用されていない．したがって診療科によって

診断が異なる可能性があるなどの問題点も残っている．一方，治療法については，各種の薬

剤や神経ブロックの有用性が報告されている．しかし，比較的軽度の臨床症状を呈する症例

がCRPSと診断されない，また，他の疾患をCRPSと診断するなど医師によって異なる診

断のもとで治療が行われることもあって，報告された治療法の有効性についても明確な結

論がないのが現状である．今回は,IASPの診断基準で最も重要な持続性瘤痛やallodynia

などの存在を診断する際の注目点,CRPS症例に対する対応の注意点，さらには発症早期で

の有用な治療法について，当科での診断，治療経験に基づいて報告する．
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職業ピアニストの手の障害

HandDifficultiesamongProfessionalPianists

'横浜市立大学医学部整形外科，2宇都宮大学工学

部機械システムエ学科バイオメカニクス研究室

○酒井直隆'･2

【目的】音楽家の手の障害について，職業ピアニス

トを例にその実態と治療法および演奏動作の特殊

性を明らかにする．

【方法】これまでに演者が治療したアマチュアおよ

び若年者を除く職業ピアニスト703例を対象とし

た．症例の内訳は男111，女592例であり，受診

時平均年齢は30歳，罹患側は右347,左203,両

側153例であった．これらのうちoveruse障害の

原因調査を行い，原因と考えられたピアノ演奏の

三次元動作解析を併せて行った．

【結果】腱鞘炎は157手でdeQuervain病が83,屈
筋腱腱鞘炎が72手であった．付着部炎は132手で

上腕骨外側上穎炎86,内側上穎炎20,榛･尺側手

根屈筋腱付着部炎13,榛･尺側手根伸筋腱付着部

炎6手であった．筋痛は111手で前腕伸筋36,前

腕屈筋26,骨間筋25,母指球筋11,小指球筋11

であった．関節痛は85手でHeberden結節22,PIP

関節捻挫16,MP関節捻挫8手であった．神経障

害は142手でフオーカル・ジストニア105，肘部

管症候群20,手根管症候群6手であった．176例

が障害発生時に練習したピアノテクニックを特定

しており，オクターヴ82,和音57,フオルテ10,

音階8，母指の代え指6，アルペジオ3，その他10

例であった．オクターヴと和音が全体の90％を占

めており，これらのテクニックの光マーカーによ

る三次元動作解析を行ったところ，母指と小指が

外転位のままで打鍵をくり返していた．この場合，

手の小さなピアニストは小指より母指の外転角を

大きく取ることでhandspanの不足を補ってい
た．

【結論】職業ピアニストの手の障害では腱鞘炎が全

体の22％を占めるに過ぎず，他方フオーカル・ジ

ストニアは14％に達していた．音楽家の手の障害

では，演奏に要する巧綴動作の特殊性を明らかに

することが重要である．
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管楽器奏者に発生する手・上肢の障害

DisordersoftheHandsandUpperExtremitiesin

WindlnstrumentPlayers

防衛医科大学校整形外科

○根本孝一，有野浩司，尼子雅敏，

加藤 直樹 ，土 原豊 一

音楽家に発生する医学的問題は，1980年代から欧

米において注目を集めて来たが，日本ではまだ大

きな関心が持たれていない．しかし，音楽活動の

隆盛に伴って障害の増加が危倶されるので，医師

と音楽家の双方に理解が求められる．今回，自衛

隊音楽隊員の医学的問題に関する疫学的調査のう

ち管楽器奏者の手・上肢障害について報告し，さ

らに代表的症例を呈示する．

【対象】自衛隊音楽隊隊員278人のうち管楽器奏者

235人を対象とした．年齢は18歳から57歳(平均

35歳)で，男性184人，女性51人であった．演奏

歴は6年から41年（平均21年）であった．

【方法】質問紙法による調査を行い，有症状者のう

ち受診希望者の診察を行った．X線撮影は行って

いない．

【結果および考察】質問紙法による調査の結果，手・

上肢の有症状者は71名(30％)であり，男性の27％，

女性の41％に症状が見られた．年齢，演奏歴には

一定の傾向は見られなかった．症状(重複あり)は，

瘤痛56％，しびれ10％，弾溌4％などであった．部

位(重複あり）は，肩12％，肘13％，前腕4％，手

関節24％，手指47％であり，手指では母指ついで

小指に多かった．楽器別では，フルート，オーボ

エ，クラリネットの奏者に多い傾向があった．ク

ラリネットやオーボエ奏者の右母指痛，ホルン奏

者の右手関節痛など楽器特有の症状も見られた．

有症状者のうち医療機関受診者は14名に過ぎな

かった．診察による診断は，肩関節周囲炎，肘部

管症候群，上腕骨外上穎炎，腱鞘炎，母指CM関

節症，弾発指，指過度可動性，局所性ジストニア

などであった．

楽器演奏には細やかな手指の動きが要求され，治

療には楽器の特性と演奏法に関する知識が要求さ

れる．今後，医師，音楽家，音楽教師，楽団管理

者に対して音楽家医学の啓蒙が必要である．
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弦楽器奏者とmusician'shand

Musician'sHandofString-instrument'sPlayers

'相模台病院整形外科，2北里大学東病院整形外科

○鈴木俊1,二見俊郎2,小林明正2

楽弓に張った馬の尾の毛を，弦にこすりつけるこ

とにより生じた振動音を，共鳴胴で増幅させる構

造を持った楽器を擦弦楽器（以下，弦楽器）とい

う．弦楽器は基本的に両上肢の筋力により発音さ

れる．右上肢には，楽弓を扱う"運弓"・左上肢に

は，“楽器の保持"と，指板の上で弦を押さえる"運

指”の役割がある．世界には様々な弦楽器が存在

するが，今回ヨーロッパを起源として発達した弦

楽器，ヴァイオリン，ヴィオラ，チェロ，コント

ラバス，にまつわる両上肢の問題について概説す

る．ヴァイオリン，ヴィオラ演奏時の右上肢は，

チェロ，コントラバスより肩関節が強く外転，挙

上した姿位を強いられる．コントラバスにはフラ

ンス式と，ドイツ式の二つの楽弓，運弓法があり，

各々で指，手関節などの運動システムがかなり異

なる．ヴァイオリン，ヴィオラ演奏時の左上肢は，

肩関節外転，肘関節屈曲，手関節伸展の姿位で，こ

れはまさに尺骨神経に強い緊張を強いる擬陽性を

出しやすいelbownectiontestの姿位と極似して

いる．また，楽器を左鎖骨上に押しつける様に保

持するため,Wrighttestの姿位でMorleytestを

しているようなものである．ヴィオラには，理論

上と現実の楽器サイズの問題がある．チェロ，コ

ントラバス演奏に際し，運指時の左手関節，肘関

節，肩関節の姿位は比較的自然であり，左上肢に

まつわる問題は少ない．また，今回，神奈川県内

の市民オーケストラ三団体の団員，指導者等にア

ンケートおよび聞きこみによる，両上肢の瘻痛，し

びれなどの有症率調査を行った．その結果，弦楽

器奏者の有痛性の症状のほとんどがoverusepain

であり，アマチュア演奏家の瘤痛のほとんどが休

養により容易に改善するのに対し，職業演奏家の

ほとんどが，瘻痛を抱えながら仕事をしている実

体が明らかになった．
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小児・若年者におけるMusician'sHandの

診断と治療

TifeatmentfOrMusician'sHandofYoungArtist

'東京先進医療センター整形外科，2川崎市立川崎

病院整形外科，3荻窪病院整形外科

○仲尾保志19堀内行雄2,田崎憲一3

【目的】音楽演奏家の手の治療は，様々な制約の中

で高度な機能再建を要求されるため，治療計画に

悩むことも少なくない．特に小児や若年者では，手

指のサイズに合わない楽器の形状や不適切な演奏

フオームなどが障害に影響していることもあり，

注意深い診察が要求される．今回，18歳以下の

Musician'sHandの治療経験を調査したので報告

する．

【対象】対象は女24,男7例で，患者年齢は8歳～

18歳，楽器はバイオリン15例，ピアノ8例，クラ

リネット3例，チェロ2例，コントラバス，トラン

ペット，フルートが各1例であった．障害の内訳

は肘部管症候群12例，腱鞘炎8例，上腕骨外上顎

炎6例，関節炎5例，屈筋腱滑膜炎4例，骨折2例，

手関節ガングリオン1例であった．

【結果】バイオリニストは，左の肘部管症候群が9

例と多く，いずれもStruthers'arcadeでの障害で

あり，小指が短いため，もしくは楽器の形状が大

きく，左肘を過度に外反屈曲して演奏することが

原因と思われた．同部へのステロイド注射と夜間

肘伸展位保持，演奏フォームの矯正，楽器の形状

の調整などが有効であったが，2例でarcadeの開

放手術を必要とした．また，ピアニストの外上穎

炎5例は，ストレッチとステロイド注射で改善し

た．屈筋腱滑膜炎などによる指分離の不良例は，4

例中2例で手術によって分離した．

【考察】Musician'sHandに発症する疾患は，over

useに原因することが多く，注射や薬物療法，装具

療法などが有効であったが，手指が未発達の小児・

若年者には，楽器の形状の調整やフォーム矯正な

どを要することも少なくなかった．症状の進行例

では，手術を必要とした症例もあり，患者の演奏

姿勢をよく観察し，早期に適切な治療を行うこと

が重要と思われた．
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手の外科を専門とする医師への提言
一演奏家を代表して－

ProposaltotheHandSurgeonsfromOneArtist

Saxophonist

○福井健太

【シンポジウムでは】

演奏家の立場から，次のような点についてコメン

トさせていただきます．

1）演奏家としての練習や公演活動により長く悩

まされたことのある痛み，関節炎，腱鞘炎など

の経験

2）このような痛みを治してもらいたくて整形外

科に受診しても｢手術するようなものではない

から…｣と親身になって診てもらえなかった経
験

3）そして今も多くの演奏家が病院や専門医を探
していること

4）日ごろからこれらの症状を克服し乗り越えて

いくためにしている工夫や演奏家の中でよく

行われている予防法

5）演奏家をめざす後輩や自分の生徒に対して手・

指･腕･肘などのさまざまな痛みの症状を和ら
げるために指導していること

などを紹介させていただき，演奏家を代表して特

に手の外科を専門とする医師に対する希望を述べ
させていただきます．

【プロフィール】

1978年浜松市に生まれ育つ．東京藝術大学卒．東

京都在住．ノンジャンルプレイヤーとしてリサイ

タル，コンサートやライブ，レコーディング活動

を国内外で展開．アンデイーサクソフオンカル

テットのメンバーとしても活動中．

浜松市立積志中学校，静岡県立浜松西高等学校出

身．サクソフォンは須川展也，二宮和弘，冨岡和
男の各氏に師事．
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神経原性腫瘍の自然経過

TheClinicalCourseofNon-operatedPeripheral

NerveTumor

浜松医科大学整形外科

○澤田智一，長野昭，佐野倫生，

舩橋伸司，森本祥隆

【はじめに】一般に末梢神経から発生した神経原性

腫瘍に対しては手術的切除を治療の第1選択とす

ることが多い．しかし，腕神経叢や上腕近位に発

生したものでは神経鞘腫であっても核出できない

ことがあり，術後に神経麻揮を生じることがある．

近年，脊髄に発生した腫瘍の自然経過についての

報告は散見されるが，末梢神経に発生した腫瘍で

長期にわたって経過観察を行った報告はほとんど

ない．

【目的】保存的加療を行った神経原性腫瘍について

検討を行った．

【対象と方法】臨床所見と画像検査から神経原性腫

瘍と診断され，2年以上当科にて保存的加療を

行った10症例10腫瘍を対象とした．発生神経は

僥骨神経4腫瘍，腕神経叢3腫瘍，正中神経1腫瘍，

大腿神経1腫瘍，脛骨神経1腫瘍であった．発生部

位は8例が四肢近位部での発生であった．男性7

例，女性3例，最終受診時年齢は平均58歳，経過

観察期間は平均43カ月であり，4年以上が1例，6

年以上が3例あった．

【結果】保存的加療を行ったもののうち，初発症状

は無症候性の腫瘤の触知が8腫瘍と最も多かっ

た．腫瘍の触知または症状出現から初診までの期

間は平均16.1カ月であった．感覚障害を認めたも

のは1例もなかったが，運動障害を認めたものは

2例あった.Tinel様signは10例全例に認めた．

MRIでの最大の腫瘍径は20～50mm(平均31mm)

で，半年ごとのMRI検査にて経過中に明らかな大

きさの増大を認めたものはなかったが，瘤痛の増

悪が1例，自覚的な筋力低下の進行が1例存在し

た．

【考察】2年以上経過をみた症例の中に，症状や大
きさの著明に変化した症例はみられなかった．そ

のため，末梢神経由来の神経原性腫瘍に対しては

手術の適応をより慎重に吟味する必要があると考

えた．

1-5-S84

手指良性骨腫瘍の鏡視下手術

EndoscopicSurgeryfOrtheTreatmentofBenign
Bone'IilmorsintheHands

名古屋市立大学医学部整形外科

○関谷勇人，小林正明，岡本秀貴，

大塚隆信

【目的】手指発生の良性骨腫瘍の治療としては，一

般に骨を開窓して行う直視下の病巣掻爬と掻爬後

の骨欠損部への自家骨あるいは人工骨移植が行わ

れている．しかし病巣掻爬のみでも良好な成績が

得られるとの報告が散見されることから，我々は

1992年から手指の良性骨腫瘍に対して骨移植を

行わない鏡視下掻爬術を実施してきた．これまで

の13年間に内軟骨腫を中心とする61症例を経験

したので，その経験と治療成績について報告する．

【手術方法】外来手術として上腕神経ブロック下に

実施する．最初に罹患部の榛側と尺側にそれぞれ

2～3mmの皮切を加えて，キルシユナー鋼線で骨

孔を作製する．小鋭匙で骨髄腔内を盲目的に掻爬

し，得られた組織を病理組織検査に提出する．骨

髄腔内に生食水を流入させて腫瘍の砕片を十分洗

い流した後に，直径1.5mmの関節鏡で鏡視しなが

ら小鋭匙と電動シェーバーを使用して残存する腫

瘍組織を掻爬する．腫瘍が広範囲に存在する症例

では適宜ポータルを追加する．骨移植や人工骨の

補填は行わない．術後は1～3日間の圧迫包帯の

後，日常生活での使用を許可し，病院でのリハビ
リテーションは行わない．

【成績】腫瘍掻爬後の骨欠損部における新生骨形成
は全例で良好であり，術後平均2.3カ月で新生骨形

成を認めた．また罹患部の皮質骨のリモデリング

も術後平均3.8カ月から観察された．手の機能は術

後速やかに回復し，特別なリハビリテーションは

必要ない．手術嬢痕は小さく，美容的にも優れて

いる．

【結論】内視鏡の使用により，小さな骨孔から骨髄

腔内の腫瘍を観察して掻爬することが可能であっ

た．手術手技は，多少の習熟を要するが，比較的

容易である．本法は手指の良性骨腫瘍に対する最

小侵襲手術として有用である．

一S46-



1-5-S85

腱鞘巨細胞腫の治療

TreatmentofGiantCellTumorofTbndonSheath

’愛整会北斗病院整形外科，2中日病院整形外科，

3愛知県がんセンター愛知病院整形外科，4安城更

生病院整形外科，5名古屋記念病院整形外科

○中西啓介1,山本美知郎2,米川正洋3,

浦田士郎4，紫藤洋二5

【目的】手指に発生した腱鞘巨細胞腫の臨床，画像
所見および治療成績を検討する．

【対象と方法】'98年以降の愛知病院，北斗病院で

の自験例13例と，名古屋記念病院'90年以降19例，

安城更生病院'98年以降14例を，罹患部位，生検

の有無，画像所見，切除方法，再発の有無および

合併症について検討した．

【結果】発症年齢：15～80歳（平均44.6歳)，男

17例，女29例．発生部位:前腕1，手関節部1，手

掌1，栂指5，示指14,中指10,環指7，小指7，

多発例1例．初診時再発例が2例であった.X-p:
骨の圧排または浸食像を19例に認めた.MRI:T1

で筋と同じ低信号,T2では低または低と高信号が

混在する所見であった．大きな2例は，生検にて

診断した．全例に辺縁切除を行った．半数以上の

症例で腫瘍と癒着した腱鞘や関節包の一部を，1

例に指動脈を切除した．ADL障害を来たす合併症

はなかった．安城更生においてのみ手術顕微鏡を

使用した．術後観察期間（月）は，自験例で1～75

(平均:31.7)，名古屋記念1～70（平均:6.7)，安

城厚生1～9（平均5.2）で，再発は自験例1例と
名古屋記念の1例に生じた．

【考察】腱鞘巨細胞腫はWHO分類では，びまん性

巨細胞腫（以前のPVNS)や,MFHと同じ範晴で

ある線維性組織球性腫瘍に分類される．手指では

最も発生率の高い腫瘍であるが，びまん型では，

10％以上の高い再発率が報告されており，正確な

術前診断と切除，術後の病理診断と経過観察が要

求される.MRIは他の腫瘍との鑑別や，腫瘍が限

局型かびまん型かの区別，局在の把握に有用で

あった．また生検は確定診断に有効であった．短

い経過観察であるが，46例中2例に再発した．こ

の腫瘍は，浸潤があれば周囲の組織を腫瘍側に付

けて切除する辺縁切除を原則とすべきで，特にび

まん型の場合は，顕微鏡下手術に習熟した施設で
行うことが望まれる．
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手関節ガングリオンの鏡視下治療

ArthroscopicTreatmentfOrWristGanglion

弘前大学医学部整形外科

○西川真史，藤哲，神裕道，

湯川 昌広 ，岩 崎弘 英

【目的】我々 は，手関節ガングリオンに対し手関節

鏡視下治療を行っているのでその方法と成績につ

いて報告する．

【方法】手関節背側および掌側に発生し，保存治療

や外科的切除術で再発を繰り返し,MRIで手関節

と明らかに接しているガングリオンに対して関節

鏡視下治療を行った．背側ガングリオンでは1－2

portalから鏡視し,3-4portalをworkingportal,

掌側ガングリオンでは3-4portalから鏡視し,1-2

portalをworkingportalとした．鏡視は関節内か

ら嚢腫が縮小するまでガングリオンの基部を切除

する．現在まで本法を施行した症例は背側ガング

リオン61例（男18，女43)，61関節（右28，左

33)，掌側ガングリオン17例（男8，女9)，17関

節（右8，左9）であった．基部が明らかでない場

合はガングリオン襄腫と関節腔と連絡させるよう

に軟部組織を切除する．襄腫が大きい例では術後

2カ月程度襄包が残存するが徐々に小さくなって

消失する．

【成績】背側ガングリオンは舟状月状骨靱帯の背側

から関節包付着部にそって発生し，背側鏡視のみ

で基部が確認できるタイプ(1)，ガングリオンを

皮膚上から圧することで基部が判るタイプ(2a),

圧しても判らないタイプ(2b)に分けられた．掌

側ガングリオンは掌側靱帯の隙間から発生してい

た．術後6カ月以上経過した症例は背側55例，掌

側16例でそのうち再発した症例は背側3例（根治

率94.5％)，掌側3例（根治率81％）であった．合

併症は掌側ガングリオン切除中に僥骨動脈を傷め

直視下に縫合した1例のみで他に合併症はない．

【結論】手関節鏡視下ガングリオン切除術は小侵襲

で再発率も低い．手術のポイントは術前MRIでガ

ングリオンと関節との位置関係を確認しておく事

と，鏡視中にガングリオンを指で圧することで関

節内でのガングリオンのふくらみをよく観察する
事である．

！
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血管腫の治療指針

StrategyfOrtheTreatmentofHemangiomaofthe

Hand

'関門医療センター整形外科，2山口大学医学部整

形外科

○伊原公一郎1,村松慶-2,大井律子2,

橋本貴弘2，重冨充則2

血管腫は正常の血管に類似した組織像を示す，代

表的な良性軟部腫瘍の1つである．真の腫瘍とい

うよりは過誤腫的性格が強く，小児，若年者に好

発し，生下時より認めるものも少なくない．血管

腫の多くは皮膚に生じ，なかでも頭頚部に好発す

ることから，皮膚科医や形成外科医の診療を受け

る機会が多い．整形外科医が治療の対象とするの

は主に皮下，筋肉内などの深部に発生する血管腫

である．浅在性で皮膚の色調や血管の異常を認め

る場合には診断は容易であるが，深在性のもので

は診断に苦慮することがある．腫脹は軟らかく軽

快，増悪を繰り返すことが1つの特徴で，増悪時

にはしばしば瘤痛を伴う．下垂試験や駆血試験な

どの負荷テストが診断の参考になることがある．

単純X線像では半数以上の例で小円形石灰化像，

いわゆる静脈石を認め診断価値が高い.MRIでは

T1強調像で中等度,T2強調像で高信号を呈し，造

影効果を有する境界不明瞭な腫瘤として描出され

る．われわれの血管腫の治療方針は，良性腫瘍で

あるので腫脹以外に症状がないか軽微であれば経

過観察を原則としている．とくに毛細血管腫は自

然消退することが多く，経過観察が基本である．し

ばしば痙痛を繰り返すものが治療の対象となる

が，腫瘍の境界が明かでなく術後再発する傾向が

強い．また筋肉内血管腫では罹患筋切除による機

能障害を遣残することもある．手術に際しての十

分なインフォームドコンセントが要求されるとこ

ろである．皮膚を含めた広範な切除が必要な場合

には，遊離皮弁などのマイクロサージャリー再建

手技が有用で根治的治療となり得る．切除が困難

な場合には硬化療法などの保存的治療も考慮され

るが演者らには経験がない．若年者が多く良性腫

瘍であることから，放射線治療の適応は限られる．

1-5-S88

悪性腫瘍の治療

SurgicalManagementofMalignantBoneandSoft
TissueTilmoroftheHand

l札幌医科大学整形外科，2滝川市立病院3日鋼記

念病院，4東北海道病院

○和田卓郎1,金谷耕平2,磯貝哲39

辻英樹'，薄井正道4

【目的】手は皮下組織が乏しく，狭い空間に神経，

血管，腱などの重要な組織が近接して存在する．ま

た，明確な解剖学的compartmentが存在しない．
そのため，手の悪性骨軟部腫瘍の広範切除を通常

のwidemarginで行うと，多くが手の切断になる．

腫瘍のcurabilityを維持しながら機能温存を図る

ためには，手の特殊性を考慮した切除縁と再建法

が必要である．本発表では，当科で用いてきた手

の切除縁，再建法を紹介する．さらに，治療成績

評価において，近年重要視される患者立脚型QOL

評価法についても触れる．

【切除法】手に発生した骨軟部肉腫の切除縁とし

て,｢2cm以上の正常組織，あるいは2つ以上の

barrierを介して腫瘍を切除する」という基準を用

いてきた．その上で可能な限り手の機能の温存を

はかってきた，

【再建法】指列温存例では有茎，遊離皮弁を用いた

軟部組織再建が必要であった．榛骨遠位部発生の

骨肉腫と骨巨細胞腫には遊離血管柄付き腓骨を用

いた再建を行った．基節骨発生の骨巨細胞腫には

enbloc切除を行った後に，足趾関節移植を用いて

再建を行った．

【術後機能･QOLの評価法】骨軟部肉腫患者の評価

にはISOLS(Enneking)の評価法が汎用されてき
た.ISOLSは簡便であるが，医師が行う評価法で

ある．我々は上肢に発生した骨軟部肉腫患者の術

後成績を患者立脚型評価尺度であるDASHとSF-

36で評価し,ISOLSとの比較を行った．DASH,

SF-36の2つの下位尺度はISOLSと有意に相関し

た．しかし，患者の状態に対する感受性はISOLS,

DASH,SF-36の順に低下した．上肢発生の骨軟

部肉腫患者の術後成績をDASH,SF-36で評価す

ることは妥当と考えられた．その結果の解釈には

注意が必要と考えられた．
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ランチョンセミナー3

関節リウマチの診療ガイドラインとその考え方

GuidelinefOrtheManagementofRheumatoidArthritis

山本一彦

東京大学医学部アレルギーリウマチ内科

診療ガイドラインとは｢特定の臨床状況に関して，医師および患者が適切にヘルスケア上

の決断を行えるように支援するために体系的に作成された文章」と定義することができる．

2002年にアメリカリウマチ学会(ACR)の新しいガイドライン「guidelinesfbrtheman-

agementofrheumatoidarthritis:2002Update」が出された．これはRA患者に対してい

かに診療すべきかの基本的ガイドラインであり，病初期における治療の有効性，治療の予後

に及ぼす効果，新しい薬の導入などの進展を受け，可能な限り科学的根拠に基づいたものに

したとの記述がある．これに対して我が国では厚生労働科学研究｢科学的根拠に基づく関節

リウマチ診療ガイドラインの策定に関する研究班」が大阪大学の越智隆弘教授のもとに組

織され，2004年に発表された．本講演では，これらを概説してRAのガイドラインについ

て理解を深めて頂くとともに,EBMについての問題点も挙げ，どのようにガイドラインを

とらえるかを考えて頂くことを目的とする．
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手の腫瘍症例の検討

AnalysisofHandTilmors

九州大学医学部整形外科

○細 川哲，光安廣倫，芳田辰也，

三浦裕正，岩本幸英

【目的】当科にて外科的治療を行い診断の確定した

手部（手関節より遠位）の骨・軟部腫瘍について

検討を加えた．

【対象および方法】対象は1993年から2004年の間

に当科において手術を行い診断の確定した手の腫

瘍症例78例である．骨腫瘍は手根骨より末梢の32

例，軟部腫瘍は手関節より末梢の46例であった．

軟部発生のガングリオンは除外した．男性30例，

女性48例，手術時年齢は2歳から78歳，平均35.9

歳であった．術後観察期間は11ヶ月から10年，平

均4．7年であった．

【結果】良性骨腫瘍では内軟骨腫，骨軟骨腫が多く

認められ，発生部位では指骨に21例，中手骨に10

例，手根骨に1例と指骨に多く認められた．骨腫

瘍のうち最も多く見られた内軟骨腫については男

性7例，女性15例と女性に多くみられ，左右では

やや左に多く認められた．発生部位は22例中14例

が小，環指であった．良性骨腫瘍に対しては切除

術あるいは掻爬・骨移植術を行い,Giantcellre-

parativegranuloma(GCRG)の1例のみに再発
を認めた．悪性骨腫瘍はなかった．良性軟部腫瘍

では腱鞘巨細胞腫が17例，血管腫が10例と多く

認められた．発生部位では指部に多く，ついで手

掌，手関節であり，手背の発生は脂肪肉腫の1例

のみであった．良性軟部腫瘍には全例辺縁切除を

行い，再発例はなかった．悪性軟部腫瘍では粘液

型脂肪肉腫,MFH,滑膜肉腫，類上皮肉腫の再発

の各1例に対し広範切除を行い現在のところ再発

を認めていない．

【考察】各腫瘍の発生部位，病理診断は過去の報告

と類似していたが,ABCやGCRGなど鑑別を要す

る腫瘍も存在した．手の腫瘍はほとんどが良性で

原発性であり，機能や形態面を考慮しながら完全

摘出すると再発は少ないと考えられた．

1-5-90

手指内軟骨腫に対する掻爬単独による治療

成績

TheTreatmentofEnchondromaintheHandby

SimpleCurettage

'自治医科大学整形外科，2下都賀総合病院整形外

科

○堀井倫子l,杉本直哉l,安食孝士2,

星野雄一’

【目的】手指内軟骨腫に対する手術方法には，掻爬

のみ，掻爬＋人工骨充填，掻爬＋自家骨移植など

が行われているが，当科における掻爬単独による

治療成績を報告する．

【対象･方法】1996年～2005年に手術を行った12

例（男8例，女4例）で，手術時年齢は12～76歳

(平均34.1歳)，発生部位は基節骨7例，中手骨5

例であった．初診時，病的骨折をおこしていたも

のは転位が少なかったため，保存的治療で骨癒合

を待ってから腫瘍掻爬を行った．手術は,Kワイ

ヤーとのみで骨皮質を開窓し，鋭匙で腫瘍を正常

な骨が露出するまで掻爬した．生食洗浄後，何も

充填せずに閉創した．手術時間は35～89分（平

均58．8分）であった．

【結果】経過観察期間は7～31か月（平均15か月）

で，再発例や術後骨折例はなかった．可動域制限

や日常生活に支障をきたすような瘤痛の残存はみ

られなかった．骨形成は良好で,remodelingがほ

ぼ完成された時期は12例中9例で6～12か月で

あった．12例中3例は術後間もないため経過観察

中であるが，骨形成がみられている．

【考察】掻爬＋人工骨や自家骨移植により臨床成

績,X線学的成績ともに良好な成績であると多数

報告されている．また，掻爬のみでも成績に差が

ないとの報告があるため，当院でも1996年からは

掻爬単独による手術を行ってきた．その結果，骨

形成,remodelingは良好であり，合併症も少ない

上に，手術時間が短い，侵襲が少ない，手術の費

用削減などの点において十分有用であると考え

た．
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MP関節近傍内軟骨腫の病的骨折に対する
小型創外固定器の治療経験

OperationwithaSmallExternalFixatoronthe

PathologicalFractureattheBaseofProximalPha-

lanx:ACaseReport

'東海大学医学部整形外科，2東海大学医学部付属

八王子病院

○原山大樹1,岡義範2

【はじめに】若年者の基節骨に病的骨折を伴い発見

される内軟骨腫は比較的多い．その内，術後MP関

節部の残存骨量が少なく良好な固定に難渋し，可

動域制限が残る症例も多い．今回，小型の指用創

外固定器を用い良好な成績を得たので報告する．

【症例】26歳･女性，左示指基節骨内軟骨腫により

病的骨折をきたし来院，手術を施行した．手術は，

美容上の理由で背側侵入を希望しなかったため掌

側より侵入，病巣を掻爬した．腸骨から自家海綿

骨を移植し，骨折片で損傷した屈筋腱のGliding
Hoorを修復した．直径1.2mmのピンを掌側から，

神経・血管・腱を避けて骨片に刺入し，指用創外

固定器で連結，固定した．術後2日目より自動可
動域訓練を開始した．

【結果】術後10日で,MP関節は0/90,PIP関節
は，自動可動域-20/80,他動可動域0/110となっ

た．術後7週で創外固定器を抜去．12週でMP関

節は0/90,PIP関節は，自動可動域-15/120,他

動可動域0/120,DIP関節は0/80を獲得した．

【考察】MP関節近傍に発生した内軟骨腫の掻爬術

後は，軟骨下骨部の残存骨量が少なく，病的骨折

部を十分安定化させ難い事が多かった．病的骨折

部の固定には，従来，1）移植皮質骨ごとCIoss-

Pinning,2)指用小プレート固定,3)背側からの

指用創外固定器などが用いられてきたが，1)は固

定性が弱く，2)はScrewのloosemng,3)はsagittal
bandやexpansionhoodの固定となる可能性，指

間部が狭く設置し難い可能性があり不利である．

今回用いた小型の創外固定器は，関節面に沿って

水平にピンが2本刺入でき，骨折部が充分に安定

し，早期からの可動域訓練が可能で,良好な成績が
得られる方法である．
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腕神経叢の神経原性腫瘍の局在とアプロー
チについて

SuIgicalStrategyfOrNeurogenicTilmorsinBrachial
Plexus

'独立行政法人国立病院機構金沢医療センター，

2金沢大学医学部整形外科

○多田薫l,池田和夫2,富田勝郎2

【目的】腕神経叢の神経原性腫瘍の治療において

は，適切なアプローチを選択し，十分な視野を確

保することが必要である．今回，我々が経験した

腕神経叢の神経原性腫瘍の局在と，それぞれに対

するアプローチについて検討したので報告する．

【対象】1988年から2005年までの期間に当院とそ

の関連施設で，腕神経叢の神経原性腫瘍に対し摘

出術を施行した，男性11名，女性8名の19名，24

腫瘍を対象とした．組織診断別では，神経鞘腫が

19例，神経線維腫が4例，悪性神経鞘腫が1例だっ

た．腫瘍の発生部位別では，頚椎砂時計腫が3例，

神経根部が4例，神経幹部が5例，神経束部が2例，

末梢神経部が10例だった．頚椎砂時計腫の内訳

は，戸山分類で2bが1例,2cが1例,3bが1例

だった．

【結果】2bの1例,3bの1例は後方アプローチの

後，前方アプローチを行った.2cの1例は前方ア

プローチのみで腫瘍の全摘出が可能だった．他の

21例は前方からのアプローチで摘出が可能だっ

たが，悪性神経鞘腫の1例を含む神経束部の2例で

は，頚部の逆L状切開に加え鎖骨の骨切りが必要

だった．

【考察】腕神経叢の神経原性腫瘍の治療において

は，健常な神経を温存し，腫瘍部を完全に摘出す

るため，十分な視野を確保する必要がある．頚椎

砂時計腫の中でも，脊柱管内から腕神経叢部にか

けて広範に腫瘍が存在する例では，後方アプロー

チの後，前方アプローチを行う必要がある．しか

し，椎間孔部より末梢に腫瘍が存在する例では前

方アプローチのみで摘出が可能だと考えられる．

また，無理な操作を避けるために，皮切の延長や

鎖骨の骨切りを想定し手術に望むことが必要であ
る．
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神経鞘腫に対する超音波検査の有用性と愛
護的核出法

TheUtilityofUltrasonographyfOrSchwannomaand

PeelTbchniquefOrEnucleation

市立札幌病院整形外科

○平地一彦，佐久間隆

【目的】神経鞘腫の治療には，摘出後の麻揮を最小

限にする診断・核出手技が必要である．超音波診

断の有用性とブドウの実を押し出すような核出法

について報告する．

【方法】1995年からinfbrmedconsentを得て摘出

を行い，神経鞘腫と病理診断した37腫瘍（27例）

を検討した．男14例，女13例，14～78歳であっ

た．全例に超音波検査，27例にMRIを行った．超

音波では紡錘形状，腫瘍内エコーを確認した．34

腫瘍にはカラードップラーを加え血流情報を得

た．

【結果】発生部位は正中神経9，坐骨神経8，皮神

経6，指神経5，尺骨神経4，腕神経叢3，他2で

あった．5例は多発例であった．超音波検査:1例

を除いて典型的な紡錐形状を示し，うち15/37腫

瘍で腫瘍内エコー変化(Targetsign)を示し,MRI

の中心壊死に一致していた．1例は円形で,5mm

と小さく腱鞘ガングリオンと誤診した．カラー

ドップラーの結果，腫瘍内血流が豊富な悪性像は

1例もなかった．脈管の位置関係把握は手術に有

用であった．核出手技：16腫瘍は従来の核出を

行った．最近の21腫瘍では顕微鏡視下で神経束の

疎な表面を縦切し，腫瘍を後方から押し出しなが

ら，ブドウの皮をむいて実を取り出すように核出

した．最後に残る細い神経線維は電気刺激後切離

した．腕神経叢発生の2腫瘍を除いた35腫瘍で核

出可能であった．術後，しびれは34/37例に一過性

増悪をみたが経時的に改善し，悪化例はなかった．

運動麻樺は一過性で，全例消失した．核出方法に

よる症状改善には有意差はでなかった．

【考察】超音波で紡錐形状・Targetsignを示せば

ほぼ診断確定である．カラードップラーで腫瘍内

血流が疎なら悪性を否定でき，周囲脈管との位置

関係把握は手術に有用である．今回有意差は出な

かったが，ブドウの実を押し出すように核出すれ

ば神経損傷を最小限にできると考えている．

1-5-94

上肢の末梢神経に発生した線維脂肪腫様過
誤腫

FibrolipomatousHamartomaatthePeripheral

NervesinUpperExtremity

'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，3国立成育医療センター整形外科,4荻

窪病院整形外科

○池上博泰l,奥山訓子19堀内行雄2,

高山真一郎3，田崎憲一’

【目的】末梢神経に発生する線維脂肪腫様過誤腫

(fibrolipomatoushamartoma)は線維脂肪性肥大
(fibrofattyproliferation),神経線維脂肪腫

(neuralfibrolipoma)など多くの呼称がある．今
回，臨床，病理組織学的に，本症と診断した上肢

に発生した7例について検討したので報告する．

【症例および結果】1994年から2003年までの10

年間に手術を行い，臨床，病理組織学的検査で

fibrolipomatoushamartomaと診断した8例（男
4，女4）を対象とした．手術時年齢は1歳から69

歳で，幼少児に発生し巨指症を伴うもの4例，成

人になってから発生し巨指症を伴わないもの4例

であった．巨指症を伴う4例のうち3例は，以前

(33，46，50年前）に他医で巨指症のために手術

を受けていた．罹患した神経は，手掌部の正中神

経本幹が3例，手掌部の正中神経掌側知覚枝が2

例，肘部での尺骨神経が2例，手関節部での尺骨

神経が1例であった．術前にMRIを撮影できた6

例のうち4例は，術前に本症の診断が可能であっ

た．患者が手術を希望した理由は，1歳の巨指症を

除くと，巨大化した神経の圧迫による瘻痛・麻溥

が5例，腫瘍の増大による局所の腫脹が2例であっ

た．腫瘍に対する手術方法は，知覚枝から発生し

ていた2例で切除を行い，神経の生検と除圧のみ

を行ったのが6例あった．また巨指症を伴う4例の

うち3例に，巨指症に対する手術も行った．

【考察】本症は，1953年のMasonの報告以来本邦

でも散見される．しかし，巨指症を伴わない例は，

ほとんどが1例報告でまとまった報告はない．知

覚枝から発生した例を除くと，腫瘍の切除は著し

い機能障害を生じるので，行うべきではない．

MRI画像は，本症の診断に非常に有効で臨床像と

あわせれば，術前に診断可能である．
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指粘液襄腫に対する手術的治療

OperativeMethodfOrMucousCystsoftheFingers

九州大学医学部整形外科

○芳田辰也，三浦裕正，細川哲，

光安廣倫，岩本幸英

【はじめに】指の粘液嚢腫は指DIP関節および母指

IP関節背側のガングリオンであり，嚢腫形成は変

形性関節症の二次的変化であると考えられてい

る．以前は爪変形のみ手術適応としそれ以外は，穿

刺吸引等の保存的治療を行っていた．しかし，粘

液嚢腫は関節と連続性があるため皮膚が非薄化し

た場合DIP関節に感染が波及しやすく,DIP関節

が化膿性関節炎となり関節固定を余儀なくされた

こともある．そこで非薄化した場合も手術適応と
している．

【対象と方法】対象は9症例10指である．中指9例，
小指1例，平均年齢52歳，全例女性である．皮膚

の非薄化したもの6例，爪変形したもの2例，皮層

の非薄化を伴わないが手術を強く希望した症例が

2例である．9例がHeberden結節を合併していた．

手術方針は皮膚の非薄化した部分の完全切除を行

い,5mm以下の皮膚欠損の場合はDIP関節とPIP

関節の間での回転皮弁により閉鎖し,5mm以上の

皮膚欠損の場合はPIP関節を越える回転皮弁によ

り再建する．非薄化のない場合はGREENのテキ

ストに準じてくの字型に皮切を加える.nailma-

trixは温存し腫瘍の完全切除を心がける.DIP関

節の関節包，滑膜，滑膜は可能な限り切除する．術
後2週間のアルフェンスシーネ固定とする．

【結果】術後追跡調査期間は4年7ケ月，全例再発
なく全例爪変形の改善を認めた．また術後合併症
も認めなかった．

【考察】皮弁による再建の利点としてDIP関節直上
の場合，関節拘縮や術後感染が生じにくく，後爪

郭の皮弁による再建では術後爪変形の改善が期待

できる．襄腫を完全に切除し欠損部は皮弁で確実
に被覆することが大切であると考える．
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ガングリオンに対するOK-432(ピシバ
ニール）を用いた硬化療法

IntralesionalOK-43211UectionTherapyfOrGan-
glions

長浜赤十字病院形成外科

○黒川正人，服部亮，金城紅子，

玉 井 求 宜

【目的】ガングリオンは日常診療においてよく遭遇

するが，摘出術を行っても再発することが多いと

いわれている．当科においても手術症例では約5％

の再発率を認めている．今回，われわれは再発例

を中心にガングリオンに対して,OK432(ピシバ

ニール）を用いた硬化療法を行い，良好な結果を

得たのでここに報告する．

【対象と方法】対象は足部9例，手関節部6例の15

例である．治療方法はガングリオンの内容を吸引

した後に，吸引した量と同じ量の濃度0.2KEの

OK-432溶液をガングリオン内に注入する．注入

後局部を圧迫して約2週間継続する．施術後2，3

日で発赤，腫脹が強く瘻痛を訴える場合には，再

び内容を一部吸引することもあった．施術後6週

間以上経過して残存が認められる場合には再度硬
化療法を行った．

【結果】施術後の経過観察期間は3カ月以上で最長

は2年であった．3カ月以上経過して再発を認めな

いものを治癒とした．上肢の6例は全て1回の治療

で治癒した．下肢の9例では5例が1回の治療で治

癒したが，3例が2回の治療を行い，1例が3回の
治療を行い治癒した．

【考察】ガングリオンの再発例では周囲との癒着を
認めるために摘出術は困難を伴うが，このような

症例にOK-432を用いた硬化療法を行うと有効で

あった．初期には術後再発例に対して行っていた

が，現在ではインフォームド・コンセントにおい

て手術療法と硬化療法を説明し，患者の選択に

よって治療法を決めている．本法の利点は手術嬢

痕が生じることはなく，治療も簡便で，繰り返し

治療が可能な点である．一方，欠点は治療後に発

熱や局所の腫脹，痙痛などを伴うことがある点で

ある．2002年より現在まで，一旦治癒したものが

再発した症例は認めなかったが，今後再発も含め

てさらなる経過観察が必要と考える．
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腱鞘巨細胞腫の治療成績と再発因子

ClinicalResultsandPrognosticlhctorofRecurrence

ofGiantCellTumorofTbndonSheath

'日本医科大学多摩永山病院整形外科,2日本医科

大学整形外科，3東京警察病院病理部

○北川泰之1,伊藤博元29澤泉卓哉29

角 田隆2，横山宗伯3

【目的】腱鞘巨細胞腫は局所浸潤性があり術後再発

率が高い．今回，当科での治療成績について調査

し，さらに再発と細胞増殖能との関連について検

討した．

【症例および方法】対象は1991年から2003年に手

術加療した腱鞘巨細胞腫40例とした．その内訳は

初発例35例，再発例5例であった．また，再発と

細胞増殖能の関連について,MIB-1indexを用い

て検討した．

【結果】初発例では術後再発はみられなかった．再

発例（再発歴を有するもの）では再発は2例にみ

られ，そのうちさらに1例に再々発が生じ，術中

所見上5例中3例に多発病変が認められた．過去を

含めて一度も再発のみられなかった症例のうちの

26例と，今回再発を認めたかまたは過去に再発歴

のある4例のMIB-1indexの中央値はそれぞれ

12％および16％であり有意差を認めなかった．

【考察】腱鞘巨細胞腫は浸潤性の発育を示すことが

多い腫瘍で，取り残しがないよう術中に腫瘍周囲

および隣接する組織を入念に検索するとともに，

術前に臨床所見や画像所見から病態を十分把握を

しておくことが重要である．初発例の治療成績は

良好であるが，再発例は再発が複数回に及ぶ症例

も存在することから初回治療が重要である．また，

腫瘍増殖能と再発の関連性は認められない．再発

関連する内的因子は明らかではないことから完全

な手術的摘出が現時点では最も有効な治療手段で

ある．

1-5-98

Diffuse型の手指腱鞘巨細胞腫について

DiffuseTypeGiantCellTilmorofTbndonSheathin
theHand

金沢大学医学部整形外科

○池田和夫，納村直希，石黒基，

田中嘉雅，富田勝郎

【目的】手指に発生する腱鞘巨細胞腫は周囲との癒

着もなく，容易に摘出できることが多い．しかし，

関節内と交通がある症例や神経血管束を巻き込む

症例を経験することもある．我々は，これまでの

症例を分類し，治療方針について検討を行った．

【方法】平成1年から当科および関連病院で手術を

行った症例は21例で，女性12例，男性9例であ

り，平均年齢は38歳であった．母指に2例，示指

に4例，中指に3例，環指に5例，小指に7例あっ

た．腫瘍が手掌部にまで拡がっていたものが3例

あった．再発例の手術が3例あり，1例は再々 発を

した．

【成績】Enzingerの分類で,13例がnodular型,8
例がdimlse型であった.dimlse型であっても，一

部分はnodular型を呈していた.diffuseな部分が

関節と交通していたのが7例あった.diHilse型の

中で3例が，健常組織を犠牲にしなければ摘出す
ることができなかった．その内訳は,PIP関節以

遠の切断術となった例,MP関節固定術を行った

例,pulleyを切除してbowstringとなった例で
あった．nodular型の中で4例に骨の圧痕が認めら

れた．difHlse型では,7例に骨内嚢腫様変化など

があった．病理診断はすべての症例で腱鞘巨細胞

腫であり，特に変わったコメントはなかった．

【考察】difVilse型の摘出にあたっては注意が必要
である．ある部分はnodular型を呈していても，腱

の裏側や関節内にdiffileseに拡がる例がある．手

術用顕微鏡下に手術を行うことが取り残しを防ぐ゙

有効な手段である．また,diHilse型の中で，健常

組織を犠牲にしなければ摘出することができな

かった症例もあり，術前に再建方法などの検討が

必要であった．
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手指に発生した腱鞘線維腫

FibromaoftheTbndonSheathintheHand

大阪医科大学医学部整形外科

○植田直樹，阿部宗昭，白井久也，

渡辺 千 聡 ， 大 塚尚

【目的】腱鞘線維腫はまれな腫瘍であり，国内外を

通じてまとまった報告は少ない．本発表の目的は，

手指に発生した腱鞘線維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】2000年以降，手術にて確定診

断した腱鞘線維腫4例を対象した．年齢，性別，痛

み，大きさ，発生部位,MRI所見，再発の有無を

調べ，腫瘍の特徴を検討した．

【結果】年齢は24歳から62歳で,男性1例と女性
3例であった．圧痛は1例に認め，大きさは直径

15mmから20×25mmであった．発生部位は,中
指基節部1例，母指MP関節部2例，手掌部1例で

あった.MRI所見は,T1強調画像で骨間筋と等信

号域2例，高信号域2例であった．T2強調画像で

は不均一な等信号から低信号2例，不均一な高信

号域2例であった．造影MRI(3例）では,1例に

早期より造影効果を認め，2例に辺縁の造影効果

を認めた．追跡期間は平均38カ月であり，再発は
なかった．

【考察】腱鞘線維腫の発生率については，
McFarland(1988)は2%,Millonら(1994年）

は3％と報告し，手部発生の腫瘍の中では多いもの

ではない.MRI所見については,T1強調画像で骨

間筋と等信号，高信号域各2例で,T2では不均一

な等から低信号，高信号域各2例であり，一定の

所見を示さなかった．このことはMichaelら(2003

年）の報告と類似しており，彼らはこの所見を腫

瘍の細胞成分と粘液変性の違いによると述べてい

る．腱鞘巨細胞腫との鑑別診断については，画像

診断では鑑別は難しく病理組織診断によることが

多い．腱鞘線維腫は腱鞘巨細胞腫より細胞成分が

少ないことが多く，このことが造影MRIの造影程

度に影響し，鑑別診断になりえると考えられる．
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上肢皮層悪性腫瘍症例の検討

SkinCanceroftheUpperExtremities

東京慈恵会医科大学形成外科学講座

○武石明精，酒井新介，小林正大，

栗原邦弘

われわれは第48回日本手の外科学会において上

肢軟部肉腫症例の経験について報告した．今回は

上肢に発生した皮膚悪性腫瘍について報告する．

【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，手術法について検討した．

【結果】症例は32例，初診時年齢は31歳から86歳，
男22例，女10例であった．組織型は有鰊細胞癌

(SCC)19例,Bowen病4例，悪性黒色腫7例，隆

起性皮膚線維肉腫(DFSP)2例であった．罹患部

位はSCCでは前腕1例，手掌2例，手背6例，指

に発生したものが10例であった．指では母指2例，

示指2例，中指2例，環指2例，小指2例であった．

悪性黒色腫では上腕2例，前腕1例，手掌1例，母

指2例，環指1例でした．Bowen病は手掌1例，指

3例,DFSPは手掌1例，母指1例であった．病期

分類はSCCでstagelが12例,stage2が5例,stage
3が2例であった．悪性黒色腫では,stage2が4例，
stage3が3例であった．全例手術を行っており，切

断例は6例でSCC3例，悪性黒色腫3例であった．

術前にBowen病と診断された症例では辺縁2-

10mm離して切除，その他の症例は拡大切除術を

行っている．再建手術は分層植皮3例，全層植皮8

例，局所皮弁3例，筋膜脂肪弁十植皮2例，逆行性

皮弁3例，広背筋皮弁2例，遊離皮弁2例，遊離足

趾移植1例であった．局所再発症例は無く，リン

パ節転移は悪性黒色腫3例，遠隔転移は悪性黒色
腫3例に認めた．

【考察】われわれは，上肢の皮膚悪性腫瘍の治療で

は，積極的に機能面，整容面両方を校了した一期

的再建手術を行っている．しかし,SCCは平均

74.7歳と高齢者が多く，早期離床，社会復帰を考

慮すると指の切断術も1つの適応と考える

！
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上肢遠位部発生軟骨肉腫の治療成績

ChondrosarcomaoftheDistalUpperExtrenty

'関門医療センター整形外科，2山口大学医学部整

形外科

○伊原公一郎l,大井律子2,村松慶--2,

橋本貴弘2

【目的】悪性骨･軟部腫瘍が上肢遠位部，とくに手

に発生することは稀であり，まとまった報告は少

ない．われわれは骨・軟部肉腫治療研究会を通じ

たアンケート調査による多施設共同研究を行って

いる．今回はそのうち軟骨肉腫の治療成績につい

て検討した．

【症例】肘以下に発生した軟骨肉腫は14例で，手

11例，前腕3例であった．手では基節骨が8例，中

手骨3例で，前腕は尺骨2例，僥骨1例であった．

男性8例，女性6例で，年齢は35～87歳，平均56

歳であった．初回治療11例，他医治療後再発3例

であった.Evansによる悪性度分類ではG1が9例，

G2が4例,G3が1例であった．先行する良性軟

骨病変を4例に認めた．術後経過観察期間は平均

48カ月であった．

【結果】手術は前腕発生3例を含む6例では広範切

除，残り8例では指列切断が行われており，いず
れも1cm程度の広範切除縁であった．再建は骨移

植4例，血管柄付き腓骨1例，人工肘関節1例であっ

た．放射線治療，化学療法を行ったものはなかっ

た．局所再発を認めたものはなく,G3の1例に術

後7年で肺転移をきたした．本例を除く13例は無

病生存中であった．機能評価可能であった10例の

MTSスコアは21～29点，平均24.5点であった．

【考察】今回の検討では局所再発はなく，この部位
の軟骨肉腫では1cmの広範切除で治癒可能と思

われる．近年G1例に対して掻爬を勧める報告もあ

るが，われわれには経験がない．手部発生の軟骨

肉腫では遠隔転移は稀とされているが，長期経過

後の肺転移を1例経験し長期に亘る経過観察の重

要性が示唆された．本腫瘍に対しては正確な診断

と適切な切除で十分治癒可能であり，罹患指を温

存するか否かは発生部位，骨外浸潤の程度や患者

の希望を十分検討した上で判断すべきである．
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母指対立再建術後の早期運動療法

EarlyMobilizationafterOpponoplasty

'愛野記念病院リハビリテーション科，2愛野記念

病院整形外科，3県立島原病院整形外科

○田崎和幸1，貝田英二2，宮崎洋一2，

辻本 律 3

【はじめに】我々は第47回本学会で母指対立再建

術後の早期運動療法の有用性を報告した．その後

も症例を積み重ねて効果的な治療プログラムを確

立したので，その詳細と成績を報告する．

【対象】平成15年から力源を環指浅指屈筋,pulley
をギオン管として行った母指対立再建術後に早期

運動療法を施行した22例24手である．男6例6手，

女16例18手，平均年齢65.1歳で，平均リハ施行
期間4.6ケ月であった．

【後療法】術後翌日に手関節軽度掌屈，母指対立位

のスプリントを作製し，術後3週間運動時以外装

着させた．術後3週間は母指球部で移行腱を触診

しながらコントロールした母指自動介助対立運動

と母指他動伸展運動を交互に10回行った．移行腱

触診下での運動は安全であるため移行筋の伸張方

向への運動にも利用し，早期から拘縮を予防した．

また母指はIP関節他動屈曲運動後に自動屈曲運

動を行い，伸展拘縮も予防した．術後3週経過時

にスプリントを除去し，指腹つまみと指尖つまみ

運動を行わせた．術後4週経過時からADLで，術

後6週経過時から制限なく患手を使用させたが，

術前の移行筋の筋力が強い症例では1～2週遅ら
せた．

【成績】移行腱縫合部の断裂例はなかった．術前と

の平均値の比較では，母指掌側外転24.2→48.3度，

母指回内69．2→118.8度，母指IP関節屈曲56.5

→55.4度,Kapandjitest2.3→9.6,指腹つまみ

力2.6→4.8kgであり，指腹つまみ力は平均4.5週

で術前を上回っていた．全例つまみ形態は改善し，

ADLでも術前困難であった巧綴動作を視覚下に

おいては早期に獲得した．

【結論】母指対立再建術後の早期運動療法はROM,

つまみ形態つまみ力,ADLの早期改善ができ，早

期ADL改善を目的としたinternalsplintの理念に
そった治療法であった．
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僥骨神経麻揮手の母指機能再建における若
干の工夫

ModificationsofTbndonTransferfbrRadialNerve

PalsytoRestoreBetterFunctionoftheThumb

'土谷総合病院整形外科，2広島手の外科・微小外

科研究所，3広島大学大学院保健学研究科

○木森研治'，蜂須賀裕己1,津下健哉2,

村上恒二3

【目的】榛骨神経麻痒における母指の伸展外転再建

には,Riordan法や津下の変法が広く用いられて

いる．しかしこれらの方法では長母指伸筋腱を第

1中手骨レベルで掌側に移行するため母指CM関

節の伸展が制限され，母指の外転時に掌側外転傾

向となり母指が引っ掛かりやすいなどの不満を訴

える症例がある．そこで我々は，より大きな母指

の伸展外転可動域が獲得できるよう長母指伸筋腱

の移行ルートに変更を加えた機能再建を行ってい

るので紹介する．

【症例と方法】症例は2例（症例1：17歳男性，症

例2:27歳男性）で,いずれも榛骨神経低位麻揮に

よる母指の伸展外転と手指の伸展障害例である．

手術はまず長母指伸筋腱を筋腱移行部で切離して

これをMP関節背側に引き出したのち，伸筋支帯

の第1区画内を通過させて掌側へ移行し，長掌筋

腱とinterlacing法で縫合した．いずれの症例も短

母指伸筋腱は欠損しており，長母指伸筋腱を第1

区画内に通すにあたって症例1では伸筋支帯を拡

大し，症例2では長母指外転筋腱を部分切除した．

なお，症例2では腕榛骨筋腱の長母指外転筋腱へ

の移行を追加した．手指の伸展再建は津下変法に

準じ，術後は3週間の外固定ののちに自動運動を

開始した．

【結果】症例1,2とも母指CM関節の伸展は健側と

ほぼ同程度となり,CM関節最大伸展時の榛側外

転はそれぞれ40.と50.であった．また，いずれの

症例も母指IP関節,MP関節可動域に大きな問題

は認めず，母指の引っ掛かり等の訴えもなかった．

しかし前腕の回旋，手関節の屈伸，榛尺屈角度に

より母指の伸展外転力は影響を受けていた．

【まとめ】長母指伸筋腱を伸筋支帯の第1区画を通

して掌側へ移行し長掌筋腱と縫合する我々の方法

は，母指の伸展外再建法として有用と考える．

！
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TESを利用した手指腱再建術の試み

TbndonReconstructionUsingTianscutaneousElec-

tricalStimulation

高知大学医学部整形外科

○喜安克仁，野口政隆，石田健司，

谷俊一

【はじめに】手指機能再建のため腱移植や腱移行・

腱固定などを行う際，腱縫合時の緊張バランスは

極めて重要である．今回そのバランスの決定に経

皮的電気刺激装置(TranscutaneousElectrical

Stimulation,以下TES)を使用して良好な成績を

得たので報告する．

【症例および方法】症例は4例(男2例，女2例)で

あり,RAに伴うEDC腱断裂とFPL腱断裂が各1

例，外傷後のFDS･FDP腱断裂が1例,C5-8型腕

神経損傷に伴う下垂手が1例であり，全て陳旧例

であった．腱断裂の3例に対しては腱移植を行い，

腕神経損傷例にはEDC腱固定を行った．腱移植時

には移植腱を仮固定したのち，力源となる筋を

TESにて刺激し，他指と運動時のバランスを確認

して調節を行った後に最終的な腱縫合を行った．

TESでの刺激はtetanic刺激とし(60Hz),筋肉が

最大筋力となるまで（平均100mA)刺激した．腕

神経損傷例では,EDCを仮固定後，指屈筋をTES

で刺激してgripの状態を確認し，調節を行った後
に最終的な腱固定を行った．手指の自動屈伸運動

は術後2週より開始した．

【結果】EDC再建例は自動運動開始時extension

lagはなかった．指屈筋腱再建例はFDPを再建し
た1例で腱剥離を要したが，腱移植を行った3例で

は最終的に良好な可動域を得た．腕神経損傷例で

は手内在筋麻輝があり，指関節固定術を追加し

たが，把持機能が獲得された．

【考察およびまとめ】腱移植や腱移行･腱固定を行

う場合，腱縫合時の緊張度の決定に関しては，従

来は術者の経験に大きく頼っていた．特に陳旧例

で腱移植を行う場合は，筋肉がmyostaticcon-

traction起こしている可能性があり，至適な緊張

度での腱縫合は難しい．まだ症例は少ないが，

TESを利用することでこの緊張度の決定が容易と

なり，術後の予測にも役立つと考えられた．
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痙性麻痘手に対する整形外科的選択的痙性
コントロール手術

OrthopedicSelectiveSpasticityControlSurgeryfOr

theSpasticHands

'稲荷山医療福祉センター，2とちぎりハビリテー

ションセンター

○小島洋文1,神前智一2

小児脳性疾患の四肢の整形外科的治療において

は，近年松尾が脳性麻揮の持つ異常筋緊張の特性

を独自に理論構成をし，整形外科的選択的痙性コ

ントロール手術として確立された．今回は脳原性

疾患の上肢痙性麻痒手の手術法についてその概要

と症例の術後成績を報告する．手術手技は，肘関

節の屈曲拘縮に対しては上腕筋，上腕二頭筋，腕

僥骨筋の過緊張に由来するが，上腕三頭筋の伸展

緊張も伴い肘の固い屈伸運動となるのでおもにこ

れらの筋の解離を行う．前腕の回内拘縮，手関節

の屈曲拘縮に対しては円回内筋，長掌筋，僥側手

根屈筋，尺側手根屈筋，浅指・深指屈筋，長母指

屈筋の過緊張によるものであり，それらの筋の解

離を，母指の内転および屈曲拘縮に対しては母指

内転筋の斜頭や長母指屈筋の解離を，またthumb-

inpalm変形に対しては短母指屈筋の解離も追加
して行う．また指の屈曲変形に対しては，すべて

の浅指屈筋，深指屈筋の解離を,swan-neck変形

に対してはすべての虫様筋と骨間筋，短小指屈筋

の解離も追加して行う．今回は近年本手術が行わ

れた2施設で合わせて5症例の成績を報告する．そ

の内訳は脳性麻揮4例，脳挫傷後四肢麻溥1例であ

り，脳性麻揮のタイプ分類は片麻輝男性2例，ア

テトーゼ女性1例，重複片麻揮女性1例，脳挫傷後

四肢麻揮は女児である．手術目的は上肢機能の改

善が4例，整容面の改善目的が1例であり手術時年

齢は7歳から22歳，平均16.6歳，術後経過観察期

間は1年3ケ月から6年，平均3年7ケ月である．3

週間のギプス固定の後，肘，手，指関節の可動域

訓練を開始した．評価は脳性麻輝手術の機能評価

表version3を使用した．いずれも手指の屈曲緊張

が取れ手関節や指関節の伸展が可能となり，把持

やピンチなどができるようになった症例もある．

今後とも症例を重ねていくつもりである．
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腓腹神経採取後その知覚障害領域は縮小す
るか

DoesSensoryRecoveryOccurAfterSuralNerve

Resection？

'都立広尾病院整形外科,2浜松医科大学整形外科，

3横浜労災病院整形外科

○佐々木了1，長野昭2，三上容司3，

田尻康人1,川野健一’

【目的】末梢神経切断後生じた知覚障害の領域は経

時的に徐々に縮小するように思われているが，人

体にて調査した報告は少ない．神経移植のため腓

腹神経を採取した患者は，障害の条件も一定であ

り，症例数も多いので，末梢神経切断後に生じた

知覚障害の経時的変化を調べるのに適していると

考え，今回調査した．

【方法】移植神経として腓腹神経を採取した患者

12例15肢に対し，術後1，6，12カ月の時点で，1．

ルーレットによる痛覚,2.Semmes-Weinstein

monofilamentsaesthesiometer(以下SW)の4.56

と6.65による触覚について脱失／鈍麻のいずれで

あるか，およびその外果より足部および下腿方向

への知覚障害範囲を測定した．

【結果】痛覚，触覚の脱失／鈍麻の組み合わせはA.

痛覚,SW6.65,SW4.56すべて脱失,B・痛覚脱

失,SW6.65鈍麻,SW4.56脱失,C.痛覚鈍麻，

SW6.65鈍麻,SW4.56脱失の3パターンにわかれ

た．経過中変化があったのは7肢であり，2肢では

AからBに，4肢ではAからCに，1肢ではBから

Cに改善した.SW4.56では全肢とも経過中脱失の

ままであったので，その範囲の変化を見ると，足

部，下腿方向ともに1から6ヶ月の間は有意な範囲

の変化はなかったが，6から12カ月の間は有意に

範囲の減少が見られた．

【考察】神経切断後，知覚障害領域が縮小するとす

ればどのような機序でなされるのか．動物実験で

は脱神経の隣接した知覚神経より側枝が延びて再

支配されることが確認されている．しかし人間で

はその機序についての報告はない．今回知覚障害

領域が周囲より縮小していくことが判ったがこれ

は側枝形成が行われている可能性を示している．

【結論】腓腹神経採取後の症例にて，末梢神経切断

後生じた知覚障害が，知覚脱失から鈍麻へとある

一定のパターンで改善し，また障害範囲が縮小す

ることが確認された．
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体性感覚誘発電位を用いた胸郭出口症候群

の診断と術後成績

SurgicalOutcomeofThoracicOutletSyndrome

DiagnosedbySomatosensoryEvokedPotentials

関西医科大学附属男山病院整形外科

○齋藤貴徳，市岡直也，松矢浩暉，

足立崇

【はじめに】我々は約14年前より体性感覚誘発電

位を用いて胸郭出口症候群の診断を行い，その異

常例を対象に積極的に治療を行ってきた．スク

リーニング検査として施行してきた．今回はその

検査法の詳細と本法によりTOSと診断された例

の術後成績について報告する．

【対象と方法】対象は平成2年より平成17年1月

14年までに当科で手術を施行した63例である．男

性28例，女性35例で年齢は15歳から62歳，平

均29歳であり，術後平均観察期間は3年8ケ月で

あった．全例，術前のSEP検査で1)Erb点電位

の波形変化と頂点潜時の延長・低振幅化，あるい

は2)N11,P14の潜時延長を認めた，例である．

【結果】手術を行った63例の内，術前のSEPで1)

の変化があったものは51例（81.0％）で，2）の変

化があったものは38例（60.3％）とErb点電位の

変化の方が感度が高かった．Erb点電位に変化の

認められなかった12例は1例を除き全て大胸筋に

よる圧迫例であった．術前の誘発テストはWright

テスト陽性例が59例と最も多く,Roseテスト46

例,Morleyテスト(2度以上)31例の順であった．

術前の鎖骨下動脈造影検査で見た圧迫部位として

は，肋鎖間隙50例，大胸筋部12例，頚肋部3例

(重複あり）であった．手術法は腋窩アプローチに

よる第1肋骨切除術53例．鎖骨上窩と腋窩の同時

アプローチ3例，大胸筋切離術12例（重複あり）

であった．術後は三角巾固定のみとし，原則的に

3日目より，挙上運動を開始した．術後1年の時点

で自覚症状の消失したもの28例，自覚症状改善例

31例，不変例4例であった．

【結論】胸郭出口症候群は明らかな神経脱落症状を

きたすものは少なく，診断の難しい疾患の1つと

されてきた．しかし,SEPにより神経の圧迫性障

害が間違いなく存在する例に治療対象を限定する

と治療成績は満足できるものであった．
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胸郭出口症候群の保存療法

一伸張運動後に増強する症状一

ConservativeTreatmentofThoracicOutletSyn-

drome-ReinfOrceSymptomsAfterMuscleStretch-

ingExercise-

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】胸郭出口症候群(以下TOS)の治療に

は先ず始めに保存療法が選択される．しかしなが

ら，保存療法の手技的な報告はあるものの，保存

療法の一手段である伸張運動や筋力強化を実際に

遂行し，それにより増悪する症状に関する報告は

無い．今回，当院における保存療法について報告

し，運動中に増悪する症状について検討を加えた．

【対象】2003年9月から2005年9月までの2年間

に，当院にてTOSの診断のもと保存療法を施行し

た25例中，最後まで経過観察可能で終了となった

12症例と現在治療中の6症例の合計18症例を対象

とした．男性2例，女性16例．年齢9-58歳(平均

30歳)．右側12例，左側1例，両側5例．特発性

8例，交通事故10例であった．

【方法】TOSとの診断は立石の診断基準に準じた．

保存療法として，1）患者教育，2）神経の牽引の

回避，3）頚部と肩甲帯周囲筋の伸張運動，4）頚

部と肩甲帯周囲筋の筋力強化を施行した．頚部･肩

甲帯周囲筋の伸張運動，筋力強化後に増悪した症

状について調査した．

【結果】18例中18例（100%）に症状の改善を認め

た．運動直後に症状が増悪した者は，18例中17例

(94.4％)であった．運動中に増悪した症状は，上

肢のしびれ12例(66.7％)，肩凝り10例(55.6％)，

項部痛6例（33.3％)，上肢の脱力感6例，自律神

経症状4例（22.2％)，斜角筋部痛2例（11.1％)，

腰痛2例，肩甲帯周囲筋痛2例であった．

【考察】我々は運動により症状が増悪する事は，

TOSにおける解剖学的絞掘因子の伸張性を増す

ことと,nerveglidingの拡大から回避する事は出

来ないものと考える．そのためには，事前の説明

と症例による運動量の調節が大切である．
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胸郭出口症候群の手術成績

一外傷性と特発性の比較一

SurgicalOutcomeofThoracicOutletSyndrome

-ComparisonbetweenThfaumaticandNontraumatic

ThoracicOutletSyndrome-

名古屋市立大学整形外科

○岡本秀貴，関谷勇人，大塚隆信

【はじめに】胸郭出口症候群は交通事故や転落など

外傷後に生じることもある．今回，外傷性と特発

性の胸郭出口症候群について手術成績の比較を

行ったので報告する．

【対象および方法】対象は1994年4月から2004年

6月までに当院で胸郭出口症候群と診断した97例

114側のうち手術治療を行った26例33側を対象

とした．特発性14例19側，外傷性12例14側で，

年齢は特発性：13-65歳（平均38.4歳)，外傷性：

20-36歳(平均26.6歳)，男性12例（特発性:6例，

外傷性:6例)，女性14例(特発性:8例，外傷性：

6例)，右14側（特発性:8，外傷性:6)，左19側

(特発性:11,外傷性:8)であった.Mann-Whitney

検定を用いて手術成績を比較検討した．また，腕

神経叢造影・片岡分類のType別に分散分析

(FisherのPLSD法）を用いて比較検討した．

【結果】経腋窩第1肋骨切除術および前斜角筋切除

術を31側に，経腋窩第1肋骨切除術のみを2側に

行った．術後経過観察期間は7-97か月（平均36か

月)．特発性では優7，良9，可3，不可なし，外傷

性では優2，良2，可8，不可2で特発性と外傷性

で手術成績に有意差(p<0.01)を認めた．腕神経

叢造影のType別の手術成績はTypelとTypellお

よびI11のあいだで有意差(p<0.05)を認めた．

【考察】外傷性胸郭出口症候群では斜角筋の微小出

血のため斜角筋の伸展性が低下したり腕神経叢と

その周囲組織に癒着，羅痕が強く認められること

が報告されている．我々の手術例でも外傷性のほ

うが特発性よりも腕神経叢周囲や鎖骨下動脈周囲

の癒着が強い症例が多く，こうした腕神経叢や斜

角筋の変化のために外傷性胸郭出口症候群で手術

成績が不良であると思われた．
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上肢手術後に続発したCRPSの検討

ComplexRegionalPainSyndromeOccuredAfter

UpperLimbSurgeries

広島県立身体障害者リハビリテーションセンター

整形外科

○児玉祥，水関隆也

【目的】Complexregionalpainsyndrome(CRPS)
は手術を契機に生じることがある．今回我々は上

肢術後に生じたCRPS症例の治療予後を調査検討

しその特徴について考察した．

【対象および方法】当センターまたは他院にて上肢

手術施行後にCRPSを生じ調査し得た42例42肢

を対象とした．神経損傷を伴わないTSrpel33例，
神経損傷に続発するTypell9例で平均年齢は

52.0歳，平均経過観察期間は5．2年であった．こ

れらの症例に対し原因となった手術，予後につい

て後ろ向き調査をおこなった．

【結果】原因となった手術はTypelでは弾発指腱鞘
切開7例，尺骨短縮骨切り術5例，手関節鏡視下デ

ブリードマン2例，ガングリオン切除3例,CM関

節固定術2例,Dupuytren拘縮2例,Drrach法1

例,S-K法1例，手関節滑膜切除術1例，手根管開

放術1例，尺骨神経前方移行術1例,Swanson

implantl例，肩腱板修復術1例，骨折手術5例,Type

IIでは神経縫合術5例，尺骨短縮骨切り術1例,De

Quervain腱鞘切開1例，指断端形成術2例であっ

た．治療はまず温冷交代浴，ノイロトロピン内服，

軟膏塗布下にマッサージを行い,Typelの2例に神
経剥離術,Typellの3例に神経縫合術/再縫合術を

施行した．症状改善別に分類すると完治15例，改

善16例，やや改善6例，不変5例であった．治療

開始が術後早期であるほど予後良好であり,Type
lのほうがTypellより予後良好であった．術式に

よる予後に関して一定の傾向は認めなかった．

【結論】CRPSは早期治療が重要であり術後治癒経

過から説明つかない痙痛，腫脹，発赤があれば

CRPSとして治療を開始すべきである．手術に

よって神経損傷の合併が原因と疑われる場合には

exploration,神経剥離術/縫合も考慮すべきであ

る．CRPSはいかなる手術侵襲によっても起こり

うることを認識し術後の創管理にも注意を払うべ
きである．
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Complexregionalpainsyndrome

(CRPS)typelと鑑別すべき疾患
VariousDisorderswithSymptomsandSignsSinlar

toComplexRegionalPainSyndrome(CRPS)Type
I

山形大学医学部整形外科

○高原政利，荻野利彦，菊地憲明，

伊藤和生，加藤義洋

【目的】CRPSは原因不明の難治性瘻痛性疾患であ

り，不釣り合いなほど強い持続痛と浮腫や発汗異

常が特徴である．外傷や手術後に強い持続痛と浮

腫が出現しても，明らかな原因がある場合には

CRPSではない．演者らは，神経損傷を伴わない

CRPStypelと類似した疾患の原因治療を積極的

に行い，良好な結果を得たので報告する．

【対象と方法】外傷や手術後に強い持続痛と浮腫が

出現した症例のうち原因治療を積極的に行った

13例13手を対象にした．男7例女6例，年齢は28

から73歳（平均61歳）であった．罹患側は右が

10手，左が3手であった．外傷後が7例（骨折3

例，脱臼1例，捻挫3例)，手術後が6例（手5例，

肩1例)であった．外傷･手術から6週から8年(平

均1年)経過していた．浮腫と運動制限は全例，ア

ロデイニアは8例，発汗異常は4例，皮膚の萎縮は

3例，赤みは3例にみられた．経過観察期間は2カ

月から2年であった．原因疾患と治療を調査した．

【結果】原因となった疾患は，関節炎3例，関節拘

縮4例，ばね指（拘縮型）3例，弾発手関節1例，

手根管症候群1例，およびリウマチ性多発筋痛症

1例であった．関節炎とばね指にはトリアムシノ

ロン注射が著効した．関節拘縮もトリアムシノロ

ン関節内注射にて改善を得た．弾発手関節はスプ

リントで症状消失した．手根管症候群は手術によ

り寛解した．注射や手術に抵抗したばね指の症例

はリウマチ性多発筋痛症であり，プレドニン投与

で寛解した．

【考察】外傷や手術後に持続性痙痛が遷延する原因

として，関節炎，関節拘縮，ばね指，手根管症候

群，あるいはリウマチ性多発筋痛症があった．ト

リアムシノロンの局注やプレドニン投与が有用で

あった．持続性瘤痛と浮腫の原因疾患を診断し，積

極的に治療を行うべきである．
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CRPStypell(カウザルギー）に対する薬
物治療

TreatmentfOrCRPSTypell(Causalgia)

尼崎中央病院整形外科

○三木健司，春日慎一，赤堀脩

【目的】電撃痛を伴うCRPStypellは，いまだもっ

て治療が困難なことがある疾患である．今回，我々

はCRPStypellに対してプレドニンおよびノイ

ロトロピン，テグレトール(カルバマゼピン)，セ

ルシン（ジアゼパム)，リポトリール（クロナゼパ

ム）を用いた療法を行っている．その効果を検討

する．

【方法】症例は，腕神経叢損傷2例，手術や外傷に

よる末梢神経損傷4例，注射針による損傷1例など

明らかに神経損傷が存在するCRPStypell8例お

よび電撃痛があり神経損傷が原因として考えられ

るCRPStypel4例に対して，発症初期で腫脹が

存在する時期にはプレドニン20mgを2-3週間投与

し，漸減しながら腫脹の軽減を図り，また電撃痛

に対してはノイロトロピン3-4錠/日，カルバマゼ

ピン100-200mg日投与した．不眠，抑うつなどの

随伴症状がある場合にはジアゼパム，クロナゼパ

ムを追加した．

【成績】12症例中，瘻痛管理が可能となった症例は

11症例であった．7症例は，瘻痛が完全に消失ま

たは半減した．

【結論】CRPStypellおよび電撃痛のみられる

CRPStypelに対する投薬療法として，プレドニ

ン，ノイロトロピン，カルバマゼピン，ジアゼパ

ム，クロナゼパムの効果は高く，難治症例に試み

ても良い療法と考えられた．
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裂手症に対するSnow-Littler法の経験
Snow-LittlerProcedurefOrCleftHand

埼玉成恵会病院・埼玉手の外科研究所

○福本恵三，児島忠雄，平瀬雄一，

黄聖琉

【目的】裂手症に対しSnow-Littler法を行った症例

について検討した．

【症例と方法】1999年から2004年までに裂手症に

対し手術を行ったのは16例であった．その内

Snow-Littler法を行ったのは7例で，男児3例女

児4例であった．手術は他院で初回手術を行った

5歳の1例を除き，約1歳で行った．分類は1指列

欠損型3例，2指列欠損型2例，複合裂手2例で，

Manskeの分類ではTypellbが4例,Typelllが

3例であった．術式はSnow-Littler原法を2例に，

皮弁を側面から挙上してわれわれの方法に準じて

裂閉鎖を行う変法を5例に行った．指列移行を2例

に併用した．術後経過観察期間は12～40カ月，平

均2年2カ月であった．

【成績】皮弁は全例完全に生着した.ManskeType

IIbでは全例で良好な第1指間が形成された.'rype

IIIの2例では充分な指間が得られず，第1指間へ

の植皮術を追加して母示指間での把持が可能と

なった．

【結論】Snow-Littler法は背側に嬢痕を作ることが

少なく整容的に優れた方法である．しかし長い

randompatternnapとなるため部分壊死をみる
ことがあり，嬢痕を生じると整容的に不満足な結

果となる．われわれは側面から皮弁を挙上するよ

う改変し，特に長い皮弁とする場合には指動脈を

含めたaxialpatternflapとして，血行障害を認め
ていない．われわれの変法では皮弁がやや短くな

るが，伸展性に乏しい掌側皮膚の不足を皮弁で補

えば，背側皮盾は伸展性に富むため過度に長い皮

弁は必要ないと考える．母・示指合指でSnow-

Littler法で充分な第1指間形成するのは困難で，

二期的な修正手術が必要となることが多い．
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Apert症候群の上肢異常の検討

UpperExtremitiesinApertSyndrome

'東京慈恵会医科大学形成外科学講座，2東京慈恵

会医科大学付属柏病院

○宮脇剛司l,大村愉巳l,築野真理2,

岸陽子l,栗原邦弘’

【はじめに】Apert症候群は頭蓋縫合早期癒合症を

主体とし，尖頭合指症の1つに分類される先天異

常である．当講座で過去に経験した36例のApert
症候群の合指症の所見と分類について検討を行っ

たので報告する．

【症例および方法】1968年の当講座開設以降2005

年までに経験したApert症候群36例のなかで生下

時の上肢の所見がわかる26例について,X線所見

と肉眼所見をUptonの分類と比較し検討を行っ
た．

【結果】症例は男11例，女15例であった．Cohen

&Kreiborgらの分類ではタイプ1が20手

(38.5％)，タイプ2が14手（26.9％)，タイプ3が

18手（34.6％）で，それぞれ右手は11，6，9手，

左手は9，8，9手であり，全例が骨性の合指を示

した．爪甲の連続性が2指あるいはそれ以上にま

たがる場合は，末節骨の骨性癒合が見られた．1例

に両側性の軸後性多指を認め，第4，5中手骨の中

枢での癒合が見られた．肘関節の可動域制限は全

例に見られた．肘関節の完全癒合は2例4肘（7.7

％）に見られ，その1例はDNA分析によって

FGFR2のPro253Arg異常が確認された．肩関節

亜脱臼は全例に見られたが，日常生活動作に支障
をきたす症例はなかった．

【まとめ】当講座で経験したApert症候群26例,52
肢の上肢の異常について検討を行った．文献的考

察とともに報告する．
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Apert症候群に対する治療経験

TreatmentfOrApertSyndrome

名古屋大学大学院医学系研究科機能構築医学専攻

運動・形態外科学手の外科

○申正樹，堀井恵美子，松木浩，

服部達哉，矢崎尚哉

【目的】Apert症候群では，四肢の合指（趾）症に

対する指(趾）問形成術や矯正骨切術のみでなく，

頭蓋・口蓋裂などの合併症の手術治療が必要であ

り，手術回数をできるだけ少なくするためには手

術計画に工夫が必要である．当科での最近の治療

経験につき報告する．

【対象】症例は10例，男児5例，女児5例で，うち

2例は死亡，1例は転医したため7例を対象とした．

手術は原則2回に分けて行った．初回手術時年齢

は平均12ヶ月であった．1回目は両手(spoonhand
は母-示指間と中一環指間,mittenhandは示一中

指間と環一小指間）と片足（主に1-2,4-5趾間)．

2回目に両手(残りの指間）と反対足(主に1-2,4‐

5趾間)の手術を行った．分離のデザインは掌･背

側とも直線切開で，背側皮弁により指間底を形成

した．骨性癒合部を分離し，腹部より全層植皮を

行った．5例に対して母指の僥屈変形の矯正，1例

で両足中足骨の矯正骨きり延長術を行った．

【成績】全例，全指分離し，循環障害は認めず，植

皮の生着にも問題はなかった．母指の榛屈変形は

術前平均38度から15度へと改善し，特記すべき

合併症は認めなかった．最終調査時平均年齢6.1歳

で，平均手術回数は3．9回であった．

【考察】Apert症候群は，多数回手術を余儀なくさ

れるが，四肢同時手術を行い，手術回数を減少す

ることを試みた．また，高度の骨性合指・指節骨

癒合症があるため，指分離のみでは機能獲得が困

難な場合が多いが，母指の僥屈変形に対しても積

極的に矯正・骨延長を行うことで，整容面の改善

とピンチ機能が獲得できた．創外固定器を工夫す

ることで，早期に矯正骨きりが可能となれば，さ

らに治療期間の短縮・手術回数を減少することが

可能と考えている．

！
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MirrorHandおよびMultipleHandSpec-
trumの治療経験

MirrorHandandMultipleHandSpectrum:AReport

ofThreeCases

'埼玉県立小児医療センター整形外科，2日本大学

整形外科

○長尾聡哉'，佐藤雅人'，山本亨19

石神等'，長岡正宏2

【はじめに】極めてまれなMirrorHandおよび

MultipleHandSpectrumを3例経験したので報
告する．

【症例1】男児．生下時に右多指症を指摘され当科

を紹介初診した．初診時右手は8本の指を有して

おり，一部合指を伴っていた．単純X線像で患肢

は鏡像状に配列した8本の指および2本の尺骨と1

本の僥骨を有していた．1歳2カ月時に榛側指3本

の切除術および残存僥側指の母指化手術を施行

し，その後合指および術後斜指に対し2回の手術

を追加した．13歳の現在，手指の巧綴運動障害お

よび肘関節可動域制限が残存している．

【症例2】女児．生下時に左多指症を指摘され当科

を紹介初診した．初診時左手は7本の指を有して

おり，一部合指を伴っていた．単純X線像で患肢

は鏡像様の7本の指を有し，肘関節の形成異常を

合併していたが僥骨･尺骨は各1本であった．10カ

月時に榛側指2本の切除術および残存僥側指の母

指化手術を施行した．12歳の現在，手指の使用に

支障はないが肘関節形成異常に伴う肘関節・前腕

の可動域制限が残存している．

【症例3】男児．生下時に両多指症・両多趾症を指

摘され当科を紹介初診した．初診時両手は一部合

指を伴う6本の指を，両足はそれぞれ8本の趾を有

していた．単純X線像では両手両足とも鏡像様で

あり，僥骨および尺骨は各1本であった．9カ月時

両側同時に僥側指の母指化手術および隣接指の切

除術を施行し，その後母指化した指の二指節化手

術･術後斜指の矯正骨切り術を追加した．11歳の

現在，上肢のADLに支障は訴えていない．

【まとめ】Al-Qattanらはmirrorhandおよびmul-

tiplehandspectrumを5型に分類している．自験
例はいずれも母指を欠いており，症例1:Type2

(with2ulnasandlradius),症例2:Type3A

(withlulnasandlwell-fbrmedradius),症例

3:Type4B(=MartinSyndrome)と考えられた．
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母指多指症Wassel分類type5と6の治療
成績と再手術例の検討

ResultsofSurgicalTifeatmentandAdditionalOpera-

tionsofThumbPolydactylyType5and6

山形大学医学部整形外科

○菅原正登，荻野利彦，高原政利

【背景と目的】母指多指症の中で,Wassel分類type

5と6の頻度は少なく，治療成績不良の割合が高い
といわれている．本研究の目的はtype5と6の治

療成績とその再手術例について調査し，治療上の

留意点を検討することである．

【対象】1987年から2004年の間に，筆者らが初回

手術または術後変形による再手術を行い，1年以

上の経過観察ができた母指多指症180例194手の

うち,type5の14例14手とtype6の2例3手の
計16例17手を対象とした．

【手術】初回手術の内容は僥側切除13手，中手骨

矯正骨切り5手，中手骨骨切り移動3手，側副靱帯

再建2手，短母指外転筋移行5手，指間形成5手，

modif;edBilhaut法1手であった．術後変形によ

る再手術は10例11手に行われ，そのうち4手は

2回施行された．内容は中手骨骨切り2手,MP関

節固定1手,IP関節固定4手，側副靱帯再建5手，

関節軟骨シェービング1手，対立再建2手，腱移行

2手，短母指外転筋移行2手，指間形成7手,Brand

法3手，内転拘縮除去2手，であった．

【方法】母指の関節可動域，偏位および関節安定性

を調査し,Tadaらの方法を用いて術後成績を評価

した．また，治療に苦渋した例についてその内容

を検討した．

【結果】関節可動域制限は3手，偏位は3手，関節

不安定性は5手に認められた.Tadaらの評価法で

は良が10手，可が4手，不可が3手であった．

【考察】type5と6では，母指内転拘縮,MP関節
不安定性,MPまたはIP関節の偏位をきたす例が

多く，術前の機能評価や術中所見を基にした，的

確な術式の選択が重要である．
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母指多指症一長期成績からの治療法の選

択(BilhautCloquet法)－
CriticalMethodfbrThumbPolydactyly-LongTbrm

FollowUpStudyofBilhautCIoquetMethodfOr

ThumbPolydactyly-

東京慈恵会医科大学医学部形成外科

○栗原邦弘，中島彰子，勝畑知之，
北村珠希

【目的】母指多指症はWasselの分類，先天異常分

類マニュアルにみられる主に多指が分離している

か，合指しているかの他に榛・尺側母指の発育差

によって種々の変形が加わり，多くの再建法が行

われ，それぞれの成績を収めている．長期成績か

ら今日再建法として榛・尺側指を骨・軟部組織と

もに合体するBilhautCIoquet法を選択すること
が多い．

【症例】1968年より2004年まで，診療録，手術録，

X線写真，普通写真により術前の形態と治療法の

明らかな母指多指症は531症例である．榛側指切

除±短母指外転筋移行±僥側軟部組織移行，榛側

指切除±短母指外転筋移行±骨切り，骨部分切除

±，榛側軟部組織移行，とBilhautCloquet(BC
法）の3つが主な再建法である．

【結果】前2者の方法は術後の母指の低形成，側方
変形が主な問題点で2次修正術を必要とする症例

があった．また，2次修正術により最終結果に満足

するものは少なかった．BC法は爪甲変形が主な問

題であった．母指多指症の多くは母指形成組織が

2分され発症すると考えられる．これは長期経過

観察から母指多指症は榛・尺側いずれの母指も健

側に比し大きく形成，成長することはみられない．

従ってBC法の他に，切除指の骨，軟部組織を血管

茎組織として用い，再建母指へ移行し，増大を行っ

てきた．しかし，健側に対しいずれかの部位が低

形成を示す所見が常にみられている．さらにIP関

節,MP関節での尺屈，僥屈変形を伴うことが多

い．このような変形を示した例の原因の根底には

母指が2分し発育能力が健側に比し低いことと，

長母指伸筋・屈筋腱の走行異常が大きく関与して

いることと考える．今回BC法を積極的に行うよう

になった理由,BC法の欠点をも含め術式，成績に
ついて報告する．
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爪合併した母指多指症例の爪形態の長期経
過

Long-termFollow-upofFusedNailPlastyinDupli-
catedThumb

長野赤十字病院形成外科

○三島吉登，岩澤幹直，藤田研也

母指多指症にはさまざまな形態があり，低形成な

ために爪までの合併を余儀なくされる例がある

が，手術法と結果について詳細に述べた報告はす

ぐない．我々は，第36回手の外科学会で母指多指

症の爪合併法について報告したが，今回爪形態の

長期経過について報告する．

【症例】術後6年から19年経過した（平均12年）

爪合併をおこなった母指多指症の6例．爪合併手

術法は第36回の手の外科学会で報告した法で，要

点は1）爪幅を健側にあわせ爪半月が自然な形と

なるようデザインする．結果的には50％対50％あ

るいは60％対40％の合併率であった．2）爪床爪

母の縫合緊張を避けるため，一方の末節骨成分は

小さくする．また，末節骨は骨固定をしないこと

により，爪の湾曲を自然にする．爪母，爪床は8－

0，7－0ナイロン糸で縫合した．手術は，生後6ケ

月におこなった．

【結果】評価法は日本手の外科学会母指多指評価法

を参考として，1)健側との爪幅との差の有無2）

爪段差，爪線条が目立つかの有無，3)爪半月爪郭

の形態異常の有無について，それぞれ1，0点とし

合計として判定評価した．6例のうち4例は3/3点

で自然な爪形態であった．1例は2/3点，1例は1／

3点で，爪に目立つ線状や段差を生じていた．合併

した爪床爪母部分は成長能は維持されていた．ま

た合併した末節骨も癒合成長をみとめ，成長に伴

う変形や爪が厚くなる事で目立つ変化は認めな
かった．

【考察】我々 の爪合併手術では，長期経過でも合併

した爪母末節骨の成長を維持でき，自然な形態と

再現する事ができた．成績不良例で生じた爪の段

差，線状，爪の反り返りは，縫合時に爪床爪母部

分にかかる緊張によると考える．爪合併の要点と

して，合併する骨成分のトリミングを注意深く行

い，爪母を合わせる時の緊張を避ける事が重要で

ある．

！
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当科で加療をおこなった屈指症の検討

RetrospectiveStudyintheTreatmentofCampto-

dactyly

'札幌医科大学医学部整形外科，2札幌医科大学保

健医療学部理学療法学科

○射場浩介1,青木光広2,辻英樹19

織田崇1,和田卓郎1

【はじめに】屈指症による屈曲拘縮は主にPIP関節

がみられ，特に第5指に多く発症する．複数指の

発症では第5指ほど程度が強いとされている．ま

た，その原因には，掌側皮層の緊張虫様筋，浅

指屈筋腱の異常などが指摘されている．今回，当

科で治療を行った屈指症患者についてその病態と

治療について検討を行ったので報告する．

【対象と方法】対象は1989年1月より2002年7月

に当科を受診し，先天性屈指症の診断にて加療を

おこなった患者10例である．後ろ向き調査で，性

別，年齢，合併症の有無，家族歴，屈曲変形を認

めた指の数，治療法，屈指症の原因，手術法，手

術回数，術前と術後の関節可動域について検討し

た．

【結果】男6例，女4例，初診時の平均年齢は4．1

歳（0から21歳）であった．合併症を8例に認め，

そのうち他の四肢に合併奇形をもつ症例を6例に

認めた．家族内の発症を1例に認めた．また，妊娠

中母親が抗てんかん薬を内服していたものが1例

あった．屈曲変形を認めた指の数は1指が4例，2

指が2例，3指が1例，5指が1例，8指が2例で

あった．そのうち第5指の屈曲変形をともなわな

い症例は4例であった．治療は初診時の年齢が8歳

と21歳の2例を除いた8例にスプリントを用いた

保存的治療をおこなった．保存的治療が無効な6

症例に手術に行い，3例に対して皮膚形成と全層

移植術，1例に浅指屈筋腱にI｣asso法を行い,1例

に浅指屈筋腱深指屈筋腱の延長術をおこなった．

また，残りの1例には皮膚形成，拘縮除去など他

数回の手術をおこなった．術後6例中4例で良好な

可動域が得られた．

【考察】過去の報告と比較して我々の症例では女性

に発症率が高く，第5指以外の発症を多く認めた．

また皮膚形成手術で良好な可動域が得られた症例

が比較的多くみられた．

1-6-121

創外固定器を用いた先天性手指変形の矯正

CorrectionofCongenitalFingerDefbnnitybyUsing

anExternalFixator

名古屋大学手の外科

○堀井恵美子，申

服部達哉，岩田

正樹，矢崎尚哉，

佳久

先天性の手指の変形はいろいろな病態で発症す

る．整容面のみでなく，機能面からの改善を目的

として，創外固定器を用いた矯正手術を行ってき
たのでその治療成績を報告する．

【対象】中手骨癒合症10例13手,Apert症候群5

例7手，斜指症2例2手，計22手に対して矯正手

術を行った．男児11名，女児6名で，手術時の年

齢は1歳10ヶ月から14歳までであった．矯正した

骨は中手骨13手，指節骨9手であり，創外固定器

は全例1'nilateralのものを用いた．手術時に一期

的に変形を矯正して創外固定器を装着し，骨延長

を行う症例では術後1週間のwaitingperiodのの

ち,0.3-0.5mm/日の延長を行った.術後平均観察

機関は57ヶ月である．

【結果】中手骨癒合症では，小指MP関節での側屈

変形の矯正は良好で，術前平均41度から2度へ改

善した．骨延長量は平均14mm,創外固定装着期間

は63日で，早期癒合のため矯正のみで予定延長量

が獲得できなかった症例が2手，骨形成が不十分

で創外固定抜去後短縮した症例が1手あった．最

終調査時,MP関節の矯正は良好に維持されてい

たが,短縮変形は長期経過観察例では再燃してい
た．指節骨の変形は，術前35度から術後15度と

改善が得られ，骨延長量は平均3mmであり，創外

固定装着期間は47日であった.Apert症候群の症

例ではピンチ機能の改善が得られたが，斜指症で

はDIP関節の拘縮が生じた．

【考察】中手骨では，矯正と延長の両方が可能で

あったが，指節骨では仮骨形成が乏しく，骨延長

は困難であった．対象となる骨が小さく，また術

後管理が煩雑となりやすいことが欠点であった．

しかし，慎重に手術計画を立てることにより合併
症を回避して，機能的に問題を生ずることなく，整

容面の改善が得られた．
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先天性疾患に対する手指骨仮骨延長法の検
討

CallotasisfOrCongenitalAnomalyoftheHand

'国立成育医療センター整形外科，2慶應義塾大学

整形外科

○高木岳彦19高山真一郎1,日下部浩19

池上博泰2，中村俊康2

【目的】手指の短縮を伴う先天性疾患では，手の使

用パターンや巧綴性を考慮し早い時期に手指骨の

延長・再建を行うことが望まれる．今回，仮骨延

長法により手指骨の延長を行った症例を調査し，

その適応・治療上の問題点を検討した．

【対象と方法】1994年8月から2005年2月までに

仮骨延長法により骨延長を行った手の先天異常症

例は18例（男性7例，女性11例）21指（中手骨

17，基節骨4）で，手術時年齢は3歳5カ月-18歳

9カ月（平均9歳2カ月)，疾患の内訳は，短合指症

7例，短指症7例，斜指症2例，母指形成不全1例，

裂手症1例であった．延長器は自家考案延長器19

指（リング型4指，単支柱型15指),Ilizarovmini

fHxator2指であった．延長速度は0.25mm/dayを
基本とし，仮骨の形成状態により延長速度を調整
した．

【結果】延長期間は18-266日（平均52.6日)，延長
器装着期間は60-192日（平均104日)，延長量は

5-14mm(平均7.9mm)であったが，過去に同側

手指の手術既往のある症例や基節骨症例では延長

仮骨が脆弱のため延長期間が長期に及ぶ例が見ら

れた．また2指は仮骨形成不良で骨移植に変更，他

の2指では超音波骨折治療器を併用した．2本の中

手骨の同時延長を試みた短合指症3例のうち2例

は一方の骨が早期癒合のため再骨切りを要した

が，結果的には骨延長は得られ，把持機能が向上
した．

【考察】我々 の小型延長器は，長さ20mmにも満た

ない小児手指骨においても仮骨延長を可能とした

が，当該手指に手術既往がある例や基節骨以下の

症例では仮骨形成が不良となる場合もあり個々の

症例に応じた延長速度の設定が重要である．仮骨

延長法では延長部自体はその後縦方向に伸長せ

ず，成長とともに相対的延長量の減少が生じるた

め，特に整容的改善を目的とする症例ではこの点

を考慮して適応年齢を設定する必要がある．

－S67-

1-6-123

2回の仮骨延長術を行った内反手の検討

ClinicalAnalysisofTwicePerfonnedBoneLength-

eningfOrRadialClubHands

大阪府立母子保健総合医療センター整形外科

○吉田清志，川端秀彦，和田麻由子，

北野元裕

【目的】当科では中央化手術後の内反手の尺骨短縮

と変形を，創外固定器を用いた仮骨延長法によっ

て治療している．今回は経過の中でこの治療を2

回施行した症例の結果と問題点について報告す
る．

【対象と方法】対象は2回の尺骨仮骨延長術を施行

した内反手の4例（男2/女2，右1/左3）である．

平均手術時年齢は1回目の手術4.8歳（4～6)，2

回目10歳（8～12）で観察期間は10.6年（8.9～

11.7)であった．全例で仮骨延長術前に他医によっ

て尺骨中央化手術を施行されていた．延長器はイ

リザロフ創外固定器を7回，モノチューブを1回用
いた．

【結果】健側尺骨に対する％延長量とHealingln-
dexは,1回目の仮骨延長ではそれぞれ平均45%

(33.3～54.3％）・49．9（29.8～69.3)，2回目では

平均53.2％（44.7～60.9％）・30．1（22.1～60.9）

であった．いずれの仮骨延長においても，術前あっ

た変形は延長終了時にはほぼ完全に矯正できてい

たが，経過観察中に再発する傾向があった．延長

後の尺骨の長軸成長は1回目の仮骨延長後では健

側に比べ平均30％（22～43.1％）であったのに対

し，2回目の仮骨延長後では6.2％（9.6～0％）と

低下していた．1回目の仮骨延長では重篤な合併

症は生じなかったが，2回目の仮骨延長では関節

拘縮を4例中3例に認め（2例は一過性)，また仮

骨骨折を4例中2例に認めた．

【結論】2回の仮骨延長を比較すると形成能，変形

矯正効果では大差なかったが，2回目の延長時に

は骨延長後の強い成長抑制と重篤な合併症を認め

た．2度の仮骨延長の是非，およびそれを施行する

時期を再検討する必要がある．
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先天性僥側列形成不全に対する手術療法に

ついての検討

OperativeTherapyforCongenitalRadialLongi-

tudinalDeficiency

広島大学医学部整形外科

○杉岡敏博，石田治，鈴木修身，

梶原了治，越智光夫

【目的】内反手を呈した榛側列形成不全に対する手

関節の安定化を目的とした手術には，主に手関節

を固定する方法と榛骨の延長により僥骨手根関節

の適合性の獲得を図る方法とがある．今回演者ら

は各術式の成績や問題点について検討したので報

告する．

【対象と方法】1984年以降に当科で手術を行った

12例13手を対象とした．内訳は男児7例，女児5

例で,Bayne分類では2型2手,3型5手,4型6
手であった．初回手術時年齢は平均1歳8ヵ月，初

回手術からの経過観察期間は平均8年11ヵ月で

あった．術式は2，3型には全手に骨延長術を行い，

4型には初回手術として2手にbifbrcation,3手に

centralization,2手にradializationを行った．

【結果】骨延長術例には，先天性心疾患の合併によ

る死亡例を除き，最高4回の複数回手術を行った．

1手術あたりの延長量は15．5～50mmで，平均

29.7m:mであった．4型に対しては,centralization

を行った1例にも尺骨骨延長を行い,40mmの延

長量が得られた．Rifilrcation例では僥屈変形が残

存するも，手関節可動域は保たれていた．Cen-

tralization例では僥屈変形は改善されるも，可動

域制限が残存した.Radialization例は術後手関節

掌背屈変形の矯正を目的として2例とも追加手術

を要した．

【結論】低形成ながら僥骨が残っている2，3型に

対しての，僥骨骨延長術は複数回行っても良好な

延長量が獲得でき，手関節機能を温存した内反矯

正が可能であった．4型に対してはcentralization

によって安定した骨支持性が獲得でき，尺骨骨延

長術も前腕長差の補正のために有効な術式であっ

た．

1-6-125

先天性短指症に対する足趾趾節骨移植
NonvascularizedTbePhalanx'Iiansferintheneat-

mentofBrachydactyly

'新潟大学医学部整形外科学教室，2新潟大学医学

部形成外科学教室

○佐藤理行l,柴田実2,林菜穂子2,

大島将之2

【目的および方法】先天性短指症に対し，骨膜をつ

け足趾趾節骨を移植する術式を行っている．本術

式では足趾の整容が問題として挙げられ，この問

題解決のため川端らか報告している骨端付の腸骨

骨軟骨片を採取し，趾節骨採取部に移植する方法

を用いており，その成績を検討し報告する．

【対象症例】絞樋輪症候群を含む短指症8症例，両

側罹患例1例，片側罹患例7例であった．手術時年

齢は5ケ月から2歳11ケ月であり，平均1歳3ケ月

で，術後4年以上経過したものが4例，術後4ケ月

未満が4例であった．腸骨移植は5例に行い，1例

のみ術後4年以上経過していた．術後経過観察期

間は2ケ月から9年11ケ月であった．

【結果】術後4年以上経過した4例では移植した14
趾節のうち，骨端線開存6趾節，閉鎖8趾節であり，

移植骨の成長有り10趾節，なし4趾節であった．

移植した趾骨の成長率は74.1％であった．骨吸収

されたものはなかった．7趾節で新しい関節を形

成し，その可動域は5～120.で平均41.であった．

また，4例中1例，2趾に対して腸骨移植を行い，

足趾の良好な成長が得られ，腸骨の変形は認めな

かった．

【考察】本術式は比較的手技が容易であり，指の長
さ・安定性かつ関節形成により可動域も獲得可能

である．腸骨移植により足趾の整容の問題も解決

可能であり，短指症に対する指延長に有用な術式

と考えられた．
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短母指外転筋移行術による母指対立再建術：
先天異常手の治療を中心に

AnOpponensplastybyAbductorPollicisBrevis
Transfer

'国立成育医療センター整形外科，2慶應義塾大学
整形外科

○高山真一郎1,高木岳彦1,日下部浩1,
池上博泰2，中村俊康2

【目的】母指の対立機能障害再建は，先天性母指形

成不全症をはじめ母多指症や先天性握り母指など

様々な先天異常の重要な課題である．対立再建に

は，一般に小指外転筋や環指浅指屈筋などが力源

に用いられるが，母指形成不全症でも軽症例では

母指球筋は一定程度存在している．また母多指症

術後・先天性握り母指などでは，短母指外転筋

(APB)付着部の掌側偏位が対立障害･MP関節伸

展障害の原因となっていることがある．この様な

症例に対し，演者らは短母指外転筋(APB)腱の

MP関節尺側への移行術を考案し，第47回本学会

などで報告した．今回成人例や麻揮症例を含め，適

応・術後成績・問題点などについて検討した．

【症例および結果】症例は男児18例，女児12例の

30例34手で，手術時年齢は2.4歳から69歳，疾

患の内訳は母多指症術後6手，母指形成不全症6

手，先天性握り母指7手，先天性多発性関節拘縮

症(AMC)9例，分娩麻痒2手，正中神経不全麻

揮2手，その他2手であった．母指球筋の状態の術

前評価は困難で，本法の適応は術中直視下に筋の

状態を観察し決定した．伸筋腱の癒着が見られる

例では腱剥離術を併用し，移行筋は長母指伸筋腱

の深層を通し尺側に導いた．多くの症例でAPBと

母指対立筋および短母指屈筋との分離は筋の低形

成が見られても問題なく，術後は母指の掌側外転
だけでなく，回内効果が得られたことで指腹つま

み動作が改善した．さらに握り母指やAMC例では

MP関節の伸展効果が得られ,MP関節尺側が不安

定な症例では関節安定性が向上した．3例では筋

の低形成が強く，母指球筋を一塊として移行した

が，これらの術後成績は不良であった．移行筋の

壊死･縫合不全は見られなかったが，3例でMP関

節の伸展拘縮が問題となった．本法の適応は限ら

れるものの，簡便で種々の疾患に対し有用な母指
対立再建術と考えられた．
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末梢神経切断後の後根神経節内における知
覚神経線維の出芽

SproutingofSensoryFibersinDorsalRootGanglia
afterTransectionofPeripheralNerves

'新潟市民病院整形外科，2新潟大学医学部保健学

科，3新潟労災病院整形外科，4新潟大学医学部整

形外科

○津吉秀樹1，平野茂樹2，善財慶治3，

遠藤直人4

【目的】末梢神経切断後に生じる神経の様々 な反応
を明らかにすることは，神経再生のメカニズムを

知るために重要である．我々 はLacZ遺伝子組み換

えアデノウイルスによる神経標識法を用いて1本

の軸索とそれを持つ神経細胞の全体をトレース

し，切断された神経の形態的反応を観察してきた．

今回後根神経節（以下DRG)の中でDRG細胞が

出芽している所見を得たので報告する．

【方法】約50個体のラットの坐骨神経を切断と同
時に標識した．1-6週後，末梢～脊髄までを全体標

本として取り出しx-gal発色処理後グリセリンで

透徹DRGを双眼実体顕微鏡で観察し，標識され

て染まった細胞体と軸索，突起の形態，走行を検

討した．

【結果と考察】本法は標識率が低い故に1個の細

胞，1本の突起を追いやすい利点がある．DRG内

に観察された多くの標識細胞は既に明らかにされ

ているように，典型的な擬単極の形態を示す細胞

であった．その中にあって出芽と思われる分岐し

た突起が18例のDRGに観察され，どれも細胞体

に近いstelnprocessから分岐していた．出芽した
突起は通常の軸索と同じように分岐し直線的に伸
びるもの（直進型）と，何度も分岐を繰り返し複

雑な分布を示すもの（屈曲型）が見られた．屈曲

型の中には標識されていない細胞と思われる構造

の周囲を取り囲むバスケット構造を形成するもの

も多数あった．本結果は，神経切断後には末梢切

断端だけではなく，より中枢のDRG内でも出芽，

再生が起こっていることを示している．末梢神経

の切断に伴うDRG内の交感神経線維や神経節細

胞からの出芽とバスケット構造形成の報告はある

が，本研究により脊髄神経節細胞の擬単極という

特徴ある形態と，そこに出芽した枝を全体像とし

て初めて明らかにし，直接示すことができた．

1-a-Po2

末梢神経細胞の突起伸展に対するIL-1βの
影響

ThelnnuenceoflL-16onNeuriteOutgrowth

大阪大学整形外科

○鱒法輪光，田中

森友寿夫，村瀬

啓之，谷内孝次，

剛

【目的】炎症性サイトカインの一つであるinter-

leukin-16(IL-16)は末梢神経損傷後に損傷部遠
位にて発現が増加する.IL-1βが神経系に及ぼす

影響に関しては，炎症を惹起して神経変性をもた

らす一方,Schwann細胞からのnervegrowth

factor(NGF)分泌や神経細胞の生存に働くといっ

た作用も報告されている．一方で神経細胞の突起

伸展に対するIL-1βの影響に関する報告は少な
く，見解の一致は得られていない．そこで我々 は，

末梢神経細胞の突起伸展に対するIL-1βの作用に

ついて検討を行った．

【方法】9，10日齢Wistarラットの後根神経節よ
り神経細胞を単離し,IL-16,myelin-associated

glycoprotein(MAG)を添加することによりcon‐
trol群,MAG群,IL-1β群,MAG+IL-1β群に分
け，培養を行った．72時間培養した後，蛍光免疫
染色を行い,axonallengthおよびtotalneurite

lengthを計測し,4群問にて比較検討した．また，
神経細胞の突起伸展に影響を及ぼすRhoの活性化

に対するIL-1βの影響についても検討した．
【結果】axonallength,totalneuritelengthとも
MAG群ではcontrol群より短縮を認めたが，

MAG+IL-1β群ではcontrol群と同レベルにまで伸
展した.IL-1β群ではcontrol群と有意差を認めな
かった.MAG群ではcontrol群と比べてRho活性

の上昇を認めたが,MAG+IL-1β群ではRho活性

の上昇は認められなかった．

【考察】IL-1βは末梢神経細胞の突起伸展を促進す
る作用があることが示された．この作用は肋oの

活性化を阻害することによりもたらされたと考え

られた．以上より,IL-1βは末梢神経の損傷後に，
Schwann細胞からのNGF分泌や神経細胞の生存，

突起伸展に関与し，末梢神経再生に寄与すること

が示唆された．
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SpinalMotorNeuronのBDNFによる軸索
伸長効果と細胞内シグナル伝達

BDNFPromotesAxonalGrowthofSpinalMotor
NeuronviatheMEK/ERKCascades

'東京大学大学院整形外科，2国立身体障害者リハ

ビリテーションセンター研究所

○荒居聖子l･2,緒方徹2,山本直哉2,
中村耕三19山本真一2

【目的】末梢神経損傷において，特に損傷部位と標

的器官の距離が長い場合，迅速な軸索の再伸長が

重要となる．これまで後根神経節細胞や交感神経

節細胞ではNGFなどのneurotrophinの刺激に
よって軸索伸長が促進されることが知られている

が,SpinalMotorNeuron(以下SMN)について

の研究はまれである．そこでSMNの選択的培養を

行いBDNFによる軸索伸長効果と細胞内シグナル

伝達経路に関して検討した．

【方法】SDラット胎生14日の脊髄腹側から細胞を
採取し,Nycodenzによる遠心勾配をかけてSMN

を選択した．培養3時間後にBDNF50ng/mlを添
加し，さらに24時間後に固定して抗Isletlおよび

抗Tubulin抗体で免疫染色を行い,SMNの同定と

軸索長の計測を行った．同時に細胞内シグナルの

各種阻害剤を添加した場合の軸索長を比較した．

また各種条件下でのERKリン酸化を比較した．

【結果】SMNは全細胞中約20%の濃度で選択的に

培養可能であった．対照群に対し,BDNFを加え

た場合約2．5倍軸索が伸長した．またMEK,

PI3K,Cdk5,GSK3βの各阻害剤を加えた場合，

BDNFの軸索伸長効果はいずれもコントロール群

と同程度またはそれ以下に阻害された．BDNF刺

激下ではpERKの発現が増加するが,MEK阻害
剤存在下では増加は見られなかった．

【考察】ラットSMNは,BDNF刺激に応答して軸
索伸長が促進された．また細胞内伝達経路のうち，

MEK-ERK-Cdk5/GSK3β経路が軸索伸長に関与
していると考えられた．
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Melanocortinreceptor4は末梢神経損傷時

に発現上昇し,AIpha-MSHの神経突起伸
長作用を媒介する

Alpha-MSHPromotesPeripheralNerveRegenera-

tionviaMelanocortinReceptor4

'大阪市立大学大学院医学系研究科機能細胞形態

学，2大阪大学大学院医学系研究科臓器制御医学専
攻器官制御外科学講座

○田辺勝久l,蒲生和重1'2,木山博資’

末梢神経損傷時には様々な遺伝子の発現変化が見

られるが，その統合的制御により神経再生が誘導

されている．したがって，そのような神経再生関

連遺伝子の探索が神経再生メカニズムの解明には

必須と考えられる．前研究にて，我々は，マウス

舌下神経（末梢運動ニューロン）切断モデルを用

いて，279種類のGproteincoupledreceptorsの
cDNAをReal-timePCRにてスクリーニングし，

末梢神経損傷時にmRNAの発現変化を示す分子

を多数同定した．そのうちの1つ,melanocortin

receptor4(以下MC4R)について，末梢神経再生

における役割を解析したので今回報告する．マウ

ス舌下神経の切断により，舌下神経核にてMC4R

のmRNA発現上昇が見られ,insituhybridiza-
tionにて，そのシグナルが神経細胞に局在するこ

とを確認した.MC4Rの発現は5日目にはピーク

となり，2週目には元のレベルに戻っていた．しか

し，他のファミリー受容体(MC1R,2R,3R,5R)

では切断側，非切断側とも発現が見られなかった．

マウス坐骨神経切断モデルにおいても，後根神経

節（末梢知覚ニューロン）にてMC4Rの発現は神

経切断後上昇したが,MC1R,2R,3R,5Rの発

現は逆に低下した．後根神経節細胞の培養系で，

MCRファミリー共通のリガンドであるAlpha-

MSHで神経細胞を刺激すると，神経突起の伸長が

促進された．この作用はMC4Rの選択的アンタゴ

ニストであるJKC-363でブロックされたため，

MC4Rを介してAlpha-MSHは神経突起を伸長さ

せることが明らかになった．以上の結果から，末

梢神経損傷時にはMC4Rの発現上昇により神経再

生が促進されることが示唆され，そのリガンドは

末梢神経損傷に対する治療薬候補となり得ると考
えられた．
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末梢神経系におけるリン酸化MBPの発現
とその変化

PhosphorylationofMBPinPeripheralNervous

System

'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1，小見山貴継2，池田崇2，

石井聖佳3，奥山訓子2

【はじめに】MBP(ミエリン塩基性蛋白質）は中枢

神経ミエリンの主な構成蛋白質であるが，末梢神

経にも存在している．最近，未熟なオリゴデンド

ロサイトのミエリン形成にMBPのリン酸化が重

要であることが判明しつつあるが，末梢神経系で

のリン酸化MBPの発現については知られていな

い．今回，マウス坐骨神経におけるリン酸化MBP

の発現を検討したので報告する．

【材料および方法】生後10週齢ICRマウスの坐骨

神経を大腿骨近位部レベルで切断した．切断直後，

1，2，3，4週の各時点で，断端から5rnm遠位部

を採取して凍結横断切片を作製し，抗MBP抗体，

抗リン酸化MBP抗体，抗NCAM抗体および4F2

抗体を用いて免疫染色を行った．

【結果】抗MBP抗体による染色では，切断直後～

4週まで，ほぼ同様に神経束内が染色された．抗リ

ン酸化MBP抗体では，切断直後ではミエリンが染

色されていたが，3．4週になると，神経束内に散

在して強い陽性部分が見られた．抗NCAM抗体で

は切断直後では神経束内に散在する陽性細胞を認

めたが，3．4週では神経束内全体に陽性部分が認

められた.4F2抗体では切断直後では神経束内に

散在する陽性細胞を認め，4週までに染色性は増

強した．

【考察】4F2抗原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

タンパクである．軸索変性の進行に伴うNCAMと

4F2の局在の変化はほぼ一致しており，われわれ

が報告してきた，末梢神経系では4F2抗原が

NCAMと結合していることを支持するもので

あった．4F2抗原は中枢神経系ではMBPのリン酸

化に関与すると考えられているが，今回の結果で

は，軸索変性の進んだ切断後3．4週で強い陽性細

胞が観察されており，末梢神経系でも同様に関与

している可能性が示唆された．

1-a-Po6

血行を遮断した自家坐骨神経片移植による
末梢神経再生抑制効果

ThelnhibitoryEffectsofAutoSciaticNerveGraft

underlschemicConditiononPeripheralNerve

Regeneration

'村山医療センター整形外科，2国立成育医療セン

ター整形外科，3慶應義塾大学整形外科，4川崎市

立川崎病院整形外科

○新井健1，高山真一郎2，谷野善彦3，

堀内行雄4，臼田修二’

【はじめに】四肢の切断術後など末梢神経切断後に

は，有痛性神経腫が臨床的に問題となる．この際，

断端から容易に入手できる末梢神経片は,MAGな

どの神経再生阻害物質を豊富に含むことから，断

端神経腫の予防に利用できる可能性がある．

Waller変性が成立し神経再生阻害物質を含む髄

鞘などが貧食された末梢神経片は再生神経を誘導

するが，我々 は，血行が遮断され,macroPhageの

進入とWaller変性の成立が阻止された末梢神経

片は神経再生を阻害し神経腫の形成を阻止すると

考え，今回，実験的に検証した．

【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，中枢

断端の5mmを，内径2mm長さ25mmの盲端
siliconetube内に引き込みナイロン糸で固定し

た．盲端tube内に10mm長の自家坐骨神経片を予

め挿入したa群と挿入しなかったb群を作製した

(各群ともn=5).c群は対照群として中枢断端を筋

間に埋没し，末梢の断端は結紮反転した．4週間後

採取し，肉眼的観察，組織学的観察および神経線

維やmacrophageに対する免疫組織学的検索をお
こなった．

【結果】a群では,tube内に移植組織の遣残と見ら
れる黄褐色の塊が見られ，神経断端は，ほぼ移植

時の長さで停止していた.b群では，移植時の長さ

を越えて円錐状に伸長し,siliconetube内で停止

していた．c群では，断端が腫脹し硬度を増し先端

は細くなり筋間で停止していた．組織学的には，

b,c群では再生神経を示す小神経束群を認めたの

に対し，a群ではほとんど認めなかった．

【考察】以上より，移植した自家坐骨神経片が，末
梢神経の再生および神経腫の形成を抑制したこと

が示唆され，有痛神経腫の治療や四肢切断術後の

神経の処置に応用可能と考えられた．

【結論】阻血状態で移植した自家坐骨神経片が，末
梢神経の再生を抑制した．
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短時間持続圧迫外力による末梢神経血流と
血管透過性の変化

ChangesinNerveBloodFlowandMicrovascular

PermeabilitylnducedbyExperimentalBriefCon-

tinuousCompressionoftheRabbitSciaticNerve

’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筑波大学大学院人間総合科学研究科基礎

医学系生理学

○吉井雄一'，西浦康正1,原友紀l,

照井直人2，落合直之’

【目的】動的圧迫外力による末梢神経障害の初期病

態解明のため，圧可変神経圧迫装置を作成し，ま

ず短時間持続圧迫による神経複合活動電位

(compoundnerveactionpotential;CNAP)への
影響について調べ，昨年の本学会で報告した．

CNAPは圧迫に伴いその振幅が漸次減少し，圧迫

圧が高い場合，解除後もその回復が遷延していた．

今回，同モデルを用いて短時間持続圧迫による圧

迫部の神経血流と血管透過性の変化について調べ
たので報告する．

【方法】日本白色家兎12週齢雄(約2.8kg)を用い
た．麻酔下で大腿中央部に自家考案神経圧迫装置

を装着し，坐骨神経を30分間持続的に圧迫しその

後解除した．実験群を圧迫強度40,80,120mmHHg
の各群とし，圧迫器の装着のみをコントロール群

とした（各群n=6).

【評価方法】1）神経血流の計測:圧迫部直下にレー

ザー血流計を設置し，圧迫開始前10分から解除後

30分まで連続的に計測した．圧迫開始前10分の平

均値を基準値とし，計測中10分ごとの平均値との

比を評価した．2）神経内血管透過性の評価:解除

30分後にEvansBlueAlbumin(EBA)を静脈内

投与し，1時間後に圧迫部神経を採取して縦断切

片を作成した．蛍光顕微鏡下に神経内膜内血管の

EBA漏出所見を観察した．

【結果】1）神経血流は圧迫により40,80,
120mmHg群でそれぞれ平均67.8,44.0,16.9%

まで減少した．解除後40,80mmH鱗では神経血

流は速やかに回復したが120mmHg群では回復が

遷延した（平均69.5%).2)120mmHg群でのみ
神経内膜内にぴ漫性のEBA漏出を認めた．

【結論】短時間持続圧迫および解除によって生じる

神経血流変化は，電気生理学的変化に影響を与え

ていると考えられた．圧迫圧が高い場合，解除後

の圧迫部の神経血流回復の遷延と神経内膜内浮腫

が生じ，電気生理学的回復遷延の一因になるもの

と推察された．
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手根管症候群の腫脹した腱滑膜における血

管病変とMMP2の関与

InvolvementoftheVacularLesionandMMP2in

theTenosynovialThickeningofCarpalTunnel

Syndrome

'三重大学医学部整形外科，2名古屋大学手の外科，

3鈴鹿回生総合病院整形外科

○辻井雅也'，平田仁2，飯田竜'，

藤澤幸三3，内田淳正’

【緒言】手根管症候群(CTS)は最も頻度の高い絞

槐性神経障害である．我々は第47回日手会学術集

会でCTSの臨床症状に夜間痛や睡眠障害を多く

認め，この症状が正中神経に起因しない可能性が

あり，さらに腱滑膜内でのMMP2活性度と相関す

ることを報告した．今回は腱滑膜におけるMMP2

の役割について検討したので報告する．

【対象と方法】対象は手根管開放術により治療され

たCTS患者40名，男性12例，女性28例で平均

年齢53.2歳であった．有症状期間により4群(A;

3ケ月以内,B;3-6ケ月,C;7-12ケ月,D;12ケ月
以上）に分けた.HE染色とelasticavanGieson

染色を用いて組織学的検討を行い，腱滑膜内での

MMP2活性はgelatin-zymographyと免疫染色で
評価した．

【結果】組織学的評価にて多くの患者で腱滑膜内の

小動脈に増殖性動脈硬化症を認めた．この血管病

変の程度はBanffscoreにより評価し，年齢有症

状期間との間で統計解析を行った.Banffscoreは

年齢とは関連を認めず，有症状期間と有意の相関

を示した．またMMP2の活動性は増殖性動脈硬化

症の発症時期にその血管壁，特に内膜で高いこと

が示された．

【考察】近年,CTSの病態についてその原因と考え

られる腱滑膜腫脹を対象とした研究の報告が増え

てきている．FreelandらもCTS腱滑膜内でMDA

の増加を正常人と比較し，有意に認めたことから

腱滑膜内での虚血が臨床症状に関与する可能性を

示した．今回，増殖性動脈硬化がCTSの進行と共

に急速に悪化し，その進行にMMP2が関与する可

能性を示した．さらにCTS患者の自覚症状が滑膜

病変の急速に進行する早期から中期に高度なこと

から，これらの病変がCTSにおける瘻痛に深く関

与することが示唆された．
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手根管症候群における酸化ストレス

EvaluationoftheOxidativeStressinCarpalTimnel

Syndrome

近畿大学医学部整形外科

○大谷和裕，西村俊司，斉藤政克，

福田寛二，浜西千秋

【目的】絞掘性神経障害は脊柱管狭窄症と同様に神

経に対する直接の圧迫刺激とともに神経周囲の伴

走血管の虚血状態も存在おり，絞拒神経が酸化ス

トレスを受けている可能性が考えられる．酸化ス

トレスにより産生された活性酸素とフリーラジカ

ル(reactiveoxygenmetabolites;ROM)は組織

障害をひきおこす．今回，手根管症候群(CTS)に

対するROMの関与について検討した．

【方法】対象はH16年よりCTSに対し手術を行っ

た20例である．指先より少量の採血を行い，フ

リーラジカル分析システム(FRAS)を用いて

ROMの測定を行った．同時に生体抗酸化力

(biologicalantioxidantpotential;BAP)の測定
も行った．術中に正中神経支配領域と他の神経支

配領域（尺骨神経）より採血を行い，神経支配領

域での比較を行った．

【結果】CTS患者では有意にROMの上昇を認めた

(正常群:250U.CARR,CTS群:429U.CARR;

p=0.0001)が,BAPは正常と有意差はなかった
(正常群:2100uMol/L,CTS群:2346uMol/L).

両側例と片側例との比較ではROMは両側例で有

意に高値を示した（両側：461，片側:304;p=

0.004)．術中，神経支配領域間でのROMの比較で

はROM値はほぼ同じ測定値でROMの支配領域間

での差は認めなかった（中指：317，小指：324)．

術後,ROMは有意に低下した(術前:429,術後：

298;p=0.004)がBAPは術後も変動を認めなかっ
た．術前のSCV,MCV,罹病期間との相関は認め

なかった．

【結論】CTSでは明らかに酸化ストレスの増加に

よる活性酸素，フリーラジカルの上昇を認めた．両

側例で片側例より高値を示し正中神経の絞掘によ

る酸化ストレスを血液中のROMが反映している

こと，またこの上昇は術後減少することは手根管

の開放により正中神経周囲の虚血状態が解除され

ることが示唆される．

1-a-Po10

糖尿病モデルを使った絞掘性神経障害の病
態解明一糖尿病性絞掘性神経障害と特発

性絞拒性神経障害の比較一

PathomechanismofEntrapmentNeuropathyinDiabetic

andNondiabeticRatsRearedonWireCages:Comparison

ofDiabeticandldiopathicEntrapmentNeuropathy

l三重大学医学部整形外科，2名古屋大学手の外科，

3鈴鹿回生病院整形外科

○西村淑子l,平田仁29辻井雅也19

飯田竜1,藤澤幸三3

【目的】糖尿病性神経障害は局所と広汎におこる神

経障害が複雑にからみあっている.Streptozotocin

(STZ)を投与された糖尿病ラットは，早期では脱

髄は起こるが軸索変性をきたさないことから典型

的な糖尿病性神経障害モデルではなく絞掘性神経

障害の可能性が示唆されている．このモデルに着

目し，糖尿病性絞拒性神経障害と特発性絞掘性神

経障害を比較し絞拠性神経障害の病態解明を目的

に実験を行った．また糖尿病合併症である網膜症

と腎症で起こる微小血管病変に肥満細胞が関与し

ていることがいわれており，早期STZ糖尿病モデ

ルでも同様に肥満細胞が関与しているのかを調べ

た．

【対象および方法】オスの肥満細胞欠損ラット20

匹，コントロールラット20匹で，糖尿病群(DM+),

ラットの足下に網を置き機械的ストレスを加えた

Wiregrid群(W+)を作成した.Tenascin-C(TN-
C),q-SMA,S-100の発現，終末潜時，血糖肥

満細胞の有無Wiregridの影響に関して調べた．

【結果】DM-W+群では周膜は強く肥厚し，内膜
のTN-Cの発現は弱く，終末潜時に有意の遅延は

なかった．これに対しDM群では内膜にTN-Cと

qSMAが強く発現し，周膜の肥厚は軽度で，終末

潜時が有意に遅延していた．電顕でもDM群で脱

随所見が確認された．この結果からは周膜の保護

機能が低下すると神経内膜にTN-Cの発現が誘導

され．ラーケン収縮を生じて神経を絞掘する事が

示唆された．絞掘性神経障害には肥満細胞の関与

は見られなかった．

【考察】高血糖や機械的ストレスは神経内膜のTN-

Cの発現をもたらし，線維芽細胞から筋線維芽細

胞への形質転換が起こる．今回の結果からは筋線

維芽細胞がコラーゲン収縮を介して個々の軸索を

絞抓し脱髄を引き起している可能性が高く，定説

とは異なり周膜の肥厚は軸索の保護に働いている

可能性が高いと考えられた．

－S74-
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HVJ-liposome法による非ウイルス性逆行

性神経内遺伝子導入－－糖尿病性神経障害
に対する新たな治療戦略一

GeneTransferviaRetrogradeAxonalTransportfrom

PeripheralTargetTissueusing.aNonviralHVJ-liposome

Method:NovelTherapeuticStrategyfbrDiabeticNeuropathy

l防衛医科大学校整形外科学講座，2防衛医科大学

校第1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19有野浩司l,中西邦昭2,

森下竜一3，根本孝一’

【目的】われわれは昨年，本学会において安全な非

ウイルスベクターであるHVJ-リポソーム法を用

いた神経組織内逆行性遺伝子導入法が有効であ

り，肝細胞増殖因子(HGF)の遺伝子導入が圧挫

神経損傷後の神経再生を促進することを報告し

た．今回，臨床上問題となることが多い糖尿病性

神経障害に着目し，遺伝子治療としての有効性に

ついて検討したので報告する．

【方法】4週齢のⅧstar系雄ラットにstreptozotocin
を腹腔内投与して糖尿病ラットを作製し，その後

HGF遺伝子を組み込んだHVJ-liposomeを前脛骨

筋の筋肉内に1週毎繰り返して注射して遺伝子導

入を行った.HGF蛋白およびmRNAの発現量お

よび局在性を確認した後，糖尿病性神経障害に対

する効果(mechanicalnociception,thermal
nocicption)を行動科学的に評価し，加えて電気生

理学的および組織学的にも検討した．さらに筋肉

および神経内血行動態の変化についても測定し

た．

【結果】HGF遺伝子の定期的な遺伝子導入により，

神経組織内に遺伝子の発現を認めた．糖尿病ラッ

トにmechanicalnociceptionの閾値の低下を認め

たがthermalnocicptionには変化を認めなかっ

た．また神経内および筋肉内血流量の低下を認め

た．これらの低下はHGF遺伝子を導入することに

より有意に改善した．組織学的に糖尿病ラットは

有髄神経軸索短径の小径化，無髄神経軸索短径の

大径化を呈したが，有髄神経軸索短径はHGF遺伝

子導入により改善傾向を示した．

【結論】神経再生に対する遺伝子治療としての臨床

応用を見据えて，安全かつ簡便で効果的なDrug
DeliverySystemを確立することは重要な意味を

持つ．本研究の結果からHVJ-リポソーム法による

HGF遺伝子導入は糖尿病性神経障害に対する安

全で有効な遺伝子治療の1つであると考えられ
た．

－S75-
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上肢の末梢神経障害に伴う筋病理所見につ
いて

HistochemicalStudyonSkeletalMuscleAssociated

withPeripheralNervelniury

東邦大学医学部整形外科学第2講座

○水谷一裕，戸部正博，津布久義人，

重光 俊男 ，池 谷昌 道

【目的】手の外科で遭遇する筋萎縮は神経原性のこ

とが少くない．従って末梢神経絞拒障害に伴う筋

病理所見を明らかにするために，組織学的，組織

化学的に検討した．

【対象および方法】症例は絞拒性神経障害21例で，

男性4例，女性17例，年齢は22歳から64歳であ

る．疾患別内訳は手根管症候群5例，肘部管症候

群7例，遅発性尺骨神経マヒ9例である．説明と同

意のもとに手術時検体を採取，直ちに-70｡Cドラ

イアイスアセトンを用いて瞬間凍結し,10"mの
薄切切片をクリオタットで作製した．組織学的に

HE染色のほか，組織化学的にルーテンATPase染

色を行い，タイプ1，2線維に識別し，タイプ別筋

線維径ヒストグラムを作成した．

【結果】タイプ別筋線維の選択的萎縮は，タイプ

1線維に44％みられ，タイプ2線維には78％みら

れた．そのうち，脱神経所見としてのsmallan-

gularfiberは11%,小群化萎縮は33%にみられた．

一方，神経再支配現象としてのfibertypedispro-

portionは78%にみられ，タイプ2線維のfibertype

groupingを55%に認めた．なお，タイプ1線維の

fibertypepredominanceは33%にみられた．な

お,HE染色で構築上の異常は明らかであった．タ

イプ別筋線維径ヒストグラムの多くは2峰性を呈

し，神経原性筋萎縮を反映していた．なお，頚椎

症性脊髄神経根症と肘部管症候群のdoublelesion

症候群例では以上の所見は著明であった．しかし，

22歳男性の掌側バートン骨折後2週の手根管症候

群例ではモザイクパターンは保たれていた．

【まとめ】筋生検は筋萎縮の病態とその程度，予後

が明らかにされる点で優れている．
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バレーボール選手に発症する鰊下筋不全麻

痒の病態：新鮮遣体標本を用いた観察

MechanismoftheAtrophyoftheInfrasupinatus

MuscleinVblleyballPlayers:ObservationofTrans-

thoracicCadaverSpecimens

'札幌医科大学保健医療学部理学療法学科，2札幌

医科大学医学部整形外科

○青木光広1，辻英樹2，織田崇2，

射場浩介2，和田卓郎2

【目的】スパイク動作を多用するバレーボール選手

に疎下筋萎縮が発生する．原因として反復牽引刺

激による肩甲上神経の不全損傷が推測されてい

る．肩甲骨の異常な回旋が肩甲上切痕で神経を牽

引する説と，外転位での肩関節の過度な内旋が肩

甲疎外縁で神経を摩擦する説がある．しかし，こ

れらを証明した報告はない．本報告の目的は，頚

椎・胸郭・両上肢が温存されたtrans-thoracic標

本を用いて，肩関節を他動的に動かし肩甲上神経

を観察し，バレーのスパイク動作を再現して，肩

甲上切痕と肩甲鰊での肩甲上神経の動態を明らか

にすることである．

【方法】70歳以上の肩関節に異常のないtrans-

thoracic標本6体の右側上肢を用いた．標本を垂

直にジグに固定し，あらゆる方向へ上肢可動性を

確保した．肩甲上切痕および肩甲鰊外縁で肩甲上

神経を露出し，神経を縫合糸で標識し，肩関節を

他動的に動かして神経の肉眼的緊張度と標識の移

動距離を観察した．標識は肩甲上靱帯の近位，肩

甲鰊の遠位に設置した．

【結果】肩関節の内外旗に係わらず下垂位で肩甲帯

が尾側に移動（下制）すると肩甲切痕より近位部

で肩甲上神経が緊張した．肩関節が外転・外旗す

ると両部位での肩甲上神経は弛緩した．肩関節外

転・最大内旋時に肩甲上神経の練下筋枝が肩甲鰊

に巻きつくように近位に2-9mm移動して緊張し，

肩甲鰊に圧迫される所見を確認した．それ以外の

肢位での神経の緊張は僅かであった．

【考察･結論】バレーのスパイク動作では，上肢を

外転する際に肩甲帯が頭側へ移動し，加速期から

フォロースルー期を通して肩甲帯が下制すること

は少ない．したがって，練下筋萎縮の原因はスパ

イクフオロースルー時の，肩関節外転・最大内旋

位での肩甲鰊周囲での肩甲上神経の過度な牽引で

あると推測される．

1-a-Po14

手指随意運動の脳磁計による測定

StudyoftheVbluntaryFingerMotionbyMagneto-

encehalograhy

'東京歯科大学市川総合病院整形外科，2東京歯科

大学市川総合病院歯科・口腔外科，3慶應義塾大学

整形外科

○高橋正憲1,栩木弘和1,渡辺裕2,

彦坂一雄3，浦部忠久3

【はじめに】手の巧綴性に関しては，器用とか不器

用とかの表現はあるが客観的な評価の指標を持た

ない．手の巧繊運動には瞬時な高度の中枢制御が

必要であるが，これまで手指の運動による脳活動

は，脳の血流などの変化を測定する伽RIやPET

が用いられていたが時間分解能には充分対応でき

なかった．脳磁図は脳神経の活動電流が作った脳

表面の磁場を瞬時に捉えて画像化するもので，時

間分解能は非常に優れている．また，計測結果を

3次元MRI像と重ね合わせることで，脳神経活動

の局在を表すことも可能である．今回，人におけ

る手指の随意運動を脳磁計を用いて測定し，大脳

皮質の活動の変化を時間的，空間的に検討した．

【方法】測定は磁気シールドルーム内で306チャン

ネルのNouromag社制の脳磁計を用いた．分析時
間は3000msで，基準点前2500msから後の500ms

までを解析した．得られた磁場分布に基づいて時

間変動性複数双極子解析法を用いて電流源の位

置，強度，方向を推定し，同一被験者の3次元MⅢ

画像上に投射した．被験者は5名の健康な男性ボ

アンティアで，次の課題を課した．課題1:母指の

みを屈曲させる単純な運動，課題2：母指と示指，

母指と中指間のピンチ動作をくりかえす複雑な運

動．

【結果】1）複雑課題では単純課題に比べ，運動準

備期の早い段階から磁場活動が認められ，振幅も

大きかった．2）3次元MRI画像上への投射では，

運動前野の活動は運動と反対側で単純・複雑課題

共に認められた．3)前頭前野や補足運動野の活動

は単純課題では認められず，複雑課題で認められ

た．4)）前頭前野の活動は補足運動野の活動に先

行していた．

【まとめ】複雑な指の運動の誘発には単純な運動に

比較して前頭前野や補足運動野などのより高次な

中枢制御が係わっていることが示唆された．
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経頭蓋電気刺激による末梢神経誘発電位計
測一臨床例における検討一

ClinicalStudyofPeripheralNerveActionPotential

EvokedbyTiPanscranialElectricalStimulation

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

○宇賀美奈子，西浦康正，吉井雄一，

岩指 仁 ， 落 合 直之

【目的】腕神経叢損傷の治療法の決定にあたって，

脊髄と末梢神経の機能的連続性の診断は重要であ

る．従来，体性感覚誘発電位(SEP)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直接診断さ

れない．一方，大脳皮質運動野を刺激して末梢神

経から誘発電位を計測する試みはなされている

が，診断方法としてはまだ確立されていない．わ

れわれは，昨年の本学会で経頭蓋電気刺激による

神経誘発電位計測の動物実験について報告した．

今回，臨床例で試みたので報告する．

【対象および方法】対象は，腕神経叢損傷7例と腕

神経叢周囲腫瘍1例の8症例である．全身麻酔下に

腕神経叢を展開した後，高電圧電気刺激装置（マ

ルチパルスD185,Digitimer)を用い頭皮下に刺

入した針電極から刺激電圧400～500Vで1～5回

の連続刺激による電気刺激を行った．神経の電気

刺激で筋収縮が認められSEPを計測できた11神

経で誘発電位を計測した．

【結果】11神経中6神経から3～26"Vの神経誘発
電位の計測が可能であった．他の5例ではアーチ

ファクトが重なり判別が困難であった．

【考察】今回，臨床例で，脊髄と有連続と考えられ

る末梢神経から神経誘発電位の計測を試み，6神

経で計測することができたが，他の5例では誘発

電位の判別が困難であった．この原因は，誘発電

位が低いことと誘発電位に比べアーチファクトが

大きいためと考えられた．術中は神経を電気刺激

して確認する必要があるため筋弛緩剤を用いてい

ない．アーチファクトは刺激によるものや神経根

周囲の筋電位によるものと考えられた．

【結論】臨床例で経頭蓋電気刺激による末梢神経誘

発電位計測を試みたが，アーチファクトのため，誘

発電位の判別が困難な例があり，臨床応用には更

なる検討が必要である．
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フラビン蛋白蛍光測定を用いた大脳活動領

野モニタリングによる末梢神経修復術後に

おける機能回復メカニズムの検討

DynamicVisualMonitodngofBrainPlasticityUsing

FluorescenceofFlavinProteinAfterPeripheral

NerveRepair

'新潟大学医歯学総合病院形成外科，2新潟大学脳

研究所システム生理学

○柴田実1,陳山林l,渋木克栄2

【背景および目的】腕神経引き抜き全型損傷には肋

間，横隔，副神経あるいは反対側第七頚髄神経根

の交叉術が，上位型には同側尺骨神経部分的分割

交叉術(Oberlin法)が選択されることがあり，特

に後者では有用な機能回復と予想外に少ないド

ナー神経の機能脱失が報告されている．これには

大脳の可塑性が関与すると推測される．

【方法並びに結果】共同演者渋木らの方法を用い，

マウスの脳常在フラビン蛋白の発する蛍光を経頭

蓋的に高感度カメラで捕捉し，大脳活動状況を視

覚的，動的にモニタリングした.C57BIJU6マウス，

前肢に振動刺激を与え，大脳体性感覚野シグナル

を記録・検討した．手術は顕微鏡最大倍率近くで

ウルトラマイクロ器具と，11－0縫合糸を用いた．

A・急性実験前肢に振動刺激し，安定してモニタ

リング出来ることを確認．一側正中・尺骨神経分

岐前の神経幹部で，神経切離後，振動刺激しても，

依性感覚野活動は誘発されなかった.B・慢性実験

(n=10)両側神経幹を切離，下肢より採取した神

経片を左側遠位断端と右側近位断端の間に端々縫

合移植した．12週後にウレタン麻酔下に左側前肢

を振動刺激し，大脳体性感覚野をモニタリングし

た．いずれのマウスも両側大脳体性感覚野のシグ

ナルを記録し，うち6頭で修復神経の切断により

左側シグナルが消失，さらに僥骨神経切離により

反対側（右側）のシグナルが消失した．また，残

り4頭を術後2週間で再度モニタリング操作を行

い，麻酔直後に死亡した1頭を除いて，モニタリ

ング可能であった．

【考察】以上，反対側神経交叉により，大脳可塑性

が機能すると考えられる．本法は大がかりな装置

なしで，末梢神経損傷後あるいは修復後の回復状

況についてヒトの機能MRIに匹敵する解析を行

える，画期的評価法と考えられる．
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フラビン蛋白蛍光モニタリングによる神経

交叉術後の修復および損傷ドナー神経の機

能回復と大脳可塑性の検討

CerebralPlasticityStudyUsingFlavinProteinFluo-

rescenceMonitoringAfterCrossNerveRepair

'新潟大学医歯学総合病院形成外科，2新潟大学脳

研究所システム生理学

○陳山林1,柴田実1,鈴木肇l,

渋木克栄2

【背景】腕神経叢引抜き損傷に対する健側第7頚髄

神経根や同側正中・尺骨神経との交叉術が注目さ

れているが，このような過誤支配を作成する神経

修復により，なぜ，良好に機能回復し，重大な健

常神経損傷がどうして重篤欠損症状を残しにくい

のか，不明である．これには大脳可塑性が関与し

ていると推察されるので，実験的に検討した．

【方法】共同演者，渋木らの考案したマウスの経頭

蓋的脳常在フラビン蛋白蛍光性測定法を用いた．

腕神経叢遠位部，正中・尺骨神経分岐前で神経幹

切断または，交叉術を行い，患側左肢振動刺激を

与え，神経回復に伴う，誘発大脳体性知覚野シグ

ナルをモニタリングした．8週齢C57BL/63マウ

スを用いた.Groupl(N=5):神経幹部切離・放

置Groupll(N=5):神経幹切離後直ちに縫合．

Grouplll(N=10):両側神経幹を切離，下肢より
採取した神経片を左側遠位断端と右側近位断端の

間に移植，端々吻合した6または10週後に，手術

した左側前枝を振動刺激し，経頭蓋的に大脳賦活

野のモニタリング，更に，正中・尺骨神経幹また

は榛骨・筋皮神経切離を加え，シグナルの変化を

記録した．

【結果】Groupl欠損作成直後右側シグナルは消
失した(5/5)が10週後には右健側シグナルを認め

た（2/23頭麻酔死)．この直後に神経幹欠損部羅

痕組織を切除し，再測定しても右側シグナルを認

めた．Groupll術後6週で右シグナルあり，左な

し(5/5).Grouplll術後10週で両側シグナルあ

り（10/10)，直後にまず左側僥骨・筋皮神経を切

離すると右側シグナルのみ消失，更に正中・尺骨

神経幹を切離すると左側シグナルも消失した（6／

6)．

【考察】正中･尺骨神経幹切離放置後には僥骨ある

いは筋皮神経関与の，また，移植を用いた端々縫

合対側神経交叉後には，より中枢側可塑性による

回復も起こると推察される．
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LineScanDiffusionlmagingを用いた末梢
神経損傷の早期診断に関する実験的研究

EfficacyoftheLineScanDiffusionlmaging(LSDI)

oftheDenervatedSkeletalMusclesonEarlyDiag-

nosisofthePeripheralNervelnjury

'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l,中村俊康l,菊地淑人2,

池上博泰1,戸山芳昭’

【目的】末梢神経麻輝の補助診断として脱神経筋

MRIのT2強調画像が有用であることが判明して

いる．しかし受傷早期ではその輝度変化を捉えに

くいという問題点があった．一方，急性脳梗塞な

どの中枢神経領域疾患では急性期の有用な診断方

法として拡散強調画像が急速に普及している．そ

こで今回，末梢神経損傷の急性期診断に対する拡

散強調画像の有用性を検討する目的で,Line

ScanDiffusionlmaging(以下LSDI)を用いて脱

神経筋の定量的評価を行った．

【方法】6週齢ラット(n=6)の後脛骨神経を切断

し，受傷後1，3，5，7，14日における下腿三頭筋

のLSDIを施行した．その後，細胞外への水分の移

動を意味する見かけの拡散係数(apparentdifWu-

sioncoeHicient;ADC)および水分含有量を意味

するT2値について，それぞれの対健側比の経時的

変化を測定した．

【結果】T2値の対健側比は受傷1日後で1.038で

あったのに対し,ADCの対健側比は1.218と高値

を示していた．その後,T2値は14日目まで1.3513

と経時的に上昇していったのに対し,ADCは5日

目まで緩やかに上昇(ADC:1.2715)した後，減

少傾向を認めた．受傷後5日目と7日目の間で両者

の逆転現象を認めた．

【考察】受傷早期ではT2値よりもADCの方が鋭敏
に筋細胞レベルでの水分の動きを反映していた．

受傷後1週以降では筋細胞外への新たな水分の拡

散はなくなり細胞外に水分が貯留するため,ADC

は低下し,T2値は上昇していくという逆転現象が

起こるものと考えられた．以上の結果より，末梢

神経損傷の急性期（1週間以内）における診断能は

拡散強調画像の方がT2強調画像よりも鋭敏であ

ると考えられた．
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爪の再生を目指して

－マウス爪再生モデルにおけるMSX1およ

USHoxC13の発現一

TbmporalandSpatialExpressionprofilesofMSXl

andHoxCl3mRNADuringNailRegenerationin
MiceModel

大阪市立大学大学院医学部整形外科

○金城養典，香月憲一，今井祐記，

岡田充弘，高岡邦 夫

【背景】外傷性や先天性に手指欠損を生じる患者が

存在するが，現在の再生医学では爪を含めた手指

の再生技術は確立しておらず，手指欠損を補うた

めに自家足指移植術に頼っているのが現状であ

る．足指の犠牲を伴わない手指再建法の開発には

爪組織の再生が必要不可欠であるが，爪の再生に

ついては未着手の領域で，その機能についても解

析が殆ど為されていない．そこで我々は分子生物

学的手法を用いて，まず爪の発生に関わる遺伝子

群について検索を開始することとした．

【方法】6週齢ICRmouseの前肢中指を抜爪し，爪

再生モデルとした．抜爪後，経時的に爪再生の過

程を組織学的に検索した．爪再生に関与する遺伝

子群として,MSX1,HoxC13を候補遺伝子とし，

上記モデルにおいて，各々の発現状況をinsitu

hybrydization法にて確認した．

【結果】抜爪後3日目より爪の再生が観察された．

通常状態及び再生過程において,MSX1,HoxC13

mRNAはnailmatrixおよびnailbedに発現し，ま

たnailmatrixおよびnailbedの細胞はこれらの

遺伝子を同時に発現していた．

【考察】マウス爪再生モデルにおいてnailmatrix

およびnailbedにMSX1,HoxC13mRNAの発現

が確認されたことより，これらの遺伝子は爪の発

生に重要な役割を担っていることが示唆された．

またnailmatrixおよびnailbedの細胞が同時に

MSX1,HoxC13の両方の遺伝子を発現していた．

報告によるとMSX1,HoxC13それぞれのKO

mouseの表現形は完全な爪欠損ではなく，脆弱な

爪を持つ個体であることから，これらの遺伝子は

相補的に作用して爪の発生に関与している可能性
がある．
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手関節背側部からの逆行性島状皮弁の可能

性一解剖学的研究

AnatomicalPossibilityfOrReverselslandFlapfrom
theDorsalWristArea

'医真会八尾総合病院整形外科，2ウエストヴァー

ジニア大学整形外科

○面川庄平',JaiyoungRyu2

【目的】手の軟部組織欠損に対する手関節背側から

逆行性皮弁の可能性について言及する．

【方法】新鮮凍結屍体20手に生理的圧でシリコン

樹脂を注入した後，伸筋支帯上に位置する皮膚穿

通枝の本数，血管径を計測した．また，穿通枝の

起始動脈の走行パターン，末梢での他の血管系と

の交通を検索した．さらに透明標本を作製し微細

血管構築を観察した．

【結果】手関節背側皮盧の血行支配には4つの血管

系が関与していた．僥尺部領域は榛骨および尺骨

動静脈の背側枝から（起始部の血管径：平均

0.3mm,0.5mm),中央部領域は前骨間および後

骨間動静脈の終末枝(同血管径:平均0.6,0.4mm)

からそれぞれ栄養されていた．前者は皮神経背側

枝に伴走し，後者は伸筋支帯を貫通するという解

剖学的特徴を有していた．いずれも手根骨レベル

で2－5本の皮枝が確認でき，皮枝の血管径は0.1‐

0.3mmであった．榛尺骨動脈背側枝は末梢で背側

中手動脈と常に連続し，中手骨頭部で掌側からの

穿通枝と交通していた．前および後骨間動脈の終

末枝は，末梢で背側動脈弓に常に交通していた．

【考察】今回の解剖結果から2種類の逆行性皮弁の

可能性が示唆された．1つは尺骨動静脈背側枝を

血管柄とする皮弁で，手関節尺背側の尺骨茎状突

起と第5中手骨基部の問でデザインできる．末梢

で第5背側中手動脈と交通しているため逆行性皮

弁として採取でき，第5中手骨頭をピボットポイ

ントとして小指先端まで移行可能である．さらに

前骨間動静脈終末枝を血管柄とする皮弁が第2－

4伸筋腱区画上でデザインできる．Shibataらは本

血管系を用いた遊離皮弁の応用を報告したが，本

皮弁を逆行性皮弁として用いた場合，手背部ある

いは第一指間への移行が可能である．
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尺骨神経背側枝に関する解剖学的研究

AnatomicStudyoftheDorsalBranchoftheUlnar

Nerve

'友紘会総合病院，2大阪大学医学部整形外科

○後藤晃1，森友寿夫2，村瀬剛2，

岡久仁洋2

【目的】尺骨神経背側枝は手背･手関節尺側部およ

び環・小指の感覚に関係している．尺骨神経背側

枝の走行や多様性に関する報告は少なく，尺骨神

経背側枝に関する局所解剖を理解する事は手指，

手背および手関節尺側部での手術操作を行う上で

重要であると考えられる．本研究の目的はより明

確に尺骨神経背側枝の走行を調査し定量化を行う

ことである．

【対象･方法】ホルマリン固定を行った屍体標本12

体24上肢を使用した．前腕中央掌側部で解剖を行

い尺骨神経を同定した．さらに尺骨神経の走行に

沿って遠位方向に剥離を行い背側枝を確認した．

背側枝は中手指節間関節背側部のレベルまで解剖

し走行を調査した．尺骨神経と背側枝との間の距

離が1cmの箇所を分岐部とし，尺骨茎状突起から

神経分岐部までの距離ならびに尺骨茎状突起から

尺骨神経の尺側縁までの距離をMITUTOYO社製

の精密計測器ノギス(DIGIMATICCALIPER@:

精度0.01mm)を用いて計測を行った．

【結果】背側枝は尺骨神経から複数分岐するものも

存在した．また関節周囲では関節包への神経枝が

存在するものも見られた．尺骨神経と背側枝との

分岐部は尺骨茎状突起から平均28.6mmr

13_1mmに存在しあまりばらつきは見られなかっ

たが，分岐部より末梢側では背側枝の走行，神経

分岐パターンやサイズにおいて各献体問での多様

性が見られた．尺骨茎状突起から尺骨神経尺側縁

までの距離は榛側方向に平均3_2mm±2.9mmで

あった．

【考察】今回，我々は尺骨神経背側枝の走行ならび

に尺骨神経との分岐部の定量化を行った．本研究

は手背および手関節尺側部での手術操作，手関節

鏡のportal(6R,6U)作製や尺骨神経背側枝を用
いた神経移植を行う上で有用であると考えられ

た．
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三角線維軟骨複合体(TFCC)の解剖学的

考察

RevisionAnatomy:TifiangularFibrocartilageCom-

plex(TFCC)

l熊本整形外科病院手の外科センター,2Christine

MKleinertlnstitute

○玉井誠',AmitGupta2

【序論】三角線維軟骨複合体（以下TFCCと略す）

は，その本体である三角線維軟骨，メニスカスホ

モローグ，背側並びに掌側の遠位僥尺靱帯，尺側

関節包ならびに尺側手根伸筋腱鞘から構成されて

いる．また，短僥骨月状骨靱帯は，月状骨の安定

性に関与する重要な靱帯であり,TFCCに強固に

付着していると考えられている．しかしながら，

個々の構造物の形態や他の構造物との関係につい

ては，一般に，よく理解されているとは言い難い．

【方法】TFCCの解剖についての理解を深めるた

め，16個の新鮮死体手関節標本を用いてルーペ拡

大下に,TFCCの解剖を行った．

【結果】以下の結果が全ての検体に確認出来た．

1)背側並びに掌側の遠位僥尺靱帯は，それぞれ僥

骨sigmoidnotchの尺側縁ならびに僥骨遠位端掌

側のridgeから起こり，三角線維軟骨を取り囲みな
がら尺側へと走り，深層線維と浅層線維に分かれ，

それぞれ尺骨頭のhveaと尺骨茎状突起の遠位部

に付着する．

2）3つの尺骨手根靱帯，尺骨月状骨靱帯，尺骨三

角骨靱帯，尺骨有頭骨靱帯は，いずれも薄く，明

確に分離出来る靱帯線維束を形成していない．

3)尺骨手根靱帯は交わりながら，浅層遠位僥尺靱

帯の尺骨茎状突起への付着部を取り囲むように，

茎状突起の基部の僥側，背側から先端へと付着し

ている．

4）尺骨手根靱帯は掌側遠位榛尺靱帯の遠位部線

維と交わり，三角線維軟骨を取り囲みながら，手

関節尺側関節包を形成している．便宜上，これら

を，榛尺骨一尺骨手根靱帯複合体と名付けた．

5)短僥骨月状骨靭帯は，僥骨と月状骨関節面の掌

側縁に付着しており，靱帯構造を有しない，塑性

に富む組織である．

【結語】これらの結果は,TFCCの解剖ならびに病

態についてのより深い理解に貢献するものと思わ

れる．

－S80－
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手関節三角線維軟骨複合体の免疫組織化学
的検討（第2報）

ImmunohistochemicalStudyontheTriangular

FibrocartilageComplexoftheWdst(SecondReport)

'東邦大学第2整形外科，2東邦大学第1解剖

○重光俊男l,戸部正博l,水谷一裕l,

村上邦夫2，岸清2

【目的】TFCCは手関節尺側部痛と密接な関係があ

るといわれるが,TFCCの神経分布に関して詳細

な報告は少ない．われわれは第48回本学会にて

TFCCの神経分布について，新鮮屍体標本を用い

て，神経活性ペプチド抗血清による免疫組織化学

的検討を報告した．今回はその神経分布について

定量的な解析を行ったので報告する．

【対象と方法】対象は5例7手関節で，新鮮屍体

からTFCCを一塊として摘出した．採取した

TFCCを100"mごとに冠状断の連続切片を作成

し,TFCCの分布につき背側掌側と分け,Ulnar

collateralligament(UCL),meniscushomologue

(MH),radio-ulnarligament(Ⅲ几),discproper
それぞれについて，光学顕微鏡にてPGP9.5,

CGRP陽性自由神経終末の数を測定し定量解析を
行った．

【結果】PGP9.5,CGRP陽性神経線維はdiscproper
自体には存在せず，辺縁周囲に神経線維が存在し

た.PGP9.5陽性線維の分布は平均値(/mm2)で

UCL背側0.85±0.49SD:掌側0.77±0.31SD,

MH背側0.54±0.23SD:掌側0.55±0.43SD,RUL

背側0.46±0.28SD:掌側0.32±0.17SDであり，
CGRP陽性線維のそれはUCL背側0.56±0.29SD:

掌側0．56±0.21SD,MH背側0.40±0.22SD:掌

側0．34±0.10SD,RUL背側0.21±0.16SD:掌
側0．19±0.10SDであった．

【結語】今回の調査からはPGP9.5陽性線維,CGRP

陽性繊維ともにUCL,MH,RULの順で多く観察

された．このことからTFCC由来の手関節尺側部

痛の原因にTFCC尺側構造物が主要な位置を占め
ると考えられる．

－S81－
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UInarvarianceが加齢とともに増加する原

因について

WhyDoestheUlnarVariancelncreasewithAge？

'淀川キリスト教病院整形外科，2大阪市立大学医

学部付属病院整形外科，3関西労災病院整形外科

○野口和子1,香月憲--29高見勝次1,

米田昌弘3

【目的】従来より加齢とともにulnarvarianceが増

加することが知られているが，その原因は未だ明

かにされていない．我々はその原因を解明すべ<

以下の研究を行った．

【対象･方法】外傷や基礎疾患がなく，すでに骨端

線が閉鎖した健常者159名を対象に，回外位にて

前腕のX線2方向撮影を行った．側面像で榛骨頭

あるいは尺骨頭が脱臼・亜脱臼している例は除外

した．正面像でulnarvariance,榛骨長，尺骨長，

僥骨弩曲度を測定した．僥骨弩曲度は僥骨の近位・

遠位僥尺関節を結ぶ接線を基準線とし，ここから

榛骨の最も弩曲している部分の僥側骨皮質までの

距離を測定し，これと榛骨長の比とした．計測値

を若年群（40歳未満）と高齢群（65歳以上）に分

け，2群間の各測定値を分析するとともに性別に

よる影響を検討した．

【結果】(1)mnarvarianceは高齢群で有意に高値

を示した．（2）榛骨長，尺骨長はともに高齢群で

有意に低値を示し，榛骨でその程度が強かった．

(3)僥骨弩曲度は高齢群で有意に高値を示した．

いずれの傾向も女性においてその程度が強かった

(p値<0.001).

【考察】本研究でulnarvarianceは従来の報告と同

様，加齢とともに増加する傾向が再確認された．そ

の原因は加齢とともに僥骨長が尺骨長に比べて有

意に低値をとるためであることがわかった．僥骨

長が尺骨長に比べて加齢とともにより低値を取る

原因として僥骨の弩曲度が加齢とともに増加する

ことが原因ではないかと推察した．但し，本研究

は過去の報告と同様に同一個体の加齢的変化を調

査したものではないので，今回の結果が本当の意

味での加齢的変化なのか，単に世代間の骨格形態

の違いを反映しているかについては不明である．

』
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腕僥骨筋停止部と僥骨遠位端骨折との関連
について

AnatomyoftheDistalBrachioradialisanditsRela-

tionshiptoDistalRadiusFracture

'掛川市立総合病院整形外科，2テキサス大学ガ

ルベストン校

○洪淑貴',StevenViegas2,

WilliamBufOrd2,ClarkAnderson2,

RitaPatterson2

【目的】榛骨遠位端骨折の骨折線のパターンと腕僥

骨筋腱停止部の関連を明らかにするために新鮮凍

結上肢を詳細に解剖したので，報告する．

【方法】18肢（男性14肢，女性4肢，平均年齢68

歳）を拡大鏡視下，腕僥骨筋腱と周囲筋膜との関

連に注目しつつ解剖し，停止部の位置・大きさを

測定した．34名35肢の僥骨遠位端骨折患者(男性

13名，女性21名，平均年齢49歳）の整復固定後

の手関節正面X線写真を検討し，僥側の骨折線の

位置と解剖肢の腕僥骨筋停止部の位置とを比較し

た．

【結果】腕僥骨筋は榛骨茎状突起から平均17mm近

位の伸筋第1コンパートメント底部に停止し，長

さ15mm,幅11mm,面積95mm2であった．停止

部は常に伸筋第1コンパートメントの両隔壁と接

し，コンパートメントと一体として僥骨遠位部の

榛側面に厚い繊維性のトンネル様構造を形成して

いた．腕僥骨筋腱はその全長に渡って直下の前腕

深筋膜と堅く結合し，このため滑走を制限されて

いた．単純X線像上35肢中18肢（51％）で骨折

線が尺側より横走し僥側で急に近位へ方向を変

じ,Cradialbeak'を形成していた.GRadialbeak'

の近位端は僥骨茎状突起より31.3mm(標準偏差

3.5mm)近位に位置し，腕榛骨筋の停止部の近位

端は茎状突起より31.2mm(標準偏差2.6mm)近

位であった．

【結論】腕僥骨筋腱停止部は一貫して明瞭で，その

近位縁は榛骨遠位端骨折患者の約50％で認められ

たGradialbeak'とよく対応していた．僥骨遠位端

骨折時に遠位骨片から腕僥骨筋腱停止部を切離す

ることは，弾力に乏しい前腕深筋膜を骨片から分

離する事になり，従って整復を容易にすると考え

た．

1-b-PO26

三次元有限要素法による榛骨遠位端骨折発

生メカニズムの解析

MechanismofDevelopmentofDistalRadiusFrac-

tures:AThree-dimensionalFimteElementAnalysis

濁協医科大学整形外科学教室

○富沢一生，長田伝重，益崎浩一郎，

林明彦，玉井和哉

【目的】僥骨遠位端骨折は日常よく遭遇する外傷の

一つであり，近年その治療法も大きく変化してき

た．しかし，その骨折発生メカニズムはほとんど

解明されていない．本研究の目的は有限要素法を

用いて骨密度の違いによる骨折型の違いを再現

し，骨折発生メカニズムを解析することである．

【方法】成人の手関節CT画像より，榛尺骨遠位部

および手根骨近位列を含む3次元骨モデルを3次

元再構築ソフト(Forge)を用いて作製した．手関

節を背屈70度のモデルとし，モデルを有限要素化

した．骨の要素は10節点4面体ソリッドとし，健

常人と骨粗霧症患者のCT値より算出した物性値

および皮質骨の厚みを入力し，正常骨モデルと骨

粗霧症モデルを作製した．要素数は約57000で

あった．さらに榛骨手根関節軟骨，僥骨手根靱帯，

手根間靱帯を骨モデルに付帯させた．有限要素解

析はモデルの榛尺骨近位端を全方向に拘束し，手

根骨を僥骨骨軸に沿って近位方向に移動させ，僥

骨表面の相当応力を求めた．各要素の最大主応力

が皮質骨の降伏応力を超えた場合を要素の破断と

し，降伏応力を超えた要素を骨折とみなした．有

限要素解析は解析ソフト(ANSYSLS-DYNA

9.1）を使用し，線形弾性解析で行った．

【結果】全てのモデルにおいて僥骨背側皮質に骨折

を再現できた．健常人モデルと比較し，骨粗霧症

モデルでは骨密度が低くなるほどより関節面に近

い部位の背側皮質に骨折が起こった．

【結論】有限要素法を用いることにより，骨密度の

違いによる僥骨遠位端骨折発生部位の違いを再現

できた．
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上腕骨外上顎炎（テニス肘）に対する鏡視

下手術のための解剖学的検討

AnatomicalStudyonArthroscopicSurgeryfOrLa-

teralEpicondylitis

聖マリアンナ医科大学整形外科学教室

○安藤亮，新井猛，松下和彦，

清水弘之，別府諸兄

【目的】上腕骨外上穎炎はその病因論として関節外

病変の短僥側手根伸筋（以下ECRB)付着部の

enthesopathy(腱着部炎）や最近注目されている

関節内病変としての滑膜ヒダ（以下synovial
fringe)によるものがあるが，まだ不明な点も

多い．今回われわれは，関節鏡視下で上腕骨外側

上穎炎の治療を行う事を目的として,ECRBの鏡

視下における所見や関節内病変についての解剖所
見について検討する．

【対象および方法】解剖学実習用屍体標本30体60
肘を用いた．観察項目は

(1)関節外より前腕伸筋群を確認した後，腕僥関

節レベルでマーキングし，幅，厚さについてデジ

タリックキャリパーを用いて計測した．

(2)腕榛関節を露出させ，前腕回内外中間位で僥

骨頭横断面を4等分し,synovialfiPingeの存在部
位と僥骨頭の被覆率を計測した．

(3)ECRBの上腕骨外側上顎の付着部について観

察し，付着部面積について他の伸筋群と比較し検
討した．

(4)肘関節90.屈曲位にて関節内よりECRBを確

認し幅を計測．また，僥骨頭長径との比率を計算

し，さらに僥骨骨軸に対しての位置関係も観察し
た．

【結果】ECRBは他の伸筋腱群と比べ幅，厚さ共に

小さく，また付着部に関しては，他の伸筋腱群と

共通の起始腱膜を有していたが,ECRBの付着部

面積は他の伸筋より有意に低値であった．関節内

よりECRBを確認した際には榛骨骨軸に対して全

て上方に位置していた.Synovialfringeは全例に
存在していた．

【考察】鏡視下でのECRBの切離部位や範囲を決定

するのに，今回の解剖学的所見が有用である．上

腕骨外上穎炎の病因にsynovialfifingeの存在がい
かに関与するか，今回の解剖学的検討が有用であ

ると考える．
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Lockinglooptechniqueを用いた腱縫合に
おける最適な縫合糸と結節位置の選択

OptimumLocationofKnotfOrTbndonSuturein

Side-lockingLoopTbchnique

'島根大学医学部整形外科，2九州労災病院整形外

科

○小松史1,森隆治1,内尾祐司1,

畑中均2

【目的】腱縫合術後早期に運動を開始するには強固

な縫合が必要である．腱縫合において最も脆弱な

部分は結節である．本研究では結節位置が腱縫合

部の力学的強度にあたえる影響について明らかし

た．

【方法】ブタ深指屈筋腱をEhibondおよび

FiberWire(ともにUSP2)を用い我々 が開発した

sidelocking法を用いて縫合した．結節はループ

上，腱断端間およびループ間とした.Ins伽n5565

で10000回の繰り返し引っ張り試験をおこない，

続いて破断試験を行った．

【結果】繰り返し試験後のギャップの大きさは縫合

糸による影響が顕著でどの結節位置においても，

FiberWire(16.18±0.82mm)がEthibond(17.87

zt1.24mm)よりもギャップが小さかった．結節

位置の影響は，結節がループ間にある場合は最も

小さなギャップを示し，断端間では最も大きかっ

た．破断強度を比較すると,FiberWireを含んだ

組合せは破断強度が大きく，結節位置の影響が顕

著だった．一方,Ethibondでは，破断強度が小さ

く，結節位置による違いは大きくなかった．

【考察】腱縫合の抗ギャップ形成力と破断強度は縫

合糸と結節位置の工夫によって向上することが明

らかになった．ことに，ループ間に結節を置く力

学的効果が本研究によって明らかになった．結節

をループ間におくことによって両strandに均等

な張力がかかり，また結節が断端から最も遠い位

置にあるため結節にかかる負荷が小さくなり，

ギャップが小さく，破断強度が最大になったと考

える．このことから，術後早期の運動療法を積極

的に行うには,FiberWireのような強い縫合糸で

Lockingsuturemethodを用い，さらに結節は

ループ間に作成することが望ましい．
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縫合糸と腱縫合法の組み合わせによる力学
特性の相違

BiomechanicalDifferencesResultingfromtheCom-

binationofSutureMaterialsandRepairTbchniques

島根大学医学部整形外科

○山上信生，森隆治，内尾祐司

【目的】腱縫合における縫合糸と縫合法の適切な組

み合わせについては今なお明らかではない．本研

究の目的は各種縫合糸と縫合法の組み合わせによ

る縫合腱の力学的特性を明らかにすることであ

る．

【方法】雄ウシ腓腹筋腱（径15×10mm)を横

切し,USP2のpolyethylene,polyester,poly-

dioxanone,nylon各糸を用いて,singlelocking,

multiplelocking,singlegrasping,multiple

grasping各法で縫合した(計16の組み合わせ，各
群n=8).縫合腱をInstronで繰り返し引張り負

荷(10-100N,500回）後の縫合腱断端間のgap

と残存破断強度を測定した．

【結果】polyethylene糸では縫合法による違いが顕

著であり,singleloCking法が最小のgap(4.5mm)
と最大の破断強度(392N)を示した．それ以外の

縫合法では大きなgap(約10mm)を生じ，こと

にsinglegrasping法では破断強度が著減した

(165N).一方,polyester糸では縫合法による違

いは少なく,smglegrasping法でも比較的小さい

gap(7.7mm)と他の縫合法と同等の破断強度
(160N)を記録した.Polydioxanone糸ではgap

が大きく(9.3-12.3mm),nylon糸では破断強度

が小さい(135-160N)傾向があった．

【考察および結語】同じ縫合法を行っても縫合糸が

違えば力学特性が異なっていた．臨床医は腱縫合

に際してこのことを熟知し適切な糸と縫合法の組

み合わせを選択する必要がある．力学的にはpoly-

ethylene糸とsinglelocking法の組み合わせが最
も優れていた．

1-b-Po30

ポリエチレン混合糸を用いた腱縫合におけ

るsidelocking法，津下法，吉津法の力学
的強度の比較

TbnsileStrengthofSideLocking,TsugeandYOshizu

TbchniquesinTbndonRepairUsingPolyethylene

BraidedThread

'島根大学医学部整形外科，2九州労災病院整形外

科

○四本忠彦l,森隆治1,内尾祐司l,

畑中均2

【目的】我々 はこれまでポリエチレン混合糸による

sidelocking(SL)法が優れた力学的強度をもつ腱
縫合法であることを報告してきた．本研究の目的

はポリエチレン糸を用いた津下法(T)法や吉津1

(Y1)法による腱縫合法と,SL法の力学的強度を

比較することである．

【材料･方法】ウシ腓腹筋腱（15×10mm)を横切

し，ヒトの手の屈筋腱（5×3mm)に対する4-0

号と同じ比率（腱対糸）である2号FiberWire③を
用いて,SL法(2-strands),T法(2-strands),Y1

法(6-strands)を行った（各n=5).糸が腱を把持

する面積は30％とした．縫合腱をInstron5565に

て一回引っ張り試験を行い，最大破断強度を測定

し，破断形式を観察した．

【結果】SL法は全例糸結び結節部で糸が破断し,T

法は4例で糸が腱から引き抜け,Y1法は2例で糸

が引き抜けた．最大破断強度はSL法で402.0r

2.9N,T法で200.8±32.0N,Y1法で598.8±54.3N

であった．

【考察】T法では，糸の腱把持が十分でないため，

糸の張力限界よりも先に腱が糸から引き裂けた．

Y1法は6-strandsであるので糸の耐用強度は2-

strandsの3倍になるはずだが，実際の破断強度は

SL法の1.5倍に止まった．この原因は，糸1本あ

たりの腱把持力が小さいこと，各糸の緊張度が不

均一であることなどが考えられる．

【結語】ポリエチレン混合糸を用いる場合には，腱

の把持方法が重要で，確実にloCkingが形成できな

いmultiplestrands法では力学的には効果的では
ない．

－S84-



1-b-Po31

Sidelocking法によって腱縫合直後から自
動運動を開始できる

SideLochngTbchniquefbrAcceleratedRehabilita-

tionafterTbndonRepair

'島根大学医学部整形外科，2九州労災病院整形外
科

○森隆治1,四本忠彦1,内尾祐司l,
畑中 均 2

【目的】腱縫合術直後から自由な自動運動が開始で

きれば飛躍的に治療成績が向上すると考えられ

る．本研究では，1)自動運動に必要な腱の強度を

計算し，2）我々が開発した縫合法(sidelocking
法）における術直後自動運動の可否を検討する．

【方法】1）ヒト切断肢屈筋腱の径と縫合直後の強

度を計測し，イヌ屈筋腱縫合モデルから経時的強

度変化を計算した．2）ブタ深指屈筋腱Zone2(5

x3mm)を縫合した(2-OFiberwireでsidelocking
法2strands,4-OProleneでcrossstitch8

strands).Instron5565で，負荷30Nで10000回

引っ張り試験(腱鞘内滑走2cm),続いて破断試験

を行った．吉津1法とHatanaka法も同様に試験
した．

【結果】1）腱縫合後3，6，9週で正常の10，20，
30％の強度を獲得し，臨床例で安全に自動運動が

できる破断強度は200Nと推定できた.2)side

locking法では繰り返し試験後にも断端は離開せ

ず破断強度は220Nであった．縫合部膨化による

滑動障害は起こらなかった．他の方法では，繰り

返し試験の途中で断裂するか5mm以上の離解が
生じ，破断強度は120N以下であった．

【考察】臨床例では計測できない力学強度を動物実
験によって調べた.sidelocking法の抗張力は，指
尖部ピンチがもたらす張力を超え，自動運動に相
当する負荷を繰り返した後でも維持された．浮腫
や腱組織再構築の影響は不明だが，ヒト組織in

vitro実験とイヌ加u加o実験から臨床応用した場

合の強度を推定すると,sidelocking法では術直後
から全可動域に亘って自動運動ができると考え

る．一方，他の縫合法では過去の報告通り固定や
自動運動制限が必要である．
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1-b-Po32

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3報

ImprovedEndogenousTbndonHealingwithMono-

filamentNylonCoatedbyBasicFibroblastGrowth

Factor:ASerialReportofExperimentalStudy

l徳島大学医学部整形外科，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阿

南医師会中央病院整形外科

○浜田佳孝1,日比野直仁l,安井夏生1,

田畑泰彦2，高井宏明3

【目的】これまでに，細胞増殖因子の徐放ナイロン

糸を作製し，徐放期間1w,bFGF濃度400＃』g/ml,
Y2法で端々縫合した腱の修復効果は，腱表層の

epitenonが増殖し，術後3週の修復腱の破断張力

が有意に増加することを報告した．今回，この条

件下で，研究1:本糸の効果を定量的にし，統計処

理をおこなった．研究2:腱の編み込み縫合/遊離腱

移植，骨と腱接合面への修復に応用した．

【方法】白兎，下肢趾屈筋腱を使用,bFGF群と対

照群で比較した.1:Y2法で端々 縫合し，直後,1,

3，6週後に，組織学的な形態計測(epitenon幅，
部位別細胞密度),bFGF蛋白量(Westernblot)

を測定した（各群3検体以上使用し，統計処理し

た)．2:アキレス腱の一部で趾屈筋腱の切離間に遊

離腱移植し,Pulvertuft法で縫合した群と，足趾

末節骨に腱を再縫着した群を作成し，それぞれ本
糸の効果を組織学的に検討した．

【結果・考察】1:bFGF群では対照群に比べ，縫合

腱のepitenon幅は有意に増加し，腱接合面の細胞

増殖は有意に促進される.bFGF蛋白総量はbFGF

群で術後3週まで有意に2倍以上増加していたが，
外因性bFGFが消失したと思われる6週で2群問に

差はなかった．外因性bFGFによる内因性bFGFの

発現増加は少なくとも6週以上は持続しないと思

われる．2:bFGF群では腱表層の細胞層(epitenon)
が増殖するため，編み込み縫合では，効率よく腱実

質に癒合すると思われた．骨と腱の接合部では，術
後3週にかけて皮質骨と腱断端が,bFGF群ではよ

り旺盛に反応し，アルシアンブルーで染色される4

層構造様の線維軟骨形成が促進された．合併症と

して，固定時の癒着･嬢痕の増加，骨膜とepitenon
間の著しい化骨形成に注意が必要である．

【結論】本bFGF徐放糸は有意にepitenon層に選
択的に作用し，修復部位の細胞増殖を促進する．腱

移行や腱移植，骨と腱接合面への応用の可能性が
示された．



1-b-Po33

MitekAnchorを用いたzonel屈筋腱修復術

に対する末節骨骨質および縫合材料の影響

TheEffectofBoneQualityandSutureMaterialto

theMechanicalPropertiesofTbndon-Bonelnterface

inZonelFlexorTbndonReattachmentwithMitek

Anchors

l燕労災病院整形外科，2ワシントン大学医学部整

形外科

○松崎浩徳',SilvaMatthew2,

ZaegelMelissa2,RichardGelberman2

【目的】深指屈筋腱(FDP)付着部損傷をMitek

AnChorで修復した際の，固定強度に対する末節骨

骨質および縫合糸の影響を検討した．

【方法】新鮮凍結屍体22手から採取した62指に対

し,peripheralquantitativeCT(pQCT)とmicro
CTを用いて末節骨骨密度(BMD),皮質骨幅(Cth),

骨梁幅(Tth)などを計測した．次にFDPを付着部

で切離し，引き抜き縫合法またはアンカー法で修復

した．術式に応じ,1)P群:FDP断端両側に3-0

Supramid(Caprolactam)を用いたBecker縫合(4-
strand)を行い，末節骨を通して爪背側に引き抜き

縫合固定(n=21),2)AS群:3-0Supramidを通

したMitekMicroAnChor2本を末節骨に刺入し(4

strand),FDP断端両側をBecker法で縫合固定

(n=21),3)AE群:Ethibond(Polyester)を通

したアンカー2本による修復(n=10),4)A_F群：

Fiberwire(Polyester+Polyethylene)を通したア
ンカー2本による修復(n=10)の4群を作成した．

万能材料試験器(Instron)を用いて，最大張力，剛

性,20N時および最大張力時の変位などを計測し，

4群の比較と力学的特性と骨質パラメーターとの相

関の検討を行った．

【結果】最大張力はP群(74.8±10.5N),AF群
（65.9±26．7N),AE群(46.5±11.0N),AS

群（42.7±11.0N)の順でP群とA_EおよびAS

群との間には有意差を認めた．縫合部剛性はアン

カー群がP群に比べて有意に高く,20N時または

最大張力時に,P群は他の3群より有意に大きく変

位した．アンカー群のBMDおよびCthは最大張

力と高い相関を示した．

【結論】アンカーによるFDP付着部修復術は引き
抜き縫合法に比し簡便で感染リスクも低いと考え

られるが，その固定力は骨質および縫合糸に大き

く依存する.AF群はP群とほぼ同等の最大張力

とはるかに高い剛性を獲得でき，早期からの可動

域訓練に有用と考えられる．

1-b-Po34

生体適合性ポリマーゲルの腱損傷モデルに
おける癒着防止効果

ThePhospholipidPolymerHydroGelPrevents

AdhesionFormationintheTendon-injuredModel

'東京大学医学部整形外科，2名戸ケ谷病院

○石山典幸1,茂呂徹1,三浦俊樹1,

川口浩l,大江隆史2

【目的】腱損傷後の癒着に対する有効な癒着防止材
は，未だ実用化されていない．我々 は生体細胞膜

類似構造を有する2-methacryloyloxyethyl

phosphorylcholine(MPC)ポリマーを用い，生体
内解離性ハイドロゲル(MPCゲル）の癒着防止材

を開発した．これはナノオーダーの三次元網目構

造を有するもので，液状の2材を混合後ただちに

ゲル化して，粘性による腱表面への粘着と側鎖の

鉄イオン濃度による生体内での分解速度調節が可

能である．今回はこの技術の実用化のためmUj"o

および加U加oの腱癒着モデルを用い，その効果を

検討した．

【方法】まず，伽ひ〃oのモデルとしてマウス線維
芽細胞株への影響を評価するため，細胞株をMPC

ゲルでコーティングしたdish上で培養し，その接

着状態を観察した．次に，mU加oのモデルとして，
ラットの背部皮下に鉄イオン含有/非含有のMPC

ケルを埋埴し，生体内での安定性・分解速度を経

時的に解析した．さらに，ウサギの趾屈筋腱を切

断後に縫合，上記のMPCゲルで損傷部を被覆し，

外固定3週後に腱の治癒（癒合）および癒着の状
態を肉眼・組織所見で評価した．

【結果】mu〃oのモデルにおいて,MPCゲルはマ
ウス線維芽細胞株のdishへの接着を抑制した．加

りんoのモデルにおいて，鉄イオン含有のMPCゲル

は，ラット皮下埋埴3週後もその構造を保持してい

た．また，ウサギの趾屈筋腱の癒合を阻害すること

なく，周囲組織との癒着を著明に抑制した．

【考察】MPCポリマーは細胞膜類似構造を有する
ため，解離後も異物として認識されず，優れた生

体適合性を発揮する．また，人工関節など様々 な
医療器具への応用研究が行われており，生体内で
の安全性は確認されている．今回の検討により，
MPCケルは腱の癒合を妨げることなく癒着を抑

制する，理想的な癒着防止材となる可能性が強く
示された．
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1-c-Po35

移植された他人の手は自分の手に変わる

DonorCellRepopulationofWhole-limbAllografts
intheRat:DetectionwithGreenFluorescentProtein

山口大学医学部整形外科

○村松慶一，松永経光，黒川陽子，
田口敏彦

【目的】手同種移植後の患者の訴えの1つに，いつ

までも他人の手がついている感覚が残存し，

CAlienHand''と感じているという．我々 が昨年の

本学会で報告したGFPラットはクラゲの遺伝子

が導入されており蛍光顕微鏡下で緑色に光るた

め，移植実験に用いればドナー細胞とレシピエン

ト細胞の鑑別が非常に簡単で，移植された四肢の

細胞置換の解析に有用である．今回,GFPラット

を用いて移植四肢の細胞置換について長期間経過
観察したので報告する．

【方法】実験動物は,GFPラットとLEWラットで

ある．実験モデルは従来どおりの同所性後肢移植

で計24移植を行なった．1，2群はLEWからGFP,
GFPからLEWで免疫抑制剤未使用群(n=各3)で

ある．3，4群は同じ組み合わせで(n=各9)

FK5060.5mg/kg/dayを6ケ月投与した．

【結果】免疫抑制剤未使用群は全例3週以内に拒絶
されたが，3，4群では移植後18ケ月まで生着した．

3群の移植されたLEW後肢は移植後6ケ月では

GFPの発現はほとんど認めなかったが,18ケ月で

皮層毛根部，血管内皮細胞，血管周囲の筋繊維，骨

髄にGFPの発現が確認された．師Pに特異的なプ

ライマーを用いたPCR法にてGFP遺伝子の発現

を認め，分子生物学的にも確認された．4群の移植

されたGFP後肢は，移植後18ケ月で筋繊維と骨膜

にGFPの発現を認めたが皮膚には認めなかった．

【考察】これまで移植四肢の細胞置換課程を組織学
的，分子生物学的に解明した報告はない．本研究

から，これまで組織内自己修復を行なうとされて

きた皮層や筋組織，血管内皮細胞は異所性幹細胞

の援助を受け細胞新生を行なう事が明らかとなっ

た．特に皮唐の細胞置換は移植肢の長期生着に関

与したと考えられる．移植された他人の手は徐々
に自分の手に変わる．
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ラット同種下肢移植後の断端部筋肉再生

一遺伝子改変ラットを用いた検討一

StudiesofMuscularTissueRegenerationAfterCom-

positeLimbTifansplantationUsingRatTransgenic
System

'自治医科大学整形外科学教室，2自治医大分子病

態治療研究センター臓器置換研究部

○安食孝士19星野雄--19小林英司2

【目的】近年，上肢欠損に対して脳死体肢からの同

種手移植が試みられている．またその後の調査で，

移植した手の機能が少しずつ解明されつつある．

しかし，移植肢一宿主間で接着された筋組織の修

復過程については未だ明らかではない．そこで

我々 は,GFPトランスジェニックラット（以下，

GFPTgラット）をドナーとする同種下肢移植を

行ない,GFPが標識された移植肢と宿主の境界部

を形態学的に観察した．さらに,CreTgラットお
よびDsRed2/GFPTgラットの産出に成功し，両

者間での下肢移植実験で筋組織の再生と細胞間癒

合現象を確認したので報告する，

【方法】GFPTgラットをドナー,Wistarラットを

レシピエントとしてラット下肢移植を行なった．

また同様にDsRed2/GFPTgラットの下肢をCre

囎ラットに移植した．経時的に移植肢と宿主の筋

接着部を蛍光顕微鏡下および病理組織学的に観察
した．

【結果】GFPTgラットをドナーとする下肢移植

で，移植後3週より移植肢由来のGFP陽性筋線維

が筋接着部を越えて宿主側に部分的に伸びている

所を観察した．同所の組織学的検査で宿主断端部

の筋組織内にドナー由来筋細胞がモザイク状に混

在していた．また,Cre距とDsRed2/GFPTgラッ
ト間での下肢移植実験で，移植後4週の筋接着部

にDsRed色（赤）からGFP色（緑）に変化した

筋線維を認めた．さらにPCR法にて，緑色に変化

した筋線維からCre-LoXPrecombinationによる

GFP発現を検出し，同部の再生過程で細胞間癒合

現象が生じることが判明した．

【結論】ラット下肢移植モデルを用いて肢接着部に
おける筋組織再生現象を確認した．



1.c-Po37

血管柄付骨移植を用いた骨再建における

CycIosporineAとBisphosphonateの相互
作用

EffectsofCyclosporineAandBisphosphonateAlone

orinCombinationonSkeletalReconstructionby

VascularizedBoneGraftinRats

山口大学医学部整形外科

○松永経光，重冨充則，橋本貴弘，

杉山聡宏，田口敏彦

【目的】一定期間の免疫抑制剤を使用した血管柄付

同種骨移植は，腫瘍切除や外傷などにより生ずる

広範囲な骨欠損に対する有用な治療法の1つの候

補である.CyclosporineA(CsA)などの免疫抑

制剤は骨粗霧症を誘発し,Bisphosphonate(BP)

などの骨吸収抑制剤は臓器移植後の骨粗霧症に有

効であるが，強力な骨吸収抑制は骨折の治癒過程

を遅延させることも報告されている．今回,CsA

を用いた血管柄付骨移植において，骨吸収抑制が

再建骨に及ぼす作用を検討した．

【方法】12週齢雄Lewisラット間で血管柄付下腿

骨移植を行った後，溶媒群,CsA群,BP群,CsA

+BP群の4群に無作為に分け,8週後に体重測定，

血液.尿検査,軟x線撮影,骨密度.骨強度測定，

骨形態計測などを実施した．

【結果】体重は群間で差がみられなかった．血清

Osteocalcinと尿中DeoxypyridinolineはCsA群

で増加,BP群で減少し,CsA+BP群は溶媒群と

差がみられなかった．骨癒合はCsA群で良好で

あったがBP群で移植遠位部の骨癒合遅延がみら

れ，一方,CsA+BP群では骨癒合遅延はみられな

かった．骨密度はCsA群で減少,BP群で増加し，

CsA+BP群は溶媒群と差がみられなかった．骨

強度は骨密度と同様の結果であった．骨形態計測

における骨石灰化面，骨石灰化速度，骨形成率な

どの骨形成指標や吸収面，破骨細胞面，破骨細胞

数などの骨吸収指標はCsA群で増加,BP群で減

少し,CsA+BP群は溶媒群と差がみられなかっ

た．

【考察】CsAは骨代謝回転を充進し移植骨は良好に

癒合したが，骨粗潅化も誘発した．一方,BPは骨

代謝回転を抑制し移植遠位部の骨癒合過程を遅延

させたが，骨量増加により再建骨の強度を増加し

た．これらの併用投与は骨代謝回転が溶媒投与と

同程度であり，骨癒合，骨量，骨強度も溶媒投与

と差がみられなかった．
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動静脈血管束を用いた免疫抑制剤短期投与
による血管柄付き同種移植骨の生着延長

VascularizedBoneAllotransplantsWithShort-Tbnn

ImmunosuppressionUsingHost-DerivedAV

BundlesExperimental

'山口大学医学部整形外科,2MicrovascularRe-

searchLaboratory,MayoClinic

○大野晃靖1,AllenBishop2

【目的】これまで血管柄付き同種骨移植における免

疫抑制剤の短期投与について研究してきたが，最

終的に移植骨は拒絶壊死となり支持組織として機

能しなかった．そこで今回，血管束移植による

Angiogenesis効果を応用し，移植骨の生着延長を
試みた．

【方法】DA,PVGラット間で血管柄付同種骨移植
を施行した．移植骨の髄腔内にrecipient由来の動

静脈を含む血管束を挿入し，術後2週間免疫抑制

剤投与群と非投与群を作成し，術後2，4週の移植

骨を観察した．

【結果】免疫抑制剤非投与群の挿入した血管束は投
与群に比べ有意に閉塞していた．免疫抑制剤投与

群の術後2週の血管束は開存しているものの，血

管足からの血管新生は不十分であったが，術後4
週では新生血管が移植骨全体に広がっており，移

植骨は組織学的にlivingboneとして観察された．

しかし，血管束が閉塞している群において移植骨

は壊死骨として観察された．

【考察】挿入した血管束からの新生血管により移植
した同種骨はlMngboneとして維持され，免疫抑
制剤の使用期間の短縮を可能にすることが示唆さ

れた．
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自家骨軟骨移植術後の組織学的および力学
的検討

HistologyandMechanicalPropertyafterAutologous

OsteochondralTiansplantation

神戸大学整形外科

○国分毅，藤岡

牧野健，黒坂

宏幸，名倉一成，

昌弘

【目的】自家骨軟骨柱移植術は主に膝関節軟骨傷害

の治療法として利用されているが，肘や指関節な

どの上肢関節などにも応用されつつある．しかし，

可動域訓練や負荷筋力トレーニング開始時期に関

する基礎的研究の報告は少ない．そこで，自家骨

軟骨移植術後の組織学的および力学的特性を解析
した．

【方法】日本白色家兎の大腿骨穎部膝蓋関節面に直
径5mm深さ3rnmの骨軟骨欠損を作成し，反対側

の同部位から採取した直径6mm深さ3mmの骨軟

骨柱を移植した．術直後と術後1，3，8，12週に，

大腿骨穎部を摘出し，組織学的解析と硬度測定装

置（バイオセンサーAXIOM社製）を利用した力
学的解析を行った．

【結果】組織学的解析では，術後3週で軟骨下骨で
の骨癒合を認め，術後8週で関節軟骨表面の連続

性を認めた．力学的解析では，骨軟骨移植術直後

における移植軟骨の硬度は，健常部と比較して有

意差は無かった．その後，術後8週まで移植軟骨

の硬度は健常軟骨部よりも低く，術後12週で健常
部と同レベルまで回復していた．

【考察】組織学的には術後8週までに移植された軟

骨は良好に生着すること力瀧認できた．しかし，術

後8週での移植軟骨の硬度は健常部より低く，健

常部と同レベルまで回復するには12週を要した．

すなわち，移植軟骨の力学的特性の回復は，組織
学的に治癒したと考えられる時期よりも遅れてい

た．骨折治癒過程においても力学的特性の回復は，
骨癒合が完了してからもしばらく続くことが知ら

れているが，骨軟骨移植術後の力学的特性の回復

にも類似した現象が見られることが示唆された．

従って，骨軟骨柱移植術後の可動域訓練や負荷筋

力トレーニング開始時期には慎重を要すると考え
られた．

－S89-
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2次元3指節剛体リンクモデルを用いた正

常指と内在筋麻揮指の機能シミュレーショ
、

〆

SimulationofNonnalandlntrinsicMuscleParalytic

FingerFunctionUsing2-D3jointsRigidBodyLink
Model

l慶應義塾大学医学部整形外科,2慶應義塾大学理

工学部生体医工学

○中村俊康1，山崎信寿2，豊田平司郎2，

桐山善守l,佐藤和毅’

尺骨神経麻痒に伴う内在筋麻溥によって鷲手変形

のみならず可動域制限や指把持力低下が生じる．

今回，手術シミュレーションを目的に2次元3指節

剛体リンクモデルを開発し，内在筋麻痒が生じた

場合の指自動可動域の変化，コントロール可能な

安定姿勢領域，指把持力について正常指との比較
を行った．

【方法】環指を想定したMP,PIP,DIP関節を含

む2次元3指節剛体リンクモデルを設定した．筋は

総指伸筋(EDC),深指屈筋腱(FDP),浅指屈筋

腱(FDS),榛側骨間筋(RIO),尺側骨間筋(mo),

虫様筋(LUM)の6筋とした．筋は収縮要素と弾

性要素を並列に有すると仮定し，筋張力は筋の収

縮距離，生理断面積などから算出した．伸筋腱に

はcentralslipと僥側および尺側のlateralbandを

設定し,centralslipとlateralband間に緩みが生

じないと仮定しバランスが取れる指位を中立位と

した．各指関節を駆動可能な範囲を指自動可動域，

任意の筋に張力を与えた際に各関節モーメントが

つり合う指位の範囲を安定姿勢領域とし，健常指

と内在筋麻輝時を比較した．さらに中立位での指

先から発生できる最大外力を指把持力とし，シ
ミュレーションを行った．

【結果】健常指の安定姿勢領域はMP関節+30-90

度,PIP関節0-100度で，指の自動可動可能範囲

と一致した．内在筋が麻蝉すると可動域はMP関

節が30度過伸展すればPIP関節では-45-100度と

なるがMP関節を屈曲していくとPIP関節の可動

域は極めて制限された．これは文献値と一致した．

また，内在筋麻揮により安静姿勢をとることは不

可能で，中立位はとれず，指把持力も0となった．

【まとめ】本シミュレーションで内在筋麻揮は文献

値に近い可動域となった．本2次元3指節剛体リン

クモデルは今後の手術シミュレーションに有効と
考えられた． H
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母指手根中手関節の榛側外転角度の違いが

母指筋力に及ぼす影響

TheEffectofThumbMuscleStrengthontheDiffer-

enceofRadialAbductionAngleattheThumbCarpo-

metacarpalJoint

’金沢大学大学院医学系研究科保健学専攻，

2YoshimuraOrthopedicSurgeryClinic

○西村誠次l,生田宗博1,柴田克之1,

犬丸敏康l,中山幸保2

【目的】我々はこれまで自作の母指筋力測定装置

で，母指手根中手関節（以下，母指CM関節）で

の屈曲，伸展，外転，内転運動による押し力と関

節トルクを計測してきた．今回は，母指CM関節

の榛側外転角度の違いによる各押し力を測定しそ

の影響を検討した．

【対象と方法】対象は，健常女性10名20手の母指

で，年齢は21.1±1.2歳，上肢長は，68.4±2.4cm

であった．本システムは，自作のセンサー部を三

分力計に固定し，動歪みアンプとA/D変換解析機

器を介して自作のソフトウエアで制御した装置で

ある．被験者は，椅子座位で肩関節屈曲60度，前

腕回内外中間位，手関節背屈40度とし，母指CM

関節の僥側外転角度は，0，10，20，30度の4通

りで固定した．各測定は，センサー部を母指の末

節骨部あるいは基節骨部に当て計測し，最大努力

下で3回計測してその平均値を測定値とした．各

押し力の統計処理は二元配置分散分析を使用し，

多重比較検定としてTukeyの方法を用い，各々 有

意水準を5％とした．

【結果と考察】末節骨部の二元配置分散分析は，押

し力と僥側外転角度で有意差を認め，僥側外転0

度の伸展は10，20，30度より大きく，0度の内転

は30度より大きかった．基節骨部の二元配置分散

分析も，押し力と榛側外転角度で有意差を認め，0

度の屈曲は20度，30度より小さく，0度の伸展は

30度より大きかった．さらに，0度を除いた10～

30度の3通りの各押し力の二元配置分散分析は，

末節骨部と基節骨部の両方で有意な差は認めな

かった．つまり，僥側外転0度の伸展，内転，屈曲

の押し力は，10～30度の押し力より有意に異な

り，0度の計測肢位では，長･短母指伸筋と母指内

転筋，長・短母指屈筋の作用効率の変化が各押し

力に影響したと考えられた．
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手関節背屈位での応力解析

LoadTransmissionthroughtheWristinDorsiFlex

Position

'名古屋大学手の外科学，2労災リハビリテーシヨ

ンエ学センター

○馬島雅高1,堀井恵美子l,岩田佳久l,

篠原孝明19元田英一2

【目的】転倒の際，手関節は防御肢位をとり背屈位

で大きな負荷を受ける．今回，手関節中間位(N位）

と90.背屈位(D位）で遠位方向より軸圧を加えた

際の応力解析を3次元剛体バネモデル(3D-RBSM)

を用いて比較検討した．

【方法】男性4例を対象とした．手関節中間位と90．

背屈位でCT撮影し3次元モデルを構築した．手関

節に26個の関節面とバネを配置し，靱帯は50本

の引張バネを設定した．両肢位のモデルに合計

140Nの負荷を加えた．

【結果】榛骨手根関節面について舟状骨窩では,N

位で掌側中心に応力集中が存在していたがD位で

はinterfbssalridgeに沿った領域と僥骨背側縁の
2つの領域に移動した．月状骨窩ではN位で掌側

中心に応力が存在したがD位で関節面中心に移動

した．手根中央関節について,N位と比較し，位

では舟状骨両端と月状骨の背側縁に応力は移動し

た．舟状骨／月状骨比はN位で1.22からD位で1.75

へ増加し，応力分布はD位にてより舟状骨へ移動

していた．

【考察】D位での僥骨遠位関節面の応力分布を見る

と,interfbssalridgeと月状骨関節面中心に集中

し，これは関節内骨折のMelone分類の骨片転位パ

ターンを示唆するものであった．舟状骨は，近位

端が有頭骨と僥骨に挟まれ背側が僥骨背側縁に接

触し，大菱形骨を介して遠位端にbendingfbrceが

加わり，同肢位での舟状骨骨折の発生が多いこと

を裏付けた．また月状骨には有頭骨から近位方向

への力が加わり背屈しつつ掌側方向へ押し出され

る力が加わり，月状骨脱臼の発症機序を考えるう

えで貴重な知見を得た．今回の3次元モデルによ

る解析は，背屈位で高頻度に発生する手関節外傷

の力学的病態分析に有意義な情報を提供し，臨床

像の解明に役立つと考えられた．
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尺骨短縮効果に関する生体力学的検討

一第3報筋無負荷時の遠位僥尺関節内圧
変化一

UlnarShorteningEffects:ABiomechanicalStudy
onPressureintheDistalRadioulnarJointwithout

MuscleLoad

l荻窪病院整形外科，2慶應義塾大学医学部整形外

科，3済生会神奈川県病院整形外科，4駒沢病院整

形外科，

○西脇正夫l,中村俊康2,斉藤毅3,

市 川亨4，戸山芳昭2

【目的】われわれは第47,48回本学会で尺骨短縮

術は三角靱帯が尺骨小窩に一部付着していれば三

角線維軟骨複合体(TFCC)のsuspension効果を
高め，短縮量にほぼ比例して遠位榛尺関節

(DRUJ)の支持性を向上させることを報告した．

しかし，過度の短縮はDRUJ内圧を上昇させ，変

形性関節症を誘起する可能性があるため，今回は

短縮量の限界を明らかにする目的で尺骨短縮術に

伴うDRUJ内圧の変化についての研究を行った．

【対象・方法】UlnarvarianceO～+3mmの新鮮

上腕切断7上肢を用い，僥骨手根骨間関節は中間

位で，肘関節は90.屈曲位で固定した.DRUJに圧

センサシートを挿入し，尺骨を1mm毎に6mmま

で短縮させてそれぞれの状態におけるDRUJ内圧

分布を中間位，回内外60.位で測定し,DRUJの最

大加圧部位における圧(DRUJpeak圧）の尺骨短
縮に伴う変化について検討した．計測はTFCC正

常，三角（僥尺）靱帯の背側あるいは掌側portion
の小窩起始部での切離，三角靭帯全切離で行い，尺

側手根伸筋腱腱鞘床は温存した．

【結果】TFCCが正常状態での尺骨短縮前のDRUJ

peak圧は，中間位0.05±0.08MPa,回内位0.06

fO.11MPa,回外位0.18±0.15MPaであった．し

かし，中間位，回外位では1mTn以上，回内位では

4mm以上の短縮によりDRUJpeak圧は増加し，

6mm短縮後には中間位2.48±1.70MPa,回内位

0.83±1.12MPa,回外位2.28±1.88MPaとなっ

た．三角靱帯切離後も同様の傾向にあったが，短

縮に伴う圧変化は小さくなり，三角靱帯全切離後

の6mm短縮後のDRUJpeak圧は，中間位0.84r

0.99MPa,回内位0.23±0.25MPa,回外位1.33

rl.08MPaであった．

【考察および結語】TFCCが損傷されていても尺骨

短縮量が大きいほどDRUJpeak圧は上昇するた

め，変形性関節症を予防するために短縮量は最小

限に留めることが望ましい．

－S91－

1-c-Po44

僥骨頭脱臼に対する尺骨角状骨切ﾚﾉ術の効

果一骨切ﾚﾉ部位の影響と骨間膜の役割に

ついて－

EffectofAngulationOsteotomyoftheUInaonDis-

placementoftheRadialHead-ACadavericStudy-

大阪医科大学整形外科

○白井久也，森拓美，田村滋規，

大塚尚，河原邦彦

【目的】陳旧性僥骨頭脱臼に対する尺骨角状骨切り

術は，効果的な僥骨頭整復法として広く行われて

いる．しかし，尺骨の骨切り部位が僥骨頭の引き

下げ量に及ぼす影響や前腕回旋時に榛骨頭がどの

ように変位するかは明らかでない．また，骨間膜

のどの部位が僥骨頭の引き下げに関与しているか

も明らかでない．本研究の目的は実験的に榛骨頭

前方脱臼モデルを作成し，これらの不明点を明ら

かにすることである．

【対象と方法】保存上肢標本7肢を用い，上腕と前

腕の筋肉と輪状靱帯を切除し，僥骨頭を前方に

1kg重の力で引くことで榛骨頭前方脱臼モデルを

作成した．尺骨近位1/3(P群）と遠位1/3(D群）

の部位で骨切りしてプレート固定した．次に10･

前方または後方凸プレートにて尺骨角状変形を作

り，榛骨頭の位置の変化を最大回内，中間，回外

位で計測した．最後に，骨間膜の切離を近位から

順次行い，榛骨頭の変位を調べた．

【結果】尺骨後方凸骨切り術では僥骨頭は全て後方

へ転位し，回外位での後方変位量はP群（9．3

mm),D群(5.3mm)でその差は有意であった．

またP群では中間，回外位が回内位より後方変位

量が大きく,D群では中間位が回外，回内位より

変位量が大きかった．前方凸骨切り術では僥骨頭

は全て前方へ転位し，全ての肢位でP群がり群よ

り前方変位量が大きかった．骨間膜の切離による

僥骨頭の前方変位量は腱様部1/2切離では平均6m

m，全切離では14.7mmであった．

【まとめ】尺骨後方凸骨切り術は遠位部より近位部

で行う方が榛骨頭の引き下げ効果は大きい．しか

し，回内位にするとその効果は低下する．前方凸

骨切り術においも近位部で行う方が僥骨頭の変位

に大きい影響を与えた．骨間膜は腱様部が全切離

されると角状骨切り術の効果は消失した．
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3D-CTを用いた榛骨頭前方脱臼の前腕動態

解析とその病態

KinematicAnalysisofTheForearmwithRadial

HeadDislocationbyThreeDimensionalComputed

Tbmography

'大阪大学整形外科，2医真会八尾総合病院整形外

科，3京都大学整形外科

○岡久仁洋1,村瀬剛l,森友寿夫1,

面川庄平2，柿木良介3

【目的】今回我々は僥骨頭前方脱臼における前腕回

旋の3次元動態解析を行い，興味深い知見を得た

ので報告する．

【方法】対象は僥骨頭前方脱臼患者5例，5肢（前

腕両骨骨折後変形治癒2肢，先天性榛骨頭脱臼1

肢，原因不明2肢)である．前腕最大回内位から最

大回外位の3～5肢位で榛尺骨および上腕骨遠位

のCTあるいはMRIを撮影した．デジタルデータ

からコンピューター上で榛骨，尺骨の3次元骨モ

デルを作成し，各肢位の尺骨を重ね合わせて僥骨

の移動を定量化することにより前腕回旋運動の解

析を行った．各肢位間での前腕回旋軸を求め，回

旋軸と榛尺骨・上腕骨との解剖学的位置関係を明

らかにするとともに，回旋軸周りの補間データか

ら前腕回旋運動の3次元アニメーションを作成し

て病的動態を観察した．

【結果】前腕回旋全可動域において僥骨頭が前方脱

臼している症例が3例，回外時は整復されるが，回

内時に前方脱臼する症例が2例あった．前者は，前

腕回旋運動中の回旋軸が一定しており，近位では

僥骨頭中心付近を通過していた．近位榛尺関節は

僥骨頭が前方脱臼した位置でリモデリングされ

ており，僥骨頭前方脱臼の状態で安定した回旋運

動を行っていた．後者では，近位僥尺関節面は正

常な位置にあったが，前腕回旋軸は一定せず，回

内時に僥骨頭が尺骨関節面を乗り上げるように脱

臼する不安定な回旋運動を行っていた．この2例

では回内する際に僥骨粗面と尺骨がインピンジし

て僥骨頭が前方脱臼する様子を観察できた．全例，

遠位榛尺関節では正常な回旋運動を認め，前腕回

旋軸は尺骨頭中心付近を通過していた．

【結論】僥骨頭前方脱臼の病態は単一ではなく，僥

尺骨の形態や前腕回旋軸の位置・安定性により異

なっているため，各症例の3次元的動態を正確に

評価することは手術適応や治療方法を決定する上

で非常に有用である．
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各前腕回旋肢位での回内外力

TheStrengthofSupinationandPronationofthe

Forearm

'みつわ台総合病院整形外科，2山梨大学整形外科

○渡邊寛1,浜田良機2,有薗行朋1,

佐藤信隆2

【目的】前腕回内外力を前腕機能障害のひとつの評

価とするために，その正常値を知る目的で健常者

において，前腕各回旋肢位での回内外力を測定し

た．

【対象と方法】上肢に明らかな外傷の既往のない健

常者35人を対象とした．年齢は23歳から45歳，

平均28歳，男27名，女8名である．なお全例利

き手は右側である．回内外力の測定はBTE社製

PRIMUSを使用し，両側について測定した．測定

肢位は椅座位で行い，肘関節90度屈曲位で上腕部

を体幹に固定し，60度回外位，30度回外位，中間

位，30度，60度回内位でそれぞれ前腕の最大回内

力および回外力を測定した．なお測定時には体幹

および上肢に代償運動が出現しないように考慮し

た．

【結果】すべての前腕回旋肢位において回外力は回

内力に対して高値を示していた．回外力は前腕回

外位から回内位までの各回旋肢位でおおむね一定

であった．一方，回内力は回外60度回旋位での測

定値が最大であり，測定位が回内するに従い低下

していた．回内力は回内60度位での測定値が最低

値を示した．これらの結果は左右ともに同様の傾

向を示していた．

【考察】回外動作には上腕二頭筋，回外筋が主動作

筋であり，また回内動作には主動作筋として円回

内筋，方形回内筋が働くとされる．回外動作には

上腕二頭筋が作用することで，強力な回外力が発

生するものと考えられた．今回，前腕回旋肢位と

回内・回外力の間に一定のパターンが見られ，今

後前腕機能障害の評価として利用できる可能性が

示唆された．
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後骨間神経麻揮における神経のくびれに対
する超音波診断

PosteriorInterosseousNervePalsy:Detectionof

NerveConstrictionsbyUltrasonography

虎の門病院整形外科

○中道健一，立花新太郎，喜多島出

【目的】後骨間神経(PIN)の非外傷性麻揮のうち，

くびれを有する神経炎の診断は困難で神経展開術

が唯一の診断法であった．今回われわれは，超音

波検査(US)によりPINのくびれを確認し，絞拒

も除外しえた症例を経験したので報告する．

【対象と方法】USを行なった非外傷性PIN麻痒2

例2神経（いずれも左側）を対象とした．1例で手
術を行ない,USと対比した．

【結果】症例1は24歳男性で,US下にPIN横断像

を追跡すると，上腕骨小頭と榛骨頭高位で途絶が

あり，両部位の長軸像でくびれを認めた.Frohse

の腱弓(F腱弓）部ではPINの扁平化や径の減少

はなく,US上は絞拒なしと判断した．占拠性病変

も認めなかった．3ケ月経過後も回復なく，発症時

の肘痛は軽微で，比較的緩徐進行であった経過よ

り絞掘も疑われたため，病態確認目的に神経展開・

剥離術を行なった．術中所見では,US像と同じ箇

所にPINのくびれを認めた．絞槐や占拠性病変は

認めなかった．症例2は33歳男性で，肘の激痛を

自覚後麻痒を発症した．同様にUSを行い，上腕骨

小頭と腕榛関節高位でPINにくびれを認めた．F

腱弓部で絞掘を疑わせるPINの扁平化・径減少や

占拠性病変は認めなかった．くびれを有する神経
炎と診断し，発症後1ヵ月のため経過観察中であ
る．

【考察】本結果（特に症例1のUS像と術中所見の

一致）は，従来神経展開術を要したPIN麻揮の病

態の確認がUSにより行えることを示している．

USには，簡便･非侵襲である以外に軟部組織を連

続的に描出できる利点があり，横断像追跡での

PINの途絶・長軸像でのくびれの証明は有用な検

査法と考える．占拠性病変にくわえ,F腱弓部での

PINの形態の観察により絞掘の除外も可能で，病

態の把握のみならず，手術を考慮する際は術前計

画立案（展開範囲の決定）にも有用と考える．

【結語】PINのくびれはUSにより診断できる．
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拡散強調MRIによるヒト末梢神経の描出

ImagingofHumanPeripheralNervesUsingDiffu-

sionWeightedMRI

l東京逓信病院整形外科，2東京大学医学部整形外

科，3国立身体障害者リハビリテーションセン

ター，4束京逓信病院放射線科

○沖永修二1，原由紀則2，山本真一3，

是永建雄4，武村濃4

【目的】ヒト末梢神経に対する従来の画像診断法

は，周囲の非神経組織との境界が不明瞭，三次元

的な走行を追跡できない，異常の検知に造影とい

う侵襲的処置が必要，などの欠点のため，診断能

力に限界があり広く用いられてはいない．この研

究の目的は，ヒト末梢神経に対する新しい画像診

断法として拡散強調MRIの有用性を明らかにす

ることである．

【方法】健常者5名（全て男性，平均年齢32歳）を

対象に両側の頚椎神経根から腕神経叢と腰椎神経

根から坐骨神経の描出を試みた.MR装置は

Philips社製GyroscanlNTERA1.5Tで，複数種

の表面コイルを用いた．撮像法は高原らの方法に

準じた拡散強調画像のsingleshotEPI法で，スラ

イス厚4.0mm,b-factorは1000,STIR法による

脂肪抑制を加え，得られた画像をPhilips社製
Soap-bubbletoolを用いて再構成した．健常者で

安定した画像を得られる様になった後，同じ方法

を，腕神経叢神経鞘腫3例，末梢神経神経鞘腫2例，
陳旧性腕神経叢損傷，分娩麻痒各1例に用いた．

【結果】健常者の腕神経までは，鮮明度の差があっ

たが，全例で各神経根が描出され，一部で腋窩部

まで連続性を描出できた．各神経根から神経幹ま

では分離同定できたが，それより遠位の各終末枝

は同定できなかった．腰椎では全例で各神経根を，

一部で不鮮明ながら坐骨神経まで描出できたが，

各終末枝は描出できなかった．神経鞘腫例では腫

瘍部分は全例で高信号を呈し，腕神経までは発生

母地を同定可能であったが，末梢神経では非腫瘍

部分は描出されなかった.C5-8型陳旧性腕神経損

傷ではC5とT1根のみが描出され，全型陳旧性分

娩麻揮でC7根の描出が不良であった．

【結論】ヒト末梢神経の画像診断法として拡散強調

MRIは，現時点で少なくとも腕神経叢と腰神経叢

において，これまでの画像診断法にない有用性が
ある．
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回内外における伸筋腱鞘の形態変化

-MRMicroscopycoilを使用した解析一
EvaluationoftheShapeofExtensorCompartment

duringPronationandSupinationbyMRImaging

UsingMicroscopyCoil

'筑波大学大学院大学人間総合科学科臨床医学系整

形外科,2DepartmentofRadiology,Brigham

Women'sHospital

○田中利和l,小川健1,安部伊知朗1,

落合直之l,吉 岡 大 2

【はじめに】小指伸筋腱(EDM)が占めている第5

コンパートメントは唯一靱帯性腱鞘であり遠位僥

尺関節の動きにより，その形態は影響を受けやす

い．そのため，回内位のEDMの滑走抵抗は回外位

に比べて有意に上昇し，尺骨頭の露出と共に伸筋

腱断裂の要因のひとつになっている．しかし，空

隙の少ない腱鞘内の圧測定は困難なため，回内外

における小指伸腱鞘の形態変化をMRIで観察し

たので報告する．

【対象と方法】対象は手関節の瘤痛の既往のない7

名の健常なボランティア(男3，女4，平均年齢25.3

歳）とした．撮影方法は，患側は腹臥位で挙上前

腕回内位，回外位とした．コイルは尺骨頭を視標

にしてコイルの中心に尺骨手根関節が来るように

した．横断面をGRET2*強調画像で撮影し，間隔

は1.5rnmでgapは0.15mmとした．撮影肢位は回

外75度，回内75度の2肢位とし，尺骨遠位端か

ら近位7.5mm遠位6.0mmの全スライスの第4コ

ンパートメントと第5コンパートメントの断面積

と縦横径を計測した．画像解析はAnalyze@6.1を

使用し，個体差をなくすために遠位尺骨頭関節面

の曲率半径を求めコンパートメントの縦横径を除

し，また，曲率半径から求めた円の面積で各コン

パートメントの断面積を除した．計測は3回行い

その平均を採用した．統計学的処理はonefactor

ANOVERを使用し,p<0.05を有意差ありとした．

【結果】回内位では回外位に比べて第5コンパート

メントの横径は尺骨頭以遠1.5mmから有意に広

くなり，縦径は尺骨頭近位4.5mmから遠位6.0m

まで有意に狭くなっていた(p<0.05).しかし，

EDCの縦横径，断面積には有意な変化は見られな

かった．

【結論】第5コンパートメントは回内位でストレッ

チされ回外位に比べ楕円から扁平に変化する．
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前腕回旋時の尺側手根伸筋腱脱臼･亜脱臼

に関する観察

ObservationonDislocationorSubluxationofECU

T℃ndoninForearmRotation

'千葉大学大学院整形外科，2熊谷総合病院整形外

科

○国吉一樹l,松戸隆司1,山田俊之1,

落合聡子1,阿部圭宏2

【目的】尺側手根伸筋腱(ECUtendon)脱臼は手

関節尺側部痛をきたす疾患のひとつであるが，前

腕回旋時にECUtendonは尺骨の尺側手根伸筋腱

溝(groove)に納まっている回内位から，回外と
ともに尺側の茎状突起方向に移動し，最大回外位

ではgrooveに対し生理的にも亜脱臼位をとるこ
とが知られている．しかし，その程度に関しての

報告は少なく，今回,MRIにて健常ボランティア

における観察を行ったので報告する．

【対象および方法】対象は健常ボランテイア8例16

手関節．男女ともに4例づつで平均年齢はともに

25歳（18～35歳)．前腕が機器の軸に平行になる

ようにpositioningし，最大回内位，中間位，最大
回外位の3肢位でMRI撮影を行った．計測はプロ

トン強調画像の手関節横断像で，遠位僥尺関節を

通り,grooveが最も深く描出されるスライスを用
いて行った．方法はPrattらの方法を改変し，

grooveを形成する僥尺側の山(lip)の接点のうち
尺側の接点に直交する線をECUtendonが超える

距離をtendonの断面の長径に対する百分率とし

て表した．また,grooveの深さの指標として，

grooveの底から僥尺側のlipの接線までの距離を
lip間距離に対する百分率で求めた．
【結果】最大回外位でのECUtendonの尺側への亜

脱臼度は男性で平均8%(0～29%),女性で62%

（43～100％）と有意に女性で大きかった．中間位

で亜脱臼位を示したのは，最大回外位で完全脱臼

位を示した女性の1例のみで左右ともに認めた．

Grooveの深さは男性で27%,女性で16%と男性

で有意に深く，浅いほど亜脱臼度が大きくなる傾

向を認めた．

【考察】今回の結果はPrattらの報告をほぼ裏付け
る結果となった．ECUtendonは前腕回旋中に

groveの出入りを繰り返しており，特に女性では
潜在的にtendinitisを生じやすいことが推察され

た．
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母指MP関節尺側側副靱帯損傷に対する超

音波検査の有用性

UltrasoundExaminationfbrthel可uredUlnarColla-

teralLigamentoftheThumb

'名古屋大学大学院手の外科学，2中日病院名古屋

手の外科センター，3あいせい紀年病院整形外科

○篠原孝明l,堀井恵美子1,申正樹1,

中村蓼吾2，鈴木正孝3

【目的】母指MP関節尺側側副靱帯損傷ではStener

lesionが手術の絶対適応とされる．しかしながら

自験例から，靱帯断端が転位していなくても内転

筋腱膜（以下,AP)外に損傷が及ぶような重度関

節包損傷を認めれば手術適応があると考えられ

る．先行研究で我々は，超音波が病態把握に有用

であることを報告したが，今回超音波を手術適応

決定に利用するためにAPに着目して，超音波像を

2型に分類し，超音波像と術中所見を比較検討し
た．

【対象と方法】母指MP関節尺側側副靱帯損傷と診

断し，術前に超音波検査を行った12例を対象とし

た．超音波装置はTOSHIBASONOLAYERQ

SSA-250A,プローブは7.5MHzのアニュラアレイ

型プローブを使用した．超音波像は，靱帯周囲の

輪郭がスムーズで連続性が確認できるものを内転

筋腱膜内の損傷と考え,Intra-aponeurosistype
(以下,I型)．輪郭が不整で，連続性が確認できな

いものを内転筋腱膜の外まで損傷が及んでいると

考え,Extra-aponeurosistype(以下,E型),こ
の中でも中手骨頭靱帯付着部に反転した靱帯と思

われる不規則な限局性の低エコー領域がみられる

ものをStenerlesionと考え，特にStenertype(以
下,E-S型）とした．

【結果】超音波像はI型5例,E型7例，術中所見

は，全例が靱帯遠位での断裂で,Stenerlesionは

6例であった.I型は全例内転筋腱膜内の損傷で

あった.E型のうちE-S型は6例で,6例全例が

Stenerlesionであった．E-S型以外の1例は断裂

した関節包断端が内転筋腱膜の上にはみ出てい
た．

【考察】超音波は簡便で非侵襲的な検査で，病態把

握にも優れており，手術適応を決定するのに有用
な診断法である．
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上肢軟部腫瘍の3D-CTによる画像診断

ImagingDiagnosticby3D-CTofSuperiorLimbSoft

TissueTumor

横浜市立大学整形外科

○堀武生，高橋晃，松本里沙，

伊藤りえ，齋藤知行

【目的】上肢に局在する軟部腫瘍の画像診断におけ

るMulti-detector-rowCTによる3D画像の有用性

について調査検討した．

【対象】2004年3月より2005年10月までに当院

でMulti-detector-rowCTを施行し3D画像を作成

した上肢の軟部腫瘍のうち病理診断の得た13例

を対象とした．年齢は平均42歳(19～70)．性別

は男性5例，女性8例であった．腫瘍の局在は，指

6例，手掌4例，前腕3例であった．病理診断は13

例全例に生検，あるいは切除標本に対して行った．

腱鞘巨細胞腫5例，神経鞘腫3例，血管腫3例，脂

肪腫1例，腱鞘線維腫1例であった．

【方法】機種はSIEMENSSOMATOM,Sensation

l6を使用した．画像は2D,3Dの画像を作製した．

画像表示法はVolumerendering法にて行った．画
像評価は次の3項目について行った．1．3D-CTで

の腫瘍の描出の範囲．2．描出した腫瘍の局在，造

影効果，腫瘍の種類，3．栄養血管の描出．

【結果】1．軟部腫瘍が3D-CTで描出されたのは13

例中10例であり，その中で特に全体像が描出され

たものは6例，腫瘍の一部分が描出したものは2例

であった．2．皮下に存在した7例中6例が3D-CT

で腫瘍全体が描出された．筋層内に認めた腫瘍は

3例であり1例が全体に描出された．一方，筋層下

に認めた腫瘍は，3例であり，1例が描出されな

かった．全体の描出率の高い腫瘍は腱鞘巨細胞腫

であった．3．腫瘍栄養血管の描出は7例に認めら

れた．

【結語】1．造影効果の高い腫瘍の描出は良好で，周

囲血管および栄養血管との関係も明瞭であった．

2．造影効果の低い腫瘍は局在が皮下の場合，描出

可能であった．

H
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腱鞘巨細胞腫の術前診断

PreoperativeDiagnosisforGiantCellTumorof

TbndonSheath

'日本医科大学多摩永山病院整形外科,2日本医科

大学整形外科，3日本医科大学多摩永山病院病理

部，4日本医科大学放射線科

○北川泰之1,伊藤博元2,澤泉卓哉2,

前田昭太郎3，天野康雄4

【目的】腱鞘巨細胞腫は手に好発する腫瘍の一つで

あるが，再発率が高く治療に難渋することも多い．

今回，穿刺吸引細胞診による術前診断とMRIによ

る病巣範囲の検索について検討した．

【症例および方法】症例は1988年から2001年まで

に手術を施行した腱鞘巨細胞腫のうち，術前穿刺

吸引細胞診を施行した20例と術前MRIを施行し

た26例（重複あり）とした．細胞診による組織型

の推定診断について術後組織診断をゴールドスタ

ンダードとして比較検討した.MRIによる細胞の

指骨周囲の浸潤範囲，骨・関節・腱鞘内病巣の検

索結果を，術中所見をゴールドスタンダードとし

て比較検討した．

【結果】術前穿刺吸引細胞診による推定組織型診断

と術後組織診断とは20例中18例で一致した．2例

では細胞診による推定組織型診断は得られなかっ

た．また，疑陽性を1例に認めた．腱鞘巨細胞腫の

細胞像は単核細胞と多核細胞からなる特徴的なも

のであった．穿刺吸引細胞診による合併症はみら

れなかった.MRIは指骨周囲の腫瘍の浸潤範囲を

描出し得た．また，骨浸潤については描出不良で

あったが，関節内・腱鞘内の病巣はそれぞれ5例

中4例，10例中9例で可能であった．

【考察】穿刺吸引細胞診は高い正診率と安全性を有

している.MRIは腫瘍の浸潤範囲の描出に優れて

いる．両者は腱鞘巨細胞腫の術前検査として有用

である．
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母指伸筋腱断裂の治療

TheMethodsofTherapyoftheExtensorPollicis

LongusTbndon

'東京手の外科・スポーツ医学研究所，2埼玉成恵

会病院形成外科

○山口利仁l,平田丞l,阿部幸一郎l,

平 瀬雄一2

【目的】母指伸筋腱損傷の治療について，腱縫合部

が滑走に際して第3コンパートメント（以下第3腱

鞘）にかからない(A群),新鮮断裂で腱縫合部が

第3腱鞘にかかる(B群),また陳旧例で縫合部が

第3腱鞘にかかる(C群）に区分して治療法をまと
める．

【方法】A群では開放創を伴い，縫合した腱は癒着

しやすいため，強固な縫合と早期運動が必要であ

る．また陳旧例では関節の拘縮とともに腱の癒着

が著明なため，十分な腱剥離術と関節授動術が必

要である．B群では第3腱鞘がLister結節屈曲部

でカーブが強く内腔も狭いため，腱鞘の形成が必

要になる．当院では腱縫合時に，第3腱鞘底部を

剥離挙上し，結節屈曲部を削ってカーブを緩やか

にし，さらに腱鞘腔を拡大するように形成してい

る.C群の陳旧例はほとんど長母指伸筋腱（以下

EPL腱）の皮下断裂といえるが，腱断端は摩滅し

極めて高度に変性しており，一期的縫合には問題

があり，固有示指伸筋腱（以下EIP腱）移行術が

第一選択とされている．しかし，当院では腱鞘を

形成し，断裂腱を中枢および末梢まで十分展開し，

13例を一期的に縫合し，22例に腱移植術を施行

し，5例にEIP腱移行術を施行してきた．

【結果および考察】母指伸筋腱の縫合は，母指背側

から第3腱鞘までの癒着の起き易い部位で施行し

なければならず，強固な縫合と早期運動は必須で

ある．またEPL腱の皮下断裂は虚血変性による

が，断裂腱は良好な健常性と可動性があること，示

指伸筋腱の1本を犠牲にしても支障はないとはい

え,EPL腱が縫合できれば一期的に縫合し，縫合

できなければ腱移植術を施行してきた．その結果，

両方法とも腱移行とほぼ同等な可動域が得られ

た．一期的縫合例に1例再断裂をみたが，腱移行

術により良好な結果を得た．

－S97-
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指背腱膜損傷の治療法

TreatmentfOrlnjuriesoftheExtensorExpansion

岩手医科大学医学部整形外科

○古町克郎，齋藤良輔，田島克巳，

西田淳，嶋村正

【目的】指背腱膜損傷の治療法を紹介する．指背腱

膜は指節骨背側の背側および側面に形成される薄

い腱膜で，広義には伸筋腱を含むが狭義ではその

周辺の組織と解釈される．手背の腱膜構造は，

supra,inter,infra-tendinousfasciaの3層構造

で，遠位では3層は合流して矢状索(sagittal
band)を形成して深横中手靱帯，掌側板に続く．

MP関節ではKnuckleを覆うように薄く拡がり，近

位端は薄く遊離端となっている．骨間筋と伸筋腱

はMP関節では腱帽(expansionhood)を形成し

sagittalbandの浅層で関節を取り囲む．伸筋と屈

筋の交差する2層構造があり，深層はMP関節の

伸展力を伝えるsagittalbandで浅層はMP関節の

屈曲力を伝える骨間筋腱膜である．これらの構造

の損傷の修復について報告する．

【対象と方法】手背の腱膜の損傷である伸筋腱脱臼

3指,MP関節部での指背腱膜，関節包の損傷であ

るboxerknuckle3指では損傷部位に応じて指背

腱膜の修復を施行し，術後はbuddysplintを使用

した．sagittalband単独損傷4指はbuddysplint
により加療した．基節骨骨折，再接着指などの骨

間筋腱膜損傷5指では遊離腱移植を施行した．調

査項目はTAM,TPD,DASHによるADL評価な

どである．

【成績と考察】開放骨折後の2例を除き術後成績は

良好であった.MP関節周囲の腱膜構造は伸筋と

屈筋の交差する部であり注意深い手術治療と術後

リハビリテーションが重要である．

！
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指背腱膜損傷の治療

SurgicalandPostSurgicalTreatmentoftheFinger

DorsalExpansionlnjury

聖隷浜松病院手の外科・マイクロサージヤリーセ

ンター

○大井宏之，斎藤英彦，森谷浩治，

神田俊浩，高山拓人

【目的】この発表の目的はzone3～5の指背腱膜損

傷例の治療の実際を提示することである．

【治療の実際】伸筋腱のみ:鋭利断裂では中央索と

側索の同時損傷はほとんどない．特に片側側索損

傷では，腱縫合・後療法の工夫は必要ない．中央

索損傷では,2or4-strand縫合後,PIP関節の伸

展不全に注意しながら各種装具療法で良好な成績

が得られる．固定法も良好という報告があるが，早

期運動の方が早期に良好な結果がえられる．伸筋

腱＋皮膚欠損例:伸筋腱の全周損傷は少ないので，

皮膚治療が問題である．安易な植皮は骨との癒着

が問題となりその後の伸筋腱治療の障害となるの

で，皮膚再建は逆行性中手骨動脈皮弁などを用い

て再建する．その際伸筋腱は同時に再建できれば

よいが，5～10mm程度であれば伸筋腱が短縮し

ない程度に糸をかけておき，1～2週の外固定後，

伸展用動的副子装着下で自動屈曲訓練を開始す

る．夜間は副子で伸展位に固定する．6週で装具を

除去し自動屈伸訓練と，拘縮除去訓練をする．そ

の後伸展不全を生じるようであれば伸筋腱再建を

行う必要がある．伸筋腱＋骨十屈筋腱損傷例（切

断など)：骨折部と伸筋腱･屈筋腱の癒着が非常に

問題となる．特に緊急で骨接合を行うことが多く，

安易なcriss-cross固定は固定力不足のため早期運

動開始が不可能である．いったん拘縮を起こすと

その治療は困難を極め，伸筋腱や屈筋腱剥離等が

必要となるが，伸筋腱剥離は再癒着の問題や腱再

建の必要性など問題が多い．したがって緊急では

intraosseouswiringや可能ならばplate固定を行

い，伸筋腱欠損・屈筋腱断裂・血行障害がなけれ

ば可能な限り早期に伸展用動的副子装着下で運動

をおこなうのが重要である．また切断例ではでき

るだけ早期に伸展位に持ってゆき伸展不全に注意

しながら後療法を行うのがよいと考えている．
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手背部伸筋腱損傷の一次修復

PrimaryRepairofMultipleExtensorTbndonlniuries

関西医科大学整形外科

○中村誠也，飯田寛和

【目的】手背部での伸筋腱損傷の治療は他の部位に

比し比較的予後が良好とされる．しかしながらそ

の解剖学的特徴から多数腱損傷となる事が多く治

療に難渋する事がある．今回我々はそれら多数腱

損傷を一次修復し術後早期からDynamicsplint

を用いた後療法を行っているのでその結果を報告

する．

【対象】過去6年間に本院で手術し1年以上経過観

察をし得た7例で内訳は全例男性，年齢は平均33.4

歳（23-53歳)，右4例，左3例，原因はナイフに

よるものが2例，ガラスが4例，機械によるものが

1例で全例鋭的損傷であった．受傷から手術まで

は24時間以内が6例，7日目が1例であった．損

傷腱の内訳は短母指伸筋腱の損傷は全例でなく，

それを除く他の全ての伸筋腱が断裂していたもの

が4例，2例が僥側手根伸筋腱，1例が尺側手根伸

筋腱以外全ての伸筋腱に断裂を認めた．全症例に

端々 縫合を行い，術後3日目よりDynamicsplint

を用いた後療法を行った．評価は日手会評価表で

の%TAM,Buck-Gramcko法を用いた．

【結果】腱剥離を1例に要したが全ての症例の結果
はexcellentであった．しかしながら,2例で軽度

の手関節掌屈制限を認めた．

【考察】伸筋腱損傷，特に手背から手関節levelで

の損傷は比較的予後が良好とされる．しかし，そ

の解剖学的特徴から成績不良な場合もあり，多数

腱損傷ではより治療が困難な事も予想される．一

般的にはその後療法は術後数週間の手関節から指

尖まで固定の後，運動療法が行われる事が多いが，

我々 は術後早期よりDynamicsplintを用いた運

動療法を行い満足すべき結果を得ている．よって，

この方法は有用な方法と考える．
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手背部挫滅損傷に対する伸筋腱再建

ReconstructionofExtensorTbndonfOrCrushlnjury
DorsumoftheHand

新潟手の外科研究所

○牧裕

伸筋腱の断裂や欠損を伴う手背部挫滅損傷では，

修復再建した伸筋腱をいかによい状態の皮膚で被

覆できるかが，腱と皮層との癒着を防ぐために重

要である．中手骨骨折を伴えば骨と腱との癒着も

生じ外在筋プラス拘縮などで腱剥離の必要性が増

し，骨間筋に損傷が残れば内在筋プラス拘縮に対

するLittler手術など，伸筋腱機構のバランスを取

り直す手術を追加するなど，手背部挫滅創では数
回の手術を要す場合が多い．

【伸筋腱欠損に対する再建】長掌筋腱の移植，断裂
腱に対し残ったEIP腱を移行，断裂腱の遠位を

残った腱に端側縫合，腱付き皮弁移植を状況に応

じて使い分ける．一期的手術と皮弁置換後の二期

的手術がある．二期的の場合，移植床の中手骨の

上に脂肪を残して癒着を防ぐ．後療法は固定法が

一般的だが編み込み縫合ができれば早期可動訓練

の可能性もある．外固定肢位は手関節を背屈し

MP関節は30．屈曲位とする．伸展位固定はMP

関節の伸展拘縮を生じやすく,MP関節背側解離

が必要となる場合も少なくない．固定法でもPIP,
DIP関節は動かす．

【皮弁移植】当科ではソケイ皮弁を遊離または有茎

で用いることが多い．皮下脂肪は厚いが腱癒着を

防ぐには脂肪組織は必要で余分な脂肪は切除でき

る．複数腱の欠損を伴えば腱付き足背皮弁の選択

もある．血行を温存した腱移植は癒着が少ない．挫

滅皮膚は元に戻して生着しても硬く，腱との癒着

があるときはためらわず皮弁置換した方が腱を動
かすためによい．

【腱剥離】MP関節より近位の伸筋腱剥離の成績は

固有指部に比べ良好なので，十分な伸筋腱の動き

が必要な時は積極的に腱剥離を行う．後療法も重

要で，外在筋プラス拘縮ではmeinert法と同様に

指を屈曲方向にゴム牽引しながら,MP関節の弛

みで伸展できないものはアウトリガーで伸展を常

に保持させながら指の屈伸運動を行う．

－S99-
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招待講演2

BritishExperienceinNerveSurgery

RolfeBirch

Professor,NeurologicalOrthopaedicSulgery,PeripheralNervelnjuryUnit,

RoyalNationalOrthopaedicHospital,Middlesex,UK

AcknowledgmentoftheworkofJapaneseclinicians.
RobertJonesduringthefirstworldwar:principlesofdiagnosisandrepair,reconstruction,

rehabilitation.

TheMedicalResearchCouncilSpecialCommitteeinthesecondconflict:nervegrafting.
BonneyandGilliattdefinepreganglionicinjury.Bonneyestablishesthepolicyofurgentrepaim
DepthofLesion:DefectsofsystemsofSeddon,Sunderland.Conductionblockvergus

degenerativelesioninwhichWalleriandegeneration(axonopathy)predomnates.Progression
oflesionifcauseisnotremoved.Thespecialcaseofintraduralinjury.

LevelofLesion:Thetwopatternsofpregangliomcinjury:rhizotomyversuscentralavulsion.
Repairbysuture(Bonneyl976),byreimplantation(Carlstedt)ApplicationOfneUIQp"o-
logicalinvestigationtobirthlesionofthebrachialplexus・RenectionsonBLPP-limitation
ofrepair;dislocationoftheshoulder.
TimingofCorrection:ThecasefOrurgentrepair;contraindications.
TheCEntralAffect:Delayandthecentralmotorneuronepool.Thataffectworseinthe

innnatureneIvoussystem.DifferencesbetweenrecoveryofsensationandmusclefUnctionin
BLPp

NeuropathicPainCausalgia:Characteristics;associationwithvascularlesion;gooq
responsefbcorrectionatoperationNeurostenalgia:indicatespersistenceofprovocation,and
resPondstoreliefofthatprovocationPosttraumaticneuralgias;thespinalagpegsqryperve:
Cehtralpaninpregangliohicinjury;responsetorepair.Delaydeleteriousinreliefofpainand
concomitantrecoveryoffUnction.
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小児陳旧性Monteggia骨折の治療経験
TheTreatmentofOldMonteggiaFracturein
Children

'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明治鍼灸大学整形外科

○白須幹啓l,藤原浩芳1,岡島誠一郎1,
勝見泰和2，久保俊一’

【目的】初診時に榛骨頭の脱臼が見逃されたため陳

旧化したMonteggia骨折に対する治療について

は，手術適応，手術法，予後に関し種々の議論が

ある．今回，われわれの経験した小児陳旧性

Monteggia骨折の手術症例について検討を加え
た．

【対象および方法】当科における過去15年間の小

児陳旧性Monteggia骨折の13例を対象とした．性

別は男性8例，女性5例で，年齢は3～14歳，平

均8歳で，罹患側は右側5例，左側8例であった．

受傷原因は転落5例，転倒8例であり，受傷型は

Bado分類で1型9例,3型3例,Bado分類に該当

しないもの1例であった．受傷より手術までの期

間は，31カ月の1例を除き平均3カ月であった．手

術法は12例に尺骨骨切り術を行い，うち3例に輪

状靱帯修復術を，2例に輪状靭帯再建術を追加し

た．1例は尺骨骨切り術を行わずに，輪状靱帯再建

術のみを施行した．術前4例に神経麻揮を認め，後

骨間神経麻輝の3例に神経剥離術と神経移植術

を，前骨間神経麻揮の1例に神経剥離術を追加し

た．8例に対しては，術中に創外固定器で仮固定し

僥骨頭の安定性を確認した．

【結果】追跡期間は8カ月～84カ月，平均28カ月で

あった．肘関節可動域は平均15％改善したが，3例

に前腕回内制限を認めた．1例に僥骨頭の再脱臼

を認め榛骨骨切り術の追加手術を行った．神経麻
痒の回復は良好であった．

【考察】尺骨の変形が原因で僥骨頭の脱臼が残存し
ている場合には，骨切り術による尺骨アライメン

トの正確な矯正が重要であり，骨間膜の作用で僥

骨頭は自然に整復される．矯正が不十分であると

僥骨頭の不安定性が残存し再脱臼を生じ，また無

理に輪状靱帯再建術を行うと回内制限や僥骨頭の

変形を惹起する可能性がある．尺骨矯正の調節や

その保持に創外固定器を利用することが重要であ
ると考えた．

2-1-133

当院におけるモンテッジア骨折の治療成績

OperationfOrMonteggiaFracture-dislocations

神戸市立中央市民病院

○末吉達也，笠井隆一，新林弘至，

斉藤聡彦

【目的】モンテッジア骨折は尺骨の骨折とともに榛

骨頭の脱臼を伴う脱臼骨折である．我々はKwire

によるピンニングとDCPプレートによる固定を

行っており，その治療成績を検討した．

【対象と方法】1998年から2002年まで当院で手術

を行った32例を対象とした．男性20例，女性16

例，4歳から72歳まで平均受傷年齢は15．5歳で

あった．骨折型はBadotypelが19例,type2が
8例,type3が1例,type4が8例であった．手術

は基本的に受傷当日に行った．ピンニング25例，

プレート固定は11例であった．術後14ヶ月から

28ケ月（平均19ケ月）までフオローアップを行っ
た．

【結果】36例中全例が骨癒合を得た．術後の肘関節

可動域は80度から150度まで平均132度であり，

健側比86.6％であった．合併症として，感染が2

例，僥骨神経麻揮が2例，後骨間神経麻揮が1例，

尺骨神経麻痙が1例あった．神経麻揮はいずれも

保存的に軽快した．また，術後再脱臼が3例あり，

腕榛関節の不安定性が残った症例が2例あった．

術後再脱臼の3例はいずれもピンニングをした症

例で，すぐ、に再手術とギプス固定を行った．

【考察】モンテッジア骨折は脱臼骨折であるため，
輪状靱帯などの靭帯断裂や関節包の断裂を伴う骨

折である．従い，脱臼整復ができたように思われ

ても術後関節の不安定性が残っている場合は多い

と考えられる．当施設ではほとんどの症例で観血

的に治療しており，その術後成績はおおむね良好

であるが,Badotype4やtypelの不安定な骨折を

ピンニングし，再脱臼した例があった．患者は年

少者であることが多く，より侵襲の少ない方法を

選択しがちであるが，場合によってはプレート固

定を選択すべきであると考えられた．

－SlOl－

！



！
2-1-134

上腕骨小頭骨折に対する観血的整復固定術

SulgicalTifeatmentfOrHumeralCapitellarFracmres

'大阪府済生会中津病院整形外科，2大阪府立整肢

学院

○吉中康高'，安田匡孝l,安藤佳幸1,

大橋弘嗣1,安並敏哉2

【はじめに】上腕骨小頭骨折は肘関節周辺骨折の

1％以下の稀な骨折であり，その治療成績の報告は

散見されるのみである．過去には有用な固定材料

がなく骨片摘出術が好んで用いられてきたが，

Herbertscrewの出現以降観血的整復固定術（以

下ORIF)を推奨する報告が多い．われわれは上腕

骨小頭骨折に対して積極的にORIFを行ってきた

ので，その治療成績を報告する．

【症例と方法】新鮮な本骨折に対してORIFを行っ

た11例，11肘が対象である．男：2例，女:9例．

平均手術時年齢は47歳(12-70)．骨片は全例前上

方に転位しており,Grantham分類で,2-A型:5

例,2-B型:3例,3-B型:2例,3-C型:1例であっ

た．外穎骨折を2例で合併していた．通穎骨折や

頚上骨折の粉砕骨折に合併する本骨折例は除外し

た．アプローチとして側方を9例に，前外側を2例

に使用した．内固定材料として,KwiIeを1例,AO

screwを1例,Herbertscrewを8例,Acutrakscrew

を1例に使用した．術後経過観察期間は平均23ケ

月（8-112)であった．以上の症例に対して治療成

績をGrantham評価を用いて評価した．

【結果】Grantham評価では,excellent:3例,good:

6例,fair:2例であった．

【考察】本研究においては骨片摘出術の適応とされ

るGrantham分類1型である軟骨面のslice骨折は

なかった.Grantham分類1型を除く本骨折に対

しては，積極的にHerbertscrew類を使用した

ORIFを選択すべきであると考えた．

2-1-135

自家骨軟骨柱移植術による進行期肘関節離

断性骨軟骨炎の治療

OsteochondralGraftfOrTreatmentofOsteochondral

DissecansintheElbowJoint

'広島大学大学院整形外科，2済生会呉病院整形外

科

○梶原了治'，石田治l,砂川融2,

鈴木修身1,越智光夫’

【目的】演者らは進行期の肘関節離断性骨軟骨炎に

対して自家骨軟骨移植術によって積極的に関節面

の再建を行い，早期のスポーツ復帰を試みている

ので報告する．

【方法】症例は全例男性のスポーツ選手で年齢は
12歳～16歳(平均14.5歳),X線所見ならびに術

中所見でいずれも分離期であった．全例に同側膝

関節外側頚の非荷重部から骨軟骨柱を採取移植し

た．アプローチは3例に外側アプローチを，3例に

後方アプローチを使用した．採取した骨軟骨柱は

直径が6.5~8.5mm(平均7.5mm),高さが8~12mm

(11mm)で5例は1本のみの使用であり1例には

2本使用した．いずれの症例も母床との適合性は

良好であった．術後の外固定期間は外側進入例で

平均17.6日，後方進入例で平均9.6日であった．外

固定除去時から可動域訓練と手関節・握力のト

レーニングを開始，術後4週から肘関節周囲筋･肩

関節周囲筋のトレーニングを指導した．投球動作

を必要とする5例については3例で軽度の投球動

作を8週より開始し，2例では12週から開始した．

【結果】全例で術後12週から15週後に瘻痛なく，
在学中ないし進学後に元のスポーツレベルに復帰

が可能であった.MRIでは骨髄内信号強度は8週

の時点で改善を認め，スポーツ復帰後の再検査時

も改善が進行していた．骨軟骨を採取した膝関節

には5例に関節水腫を認め，3例は術後3週以内に

消退したが，2例では8週まで遷延した．最終調査

時に肘関節，および膝関節の愁訴のためににス

ポーツ活動を制限した症例はなかった．

【結語】進行期肘離断性骨軟骨炎に対して自家骨軟
骨柱移植術を行い，術後3カ月以内のスポーツ完

全復帰が可能であった．好発年齢である中～高等

学校在学中の競技期間は限定されており，早期復

帰のため本法は有用であった．

一SlO2－
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肘関節障害に対する肘筋筋弁を利用した肘

関節形成術の有用性

SurgicalEfficacyofAnconeusplastyfOrthe'Iifeat-
mentofElbowDisorders

北海道大学整形外科

○西田欽也，岩崎

末永直樹，三浪

倫政，石川淳一，

明男

【はじめに】近位榛尺骨間の骨軟部腫瘍や近位榛尺

骨癒合症の癒合部を切除すると，のちに高率に再

癒合を来すため榛尺骨間への中間挿入物が必要で

ある．また僥骨頭切除後や変形性関節症(OA)等

における僥骨近位部の不安定性は肘の機能に重大

な障害を来す．今回我々は上記肘関節障害8例に

対し簡便な肘筋筋弁を用いた関節形成術を行った

ので報告する．

【対象と方法】2003年4月から2005年8月に経験

した8例8肘を対象とした．男性5例女性3例，平

均年齢は31歳（6～71歳)，平均経過観察期間は

15ケ月であった．病態は，近位榛尺骨間の骨腫瘍

や骨癒合を切除し再癒合防止を目的としたものが

3例，僥骨頭切除後の切除端部の不安定性防止を

目的としたものが4例，人工肘関節置換術後の軟

部組織欠損が1例であった．手術は肘関節後外側

アプローチにて肘筋を同定，近位部をベースにし

て尺骨より切離した後，筋弁として骨切除後に生

じた部位へ挿入したり榛骨切除端部を押さえるよ

うに縫合した．主要な動静脈への操作は必要な

かった．これらの症例について関節可動域,Mayo
ElbowPerfbrmanceScore(MEPS),X線上の異

常所見の有無を調査した．

【結果】関節可動域は回内外が術前平均78.から術

後平均118.へ改善したが，肘伸展屈曲角度は術後

変化はなかった.MEPSは術前平均75点から術後

平均92点へ改善した.X線上，榛尺骨間の再癒合

や僥骨切除端部の不安定性は認めていない．術後
合併症は認めなかった．

【考察】病態の異なる肘関節障害に対し，近位部を

ベースとした肘筋筋弁を用いて関節形成術を行う

ことにより良好な成績が得られた．本術式は，比

較的容易な操作により十分な容積を持つ筋弁を，
骨切除部へ中間挿入物として利用し再癒合を防止

したり榛骨頭切除端部へ縫合することで安定化を

得ることが可能である．

2-1-137

変形肘関節症に対する鏡視下関節形成術後

の上肢機能改善について

FunctionalRecoveryofUpperExtremityafter

ArthroscopicArthroplastyfbrOsteoarthritisofthe

Elbow

市立大町総合病院整形外科

○ 下川寛一，伊藤仁

【目的】変形性肘関節症に対して行った鏡視下関節

形成術の治療成績と上肢機能改善について検討す
ること．

【対象および方法】対象は10例10肘関節，男性5

例女性5例であった．手術時平均年齢は68.5歳(59

歳から78歳)で，全例利き手側であった．術前罹

病期間は平均34カ月（24カ月から42カ月）で，術

後経過観察期間は平均12カ月（8から17カ月）で

あった．手術は全身麻酔下に腹臥位または側臥位

で行い，尺骨神経麻痒徴候がある場合は関節形成

に先立って直視下にOsborne法による神経除圧を

行ったが，高度の手内在筋萎縮などを呈していた

症例はなかった．基本的に空気止血帯は使用せず，

鏡視下に滑膜，骨鰊，遊離体の切除を行い，術翌

日より制限なく自動運動を開始，患者の希望に応

じて退院し外来経過観察に変更した．統計学的検

討にはt-検定を用い，有意水準は5%とした．

【結果】日整会肘機能評価法によるスコア術前平均

53.5点が術後86.3点に，関節可動域は伸展-17.5

度が-6.3度に，屈曲92.5度が116.3度に，また握

力患健比は術前61％が術後113％に，それぞれ有

意に改善していた.DASH機能障害／症状スコア

を用いた上肢障害評価は術前平均48．3点が術後

10.6点に，これも有意に改善していた．平均入院

期間は4.3日間であり，特に理学療法を行うことな

く，平均術後4.0日で術前レベルの可動域まで回復

が得られていた．感染や，神経・血管障害など問

題となる合併症はなかった．

【結語】鏡視下肘関節形成術には最内側や最外側鏡

視･処置が困難などといった技術的限界もあるが，

術後痙痛が軽く，安全で，迅速な可動域回復が後

療法なしに獲得できる有用な手技であった．20度

程度の屈曲可動域改善であっても,ADLにおいて

は相当の機能改善が得られており，治療目的は達

成できていたと考えられた．
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小児前腕骨骨折の手術治療成績の検討

OutcomesoftheOperativeTherapyfOrtheForeann

FracturesinChildren

関西労災病院整形外科

○岡田 潔， 田野確郎，堀木充，

米田昌弘，多田浩一

【目的】過去6年における当院での小児前腕骨骨折

の手術治療成績を調査し，その問題点について検

討した．

【対象】2000年1月から2005年3月まで当院で手

術をうけた15歳以下の小児のうち，術後3ケ月以

上観察可能であった28例29肢を対象とした．男

22例，女6例，平均年齢は8．6歳，平均経過観察

期間は9.3ケ月であった．

【方法】榛尺骨それぞれの骨折の有無と手術方法を

調査した．手術方法別に，回内，回外角度，外固

定期間，榛骨，尺骨の変形を評価し，経過中に問

題があった症例にはその原因について検討を加え

た．

【結果】榛骨骨骨幹部単独骨折が4肢，両骨骨折が

21肢,Monteggia骨折が4肢であった．手術方法

はpin&plasterlO肢，髄内釘16肢，プレート固定
3肢であった．平均回内外角度はpin&plasterで回

内78.3度，回外88.3度，髄内釘で回内80.6度，回

外89.6度，プレート固定で回内75度，回外80度

であった．平均外固定期間はpin&plasterで30.5

日，髄内釘で27.4日，プレート固定で23.3日であっ

た．髄内釘術後，尺骨に掌側凸の13.6度の角状変

形を残したため回内制限を来たしたものが1例あ

り，また，僥骨の回旋変形を認めたものが1例，再

骨折を認めたものが1例あった．

【考察】それぞれの手術方法において，術後の回内

外可動域には明らかな差を認めなかったが，外固

定期間は髄内釘，プレート固定症例で短い傾向に

あった．再骨折を認めた症例，榛尺骨の変形を認

めた症例はいずれも10歳以上の年長児で，髄内釘

での初期整復や固定力不足が原因と考えられた．

また，尺骨の角状変形は軽度でも可動域制限を残

す原因となるため，正確な整復の必要性が示唆さ

れた．

2-1-139

小児前腕両骨骨折（中央1/3）に対する髄

内釘固定の治療成績

TheTreatmentofForearmFracture(Middlel/3)in

ChildrenbylntramedullaryNail

名古屋披済会病院整形外科

○水島秀幸，渡邉健太郎，佐久間雅之，

矢島弘毅，木野義武

小児の前腕両骨骨折は骨癒合が速やかで，また自

家矯正能が高いことから，治療法としては主に保

存療法が勧められている．しかし完全骨折の場合

徒手整復後に再転位することが多いことから当科

では完全骨折に対しては積極的にK-wireを用い

た髄内釘固定を行なっている．今回われわれは過

去14年間に当科にて髄内釘固定を行なった小児

中央1/3部前腕両骨骨幹部完全骨折16例の治療成

績を検討したので報告する．

【対象および方法】男性12例，女性4例，受傷時

平均年齢は9.4歳（4～14歳)，患側は右6例，左

10例であった．受傷原因は転落9例，転倒7例で

あった．平均追跡調査期間は23.7カ月（4～110ケ

月）であった．手術方法としては小皮切を加えた

のち僥骨は遠位骨幹端より，尺骨は肘頭よりK-

wireを髄内に刺入した．

【結果】術後X-pの角状変形は正面像で僥骨平均
2.1.,尺骨平均1.1.,側面像で僥骨平均1.5.,尺骨

平均2.5.であり，手術を行うことにより良好なア

ライメントを獲得できた．全例治療期間中に神経

損傷，感染，偽関節,cross-unionなどの合併症を

認めなかった．追跡調査では平均可動域は肘屈曲

137.,伸展11｡，前腕回内90.,回外90.,手関節

背屈86．，掌側82.であり，全例ADL障害を認め

なかった.X-pにて正面像で僥骨平均0.8.,尺骨平
均0.6.,側面像で僥骨平均1.0°，尺骨平均1.2とご

く軽度の角状変化の遺残を認めた．ulnarvari-

anceは健側と比べ-0.7mmの変化を認めた．臨床

成績は全例優であった．

【考察】髄内釘固定は低侵襲であり，良好なアライ
メントを保持することができる．完全骨折に対し

ては第一選択にしてよい治療法であると考えられ

た．
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前腕骨骨幹部骨折の治療におけるpitfall
~Acuteplasticbowingが見逃されている～

Haven'tYouMisstheAcutePlasticBowing?;APit

FallinTreatingMidshaftFractureofRadiusand

UIna

'足利赤十字病院整形外科，2済生会神奈川県病院

整形外科

○田島康介1,佐々木孝2,浦部忠久l,

山中一良2，武井照江2

我々は，過去の文献における成人前腕骨骨幹部骨

折で，プレート固定を受けた症例のプレート折損

例やプレート抜去後の再骨折例を検討した．各々

の報告において，不適切なインプラントの選択や

手術手技上の問題点，抜釘の時期など様々な原因

が指摘されている．しかしながらacuteplastic
bowingが見逃され，そのまま治療されたためにプ

レートの折損や抜釘後の再骨折が起こったと思わ

れる症例が少なからず存在する.Acuteplastic
bowmgの病態は意外と認識されておらず，その見

逃しは前腕骨骨幹部骨折の治療における大きな

pitfallとなると考えられるので，これらプレート

折損例や抜釘後再骨折例の症例を紹介し,acute

plasticbowingの病態を解説する.Acuteplastic

bowingは主に前腕骨などの長管骨に，その弾性限

界を超える外力が加わったときに生じる弩曲変形

であり，単純X線写真上明らかな骨折線は伴わな

い．本症は1974年にBordenによりはじめて小児

前腕骨の臨床例が報告されており，本邦では佐々

木が1988年に急性骨塑性変形の邦語訳で小児前

腕骨の6例を報告している．本症が成人に発生す

ることはまれであり，内外ともに散発的な報告が

見られるのみである．本症の診断には健側との比

較が重要で，単純X線撮影で手関節および肘関節

を含めた正確な前腕の正・側面像を撮影する必要

がある.Acuteplasticbowingの見逃しは術中の

整復不良因子や術後のインプラントの破損，抜釘

後の再骨折の原因となりうる．本症は受傷早期に

は徒手整復が可能であり，僥骨あるいは尺骨の単

独骨折を見た場合は，他方のacuteplasticbowing
の存在の有無に常に留意する必要がある．

2-1-141

前腕骨幹部骨折に対する手術治療の臨床成

績

ClinicalResultsoftheOperativeTreatmentfOrthe

ForearmShaftFractures

浜松労災病院整形外科

○河本正昭

前腕骨折は稀な外傷ではないが，いったん変形治

癒となると回旋制限など種々の機能障害を残す．

また，初期治療においてもフオルクマン拘縮予防

などにも注意する必要がある．当科で手術治療し

た症例について若干の考察を加え報告する．

【対象】1997～2004年の間に手術を施行した前腕

骨幹部骨折23例（榛骨23骨折尺骨14骨折）を対

象とした．男18例女5例，平均年齢42歳（19～

76歳）であった．労災によるものは機械に巻き込

まれたもので9例（僥骨9骨折尺骨8骨折）であっ

た．交通外傷によるものは8例(僥骨8骨折，尺骨

4骨折)，転倒によるものは6例（僥骨6骨折尺骨

2骨折)であった．骨折部位は僥骨では中1/3が14,

遠位1/3が8骨折であり，尺骨では中1/3が7，遠

位1/3が7骨折であった．骨折に対する治療はプ

レート固定が榛骨18骨折，尺骨10骨折，髄内釘

固定が榛骨4骨折，尺骨4骨折，であった．骨移植

は4例に施行した．労災例で多数回手術を要する

ことが多く抜釘術を含めると平均4.2回(1～8)手

術が施行された．その内訳は植皮，腱剥離，腱移

行，骨移植，内固定入れ替えであった．交通外傷，

転倒例では平均2.2回であり，2回目手術の多くは

抜釘術であった．再骨折を4例4骨折に認め全て僥

骨骨折であった.Galeazzi骨折は3例3骨折認め

た．2例は初期治療により整復位で治癒した．23例

全例骨癒合し，受傷前のADLレベルに戻ってい

た．交通外傷，転倒例では回内外168.に対して労

災例では137.であり若干回旋域が劣っていた．

【結語】労災によるものは開放創，軟部の損傷を

伴っており，追加手術を要することが多く，可動

域でも若干劣る傾向であった．再骨折4例中3例は

DCPプレート固定例であった．

－SlO5－
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成人前腕骨骨幹部骨折に対する手術療法の

検討

SurgicalTreatmentofForearmFracturesinAdults

'東海大学外科学系整形外科，2東海大学大磯病院

整形外科，3東海大学八王子病院整形外科

○小林由香1,池田全良29岡義範3,

齋藤育雄3

【目的】我々は成人前腕骨骨幹部骨折に対して積極

的に手術的治療を施行してきた．従来プレート固

定を選択してきたが1997年以降，低侵襲と簡便さ

から症例を選び髄内釘を施行してきた．本発表の

目的はプレート固定に対する髄内釘の有用性と優

位な適応を明らかにすることである．

【対象】症例は59例で，性別は男性52例，女性7

例，受傷時年齢は平均32歳であった．骨折型は僥

骨単独骨折14例，尺骨単独骨折15例，榛尺骨骨

折30例で，開放骨折は12例に認めた．手術方法

は，プレートを用いたもの（以下P群）は僥骨骨

折9例，尺骨骨折7例，榛尺骨骨折16例で，髄内

釘を用いたもの（以下IM群）は僥骨骨折5例，尺

骨骨折8例，榛尺骨骨折14例に行った．髄内釘は

近位及び遠位の僥尺関節病変を有する骨折には用

いなかった．また骨移植を僥骨のP群2例に併用

した．術後平均外固定期間はP群14日,IM群5日

間で，術後調査期間は平均2年10ヶ月であった．

【結果】前腕平均関節可動域は，回内/回外はそれ

ぞれP群:76･/78｡,IM群:76./81.であった．術後

合併症は，偽関節をP群の榛骨1例，尺骨1例と

榛尺骨1例，遷延治癒はIM群の尺骨1例に認め，

再骨折は尺骨プレート抜釘後の1例に認めた．術

後成績はGrace&Eversmannの評価法で,excel-

lentはP群11例,IM群10例,goodはP群12例，

IM群15例,fairはP群7例,IM群2例,poorは

P群2例であった．

【結論】成人前腕骨骨幹部骨折に対して施行された

プレート固定と髄内釘固定の治療成績について比

較検討したが，髄内釘はプレートと遜色ない良好

な結果が得られた．以上からそれぞれの手術方法

に関して有用性と適応などを踏まえ長所と短所に

ついて考察する．

2-1-143

前腕両骨骨折の治療成績

FunctionalOutcomeofDiaphysealFracmresofboth

theRadiusandUlna

'佐賀社会保険病院整形外科，2佐賀大学医学部整

形外科

○浅見昭彦1,森本忠嗣1,園畑素樹2

【目的】前腕両骨骨折の治療法，特に手術療法につ

いては現在なお一定の見解が得られていない．今

回本骨折の治療成績，問題点について検討を加え

たので報告する．

【対象および方法】対象は前腕両骨折患者18例(男

性12例，女性6例，受傷時年齢11～79歳，平均

32歳，経過観察期間6ケ月～36ケ月，平均18ケ月）

である．治療法，骨癒合，合併症について後ろ向

きに検討した．

【結果】治療法別では徒手整復後の安定性が良好で

治療についてよく理解できた22歳の医学生の1例

のみに保存療法を行い，他は全て手術療法を行っ

た．手術療法の内訳はKwireのみ5例（必要に応

じて小切開エレバ法を追加)，髄内釘2例，プレー

ト7例，創外固定1例，プレート+K-wirel例，プ

レート＋髄内釘1例であった．骨癒合は尺骨の粉

砕多重骨折の1例で偽関節となった他は全例で骨

癒合を得た．合併症はKFwireあるいは髄内釘刺入

部の表層感染が2例，偽関節1例，著明な前腕回旋

制限が3例にみられた．

【結論】小児～学童例では榛骨はanatomicalsnuH

box,尺骨は肘頭からのKFwire固定が有用であっ

たが,Kwireを適度に曲げて弾力を利用して固定

性を増すことが重要である．15歳以上ではプレー

トあるいは髄内釘で確実な固定性を得るべきであ

る.Kwireや髄内釘ではピン刺入部の表層感染を

時に経験するがあまり問題となることはない．多

重骨折や粉砕骨折，骨欠損を伴うものは偽関節と

なることがあるので注意を要する．著明な回旋制

限をきたした症例は偽関節や骨折線が遠位僥尺関

節まで及んだもの，前医で高齢者であったにもか

かわらずKwirel本ずつのみで固定され，骨癒合

が得られず長期に渡り外固定を強いられていた症

例であった．
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前腕両側骨幹部骨折の治療成績

ClinicalResultsfortheTreatmentofDiaphyseal
FracturesoftheForeann

北九州市立八幡病院整形外科

○ 櫛田学，岩永斉

【目的】両側前腕骨幹部骨折では変形と短縮による

回旋運動障害をきたさないよう観血的治療を選択

することが多く，骨折型よっては治療に難渋する

こともある．今回我々は，観血的治療を行った両

側前腕骨幹部骨折を調査し治療法の問題点につい

て検討した．

【対象と方法】2000年1月より2005年6月まで観

血的治療を行った両側前腕骨幹部骨折19例19肢

を対象とした．男性12例，女性7例で，平均年齢

31．0歳（12～72歳）であった．受傷原因は転倒

8肢，交通事故5肢，機械に巻き込まれたり，圧挫

されたもの4肢，スポーツによるもの2肢であっ

た．開放骨折は3肢であった．治療は両側鋼線髄

内固定7肢，両側plate固定7肢，片側plate固定
と片側髄内固定の併用4肢，創外固定1肢であっ

た．PlateはおもにAOのLC-DCPを使用した．骨

癒合と回内回外で評価するGrace&Eversmannら

の方法に準じて調査し治療成績を検討した．経過

観察期間は4～24ヶ月（平均8カ月）であった．

【結果】骨癒合は全例で得られていたものの，7肢
で榛骨と尺骨の骨癒合までの期間に差がみられ

た．7肢のうち5肢では模状骨折側が遷延してい

た．Grace&Eversmannの評価で優13肢，良3肢，

可3肢であった．可の3肢はいずれも成人で，1肢

では比較的大きな第3骨片を有する榛骨に髄内固

定を行っており，第3骨片の突出によるものと考

えられる回外制限が残存した．他の2肢も髄内固
定が行われていた．

【結論】両側前腕骨幹部骨折に対しては骨折部に与

える侵襲を考えると髄内固定による整復，保持を

選択することが多い．しかし，大きな第3骨片を

有していたり，粉砕が強い症例では回旋障害や短

縮が生じることもあり，両側plate固定が望ましい
と考えられた．

2-1-145

当院における前腕開放骨折に対する内固定

の術後成績

TheResultoflnternalFixationfOrOpenFractures

ofForearmsinOurHospital

足利赤十字病院整形外科

○三戸一晃，浦部忠久，田島康介

当院では開放骨折に対し，原則として受傷当日に

goldenhour内の洗浄･デブリードマン，内固定を

施行している．平成9年4月から平成17年3月ま

での8年間に手術を施行した前腕開放骨折患者39

例中1ヵ月以上フォローアップできた20名を対象

とした．その内訳は，男12例，女8例，年齢は8

歳～91歳（平均44.9歳)，僥骨単独骨折2例，尺

骨単独骨折7例，両前腕骨骨折11例であった．

Gastilo分類ではI:5例,II:4例,IIIa:11例であっ

た．経過観察期間は5週～78カ月（平均16.9カ月）

であった．その結果，搬入から手術開始までの平

均時間は記載があるもののうちでは201分（75分

～387分）であった．固定方法は,tensionband

wiring4例,Kirshner-wirepinning4例,plate

21例，創外固定とK-wirepinning併用2例であっ
た．追加手術として，術後3ヵ月にても骨癒合がみ

られず骨移植･植皮を要した例がIIIaの1例にあっ

た．術後成績は，術後2ヵ月までに癒合見られない

まま転院した2例を除いては，18例全例に骨癒合

が認められ，骨癒合期間は，5週から20ケ月であっ

た．創感染，骨髄炎を合併した例はなかった．術

後関節可動域は，尺骨肘頭骨折術後の肘関節では，

粉砕の強い骨折や高齢者例で不良であった．また

前腕骨骨折後の前腕回内外可動域は，両前腕骨骨

折で制限される傾向にあった．単独骨折では，閉

鎖性骨折の術後成績とほぼ同様な結果が得られ

た．受傷当日のデブリードマン，内固定は，整復

も容易であり，感染のリスクも低下させることが

でき体制が整えば試みてよい治療法と思われた．
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前腕両骨々幹部骨折に対する手術的治療

OperativeTreatmentfOrFracturesoftheShaftsof
bothRadiusandUlna

2-1-Pal46

前腕両骨骨折の治療と問題点(プレート固

定）
PlateFixationinFracturesofbothRadiusandUIna

神戸市立中央市民病院整形外科

○福田知佐子，笠井隆一，新林弘至，

西村直巳

宮
田

３
'藤枝市立総合病院整形外科，2浜松医科大学，

士宮市立病院

○豊山起光1,佐野倫生29鈴木重哉2,

長野昭2，志賀克元3

【目的】前腕両骨々 幹部骨折は，保存的治療では変

形治癒による回旋制限や偽関節が生じやすく，手

術的治療が多く選択される．今回我々は当院で手

術的治療を行った前腕両骨々幹部骨折について検

討した．

【対象】1996年から2003年までに手術を行った39

例のうち，調査追跡可能であった両前腕骨骨幹部

骨折36例37肢．受傷時年齢は13歳から60歳(平

均37.8歳)．男性27例，女性9例．13例が開放骨

折であった．平均術後経過観察期間は3年10ヵ月

(9カ月－8年11カ月）であった．術後機能評価は

GraceandEversmannの評価法を用いた．

【結果および考察】成績不良例（不可）は開放骨折
Gustilo3b以上の2例と，同側の腕神経叢損傷と上

腕骨骨折を合併した2例に認められた．その他の

症例では，両側経皮的鋼線固定術，両側プレート

固定術，榛骨プレート固定十尺骨経皮的鋼線固定

術，僥骨経皮的鋼線固定術十尺骨プレート固定術

の各術式と臨床成績に有意な差は認められず，良

好な結果が得られた．問題点として，偽関節，抜

釘後再骨折，術後腱断裂があったが，いずれも開

放骨折例であった．開放骨折例ではプレートによ

る強固な内固定を行い，一期的な骨移植も積極的

に行うべきと考えられる．また，プレート抜去は

問題がなければ行わないか，もしくは抜去時期を

慎重に選ぶことが必要と思われた.Gustilo3b以上

の開放骨折例では，軟部組織の修復，創治癒を待っ

て2期的に内固定術を行うことで感染は予防で

き，良好な骨癒合が得られるものの，術後機能は

不良であり，今後の課題といえる．

【目的】前腕両骨骨折は整復保持が困難であり，一

般に手術治療が行われる．手術治療では内固定材

の選択，術後外固定期間や回内外開始時期などが

問題となる．我々は主にプレート固定を行ってお

り，本法による問題点を検討する．

【対象と方法】当院および関連施設で1996～2005

年までに治療した前腕両骨骨折は86例（男性61

例，女性25例)であり，そのうちプレート固定48

例（8～89歳．平均34.9歳),Kワイヤーによる

経皮的治療21例（3～79歳，平均14.0歳)，保存

的治療9例（5～12歳，平均8.7歳)，その他8例

であった．治療法の選択に年齢的なバイアスがか

かっており，今回はプレート固定を対象とした．受

傷原因は，労災事故16例，スポーツ12例，交通

事故8例，転倒6例，その他6例であった．開放骨

折は11例であった．榛尺骨ともプレート固定した

ものは37例，僥骨にプレート固定，尺骨に髄内釘

固定したものが10例，その他が1例であった．術

後外固定期間は2～8週間（平均4.9週)，回内外

開始時期は2～11週（平均5.5週)，経過観察期間

は4～27ケ月（平均13.6ケ月）であった．

【結果】46例に骨癒合が得られた．合併症として

プレート折損が2例，抜釘後再骨折が2例であっ

た.GraceandEversmannの評価法では優35例，

良3例，可6例，不可4例であった．外固定期間，

回内外開始時期は優で4.8週，5.3週，良で5.3週，

6．6週，可で5．6週，6．2週，不可で4．9週，4．9週

であった．

【考察】プレート破損例の2例と再骨折の1例はAO

円プレートであり，強度に問題があると考えた．優

症例では外固定期間が短く，回内外開始時期が早

い傾向にあり，早期可動域訓練が重要と考えた．

－SlO8－
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前腕両骨骨幹部骨折の治療

ClinicalStudyofOperativeTreatmentfOrbothFrac-

turesintheForearm

熊本整形外科病院

○田嶋光，當銘保則

【目的】前腕両骨骨幹部骨折に対しては，10°以下

の角状変形と短縮の予防を主眼として年長児，成

人に対して観血的・内固定としてきた．問題点と

結果を検討する．

【方法】骨端線閉鎖前の年長児はは10歳から14歳

男8例女2例10例で，両骨bplate7例両骨経皮髄

内ピン2例髄内ピン・platel例．成人は男20例女

3例23例，両骨plate21例両骨髄内ピン1例plate･

髄内ピン1例で,Gustilo分類でtypell例typ24
例type3B2例3C1例，コンパートメント症候群に

対し減張切開3例（術前2例，後1例）で，骨移植

を初回手術時3例，再固定時1例，2例に骨髄炎が

続発した．

【結果】癒合不全と骨髄炎の2例に再固定術を行な

い，最終評価時全例骨癒合を得,Graceand

Eversmannの評価でExcellent20例Good9例

Fair4例であった．

【結論】手術法は年長児では癒合が早いこと小手術

創の点から経皮髄内ピンも考盧するが，早期の運

動開始からplateが多くなった．成人では両骨

plateを原則とし，髄内ピンは開放骨折の一次的固

定に留めた．本損傷では術前・後のコンパートメ

ント症候群に注意し減張切開必要性を常に考慮

し，1週後に創閉鎖か植皮かを決定する．前腕回旋

障害は受傷時の軟部組織損傷の程度に比例し，両

骨を強固に固定し術早期に可動域訓練が可能であ

れば手術による影響は無い．

2-1-Pal49

前腕骨骨幹部骨折に対するMIPO

MinimallylnvasivePlateOsteosynthesisfbrForeann

Fractures

済生会神奈川県病院整形外科

○山中一良，佐々木孝，斉藤毅，

武井照江

【目的】当科では1999年以降，成人の前腕骨骨折

に対し症例を選びMIPOによる治療を行ってき

た．その手技を紹介し治療成績を報告する．

【手術適応と手技】僥骨および尺骨骨幹部骨折で，

側方転位が1横径未満，隣接関節の損傷を伴わな

いもの，受傷から10日以内のものを基本的に手術

適応とし，僥骨近位部骨折や粉砕の高度のものは

適応外とした．骨折部の遠位および近位に1.5cm

ほどの縦切開をおこない骨膜上を剥離した後，前

腕のカーブに合わせたプレートを遠位から挿入し

スクリューにより固定する．術後1週間程度で可

動域訓練を開始する．

【対象と方法】本法による治療をを行った18例の

うち，術後3か月以上経過観察し得た13例につい

て検討した．症例は男性12例，女性1例で，受傷

時年齢は20歳から53歳（平均30歳)，僥骨単独

骨折8例，尺骨単独骨折3例，榛尺骨骨折2例，経

過観察期間は平均272日であった．骨癒合，合併

症の有無につき調査し,GraceandEversmannの

評価法による臨床成績を検討した．

【成績】平均術後41日でX線写真上仮骨形成が見

られ，全例に骨癒合が得られた．感染，神経麻揮

を生じた例はなかった．前腕の可動域は回外平均

86度，回内平均80度，臨床評価では,excellent

ll例(85%),good2例(15%)であった．Good

の2例の受傷原因は機械に挟まれたことによるも

のであった．手術創羅痕はいずれも目立たなかっ

た．

【考察】プレート固定は前腕骨の生理的湾曲を保持

する事ができ，また回旋に対する固定性も強く，早

期からの可動域訓練が可能であるため，前腕骨骨

折に対し適した手術法である．1ⅢPOはさらに，骨

折部に対する侵襲が小さいため，骨癒合不全の発

生しやすい前腕骨骨折に対して有利であり，かつ

整容的にも優れている．

－SlO9－
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前腕骨折変形治癒3次元矯正のコンピュー

ターシミュレーション

3DComputerSimulationfOrCorrectionoftheMal-

unitedForeannFractures

'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，3大阪市立大学大学院医

学研究科整形外科学

○村瀬剛1，森友寿夫19岡久仁洋1,

島田幸造'2，香月憲一3

【目的】我々は前腕骨折後変形治癒に対して，3次

元コンピューターシミュレーションに基づく正確

な矯正骨切術を目指している．今回は，その方法

と初期成績を報告する．

【対象】前腕変形矯正手術を行った8例(男性6例，

女性2例，平均22歳）を対象とした．

【方法】健側，患側の前腕骨全長のCTデータから，

コンピューター上で3次元骨表面モデルを作成し

た．独自のプログラム上で患側骨モデルと健側の

鏡像モデルを表面マッチングすることにより，正

確な3次元変形軸と軸まわりの変形量を計算し，

これらの変形データから最適な矯正骨切手術をシ

ミュレーションした．さらに，シミュレーション

に忠実な手術を行うために，カスタムメイド骨切

テンプレートをコンピューター上で設計し，実物

大のプラスティックモデルとして作成した．骨切

部位の骨表面に正確にフィットするテンプレート

には，骨切スリットと矯正時に平行になるような

複数のK-wireを刺入できるガイドホールを設定

した．手術ではこのテンプレートを骨表面に密着

させてスリット通りに骨切・矯正の後，プレート

による内固定を行った．僥骨のみの骨切を4例，尺

骨のみの骨切を1例，両骨骨切を3例に施行し，変

形矯正の程度と前腕回旋可動域などの機能を評価

した．

【結果】骨切テンプレートを用いて手術することに

より，シミュレーション通りの矯正骨切術を行う

ことが可能であった．全例骨癒合して，術前平均

20．存在していたレントゲン上の変形はほぼ完全

に矯正された．前腕回旋可動域も術前96°が術後

154°に改善した．

【考察】前腕骨折変形治癒の3次元矯正は過去に報

告が無い．我々の方法を用いれば，正確で効率の

良い3次元矯正が可能となり，良好な術後成績を

期待できる.(H15NEDO助成研究）

－Sll卜
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神経修復術一現況と今後の展望

NerveRepair-CurrentStatusandtheFuture

琉球大学医学部整形外科

○金谷文則

【はじめに】末梢神経は直径1～数"mの軸索が数
百～数千本集まった神経束が，さらに1～数本集

まって形成されている．遠位軸索は断裂により

Waller変性に陥り，近位から再生した軸索が切断

される前の効果器または受容体に到達すれば完全

な機能回復が得られるが，マイクロサージャリー

を用いても軸索同士を接着させることは物理的に

不可能である．成人においても神経修復術により

機能回復は期待できるが，年少児を除いて完全な

機能回復は得られていない．

【神経束の識別】軸索が再生をしても運動神経軸索

が知覚神経に，逆に知覚神経軸索が運動神経に再

生する神経過誤支配(misdirection)を生じたら機

能回復は得られない．神経束は短い距離で配列が

変化するため，神経過誤支配を最小限にするため

には神経修復時に運動神経束と知覚神経束の識別

が必要である．神経欠損がない場合には神経束の

配列(topography)や神経上膜血管を指標とした

解剖学的識別が有用であるが，神経欠損がある場

合はそれに加えて運動神経に高い酵素活性

(acetylcholinesterase,chohneacetyltransfbrase)
を用いた識別法や電気刺激を用いた識別法が有用

である．なお，遠位神経束は神経断裂後5日以上

経過すると酵素活性や電気刺激では識別できな

い．

【神経修復術】少ない縫合糸で神経束を密着させて

再生に良好な条件を整えることが目的であり，神

経束の配列により神経上膜縫合または神経束縫合

を行うかを決定する．すなわち，神経が太い神経

束2-3本で構成されていれば神経束縫合を，細い

神経束多数で形成されていれば神経上膜縫合また

はグループ神経束縫合を行う．神経断端の緊張を

回避する神経接合法も報告されている．緊張が強

く神経縫合が困難な場合でも関節の屈曲や，尺骨

神経であれば前方移動の併用により神経縫合が可

能になる場合がある．

2-2-V152

神経移植術（遊離自家腓腹神経移植）

NerveGraft:FreeSuralNerveAutograft

筑波大学大学院人間総合科学研究科

○落合直之，西浦康正

遊離自家神経移植は，大きな欠損で端端縫合不能

時また部分欠損時に行われる．神経幹の欠損を

神経幹移植で補填すると中心性壊死で成績不良と

なる．古典的には脛骨･腓骨神経間などのStrange
有茎神経移植法があるが，2本の損傷神経の片方

を犠牲にする特殊な方法で，一本の神経損傷では

この適応は無い．特殊な手術に血管柄付き遊離神

経移植や人工神経移植があるが，本シンポジウム

では，一般的な遊離自家腓腹神経を用いる神経束

移植(cablegraft)を呈示する．

神経束移植は，顕微鏡下手術の発達と相まって

1970年代にオーストリアのMillesiにより普遍化

された．まず，損傷神経の両断端を切離新鮮化す

る．切除量は白く輝く瑞々しい神経束断面が断端

全面に膨隆するまでとする．周囲を剥離し端端縫

合可能かチェックする．その指標は，諸家により

意見が異なる．著者は，空気止血帯解除下で当該

関節を中間位として神経上膜に掛けた8－0ナイロ

ン糸1針で断端が近接保持可能かで判断する．

腓腹神経採取は，まず外果後方で小伏在静脈より

神経を分離する．剥離操作中の牽引損傷をさける

べく皮切は縦切開とし丁寧に操作する．有痛性神

経腫の予防に中枢神経端は筋膜，筋の深層に退縮
させる．

採取長は，神経欠損長の1割り増しでかつ束ねた

とき神経断面を十分カバーするに足る本数分とす

る．両端をfibringlueで束ねた移植片を欠損部に

挿入し，8－0ナイロン糸でepi-perineurialsuture
とする．術後3週間は縫合部に緊張がかからない

ように固定する．

本法の問題点は，健常神経を犠牲にすること，神

経束パターンが神経幹の中で一様でなく過誤支配

が避けられないこと，また縫合部が二箇所になる

ことである．

－Slll－
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神経剥離術

Neurolysis

'川崎市立川崎病院整形外科，2慶應義塾大学整形

外科，3足利赤十字病院整形外科

○堀内行雄l,川島秀-l9池上博泰2,

佐藤和毅2，浦部忠久3

臨床的に末梢神経障害に対して手術用顕微鏡を用

いて神経剥離術を行う機会は少なくない．絞拒性

神経障害をはじめ，神経自体の腫瘍，炎症，外傷

後，神経周囲の腫瘍・腫瘤，骨折・脱臼などの外

傷による損傷仮骨や嬢痕による障害にも神経剥

離術が適応になる．神経剥離術には，神経幹の外

部からの圧迫を除去する神経外圧迫除去術，神経

幹周囲の懐痕を切開・切除する神経外剥離術，神

経幹内に操作を加える神経内剥離術がある．さら

に，神経内剥離術には神経上膜を切開する神経上

膜切開術，神経上膜を切除する神経上膜切除術，狭

小化した神経束の神経周膜を切開する神経周膜切

開術がある．実際の診療では，予診の後にTmel"

候を含めた神経症状を十分に診察し，電気生理学

的検索を行う．さらに必要に応じて単純X線撮影，

MRIなどの画像診断を行い，可能な限り術前に病

状を把握しておくことが大切である．S皿derland

l-4度までの末梢神経有連続損傷のうち，3．4度の

有連続性損傷に対する治療は，必ずしも容易では

ない．手術時に，綴痕の中に埋もれた末梢神経の

処置(剥離or移植)に戸惑うことも少なくない．手

術時の損傷神経幹の展開は，決して小侵襲手術に

こだわってはならない．必要に応じて損傷神経幹

の中枢・末梢の健常部と思われる部位まで展開し

損傷神経を同定し，中枢・末梢両側から損傷部を

剥離.展開していくのがコツである．最近では，末

梢神経炎による前・後骨間神経麻揮の神経束に砂

時計様くびれのあったとする症例が報告されてい

るが，特に前骨間神経麻揮では神経内剥離術をし

ないとこのくびれが発見できない．われわれも前

骨間神経の神経内神経剥離術により，12例の砂時

計様くびれを見出し治療している．これらも踏ま

えて，可能な限りビデオで神経剥離術の実際を提

示する予定である．

2-2-V154

足趾移植

ReconstructionoftheHandbyTbeTransfer

吉村整形外科医院

○吉村光生

【目的】外傷や先天性の手指の欠損は，手としての

機構障害ばかりでなく，美容的にも苦痛が大きい．

手の高度の機能と形態の再建法として，足趾を含

めた足部は，手指の再建のドナーとして利用度が

高く，種々 の優れた再建法がある足趾移植の適応，

手術の実際などにについて供覧する．

【適応】足趾移植による手指の再建には，機能的適

応と美容的適応がある．機能的適応として，母指

欠損や母指以外の3指以上の欠損があり，美容的

適応として1指および2指の欠損や中節骨中央よ

り末梢での欠損があげられる．

【結果】足趾を利用した手指の再建を233手263指

に行った．足趾移植204指,wraparoundflap28

指,hemipulpflap24指，足趾関節移植術7指など
である．

母指欠損に対する再建は47例で，第2足趾移植24

例,wraparoundflap法20例，骨移植とhenpulp

nap併用例2例，第1足趾移植1例であったが，現
在ではほとんどの症例をwraparoundnap法の適

応としている．第2足趾移植法は，中手骨基部で

の欠損や母指球部の筋組織の欠損している症例お

よび小兒例などの一部に適応がある．

母指以外の4指切断では1本の第2足趾を移植する

よりも，2指を再建する方がより有効な手となっ

ていた．2指以上の再建方法として，両側第2足趾

移植法と第2．3足趾移植法があり各々一長一短が

ある．美容的再建では移植する指に最も類似して

いる足趾を利用する．

【結論】手指再建手術のゴールは最小の犠牲で，機

能的にも整容的にも良好な成績を得ることであ

る．機能的にも整容的にもある程度の満足がなけ

れば，その手を日常生活上使用しない．

－Sll2－
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上肢に対する血管柄付き腓骨（腓骨頭）移
植術

VascularizedFibulaandFibularHeadGraftingto

UpperExtremity

'奈良県立医科大学整形外科，2奈良マイクロサー

ジヤリー・手の外科研究所

○矢島弘嗣1,小畠康宣1,重松浩司l,

前 川尚宜19玉井進2

【目的】上肢に対する血管柄付き腓骨（腓骨頭)移

植術の手技をビデオを用いて解説し，その成績に
ついて報告する．

【方法】1979年から2004年までに上肢に対して血

管柄付き腓骨移植術を施行した28例を対象とし

た．男性は18例，女性は10例で，手術時の年齢

は3～67歳，平均36歳であった．対象とした疾

患は，外傷整骨欠損4例，外傷後偽関節4例，骨髄

炎8例，先天性偽関節2例，腫瘍9例，先天性内反

手1例であった．再建部位は上腕骨4例，前腕骨23

例，中手骨1例であった．28例中6例は手関節再

建目的に腓骨頭を使用した．腓骨は全例腓骨動脈

を血管柄とし，腓骨頭は4例が前脛骨動脈を2例が

腓骨動脈を血管柄としたが，うち3例は外側下膝

動脈も吻合した．移植腓骨の固定としてプレート

を使用したものは9例，スクリューが10例,K"

線が6例，スクリューとK鋼線の併用が2例であっ

た．また外固定として創外固定器を5例に対して，

ギプス固定を23例に対して行った．術後平均経過

観察期間は58カ月である．

【結果】術後吻合部に血栓を生じたものは3例で，

再手術により全例救済することができた．骨癒合

は平均4.5カ月で得られた．腓骨頭移植例の手関節

掌背屈域は平均110｡であった.2例は成長を期待

して手術を行ったが，成長は認めたものの健側に

比べその程度は悪く，再度内反変形を生じ，1例は
骨延長術を追加した．

【考察および結論】上肢への血管柄付き骨移植術の

適応は下肢に比較して少ないが，先天性偽関節や

感染性偽関節などの難治性偽関節，外傷や腫瘍切

除後の広範囲骨欠損に対して非常によい適応があ

ると考えられた．また手関節再建を目的とした腓

骨頭移植も良好な機能が得られた．ただし，小児

に対して成長を目的として腓骨頭を移植した場合

は，期待したほど成長が得られず，後日骨延長を

追加する必要がある．

－Sll3－
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神経・筋肉移植術

VascularizedNerveandMuscleThansfer

小郡第一総合病院整形外科

○土井一輝，服部泰典

私達の行っている血管柄付き神経移植と筋肉移植

術の手術手技について紹介する．

【血管柄付き神経移植】尺骨神経の血管柄付き神

経移植を提示する．尺骨神経の結構支配は多数の

分節血行支配になっているが，最も優位な栄養血

管は尺側側副動重脈系である．この血管のみで，腋

窩から手関節までの平均40cmの尺骨神経を移植

できる．尺骨動脈本幹を含めることなく採取でき

るので，末梢の血行障害を来たさない利点がある

が，尺側側副動静脈は血管外径が細いのが欠点で

ある．適応は腕神経叢損傷全型麻揮で，特に下位

神経根が節前損傷の場合に限り，対側C7神経根か

らの神経移植に多く用いる．この場合のレシピエ

ント血管は頸横動静脈であり，修復神経は肩甲上

神経，後神経幹，長胸神経を選択する．

【筋肉移植】移植筋はその形態より手指機能再建に

は薄筋，肘屈曲のみには広背筋あるいは大腿直筋

を選択する．今回は薄筋を用いた腕神経叢全型麻

揮の手指機能再建術であるdoublefiPeemuscle法

(Doi法）について紹介する．薄筋は血行モニター

皮弁をつけて，最小の皮切で恥骨起始部から脛骨

付着部まで採取する．ドナー神経は副神経と肋間

神経を用いる．繊細な手術手技を必要とするが，術

後の積極的なリハビリも成績に大なる影響を与え

るので簡単に術後リハビリのポイントも紹介す
る．
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前骨間神経麻痒に対する神経伝導検査と治

療成績

NerveConductionStudyandClinicalResultsof

AnteriorlnterosseousNervePalsy

東北労災病院整形外科

○信田進吾，藤野英俊，勝碕讓児

【目的】我々は前骨間神経麻輝の神経伝導検査とし

て方形回内筋(PQ)の複合筋活動電位(CMAP)

を導出し治療方針決定の一助としてきたので，そ

の有用性と治療成績を検討し報告する．

【対象と方法】1999年より2003年までに経験した

前骨間神経麻痒10例を対象とした．男7例，女3

例で年齢は平均52歳である．2例が外傷性麻揮で

8例が非外傷性麻揮である．発症後の罹病期間は

平均3カ月である．全例に母指IP関節と示指DIP

関節の屈曲筋力低下を認めた．神経伝導検査は肘

部で正中神経を刺激して表面電極により前腕遠位

部背側よりPQ-CMAPを導出し，潜時と振幅を分

析した．健常例の計測値から潜時は0.15mg以下，

振幅は1.78mV以下を対側差の正常範囲とし，こ

れをもとに異常を判定した．経過観察期間は平均

16カ月であり，神経伝導検査所見と治療成績を比

較した．

【結果】PQ-CMAPは1例が導出不能で9例が導出
可能であった．潜時は8例が健側と比べて延長を

示し，平均4.4ms(健側3.3ms)であった．振幅は

6例が低下を示し，平均1.5mV(健側4.8mV)で

あった.PQ-CMAPが導出不能または潜時の延長
が大きい4例に神経剥離術を，潜時の延長が小さ

い6例に保存療法を行った．神経剥離術施行の4例

中2例は手術所見で浅指屈筋起始部での神経の癒

着を認め，2例は異常がなかった．術後2例が完全

回復，1例が部分的回復を示し，1例は3年後も不

変であった．保存療法の6例中CMAPの潜時の延

長が小さい4例は完全に回復し，2例は部分的回復

を示した．

【結論】PQ-CMAPは簡便で安全な検査法であり本
症の確定診断に有用である．潜時の延長が小さい

ならば保存療法で回復が期待でき，潜時の延長と

振幅の低下が明瞭ならば神経剥離術の適応と考え

る．

2-2-158

特発性前骨間神経麻揮に対する神経線維束

間剥離術の手術時期に関する検討

WhenShouldthelnternalNeurolysisOperationBe

PerformedfortheTreatmentofCompletely

ParalyzedldiopathicAnteriorlnterosseousNerve

PalsyCases？

'東京都立広尾病院整形外科，2国立リハビリテー

ションセンター研究所，3束京逓信病院整形外科，

4東京大学整形外科

○田尻康人l,川野健-1,山本真--2,

沖永修二3，星川慎弥4

特発性前骨間神経麻溥（以下IAINP)に対する手

術治療の有効性が示されたが，本疾患は多くの例

で自然回復が見られ，手術をいつ行えば不要な手

術を避けられるかについては検討されていない．

本研究の目的は自然回復の傾向から至適手術時期

について検討することである．

【対象】発症時に痛みを伴い筋電図検査にて

IAINPと診断した患者のうち，初診時の長母指屈

筋（以下FPL)または示指深指屈筋（以下FDP1)

の筋力が筋電図にて［0］であった症例46名47手

を対象とした．

【方法】FPLおよびFDP1について，針筋電図もし
くはMMTにて自然回復がみられた時期と最終筋

力とを調査した．回復がない場合，保存治療例では

最終観察時まで，また，手術例では手術までの期間

を筋力0の期間とし，以後は対象から除外した．

【結果】FPLが初診時に筋力0であったのは36手

で，13手に回復が見られ，手術となったのは13手，

筋力0のまま観察終了は10手であった．回復は発

症後4ケ月～25ケ月（平均8.7ケ月）で生じた．13

例のうち10例は8ケ月以内に，残りの3例は16ケ

月以上経過してから回復した．回復したFPLの最

終筋力は，18ケ月までに回復した症例は全例3以

上に回復し，25ケ月の1例のみM1に留まった．

FDP1が初診時筋力0であったのは34手で,9手

が回復，手術は13手，筋力0のまま観察終了は12

手であった．回復は発症後4ケ月～9ケ月（平均は

7．1ケ月)で生じた．9例のうち6ケ月までの回復は

3手のみで，残りの6手は6ケ月以降であり，9ケ

月以降の回復はなかった．回復が見られたFDP1

の最終筋力は，全例3以上に回復した．

【考察】発症6ヶ月ではまだ回復していない症例が

多く存在することとなり，9ヶ月では最終的に回

復した症例のFPLで77%,FDP1で100%が回復

していた．

【結論】手術治療は発症後9ヶ月までは経過観察を
した上できめるべきである．

－Sll4－
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当科に於ける前骨間神経麻痒の治療成績
ClinicalObservationofAnteriorlnterosseousNerve

Palsy

兵庫医科大学整形外科教室

○蔭山敬久，田中寿一，戸祭正喜，

大迎知宏，吉矢晋一

【目的】非外傷性前骨間神経麻輝の原因・治療につ

いては，種々報告されているが，一定の治療原則

は確立されていない．当科での観血的加療の治療
成績を報告する．

【対象】1985年より24例の観血的加療を行った．

1992年までの9例は既に第5回日本肘関節研究会

［口演・討論要旨（44-46)〕で報告した．今回，そ

の後の15例の内3ケ月以上の経過観察が可能で

あった9例（男性6例，女性3例）を対象とした．

所見ではくびれを有する例(以下A群)が5例，く

びれの無い例（以下B群）は4例であった．経過

観察期間は91～446日（平均250日）である．

【評価方法】FPLまたはFDPのMMTが術前より

1段階上がった時期を追跡し，予後不良因子を検
討した．

【結果】A群では術後20～124日（平均47日）で

MMTの改善を認めた．くびれは1箇所1例,2箇

所3例，3箇所1例であった．B群では術後7～78

日（平均44日）で改善を認めた．原因が血管によ

る周囲との癒着の1例では7日，浅指屈筋や円回内

筋の筋膜に絞掘されていた2例は60～78日（平

均69日)，神経の数珠状変形・神経上膜の螺旋状

の絞掘を認めた1例は34日で改善を認めた．

【考察】A群からくびれが3箇所の1例（124日）を

除くと術後20～41日（平均28日）で改善を認め

た．くぴれ数が予後に関与すると考えられた．B群

で神経の形態的変形を認める例は，くびれが1～

2箇所の例とほぼ同時期に回復すると考えられ

た．神経自体に所見が乏しい例では，回復が遅延

すると考えられた．前回報告した浅指屈筋又は円

回内筋が関与し回外時に強く絞拒される例では，

徐圧後超早期に回復する例があり，本疾患は単一

の原因で生じるのでないと考える．さらに症例を

積み重ね，検討が必要である．

2-2-160

当科における特発性前骨間神経麻揮の検討

ClinicalAnalysisofldiopathicAnteriorlnterosseous

NervePalsy

1荻窪病院整形外科，2慶應義塾大学整形外科，3川

|崎市立川崎病院整形外科，4国立成育医療センター

○池田崇'，田崎憲-1,池上博泰2,

堀内行雄3，高山真一郎4

【目的】特発性前骨間神経麻痒に対し当科で加療し

た16例のうち，手術的治療を行った12例では手

術時所見と臨床症状，術後回復経過について，ま

た保存的治療を行った4例では症状経過について

調査し，手術的治療の有用性について検討した．

【対象と方法】症例は27～73歳（平均48.1歳）の

16例で，男7例，女9例であった．前駆症状とし

て患側の肩や肘周辺に瘻痛を認めた症例は14例

であり，ほとんどの症例で瘤痛の消失後に麻痒が

出現していた．全例筋電図で前骨間神経麻痒と確

認した．麻痒の程度は母指中心，示指中心，両方

の例があり，円回内筋麻痒を認める例も4例あっ

た．麻揮発生から手術までの期間は4～8カ月（平

均5.4カ月）であった．経過観察期間は6～33カ月

(平均16．1カ月）であった．

【結果】手術的治療の12例は全例神経剥離術を

行った．術中所見でくびれを認めた症例は7例(う

ち2カ所に認めた例1例）であり，、くびれを認めな

いものの神経自体の色調の変化や浮腫上の変化を

認めた症例が2例，神経自体には明らかな変化を

認めない症例は3例であり，くびれは肘皮線から

近位に2～5cmの付近に存在していた．術後回復

までの期間は2～24カ月（平均8.4カ月）を要し，

術後症状が悪化，不変であった症例は認めず，術

前状態に対する回復の早さ，程度に一定の傾向は

認めなかった．一方，保存的治療では手術適応で

あっても患者の希望で保存療法となった例を含め

4例は,VitaminB12の内服で経過をみたが回復
しない例も多かった．

【考察とまとめ】手術例では全例麻痒の回復をみた

が，保存例では回復に長期間を要したり認めな

かったことより，特発性前骨間神経麻揮の原因は

くびれや神経炎など諸説あるものの，この病態に

対する神経剥離術は有効であると考えられた．

－Sll5－
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特発性前骨間･後骨間神経麻痒の保存的お

よび外科的治療

TheConservativeandSurgicalTreatmentfor

AnteriorlnterosseousNervePalsyandPosterior

InterosseousNervePalsy

'東京女子医科大学附属膠原病リウマチ痛風セン

ター整形外科，2済生会宇都宮病院整形外科，3大

田原日赤病院整形外科

○岩本卓士1,松村崇史2,吉田祐文3

【目的】特発性前骨間・後骨間神経麻揮（以下

AINP,PINP)において，手術例で神経束に砂時

計様のくびれを認めることがあり近年注目されて

いる．今回我々が経験した9症例の治療成績と，手

術例における肉眼・病理所見につき検討した．

【対象】2000年以降に診断されたAINP:6例，

PINP:3例を対象とした．男性2例，女性7例，発

症時年齢は12歳から66歳，平均41歳であった．

7例で麻輝の発症前に前駆症状として肘関節付近

の瘤痛を自覚していた．発症誘因が推定されたも

のは2例のみであった．治療法は早期の手術を希

望した1例以外は原則的に6ヶ月間以上の保存療

法を行い，改善傾向の認めない症例に手術を検討

した．

【結果】保存療法6例，手術療法3例であった．6ケ

月以内に回復開始したものは2例で，その他4例は

12ケ月以内に回復開始した．3例に神経内神経剥

離術を施行し，3例ともに神経束にくびれを認め，

神経外膜下結合組織は広範囲に浮腫状に腫大して

いた．同部の病理組織所見では浮腫状の粘液変性

を認めるのみで，炎症性細胞の浸潤は認めなかっ

た．また2例で神経外膜内に線維性の索状物が存

在し，神経束を強く圧迫していた．

【考察】AINP,PINPは保存療法にて回復する症例

も多く，手術適応の決定が困難である．自験例に

おいても4例が6ケ月以降に回復開始しており，手

術適応には慎重を要する．手術症例では全例で神

経束のくびれを認め，さらに2例で線維性の索状

物が存在しており麻輝の予後に関係している可能

性が考えられた．本症の発症原因として，神経束

周囲の浮腫に伴い内圧が上昇した神経に，関節運

動による機械的刺激が加わりくびれが形成される

ものと考えられており，本例においてもこれと矛

盾しなかった．しかしながら病理組織上の炎症所

見は認めず，浮腫の発生原因に関してはさらに検

討を要する．

2-2-S162

神経再生と血液神経関門(blood-nerve
barrier)

TheRoleofBlood-nerveBarrierinPeripheralNerve

Regeneration

浜松医科大学整形外科

○佐野倫生，大村威夫，大村久美子，

長野昭

【はじめに】末梢神経は，神経周膜に存在する
barrierと神経内膜の血管系に存在するbarrierに

よって周囲組織，血液循環系から隔離され，恒常

的な環境を維持している．しかし機械的損傷など

によって，このbarrierは損傷される．このBNB

の破綻再生が，いかなるメカニズムでどのように

おこるのかに関しては未知のことが多い．

【目的】Seddon分類に従った末梢神経損傷動物モ
デルを確立し，末梢神経損傷時のBNBの破綻の空

間的・経時的観察を行い，末梢神経損傷時の神経

再生におけるBNBの果たす役割と，そのメカニズ

ムにつき検討する．

【方法と結果】閉鎖圧の違う血管クリップを用い

て,neurapraxia,axonotmesisモデルを作成し，
電気生理学的，組織学的，機能的解析を行い確認

した．このモデルを使用して,BNBの破綻を定量

化するために,BNBを特異的に認識する抗EBA抗

体で免染した．また，ラットの血管内皮細胞を抗

RECA1抗体で染色し,BNBの保たれている割合

を算出した．その結果，損傷後3日にBNBの破綻

が一斉に起こり，14日に中枢側から回復してゆ

き，56日でほぼ元通りに回復した．また，抗ED-

1抗体と抗OX-6抗体を用いて，マクロファージの

活動についても検討したところ，損傷3日後から

負食能を持つrecruitmacrophageが損傷部末梢全

体に進入し始め，損傷14日にピークとなった．

【考察】末梢神経の損傷後，損傷部とそのやや中枢
から末梢全体のBNBが一斉に破綻し,macroPhage

が侵入，変性した軸索やシュワン細胞の残骸を貧

食し，軸索の再生とともに中枢からBNBが再生し

てゆくことが分かった.BNBの破綻は，神経再生

において必要不可欠な事象であることが示唆され

た．

一Sll6－
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神経再生における基底膜の役割

TheRoleofBasalLaminainPeripheralNerve

Regeneration

’京都府心身障害者福祉センター附属リハビリテー

ション病院，2京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l,平田美幸2,藤原浩芳2,

奥村弥2，久保俊一2

【目的】末梢神経系において基底膜は後根神経節細

胞，シュワン細胞，血管内皮細胞，神経周膜細胞

および筋細胞の周囲に存在する．基底膜は細胞環

境の維持のみならず，神経再生における足場

(scaffbld)として重要である．本発表では神経圧

挫損傷，端側縫合後および筋損傷モデルにおける

再生神経と基底膜の形態について報告する．

【方法】(1)SD系ラットの坐骨神経を24時間結紮
し，結紮解除24時間後に2％パラフオルムアルデ

ヒド溶液にて灌流固定を行ない，エポン標本を作

製し，光顕および電顕にて観察した.(2)SD系

ラットの伏在神経を採取し同側の坐骨神経に端側

縫合し12，24，48時間後に同様にエポン標本を作

製し，光顕および電顕にて観察した.(3)SD系ラッ

トの腓腹筋に0.5mlの0.5%ブピバカイン溶液を注

入し7および14日後に標本を採取し，抗PGP9.5

抗体（ウルトラクローン社製)，抗AchR抗体

（ファーミンゲン社製)，抗laminin抗体（サンタ

クルーズ社製）を用いて免疫染色を行った．

【結果】24時間の結紮により，シユワン細胞の基底

膜筒のみが残存し軸索およびシュワン細胞は損傷

された．その後，近位より神経の再生が起こるが，

再生神経は常に基底膜の内側を伸長していた．端

側神経縫合モデルにおいても移植神経ではワー

ラー変性が観察され，48時間後において再生神経

は移植神経のシュワン細胞の基底膜の内側に観察

された．0.5％ブピバカイン溶液の注入による筋損

傷においても筋周囲の基底膜は残存していた．損

傷後14日後には基底膜内側に神経の再生が見ら

れ，抗AchR抗体に対する免疫反応も観察された．

【結論】神経再生においては基底膜内側の環境が重

要であり，シュワン細胞の基底膜のみならず，筋

細胞の基底膜でも同様の所見が得られた．

2-2-S164

Schwann細胞の増殖・分化の分子メカニ
ズム

IntracellularSignalingMoleculesRegulating
SchwannCellProliferationandDifferentiation

'国立身体障害者リハビリテーションセンター研究

所，2東京大学医学部整形外科

○緒方徹l,星川慎弥2,山本真-1･2,

中村耕三2，田中栄2

【目的】末梢神経再生は神経軸索，基底膜，

Schwann細胞といった多彩な構成要素を含み，中

でもSchwann細胞の増殖と分化は重要な役割を

担っている．これまで幾つかの増殖因子が

Schwann細胞の増殖･分化に関与することが報告

されているが，細胞の機能制御に到る細胞内分子

メカニズムは明らかではない．今回我々は遺伝子

導入技術を用いて細胞内シグナル分子の機能を検
討した．

【方法】新生児ラット坐骨神経よりSchwann細胞

を単離・培養した．細胞増殖をBrdUの取り込み

で，分化はMAG,POの遺伝子発現によって評価

した．まず，増殖因子Neuregulin,PDGF,IGF-

1に対する反応を検討した．次いで増殖因子に関

与する細胞内シグナル経路をMek,Aktの遺伝子

導入によって選択的に活性化し，増殖・分化に対

する効果を測定した．さらに成体ラット坐骨神経

の同種間移植実験において，移植片への遺伝子導

入とその効果測定を行った．

【結果】使用した増殖因子の中でIGF-1のみが分化

マーカー発現を誘導した.IGF-1は他の増殖因子

と比較してAkt経路を強く活性化するためこの経

路が分化誘導に重要と考えた．遺伝子導入による

選択的Akt活性化はSchwann細胞の分化マーカー

発現を促進するだけでなく，坐骨神経移植におい

て遺伝子導入された移植片内部での髄鞘形成を促

進した．一方,Mek経路の選択的活性化はBrdU

の取り込みを促進し，同時に分化を抑制した．

【考察】今回の結果より増殖因子によって活性化さ

れる細胞内シグナル分子の中でAkt経路は分化に

Mek経路は増殖に作用していることが明らかと

なった．こうした特性を踏まえ細胞内分子を直接

のターゲットとするSchwann細胞機能制御のア

プローチが示唆された．
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神経再生とbFGF

ExperimentalStudyontheRepairofPeripheral

NerveDefectwithbFGF-DDS(DrugDeliverySys-

tem)-TheEffecttoAxonalGrowth-

'大阪市立大学大学院医学研究科整形外科学教室，

2清恵会病院整形外科，3芦原病院整形外科

○高松聖仁l,3,越宗勝2,榎本誠3,

香月憲-19高岡邦夫’

これまで我々は末梢神経欠損部再建用にpolymer

tubeを作成し,bFGF浸潤polymertubeがbFGF

を徐放し，神経再生と血管新生を促進させることを

報告してきた．しかし，こうしたbFGF-DDS(Dmg

DeliverySystem)による徐放されたbFGFがどの
ように再生軸索やSchwann細胞に作用しているの

か，すなわちbFGFが再生軸索に直接影響を及ぼす

のか，またはSchwann細胞の増殖・遊走や新生血

管を介して作用しているのか明らかでない．そこで

今回はbFGF-DDSが再生初期の軸索伸展様式に与

える影響について検討を加えたので報告する．

【材料および方法】polymertubeは従来より報告

してきたもので内径2mm・外径3mm・0.5mmの

二層構造の管腔壁を持ち，内層はPLA/PCLのスポ

ンジ状共重合体とし外層をPIAmeshとした．こ

のtubeをbFGF溶液に約1時間浸潤し，ラットの

坐骨神経に作成した12mmの神経欠損部に移植し

た.(bFGF処理群）対照はbFGF溶解液を加えな

い非処理群とした．術後5，10，15，20日目にtUbe

を採取し,toluidineblue染色,HE染色および抗

S-100抗体，抗neurofilament抗体による免疫染

色を行い，神経中枢断端からの神経再生，

Schwann細胞の遊走，血管新生について経時的に

組織学的に検討を加えた．

【結果】bFGF処理群において再生神経軸索は5-10
日目においては明らかな差は認められなかった

が，術後15-20日目では非処理群に比べ多く認め

られた．SChwam細胞の遊走は比較的初期の5-10

日目から明らかに処理群において多く認められ，

再生軸索の伸長より先に末梢に遊走していた．し

かし血管新生の差違が認められるのは遅く術後

20日目であった．

【結語】末梢神経再生初期においてbFGF-DDSは

血管新生を介するより，再生軸索に直接作用する

かまたはSchwann細胞を介して神経再生を促進

すると考えられた．

2-2-S166

末梢神経延長の機構

TheMechanismofPeripheralNerveLengthening

'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茨城県立医療大学整形外科

○西浦康正1，0養吉拉夫l,安部伊知朗2,

原友紀l,落合直之’

われわれは，脚延長に伴う場合と神経断端を直接

伸長する場合の2つのタイプの神経延長に関する

研究を行ってきたので報告する．

現在広く行われている脚延長術の主流は，創外固

定器を用いた緩徐骨延長であるが，この際，骨延

長と同時に骨以外の皮膚，筋，神経などの軟部組

織も延長される．われわれは，骨延長に伴う末梢

神経の適応様式について，ラットを用い実験的に

調べてきた.その結果，骨延長に対応して，神経は

その構造が保たれたまま，絞輪間距離が延長する

形で適応することがわかった．

このことから，われわれは，断裂した神経であっ

ても，断端を把持することさえできれば，神経断

端を伸長することが可能であろうと考え，一次縫

合不能な末梢神経欠損部修復の治療への応用を試

みてきた．すなわち，断裂した神経の断端を直接

把持し緩徐伸長した後に神経縫合術を行う研究を

行ってきた．ラットを用い，坐骨神経を10mm切

除し，自家考案の創外固定器を用いて，神経の近

位断端（または遠位断端）をリングに糸で固定し，

翌日から1日1mTnの速度で神経伸長を行った．神

経は経時的に伸長されることが肉眼的および組織

学的に確かめられた.20日間伸長の後，神経断端を

新鮮化して縫合した実験では，いずれの断端を伸

長した群でも神経移植群に匹敵する機能的回復が

得られることがわかった．神経断端伸長のメカニ

ズムを調べる実験では，特に近位断端伸長モデル

で，伸長開始前にリングの近位1mmであった部分

は，20日間の神経伸長後12mmまで伸長し，組織

学的にそれより近位部に比べ有意に軸索径が細

く，また，絞輪間距離が短かった.このことからこ

の部分では神経再生が生じていると考えられた．

すなわち，断裂した神経の近位断端を伸長した場

合，近位断端は単に粘弾性によるものではなく，組

織の新生によって伸長されるものと推測される．
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部分尺骨神経移行術一その結果と応用一
PartialUlnarNerveTransfer-ItsModificationand

Outcomes-

京都大学医学部大学院整形外科

○柿木良介，中山憲，山川知之，

森本佳秀，中村孝志

【目的】Oberlinらは上位型腕神経叢損傷患者の肘

屈曲再建に，尺骨神経の一部を筋皮神経上腕二頭

筋枝に直接縫合するという手術法（以下Oberlin

法）を発表した．我々 も2000年よりOberlinの原

法およびそれを応用した変法を行っている．

【患者および方法】患者は術後2年以上経過した男

性5例，女性2例のである．C5,6損傷患者は6例

で，外傷性腕神経叢損傷例4例，頚椎症手術後1例，

上幹神経腫瘍切除後1例であった．うち4例は

Oberlinの原法に準じて肘屈曲を再建した上,3例

で副神経を肩甲上神経へ，2例で榛骨神経上腕三

頭筋枝を腋窩神経へ，1例で肋間神経を腋窩神経

へ，1例で横隔神経を肩甲上神経へ移行した．C5,

6腕神経叢損傷後に肋間神経の筋皮神経移行と副

神経の肩甲上神経移行を受けたものの，肩，肘機

能とも全く回復していない1例には，部分尺骨神

経を力源とする遊離薄筋移植術を行い，肘屈曲を

再建した．残りの1例は全型腕神経損傷患者で，

CC7を行った移植尺骨神経を部分的に採取し，遊

離薄筋移植の力源と用いて手関節伸展，肘屈曲を
同時再建した．

【成績】Oberlinの原法を行った4例中，頚椎症手

術後に発生した1例以外は，すべて術後11ヶ月以

内肘屈曲MMT3にまで回復した．部分尺骨神経を

遊離薄筋移植の力源として肘屈曲再建した1例で

は，術後16ケ月の抗重力下肘屈曲が80度で，

Steindler法を追加して110度まで可能となった．

CC7の移植尺骨神経の一部を遊離薄筋移植の力源

として，肘屈曲手関節伸展を再建した1例では，術

後2年で手関節伸展30度，肘屈曲130度となった．

【結論】部分尺骨神経移植術は，上腕二頭筋のみな

らずさまざまな筋肉の力源として応用可能であ
る．

2-2-S168

末梢神経外科の立場から提案する分娩麻揮

の新分類

NewClassificationfOrObstetricalBrachialBirth

Palsy

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，

吉 田 清 志

重度の分娩麻揮に対して，生後早期に腕神経叢を

展開して損傷した神経を修復することが一般的に

なってきた．しかしながら，未だに手術適応に関

しては議論の余地があり，統一した見解が得られ

ていない．その原因の一つに，対象の母集団の病

態と重症度が論文によって異なるために臨床研究

間の比較が困難である点があげられる．例えば一

般的に分娩麻輝は上位型・下位型・全型麻揮に分

類されるが，分類を行う時期で型が変化するだけ

でなく，分娩様式によって同じ上位型でも病態が

大きく異なる．この点を考慮して，演者らは410例

の経験から，治療成績を比較するときに役立ち，乳

児期に治療方針を立てるためにも有用な新しい分

類を考案した．口演ではその有効性を示し，それ

ぞれのtypeの手術成績に言及したい．

主たるtypeは下記の4typeである．

Typel:頭位分娩・上位型麻揮

Type2:頭位分娩・全型麻揮不完全型

Type3:頭位分娩・全型麻痒完全型

Type4:骨盤位分娩・上位型麻痒

これらにふたつのtypeを加えることですべての分

娩麻揮を分類することができる．「TypeO:
neurapraxia｣は整形外科的には重要でない，完全

に自然回復するtypeである.｢Type5:その他｣は

下位型麻輝や骨盤位分娩に生じた全型麻痒など，

非常にまれなtypeで個々 に検討を加える必要があ

るtypeである.Typeの決定は生後1ヶ月で行う．

Typelでは神経根引き抜き損傷はなく神経移植術

が適応になる．Types2．3では神経根引き抜き損

傷があるために神経移植術と神経移行術の併用が

必要になることが多い．Type4は純粋な神経根引

き抜き損傷であるために神経移行術が必須であ

る．優先して再建すべき障害部位もtypeによって

異なり,types1･4では上神経幹,type2では後

神経束,type3では手指屈曲である．

－Sll9－
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2-2-S169

肩甲上神経麻揮

SuprascapularNervePalsy

'慶應義塾大学医学部整形外科，2東京都保健医療

公社大久保病院整形外科

○池上博泰1,奥山訓子l,中道憲明l,

小川清久'，井 口 理 2

【目的】非外傷性の肩甲上神経麻揮は，症例報告と

しての論文は散見されるが，まとまった報告は少

ない．今回，電気生理学的検査を行って診断した

非外傷性の肩甲上神経麻痙54例について報告す

る．

【対象および方法】1985年から2002年までに治療

を行った非外傷性の肩甲上神経麻揮54例（男42，

女12,年齢は15-87歳，平均33歳）で，その臨床

経過と治療成績を検討した．

【結果】全例に鰊下筋の萎縮，肩関節周囲のだるさ，

絞掘部位での圧痛を認めた．54例中22例にガング

リオンを認め，22例中12例には摘出術を，8例に

は透視下で穿刺（1997年以降）を行った．残り2

例では経過観察中にガングリオンは消失し症状も

軽快した．ガングリオンのない32例中30例は4日

～2週間続く激痛の既往があり（うち21例に感染，

出産，手術，重いものを持ったなどのエピソード

があった)，その特徴的な臨床経過と電気生理学的

検査から，1948年にPasonage&Turnerが報告

した神経痛性筋萎縮症(neuralgicamyotrophy)

と診断した．30例中26例では，2年以内に麻源が

速やかに改善した．発症後6か月での電気生理学

的検査で改善の認められない4例では，発症後3年

以上経過しても麻溥の改善はなかった．筋電図上

electricalsilenceで，手術を希望した4例には，発

症後4-6か月で手術を行い，肩甲切痕での絞拒を3

例に，肩甲鰊基部外側縁での絞抓を1例に確認し

て除圧した．

【考察】肩甲上神経麻輝の治療は，ガングリオンが

あればまず穿刺を行う．神経痛性筋萎縮症例は，通

常，麻揮は自然回復するといわれているが，回復

傾向が見られない例も4例(13％)あった．発症後

6か月経過しても麻痙の改善がなければ，肩甲上

神経の特徴的な走行から肩甲切痕と肩甲練基部外

側縁で絞拒されやすいので，同部位での除圧と神

経剥離を行うべきである．

2-2-S170

前骨間神経麻痘における砂時計様くびれ

Hourglass-likeFascicularConstrictionsofAnterior

InterosseousNerveParalysis

'浜松医科大学医学部整形外科，2東京大学医学部

整形外科

○大村威夫1,長野昭l9佐野倫生1,

荻原弘晃l,山本真一2

【目的】手術を行った前骨間神経麻輝25例におい

て，初発症状，術中所見，術後経過につき検討を

行う．

【対象】前骨間麻揮の診断にて手術を行った男性

12例，女性13例の計25例を対象とした．年齢は

23歳から64歳(平均43.7歳)，長母指屈筋(FPL),

示指深指屈筋(FDP1)両方の完全麻溥を呈した

症例は14例,FPLのみの完全麻源は5例,FDP1

のみの完全麻痒は6例であった．手術までの罹病

期間は3.5カ月から10カ月（平均5.7カ月）であり，

全例に対し神経束間剥離を行った．初発症状，術

中所見，術後経過につき検討を行った．

【結果】25例中24例に肩甲帯から前腕にかけて麻

溥に先行する瘤痛があり，内13例は肘屈側内側に

痙痛を認めた．術中所見では1例を除き内側上類

高位から中枢70mmの正中神経の前骨間神経束に

1カ所以上の砂時計様くびれが存在し，最多で4カ

所のくびれを認めた．術後18ヵ月以上観察し得た

18例ではFPL,FDP1はともにMMT3以上に回

復し，両者がMMT5を獲得した症例は8例であっ

た．完全麻癖したFPL,FDP1が術後に筋収縮を

示すまでの期間はFPLで平均5.2カ月,FDP1で

は平均4.2カ月であった．罹病期間と筋収縮出現時

期の検討ではFPLでは相関係数0.559と有意な相

関を認めた．

【考察】前骨間神経麻輝の砂時計様くびれは1981

年Haussmannらが最初に報告したものである

が，手術適応に関しては意見が分かれる．山本ら

は前骨間神経の手術例の成績は保存例に比べて統

計学的に有意に良好であった事を報告しており，

我々の検討では罹病期間と回復時期に有意な相関

を認め，早期手術例においてより早い回復が得ら

れることが示唆された．

－Sl2卜
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後骨間神経麻揮の検討

ClinicalStudyofPosteriorInterosseousNervePalsy

l荻窪病院整形外科,2慶應義塾大学整形外科，3川

崎市立川崎病院整形外科

○田崎憲--1,池田崇1,佐藤和毅2,

池上博泰2，堀内行雄3

後骨間神経（以下PIN)麻揮は，症候性と特発性

とに大別され，特発性は未だ病態が明らかでなく，

治療について見解が統一されていない．当科で加

療したPIN麻揮症例を調査し，症候性および特発

性の問題点，治療方針等を検討した．

【対象と方法】過去21年間に加療し追跡調査可能

であった53症例を対象とした．年齢は3～84(平

均38.9）歳，男36女17例で，腱移行術を含む手

術症例は47例，保存的治療は6例で，追跡調査は

1～63（平均18.0）力月に行った．

【結果】特発性24例は13～69(平均41.0)歳，男

女比3:1で，右11左12例，両側1例で，22例に

神経剥離術(内3例に腱移行術を併用）を行い，術

前期間は1～18（平均5.1）力月であった．「くび

れ」は10例に認め1例を除いて回復した．「くび

れ」を認めず腱移行術を行わなかった9例は術前

期間の長い例で回復が不良であり，半数に腱移行

術を追加した．保存例の2例は不全麻痒例で，良

好に回復した．外傷性17例は3～84（平均30.3）

歳，男13女4例で，左右差はなかった．原因は

Monteggia骨折(7例）を含む肘周辺～前腕の骨折

がほとんどで，受傷当日～10カ月に手術を行い，

保存治療(4例）も含め回復は良好であった．ガン

グリオンを含む腫瘍性11例は23～78(平均48.9）

歳，男女ほぼ同数，右罹患が10例と多かった．ガ

ングリオンに因る7例では術後の回復は早かっ

た．肘屈側の脂肪腫，回外筋部の神経鞘腫では手

術予後良好であったが,PINに生じた神経線維腫

は術中の判断で腱移行術を追加した．

【考察】症候性の麻痒は原因疾患を治療してPINの

環境を改善できれば回復が期待できる．一方，特

発性麻揮は「くびれ」が存在する例では神経剥離

術で回復が予測出来るが，「くびれ｣のない例では

徐圧や神経剥離術で回復しないものがあり，特に

術前期間の長い例には腱移行術を併用すべきと考
える．

2-2-S172

いわゆるStruthers'arcadeにおける絞掘

性神経障害

EntrapmentNeuropathyintheso-calledArcadeof

Struthers

慶友整形外科病院

○伊藤恵康，辻野昭人

【目的】上肢における尺骨神経(UN)の絞掘性神

経障害は肘部管および尺骨管症候群が知られてい

るが，上腕内側中央から下中1/3付近を中心とする

部(Struthers'arcade)での障害に対する認識は

十分ではない．この部の絞拒性障害は上肢を酷使

するスポーツ選手に多く見られる．この病態を明

らかにすることが目的である．

【症例】2000年1月から2003年12月までに，肘

内側側副靱帯(MCL)損傷，変形性肘関節症(OA),

肘部管症候群，内側上願剥離骨折などで，肘関節

内側の展開手術を要したものは460例462肘で

あった．この内，上腕内側中央から肘部管までの

間で瘻痛と明瞭なTinelあるいはTinel様徴候があ

り，局所steroid注射などの保存的治療に抵抗，こ

の単独症状あるいは他の合併障害に対する手術と

同時に局所の展開を要したものは141肘であっ

た．合併手術の内容は累積でMCL再建62,肘OA

手術51,肘部管でのUN手術51,第1肋骨切除24,

その他44,単独手術3であった．来院時UN領域

に明らかな知覚障害が見られなかった例は11例

(投球時は出現)，不明4，内側前腕皮神経領域に知

覚障害が見られなかったものは4，不明13であっ

た．

【結果】通常は三頭筋内側頭(TMH)の表層を走

るUNがTMHの下に埋没していたものは47肘，

肥厚した内側上腕筋間中隔がUNの上をまたぎ圧

迫していたものが52肘，肥厚した深筋膜が特徴で

あった例は40肘，不明2肘で，病態は複数が多かっ

た．いずれの例でもUNは5-8cmにわたって狭窄，

硬化がみられた．

【結語】実際の症例を呈示し，この病態に対する注

意を喚起したい．
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遠位僥尺関節不安定症に対する生体3次元

動態解析

I"vivo3-DimensionalKinamaticAnalysisfbrDRUJ

Instability

大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学

○野田和王，森友寿夫，岡久仁洋，

村 瀬 剛

【目的】三角線維靱帯複合体(TFCC)損傷を伴う

遠位僥尺関節(DRUJ)の生体3次元動態解析を行

v,,DRUJ不安定症の重症度に対する新しい診断

法となりうるかを検討したので報告する．

【対象】2001年9月～2005年6月までに当科受診

したTFCC損傷後DRUJ不安定症患者6例（男性

1例，女性5例）を対象とした．

【方法】全例で健側及び患側前腕を回内外複数肢位

にて撮影(CTもしくはMⅢ)した．まず，そのデー

タより骨領域を抽出し，3次元榛尺骨モデルを作

成した．そして各肢位の僥骨モデルを重ね合わす

ことで，僥骨に対する尺骨の相対的な回旋運動と

その回旋軸を計算した．次に，健側榛骨モデルよ

り鏡像モデルを作成し患側の僥骨モデルとマッチ

ングさせることにより，健側と比較した患側前腕

回旋軸の偏位（2軸間距離）をDRUJレベルで定

量化した．

【結果】健側と比較して患側回旋軸に明らかな偏位

を認めなかったものが3例，患側にて回旋軸の背

側偏位を認めたものが3例であった．

【考察】DRUJ亜脱臼に関して,CT画像を用いた

定性的あるいは半定量的な評価方法や定量的な評

価方法(radioulnarratio)が報告されているが，

いずれも2次元的な評価である．今回我々が用い

た方法は，3次元モデルを用いることで健側と患

側それぞれの前腕回旋軸の3次元的評価を正確に

行うことができ，さらに健側の鏡像モデルを患側

モデルとマッチングさせることで患側回旋軸の偏

位をDRUJレベルで正確に定量化することができ

た．我々の方法を用いた解析結果では，半数(6例

中3例)で回旋軸の異常は認めなかったが,TFCC

を含む解剖学的構造の損傷の重症度とDRUJ不安

定症の重症度との相関について検討する．

2-3-174

伸筋腱皮下断裂を伴った遠位榛尺関節症の

X線学的検討

RadiologicalAnalysisofOsteoarthritisofDistal

Radio-ulnarJointwithExtensorTbndonRupture

信州大学医学部運動機能学講座

○山崎宏，中村恒一，村上成道，

畑幸彦，加藤博之

【目的】遠位僥尺関節症は手関節部の症状が軽く，

伸筋腱皮下断裂を発症して初めて受診することが

ある．本症における伸筋腱皮下断裂の発生機序を

明らかにするためにX線学的特徴を検討した．

【対象】伸筋腱皮下断裂を伴った遠位僥尺関節症の

35例（男性：21例，女性：14例）39手（右：28

手，左:11手)を対象とした．平均年齢は74歳(52

～93歳）であった．関節リウマチには除外した．

遠位榛尺関節の関節症性変化をKellgren&

LawrenceのX線分類で評価した．手関節正面X線

写真を計測し形態学的特徴を検討した．さらに手

関節側面X線写真より尺骨頭の背側脱臼の有無を

評価した．対照群として，肩腱板断裂患者の手関

節X線写真を同様に測定し比較した．

【結果】重度関節症性変化(grade3,4)は本症の

100％に認め，反対側の70％，対照群の14％に比

べ有意に多かった．対象群と比較したX線学的計

測結果から，本症のX線学的特徴は，1)深く広い

尺骨切痕，2）尺骨頭の榛側偏位，3）尺骨頭の横

径の減少，5）尺骨プラス変異，4）背側傾斜した

尺骨切痕であった．本症における尺骨頭の背側脱

臼は有意ではなかった．

【考察】伸筋腱皮下断裂はX線分類で重度な遠位僥

尺関節症に発症していた．今回の計測結果から，伸

筋腱皮下断裂が発症する遠位僥尺関節症のX線学

的特徴は，尺骨頭の関節面と尺骨切痕の背側がす

り減り，すなわちScallopsignであった．尺骨頭

の背側脱臼は伸筋腱断裂の原因ではないと考えら

れた．
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遠位僥尺関節の関節鏡

ArthroscopyfbrDistalRadio-UlnarJoint

'中日病院整形外科･名古屋手の外科センター，2名

古屋大学手の外科

○山本美知郎l,中村蓼吾l,塩之谷香2,

中 尾悦宏2，平田仁2

【はじめに】手関節鏡は僥骨手根関節(RCJ)また

は手根中央関節(MCJ)の診断，治療において既

に確立した手技であるが，遠位榛尺関節(DRUJ)

に関するまとまった報告は少ない．今回,DRUJの

関節鏡所見をまとめ，その有用性について報告す
る．

【症例】1990年から2005年までに当院および名古

屋大学付属病院にてDRUJを含めて関節鏡を行っ

た75例75手を対象とした．男性49例，女性26例

で，15歳から67歳（平均31歳)，右42手，左33

手であった．術前診断は尺骨突き上げ症候群が29

例，三角線維軟骨複合体(TFCC)損傷または

DRUJ障害が15例，手関節炎が6例，尺骨茎状突

起骨折が6例,Kienb6ck病が6例，関節鼠が3例，

僥骨遠位端骨折が3例，その他が7例であった．

【結果】DRUJの鏡視は全例で可能であった．全体

では75例中51例（68％）に所見を認めた.TFCC

が近位からみると磨耗していたのが22例，尺骨頭

のfibrillationが16例，滑膜炎が15例，関節鼠が

3例であった．同時に施行した手術は尺骨短縮術

が21例，滑膜切除が9例,TFCC部分切除が6例，

榛骨骨切り術が5例，関節鼠摘出術が3例，尺骨茎

状突起の骨接合術が2例，抜釘その他が25例で
あった．

【考察】TFCCがRCJからは損傷がなくてもDRUJ

の鏡視では磨耗がみられたり，尺骨頭の状態が確

認できるなど，尺骨突き上げ症候群やTFCC損傷

の病態をより正確に診断するために有用であっ

た．また,DRUJの滑膜炎や関節鼠においては診

断と治療の両方において有用であった．

2-3-176

DRUJロッキング

LockingoftheDRUJ

慶應義塾大学医学部整形外科

○藤巻亮二，中村俊康，池上博泰，

佐藤 和毅 ，奥 山訓 子

【はじめに】自動回内は可能であるが，自他動回外

が不可能となった遠位僥尺関節(以下DRUJ)ロッ

キング例を8例経験した．

【対象および方法】症例は男4，女4，年齢は16か

ら37歳（平均27．5歳)，右5左3手で，発症原因

は軽微な外傷後7例，転倒1例であった．7例では

回外0から20度でロックし，それ以上の回外は不

可能であったが，1例では45度まで回外可能で

あった．全例回内は可能であった．尺骨variance

は3例で+3mm,他の5例はneutralvarianceで

あった．関節造影では6例で三角線維軟骨複合体

(以下TFCC)が縦長に変形，尺骨頭と重なり舌状

を呈した.MRIでのTFCC内の水平高信号が特徴

的であった．治療法，病態について検討した．

【結果】初期の2例は病態が良くわからないまま麻

酔下に徒手整復を行い，整復可能であった．次の

2例では病態解明の為，手関節鏡視を行い徒手整

復前にはTFCC背側に引きつれと陥凹があり，徒

手整復後にdisc背側の縦断裂が生じた．最近の3

例中2例では鏡視下に背側の引きつれと陥凹，直

視下にDRUJを展開すると三角靱帯dorsalpor-
tionに尺骨頭が陥頓していた．他の1例ではvolar

portionが近位へ翻転，陥頓し，鏡視下に解除可能

であった．最後の1例は他院で一度lockingを解除

したが再発した症例で,DRUJの癒着を呈してい

たため三角靱帯の整復,DR[Uの解離を加えた．尺

骨plusvariantを呈した3例では尺骨短縮術を

行った．最終経過観察時にDRUJロッキングの再

発は認めない．DRUJの癒着を生じた1例では回

外可動域が60度に制限された．

【考察】DRUJロッキングはTFCC水平断裂の存在

下に尺骨頭がdiscから解離し不安定になった三角

靱帯背側または掌側portionに陥頓するため生じ

たと考えられた．徒手的に解除するとTFCC損傷

を惹起する可能性がある為，鏡視下または直視下

にロッキングを解除することが重要である．
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ChroniclnstabilityoftheDRUJ:OurEx-

perienceandaNewSurgicalTbchnique

GovernmentMedicalCollegeandHospital,INDIA

○RaviKumarGUPTA(JapanHandFellow)

ChronicDRUJinstabilityisquitedisablinginterms

ofulnarsidedpainatthewrist,poorgripstrength

andpainfUllimitationofwristmotion.

ThetreatmentofchronicDRUJinstabilityisstilla

challengefOrthehandsurgeonsallovertheworld.

Thereareanumberofsurgicalproceduresinthe

literature,rangingfromsimpleexcisionofthedistal

ulnatothecomplexreconstructionofthestabilizing

ligaments;m"orityofthemusingthetenodesiseffect

orafreetendongrafttoprovidethestability・Almost

oftheseproceduresaleeithertechnicallycumbersome

ordonotproduceuniversallygoodresults.

Wepresentourexperienceoftreating25patientsof

chronicDRUJinstabilityinthelast4years.Average

agewas25.6years(rangel8-32years).Therewere

17malesand8females.18patientshadinvolvement

ofthedominantwrist.

Allthepatientshaddorsalinstabilitywithpianokey

signpositive.

llpatientsweretreatedwithOpenReductionofthe

DRUJ,debridementofhypertrophiedsynovium,if

anyandreconstructionusingtheshp廿omtheextensor

retinaculum

Theremainingl4patients,inadditionunderwent

wristarthroscopyanddebridementofTFCC.Wehave

devisedourowntechniqueofreconstructingthe

dorsalligamentsbyusingtheextensorretinaculum.

Followuprangedfroml2monthsto6years(average

30months).Resultswereassessedbyusingthe

modifiedMayoWristScore.Ninepatientshadexcel-

lentandsixteenasgoodresults・Onepatientinthe

studyhadexperiencedtemporarynumbnessinthe

distributionofthedorsalbranchofulnarnerve.We

recommendthatoursurgicaltechniqueissimple

procedurewithashortlearningcurveandprovides

satisfactoryresults.

2-3-178

遠位僥尺関節不安定症に対する手術治療成

績

OperativeTreatmentofPainfulDistalRadioulnar

Jointlnstability

'木原整形外科医院，2聖マリアンナ医科大学整形

外科学教室

○木原仁1,新井猛2,泉山公2,

笹尾三郎2，別府諸兄2

今回我々は遠位榛尺関節(DRUJ)の動的または静

的不安定性症例に対する手術治療成績について報

告する．

【方法】症例は14例15手関節で，男性9例，女性

5例，初診時年齢は14歳～52歳，平均24歳であ

る．遠位榛尺関節にストレスを加えてはじめて不

安定性が確認できた動的不安定性症例（以下動的

例）が8関節で，単純X線側面像から尺骨頭の背

側亜脱臼が確認できた静的不安定性症例（以下静

的例）が7関節である．初診時単純X線正面像で

は，動的例の5関節と静的例の4関節に尺骨茎状突

起の偽関節を認め，その部位は中村らの分類に従

うと先端部1関節，中央部2関節，基部6関節であっ

た．手術方法は尺骨茎状突起の先端部と中央部偽

関節例に対しては骨片摘出とTFCC再逢着術を行

い，基部症例に対してはTensionbandwiring法

を施行した．最後に切離した伸筋支帯と関節包を

縫縮した．茎状突起骨折を伴わない症例に対して

は平均3mmの尺骨短縮骨切り術を施行した．術後

経過観察期間は平均3年1ヶ月で，術後評価は

MayoModifiedwristscoreを用い，さらに徒手検
査によって不安定性の有無を調査した．

【結果】動的例はExcellent7関節,Fairl関節で，

Fairの1例は後日追加手術を施行した．静的例は

Excellent6関節,Goodl関節であった．しかし

茎状突起偽関節手術に使用した内固定材抜去後

に，不安定性の再発を1例認めた．また，茎状突起

骨接合に使用したK-wireの折損を1例に認めた．

【考察】DRUJ不安定症はDRUJを支持する組織の

機能不全の結果発症するため，茎状突起偽関節症

例に対しては偽関節手術とTFCC再建術を行う．

偽関節を伴わない症例には，尺骨短縮骨切り術に

よってDRUJの安定化をめざしている．治療の際

には臨床所見や画像所見を検討し，それぞれの病

態を把握した上で治療法を選択すべきである．
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DRUJ障害に対する尺骨短縮術治療成績と

TFCC所見の検討

ResultsofUInarShorteningOsteotomyfOrDRUJ

DerangementandEvaluationofTFCC

'名古屋大学手の外科，2中日病院名古屋手の外科

センター・整形外科

○建部将広l,中尾悦宏l,矢崎尚哉1,

服部達哉l,中村蓼吾2

【目的】DRUJ障害の診断･治療についてはいまだ

にはっきりしていない点が多い．今回我々は

DRUJ不安定症・脱臼の診断にて尺骨短縮術を施

行した症例に対し,secondlookarthroscopyを
行ったものを評価し，治療前後でのTFCC所見か

らDRUJ障害の病態・治療について検討した．

【対象および方法】DRUJ不安定性(pianokey
sign)陽性であり，回内外時に痙痛･DRUJに圧

痛を認めていた25例を対象とした．男性18例，女

性7例，初回手術時平均年齢30.8歳．術前の掌背

屈可動域は平均122度，回内外可動域は平均129

度，握力平均25kg(健側比71%)であった．レン

トケン上,DRUJにOA変化を認めたものはなく，

ulnarvarianceは平均2.4mmであった．初回手術

時にTFCC損傷を認めたものが11例,(尺側断裂

7例，僥側断裂4例)であった．尺側断裂は基本的

に修復した.Secondlookまでは平均18ケ月で

あった．

【結果】掌背屈可動域平均129度，回内外可動域平

均160度，握力平均34.9kg(健側比86%)であっ

た．Ulnarvariance-0.15mm.MayoModified

Wrist-scoringsystemではexcellent:11,good:5,

fair:6,poor:3であった．関節鏡所見にて僥側の

TFCC損傷は2例で修復されていた．Secondlook

時のTFCC僥側の状態と結果の間に有意差は認め

なかった．尺側断裂修復したものに再断裂は認め

なかった．5例（うちTFCC断裂例4例）にradio-

carpalseptumを認めた．

【考察】尺骨短縮術による成績は良好なものであっ

た．DRUJ障害(不安定性・脱臼）に対し,TFCC

僥側の状況には関係なく関節の安定性はおおむね

尺骨短縮術で得られていると考えられた

2-3-180

Sauve-Kapandji慶大変法術後のレントゲ
ン解析

RadiographicEvaluationoftheSauv6-Kapandji

ProcedureModifiedbyKeioUniversityfOrWrist

Reconstruction

'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駒沢病院

○太田憲和l,中村俊康19池上博泰1,

堀内行雄2，市川亨3

【緒言】遠位僥尺関節の障害に伴い前腕回旋障害も

しくは伸筋腱断裂をきたした症例に対して，

Sauve-Kapandji慶大変法を施行後1年以上経過し

た34例38関節にレントゲン解析を行った．

【対象および方法】対象疾患は関節リウマチ30例

34関節，僥骨遠位端骨折変形治癒2例，遠位僥尺

関節脱臼2例であった．男性2例，女性32例，手

術時年齢は25～78歳（平均59歳)，関節リウマ

チの罹病期間は3ケ月～20年（平均7年10ケ月)，

術後経過観察期間は1年～4年（平均1年5ケ月）

であった．これらの症例に,Sauve-Kapandji慶大

変法を施行した．手関節部を背側より展開，滑膜

切除後に尺骨を遠位端より近位1～1.5cmで切断．

切断部より近位1～1.5cm長の尺骨を切除し，こ

れを遠位僥尺関節に差し込んで海綿骨螺子とK-

wireにて固定した.ulnarstumpは骨膜で巾着状

に覆い,ECU腱鞘に強固に縫合した．3週間のギ

プス固定後，可動域訓練を開始した．解析は術前・

術後の手関節基準肢位2方向単純X線像を用いて

計測した.ulnarstump中央と僥骨骨軸間の距離・

尺骨切除部間隙距離・手根骨尺側偏位・手根骨掌

側偏位の変位量をそれぞれ計測した．榛骨scal-

lopingの有無,ulnarstumpの形状変化も記録し
た．

【結果】4例で術後早期にulnarstumpの症状を認
めたが，6ケ月から4年で消失した．榛骨のscal-

lopmgを認めた症例は無かった．正面像でのulnar

stump中央と僥骨骨軸間の距離は11.5～22mm

(平均16.2mm)で，術後の経過とともに減少傾向

にあったがその減少率は平均9.8%(2.3mm)にと

どまった．いわゆる棚の幅が広がることにより危

‘|具された手根骨尺側偏位の増悪も－3～5mm(平

均0.5mm)と軽度にとどまった．

【まとめ】手関節の幅を維持する目的で改良を加え

た本術式は，おおむね良好な結果が得られた．
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尺骨近位端安定化術を加えたSauve-Kapandji
手術の長期成績

StabilizationoftheProximalUInarStumpinthe

Sauve-KapandjiProcedurebyUsingExtensorCalpi

UlnarisT℃ndon-LongtermFollow-upStudies-

'北海道大学大学院医学研究科整形外科学,2信州

大学医学部整形外科

○三浪明男l,岩崎倫政l,石川淳--1,

末永直樹1,加藤博之2

【目的】さまざまな原因で発症する遠位僥尺関節

(DRUJ)障害に対するsalvage手術としてSauve-

Kapandji(S-K)手術は広く用いられており，良
好な成績が報告されている．しかし，術後の尺骨

近位端不安定性に基因する症状などの報告も散見

される．私達は不安定性を防止する目的で尺側手

根伸筋(ECU)腱の半切腱を用いた尺骨近位端安

定化術について既に報告している．今回の報告の

目的は前回（2000年）に報告した尺骨近位端安定

化術を加えたS-K手術の長期成績を報告すること

である．

【症例】前回13例について平均35カ月の経過観察

で報告したが，これらのうち12例について平均

95カ月（72－131カ月）の経過観察で再検討する

ことが可能であった．手術時平均年齢は57歳(33

－74歳)，男8例，女4例であった．全例DRUJ

の変形性関節症であった．成績は臨床的およびX

線学的に評価した．

【結果】瘤痛は術前と比べて著明に改善し前回調査

時の成績が今回調査時でも維持されていた．手関

節の平均可動域（術前；35カ月時；95カ月時）は

背屈47｡;56。;53./掌屈42｡;50･;48.であった．

前腕回旋平均可動域は同様に回内68｡;81｡；78･／

回外63｡;77｡;78.であった．平均握力は術前19kg;

35カ月時29kg;95カ月時29kgと術前より優位差
を持って改善した．一方,X線学的にも正面，側

面像にて尺骨近位端の（亜）脱臼および僥骨への

接近は防止されており安定性が維持されていた．

ただし尺骨近位端はtaperingや肥大化などを認め

た．

【結論】私達が考案したECU腱半切腱を用いた尺

骨近位端安定化術を加えたS-K手術は前回調査時

の成績が今回調査時においても維持されており有

用な手術術式と考えた．

2-3-182

Sauve-Kapandjiにおける尺骨近位断端部
痛に対する尺骨近位断端制動術の検討

一第2報一

EfficacyoftheStabilizationoftheUlnarStumpin

Sauv6-KapandjiProcedure-2ndreport-

日本医科大学整形外科

○澤泉卓哉，南野光彦，栗山直之，

堀口元，伊藤博元

【はじめに】演者らは第47回本学会で,Sauv6-

Kapandji法施行例のうち尺骨近位断端(stump)
を制動しなかった群(A群）と制動した群(B群）

との治療成績とX線学的検討を行った．今回さら

に最大握力時のX線上のstulnpの偏位の有無の検

討を加え,stumppainの原因について考察した．

【対象と方法】対象は25例26手で，そのうちA群

は12例13手（男性4例，女性8例),B群は13例

13手（男性5例，女性8例）で，治療成績評価法

は，井上のclinicalevaluationscoringのpainの

項目をwristpainとstumppainに分けて4項目

とした．最終調査時のX線像でulnardistance,

ulnargap,および安静時と最大握力時のin-

terosseousdistance,dorsopalmardistanceを測

定した．

【結果】両群間の性差，年齢，追跡期間に有意差は

なかった．治療成績はA群が優7手，良3手，可

3手に対し,B群は優9手，良4手であったが,4

項目のうちstumppainのみ有意にB群が優って

いたものの，回旋可動域，握力,wristpainは両

群間に有意差はなかった．またX線上のパラメー

ターは全項目とも両群間で有意差はなく，安静時

と最大握力時でも有意差はなかった．

【考察】Darrach法の術後にはstumpの僥側偏位

が生じ，握力時にはそれが増加することが知られ

ている．しかし今回のSauve-Kapandji法の術後

調査ではX線上のパラメーター上両群間にいかな

る有意差もなく，握力時にも変化しないのに関わ

らずstulnppamの発生に差があったことから，制

動術はstumpの不安定性を制御する効果はあるも
のの，偏位や背側転位を矯正する効果はないこと，

すなわちstumppainの原因は,stumpの僥側や

背側への偏位などの静的要因によるのではなく，

動的要因によることが示唆された．
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TFCC損傷例のKinematicMRI

KinematicMmintheCasesofTFCCInjury

'札幌医科大学整形外科，2札幌医科大学保健医療

学部理学療法学科

○織田崇l,和田卓郎1,射場浩介l,

辻 英樹l,青木光広2

【目的】TFCC損傷の病態を把握する手段として手

関節鏡が有用であるが，動的な病態を把握するこ

とは困難である．今回TFCC損傷の動的な病態を

解析する目的で握り動作での手関節尺側部高解像

度MRI(以下dynamicgripMRI)を撮影し，尺
骨頭の偏位とTFCCの形態変化を描出することを

試みたので報告する．

【対象と方法】臨床所見よりTFCC損傷が疑われた

9手(男5手，女4手）を対象とした．前腕回内位

手関節軽度背屈位とし，掴み肢位から粗大握りを

行う3－4段階においてMRIを撮影した(Intera

Achiva1.5T,PHILIPS社).径5cmのマイクロコ

イルを使用し,T2STIR条件で手関節冠状断像を

撮影した．静止画像をAVImakerverl､7.3(フ

リーウェア）により動画に再構成し，尺骨頭の遠

位または尺側への偏位とTFCCの形態の変化を評

価した．全手に手関節鏡を施行してTFCC損傷の

有無を観察した．

【結果】関節鏡視により9手中6手にdiscproper部
分の断裂を確認した．うち2手でdynamicgrip
MRIで尺骨頭僥側部と月状骨関節面尺側部によ

るdiscproper断裂部のインピンジメントを認め

た．2手ともに握り動作による尺骨頭の遠位尺側

への偏位と榛骨手根関節榛屈が生じていた．鏡視

で月状骨や月状三角骨靱帯の変性所見がみられた

5手中4手に，握り動作による尺骨頭の遠位への偏

位とdiscproperの圧縮を認めた．

【考察】回内位での握り動作により尺骨バリアンス

が増加することが報告されている．Dynamicgrip
MRIは握り動作による尺骨頭の偏位とTFCCの形

態変化を同時に描出した.DynamicgripMRIは
撮影と解析法の工夫により,TFCC損傷における

動的な病態の解析に有用な検査法となる可能性が
ある．

2-3-184

TFCC損傷に対する術後成績の検討

ResultsofSurgicalTreatmentfbrTFCCTEars

'京都府立医大大学院運動器機能再生外科学(整形

外科)，2明治鍼灸大学整形外科

○藤原浩芳l,奥村弥1,岡島誠一郎l,

勝見泰和2，久保俊一’

【目的】三角線維軟骨複合体（以下TFCC)損傷に

対する手術的治療法として，部分切除やTFCC自

体の修復を行う縫合術や周辺組織の安定化を目的

とした尺骨短縮術などが一般的に施行されてい

る．しかし，術式の明確な適応はなく，いずれを

選択すべきか苦盧することがある．今回，われわ

れはTFCC損傷の手術症例について，各術式の術

後成績を比較検討した．

【対象および方法】過去10年間において手術治療

を行った73例のTFCC損傷を対象とした．男性32

例，女性41例，平均年齢32.5歳（17～65歳）で

あった.TFCC損傷型はPalmer分類で1A:16,

1B:26,1D:18,2:13であった．全例ともTFCCス

トレステスト陽性で46例に遠位僥尺関節（以下

DRUJ)の不安定性を認めた.TFCC部分切除術を

19例に，鏡視下TFCC縫合術を30例に，尺骨短

縮術を24例に施行した．臨床成績の評価には，瘻

痛・回内外可動域・DRUJの不安定性を考慮した

中村らの評価法を用いた．

【結果】平均追跡期間は56カ月（13-85)であった．

部分切除術を行った19例のうち，13例は優または

良であったがDRUJの不安定性を認めた6例は可

または不可であった．縫合術は優19例(63％)，良

8例（27％）であり，可または不可の3例（10％）

はulnarplusvarianceが3mm以上の症例であっ

た．尺骨短縮術は優18例（75％)，良4例（17％)，

不可2例(8％)であり，不可の症例は術後もDRUJ

の不安定性が残存していた．

【考察】DRUJの不安定性がなく2mm以下のplus
varianceの症例に部分切除術の適応があり，

DRUJの不安定性があり3mm以下のplusvari-

anceの症例に対して縫合術の適応があると考え

た．尺骨短縮術は幅広い適応があり，安定した術

後成績が得られるが,TFCCが尺骨から完全に裂

離している場合には縫合術も併用する必要がある

と考えた．
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スポーツ障害としてのTFC損傷に対する

鏡視下手術の成績

ArthroscopicTreatmentfOrTFCIniuryinAthlete

北海道大学医学部整形外科

○石川淳一，岩崎倫政，末永直樹，

久田幸由，三浪明男

【はじめに】スポーツ障害としてのTFC損傷に対

する鏡視下手術の成績を検討したので報告する．

【対象と方法】スポーツ活動によりTFC損傷をき

たし，保存治療に抵抗するため鏡視下手術を行っ

た16手関節を今回の対象とした．男12例，女4例

であり，年齢は14歳から50歳，平均20.1歳であっ

た．競技種目は野球4，バスケットボール2，バド

ミントン2，テニス2例などであった.TFC損傷

Palmer分類ClasslA:9,1B:1,1C:1,TFC表

層断裂:4,2A:1例であった．発症から手術まで

の期間は平均6．8か月であった.Ulnarvariance

は－2から+2mm,平均+0.2mmであった．手術は

ClasslA,C,表層断裂に対しては鏡視下切除術，

1Bに対しては鏡視下縫合術を行った.2Aに対し

ては滑膜切除のみを施行した．月状骨三角骨間

(LT)靱帯損傷は6例,38%に合併しており，デ

ブリドマンを追加した．切除例は約1週間の外固

定，縫合例は4週間の外固定の後，約3か月よりス

ポーツ復帰を許可した．術後成績はMayowrist

scoreによる4段階評価，スポーツ復帰およびス

ポーツ時の痛みについて検討した．

【結果】全例でもとのスポーツに復帰していた．

Wristscoreは50点から100点，平均85.3点であ

り,Excellent:8,Good:5,Fair:1,Poor:2で

あった．握力は術前健側比85％が術後90％に改善

していた．しかし，全く痛みがなく競技に復帰で

きたのは3例のみで他は競技中あるいは後になん

らかの愁訴を残していた．Fair,Poorの3例は尺

骨突き上げ症候群，Ⅲ靱帯損傷，尺側手根伸筋腱

腱鞘炎の合併が考えられた．

【結語】一般的には外傷性のClasslAに対する鏡視

下切除の成績は概ね良好であるとされている．し

かし，スポーツ活動においては尺側部痛が残存す

る例が多く認められた．他の尺側部痛を呈する疾

患の合併の有無を術前充分に検討することが重要

である．

2-3-186

三角線維軟骨複合体尺側断裂に対する掌側

進入法による尺骨小窩部縫合術

PalmarApproachfOrOpenRepairofPeripheralTbar

oftheTriangularFibrocartilageComplex

大阪大学整形外科

○森友寿夫，村瀬剛，田中啓之，

岡久仁洋，有光小百合

【はじめに】三角線維軟骨複合体(TFCC)損傷の

病態について，近年尺骨小窩でのTFCCの深層部

断裂が注目されているがその病態はいまだ不明な

点が多い．我々はTFCC尺側断裂に対し，掌側進

入法によりTFCC尺骨小窩付着部を直視下に観

察・縫合したのでその術中所見，治療成績を報告

する．

【対象および方法】対象は保存的治療抵抗性の

TFCC尺側断裂の患者7名で，平均年齢36歳(14

～61歳)，受傷から手術までの期間は2～18ケ月

であった．手術は尺骨茎状突起部掌側に縦切開を

加え，尺骨神経，尺側手根屈筋腱の尺側より遠位

僥尺関節包を切開しTFCC掌側面を構成する尺骨

手根靱帯および小窩付着部，尺骨茎状突起を展開

した.TFCC尺骨小窩付着部の断裂部を新鮮化し

た後,sutureanchorまたはpull-out法にてTFCC

の僥尺靱帯と尺骨手根靱帯の合流部を尺骨小窩に

縫合した．

【結果】正常では尺骨手根靱帯は僥尺靱帯と合流し

て尺骨小窩に付着しているが,TFCC尺側断裂例

ではこの靱帯合流部が尺骨小窩部から剥奪してお

り，断裂部はもろい羅痕組織に置換されていた．術

中手関節を僥背側へ伸展させると尺骨手根靱帯に

引っ張られてTFCC全体が浮いて断裂部に空隙が

できた．最終調査時における治療成績では痙痛は

4例で消失，3例で軽度残存,DRUJ不安定性は全

例消失し，可動域は全例良好であった．

【考察】TFCCの掌側成分である尺骨手根靱帯は尺

骨頭の長軸方向の支持機構である．これまで外傷

性TFCC損傷の主な受傷機転は前腕回内外強制に

よる僥尺靱帯の断裂と考えられてきたが，今回の

観察から手関節の榛背側過伸展による尺骨手根靱

帯起始部での剥奪というメカニズムも受傷機転に

なりうることが示唆された．
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2-3-187

TFCC尺骨茎状突起付着部損傷による遠位

僥尺関節不安定症の診断と治療

TheDiagnosisandTreatmentfOrDRUJInstability
duetoDetachmentofTFCCatFOvea

l北野病院整形外科，2長吉総合病院整形外科，3京

都大学医学部整形外科，4関目病院整形外科

○藤尾圭司l,梁瀬義章2,森本佳秀3,

村井 正和4

【目的】TFCCの茎状突起部（以下Fovea)での損

傷が原因で起こる遠位僥尺関節不安定症について

鏡視下に縫合し良好な成績を得ているので報告す
る．

【対象および方法】手関節尺側部痛を訴え，回内外

時のclickおよび脱臼感，があり,MRI,DRUJ関

節造影でFovea損傷を認め，手関節側面ストレス

像で背側へ尺骨頭の半分以上が転位する症例を今

回の対象とした．症例は80例（男性48例，女性

32例)，平均年齢30.3歳，発症から手術までの期

間は平均143.5日，術後平均観察期間は436日で

あった.MRIにおいてはFoveaでの高輝度を，関

節造影では全例DRUJの造影で造影剤のFoveag､

の漏出が認められた．手術方法は65例に鏡視下に

TFCCの中央に円状に開窓し,Fovea部をデブ

リードマンし，尺骨茎状突起基部から尺骨骨幹部

に骨孔をあけinside-out法で縫合した．最近の15

例は開窓せずにDRUJ鏡下に縫合部をデブリード

マンし，縫合した．上腕ギプスで3週間固定した．

これらの症例について，瘤痛，可動域，握力，仕

事，スポーツへの復帰を調べた．

【結果】瘻痛は22例で負荷時の一時的な痛みがあ

り，58例で完全に消失した．可動域は回内制限が

2例で10.以上認めた．握力は対側に比べやや減少

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

いて元のスポーツ，職場に復帰した．

【考察および結語】TFCCFoveaでの損傷による遠

位僥尺関節不安定症の診断と治療は未だ確定して

いないが，慎重な診察とDRUJの造影の組み合わ

せにより診断は可能と思われた．我々の鏡視下縫

合法は，正確にTFCCの縫合が可能で，良好な成

績を得ており，選択すべき治療法の一つと考えら
れた．

2-3-188

手関節滑膜ヒダの病態と治療

EtiologyandTifeatmentfOrUlnarSynovialFoldat
theWrist

慶友整形外科病院

○辻野昭人，伊藤恵康

【目的】手関節背側痛をきたす病態に，滑膜ヒダは

あまり知られていない．尺側ヒダはTFCC損傷と

臨床症状が似ており，当疾患を念頭に置かないと

診断が困難である．手関節滑膜ヒダの病態と治療

につき検討する．

【対象と方法】症例は10例で，男性7例，女性3例，

年齢は14から45歳，平均22.3歳であった．内訳

は野球5例，バレーボール2例，バドミントン1例，

体操1例，ゴルフ1例で，全例スポーツ時の瘻痛で

あった．背屈または僥屈，尺屈回外で痙痛が誘発

され,MⅢにてヒダの肥厚を確認した．治療は，ま

ずステロイドと局麻剤の局所注入を数回施行し，

注入で軽快しないものに対し鏡視下ヒダ切除術を

施行した．

【結果】ヒダの存在は尺側5例，尺側から中央3例，

中央から榛側1例，僥側1例であった．局所注射で

軽快したものが6例，注射で軽快せず手術を施行

したのが4例であった．手術例は，尺側2例，尺側

から中央2例で，尺側は三角線維軟骨と手根骨間

にヒダが存在した．中央にかかる例は，榛骨と月

状骨間にヒダが存在した．背屈等でヒダが挟まり

込んだ．シェーバーとパンチで全切除した．4例と

も2ケ月以内にスポーツに復帰できた．

【考察】手関節滑膜ヒダは正常ではほとんどみられ

ないが，スポーツ動作での繰り返すストレスで滑

膜に炎症が起こり，肥厚硬化するものと考えられ

る．野球のバッティング，バレーボールのアタッ

クをはじめ，その他の種目でも，手関節背屈から

回旋運動を起こしており，関節包から滑膜にスト

レスがかかるためと思われる．診断にはMRIが有

用であるが，小さいヒダでは注意を要する．治療

には，まずステロイド局注が効果あるが，スポー

ツパフォーマンスに支障のある場合には，復帰ま

で長期を要しないので，手術適応と考える．
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ランチョンセミナー4

手の外科領域における保険診療

CurrentStatusofMedicallnsurancefOrHandSuIgeryinJapan

立花新太郎

虎の門病院整形外科

今回、はじめて本セミナーを担当することになり、従来のセミナーと少し趣が異なること

になることを御了解頂きたい。以下の点について解説する予定である。

保険診療の概説

我が国の保険医療制度を解説し療養担当規則に基づく保険医療について概説する。あわ

せて、診療報酬支払基金における審査についても概説する。

手の外科領域の診療報酬算定の特徴

手術、処置ともに診療報酬点数は｢大きさ」を基準に算定されているため、四肢の末梢の

点数は低い。しかし、手の外科に関しては、これを補って余りあるのが、「同一手術野の手

術」に関するいわゆる「一指一術野」の通則と「複数手術に係わる費用の特例」である。そ

の他、骨移植術、植皮術が併算できる。過去の本セミナーにおいては主に、この点の解釈に

ついてQandAが作成されてきた。今回も具体例をあげて解説する。

日手会社会保険等委員会の活動について

診療報酬改定にむけて、外科系学会社会保険委員会連合(外保連)に加盟し、恒常的に活

動している。手術、処置、検査について外保連試案の作製、改訂のため各委員会が毎月開催

されている。2年ごとに行われる診療報酬改定にあたっては、診療報酬改正要望書を作成し

外保連を通じて厚労省に提出している。活動の現況を報告し、会員の理解、協力をあおぎた

いo

平成18年度診療報酬改定について

診療報酬本体のマイナス改定が決定しているので厳しい改定となりそうである。手の外

科領域にも大きな影響を及ぼすことが必定な改定として、リハビリテーションの診療報酬

体系の大規模な改変があげられる。疾患別に4領域に分類きれ、運動器リハビリテーション

が独立する。従来の施設基準は撤廃され、病院100m2以上、診療所45m2以上に統一される。

診療報酬も二段階に整理きれ、集団療法は廃止される。

この他の改定についても解説する予定である。
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HKSSHExchangemavelingFellow

CIinicalOutcomesofPrimaryRepairofZoneltoZoneV

AcuteFlexorTbndonlnjuries

HinKeungWong,CYLam,KYWong

DepartmentofOrthopaedicsandnaumatologylP血cessMargaretHospital,HongKongSAR

Olljectives:Thisretrospectivestudyreviewedthelocalexperienceonprimaryrepairof
ZoneltoZoneVacuteflexortendoniIjuries.Therangeofmotion,repairrupmrerate,the
timetoreturntoworkandotherparameterswerereviewed.

PatientsandMethods:Therecordsofallpatientswithacuteflexortendonmjuriesof
handsanddigitswithprimaryrepair廿omJanuary2001toDecember2005werereviewed.
AllrepairswereperfOrmedby2-strandmodifiedKesslercoresuturesandcircumferential

sutureswithin24hoursofiIUuly.Therangeofmotion,repairrupturerate,thetimetoretum
toworkandotherparameterswerereviewedandanalysed.
Results:Therepairruptureratewaslessthanl0%andwascomparabletotheworldwide

figures.ThetimetoremmtowoIkwasrelatedtothenatureofi可urie5andw｡,kc｡mpensati6n
Lessthan10%ofdigitsdevelopedrestrictiveadhesionrequiringsecondarytenolysisora
tendongraft.Abouthalfofthepatientsdevelopedstiffnessoftheinterphalangealjointswith
differentseverity.

COnclUsion:TheoutcomesofprimaIyflexortendonrepairwerepredictableandsatisfying.
Theydependonthedegreeofnerveandvasculardamage.Goodtoexcellentoutcomesm
rangeofmotionandtendonfimctionwereobtained.
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EndoscopicCarpaITUnnelReleaseUsingModifiedChow's
DualPortallbchnique

PoongThekKim

DepartmentofOrthopaedicSurgery,KyungpookNationalUniversityHospital,KOREA

Purpose:EndoscopiccarpaltunnelreleaseisbeingusedincreasinglyfOrtreatingcarpal
tunnelsyndrome.WehavemodifiedtheChow'stwoportaltechniquetominimizethe
neurovasculardamage.Wereportourprocedureandtheresults.
Materials:Atotalof310wristsin265patientswereperfOrmedduringa4-yearperiod

(2001-2004).

Surgicaltechnique:AlloperationswereperfOrmedindaysurgeryunitunderlocal
anaesthesia・Al-cmincisionwasmarkedl-2cmproximaltothedistalwristcrease,inthe

midline,ulnartothepalmarislongus.Adistalportalwasestablishedalongalinebisectmgan
anglecreatedbytheintersectionoftheulnarborderoftheabductedthumbandthethirdweb
space.Theproximalincisionwasmadeandtheunderlyingfasciawasbluntlyspreadopenby
bluntscissors・Themediannerveisidentified・Theproximalpartofthetransversecarpal

ligamentisdividedlongitudinallyfOrabout5mmunderdirectvision.Thetransversecarpal
ligament(TCL)wasgentlyunderminedbyasynovialelevator.Anobturatorwasinserted
undertheTCLandcouldbepalpatedatthedistaledgeoftheligament・Asmallincisionwas
madeoverthetipoftheobturatorandtheassemblywaspassedthroughthepalmarskin,
underminingtheTCL.Throughtheexitportal,afteridentificationofthesuperficialpalmar
archandthebranchofthenervedorsally,thedistaledgeofthetransversecarpalligamentis
cutfbrabout5mmunderdirectvision.Thenthecannulaassemblywasintroducedintothe

carpaltunnel,andtipofthecannulaisnowoutoftheskinimmediatelydistaltotheTCL.
､Ⅷdeningofthedistalandtheproximalpartofthecarpaltunnelissupposedtowidenthe
carpaltunnelandmakeinsertionofthecannulaassemblyeasywithlessresistanceintothe
diseasedcarpaltunnelthanwithoutcuttingtheedgesoftheTCL.Furthermore,catchingthe
arteryandnervebranchattheexitportalcanbedefinitelyavoidedinthisprocedure.
Results:Postoperativepinchandgripstrengthswerenearorgreaterthanthepreoperative

levelbyeightweeks.Meanoverallreturntoworkwas21days.Allpatientsobtainedreliefof
theirsymptomsattheendoffOllowup.
Conclusion:ThistechniqueallowsfOrasmallcosmeticallyappealingscaranddirect

identificationofanatomyandfimctionintheearlypostoperativeperiodandearlyreturnto
workandfUllactivity・ModifiedtechniquemaybesafeandreliabletreatmentfOrcarpal
tunnelsyndrome.
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招待講演3－2

ClassificationofUpperLimbMusclesand

IntramuscularNerveRepair

AymericLim

AssociateProfessor,DepartmentofHand&ReconstructiveMicrosurgery,

NationalUniversityHospital,SINGAPORE

150musclesoftheupperlimbwereanalysedusingSihler'stechniquewhichrendersthe
musclestranslucentandstainsthenerveswitmndarkblue.Allthemusclesfitintooneoftwo

basicshapes,theycanbespindleshapedortrapezoidalortheycanbeacombinationofthese
shapes・Classlmusclesaretrapezoidal,ClassllmusclesarespindleshapedandClasslll
musclesalecombinationsofClasslorClassllmuscles.Theintramuscularinnervationdepends
ontheshapeofthemuscleandcanbepredictedbasedonthemusclemorphology.Basedon
this,theintramuscularnervewithinalaceratedextensordigitonlmcommuniswasfbundand
repairedsuccessfUllyinapatientwithrapidrecovery.

Otherapplicationsofthisclassificationincludetheidentificationofmuscleswhichare

suitablefOrsplittendontransfers.
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招待講演4－1

AnatomicStudyofC7anditsClinicalSignificance

○JianguangXu,HWang,WLu,SNHu,WDXu,LXu,YDGu

Professor,DepartmentofHand&Microsulgery,HuashanHospital,FudanUniversity,Shanghai,CHINA

Introduction:OurprelinnaryclimcalresultshaveshownthatipsilateralC7transferisan
effectiveneurotizationprocedurefOrtreatmentofbracmalplexusuppertrunkilUuries.There
were,however,temporarymuscleweaknessandsensorydisturbance・Tbprovidesafety
guidelinefOrthisprocedure,topographyoftheC7nerverootandtheinnervatingnerveofits
indicatormuscle,thethoracodorsalnerve,wasstudied.

MaterialsandMethods:Retrogrademicro-dissectionwasdonein20embalmedcadeveric
brachialplexusspecimens.Originationofthoracodorsalnervefromthebrachialplexusand
itslocationintheanteriordivisionandposteriordivisionofC7wereobserved.Another6
fifeshcadevericbrachialplexusspecimenswereusedfOrAchEstainingfOridentificationof
sensoryandmotorfibercomponentofC7.Theareapercentageofthoracodorsalnerve
originatedfromC7andthemotorfiberpercentageofthoracodorsalnerveoriginatedfromC7
werealsocalculated.

Results:ThethoracodorsalnervewasfOundtohaveitsoriginationfromallthreetrunksof

thebrachialplexusinl7specimens,accountingfOr85%.Inlspecimen(5%)thethoracodorsal
nerveonlyhadfibercontributionfromtheupperandmiddletrunks,whilein2specimens
(10%)itonlyhaditsfibercontributionfromthemiddleandlowertrunks.Locationofthe
thoracodorsalnervewasseenmostlyinthemedialportionoftheposteriordivisionofC7.
AreaofthoracodorsalcomponentofC7accountedfOr23%thatofC7posteriordivision.
60%areaofthethoracodorsalnervepersewasoccupiedbyfibersoriginatedfromC7.16.9%
ofmotorfibersintheposteriordivisionofC7wenttothethoracodorsalnerve,while52.7%
motorfibersofthethoracodorsalnervecamefromC7.

DiscussionandConclusion:Undermostcircumstances,itissafetoharvestentireipsnateral

C7inUTorLTilUuries.Thereis5%chanceoflatissimusdorsimuscleweaknesswhen
harvestingipsilateralC7inuppertrunkiIUuries,andlO%chanceoflatissimusdorsimuscle
weaknesswhenharvestingipsilateralC7inlower伽nkinjuries.SelectiveipsilateralC7transfer
shouldbeconsideredunderthoseconditions.Thethoracodorsalcomponentatmedialportion

ofC7posteriordivisionandsensoryfibersatmedialportionofC7anteriordivisionshouldbe
preservedtoreducepost-operativesensoryimpainnentandmuscleweakness.
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招待講演4－2

TheFascicularNerveTransferforRestorationofElbowFlexion

inBrachiaIPlexusinjuryPatient

PanupanSongcharoen

ProfessorandChiefofHandandMicrosurgeryUnit,DepartmentofOrthopaedicSurgery,

FacultyofMedicineSirirajHospital,MahidolUniversity,Bangkok,Thailand

Purpose:'Ibreporttheclinicalresultsoffasciclesofulnar,andmediannervetransferto

reinnervatethebicepsmuscletorestoreelbowflexioninbrachialplexusinjurypatient.
Method:AretrospectivereviewwasperfOrmedon83patients,53ofthesepatienthad

fasciclesofulnarnerveand30hadfasciclesofmediannervetransfertothebicepsbranches
ofthemusculocutaneousnerveassessmentofthisprocedureincludedstrengthandduration
ofrecoveryofelbowflexion,andfUnctionaldeficitofmedianandulnarnerve.

Result:ElbowflexormotorrecoveryofMRCgrade3orbetterwasfOundin85%ofcases

usingulnarfasciclesand83%ofcasesusingmedianfascicles.TheaveragetimefOrMRC
grade3elbowflexorrecoverywas9.14monthandlO､57monthinulnarandmedianfascicles

grouprespectivelypostoperatively,intheulnarfasciclesgroup,6patientshadclawhandand

7patientshadmotorandSensorydeficitofthedonorhand,inthemedianfasciclesgroup,3
patientshadmotorweakness,2patientshadsensorydeficitofthedonorhand.Thefilnctional

deficitanddefbrnntyofthedonorhandrecoveredtothepreoperativelevelwithin4year.
Conclusion:ThefasciclenervetransferfOrrestorationofelbowflexioninbrachialplexus

injurypatientisausefUlprocedurewithahighsuccessrate.TransientfUnctionaldeficitof
donornervewasobservedin20%ofcases.
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2-3-189

Krukenberg手術60年後の2例（ビデオ演
題）

KrukenbeIgOperationfbrForearmAmputation:Two

Cases60YearsafterSurgery

順天堂大学整形外科

○山内裕雄

前腕切断者に対して僥骨と尺骨を分離してつまみ

機能を持たせるKrukenberg手術は「過去の手術」

とされる傾向にあるが，両側前腕切断者，とくに

視力障害をともなった症例にはいまだ決して意義

を失ったものではない．演者は過去4例にこれを

行った経験があり，その成績や術後訓練方法など

につき報告しているが，今回財団法人日本傷痩軍

人会の企画・制作による「戦傷病者の労苦を語り

継ぐ」というビデオシリーズ作製に協力する機会

を得，2例の術後60年の姿を「手の代わりを腕が

…」という作品にすることができた．そこで同会

およびご本人の了解を得てビデオ演題として応募

した．

症例は太平洋戦争末期海軍に従軍し両側前腕切断

となったもので，当時海軍軍医であった故佐藤孝

三元日本大学整形外科学教授が両者とも利き手の

右手にこの手術を行っている．この手術によりそ

の後の60年間をどう生きたかが本人たちの声で

語られている．ぜひご覧いただきたい．

外観上の問題はあるが，感覚を持った新しい手が

得られるという点で，いかに義手が進歩しても両

側切断者に対しては本法の意義は依然として存在

するものと考えている．

2-3-190

上肢m"or切断再接着術後の皮弁形成術
FlapTransferfOrComplicationsofM"orLimb

Replantation

札幌医科大学高度救命救急センター

○土田芳彦，倉田佳明，平岩哲郎

【はじめに】上肢Major切断再接合部の軟部組織壊

死はしばしば認められる合併症であり，その程度

は重く範囲も広い．保存的な創管理法は効果がな

く，感染や出血・血栓を生じる原因ともなる．高

度の感染と広範な壊死は緊急切断術の適応となる

ので，患肢温存のためにはより積極的な再建が必

須となる．今回我々は，この重篤な創合併症に対

する皮弁形成術の有効性を報告する．

【対象症例】1996年から2004年までの間に19例

の上肢major切断の再接着術を施行した．このう
ち9例47％に重篤な軟部組織欠損あるいは壊死が

生じたため，皮弁形成術を施行した．男性6例，女

性3例で，受傷時平均年齢は40.6歳であった．切

断レベルは上腕近位1例，上腕中央1例，前腕近位

2例，前腕遠位4例，手関節1例であった．完全切

断が5例で不全切断が4例，挫滅損傷が7例，引き

抜き損傷が1例，合併損傷が1例であった．全例に

おいて接合部位に軟部組織欠損あるいは壊死が生

じており，骨接合材料や血管・神経・腱組織が露

出していた．軟部組織欠損は2×4cm大から10x

20cm大であり，用いた皮弁は遊離皮弁が6例，有

茎皮弁が3例，皮弁の大きさは4×6cmから25x

30cmであった．皮弁は広背筋皮弁や腹直筋皮弁な

どを，欠損部位と大きさにより選択した．皮弁形

成施行時期は平均15日（1日～30日）であった．

【結果と考察】移植された皮弁は全例問題なく生着

し，患肢も温存された．創治癒に難渋した症例は

なく，感染例もなかった．上肢major切断再接着

術後の接合部壊死はよく生じることであり，十分

なデブリドマンを行い骨短縮をすることが，合併

症を防ぐ”よい手段であった．しかし骨短縮の程度

には限界があり，広範囲の壊死が生じる危険があ

る場合には，早期に皮弁形成術を施行するほうが

望ましい．保存療法は局所感染を起こしやすく選

択すべきではない．
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2-3-191

RinginjuⅣの検討一骨関節離断レベルと
動脈損傷の末梢レベルについて－

ExaminationorRinglnjury

'松寿会共和病院形成外科，2大津赤十字病院形成

外科

○重吉直哉l,石川浩三2,沢辺一馬2,

石合究1,添田晴雄’

【はじめに】ringinjuryは広範囲の動脈損傷を伴い

その再建は問題となることが多い．今回，我々は

骨関節損傷を合併するringinjury症例に対し主に

動脈損傷の末梢レベルについて調べ，再建時の留

意点につき若干の知見を得たので報告する．

【方法】対象症例は1985年から2005年までに当院

で治療を行なったringinjulyのうちUrbaniak分

類Class2とClass3症例で骨関節損傷を合併し，動

脈再建を要した13例13指であった．これらに対

し骨関節離断レベル別に損傷状態，末梢側の動脈

再建レベル，再建方法及び生着率を調べ考察を加

えた．

【結果】中節骨離断は5例,DIP関節離断･脱臼は

6例，末節骨骨折は2例であった．またClass2は

4例,Class3は9例であった.13例中11例におい

て骨関節離断レベルと末梢側の動脈再建レベルに

差が認められた．末節骨離断の2例に関してはほ

ぼ同レベルであった．Class2では動脈再建方法は

全例直接吻合であり，全例生着した．またClass3

では動脈再建方法は直接吻合が2例で生着率は

100％，動脈移行が2例で生着率は100％，静脈移

植が5例で生着率は20％であった．

【まとめ】ringinjuryにおいて骨関節離断レベルと

末梢側の動脈再建レベルは一致しないことが多

い．損傷状態や末梢側の動脈再建レベルに関わら

ず直接吻合や動脈移行を行った例では生着率は良

かったが，一方静脈移植を行った例では生着率は

良くなくその適応には慎重を要する．

2-3-192

指末節切断再接着における静脈吻合の検討

VenousAnastomosisinFingertipReplantation

愛知県厚生連海南病院整形外科

○蓮尾隆明，西源三郎，土屋大志，

向藤原由花，勝田康裕

【目的】指末節切断再接着において静脈吻合の重要

性が報告されている，一方で静脈を吻合しなくて

も生着する症例の報告も散見される．その中には

篭血に対する処置を行ったものから問題なく生着

した症例までさまざまである．今回我々は切断レ

ベル別に静脈吻合と篭血の有無，生着率を調査し

静脈吻合の必要性につき検討した．

【対象】1980年1月より2005年9月までに再接着

術を施行した末節部完全切断症例124例140指．男

性95例，女性29例，手術時年齢は9か月から69

歳（平均33.6歳）であった．受傷指は母指20,示

指42,中指37,環指27,小指14指で，2指以上

の多数指切断が14例含まれていた．切断レベルは

石川の分類でSubzonell46,III53,W41指で，

切断のタイプはGuillotine9,CrushlOO,Avul-

sion31指であった．

【結果】全体での生着率は78.6％で，切断レベル別

ではSubzonell78.3%(静脈吻合有100%,無

82.9%),Subzonelll75.5%(静脈吻合有90.9%,

無81.8%),SubzoneW82.9%(静脈吻合有94.1%,

無50％）であった．静脈吻合を行わなかった症例

のうち鯵血対策処置を行った症例の生着率は，

Subzonell81.2%,III73.3%,W50%であった．

また篭血を生じず生着した症例がSubzonellll,

III7,W1指であった．

【考察】すべてのレベルにおいて静脈吻合を行った

症例の方が生着率が良かった．しかし静脈吻合が

不可能であった症例でもSubzonell,IIIでは

milkingやfish-mouth,針による穿刺などの篭血

対策や創縁よりの出血，骨髄還流，近傍または接

している血管を通しての静脈還流などにより生着

する可能性があると考える．
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2-3-193

末節指切断再接着18例における二期的静

脈吻合法(Delayedvenousanastomosis)
の経験一生着率向上の新しい血管吻合コ

ンセプトー

SuccessfillDelayedVenousDrainageinl8Consecu-

tiveDistalPhalangealReplantations

東京大学医学部形成外科

○三原誠 ， 成 島 三長，福田憲翁，

光嶋勲

【目的】末節指切断再接着は，再接合術を行うも術

後静脈篭血による指尖部壊死を来すことが多い．

今回我々は，生着率向上を目指した，局所麻酔下

(指ブロック）・二期的静脈吻合法(delayed

venousanastomosis)による新しい切断指篭血救

済法について検討したのでここに報告する．

【対象と方法】対象は1999年4月から2005年10

月までの末節指切断18例．術後篭血を来した9例

(50%)のうち，二期的静脈吻合法(delayedvenous

anastomosis)を7症例に行い，現在までの術後経

過について検討した．

【結果】男性12名，女性4名．年齢は15-72歳，観

察期間2-72ケ月．末節指切断に対し術後15時間一

5日目に認められた術後静脈篭血に対し，二期的

静脈(delayedvenousanastomosis)吻合法を行

い，再手術を行った全ての症例において救済しえ

た．我々の二期的静脈吻合法とは，初回手術後静

脈篭血をきたした症例に，術翌日から数日間の間

に，指ブロック･指ターニケットで再手術を行い，

鯵血して1mm以上まで拡張した末梢側静脈断端

を，中枢側静脈断端に比較的容易に吻合するもの

である．今回の術式の重要なポイントは，前腕や

足背より十分な長さの静脈移植を行うことであ

る．

【結語】末節指切断再接着後，静脈鯵血に対して，

適切 な 時 期 に 静 脈移植・二期的静脈吻合法

(delayedvenousanastomosis)を行うことで，術

後篭血に対し飛躍的に生着率(83.3％)を向上させ

る事ができた．

2-3-194

指尖部切断の治療

一再接着術と断端形成術の比較一

ReplantationVersusStumpPlastyfOrSingleFingeP

tipAmputations

小郡第一総合病院整形外科

○服部泰典，土井一輝，守屋淳詞

【目的】指尖部切断に対する再接着と断端形成術の

成績を比較し，再接着の意義について検討したの

で報告する．

【方法】過去9年間に77例87指の指尖部完全切断

再接着を行ったが，術後2年以上経過した，母指

と小児例を除く，単独指の玉井のzonelの切断23

例23指を対象とした．男性19例女性4例で，平

均年齢38歳，平均経過観察期間は53カ月で，受傷

指は示指が6例，中指が9例，環指が6例，小指が

2例であった．比較の対象としたのは，単独指の

zonelの切断に対し断端形成術を行い，術後1年以

上経過した23例23指であった．男性19例女性4

例で，平均年齢45歳，平均経過観察期間は21カ

月であった．受傷指は，示指が11例，中指が7例，

環指が2例，小指が3例であり，指尖部は少なくと

も末節骨の1/2以上が欠損していた．これらの症例

に対して，握力･痛みの有無･社会復帰期間･ADL

での患指の使用状況などを調査した．また,DASH

による患者の主観的なADLの評価を行った．

【成績】握力は両者に有意差はなかったが，痛み

は有意に断端形成術に多く見られた．社会復帰ま

での期間は，再接着が平均4.0ヵ月，断端形成術で

は1．2カ月で有意に断端形成術の方が早かった．

ADLでの使用は，再接着では87%の患者が常に患

指を使用しているのに対し，断端形成術では39％

に過ぎず，有意に再接着の方が良好であった．

DASHは再接着が平均1.9,断端形成術が平均6.9

で，有意に再接着の方が良好であった．

【結論】指尖部切断再接着術は，断端形成術と比べ

て，痛みのないADLでの有用な指尖部の再建が可

能であり，整容的のみならず機能的にも意義があ

ると考えられた．
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指DIP関節から末節切断の経験

FingerAmputationattheDistalPhalanxandDIP

Level

長野市民病院整形外科

○松田智，藍葉宗一郎

【目的】工作機械の安全機能の向上により，工場内

での指基部の切断は比較的減少し，製造業以外で

の，指先を中心とした指切断に対する治療が問題

と考える．当院では，患者の希望する場合には再

接着を試み，生着しない場合や，再接着手術が不

可能な場合には逆向性指動脈皮弁により指尖形成

をしている．この成績について報告する．

【症例と方法】1995年から2005年までの指切断例

は80例108指であった．このうちDIP関節以遠の

切断が76指（70.4％）を占めていた．切断レベル

は玉井のZone分類でZonelの完全切断が46指，

Zonelの不全切断が5指,Zone2の完全切断が10

指,Zone2の不全切断が2指,DIP完全離断が13

指であった.DIP以遠の完全切断症例69指につい

て行った手術と生着率，術後の指機能について検

討した．

【成績】再接着を試みた症例の生着率はZone1

93%,Zone286%,DIP離断86%であった．術後

のTPD(TipPalmerDistance)はZonel再接着

例0mm,逆行性指動脈皮弁例0.4mm,Zone2再

接着例0.72mm,逆行性指動脈皮弁例1.0mm,DIP
離断再接着例2.63mmであった．

【結論】生着率は指の末梢ほど高い傾向にあった．

これは，静脈移植を多用して，動静脈とも血管吻

合を確実に行っていることで，末梢の生着率が保

たれており,DIPに近いほど血管損傷が強いこと，

末梢ほど栄養する組織量が少ないため生着率が高

いものと思われた．術後可動域は切断部位がDIP

から遠いほど良好であり,DIPの損傷程度に依存

していると思われた．逆行性指動脈皮弁例は再接

着成功例と比較して，可動域・知覚とも極端な差

のない成績が得られた．圧挫の激しい症例や再接

着後の壊死例において積極的に検討されるべき術

式であると思われた．

2-3-196

指再接着における骨接合の検討

OsteosynthesisofDigitReplantation

山形大学整形外科

○井上林，高原

土田浩之，荻野

政利，菊地憲明，

利彦

【目的】切断指再接着手術における骨接合の結果を

検討した．

【対象と方法】2000年1月から2004年12月まで

の間に切断指再接着に成功した32患者のうち，経

過観察が可能であった26患者42指（男22例，女

4例：平均43歳）を対象とした．骨接合法は，

crisscross法が37指,K-wire+interosseouswir-

ing併用法が5指であった．骨癒合期間と骨の合併

症を調査した．骨接合の際に骨短縮を行った（骨

短縮群）28指と短縮しなかった（非短縮群）14指

を比較した．

【結果】34指(81%)に骨癒合が得られ，6指(14%）

が偽関節となり再手術を行った．骨癒合までの期

間は平均122日（57～323日）であり，術後3カ

月以内が7指，3から6カ月が20指，6カ月以降が

7指であった．合併症として20度以上の屈曲変形

を生じたものが5指，回旋変形が1指，骨髄炎が1

指であった．骨短縮群28指のうち偽関節は2指，

変形治癒は3指であった．非短縮群14指のうち偽

関節は4指，変形治癒は3指であった．骨癒合まで

の期間は，骨短縮群では平均117日，非骨短縮群

では平均135日であった．骨短縮をしなかった指

では，骨癒合が遷延し，偽関節や変形治癒が高率

であった．

【考察】切断指再接着手術において良好な指機能を

獲得するためには，早期に変形のない骨癒合を得

ることが重要である．今回の調査結果では，3ヵ月

以内に骨癒合が得られたのは7指(17％)のみであ

り，13指（31％）は6カ月でも骨癒合が得られて

いなかった．偽関節が6指（14％)，変形治癒が6

指（14％)，感染が1指（2％）であり，全体の31％

(骨短縮群の18％，非短縮群の50％)に骨の合併症

があった．骨折部を短縮して骨接合を行うことが

重要である．
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2-3-197

DASHを用いた手指切断再接着術の術後評

価

PostoperativeEvaluationusingDASHinDigital

Replantation

山形大学医学部整形外科

○佐々木淳也，高原政利，土田浩之，

菊地憲明，荻野利彦

【目的】切断手指再接着の術後成績を日本手の外科

学会作成上肢障害評価表(DASH)を用いて評価

したので報告する．

【対象と方法】平成11年度から15年度の5年間に

48例74指の切断手指再接着術を行った．生着が得

られた41例にDASHアンケートを配布した．アン

ケートに項目以外の愁訴を記載できる記入欄を設

けた．アンケートの回答が得られた30例(男性25

例，女性5例：平均50歳）を対象とした.DASH

スコアと切断指数，切断部位，切断状態との関係

を調査した．

【結果】DASH機能／症状スコアは0から47.3点

(平均14.6点),DASH仕事スコアは0から43.8点

(平均11.4点）であった．単指切断群15例と多数

指切断群15例を比較すると，単指切断群では機能

／症状スコアは平均8.4点，多数指切断群では平均

20.8点であり，多数指切断で成績が不良だった．玉

井分類による切断部位によって比較すると，機能

／症状スコアはzonel:2例が平均8.0点,zone2:

4例が平均6．0点,zone3:12例が平均11.7点，

zone4:9例が平均17.2点,zone5:3例が平均34.2

点となり，より中枢での切断で成績が不良だった．

切断状態について比較すると，機能／症状スコア

は鋭利切断：3例が平均3.6点，局所挫滅切断：12

例が平均9．7点，挫滅切断：10例が平均28．3点，

引き抜き切断:5例が平均5.7点であり，広範囲組

織損傷を伴う挫滅切断で成績不良だった．自由記

入欄では寒冷不耐性が7例，屈曲拘縮が3例，指腹

萎縮が1例だった．寒冷不耐性は遠位切断例に多

い傾向があった．

【考察】単指切断，遠位切断の術後成績は良好であ

り,PIP関節より近位での切断，挫滅切断，多数指

切断で成績不良だった．この結果は，過去の切断手

指再接着術の報告と同様であった．自己評価によ

るDASHが，従来の評価法と同様，切断手指再接着

術の成績評価に使用できる可能性が示唆された．
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2-4-198

小皮切によるRA手の伸筋腱裂の治療
ReconstructionwithMinimumlncisionfOrExtensor

RuptureoftheRheumatoidHand

日本大学医学部整形外科

○龍順之助，石井隆雄，長岡正宏，

長尾聡哉，佐藤多賀子

【目的】近年,RAに対する積極的な薬物療法によ

り，滑膜切除術などの予防的手術は減少傾向にあ

る．しかし,RAの手関節背側での伸筋腱裂は外科

的治療の絶対的適応である．治療は腱の再建と共

に手関節滑膜切除術を行うのが一般的な方法であ

る．当科では2005年6月まで86例97手の手関節

滑膜切除術を伴う腱再建術を行ってきた．しかし，

近年の症例の中には手関節の滑膜炎が高度に見ら

れない症例に遭遇する．このような症例に対し，小

切開による腱鞘の滑膜切除術と共に腱移行術を

行っており，良好な成績をあげているので報告す
る．

【方法】症例は平成13年2月以来本法を施行した

12例13手である．適応は手関節の滑膜炎（腫脹）

が軽度で，尺側遠位端の不安定性を伴わない症例

とした．症例は全例女性で手術時年齢は32歳から

75歳である．リウマチの罹病期間は3年6カ月よ

り6年8カ月である．断裂腱は4指が1手，3指が

4手，2指が5手，1指が3手であった．術後経過

は2年8カ月より，6カ月である．手術は原則とし

て腋窩神経ブロックにて,2-3cmの背側横切開に

て，断裂腱の遠位端を確認し可能な範囲での腱鞘

滑膜切除術を行い，健常隣接腱に縫合し，腱移行

を行っている．術後は包帯固定を行い，翌日より

自動伸展屈曲を許可している．原則として外来手

術で本法を行っている．

【結果】術後，経過は良好で，再断裂例もなく，術

後のMP関節,PIP関節の可動域も術前と変化な

く,ADL上の困難も解消している．

【結語】手関節部での手指伸筋腱裂は手術の適応で

あるが，患者は時に手術を望まないことがある．そ

のような症例に本法は患者への侵襲が少なくよい

方法と考える．RA手指伸筋腱裂に小皮切により腱

移行術を行い良好な術後成績を得ているので報告

する．

2-4-199

関節リウマチによしﾉ生じた三指伸筋腱断裂

再建法の比較検討

ComparativeStudyofReconstructionProceduresfbr

Three-fingerExtensorRuptures

'広島県身障者リハビリテーションセンター整形外

科，2広島手の外科研究所，3河石記念病院

○水関隆也l,児玉祥19津下健哉2,

渡捷一3

【目的】関節リウマチによる伸筋腱断裂は小指単独

あるいは環小指断裂が圧倒的に多い．再建には腱

端側縫合あるいは腱移行術が行われ良好な結果が

得られる．しかし，中環小指の3本に断裂が及ぶ

と再建はより困難となる．また，至適再建法につ

いては症例数が少ないこともあり，意見の一致を

みていない．今回，われわれが経験した中環小指

伸筋腱断裂例を後ろ向き調査し，至適再建法につ

いて検討した．

【対象および方法】過去20年に当センターにおい

て経験した中環小指伸筋腱断裂は10例10手であ

る．内訳は男性2例，女性8例．年齢は50～78(平

均65）歳．越智による臨床病型ではMES8例，

MUD2例であった．これらに対し，長掌筋腱を用

いた遊離腱移植(TG)3例，示指固有伸筋腱（以

下,EIP)を用いた腱移行十腱移植(TTG)4例，

EIP単独による腱移行(TT)3例が行われた．後

療法として,TGの1例,TTGの1例を除いて全例，

早期減張運動療法が用いられた．各術式別に術前，

術後の可動域の変化を調査した．なお術後の可動

域は最も良好な時期のものを採用した．

【結果】術前後の可動域はTG群で中，環，小指の

順に術前平均伸展/屈曲は-57/75.,-67/82.,-63／

82.から，術後-40/75.,-40/82.,-40/82･へ,TTG

群で術前-36/76.,-40/75.,-43/73。から術後0／

74.,-6/76.,-4/71･へ,TT群で術前-43/80｡,

-50/85.,-60/85｡から術後-15/80.,-25/80.,

-20/82.へ改善していた．伸展の改善はTTG群で

最も良く,TG群で最も劣っていた．

【結論】術後伸展の改善はTTG群,TT群,TG群

の順であった．遊離腱移植のみの再建では術後の

腱癒着が問題となり,EIPのみを移行する腱移行

術では力源として不十分で十分の伸展を獲得でき

なかった．したがって，3指腱断裂再建にはEIPの

腱移行術と健移植術の併用が望ましい．
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関節リウマチ指ボタン穴変形に対する

Ohshio変法の手術手技と成績

ModifiedOhshioProcedurefOrButtonholeDefOr-

mityinRheumatoidArthritis

信州大学医学部整形外科

○加藤 博 之 ， 山崎宏，中村恒一，

伊 坪 敏 郎 ， 畑幸彦

【目的】関節リウマチ(RA)による指ボタン穴変

形に対する治療法は数多いが安定した結果が得ら

れる方法は少ない．私達は外傷性指ボタン穴変形

の手術法として報告したohshio法(J.Hand

Surg.,15B:1990)に改良を加え,RA指ボタン穴

変形に施行し好結果を得た．

【対象と方法】症例は5例6指で，26～64歳の女

性である．内訳は，示指:2指，中指:3指，環指：

1指である．ボタン穴変形の程度は,PIP関節の他

動完全伸展が可能なstagell:3指，他動的完全伸

展が不可能なstagelll:3指である．術前の指伸

展時のPIP関節屈曲角度は45～60｡(平均52｡)で

DIP関節の過伸展角度は15～30｡(平均23｡)で

あった．麻酔はwristblockとdigitalblockを併用

した.PIP関節背側に皮切を加え，僥側と尺側の

横支靱帯を掌側で切離し，これを背側に翻転し

た.Stagelllでは副靱帯と掌側板の切離を行い他

動伸展0.を得た．PIP関節の背側で横支靱帯同士

を縫合して側索を背側に移動させ,PIP関節の自

動伸展0･が得られるように縫合した．次に中節骨

背側で側策に対して僥側，尺側から切開を加え

DIP関節の自動屈曲30.を得た．術後3日よりDIP

関節運動を開始し，術後7日目よりPIP関節運動

を開始した．術後期間は最短12カ月である．

【結果と考察】ボタン穴変形は全指で改善した．指

伸展時のPIP関節屈曲角度は0～20｡(平均8｡),

DIP関節伸展角度は0～15｡(平均3｡）であった．

合併症はなく，全例が手術に満足した．本法は術

中に指の自動運動を行わせながら腱緊張度を調節

できるため，変形の矯正が確実である．また腱の

縫合・縫着を要しないので後療法が容易である．

2-4-201

リウマチ手関節の手根配列異常に対する3

次元的，定量的解析

AThree-dimensionalandQuantitativeAnalysisof

PattemsofCarpalDefOnnityinRheumatoidWrists

大阪大学整形外科

○有光小百合，森友

岡久仁洋，吉川

寿夫，村瀬剛，

秀樹

【目的】これまでリウマチ(RA)手関節の変形の

評価には主にレントゲンが使われてきた.RAでは

手関節が尺側偏位することはよく知られている

が，その際，各手根骨が3次元的にどのように配

列異常をきたしているのかを評価するには2次元

的なレントゲンでは限界があった．今回，尺側偏

位を伴うRA手関節における手根配列異常に対し3

次元CTを用いて3次元的かつ定量的解析を行った

ので報告する‘

【方法】対象はレントゲン正面像で手根骨が尺側偏

位しているRA患者10名10手関節である．全例女

性で，年齢は21歳～80歳の平均60歳であった．

手関節中間位で3次元CT撮影を行い,CTデータ

をもとに僥骨，舟状骨，月状骨，有頭骨の3次元モ

デルを作成した．僥骨に対する各手根骨の相対的

位置を独自に開発したソフトウエアを用いて3次

元的に計測し，重心位置と回転角度を正常10手関

節の平均値と比較した．

【結果】舟状骨，月状骨，有頭骨の手根骨の重心位

置は，正常と比較して有意に近位(5.7mm,

6.4mm,9.7mm)および尺側(6.7mm,5.1mm,

5.9mm)に偏位していた．舟状骨・有頭骨に関し

ては掌側(2.2mm,2.1mm)にも有意に偏位し，月

状骨は掌側(0.6mm)に偏位する傾向にあった．ま

た回転変形に関しては，舟状骨は15.5度掌屈･7．1

度回内，月状骨は16.0度掌屈・12.4度回内，有頭

骨は24.8度背屈と，正常と比較して有意に回転変

形していた．

【まとめ】尺側偏位を伴うRA手関節の手根配列異

常のパターンを3次元的手法を用いることにより

明らかにすることができた．近位手根列は全体と

して掌屈・回内しながら僥骨関節面の傾斜に沿っ

て近位・掌尺側方向に偏位し，遠位手根列は近位

手根列の変形を補うように背屈することがわかっ

た．
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2-4-202

関節リウマチ母指の関節固定術が隣接関節
に及ぼす影響

NaturalCourseofAdjacentJointsAfterArthrodesis

inRAThumb

'大阪労災病院整形外科，2政田整形外科リウマチ

科

○細見僚l,橋本英雄1,中塚洋直1,

政田和洋2

【背景と目的】我々のRA母指機能再建の基本方針

は不安定性のあるIP関節を固定しMCP関節も関

節破壊が進行しているものは積極的に固定,TMC

関節は関節形成術で可動性を最大限に温存するこ

とである．今回は母指の関節固定術後に隣接関節

が将来関節症性変化を来さないかという疑問に答

えるため，術後3年以上経過した症例を対象に検

討した．

【対象と方法】1998年から2002年までに大阪労災

病院で母指関節固定術を行った51例53手(IP関

節23手,MCP関節30手）が対象で全例骨癒合が

得られていた．術前と最終観察時における単純X

線像からSharp変法に基づき両側母指3関節の

narrowingscore(0-4)とerosionscore(0-5)を

計測し，関節破壊の進行を術側と非術側で統計学

的に比較検討した．

【結果】IP関節固定群ではMCP関節narrowing
score(術側/非術側）は0.11/0.11,erosionscore

(術側/非術側）は0.33/0.22,またTMC関節nar‐

rowingscore(術側/非術側)は0.22/0.13,erosion

score(術側/非術側）は0.22/0.13進行したが術側

と非術側との間に有意差を認めなかった.MCP関

節固定群ではIP関節narrowingscore(術側/非術

側）は0.42/0.27,erosionscore(術側/非術側）は

0.17/0.27,またTMC関節narrowingscore(術側／

非術側）は0.45/0.36,erosionscore(術側/非術

側）は0.18/0.18進行したがここでも有意差を認め

なかった．

【考察】関節固定術は安定した長期成績が期待でき

る術式であるが部位によっては可動域の損失や隣

接関節への負荷など，その適応には注意を要する．

今回の結果からRA母指末梢2関節の固定術では隣

接関節の関節症性変化を惹起する事実は認めず関

節破壊が進行し不安定性のある場合には積極的に

固定術が勧められる．

2-4-203

ハーバートスクリューを用いた部分関節固

定術の治療成績について

Follow-upStudyofPartialArthrodesiswithHerbert

ScrewfOrtheWrist

北野病院

○川井康嗣，岡本健，藤尾圭司

【目的】当院では，2000年より関節リウマチで進

行性の1｣gTsen分類3.以上でluno-capitateが保た

れている症例，外傷性で僥骨月状骨間を主体に変

形性関節症を認める症例に対してハーバートスク

リューを用いた部分関節固定を行い良好な成績を

おさめてきたのでその手術方法と治療成績につい

て報告する．

【対象】2000年2月以降部分関節固定術を行った

13人15手について検討した．疾患は関節リウマチ

(RA)14手，外傷後の変形性関節症1手．術式は

僥骨月状骨間固定(RL固定)13例（内12例に

Sauv6-Kapandji法(以後S-K法）を併用．その他

の1例にはDarrah法を併用),榛骨舟状骨月状骨

間固定(RSL固定)2例（内2例にS-K法を併用).

固定にはハーバートスクリュー2本を使用した．

経過観察期間は平均23ケ月（3ケ月～58ケ月）で

あった．

【結果】瘻痛は13手にて消失，2手にて軽減した．

術前術後の可動域の比較では掌屈が平均37度か

ら術後平均26度に，背屈が術前平均34度から術

後平均33度になり掌屈で有意な術後可動域の減

少が認められた．回内は術前平均66度から術後平

均87度に，回外は術前平均71度から88度に改善

した．レントゲンでの評価では骨癒合が14手に認

められ1手は線維性癒合であった．Ulnarcarpal

shiftについてはe/MCが術前0.14から0.11'､,

volarcarpalsubluxationについてはh/MCが術前

0．21から0．19へ改善を認めた．一方,carpal

heightは術後早期に改善を認めたが，最終的には

c/MCが0.57と術前と同値となり変化を認めな

か っ た

【結論】部分関節固定術は関節リウマチや僥骨月状

骨間主体の変形性関節症に対する治療として有用

であった．
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2-4-204

RA手関節に対する僥骨月状骨間固定術の

有用性

TheClinicalOutcomesofRadio-lunateFusionsfOr

RheumatoidArthritis

北海道大学医学部整形外科

○益子竜弥，岩崎倫政，石川淳一，

末永直樹，三浪明男

【目的】我々は，関節リウマチ(以下,RA)手関節

進行例に対して，滑膜切除術+Darrach法に榛骨

月状骨間固定術（以下，榛骨月状骨間固定術）を

併用した術式を行ってきた．本研究の目的は,RA

手関節に対する榛骨月状骨間固定術の術後成績を

明らかにし，その有用性を証明することである．

【対象・方法】対象は，16例19手（男5例，女11

例)，平均経過観察期間29ケ月である.Larsen分

類に従うと，術前はgrade2:1手,3:15手,4a:

3手であった．手術では，切除した尺骨を移植骨

として月状骨を解剖学的整復位にて固定した．術

後成績判定は,Stanleyらの分類に従う臨床およ

びX線評価(Larsen分類,CHR:carpalheight

ratio,RLA:radio-lunateangle)に基づき行った．

【結果】手関節総可動域は術前平均79.3°から術後

平均58.7･に有意に低下したが，術後，全例で手関

節痛は消失または著明に改善していたため，臨床

評価では,Excellentが63%,Goodが37%であっ

た.X線評価では，全例に骨癒合が得られた．経過

観察中にLav､sen分類の進行を認めたのは2手のみ

であった．CHR,RLAは術前後で変化を認めな

かった．

【考察】僥骨月状骨間固定術施行により，良好な臨

床成績の獲得と手根骨の尺側変位の予防が可能で

あった．本術式により手根骨を解剖学的整復位に

保つことができ，手関節の安定性をもたらすこと

が可能であった．従って，本術式はRA手関節進行

例に対し，有効な治療法と考えられた．

2-4-205

RAにおけるSauve-Kapandji法に尺骨近
位端の安定化術(Breen変法）を追加した

手術治療成績

TheOperativeTreatmentAddedtheStabilization

(ModifiedBreenMethod)ofUlnarStumptothe

Sauv6-KapandjiMethodinRA

l立川共済病院整形外科，2国立病院機構箱根病院

整形外科，3慶應義塾大学整形外科，4駒沢病院整

形外科

○谷野善彦1,矢部裕1,山内健二29

池上博泰3，市川亨4

【目的】関節リウマチ（以下RA)におけるSauve-

Kapandji法(以下S-K法)は,Radio-Carpaljoint

の安定性を獲得するのに有用な術式であるが，尺

骨断端での不安定性が問題となる．一般にECUに

よる腱固定が行われているが，われわれはFCUと

ECUの半裁腱を用いたBreen変法を併用してき

たので本術式の有用性について報告する．

【方法】われわれは，関節破壊を伴うRA患者にS-

K法を行うと同時にBreenの腱固定術を追加し，

腱固定方法に改良を加えている．調査対象は，本

術式を行った12例15手で手術時年齢は平均62．8

歳，術後平均観察期間は3年11カ月,Larsen

grade3が4例,grade4が11例であった．調査項
目は，関節可動域，握力，尺骨近位端の瘤痛，ク

リックの有無とし,X-Pにおいて術直後と最終経

過観察時の僥骨と尺骨近位端部の距離計測を行

い，可能な症例では,CTの回外，中間，回内肢位

において同部位の距離計測による比較を行った．

【結果】可動域は，回内が平均58.2度から84.3度，

回外は平均67.0度から79.3度と増加し，掌屈は平

均25.1度から23.6度，背屈は平均26.7度から34.4

度と変化した．握力は術前と比較し，改善率が平

均165％(83％から297％)であった．瘻痛，クリッ

クは全例認めなかった．僥骨と尺骨近位端部の距

離は，健常人に比べ短縮しているものの，変化率

は，平均105％でscallopsignは認めなかった.CT

計測をした9例中7手において僥骨頭中心と尺骨

近位端を結んだ線を回旋軸とした円運動が確認さ

れた．

【考察】S-K法に本術式を併用することで，尺骨近

位端の不安定性を解消し，より生理的な回旋運動

を獲得することができたため，痙痛を伴わず良好

な手関節の動きが回復し，握力の増強につながっ

たものと考えている．本術式は，関節破壊を伴う

RAにおける手関節の安定化に有用であることが

判明した．
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関節リウマチ手関節障害に対するSauve-

Kapandji法およびDarrach法術後の尺骨
切除断端のX線学的形態変化の検討

RadiographicChangeofUlnaStumpAfterthe

Sauv6-KapandjiorDarrachProcedurefOrRheuma-

toidWrist

l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1,小林明正2,二見俊郎2

【目的】関節リウマチ(以下,RA)の手関節障害に

対する手術療法にSauv6-Kapandji(以下,S-K)

法とDalTach(以下,D)法がある．これらの術後

に尺骨切除断端は経年的に萎縮・変形を起こすこ

とが知られているが，その詳細についての報告は

少ない．今回,S-K法術およびD法術後の尺骨切

除断端の形態の変化について検討したので報告す

る．

【対象と方法】対象はRAの手関節障害に対してS-

K法もしくはD法を施行した16例23手関節であ

り，全例女性であった．S-K法は8例12手関節で

あり,Larsengradelll:8手関節IV:4手関節で

あった.D法は8例11手関節であり,Larsengrade
はII:1手関節,III:4手関節,W:2手関節,V:4

手関節であった．各術式の手術時平均年齢は51.3

歳および63.6歳であった．経過観察期間は平均4

年および3年7ケ月であった.X線学的に尺骨切除

断端の形態の変化について検討した．

【結果】S-K法術およびD法術後の切除断端のX線

学的変化およびその術後平均出現時期は，骨不整

像が3.1週および2.5週，骨萎縮像が4.4週および

3.7週，骨溶解像が13.9週および7週，骨硬化像が

12.7カ月および15ケ月あった．最終経過観察時の

骨溶解の長さは平均4.1mmと6mmであった．多

くの症例において骨不整，萎縮，溶解は経時的に

進行したが，骨硬化像出現後は停止していた．

【考察】S-K法およびD法術後の尺骨切除断端の経

時的な変化の機序はこれまで明らかにはされてい

ない．今回の結果においては，骨不整，萎縮およ

び溶解についてはS-K法に比較してD法のほうが

早期から出現し，強い骨溶解を起こしていた．骨

溶解は経時的に進行していたが，骨硬化像出現後

は停止しており，骨硬化像の出現が骨溶解停止を

予見する指標になる可能性が示唆された．

2-4-207

関節リウマチ患者における手指MP関節形

成術の検討

MetacarpoPhalangealArthroplastyinPatientswith

RheumatoidArthritis

奥田整形外科

○奥田敏治

【目的】関節リウマチ(以下RA)患者において，手

指MP関節の腫脹・癌痛が持続すると掌側亜脱臼

や尺側変位などの変形をきたし,ADL上大きな支

障となる．今回,RA患者で機能障害のみられる

MP関節に対し関節形成術を行った症例の術後成

績を検討した．

【対象・方法】症例は15例（全例女性)，19手58

関節，手術時平均年齢49.6歳(28-70),RA罹病

期間は平均11.8年，術後経過期間は6ヶ月から8年

(平均3年）である．手術方法は，関節破壊が軽度

で他動的に変形が矯正な場合には骨頭は温存し，

背側関節包の縫縮・伸筋腱膜の縫縮など軟部組織

の再建を施行した．また，関節破壊が強い場合や，

他動的に矯正困難な場合は骨頭を切除し，シリコ

ンインプラントを用いた再建を行った．軟部組織

再建例は7例8手20関節，インプラント使用例は

8例11手38関節(Swanson30,AVANTA8)で

あった．これらの症例について関節可動域・手術

に対する満足度などを検討した．

【結果】MP関節可動域は，骨頭を温存した軟部組

織再建例では，術前平均伸展-42.8.,屈曲82.2｡が

術後平均伸展-10.8.,屈曲65.3。，インプラント使

用例は，術前平均伸展-72.4.,屈曲86.9･が術後平

均伸展-26.7.,屈曲58.8.と，可動範囲はより伸展

側へ移動した．術後手の使用頻度は全例で増加し

ており，術前伸展障害が強かった例では，外観お

よび術後ADLの改善により満足度は高かった．

【結論】RA患者において，骨破壊の進行した段階

でのインプラントを用いたMP関節形成術は，外

観･機能的な改善により患者の満足度も高かった．

比較的早期の段階における骨頭を温存した軟部組

織の形成術も，除痛・変形の防止に有用な手術法

と思われる．
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Swansonimplantを用いたリウマチ手MP
関節形成術の成績

Metacarpo-palangealJointArthroplastyUsing

SwansonlmplantinthePatientofRheumatoid

Arthritis

広島大学整形外科

○鈴木修身，石田

梶原了治，越智

治，杉岡敏博，

光夫

【目的】骨・軟骨の破壊を伴うリウマチ手MP関節

に対して,Swansonimplantを用いて関節形成術

を行った症例の術後経過から，本法の有用性と問

題点を検討したので報告する．

【対象および方法】1990年以降に手術し術後3年以

上経過した症例で，直接検診できた8人(女性7人・

男性1人）の8手26関節を対象とした．指別では

示指が8関節，中･環･小指が各々6関節であった．

手術時年齢は32～76歳（平均53歳）であった．

手術はSwansonの方法に準じ，関節の僥背側から

侵入し榛・尺側の側副靱帯と尺側の手内筋腱を切

離して滑膜切除と骨切除を行ったのちimplantを

挿入した．側副靱帯は僥側のみを再建し榛側の

expansionhoodを縫縮することにより伸筋腱を整
復した．術後経過期間は4.2年～12.5年(平均7.8

年）であった．痙痛･滑膜炎の有無関節可動域，

X線写真におけるimplantの変化について検討し

た．

【結果】痙痛の訴えは少なく，また明らかな滑膜炎

の再発はなかった．シリコン滑膜炎を示唆する所

見もなかった．尺側変位や掌側亜脱臼は術前より

改善し，指が伸展できることに対する患者の満足

度は高かった．関節の運動は平均値で術前は伸

展-40.屈曲79･が調査時は伸展－7.屈曲39。と伸

展方向への移動があったが，長期にわたり可動性

は保たれていた．26関節中14関節でimplantの

折損による骨軸の変位や，圧壊や沈み込みによる

裂隙部の狭小化などの変形が見られたが，それに

伴う可動域の損失は少なかった．

【結語】Swansonimplantは耐久性に限界があり

屈曲がやや不良であることが欠点であるが，除痛

効果や変形の矯正にすぐれ長期にわたり可動域も

保たれるため，安定した結果が期待できる有用な

方法である．

2-4-209

関節リウマチ指におけるBallinsocket型

人工指MP関節の短期成績

一多施設研究一

Short-TbrmResultsofBallinSocketTypeArthro-

plastyofMetacarpophalangealJointinRheumatoid

Arthritis-MulticenterStudy-

l信州大学整形外科，2政田整形外科リウマチ科，

3大阪労災病院，4藤田保健衛生大学整形外科，5北

海道大学整形外科

○中村恒--1,政田和洋2,橋本英雄3,

鈴木克侍4，石川淳一5

【目的】関節リウマチ(RA)指のMP関節障害に

対する人工関節で長期的に安定し，機能性にすぐﾞ

れたものはない．今回私達はballinsocket構造の

人工指関節の短期成績について多施設の後ろ向き

調査を行った．

【対象】7施設において1999年～2005年までにRA

患者に施行したMES社製ballinsocket型人工指

MP関節35症例99関節を対象とした．年齢は35

～78歳，平均経過期間は3.2年（0.5～7.1年）で

あった．内訳は示指:32,中指:30,環指:21,小

指:16関節で,MP関節の尺側偏位あり:56関節，

尺側偏位なし：38関節であった．これらの合併症

と術後X線写真で判断したclearline,骨吸収，脱

臼の有無を調査した．

【結果】MP関節の可動域は術前伸展平均-28｡,屈

曲平均65.で，術後伸展平均-26.,屈曲平均61･

であった．術前66関節にMP関節の瘤痛が認めら

れたが，術後痙痛が認められたのは1関節のみで

あった．99関節中の23関節に脱臼を認めた．再手

術は5関節で，術中所見でポリエチレンステムの

折損が1関節，ポリエチレンステムの変形を4関節

に認めた．中手骨コンポーネント周囲のclearline

もしくは骨吸収を13関節，沈み込みを10関節に

認めた．基節骨コンポーネント周囲のclearlmeを

1関節に認めた．手術時の年齢が高いと有意に脱

臼頻度が高かった．術前の屈曲拘縮の程度が重度

の関節では脱臼頻度が有意に高かった．尺側偏位

の有る関節でも術後脱臼頻度が有意に高かった．

【考察】Ballinsocket型人工指MP関節の脱臼の

原因としてステムの折損，変形が考えられた．ま

た術前のMP関節の変形の程度が術後成績に影響

を及ぼすと考えられた．
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リウマチ手に対する新しい治療法:Pro

Design人工指関節の開発と短期臨床成績

APreliminaryReportofProDesignMetacarpo-

phalangealJointArthroplastyfOrtheRheumatoid
Hand

'東住吉森本病院リウマチ科，2大阪市立大学大学

院医学研究科整形外科学

○恵木丈1,香月憲--2,岡田充弘2,

上村卓也2，高岡邦夫2

【目的】関節リウマチにおけるMP関節掌側亜脱

臼，関節面破壊による手指機能障害の再建方法と

して種々の人工関節が存在するが，頻用されてい

るsiliconespacerは非生理的運動を享受し，解剖

学的再建を目指す表面置換型は掌側への再脱臼な

ど，それぞれ問題があった．我々はこれらを解決

するために，生理的な可動域と安定性を併せ持つ

新しいタイプの半拘束型人工MP関節,ProDe-

signを開発した．

【方法】1)解剖学的なステム形状の設計を目的に，

CTMPRを用いた髄腔形状の解析を行った.2)生

理的なMP関節の機能再建のために，関節摺動面

をラグビーボール形状とし，また屈曲するにつれ

て基節骨側インプラントの一部が中手骨側の骨頭

カム部に入り込むことで，側方安定性が徐々に増

加する機構を導入し，力学的特性を検証した．3）

これまで5症例(52～67歳，平均年齢60歳)，13

関節（示指：5関節，中指：4関節，環指：2関節，

小指：2関節）に対して手術を施行した．

【成績】1)RA患者は非RA患者と比較して，皮質

骨の皮薄化による髄腔の拡大を認め，基節骨，中

手骨ともに，髄腔は背側凸方向に轡曲していた．

2）静荷重試験では50Nで0.18mm,100Nで

0.44mmの変位量であった．その荷重量での動的

疲労試験(1Hz,3000回）では，最終的に破損す

ることなく，それぞれ0.024mm,0.055mmの塑

性変形量であった.3)DASHscore(disability/
symptom)は術前平均59.2(26.7～80.4),術後

6ケ月以上経過した2例の結果は，それぞれ5，39．2

であった．インプラントの脱臼，折損，感染はな
かった．

【結論】ProDesign人工MP関節は十分な力学的

特性を持っており，短期成績も良好であった．

2-4-211

表面置換型人工PIP関節置換術の成績

SurfaceReplacementTypeTbtalPIPArthroplasty

'昭和大学医学部整形外科，2昭和大学横浜市北部

病院整形外科

○稲垣克記1,瀧川宗一郎l,平原博庸1,

宮岡英世'，川崎恵吉2

【目的】人工PIP関節置換術は日常診療上必要とさ

れることは稀であるが，関節リウマチ（以下RA)

や高度の変形性PIP関節症(以下OA)に使用され

ることがある．我々 は米国MayoClinicにて表面

置換型のAVANTASR人工PIP関節のデザイナー

であるDr.Rinscheidに直接指導を受け，本インプ

ラントを1999年以降使用してきた．今回は本術式

の工夫と問題点につき検討した．

【方法】演者が1999年から2005年までに手術を

行った10例10関節を対象とした．女性9例，男

性1例，平均年齢は68歳であった．使用した機種

は全例AVANTASR人工PIP関節で基礎疾患は

RA3例,OA7例（うち線維強直3例）であった．

RA症例はTotalmanagementを考盧した上で手

術適応を決定している．外傷例はなかった．術後

経過観察期間は平均3年（1-6年）であった．本手

術の術後成績と手術手技上の工夫および問題点に

つき検討した．

【結果】手術アプローチは初期には背側アプローチ

7例,2004年からは掌側アプローチを3例に行っ

た．術後平均可動域は屈曲75.伸展-30･であった．

感染，脱臼例はなかった．背側アプローチでは伸

筋腱の縫合に際し緊張が強いとボタンホール変形

となりDIP関節の屈曲制限が生じるので注意を要

する．掌側アプローチでは1例に術後過伸展位で

亜脱臼した症例を経験してから術後40度程度の

屈曲位で固定している．RAの1例に術後4年で

Loosemngを認めた．Revision例は認めていない．

いずれのアプローチでもインプラントをバランス

よく設置することが大切である．

【結論】今後インプラントのデザインの改良や手術

手技の確立により長期成績が期待される．
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2-4-212

手部咬創重症例の検討

SeverelnfectionofAnimalBite

'新潟中央病院整形外科，2新潟手の外科研究所

○山下晴義1,吉津孝衛2,牧裕2,

成澤弘子2，坪川直人2

【目的】動物咬創，ヒト咬創は他の外傷にくらべ，

高率に創感染を認めるが感染を認めても，多くの

症例がデブリードマン，および適切な抗生物質の

投与で軽快していく．しかし，時に重症化を認め，

どのような咬創が重症化していく可能性のあるの

か，既に重症化している症例に対してはいかに適

切な処置を行えるかが機能障害を残さず治癒へ導

く鍵であると考える．今回，重症例について咬創

の種類，その治療法，予後を検討したので報告す

る．

【対象】2002年4月から2005年3月までの手部咬

創132例．加害動物は犬85例，猫30例，ヒト6例，

その他11例であった．感染例は41例（31％）で

動物別では犬19例（22.5％)，猫16例（53.3％)，

ヒト4(66.7％）であった．感染例のうち入院治療

を要した重症例は20例であった．

【結果】重症例20例の内犬10例，猫7例，ヒト3

例であった．部位は手背8例，手掌部4例，指8例．

8例が受傷24時間以降に初診，4例が一期的縫合

処置，8例が初診時デブリードマン不十分であっ

た．20例中7例は開放治療，抗生物質投与にて治

癒．13例にデブリードマン後開放治療を行った．

術後は9例が後遺症なく治癒したが，4例に最終的

に機能障害を残した（猫咬創2例が関節固定．ヒ

ト咬創2例が指切断)．4例とも，それぞれ創は小

さいが関節内（3例）もしくは腱鞘内（1例）まで

深度が達していた．

【考察】重症化する原因として，小さい咬創ほど患

者の初診が遅れ，また膿のドレナージがされにく

いことが考えられた．特に指の咬創で関節もしく

は腱鞘へ歯が達していた症例は全例機能障害を残

した．従って部位，深度の見極めが最も重要であ

り，創の大きさに関わらず，早期の入念なデブリー

ドマンおよびドレナージが重要であると考える．

2-4-213

ヘビ咬傷によるコンパートメント症候群に
ついて

CompartmentSyndromeCausedbySnakeBite

IIUury

北里大学病院救命救急センター

○根本充，青柳和也，杉本孝之，

永島和貴

【はじめに】毒ヘビ咬傷直後に起こる患肢の急速な

腫脹の拡大は重症化が予測され，コンパートメン

ト症候群を呈した場合には減張切開が必要になっ

てくる．しかし，毒ヘビ咬傷におけるコンパート

メント症候群や減張切開の重要性についての報告

はほとんどないのが現状である．われわれはマム

シ咬傷後にコンパートメント症候群を起こし，減

張切開を行った症例を経験したので報告する．

【対象と方法】対象は1997年1月から2005年10

月の8年10ケ月間に入院加療を要した上肢マムシ

咬傷12例のうちコンパートメント症候群を起こ

し，減張切開を行った2例である．

【症例】症例1:59歳男性マムシを捕まえ，ペッ

トボトルに入れようとして左中指を咬まれた．近

医を受診し，局所の切開吸引行ったが腫脹の急速

な拡大と血小板の減少（3.4×104/"1)を認め，

当院に紹介となった．来院時，腫脹は右上腕まで

及んでいた．抗血清の投与とともにコンパートメ

ント圧の測定を行い，手背に減張切開を入れた．腫

脹が軽減した術後3日目に紹介元へ転医となっ

た．

症例2：10歳男児山で遊んでいたところ，マム

シに右中指を咬まれた．近医を受診したが腫脹痙

痛が著明であったため，当院に紹介となった．来

院時，手指から前腕にかけて腫脹と激しい疾痛を

認め，全身麻酔下に手根管開放を含む減張切開を

行った．経過は良好で，術後5日目に創閉鎖を行っ

た．

【考察】コンパートメント症候群に至るようなマム

シ咬傷は重症化が予測される．重症化したマムシ

咬傷は毒素中和のために抗血清の投与を行って

も，治療に十分反応しないこともある．減張切開

はコンパートメント圧の減圧以外にも咬傷部の切

開や吸引に比べ，組織内毒素の排出を積極的に促

進させるという点で有用であると考えられた．
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非定型抗酸菌(Mycobacteriumintra-
cellulare)による手部感染症の治療経験

Mycobacteriumlntracellularelnfectionsofthe

Hand:ReportofTwoCases

奈良県立医科大学整形外科

○小畠康宣，矢島弘嗣，村田景一，

前川尚宜，高倉義典

【目的】非定型抗酸菌による感染症は近年増加傾向

にあるとされるが，そのうちMycobacterium

intracellulareは，抗結核薬に耐性を示すため，そ

の治療法が確立されておらず参考とすべき報告も

非常に少ないため，難治性となることが多い．ま

たそれによる手・手関節部感染症は非常に稀であ

るが，今回2例を経験したので報告する．

【症例1】59歳，女性.SLEの加療中であったが，

約2年前より左手関節部の腫脹が出現した．他医

にて掻爬を受けM.intracellulareが検出された

が，手関節の腫脹が続くため当院受診した．手術

にては，感染巣と考えられる手関節内の手根骨，僥

骨，尺骨関節面全体に変性が進んでおりこれらを

可及的に切除した．約3ヵ月再燃がないことを確

認した後，血管柄付き腓骨にて手関節固定術を施

行した．術後1．5年にて再燃はみられていない．

【症例2】47歳，男性．約6ケ月前より右示指屈側

の腫脹があり来院した．次第に腫脹が増強するた

め手術を施行した．示指FDS,FDP周囲に強い腱

鞘滑膜炎を認め，これを手掌部まで可及的に切除

した．その際の抗酸菌検鏡は陽性であったが培養

では陰性であった．術後3カ月にて手関節部屈側

に腫脹が再発し，手掌部より前腕部まで広範囲の

滑膜切除を行った．培養にてM.intracellulareが

同定され，術後再々腫脹が見られたためCAM+

RFP+EBの投与を施行し，腫脹は軽減した．そ

の後3年間鎮静化していたが，腫脹の再発を認め

再手術を考慮中である

【考察とまとめ】M.intracellulareを含むMAC感

染症は，遅発育性菌に属し培養検査にても検出が

困難であるため診断に長期を要することが多く，

また化学療法も現在確立された方法はない．現状

では，広範囲の掻爬を行った上で,CAMを中心と

した多剤併用療法を施行するのがよいと考えられ
る．

2-4-215

上肢における非定型抗酸菌感染症

TbnosynovitisandOsteomyelitisofUpperExtrenty

duetoAtypicalMycobacterium

'高知県立幡多けんみん病院整形外科，2高知大学

医学部附属病院整形外科

○谷脇祥通1,野口政隆29岸本裕樹1,

木田和伸1，谷俊一2

【目的】抗生剤が無効で慢性に経過する手の腱鞘滑

膜炎や骨髄炎では非定型抗酸菌感染を念頭に置く

必要がある．今回我々は臨床経過と病理所見から

本症と診断した12例の治療成績について報告す

る．

【対象と方法】対象は男性6例，女性6例で，初診

時年齢は平均65.5(53～81）歳，発症から初診ま

での期間は平均8.0（1～31）ヶ月であった．外傷

などの発症誘因が明らかなものは6例で，前医に

て9例で抗生剤投与を，1例で切開･排膿を施行さ

れていた．血液検査上強い炎症所見を認めたもの

はなかったが，2例でレントゲン上骨髄炎様の変

化を認めていた．ツベルクリン反応で強陽性を示

した症例は無かった．全例で診断と治療を兼ねた

広範囲滑膜切除による病巣郭清術を行い，骨の変

化の見られた2例には骨移植や関節固定を併せて

行った．術後はINH･RFP･EBなどの抗結核剤を

中心とした化学療法を行った．

【結果】全例で一般細菌培養は陰性であり，抗酸菌

培養やPCR法で起炎菌の同定が可能であったも

のは5例のみであった．病理組織像は全例著明な

炎症細胞浸潤と類上皮肉芽腫を認め，非定型抗酸

菌感染を支持するものであった．3例では複数回

の病巣郭清が必要であり，1例では持続洗浄を併

用した．薬剤の投与期間は平均8.8（1～24）ケ月

であり，最終観察時には全例で感染は鎮静化して

いた．

【考察およびまとめ】非定型抗酸菌感染症に対する

治療の問題点は，起炎菌の同定が必ずしも容易で

ない事である．培養での同定には長期間を要し，

PCR法でも同定が困難な場合がある．したがっ

て，臨床症状と病理所見から本症が疑われた場合

は，病巣廓清後直ちに抗結核剤を中心とした化学

療法を開始して長期に継続する必要がある．
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ランチョンセミナー5

Kienback病に対する新しい治療法の試み

ANewTreatmentfOrKienb6ckDisease

落 合直之

筑波大学人間総合科学研究科臨床医学系整形外科

Kienb6ck病は，骨髄組織と骨梁の壊死を起こし,Stageが進むと，手関節部の変形性関

節症は必発である．その病因は不明であり決定的な治療法はなく，これまで実に多くの方法

が試みられてきている．それらは，生体力学的観点からの治療法と生物学的観点からの治療

に大別される．前者の代表は，僥骨短縮術であり，後者のそれは血管束移植である．いずれ

も決して侵襲は小さくない．

近年，骨髄血の多機能性が再生医学の分野で注目されてきた．すでにCormollyHFは，骨

髄血移植が，様々 な骨格治癒上の問題解決に有効であることを示しており，またHernigou

Pは，大腿骨頭壊死に骨髄血移植を行い良好な成績を発表している．

また，低出力超音波療法(LIPUS)が長管骨の偽関節に有効であることが示され，近年

では舟状骨偽関節など手根骨にも応用されている．

そこで，これらを総合的に応用しかつ低侵襲な術式として本法を開発した．

【術式】僥骨・第2中手骨間に創外固定を装着する．この時，榛骨のドリル孔より骨髄血

を約3cc採取しておく．次いで透視下に月状骨直上を展開し伸筋腱をよけ関節包を介して

2mTnのK－Wで骨孔を2-3箇所あけ，この穴から採取した骨髄血を用手的に注入する．創外

固定で，術後約8週間手関節を軽度牽引下に固定する．術後4週経過時点からLIPUSを1

日20分，4ケ月間行う．

2000年に4例の本症(Lichtmanのstagell3例,IIIal例）に対して本法を行い，術

後24～26カ月追跡しMRIでStagellの3名は脂肪髄の再生をみた．中村の成績判定基準

では,excellent2,good2であった．この結果を受け,2003年以降本法を積極的に行っ

てきた．現在2005年末までに19例に本法を行っている．
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指節関節における変形性関節症の危険因子

の検討-Hizen-OshimaStudyよしノー
ACrossSectionalStudyoftheAssociationofAge,

BodyMasslndex,BoneMineralDensitywith

OsteoarthritisoftheHandinHizen-OshimaSmdy

産業医科大学医学部整形外科

○戸羽直樹，酒井昭典，中村利孝

【はじめに】我々 は，40歳以上の女性を対象とした

コホート研究(Hizen-OshimaStudy)において，
指節間関節の変形性関節症（以下OA)は加齢に

伴って増加すること，日本人は欧米人より母指IP

関節の有病率が高いこと，その存在様式は欧米の

報告同様に，左右対称性で，かつ同側他指の同じ

関節に存在する傾向が強いことを報告した．

【目的】今回の目的は，指節間関節のOA発生に寄
与する危険因子の検討である．

【対象･方法】Hizen-OshimaStudyの参加者のう
ち，475人（平均64.4歳）を対象とし，非利き手

の母指から中指の指節間関節の検討を行った．検

討項目は，年齢，閉経後年齢，職業,BMI,中手

骨BMDである．また,Kellgren-Lawrenceの
grade2以上をOAとした．

【結果】職種（農業，非農業）間で,OA発生に差

は無かった．総ての指節間関節におけるOAと関連

を認めた因子は年齢のみであり，高年齢ほど有病

率が高かった．年齢10歳増加に対するOAのodds

ratioは全体では3.5(95%CI1.9-6.4)であり，各々

の指節間関節OAのoddsratioは母指IPJ3.8(2.0-

7.1)，母指MP/CMJ3.3(1.2-9.0),示・中指の

DIPJ2.7(1.6-4.8),PIPJ3.5(1.3-9.1),MPJ14.4

(1.8-115.1）であった．また,BMI5.0kg/m2増
加に対する母指IPJのOAのoddsratioは1.4(1.1-

1.8)であったが，他の指節関節との関連はなかっ
た．

【結論】年齢，閉経後年齢,BMI,中手骨BMDの

中で，年齢は総ての指節間関節におけるOAと関連

を認め,BMIは母指IPJのOAのみと関連を認め
た．
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母指CM関節不安定症に対する半裁長僥側

手根伸筋腱を用いた靱帯再建術（琉大法）
の成績

LigamentReconstructionfOrthelnstabilityofthe

ThumbCMJointUsingtheExtensorCarpiRadialis

LongusTbndon

l琉球大学整形外科，2豊見城中央病院整形外科，

3那覇市立病院整形外科

○岳原吾－1，普天間朝上'，金谷文則1，

新垣晃2，外間浩3

【目的】当科では痙痛を伴う母指CM関節不安定症

に対して，可動域を残存させながら除痛安定化を

得る目的で，長僥側手根伸筋腱(以下ECRL腱)の

半裁腱を用いた中手骨間靱帯（以下IML)再建術

を行ってきた．その手術手技，結果，問題点につ

いて検討する．

【対象および方法】症例は25例(27手)であり，男

性9例，女性16例であった．症例の内訳はCM関

節症14手，外傷後脱臼8手，関節リウマチ5手で

あった．手術時平均年齢は50歳（17～68歳）で

あった．術式はECRL腱の第2中手骨付着部を茎

とし，近位に向かって僥側半裁腱を作成し近位部

を切離する．切離した腱を第一中手骨基部に作成

した骨孔の背側から掌側へ通し，続いて第2中手

骨に作成しておいた骨孔の掌側から背側に通し交

差部で縫合する．さらに長母指外転筋の付着部を

廻した後にECRL腱付着部へ縫合する．操作する

腱はすべて僥骨動脈および僥骨神経知覚枝の掌側

を通すようにする．Ashworthインプラントを8例

に，大菱形骨切除後腱球挿入などの関節形成術を

7例に合併した．平均経過観察期間は38カ月(3～

100カ月）であった．

【結果】術後全例で瘻痛および不安定性の改善が得

られ，術後長期にわたり重労働に従事している症

例もみられた．診察可能であった8例における握

力は健側比で術前平均0.58から術後0.79へと改善

(p<0.01)し,6例におけるピンチカは術前平均

0.50から術後0.85(p<0.05)へと改善を認めた．

【考察】母指CM関節の安定性にはanteriorob-

liqueligament(Eaton,1973)やIML(Pagalidis,
1981）が重要であると報告されている．私たちは

ECRL腱の半裁腱を用いて掌側および背側のIML

靱帯を再建する本術式を行い，痙痛や不安定性の

改善ばかりでなく握力およびピンチカの改善が得
られた．
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母指CM関節症に対する関節形成術の成績

ResultsofArthroplastyfOrtheThumbCarpometa-

carpalJointOsteoarthritiS

'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1,浅岡隆浩1,大川匡l,

柴田定2，高畑直司2

【目的】母指CM関節症に対する手術療法について

は当科では1991年以来，対象者が比較的高齢者で

あることから原則的に可動性を温存できる靱帯再

建を柱とする関節形成術を選択施行してきた．す

でに1998年の本学会にて報告したが今回は追加

症例も加えその成績について報告する．

【方法】1991年以降現在に至るまでの手術例24例

25手で内訳は男6例6手，女18例19手，手術時

年齢は46歳から77歳平均64歳．左手が12手，右

手が13手である．術後経過観察期間は最短8ケ月

から最長13年で平均3年8ケ月である．術前の

EatonによるX線でのstage分類ではstage2が7

手,stage3が17手,stage4が1手である．手術方

法はstage2に対してはEatonandlittler法による
CM関節の内掌側の靱帯再建,stage3に対しては

Eatonandlittler法による靱帯再建の上，骨切除

を加え腱球などのspacerを挿入してきたが2000

年以降中手骨への骨孔の作成方法および腱の採取

をBurton変法に準じて行っている．最近では特に

術後に拘縮を残さぬよう早めの可動域訓練を心が

けている．手術成績については本人満足度と握力，

ピンチカおよびX線評価を行った．臨床評価とし

て優は非常に満足し支障なく使用しているもの，

良は満足しており時として痛み，動作にやや支障

あるもの，可はやや不満で痛み，特にADLに支障

をきたしているもの，不可は明らかに不満足で不

変ないし悪化したものとした．

【成績】臨床評価では優15手，8手，可が2手であっ

た．握力は術前，健側比で69％であったものが調

査時91％に回復していた．また外転可動域につい

て母指・示指の中手骨間角度の測定では術前平均

29度が術後平均40度へと改善していた．

【結論】僥側手根屈筋腱を用いて内掌側の靱帯再建

を行い大菱形骨切除とあわせ腱球移植を行う本手

術方法は安定した成績を得ることができる．
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Eaton分類Stagelll,Ⅳの母指CM関節症
に対する中手骨外転対立位骨切り術による

治療

Abduction-oppositionWedgeOsteotomyoftheFirst

MetacarpusfOrEatonStagelII,IVTrapeziometa-

carpalOsteoarthritis

燭協医科大学整形外科学教室

○長田伝重，藤田聡志，亀井秀造，

加藤 仲幸 ，玉 井和 哉

【目的】母指手根中手(CM)関節症に対する中手

骨外転対立位骨切り術(AOO)は,Futamiらに

より紹介され，奥山らが追試してその有用性を報

告した．われわれも2002年より本法を行ってい

る．今回,Eaton分類stagelll,Ⅳ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Eaton分類stagelll,IVに

対して3カ月以上の保存療法に抵抗する症例に対

して本骨切り術を行い，術後9カ月以上経過した5

例である．全例女性で，年齢は51～67歳，平均

58歳であった．右1例，左4例であり,Eaton分

類ではstagelll2例,stageW3例であった．手
術は中手骨基部で，僥掌側を基部，背尺側を頂点

とする30度の模状骨切り術を行い,tensionband

wiring固定した．術後は4～5週間の外固定を行っ
た．術後経過観察期間は9～36カ月，平均20カ月

であった．

【結果】術後平均5.6週で全例に骨癒合が得られ，術

後平均3.1ヵ月で抜釘を行った．経過観察時の母指

平均可動域は僥側外転53度，掌側外転45度であ

り，握力は対側比で平均106％であった．全例で物

を持つ動作に改善が認められ,pushup時に手掌

を完全につくことが可能であった．安静時瘻痛は

全例で消失していたが，労作時の軽度瘻痛を1例

に認めた．合併症として抜釘後に母指背側のしび

れを3例に認めたが，いずれも数カ月で消失した．

【考察】Eaton分類stagelll,Ⅳの母指CM関節
症に対して，今回行ったAOOの臨床成績は比較的

良好であった．この結果は奥山らの結果と同様で

あり，以前から知られているstagel,IIに対する

有用性も加味すると，すべてのstageで有用な治療

法と思われる．合併症として抜釘後の一過性神経

障害があり，注意が必要である．
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母指CM関節症に対する人工関節置換術の
成績

OutcomeofArthroplastybyTbtalJointReplacement

fOrtheOsteoarthritisoftheCarpometacarpalJoint
oftheThumb

藤田保健衛生大学医学部整形外科

○鈴木克侍，柴田邦央，重盛香苗，

市瀬彦 聡 ， 田 中徹

【目的】我々 は母指CM関節症に対し1985年より

Caffiniere型の人工CM関節を使用してきたが，

1986年に発売中止となったため，1987年からは

Cafniere型に改良を加えたアルミナセラミック

スのball&sockettypeの人工関節を作製し治療

に用いてきた．本法を行った7例につき成績を報

告する．

【対象と方法】1987～2003年に母指CM関節症に

対し人工CM関節置換術を行った7例（男性2例，

女性5例）を対象とした．平均年齢は59.7歳（53

～80歳)で,CM関節症の病期はEaton分類でstage
3が2例,stage4が5例であった．人工CM関節

は中手骨側はアルミナセラミックス単結晶で関節

部のballとstern及び髄内へのstemのmigration
防止のための全周に渡る鍔状のcalcarより成る．

大菱形骨側はHDPのsocketとアルミナセラミッ

クス多結晶のsocket受けとstemから成る．しか

し，アルミナセラミックスのstemが大きすぎる場

合はHDPのみでsocketとstemを作製した．我々

のsocketの特徴は僥側外転，掌側外転部のsocket

縁を削除し，可動域を大きくしたことである．手

術は外側皮切で進入し中手骨底，大菱形骨をそれ

ぞれ6～7mm骨切除した．次にstem挿入のため

のreamingを行い，セメントを用いて人工関節を

固定した．中枢側のsternは1例目は小菱形骨,2

例目以後は舟状骨にまで挿入した．最後に関節包・

靭帯は強固に縫合した．瘤痛，脱臼・亜脱臼，可

動域，握力，ピンチカ，関節機能(Eatonの評価）

につき調査した．術後追跡期間は平均86(32～171

カ月）であった．

【結果】術後に瘤痛・脱臼・亜脱臼はなく，可動域

はCM関節が術前(平均対健側比，以下同様)77%

から術後85%,MP+IP関節が術前76%から術後

92％に改善した．握力，ピンチカはそれぞれ術前

74％，56％から術後87％，85％に有意に改善した．

Eatonの評価は優6例，良1例であった．
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表面置換型母指人工CM関節置換術の20
例

TwentyCasesoftheCementedSRTrapeziometa-

carpalProsthesisintheTifeatmentofThumbCarpo-

metacarpalOsteoarthritis

東京手の外科・スポーツ医学研究所

○山口利仁，平田丞，脇田隆司

【目的】母指CM関節症において関節固定術は母指

の可動性を制限するため，術後の日常生活，仕事

あるいは趣味などで思わぬ不満を聞くことが多

い．さらに他の関節にも初期の変形性変化を来た

している場合が多くCM関節固定後，動きや荷重

の負担が増加した他の関節の症状が顕在化したり

進行したりして思わぬ愁訴を招くこともある．そ

こで当院では可動性を温存し，按関節の形状を有

し，表面置換型の人工関節であるAVANTASR

TMCImplantSystemを20例に施行し，短期で

あるが良好な成績を得ているので報告する．

【対象，方法】平成15年9月よりこのインプラン

トを用いた20症例20指（男5指，女15指）を対

象とした，手術時年齢は48～78(平均60，8)歳，

術前のEaton分類でstage3が3指,stage4が16

指であった．術後は母指のみを手関節からMP関

節まで3週間ギプス固定し，以後外固定せず痛み

のない範囲で軽度の自動運動を開始し，術後5週

で自由に日常生活で使用させた．術後の平均観察

期間は10，7ヶ月であった．

【結果および考察】本人工関節は表面置換型である

ので手術は容易で，大菱形骨側では関節面の軟骨

下骨を温存するため，複数回の再置換術も可能と

考えられた．固定期間が短いため榛骨神経知覚枝

を巻き込んだ手術創の艤痕性癒着は全くなかっ

た．鞍状構造を有しているため屈伸方向と内外転

方向への可動性が良好であった．以上の結果から，

本人工関節置換術では自然な母指の運動が再獲得

され，60歳以下の手の使用頻度が高い症例にも適

応があると考えられた．なお術後の痙痛は約50％

にみられたが，数ヶ月で自然に消退する．この瘻

痛の原因は中手骨コンポーネント基部背側の形状

がやや背側に突出しているためと考えられ，形状

の改良が必要と思われる．
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母指CM関節症に対する関節固定術後の隣

接関節への影響について

ThumbCarpometacarpalOsteoarthritis:thelnflu-

enceofArthrodesisupontheMetacarpophalangeal

Joint

関西労災病院整形外科

○堀木充，田野確郎，米田昌弘，

岡田潔，多田浩一

母指CM関節症に対する関節固定術は術後成績が

比較的安定していると考えられている．固定術後

は隣接関節へのストレスの集中が予想され，二次

性変化を来たす可能性が考えられる．今回，母指

CM関節固定術後の隣接関節の変化を検討したの

で報告する．

【対象と方法】1996年から当科で関節固定術を

行った症例は20例で，調査可能であった10例10

指を対象とした．男性2例，女性9例，手術時平均

年齢は59歳(49～74歳)，術後経過観察期間は平

均4．5年（1．5年～9年)，関節固定術は全例僥

骨または腸骨からの骨移植を行い，内固定を併用

した．これらの症例に対して，術後治療成績とレ

ントゲン評価を行った．

【結果】術前の痛みは全例で消失し，患者満足度は

excellent6例,good5例であった．日常生活動作に

おいては，細かい作業のしにくさを6例で訴えて

いた．一方，術後MP関節部での痛みを訴えたも

のが6例認められた．レントゲン評価ではSTT関

節に関節症性変化を認めたものが7例,MP関節部

に関節症性変化を認めたものが3例であった．ま

た,MP関節部で尺屈偏位を認めたものが8例，平

均14度であった．これら尺屈偏位を認めた症例で

は掌側外転角度が平均59度と，偏位を認めなかっ

た3症例の平均33度に比べて大きかった．

【考察】母指CM関節固定術後の臨床成績は安定し

ており患者満足度も高かったが，長期経過例では，

隣接関節での関節症性変化や変形を認めた.MP

関節部での尺屈偏位は掌側外転角度が大きいもの

に認められ，固定角度が軟部組織バランスを変化

させ二次的に生じたものと考えられた．今後，最

適な固定角度について検討が必要であると考えら

れた．
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腱性槌指に対する手術療法の検討

EvaluationofSurgicalrlTeamentfbrExtensorMallet

Finger

土浦協同病院整形外科

○石突正文，白坂律郎，山田哲也

【目的】腱断裂によるmalletfingerは一般的に装

具固定や鋼線による伸展位固定などで加療される

ことが多い．しかしながら，保存療法の成績不良

例の報告も多く，我々の経験でも，保存療法後に

伸展不全を残す症例にしばしば遭遇し，安定した

成績が得られないとの印象を持っている．安定し

た成績を得るために21指に対して手術療法を

行ったので，手技・成績について報告する．

【方法】手術術式について述べる．皮切を爪近位の

背蓋の榛側縁から指背の僥側に伸ばして，弁状に

爪近位から皮膚を起こし終止伸筋腱を展開する．

このアプローチにより終止伸筋腱の断裂状態がよ

く観察できる．腱実質部での断裂は5-Onylon糸

で縫合し，関節部での腱の剥脱には末節骨近位背

側に骨孔をあけ4-OProlene糸で逢着した．これ

らの症例を2つのグループに分け，1群はポリエス

テルのパッチで縫合部を補強し，2群はパッチの

補強なしとした．術後は指骨針でDIP関節を伸展

位に固定した．1群は術後2週後に指骨針を抜去

し，自動運動を開始し，夜間装具を装着させた．2

群は4週後に指骨針を抜去し，自動運動を開始し，

夜間装具を装着させた．

【結果および考察】1群は11例で平均年齢48歳，術

前伸展不足角度は平均42．，術後伸展不足角度は

平均11.3.,屈曲角度は平均55.9･であった．2群

は10例で平均年齢42歳，術前伸展不足角度は平

均41.,術後伸展不足角度は平均6.8.,屈曲角度は

平均53.5･であった．蟹江の評価では1群は優:2，

良：5，可：4であった．2群は優:5，良5であり，

両群とも不可の症例はなかった．固定期間を短縮

する目的でポリエステルパッチを用いて縫合部を

補強したが，結果は従来の縫合法による治療が全

例優か良と評価され優れていた．腱性mallet指に

対する手術療法は保存療法と比較し安定した結果

が得られた．
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腱性マレツト指の手術経験，待機一次縫合
法を用いて

DelayedPrimarySutureafterWaitingPeriodfOr

MalletFingerofTbndonOrigin

昭和大学医学部整形外科学教室

○平原博庸，瀧川宗一郎，稲垣克記，
宮岡 英世

【目的】当科では以前からDIP関節40度以上屈曲

した腱性マレット指に対して腱縫合術の適応とし

てきた．しかし，腱断端はモップ様の状態であり

強固な縫合が困難で術後伸展制限をきたす症例も

みられた．そこで新たな縫合法を考案し行ってお

り，その成績を報告する．

【対象】平成8年7月から平成15年10月の間に当

科にてDIP関節40度以上屈曲した腱性マレット指

を適応とした．男性9例，女性6例，罹患指は，示

指2指，中指2指，環指5指，小指6指，平均年齢
は42．5歳であった．

【方法】まずDIP関節のみをアルフェンスシーネで

固定し約3週間の待機期間の後手術を行う．終末

腱を展開すると延びた状態で嬢痕性に癒合してい

る．それを一旦切離し断端を2～3mm程度重ね縫

合する．1_2mmK-ワイヤーにて6～8週間の固定

後関節可動域訓練を開始とした．関節可動域訓練

はあまり積極的におこなわず，また夜間副子固定

はしばらくの間指示している．

【結果】蟹江らの治療成績判定基準では優10例，良
3例，可1例，不可1例であった．

【考察】全15例のうち13例は満足できる結果と考

えられた．1例から採取して腱の病理学的検討で，

縫合時に採取した嬢痕性癒合部に弾性線維の存在

がみられ嬢痕縫合ではなく，嬢痕を利用した腱縫

合であることが裏づけられた．成績不良例のうち，

可の1例は待機期間を2週間と短縮した症例であ

り，縫合時嬢痕組織が薄く強固な縫合が不可能で

あった．待機期間は3週間は必要と思われた．ま

た不可の1例は術後感染により4週間にてK-ワイ

ヤーを抜去せざるえなかった症例であった．

2-4-225

骨性マレット指の骨折型の検討

ClinicalAnalysisofaFracturePatternofMallet

Fingers

'岡山赤十字病院整形外科，2笠岡第一病院

○小西池泰三19門田康孝19和田裕子1,

小野勝之'，橋詰博行2

骨性マレット指に対して，石黒法は独創的で優れ

た治療法であるが，その適応および限界に関連す

る明確な分類はない．骨性マレット指は伸筋の牽

引力と中節骨骨頭の圧迫力によって生じると考え

られ，両者の関係から骨折型の分類を考案し，当

科における石黒法の治療成績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】平成11年より当科において経験

した新鮮骨性マレット指は26指23例（男14，女

9例)で，全例，石黒法を行った．骨折型の分類は，

Typel伸筋腱の牽引力で生じるもの(avulsion),

Type2中節骨頭を支点として伸筋腱の牽引力で生

じるもの(rotateavulsion,骨片の関節面は大きい

が背側骨皮質は小さい),ype3中節骨頭の圧迫力

と伸筋腱の牽引力で生じるもの(splitavulsion,

末節骨の骨折線が直線でない),Type4中節骨頭の

圧迫力で生じるもの(splitcompression,末節骨
の骨折線が直線)とした．治療成績は術後の側面の

X線像のみにて行い，優(stepoffOmm),良(1nnn
以下)，可(2mm以下),不可（整復不能例）に分

けて検討した．

【結果】Typel(4指）優2,良1,不可1,Type2
(7指）優5，可2,Type3(10指）は優1,良3,

可5，不可1,Type4(5指）は優1,可4手であっ

た．完全な関節面の整復が得られたのは9例(35％）
であった．

【考察】我々 の分類のType2では関節面の骨折が大

きいが，外力の主体が伸筋腱のtrachonであり，こ

の力に拮抗するextensionblockによって容易に

整復されるが,Type3,4型では加わる外力がしだ

いに長軸方向となり，この方向での軟部組織の支

持性が損傷されているため,extensionblockのみ

では完全な関節面の整復が困難になる．骨片の大

きさのみでなく，その形態を考慮することも石黒

法を行う上で重要と考える．
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終末腱の問題に起因すると考えられた，骨

性槌指に対する石黒法成績不良例の検討

EvaluationoftheMalletFracturesTreatedby

IshiguroMethodwithPoorResult,WhichWasCon-

sideredtoBeduetoT℃rminalExtensorProblems

l千葉大学整形外科，2千葉市立青葉病院，3城東社

会保険病院

○落合聡子1,国吉一樹1,松戸隆司1,

六角智之2，斎 藤 忍 3

【目的】骨性槌指は手指において比較的頻度の高い

骨折であり，一般的には石黒法によって良好な成

績が期待できる．しかし，石黒法術後に良好な整

復位で骨癒合が得られたにもかかわらず，伸展不

足角の改善が極めて不良な症例に遭遇することが

ある．今回，そのような症例の追加手術時に終末

腱を確認し，検討を行ったので報告する．

【対象】2002年1月～2005年10月までに当科お

よび関連施設において石黒法を施行した骨性槌指

77例のうち，良好な整復位での骨癒合完了時に，

伸展不足角度が35.以上であった5例5指が対象で

ある．男性4例，女性1例で平均年齢は31歳（25

～43歳)．罹患指は全例環指で，石黒法施行から

終末腱の確認までの平均期間は15週(14～20週)，

平均伸展不足角度は41｡(35･～45｡）であった．

【結果】3例で末節骨付着部に正常腱組織を認めず

に綴痕組織の連続を認め，受傷時の終末腱損傷の

合併が疑われた．1例では終末腱とDIP関節背側

の癒着を認めた．また，1例で伸展ブロックピンの

刺入孔の拡大を認め，牽引に伴う腱の弛みが疑わ

れた．いずれも初回手術時には屈曲位固定がなさ

れていた．追加術式として縫縮術，腱剥離術，

Fowler法を選択的に施行し，平均伸展不足角度は

25｡(10｡～40｡）に改善した．

【考察】骨性槌指には多くの場合に石黒法が第一選

択となることは異論のないところである．しかし，

良好な整復位での骨癒合完了時に伸展不足角の改

善が得られない場合には，受傷時もしくは治療中

に終末腱の問題が合併した可能性があることを念

頭におき追加手術に望むべきだと思われた．また，

終末腱合併症は手術時には予測不可能であるが存

在した場合には，石黒法が屈曲位固定でなされた

際に伸展不足が顕在化しやすいと考えられた．

2-4-227

僥骨遠位端骨折後の長母指伸筋腱断裂に対
する腱移行術の検討

TendonTransferforRupturedExtensorPollicis

LongusTbndonAfterDistalEndofRadiusFracture

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

【目的】僥骨遠位端骨折後の合併症のひとつである

長母指伸筋腱（以下EPL)断裂に対し腱移行術を

施行する際，工夫を加えているので，その術後成

績を検討する．

【症例】僥骨遠位端骨折後と思われるEPL断裂8例

8母指であり，男性2例，女性6例，左右別では右

3例，左5例であった．年齢は30歳から74歳，平

均57歳であった．骨折受傷からEPL断裂までの

期間は2週から8週，平均4.75週であった．これ

らの症例に対し，いずれも固有示指伸筋腱（以下

EIP)を移行した．

【工夫】腱移行の際,EPLとEIPの縫合の緊張度

を，術者の感覚ではなく一定化するために，手術

台に手掌を置いた状態で母指先端が1cm浮く程度

とした．

【後療法】術後は母指MP,IP関節伸展位，手関節

軽度背屈位で3週間外固定後自動運動を開始し，

母指の他動屈曲運動は術後6週から開始した．

【結果】術後経過観察期間は2ケ月から28ケ月平均
11.9ヶ月であり,Buck-Gramcko法による評価で

は全例優であった．

【考察】腱移行術の際，最も重要であり，最も難し
いと思われる縫合時の緊張度を,EPL断裂に対す

るEIP移行の際に術者の感覚に頼ることなく一定

にする試みをしてきたが，その結果，術後成績も

以前に比し，劣ることなく良好であった．
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遠位僥尺関節症による伸筋腱皮下断裂例の
検討

ExtensorTbndonRuptureduetoOsteoarthritisof

theDistalRadioulnarJoint

'駿河台日本大学病院整形外科，2日本大学整形外

科

○山田恵1,長岡正宏1,長尾聡哉1,

佐藤多賀子1,龍順之助2

【目的】遠位榛尺関節症による伸筋腱皮下断裂の原

因を自験例を元に検討する目的

【方法】我々 の経験した遠位僥尺関節症による伸筋

腱皮下断裂6例について,X線所見，超音波所見，

ならびに術中所見を検討した．症例の内訳は男性

2例，女性4例で，年齢は56歳から69歳，平均61.8

歳であった．罹患側は全例右側で，小指の腱断裂

が2例，環小指の断裂が3例，中環小指の断裂が1

例であった．腱に対する手術は，全例断裂してい

ない隣接腱への縫合を行い，腱移植術を行ったも

のはなかった．遠位僥尺関節は骨鰊の切除を行っ

たものが1例で，5例はSauv6-Kapandji法を行っ
た．

【結果】X線検査では,ulnaplusvariantは1mm
が2例,2mmが3例,7mmが1例であった．正面

像で尺骨頭が僥骨関節面に陥入するtypeは3例で
あった．超音波検査は術前全例に短軸像で動的観

察を行った．前腕回外位では尺骨頭と榛骨は正常

な位置関係にあるが，回内すると尺骨頭が背側に

移動する．この時第4，5区画は尺骨頭に押しつけ

られるようにして僥側に移動しLister結節との間

の断面を減じる所見が観察された．特に尺骨頭が

榛骨に嵌入するtypeでは第4区画は回外位で遠位

僥尺関節の直上に位置するためこの所見が著明で

あった．術中の所見では，関節包が断裂し尺骨頭

が完全に露出したものはなく，すべての例で小孔

が存在した．この部は遠位僥尺関節の近位にあた

る尺骨頭で，末梢から中枢に向かう骨鰊により穿

孔したと考えられた．断裂していない伸筋腱にも

滑膜の増生，変性が認められた．

【考察】本症の原因は尺骨頭の脱臼や，骨鰊などに

よる機械的摩擦が主要因と考えられている．自験

例の検討では，骨鰊に加え，尺骨頭の背側脱臼に

よる伸筋腱区画の狭小化が血行障害を招き，腱断

裂に関与した可能性が示唆された．

2-4-229

指伸筋腱損傷に対する長僥側手根伸筋腱移

行

ExtensorCarpiRadialisLongusTbndonTiansferfOr

ExtensorTbndonRuptureoftheFingers

'富山大学医学部整形外科，2富山労災病院

○長田龍介l,小阪英子1,高木寛司2,

木村友厚’

【目的】陳旧性の手指伸筋腱損傷に対しては腱移植

や隣接指伸筋腱の端側吻合がなされることが多

い．しかし示指から小指まで伸筋腱が断裂してい

るか，残存腱の収縮力，強度に乏しい場合は指伸

筋腱以外に力減を求めて腱移行手術を行わねばな

らない．2002年から2005年までの間に長榛側手

根伸筋腱(ECRL)を用いて指伸筋腱再建を行った

4例について報告する．

【対象と方法】男性2例，女性2例，年齢は46～79

歳であった．各症例における外傷，疾患および伸

展不全を呈した指は，手の熱圧挫傷で示中環指，透

析関節症で中環小指，遠位榛尺関節の変形性関節

症で示中環小指，関節リウマチで示中環小指で

あった．手の熱圧挫傷症例に対しては手背の皮盾

欠損を腹部有茎皮弁で被覆し，7ヵ月後に腱移植

を併用してECRLの腱移行を行った．透析関節症，

遠位僥尺関節の変形性関節症には手関節形成に続

いて腱移行を行った．関節リウマチの症例では手

関節の部分固定術に続いてECRLの腱移行を行

い，総指伸筋腱中枢側の一部を移植腱に用いた．術

後2週間手関節45度伸展位,MP関節45度屈曲位

で固定し，その後ROM訓練を開始した．

【結果】MP関節の自動伸展は平均-62度から-33

度に改善した．一方自動屈曲は平均73度から52度

に減少した．最も大きな可動域が得られた症例は

外傷例であった．一方リウマチ症例ではMPがほ

ぼ40度の屈曲位拘縮を生じ可動性に乏しい結果

となった．全例で指伸展の改善により手が使いや

すくなり，満足度は高かった．

【考察】ECRLの腱移行による指伸展の再建はMP

の可動性を得る術式とはいえない．しかし示指か

ら小指の伸筋腱断裂では術前のADL障害が著し

いため,MP伸展がわずかに改善するだけでも手

の使いやすさおよび満足度に与える効果は大きい

と考えられた．
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指動脈穿通枝筋膜脂肪弁による伸筋腱滑動

床の再建

ExtensorGlidingHoorReconstructionwithaAdipo-

fascialFlapBasedonDorsalPerfOratorofDigital

Artery

'長野赤十字病院形成外科，2諏訪赤十字病院形成

外科

○藤田研也1,岩澤幹直l,三島吉登1,

柳田卓也1,2，矢野志春2

手指背側の組織は薄いため，伸筋腱損傷には骨損

傷が伴いやすく，術後骨と腱に癒着が生じ可動域

制限を生じやすい．我々は，骨損傷を伴う伸筋腱

縫合に際し，指動脈穿通枝筋膜弁を骨と伸筋腱の

癒着防止に応用したので報告する．

【症例】10歳から56歳の男性5例．受傷原因は

チェーンソー，サンダーなど機械による損傷が4

例，骨腫瘍切除後が1例，伸筋腱の断裂損傷部位

はZone2～4であった．

【方法】背側ジグザグ切開で伸筋腱を剥離する．挙

上した背側の三角皮弁を真皮皮弁と脂肪弁にメス

で分離する．脂肪筋膜弁を掌側まで剥離して，基

部で指動脈背側穿通枝を含むようにする．この脂

肪弁を損傷した骨上におき伸筋腱滑動床とし，こ

の上で腱縫合行う．腱縫合は4－0ループ針による

ITsuturel-2針と水平マットレス縫合2－3針を

行う．真皮の三角皮弁を縫合し皮層を閉じる．近

接関節は1,2mmK-Wで一時固定してシーネー

固定する．術後3週後から自動運動を開始した．

【結果】日本手の外科学会伸筋腱縫合術後評価に

したがって評価．術後3例で優，2例で良の評価で

あった．また術後感染例，皮膚壊死はなかった．

【考察】伸筋腱損傷に骨損傷が伴いやすく術後骨と

腱との癒着が生じ術後可動域の制限を生じやす

い．背側ジグザグ切開の三角弁から脂肪筋膜弁を

挙上し，損傷した骨上に置き伸筋腱の滑動床とす

る事で，腱と骨の癒着を軽減する事が可能であっ

た．指動脈は各指節ごとに2本の背側への穿通枝

を有するので,Zone2～4のどの部位でもこの方

法は可能である．この脂肪～筋膜弁は，伸筋腱を

展開するための背側ジグザグ切開から挙上可能

で，簡便であり,axialpatternflapで血行は安定

しているので，外傷例でも感染に抵抗力があり使

用しやすい．
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高度挫滅による基節骨骨折，伸筋腱損傷後
の拘縮に対する伸筋腱剥離，有茎脂肪弁移

行の検討

ExtensorTbnolysisCombinedwithPedicledFatFlap

fOrPIPJointContracturewithExtensorAdhesion

AfterCrushInjuryatProximalSegmentofFinger

'新潟手の外科研究所，2新潟中央病院整形外科

○吉津孝衛'，牧裕l,坪川直人1,

成澤弘子l,二宮宗重2

【目的】基節骨々 折，伸筋腱損傷など基節部の高度

挫滅複合組織損傷は高度の拘縮を生じやすい．拘

縮除去への屈筋腱剥離は後療法の工夫で良好な成

績が獲得されてきている．一方伸筋腱側は腱が腱

帽と共に広く骨と接し軟部組織が少ない，指伸展

機構修復，再建が屈筋腱の単純機構のそれとは比

較できない程難しい，早期運動療法に耐えうる縫

合法がないなど，複合組織損傷では高度の拘縮が

発生しやすく，単なる伸筋腱剥離でむしろ悪化す

る症例が多く難渋してきた．今回この部での伸筋

腱剥離後の再癒着防止を目的として，剥離された

伸筋腱直下への静脈皮下脂肪弁，あるいは逆行性

動脈脂肪筋膜弁移行術を合併し良好な成績が得ら

れたので報告する．

【概要】1997年以後の9例9指，男8例女1例で，

年齢は25～60歳平均35歳である．原因は鉄板，

餅つき器，コンバイン，ドリルに巻き込まれるな

ど高度挫滅で8例が開放骨折である．1例が基節骨

頭骨折，他は骨幹部の粉砕骨折である．伸筋腱は

5例が断裂，他は挫滅部分断裂である．骨移植など

追加手術は8例に行われた．脂肪移植は局所静脈

皮下脂肪弁3例，中手骨部の静脈を含む脂肪筋膜

弁3例，背側中手骨動脈による逆行性脂肪筋膜弁

1例である．屈筋腱剥離が追加された2例は伸筋腱

のみの影響を検討するため，この剥離前の可動域

を用いた．観察期間は2.5～8カ月平均4.5カ月で

ある．

【結果】術前・後のPIP関節あるいはDIP関節(1

例）のextensionlagと可動域で比較し統計処理は

t検定,Wilcoxonのnonparametric法で検定し

た.extensionlagは－10～-65.平均-30.が0～

-33.平均-11.,可動域は5～55.平均25.が27～

87.平均62｡といずれも有意差がみられた．

【結果】有茎脂肪弁移行術は非常に有効で癒着防止
と共に伸筋腱下に移行することで腱緊張が高まり

可動性が改善する効果も考えられた．
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屈筋腱縫合後早期自動屈曲運動における試
み

EarlyActiveExerciseafterFlexorTbndonRepairs

市立三次中央病院整形外科

○高田治彦，下垣浩一，大石芳彰，

夏恒治，奥原淳史

【目的】屈筋腱縫合後の後療法は早期自動屈曲訓練

が行われるようになっている．再断裂の予防のた

め，入院で管理している施設もあるが，当院では

外来で管理せざるを得ない．そこで我々は再断裂

を予防する試みとして，手関節とMP関節を最大

屈曲位でブロックすることで指自動屈曲時の張力

を減じ，早期自動屈曲訓練をおこなった．

【方法】まず手関節の各肢位による指の屈曲力とし

て，手関節最大伸展位，30.伸展位，中間位，30。

屈曲位，最大屈曲位で，ピンチメーターを用い手

掌と指尖部での最大摘み力を計測した．臨床例は

3例で3歳女児，25歳男性，29歳男性である．損

傷部位はそれぞれzone1,5,2であった．腱縫合

法は4-0(5-0)loop針2本を用いてTsai法による

6-strandsutureと5-0(6-0)Nylon糸によるrun‐

ningsutureを行った．術後はMP関節をアルミ

シーネで最大屈曲位に固定,PIP,DIP関節は完全

伸転位でブロックした後手関節を最大屈曲位でギ

プス固定し，3歳の小児例は上腕からギプス固定

し自動屈曲伸展を行い，3週で除去した．

【結果】平均最大摘み力は，手関節最大伸展位で

4.04kg,30.伸展位で3.61kg,中間位で2.78kg,

30.屈曲位で1.88kg,最大屈曲位で0.92kgで，最
大屈曲位で最も弱く，30.屈曲位と比べても約50％

の力しか加わらなかった．臨床例では再断裂を生

じた例はなく，可動域(TAM)は205～245で，

%TAMは全てexcellentであった．

【考察】屈筋腱縫合後の早期自動屈曲運動は，手関

節を約30。屈曲位で固定する報告が多いが，最大

屈曲位に固定することで最大収縮時の張力を減

じ，再断裂を予防することができるのではないか

と思われた．
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陳旧性深指屈筋腱断裂に対する遊離腱移植

と術後早期運動の成績

FreeTbndonGraftandEarlyControlledRehabili-

tationfbrOldlsolatedFDPT℃ndonLaceration

'北海道大学医学部整形外科，2信州大学医学部整

形外科

○石倉久光'，加藤博之2，山崎宏2，

中村恒一2，三浪明男’

【目的】zone2内の陳旧性深指屈筋(FDP)腱の単

独断裂には，遊離腱移植術,DIP関節固定術，腱

固定術などが施行されてきた．演者らはcleancut

損傷の例には遊離腱移植と術後modifedmeinert

法に準じた早期運動療法を行ってきた．演者らの

成績を報告する．

【対象と方法】症例は10例10指で，男性が3例，

女性が7例である．年齢は7～41歳(平均年齢15.8

歳)で，そのうち4例は10歳以下の小児例である．

受傷から手術までの期間は4～78（平均21.1）ケ

月であった．利き手罹患が5例，非利き手罹患が5

例であり，指列別の内訳は示指3例，中指4例，環

指1例，小指2例であった．指神経断裂の合併を4

例に認めた．移植腱は足底筋腱:9例，長掌筋腱：

l例であった．腱移植術の翌日よりmodified

meinert法に準じた早期自動伸展，早期他動屈曲

運動を行った．術後経過観察期間は3～72（平均

22.0）ケ月であった．

【結果】感染，爪障害，神経損傷，腱採取部の障害

などの合併症はなかった．残存する浅指屈筋腱機

能の低下した例はなかった．8歳の症例で末節骨

骨端線の早期閉鎖が見られた．最終経過観察時，

日手会指屈筋随機能評価法では優3例，良7例で

あった.DIP関節の単独可動域は伸展-20｡～0。

(平均-4.5｡)，屈肋30｡～80｡(平均59.5｡）であっ

た．TAMは200｡～275｡(平均235.7｡)であった．

患者は全例，満足していた．

【まとめ】FDP腱単独断裂例に対する遊離腱移植

と早期運動の成績は良好であった．小児例におい

ても，後療法を充分理解できる7歳以上であれば

本法が施行可能である．術中は骨端線を損傷しな

いよう注意が必要である．
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陳旧性深指屈筋腱単独断裂に対する

enthesis再建を目的とした骨付き腱移植術

BoneTbndonGraftsfOrReconstructionofEnthesis

intheInjuryoftheFlexorTbndons

'大阪市立大学大学院整形外科学教室，2東住吉森

本病院リウマチ科

○岡田充弘l,香月憲--1,恵木丈2,

上村卓也l,高岡邦夫’

【目的】陳旧性深指屈筋腱単独断裂を腱移植で再建

する場合，従来長掌筋腱や足底筋腱を用いて末節

骨にpull-out法で引き込み固定する方法が用いら

れてきた．この方法の問題点は腱の骨に対する固

定性が弱いことである．様々な工夫が施されてき

たが，いずれも正常なenthesisは再生されない．今

回我々は固定性がより強固でenthesisの再建が可

能な骨付き腱移植で治療した症例につき報告す

る．

【方法】症例は6例で男性4例，女性2例である．手

術時年齢は10歳～43歳（平均22.5歳）で，罹患

指は示指2例，環指2例，小指2例であった．腱採

取部位は踵骨付き部分アキレス腱4例，豆状骨付

き部分尺側手根屈筋腱2例で，いずれも骨の部分

はenthesisを温存して採取した．末節骨に移植骨

と同等大の移植床を作成し，骨片はプレートとス

クリューで固定した．術後は早期運動を行った．

【結果】全例とも末節骨と移植骨の骨癒合を認め，

経過観察中に移植腱が断裂した症例は認めない．

また，いずれの症例も採取部における機能障害は

認めなかった．日手会指屈筋腱機能評価法

(%TAM)では良:4例，可:1例，不可:1例であっ

た．可，不可例は小児および術後dropoutした症

例であった．

【考察】ウサギを用いた実験で移植腱を骨内に引き

込んで固定するよりも骨付き腱で骨性の癒合を獲

得した方が固定性で勝ることが報告されており，

骨付き腱移植が力学的に有利だということができ

る．今回の調査からも末節骨停止部での固定性は

良好で早期運動が可能であったので，骨付き腱移

植術は早期運動に十分耐えうる強度をもち，陳旧

性深指屈筋腱単独断裂再建の選択肢になりえると

考える．

2-4-235

指節骨骨折後の屈筋腱癒着

FlexorTbndonAdhesionafterPhalangealFracture

信州大学医学部整形外科

○木下淳，山崎宏，村上成道，

畑幸彦，加藤博之

【目的】指節骨骨折後にしばしば屈筋腱の癒着が生

ずることは知られている．しかし，その発生機序，

状態，腱剥離の方法とその結果についての報告は

少ない．今回，われわれは指節骨骨折後の屈筋腱

癒着に腱剥離術を行った症例について検討したの

で報告する．

【方法】対象は12例12指である．年齢は16歳か

ら58歳(平均36歳)，経過観察期間は12ケ月から

40ケ月（平均15ケ月）であった．これらを対象に

受傷機序と骨折型，腱剥離術中における癒着の所

見，腱剥離術の成績について調査した．

【結果】受傷機序は直達外力によるものが8例，交

通事故が3例，転倒が1例であった．受傷指節は中

節骨1例，基節骨11例であった．閉鎖骨折は7例，

開放骨折は5例であった．骨折型は粉砕骨折が7例

で残り5例は基節骨基部の横骨折であった．9例で

受傷時に掌側凸の変形があり，その範囲は25度か

ら60度であった．初回手術時の外固定期間は3週

から7週であった．初回手術から腱剥離までの期

間は4ケ月から75ケ月(平均14ケ月）であった．手

術は全身麻酔が3例，局所伝達麻酔が8例，静脈麻

酔が1例であった．全例で腱鞘，浅指屈筋腱深指

屈筋腱，骨床の間に癒着を認め，これらの剥離を

行った．癒着は骨折範囲より広範囲であった．術

前TAMは平均112度で術後は平均216度であり，

平均104度の改善が見られた．

【考察】受傷外力の大きな基節骨骨折で粉砕骨折あ

るいは掌側凸転位を有する横骨折に屈筋腱の癒着

が生じやすい．腱鞘を可能な限り温存するように

開窓して，浅指屈筋臘深指屈筋腱，骨床の間の

癒着を剥離することにより安定した好成績が得ら

れた．
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手指屈筋腱損傷治療後発生した慢性進行性

PIP関節屈曲拘縮の検討

ProgressiveFlexionContractureoftheProximal

InterphalangealJointFollowingFlexorTendon

Iniury

'名古屋大学医学部手の外科，2中日病院名古屋手

の外科センター

○服部達哉1,建部将広l,申正樹1,

矢崎尚哉l,中村蓼吾2

【目的】手指屈筋腱損傷は日常的に遭遇する疾患で

ありその治療は一般的には腱縫合術，腱移植術や

腱形成術が挙げられる．慢性進行性PIP関節屈曲

拘縮(PFC)は屈筋腱損傷治療後に発生する緩徐

進行性のPIP関節屈曲拘縮であり治療に難渋す

る．今回我々は慢性進行性PIP関節屈曲拘縮に対

しその原因と臨床成績を検討したので報告する．

【対象と方法】1970年から1989年に当院で屈筋腱

損傷を手術的に加療した417例中術後にPFCを発

生した12例15指を対象とした．年齢は1歳から

42歳，男性8例女性4例であった．受傷原因とし

ては鋭利損傷4例，挫滅損傷7例，電撃傷1例であっ

た.PFCを発症するまでの屈筋腱損傷に対する治

療は端々縫合を5指に施行，そのうち1指は腱剥離

術後腱断裂を生じ2期的腱形成術を要した．遊離

腱移植は2指に施行し，2期的腱形成術は8指に施

行した．皮膚性の屈曲拘縮に対して5指で皮弁形

成術を施行した．受傷から手術までの期間は2ヶ

月から36ケ月であり平均は9ケ月であった．腱修

復または腱再建術からPFC発生までの期間は14

から149ケ月であった．

【結果】PFC発生前のPIP関節伸展障害は平均26

度であったが発生後は平均71度と増悪した．しか

し手術により平均36度と改善した.TAMにおい

ては発生前が147度だったのが発生後128度とな

り手術後に144度と改善したが，それでも発生前

のTAMには及ばなかった．

【考察】PFCの手術所見からPIP関節掌側の腱滑

走床における嬢痕形成がありPIP関節伸展障害の

原因になると考えた．受傷形態や頻回の手術操作

に伴う屈筋腱腱鞘の欠損に起因するbowstringに
伴い嬢痕が緩徐且つ進行性に肥厚していったこと

が屈曲拘縮を発現させたと推察できた．またTAM

は決して満足行く結果が得られていないことから

手術方法にも工夫が必要であり，長期的な経過観

察が必要だと考えた．

2-4-237

弾擢指における腱鞘の肥厚部位と弾発現象

との関係について

AnatomicalStudyofTbndonSheathinSnapping

Finger

国立病院機構東広島医療センター整形外科

○今田英明，岸和彦，土肥浩平，

金 田 栄 志

【目的】弾発指に対する直視下腱鞘切開術におい

て，腱鞘が肥厚し弾発現象の原因となっているの

は,A1腱鞘のうちの一部分であり，この部分を切

離することにより，初めて弾発現象が消失するの

を観察することができる．この部位を術前に予測

することができれば手術成績の向上に役立つ．ま

た原因部位の予測は皮下または鏡視下腱鞘切開術

といった最小侵襲手術において小皮切の位置決め

の参考となる．今回，我々は弾発指に対して直視

下腱鞘切開術を行い，腱鞘の肥厚部位と弾発現象

との関係ならびにその位置について検討したので

報告する．

【対象・方法】2005年2月より2005年10月まで

に弾発指にて腱鞘切開術を行った38例のうち母

指以外の29例21指を対象とした．男性4例，女

性17例であり，罹患指は示指2例，中指15例，環

指12例であった．手術は手掌縦掌紋に沿った平均

15mmの縦切開にて行った．まず直視下にA1全長

を確認し，どの部分が肥厚しているかを確認し，そ

の部位の幅を測定した．続いてメスにて末梢より

中枢に向かって順次切離していき，どの部分を切

離した段階で弾発現象が消失するかを観察するこ

とにより弾発現象の原因となっている部位を確認

し，この部位と肥厚部位との関係を調べた．さら

に原因部位と手掌指節皮線からの距離を測定し

た．

【結果】術後，全例にて弾発現象は改善した．21例

ではA1中枢部で平均7.7mmの幅で腱鞘の肥厚が

認められ，全例にてこの部分が弾発現象の原因と

なっていた．肥厚部位の末梢端は手掌指節皮線か

ら平均14.4mmの位置に存在していた.8例では

A1全長にわたって平均17.7mmの幅で肥厚がみら

れ狭窄部位の特定は不可能であった．

【考察】弾発指に対する腱鞘切開術を行う際はA1

中枢部分での狭窄の可能性が高いことを念頭に入

れて，この部分を十分切離することが重要である．
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手指ばね指に対する鏡視下腱鞘切開術の治

療成績

EndoscopicReleaseofThiggerFingers

'青森労災病院整形外科,2弘前大学医学部整形外

科

○三浦一志1,藤哲2,西川真史2

【目的】ばね指の診療では粗暴な手術操作による成

績不良例に遭遇することも少なくない．仲尾らの

方法に従い施行した鏡視下腱鞘切開術の術後臨床

成績を検討し報告する．

【対象と方法】2003年5月より2005年9月までに

演者が手術を施行した手指ばね指26例，30指を

対象とした．痙痛を伴う弾発現象を認めるもの，あ

るいは伸展位または屈曲位でのlockingを呈して

いるものを手術適応とした．母指は手技上の問題

から適応外とした．症例の内訳は男性8例，女性

18例で，手術時年齢は17歳から85歳（平均56.0

歳）であった．罹患指は示指1指，中指15指，環

指12指，小指2指であった．術前罹病期間は1カ

月から60カ月（平均9.2カ月）であった．

手術は空気止血帯を使用しEndoscopicTrigger

FingerSystem(Smith&Nephew)を使用し，

2.7mm斜視鏡にて鏡視をしながらフック型ナイ

フを用いてA1pulleyの切離を行った．創は縫合せ

ず開放のままとした．術後経過観察期間は1ヵ月

から26カ月（平均9.5カ月）であった．

【結果】手術時間は6分から30分(平均11.8分)で

あり，創の閉鎖に要した期間は3日から5日（平均

4.0日）であった．術後1指で軽度の弾発現象が残

存し経過観察中であるが，29指（96.7％）で症状

は消失していた．術前11指で伸展位あるいは屈曲

位でのPIP関節のlockingを呈していたが，術後い

ずれも改善していた.PIP関節の可動域は，伸展

が術前平均-6.8.が術後平均-1.0.に改善し，屈曲

は術前平均81.3･が術後平均87.5.に改善してい

た．手術による神経血管損傷などの合併症はみら

れなかった．

【結語】ばね指に対する鏡視下腱鞘切開術は，術者

に小関節鏡操作への熟練が必要とされるが,A1

pulleyおよび屈筋腱を鏡視下に確認しながら行え
る低侵襲かつ有用な方法である．

2-4-239

手指屈筋腱腱鞘炎の複数指罹患に及ぼす因

子のロジスティック回帰分析による検討

ClinicalStudyofAffectingFactorsfOrtheMultiple

DigitslnvolvementofFlexorTもnosynovitisUsing

LogisticRegressionAnalysis

'東京都済生会中央病院整形外科，2東京都済生会

中央病院糖尿病臨床研究センター

○亀山真1,渥美義仁2,福岡昌利1,

手塚正樹’

【はじめに】近年，糖尿病は，ばね指症状を特徴と

する手指屈筋腱腱鞘炎（以下，腱鞘炎）の主たる

発症要因として注目され，特に複数指罹患の傾向

の強い点が問題とされている．しかし，腱鞘炎の

発症には，糖尿病以外に複数の因子の関与が考え

られている．今回，腱鞘炎の発症要因を想定し，こ

れらが複数指罹患に及ぼす影響の程度をロジス

テイック回帰分析により検討した．

【方法】まず1999年7月以降に腱鞘炎により当院

を受診し，1年以上経過した症例のうち，発症年齢

が40～80歳の例を抽出し，この中でリウマチ，ス

テロイドの内服治療例を除いた471例を調査対象

とした．年齢は61.6±9.0歳，性別は男性210例，

女性261例であった．独立変数は年齢，性別，お

よび糖尿病，高脂血症，高尿酸血症，腎不全，前

立腺癌に対するホルモン療法，手根管症候群，デ

クヴェルバン腱鞘炎の有無の9因子とし，従属変

数は当院初診後1年以内の複数指罹患の有無とし

た．糖尿病例290例については，糖尿病の病型(1

型または2型),HbA1c,糖尿病の推定罹患年数，

および，糖尿病網膜症，糖尿病腎症の有無の5因

子を独立変数として追加し検討した．危険率は5％

未満を有意とした．

【結果】症例全体で初診後1年以内の複数指罹患に

有意に影響を与えた因子は5因子で，糖尿病が最

も強く（オッズ比，以下,OR=2.88,p<O.0001),

以下，高脂血症，手根管症候群，腎不全，デクヴェ

ルバン腱鞘炎の順であった．糖尿病例では高脂血

症(OR=1.74,p=0.031),糖尿病網膜症(OR

=1.72,p=0.047)が有意な因子であった．

【考察および結論】糖尿病は腱鞘炎の複数指罹患に

最も強く影響する因子で，高脂血症，糖尿病網膜

症の合併は複数指罹患の傾向をさらに強くするこ

とが明らかとなった．
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小侵襲手技のためのメスの開発

DevelopmentofaNewPercutaneousKnifefor

MinimumlnvasiveTbchnique

'佐々 木研究所附属杏雲堂病院整形外科，2東京労

災病院整形外科，3順天堂大学附属江東高齢者医療

センター整形外科，4順天堂大学整形外科

○富田善雅1，楠瀬浩一2，岩瀬嘉志3，

加藤大典4，有冨健太郎4

【はじめに】近年，外科手術の小侵襲化が注目をあ

び，多くの血管内手術や内視鏡手術が確立されて

きた．手の外科領域でも手根菅症候群に対する鏡

視下手術が一つの選択肢として確立されたが，よ

り小さな病変には機械的な制約もあり困難であっ

た．今回，我々は小侵襲であることと高い安全性

を有することを目的に手術用メスを開発したので

報告する．

【対象･方法】屍体5手の母指から小指を用いてA1

腱鞘の切開を行った．開発したメスはブレードを

腱鞘内に挿入し腱鞘を挟み込み，押し切る形をし

ている．この際，皮膚上からメス先端部を触知し，

メスが腱鞘上を外れないよう確認しながら切開で

きるように設計した．母指は近位指皮線上で種子

骨間に4mmの横切開，示指～小指はA1腱鞘の近

位端の手掌遠位皮線部に約4mmの縦切開を設け

た．モスキート氏鉗子で腱鞘近位端部を十分に剥

離後，メス先端部を腱鞘と屈筋腱間に挿入し腱鞘

切開を行った．切開後，腱鞘切開部の状態，切開

長，腱・神経血管損傷の有無，腱鞘径について評
価した．

【結果】各指腱鞘長は母指:5mm,示指～環指：

12mm,小指10mmであった．全指でA1腱鞘部は

切開され，切り残しはなかった．また伴走する指

神経・指動脈および動脈弓の損傷は認められな

かった．腱損傷は25指中10指に認められたがい

ずれも浅く，線維方向の損傷であった．

【結語】1．小侵襲手技のためのメスを開発し，屍
体手を用いてその安全性と合併症を調査した．2．

神経･血管損傷は認められなかった．3．数指に腱

損傷が認められたが表層にとどまり，断裂に至る
ものではなかった．

2-5-241

TJscrewとLoopwireを用いた新しい靱
帯縫着法

ANewSumre-anchorTbchniquefbrLigamentlnjury

usingTJScrewandLoopWire

兵庫医科大学整形外科

○大迎知宏，田中寿一，戸祭正喜，

常深健二郎，吉矢晋一

【目的】新鮮靱帯断裂例に対してsutureanchor(以

下SA)による縫着術を行ってきたが，断裂靱帯を

骨付着部に上手く縫着できない．結紮時に縫合糸

が切れ，しかもSAが抜去できない等の問題があっ

た．今回新しいSA手技を考案したので報告する．

【対象】靭帯断裂新鮮症例28例(肘20,母指MP3,

指CM1,指PIP1,手関節1,肩鎖関節1,肩関節

1）男21，女7，16歳～65歳（平均36.7歳)．合

併損傷は僥骨頭骨折5，鉤状突起骨折2，僥骨遠位

端関節内骨折1，中節骨関節内骨折1，正中神経障

害1，上腕骨近位端粉砕骨折1例であった．

【方法】チタン製ワイヤー('0.6または0.8mm)を
ループ状に捻り，末端をL字に曲げフックとする．

ループ部分に縫合糸を3本通しておく．靱帯付着

部に骨孔を開けループ状に作成したワイヤーを

フックが奥になるように挿入，さらにmtelference

screw(TJscrew)を挿入固定した．これをSAと

して断裂靱帯を縫着した．骨折を合併した症例で

は骨接合術を追加した．

【結果】術後，全例で関節の安定性が得られ，再脱

臼や不安定性が生じたものは無かった．術後成績

は合併骨折の有無に相関があった．

【考察】本法は複数の縫合糸を利用できるため，結

紮時に糸を切断しても,SAを入れ替える煩雑さが

無い．仮にSAの入れ替えが必要となっても，Screw

を抜くことで容易に抜去でき，同じ骨孔に再固定

が可能である．また，糸が複数使用できることで

縫合部分に掛かる力が分散し，剥離母床に十分な

接着面積が得られ易く，従来のSAより広い面積で

の縫着が可能である．さらにチタン製ループは術

者の判断で形・大きさを自由に作成できるため

様々な部位状況に対応が可能であった．

【結語】本法は靱帯断裂症例に対し有用な手術手技
であると思われた．
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上肢の骨切ﾚﾉ術における工夫（はめ込み固

定）

TblescopingOsteotomyoftheUpperExtremity

山形大学医学部整形外科

○高原政利，荻野利彦，菊地憲明，

伊藤和生，佐々木淳也

【目的】演者らは，上肢の骨切り後の骨接合の際に，

骨癒合に有利になるように，近位骨片と遠位骨片

が重なり合うように固定（はめ込み固定）する工

夫をしてきた．この方法の骨癒合時期を評価した．

【対象】10例11骨に埋め込み固定を行った．男6

例，女4例であり，年齢は5から70歳(平均28歳)，

罹患側は右が4手，左が6手であった．疾患は上腕

骨穎上骨折の変形治癒5例，上腕骨穎上部偽関節

1例，僥骨遠位端変形治癒2例，小指回旋変形治癒

1例および月状骨軟化症1例であった．手術部位は

上腕骨遠位骨幹端6骨，僥骨遠位骨幹端3骨，尺骨

骨幹部1骨，指節骨1骨であった．

【手術】変形矯正術を8骨，短縮術を3骨に行った．

骨切り術の際には，矯正や短縮のための骨切除は

行わず，骨溝を作成し，近位骨片に遠位骨片をは

め込んで固定を行った．骨移植は行わなかった．内

固定具にはプレートを7骨，スクリユーを4骨に用

いた．9例には術後ギプス固定を4から6週間（平

均5週間）行った．

【方法】術後合併症を調査した．術後のX線画像よ

り，仮骨形成と骨癒合の時期を評価した．仕事や

スポーツへの復帰時期を調査した．

【結果】1例では術後2週でスクリューの緩みがみ

られたため，スクリューの追加と創外固定を行っ

た．他の症例には術後合併症はなかった．仮骨形

成は術後2から6週（平均4週）で観察された．骨

癒合は術後6から11週（平均8週）で認められた．

スポーツを行っていた5例では平均12週で完全復

帰が可能であった．術前に就労していた3例では

7から20週で職場に復帰した．無職の2例は，術

後4週以内に以前の活動に戻った．

【結論】はめ込み固定を行うと，骨切り端の皮質骨

が数ミリ重なり合って固定された．はめ込み固定

は早期に骨癒合が得られるので，薦められる方法

である．

2-5-243

上肢変形治癒骨折症例に対するコンピュー

タ支援手術

Computer-AssistedSurgeryfOrMalunitedFractures

inUpperLimb

'関西労災病院整形外科，2大阪市立大学医学部整

形外科

○米田昌弘1，香月憲一2，上村卓也2，

岡田充弘2，高岡邦夫2

【はじめに】上肢変形治癒骨折を残すと痙痛や可動

域制限の原因となり，その治療には難渋すること

が多い．近年コンピュータ機器やソフトの開発に

よりCT画像を用いた三次元的評価が可能となり，

より正確な術前計画が行える環境が整ってきた．

今回我々が上肢変形治癒骨折症例に対して行って

いるコンピューター支援手術について紹介する．

【対象と方法】対象は上肢の変形治癒骨折症例10

例(榛骨遠位端5例，上腕骨遠位端2例，前腕2例，

基節骨1例）である．変形治癒に陥った上肢骨の

CT画像を健側とともに撮影し，三次元再構築ソフ

ト(Mimics@)を用いて三次元骨モデルを構築す

る．次に，三次元画像シミュレーションソフト

(Magics@:ともにMaterialiseJapan)を使用し，
術前にコンピューター画面上で患側の三次元骨モ

デルと健側の三次元鏡面反転骨モデルの表面形状

をマッチングさせる．生じた欠損部に対してはそ

の部分のデータを元に三次元切削機を用いて人工

骨を成形して移植骨の作成も可能である．逆に重

なり合う部分は骨切除量の目安となり，先端から

の距離や角度を計測すれば，より正確な骨切除が

可能となる．また，これらのデータをもとに実物

大立体模型を作成し，変形程度の確認と骨欠損部

のシミュレーションなどを行った．

【結果と考察】全例で従来の二次元画像上のシミュ

レーションよりも正確な術前三次元シミュレー

ションを行うことができ，術後の単純X線,CT像

ではほぼ解剖学的整復位が得られた．このような

術前計画に基づく手術は安定した手術成績の獲得

と再手術の減少，模型を使用して手術のシミュ

レーションやリハーサルが可能，若手医師や医学

生への教育に有用，患者や家族への術前説明がよ

り簡便にわかりやすく行うことができる，など多

くの利点を有する．
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手指に人工真皮を用いた102例の検討

ClinicalStudyoflO2CasesofFingerswithGrafted
ArtificialDermis

'大分中村病院形成外科，2明野中央病院整形外科，

3大分中村病院整形外科

○亀渕克彦1,池野屋慎太郎1,三枡律子1,

中村太郎3，中村英次郎2

【目的】手指における外傷や腫瘍切除後の皮膚欠

損，ならびに難治性潰瘍などに対して，我々は人

工真皮を用いた治療を行っている．今回我々はそ

の治療成績を調査し，不良例に対する検討を行っ

たので，報告する．

【方法，対象】2001年1月より2005年9月までに，

手指に人工真皮を用いて治療を行った102例127

指を対象とした．年齢は平均41.7歳(5歳～80歳)，

性別は男性73例，女性29例，平均経過観察期間

は6.6ケ月であった．症例のうちわけは，新鮮外傷

90例，腫瘍6例，難治性潰瘍2例，外傷後爪変形，

熱傷，高圧注入創，皮弁採取部が各1例であった．

治療成績は変形，瘤痛がなく以前と変わらず手指

を使用しているものを優，変形は軽度であるが痙

痛もなく手指を使用しているものを良，軽度の変

形，瘻痛はあるものの日常生活において問題なく

手指を使用できているものを可，変形や痙痛のた

め手指を使用できていないものや，再手術を行っ

たものを不可とした．

【結果】優28指（22.0％)，良55指（43.3%)，可

24指（18.9％)，不可20指（15.7％）であった．不

可は，挫滅が強い症例や難治性潰瘍等，血行が不

良で，良好な肉芽再生を認めないことが多く，人

工真皮の再使用，皮弁形成，断端形成を余儀なく

された．また挫滅が強いためか，神経や骨の断端

の影響のあるものも認めた．

【考察】人工真皮による治療は，手技も簡便で侵襲

も少なく，可以上が今回の調査でも84.3％であり，

有用であると思われた．不可であった症例から，そ

の適応には慎重であるべきであり，断端部の骨や

神経の処置もその後の結果に影響すると思われ
た．

2-5-245

手部・上肢での関節拘縮・腱癒着を予防で

きる植皮圧迫法ⅦCsystemの応用
NegativePressureDressinginHandtoAvoidPost-

operativeJointContracture

'埼玉成恵会病院形成外科・埼玉手の外科研究所，

2横浜市立大学付属病院形成外科

○平瀬雄--1,児島忠雄1,福本恵三1,

黄聖琉l,菅野百合2

【目的】植皮術後の圧迫には，包帯による圧迫やタ

イオーバー法が行われる．しかし，関節部では植

皮片のズレを防ぐため，副木による関節固定が必

要となる．そのために自動運動の開始が遅れ，術

後に関節拘縮や腱癒着を引き起こすことはしばし

ば経験することである．このような症例に対し，陰

圧下に植皮片を管理する方法(VacuumAssisted

ClosureSystem)が極めて有効であるという報告

が散見されるようになっている．形が複雑で拘縮

や腱癒着を起こしやすい上肢でのVACsystem応
用症例をまとめたので報告したい．

【症例と方法】全症例は8例で手部5例，肘部2例，

上腕部1例である．いずれも植皮後6ケ月以上を経

過観察した．実際の圧迫法は，分層あるいは全層

植皮部を親水性ウレタンスポンジで被い，吸引

チューブとともにサージカルドレープで被い，中

間に持続吸引バッグをおいて壁からの吸引か携帯

式吸引器で持続的に吸引する方法(神戸大学方式）

を採用した．吸引は1週間のみおこなった．副木

固定は行わず，手術翌日よりすべての自動運動あ

るいはhandtherapistによるmildpassiveexer-
ciseを許可した．

【結果】全例で植皮が良好に生着しただけでなく，

従来みられたような固定による関節拘縮や腱癒着

はまったくみられなかった．

【考察】元来,VACsystemは創面を密封し，持続

的に陰圧吸引を行い治癒を促進させる方法で，褥

創などの管理に形成外科領域では最近，多くの報

告がある．一方，陰圧による植皮の術後管理は

NakayamaらやBlackburnらの報告にはじまり，

いくつかの方法が散見される．われわれはVAC

systelnという簡便な方法を手部･上肢部の植皮術

後圧迫に応用し，関節拘縮や腱癒着を起こすこと

なく，きわめてすぐれた結果を得た．その方法の

実際を供覧し，利点について述べたい．
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2-5-246

手の外科における早期運動療法を取り入れ

たVacuum-AssistedCIosure

Vacuum-AssistedClosurewithEarlyMobilization

川崎医科大学整形外科

○長谷川健二郎，石坂直也，清水雅恵，

中條武秀，三河義弘

【目標】手指の早期運動療法を取り入れたVacuum-

AssistedClosure(VAC)を考案し，手指の熱傷・

重症感染症による手指壊死・広範囲皮膚欠損を伴

う圧挫滅創症例に対し用い，良好な結果を得たの

で報告する．

【対象】症例1は38歳男性で，ヒートプレスに右手

指を挟まれ受傷示･小指は2度浅達性熱傷で，中・

環指は伸筋腱に及ぶ3度熱傷であった．症例2は64

歳男性で，重症感染症による両手指壊死であり，症

例3は6歳女児で，車のタイヤで右手を礫かれ，示

指・中指欠損を伴う圧挫滅創の症例であった．

【方法】創部を可及的にデブリードマンした後，清

潔操作で親水性ポリウレタンスポンジ（ハイドロ

サイト:Smith&Nephew社製）で被覆し，その

上に吸引ドレナージチューブ(14Fr胄管カテーテ

ル:TERUMO社製）を置き，全体をフィルムド

レッシング剤（オプサイト:Smith&Nephew社

製）で被覆した．さらにガス滅菌した市販の密封

パック（ジブロック）の中に手を入れ，ドレッシ

ングテープ（ミリオンエイド:KYOWA社製）で

密封パックの口を前腕部に固定し密閉状態にし

た．チューブを病室に設置の吸引器に接続し,－15

～-17kPaの陰圧で吸引した．継続的に吸引する

のではなく，手指の運動療法を行う際には吸引を

止め，陰圧を除き，密封パックに余裕をもたした

状態で手指を動かす様にした．

【結果】VAC開始より3～8週間後に十分な肉芽形

成と創の縮小が得られ,VACを終了した．VAC終

了より1～2週間で創部はほぼ上皮化した．最終診

察時の%TAMは，両手指壊死症例を除き,94%以

上である．

【考察】今回報告した方法はVAC開始とともに手

指の運動療法が出来るため，手指の関節拘縮，癌

痕拘縮を最小限にとどめる事が出来たと思われ

る．この方法は今後手の外科の治療において応用

出来るものと期待される．

2-5-247

Dupuytren拘縮に対する横切開を用いた開
放療法

OpenTreatmentUsingTransverselncisionfor

DupuytrenContracture

北里大学東病院整形外科

○森口尚生，小林明正，只野功，

井村貴之，二見俊郎

【目的】Dupuytren拘縮に対する開放療法は

Dupuytrenの報告以来，手掌部のみあるいは手掌
部と指腹部を開放する方法が報告されている．わ

れわれは，横切開を用いた開放療法を行い，その

成績および合併症の有無を調査したので報告す

る．

【対象および方法】症例は男42例，女2例で右24

例，左9例，両側11例の55手であった．手術時

平均年齢は63歳（27～78）で，指別では母指3

指，示指4指，中指18指，環指35指，小指38指

の計98指であった．手術は手掌部と罹患指に横切

開を数カ所置き，病的腱膜を可及的に切除し，創

は開放とした．後療法は翌日より薬浴を開始し，積

極的に手指の自他動運動を行った．夜間は手指伸

展位でギブスシーネを，3週頃からdynamicsplint

を使用した．術後評価は，指別のMPおよびPIP

関節の伸展不足角の総和(総伸展不足角:TEL)を

用いた．術前のTELから術後のTELを差し引い

た値を，術前のTELで割り％改善度とした．また

術後の合併症の有無を調査した．

【結果】術後の平均観察期間は19カ月（2～163)，

平均％改善度は79％であった．指別の平均％改善

度は，母指，示指100％，中指86％，環指84％，小

指70％と小指は改善度が低下していた．また関節

別の平均％改善度はMP関節単独指(28指)94%,

PIP(IP)関節単独指(32指)70%,MP+PIP関

節罹患指（38指）77％とPIP関節罹患指に改善度

が低下していた．全例，術後約3週で創は閉鎖し，

感染，皮膚壊死は認めなかった．また再発3手，他

部位の病変の進行を4手に認めた．

【まとめ】開放療法は，感染，皮層壊死，血腫形成
の合併症は認めず，植皮も不要なため術後早期か

らの指の自，他運動が可能でありで有用な方法と

思われた．
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2-5-248

DermofasciectomyによるDupuytren拘縮
の治療成績

ClinicalResultsofDermofasciectomyfor

Dupuytren'sDisease

'熊谷総合病院整形外科，2千葉市立青葉病院整形

外科，3千葉大学付属病院整形外科

○阿部圭宏l,六角智之2,国吉一樹3

【目的】欧米ではDupuytrendiathesisの強い症例

や再発例に対してはdermofasciectomyが第一選
択とされている．しかしながら本邦ではdermofh-

sciectomyが適応となることは少なく，まとまった

報告はない．本研究の目的は，その治療成績を明

らかにし，報告することである．

【対象と方法】当院と関連施設で行ったdermoh-

sciectomy+遊離全層植皮術を施行した8例9手を

対象とした．手術適応は再発例，あるいは初回手

術例ではAbeのdiathesisscoreで5点以上の

Dupuytrendiathesisの強い症例を適応とした．

手術法はArmstrongらの方法に準じて行なった．

8例とも男性であり，手術時平均年齢は68歳，平

均経過観察期間は28ケ月であった．術前後のMP,

PIP関節可動域，再発，術後合併症の有無につい

て検討した．また植皮部の知覚をS2PDtestで評価

した．

【結果】手術側は右6例，左3例で，全例小指に対

しdermofasciectomyが施行されていた．術前の屈

曲拘縮は平均でMP17度,PIP57度であり，術後

はMP5度,PIP33度であった．再発は2例に認め

たが，2例とも植皮部外であり屈曲拘縮などの機

能障害はなかった．植皮部の知覚はS2PDtestで平

均13mmであったが,ADL障害の訴えは無かっ

た．また術中屈筋腱腱鞘を温存できなかった2手

では術後PIP関節の可動域は大きく制限されてい

た．

【結論】Dupuytren拘縮に対するdermofasciec-

tomyは，再発を予防する効果があり，再発例や

Dupuytrendiathesisの強い症例に対する治療と

して有用であった．手術に関しては屈筋腱腱鞘を

温存することに注意すべきであると考えられた．

2-5-249

PIP関節に強い屈曲拘縮を伴った重度

Dupuytren拘縮の治療経験

SevereContractureoftheProximalPhalangealJoint

inDupuytren'sDisease

岐阜大学医学部整形外科

○大野義幸，平川明弘，清水克時

【目的】PIP関節に70度以上の屈曲拘縮を伴う重

度Dupuytren拘縮の治療は困難で，その成績も不

良とされる．このような重症例に対して積極的に

完全伸展を目指して手術治療を行なった．

【対象および方法】対象は2002年11月以降当科で

手術した4例4手で全例男性．手術時年齢は69-82

歳（平均74歳)．70度以上のPIP関節屈曲拘縮を

呈した罹患指は小指3例，環指1例．全例両手の複

数指にDupuytren拘縮による屈曲拘縮を認めた．

術後経過観察期間は3-16ケ月（平均8.5ケ月)．手

術法は縦皮切にて展開し腱膜亜全切除後にPIP関

節内操作を加えて完全伸展位を得た後，細いZ-ワ

イヤでPIP関節伸展位に仮固定.Z形成を追加し

て閉創を行なうが，閉創困難な場合には静脈皮弁

移植を行なった．治療成績は術前，術後3ケ月，最

終調査時の可動域を計測して検討した．

【結果】小指PIP関節105度強直例では術中骨折を

生じ，最終的に45度の関節固定となった．小指Pm

関節がそれぞれ70度，100度の屈曲拘縮2例と環

指PIP関節80度屈曲拘縮1例では完全伸展を得た

が，創閉鎖困難で，静脈皮弁移植を行なった．拘

縮が術前より悪化した例はなく，関節固定となっ

た1例を除く3例の自動伸展制限角度は術前MP関

節30-65｡(平均48.3｡),PIP関節70-90｡(平均80｡)

が術後3ケ月ではMP関節0-20｡(平均13.3｡),PIP

関節10-15｡(平均16.7｡）と良好であったが，最終

調査時MP関節10-25｡(平均18.3｡),PIP関節10-

50｡(平均30｡）でPIP関節に拘縮が再発する傾向

を認めた．

【結語】70度以上のPIP関節屈曲拘縮を伴う重度

Dupuytren拘縮に対して縦切開の展開，腱膜亜全

切除，関節内操作にて完全伸展が可能で，静脈皮

弁移植の併用で短期的には良好な成績であった

が，術後PIP関節の屈曲拘縮の再発傾向を認め，長

期にわたる装具治療の併用が必要である．
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2-5-250

手指MP,PIP関節拘縮に対する授動術の

治療成績

ClinicalResultsofJointReleasefOrContractedMP

andPIPJoint

大垣市民病院

○千田博也，藤吉文規，室秀紀，

北田裕之，鈴木伸幸

【目的】1999年10月から2005年6月までの期間

に当科において行った手指MP,PIP関節拘縮に対

する手術治療成績を検討した．

【対象と方法】症例は19例40関節で，男性15,女

性4例，年齢24から73歳（平均46.5）であった．

MP関節授動術は9例20関節に行った．母指2,示

指4，中指4，環指4，小指6関節で，4例が複数

の指に対して同時に行われた．PIP関節授動術症

例は12例20関節で，示指6，中指7，環指3，小

指4関節であった．4例において複数指に対して授

動術が同時に行われた．母指MP関節1例を含む

5例でPIPCJHを術後装着し，可動域訓練を行っ

た．2例でMP,PIP関節に対して同時に授動術を

行った．

【成績】MP関節では術前屈曲平均36.5,伸展2｡か

ら最終評価時屈曲43.5,伸展2.4.へ，可動域は術

前31から術後41.に改善した.PIP関節では術前

屈曲平均58，伸展-25.3°から術後屈曲63.5,伸

展-29.5.へ，可動域は術前33.2から術後34｡とな

り，屈曲の改善と共に伸展の減少を生じる症例が

みられた．また半数の症例では可動域の改善が無

いか悪化していた．

【結論】関節拘縮の原因は関節周囲組織の癒着，柔

軟性喪失による伸張性の悪化等の関節周囲の問題

と，関節運動を維持するための屈筋腱，伸筋腱の

障害等がそれぞれ様々な程度に関与し，症例ごと

にその病態は一様で無い．手術中に他動的可動域

の改善を得る事は困難では無いが，術後再びその

可動域を喪失する症例が多くみられた．術前に拘

縮の原因を適確に評価し，最小限の手術侵襲で拘

縮を解除し効果的なリハビリを行わなければさら

に症状を悪化させる事もあり得る．

2-5-251

PIP関節拘縮の観血的治療

一可動式創外固定器の有用性一

SurgicalReleasefOrContracturesofthePIPJoint

withorwithoutthePIPFixationHinge

大阪市立総合医療センター整形外科

○日高典昭，山本研，明石健一

【目的】保存的治療によって十分な改善の得られな

W,PIP関節拘縮は，観血的関節授動手術の適応と

なるが，その成績は必ずしも良好とはいえない．当

科で施行した観血的関節授動の成績を調査し，特

に可動式創外固定器(コンパスPIPジョイント・ヒ

ンジ，以下ヒンジと略す）の有用性について検討

した．

【方法】最近6年間に，関節面の適合性のほぼ良好

なPIP関節拘縮に対して観血的治療を行った12例

14指を対象とした．男性9例，女性3例，年齢は

19～64歳(平均38歳)，拘縮の原因は，指節骨骨

折8例，挫滅創1例，デユプイトレン拘縮術後拘縮

1例，化膿性屈筋腱鞘炎後1例，骨折を伴う屈筋腱

損傷後拘縮1例であり，既往症としてデュプイト

レン拘縮の1例(2指)と骨折の1例に糖尿病があっ

た．施行した手術は，観血的関節授動のみ5例，観

血的関節授動とヒンジの併用6例8指，ヒンジのみ

1例であった．これらの症例の初診時，手術直前，

最終経過観察時のROM,関節症性変化の出現の有

無，合併症などを検討した．経過観察期間は4～

24カ月（平均10カ月）であった．

【結果】手術前後の平均関節可動域(伸鬮屈曲/arc)

は，非ヒンジ装着群で-31/57/26→-34/82/48,ヒ

ンジ装着群で-56/81/25→-36/86/50であった．ヒ

ンジ装着群のうち糖尿病を合併していた3指とヒ

ンジのみで治療した1指は成績が不良であったた

め，その4指を除いて平均を算出すると-52/78/26

→-18/83/65であった．

【結論】術前の拘縮の状態が異なるため単純に比較

はできないが，糖尿病などの既往症がない症例で

は観血的関節授動とヒンジを併用することにより

良好な成績が得られていた．ヒンジには，軟部組

織を徹底的に解離しても一時固定を要することな

く術直後から運動練習を開始できるなどの利点が

ある．
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長期間放置された熱傷･火傷後癖痕拘縮手
の手術例の検討

SurgicalTreatmentfbrNeglectedPost-burnContrac-

tureoftheHand

'札幌医科大学医学部整形外科，2束北海道病院整

形外科，3北海道スポーツ・手の外科研究所

○辻英樹1,磯貝哲1,和田卓郎1,

薄井正道2，石井清一3

【目的】長期間放置されていた嬢痕拘縮手の治療成

績に関する報告は少ない．今回受傷後10年以上経

過して手術を行った熱傷・火傷後懐痕拘縮手の術

後成績を検討した．

【対象と方法】当科で手術的治療を行った熱傷･火

傷後嬢痕拘縮手16例中，受傷後10年以上経過し

て手術を行った8例8手(男3女5）を対象とした．

手術時平均年齢48.6歳（10～63歳)，受傷時平均

年齢5.3歳（9カ月～34歳)．全例で綴痕切除後に

指間形成と植皮術を行った．その際切開が嬢痕組

織内に滞ることなく正常組織に達するよう留意し

た．術中所見から嬢痕拘縮が皮膚に限局する表在

群（3例）と，深部組織に及ぶ深部群（5例）に分

類した．深部群には母指内転拘縮解離術，伸筋腱

延長術，有茎皮弁術，母指MP関節固定術,MP関

節解離術，基節骨部分切除術，小指切断術を追加

した．受傷から手術までの平均期間は31年(10～

61年)で，表在群平均11.3年，深部群平均42.8年

であった．指可動域などから独自で作成した手指

機能評価法で術後成績を評価した．

【結果】術後成績は表在群では全例がExcellentで

あったが，深部群ではGood3例,Fair2例であっ

た．成績不良の原因は神経血管束の短縮，植皮生

着不良による皮膚癌痕拘縮の再発,MP関節拘縮

の残存が挙げられた．

【考察】一般的に熱傷･火傷による搬痕拘縮は皮膚

のみの表在性にとどまるとされるが，皮層嬢痕が

長期間放置されると二次的に深部の関節包や腱に

拘縮や短縮が生じる可能性がある．今回の研究で

は手術までの放置期間は深部群で明らかに長かっ

た．腰痕の深達度には，受傷の程度，部位に加え

て，受傷から手術までの期間が関与し，それが術

後成績に影響したと考えられる．神経血管束の短

縮をきたした症例に対する治療戦略が今後の課題

である．
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絞掘性神経障害の病態と治療

PathologicalMechanismandTreatmentofEntrapmentNeuropathy

平田 仁

名古屋大学大学院手の外科学

絞掘性神経障害は最も日常の臨床で遭遇する機会の多い末梢神経障害である．しかし，研

究に使える適当な組織材料が手に入りにくいことから，人における病理学的な変化を報告

した論文は少ない．臨床例における典型的な病理組織学的所見は，1．神経束内外における

筋線維芽細胞の出現，2．神経上膜および神経周膜の肥厚，3．Renaut小体の存在,4．絞

拒点に向かって先細るような極性を示す脱髄，などが知られる．これらの病理学的変化がど

のようにして発生するかを解明する為に様々な動物実験モデルが開発され，研究に活用さ

れてきた．その結果現時点では，「手根管やGuyon管といった解剖学的狭窄部で，神経に対

し圧迫･牽引が加わり，それに伴って神経管内血流障害が繰り返されることにより神経血管

関門が破綻し，慢性的な神経束内浮腫が出現し，引き続いて神経束内外の線維化を生じて神

経内懐痕を形成し神経線維を障害していく」，という機械的ストレスと血行障害が複雑に関

与する発生機序が広く支持されている．しかし，一方で最も頻度の高い絞拒性神経障害であ

る手根管症候群に対する最新の大規模疫学研究の結果では，女性であること,BMIが高値

であること，年齢，糖尿病や甲状腺疾患などの代謝性疾患の合併，などが発症のリスクファ

クターであることを示しており，また，60％以上の患者が両側性に発症し，30％が他の腱

鞘炎を合併するという臨床像もあり，局所因子のみではその病因を説明できない．これまで

に我々は手根管症候群の発症機序に関してMRI,電気生理学検査，患者由来腱滑膜の病珊

生化学的解析，培養滑膜細胞を用いた機能解析を行い解析してきた．しかし，これらの手法

では神経周囲で発生している病態を解析することはできても神経そのものの病態を解析す

ることはできない．そこで最近ではラット足根管症候群自然発症モデルを用い，神経幹内に

生じている異常の解析も行っている．その結果これまでの解釈とは異なる病態機序も推定

されてきた．他施設からの絞拒性神経障害に関する最新の研究報告も交え，絞掘性神経障害

研究の新展開を紹介する．
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2-5-253

Thinabdominalfiapによる複数指損傷の再
建

ReconstructionoftheHandUsingThinAbdominal

Flaps

’東京臨海病院形成外科，2癌研究会附属病院形成

外科，3東京手の外科.スポーツ医学研究所，4東邦

大学形成外科

○荻野晶弘1，澤泉雅之2，山口利仁3，

丸 山優4

【目的】手指の広範な損傷に対して，腹部有茎皮弁

は有用な再建法のひとつである．1．2指損傷では

筒状として挙上可能であるが，複数指損傷や広範

な損傷では，サンドイッチ状での被覆となる．し

かし，術後bulkyで複数回のdefattingが必要とな
り，機能的･整容的にも問題が多い．そこで今回，

われわれは脂肪を除したThinabdominalHapを
用いて各指ごとに修復を行ったので，その結果に

考察を加え報告する．

【症例】2003年7月からの2年間に受診した複数指

切断4例とdegloving損傷1例の計5例を対象に検

討した．全例再接着術後に血行不良に陥った症例

で，複数指切断では，被覆を要した指は4指が1例，

3指が1例，2指が2例で,Degloving損傷例では
示指から小指までと手掌の皮層欠損の被覆の為に

5つの皮弁挙上を要した．皮弁皮弁採取部は全例，
一期的に縫縮した．

【術後経過】術後全例で皮弁は生着した．術後知覚

の問題や爪の欠如による指尖つまみ動作の不安定

を認めたが，指長は温存され，就業も可能となり

機能的にも患者の満足度は高かった．

【考察】手指損傷の被覆においては，皮弁に厚みが

あると術後bulkyとなり，複数回のdefattingが必
要で，機能的・整容的にも薄い皮弁による再建が

望ましい．本法は，皮下血管網を含む最小限の脂

肪層を残す程度に皮弁挙上を行うので，通常の皮

弁と真皮下血管網植皮との中間の要素をもつ皮弁

と考えられる．皮弁の血行安定性にやや不安があ

るが，皮弁の長さと幅の比率は1：1程度であり，

生着面でも問題は認めなかった．皮弁のデザイン

は，腹直筋穿通枝から外側上方にかけて行い，手

の固定位置にも留意する．皮弁デザインや採皮部

の縫縮に若干の工夫を要するが，複数指それぞれ

を被覆可能で，術後のdefattinngも不要であり，複
数指損傷での再建に有用と思われた．

2-5-254

遊離皮弁を用いた手部の軟部組織損傷の再
建

FreeFlapsfbr'neatmentofSoftTissueDefectsof

theHand

’奈良県立医科大学整形外科，2吉本整形外科外科

病院，3西奈良中央病院奈良マイクロサージャ

リー・手の外科研究所

○村田景--1,矢島弘嗣19小畠康宣1,

木佐貫修2，玉井進3

【目的】手部の比較的広範囲な軟部組織欠損や母指

欠損に対して遊離皮弁は一期的に組織欠損を再建

でき，早期からのリハビリテーションが可能であ

る優れた再建方法である．今回，我々が今までに

行なった遊離皮弁を用いた手部軟部組織損傷再建

例をretrospectiveに調査し，その適応，成績およ

び合併症を検討した．

【症例と方法】1975年から2005年までに我々 が行

なった遊離皮弁を用いた手部軟部組織損傷再建例

のうち直接診察またはカルテ記載をもとに結果を

調査できた症例は82患者83皮弁であった．手術

別の内訳はwrap-aroundflapが28例,hemipulp

flapが13例,peronealnapが18例,dorsahspedis

flapが20例,lateralarmflapが2例,medial

plantarflapが1例,scapularflapが1例であっ
た．

【結果】wrap-aroundflapの2例,dorsalispedis
Hapの4例，合計6皮弁で壊死となった．その他の

皮弁は全例生着した．（生着率:93％）皮弁壊死の

原因は動脈血栓が2例，静脈血栓が4例であった．

術後合併症はdonorsiteの問題として,dorsalis

pedisfiapでは足背のの皮膚易損傷性が,lateral

armflapでは前腕僥側部の軽いしびれが認められ
た．

【結論】MP関節の温存した母指再建にはwrap-
aroundflapが，指腹部の皮膚欠損や知覚再建に対

してはhemipulpHapが機能的，整容的に優れて

おり，よい適応と考えられた．手部の比較的広範

囲の皮膚欠損に対してはdorsalispedisHap,pero-

nealnapやlateralarmflapが有用であった．
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2-5-255

TAPflap(胸背動脈穿通枝皮弁）をもちい
た上肢再建

UpperLimbReconstructionthroughtheUseofTAP

Flap

l東京大学医学部形成外科，2束京警察病院，3静岡

済生会総合病院

○成島三長1,三原誠l,渡辺頼勝2,

福田 憲翁3，光嶋勲’

【目的】TAPflap(ThoracodorsalArteryPerfb-

ratornap)は，胸背動脈から発生する広背筋内へ

のperforatorによって栄養される皮弁で，大型皮

弁例では減量広背筋皮弁も含める．過去12年で広

背筋皮弁がよりshortpedicleのTAPflapとして

進化し，またflow-through型にすることで2A2V

の吻合が可能となり，皮弁の生着率は向上した．

我々 は1993年-2005年までの過去12年間でTAP

flapをもちいて上肢再建した13例を経験したので

報告する．

【方法・成績】移植部は，上腕3例，前腕3例，手

7例であった．移植方法としてはislandadiposal

flap2例,extendedislandflapl例,freeflaplO

例であり，そのうち,flow-through型は8例であっ

た．その結果は部分壊死1例であった．

【考察】この皮弁のメリットは広背筋の機能が温存

でき小児では脊柱の変形の危険性が少ないるこ

と,midaxillarylineに切開を加えるため，傷が

目立ちにくいこと，ことが挙げられる．本皮弁の

穿通枝の血行支配領域はやや狭いので筋の近位外

側縁を小量含めることも必要なことがある．各皮

弁の適応であるが,islandflapは上腕の再建に有

用であり，遊離費弁は前腕や上肢の広範な再建に

有用である．また筋を含めると動的再建も可能で

ある．Adiposalnapはカンオウ変形の形成,TAP-

scapulaは浮遊母指のように骨と南部組織の同時

再建に有用である．以上より,TAPflapはnow-

throughALTflapと共に，上肢の再建において極
めて有用な再建材料と思われる．

2-5-256

血管柄付き腓骨頭移植術を用いた僥骨遠位

端の再建（ビデオ演題）

ReconstructionoftheDistalRadiususingVascu-

larizedFibularHeadGrafts

奈良県立医科大学整形外科

○重松浩司，矢島弘嗣，小畠康宣，

河村健二，前川尚宜

【はじめに】榛骨遠位関節面を含む骨欠損はその治

療に難渋することが多い．今回我々は，血管柄付

き腓骨頭移植術を用いた僥骨遠位端の再建につい

て，術式・治療成績をビデオで提示する．

【対象】1980年以降当教室で施行した6例（男性4

例，女性2例)を対象とした．原疾患は骨巨細胞腫

3例，先天性内反手，僥骨遠位端骨髄炎，外傷性骨

欠損が1例であった．使用した栄養血管は前脛骨

動静脈が3例，前脛骨動脈十外側下膝動脈が1例，

腓骨動脈十外側下膝動脈が2例であった．平均経

過観察期間は58カ月である．

【術式】腓骨頭採取部は膝外穎後方から腓骨外側を

縦走する弧状皮切を用いる．皮下を展開し，大腿

二頭筋腱は半割し腓骨頭に付着させる．次いで腓

骨筋を切離すると腓骨頭頚部にいわゆるarteryof

theneckが確認される．次いで総腓骨神経を腓骨

頭より剥離するが，この際総腓骨神経は前脛骨動

静脈系と複雑に絡み合っているため，その分枝を

損傷しないよう注意を要する．僥骨遠位端部の骨

欠損長にあわせて腓骨を骨切りし，中枢側は前脛

骨動脈を膝動脈からの分岐部で，末梢側は骨切り

部にて切離し，同時に骨間膜，脛一腓問接包を切

離して血管柄つき腓骨頭を挙上する．半割した大

腿筋膜は残存する軟部組織と伴に脛骨に縫着す

る．移植腓骨頭を手関節面に適合させ，移植腓骨

と榛骨をplateで内固定した．手関節の安定のため
大腿筋膜を僥側側副靱帯と縫合する．栄養動脈と

僥骨動脈を，伴走静脈を2～3本吻合する．

【結果･結語】全例4ケ月以内に骨癒合は完成し，術

後の関節可動域は掌背屈平均110度で，握力は対

健側比約60％であった．問題点として小児の僥骨

短縮変形を認めた．また遠位僥尺関節の不安定性

が認められた．しかし，優れた可動域を有するこ

の術式は遠位僥骨関節面を含む骨欠損には有用な

術式であると考えられた．
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形状記憶合金ワイヤーによる手指の巻き爪
治療

ColTectiveTreatmentofPinceFnailDefbnnityUsing

ShapeMemoryWire

'名古屋大学手の外科学，2中日病院手の外科セン

ター

○塩之谷香l,平田仁l,中尾悦宏19

中村蓼吾2，山本美知郎2

【はじめに】手指の巻き爪は足趾に比べて少なく，

治療方法も確立していない．ニッケル・チタン合

金製で直線の形状を保つ性質を持った形状記憶合

金ワイヤー（以下ワイヤー）による足趾の巻き爪

治療は，簡便で手技も容易であり，新しい治療方

法として普及し始めている．このワイヤーを使用

して手指の巻き爪を治療し，良好な結果を得られ

たので報告する．

【症例】8例25指で全例女性であった．外傷後3例

3指，片麻揮2例10指，膠原病1例10指，爪周囲

炎後1例1指，原因不明1例1指であった．7例は

他院を受診し，外用薬の処方を受けていたが症状

の軽減は得られていなかった．

【方法】手指の爪の先端に23ゲージ針を用いて2つ

穴を開ける．0.3～0.35mm径のワイヤーを穴に通

して適切な長さに切り，外科用接着剤を用いて固

定する．

【結果】ワイヤー刺入後，即時に痙痛は改善あるい

は翌日に消失したものが6例あり，爪の形状も2週

から2ヶ月で平坦化した．爪周囲炎が原因となっ

た1例は痙痛が強く物に触れることができず，日

常生活に支障をきたしており骨萎縮もみられてい

たが，半年の治療で症状の改善を得られた．原因

不明の爪変形を有していた症例は，瘻痛は改善し

たものの爪の形状は充分に改善せず，軽度の瘤痛

が持続している．

【考察】8症例のうち6例が手指に痙痛を伴ってい

るか片麻揮の患者であり，日常的に手指を正常に

使用できない状態であった．片麻揮患者の指の爪

は健側に比し患側の曲率が強いという報告もあ

り，麻揮や瘻痛により手指の先に加圧できないこ

とが爪の曲率を増加させる可能性がある．これら

の症例に対して形状記憶合金ワイヤーを用いた簡

便な治療方法で症状の改善を得ることができた．

2-5-258

開放性末節骨骨折に伴う爪損傷

FingernaillnjuriesAssociatedwithOpenFracture

oftheDistalPhalanx

愛知県厚生連海南病院整形外科

○勝田康裕，西源三郎，土屋大志，

向藤原由花，蓮尾隆明

【目的】我々は第32回本学会にて末節骨骨折に伴

う爪床損傷について報告したが，今回はさらに症

例を追加し，そのうち骨接合を施行した症例にお

ける爪損傷につき，骨折部位と爪床損傷レベルの

関係，またその初期治療につき検討を行ったので

報告する．

【対象と方法】当院で治療し，6カ月以上経過観察

し得た開放性末節骨骨折で，爪床損傷を伴いさら

に骨接合術も施行した34例，37指を対象とした．

性別は男27例，女7例．年齢は2歳より69歳まで

で，平均46歳であった．左右別では，右側13例，

左側21例．損傷指別では，母指7指，示指4指，中

指12指，環指12指，小指2指であった．

【結果】骨折部位はtuft,shaft,base,jointに分
類し，それぞれ10指，22指，4指，1指で，骨欠

損を伴う例が1指に見られた．爪床損傷のレベルは

爪母14例，爪床21例，爪母が基部から剥脱された

例が2例にみられた．骨折部位と爪床損傷レベルと

の関係は,uft部では爪床，それ以外では爪母の損

傷が多かった．爪母が基部から剥脱された2例はと

もにshaft部の骨折に伴うものであった．治療法

は，骨折に対しては全例にKPwirefixationを施行

し,tu仕部骨折の1指を除いた全例に骨癒合を認め

た．爪床損傷に対しては修復術が29指と最も多

かった．爪の変形については，爪床レベルの損傷で

は21指中16指に，爪母レベルの損傷では14指中

11指にほぼ正常な爪が再生した．

【考察】末節骨骨折に伴う爪床の損傷部位は，ある

程度は骨折部位により決定されるが，近位での骨

折ほど爪母の損傷が増え，これに対しては正確な

修復を必要とする．また，爪変形は末節骨の変形

と相関しており，正確な骨片の整復も爪の再生に

は重要であると考えられる．
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2-5-259

Brent変法（手掌ポケット法）を用いた新

しい爪再建法

NailReconstructionwiththeUseofPalmarPocket

Method

'大津赤十字病院形成外科，2京都大学形成外科，

3共和病院形成外科

○沢辺一馬1,石川浩三19鈴木茂彦2,

石合究3，添田晴雄3

【はじめに】爪再建は足趾からの遊離爪移植術(以

下,FNG)と血管柄付き遊離爪移植術（以下，

VNG)が挙げられるが，前者は生着が不安定であ

るため安定した成績が期待できる後者が支持され

ている．しかし,VNGは低侵襲とはいえず，また，

短い嬢痕で二次修正を要しない良好な形態を獲得

するには高い技術が必要である．一方,FNGは低

侵襲であり，安定した生着が得られれば有用な手

術法と考えられる．今回われわれは,FNGにBIcnt

変法(手掌ポケット法)を併用した爪再建法を3例

に適用したのでその方法と結果について報告す

る．

【手術方法】第1足趾内側より再建爪の大きさに合

わせ，近位爪郭，爪母，爪床を含む組織を一塊に

採取（爪床上の爪甲は切除）し，これを患指に移

植し，手掌に作成した皮下ポケットに埋入し14日

目に抜去する．

【症例と結果】対象症例は3例で，年齢は14,37,

42歳，性別は男性2例，女性1例であった．疾患

は腫瘍切除に伴う爪欠損1例，外傷によるもの1

例，感染によるもの1例であった．3症例とも移植

組織は完全生着した．再建された爪は1例は変形

を残したが，1例はほぼ正常な爪が再建され，もう

1例は経過観察中である．また感染,PIP関節拘縮

などの合併症は認められなかった．

【考察と結語】Brent法は末節切断の救済に用いら

れ高い生着率が確認されており，爪のような小さ

な薄い組織ではより確実に生着が得られると判断

し，本法を施行した．手術は指ブロックと局所麻

酔下に施行可能で，癩痕は最小限で低侵襲の手術

と考えられる．さらに，小さな組織であるため皮

下埋入は14日間で十分であり,PIP関節拘縮の危

険は少ないと考えられる．本法はFNGの生着率を

高める低侵襲の爪再建法として有用な方法の一つ

と考えられる．

2-5-260

外傷性垂直型分裂爪甲に対する趾爪側縁部

を利用した爪床・爪母移植

NailBed/MatrixGraftfromLateralSiteofTbenail

fOrTraumaticSplitNail

'船橋市立医療センター形成外科，2東京医科大学

病院形成外科

○田中浩二l'2,松村--2,今井龍太郎2,

渡辺克益2

【緒言】垂直型分裂爪甲は爪甲が僥側と尺側に二分

される病変であり，腫瘍や外傷など原因を有する

二次性のものと原因が特定できない特発性のも

のとがある．二次性の中でも特に外傷性のものに

対する手術は様々な報告があるが，嬢痕化した爪

床・爪母を切除しその両端の正常な爪床・爪母を

寄せて縫合し正常な爪甲を再生させるのが一般的

である．しかしながら病変部の艤痕が著明で，欠

損が大きいときは正常な爪床・爪母を寄せるのに

難渋することも経験される．今回我々は趾爪側縁

部の爪床・爪母を利用し，それを移植することに

より良好な結果を得たので，その概要を報告する．

【方法】患指の爪甲を抜爪し嬢痕化した爪床･爪母

を切除する．この際上爪皮を翻転し円蓋部まで確

実に切除することと，移植の母床となる骨膜は残

すことが重要である．次に第一趾の腓脛側どちら

かの側縁部の爪床・爪母，特に陥入爪がある場合

はこれを利用し欠損幅にあわせて全層で採取し，

移植する．採取部は陥入爪の鬼塚法に準じて側爪

郭と爪甲を縫合する．移植部は1週間の圧迫固定

を行い，その間は患肢の挙上を厳守させる．

【症例】4例3指1趾に対して施行した．いずれも

外傷による二次性垂直型分裂爪甲の患者である．

患者は全て若年女性であったが術後，移植部のみ

ならず採取部においても機能的，整容的に満足い

く結果が得られた．

【結語】外傷性分裂爪甲に対する手術は，擬痕切除

と，その両端の正常な爪床・爪母の一次縫合が一

般的である．しかし癬痕が大きいときは両側の側

爪郭部に減張切開を入れ，2枚の双茎皮弁を中央

に幅寄せすることにより爪床爪母欠損を再建する

などの工夫が必要である．これと比較して，本法

は術後の安静がより重要である点や採取部の侵襲

などの問題はあるが，手技が容易であり有用な方

法と考えられた．
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2-5-261

足指移行による母指爪再建の指針

PrinciplesofThumbNailReconstructionbyVascu-
larizedTbeTransfer

'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，3木下整形・形成外科

○平瀬雄--1,児島忠雄l,福本恵三1,

山口利仁2，木下行洋3

【目的】切断後の母指爪再建で足指移植を行う場合

には一定の方針を持って再建している．最近7年

間の症例を供覧しつつ，われわれの指針を紹介し

たい．

【症例】2つの施設での対象症例は18例であり，全

例，爪母は残っていなかった．指針としては，a末

節骨部切断,b・基節骨部切断，c・中手骨部切断，

d.再接着不成功例あるいはdeglovinginjulyで骨・
腱が温存できるものの4つに分類して再建法を検

討した．治療原則としては,IP関節が温存できて

いる末節骨切断例では従来のwrap-aroundflapと
掌側皮弁を組み合わせるか，足母指･II指から二つ

のwrap-aroundflapを挙上して組み合わせる

twistedwrap-aroundflap(TWAnap)を選択す

る.IP関節を温存できない基節骨部切断では足母

指IPを含む足母指移植を行った．しかし，足指の

温存を強く望む症例ではIP関節を固定してwrap-
aroundflapで爪再建だけを行った症例もある．さ

らにMP関節を温存できない中手骨部切断例では

足指II指をMP関節を含めて移行した．再接着し

たが不成功に終わり，切断はされたものの骨･腱は

温存できた症例ではTWAflapで被覆した．

【結果】18例のうち，手関節部と母指の二重切断症

例1例でTWAflapが全壊死，両側母指基節骨部切

断の1例でTWAHapで部分壊死をきたしたが，他

は問題なく生着した．5例で術後懐痕拘縮に対し，

追加手術を要した.Wrap-aroundflapやTWA
napの皮弁採取部の被覆は人工真皮で被った後に

二期的に植皮することを原則としたが，4例で逆

行性短趾伸筋弁移行を一期的に行った．しかし，1

例で全壊死，1例で部分壊死をきたした．再接着不

成功例で一旦，切断された骨は骨癒合が遅れたり，

偽関節・脱臼を呈した症例も存在した．

【考察】足指に対する犠牲を最小限とする方法を選

択すべきであると考えるが，問題点について考察

したい．

2-5-262

指尖部損傷に対する親水性ポリウレタンド

レッシングを用いた保存的療法

ConservativeTreatmentusingHydrocellularDress-

ingfOrFingertipllliuries

'市立豊中病院整形外科，2大阪大学大学院医学系

研究科器官制御外科学（整形外科）

○栗山幸治1,森友寿夫2,村瀬剛2,

後藤晃2，山本浩司’

【はじめに】指尖部損傷に対して，アルミニウムホ

イル被覆療法は広く行われている方法であるが，

皮層が白くふやける，樛出液が漏出するなどの欠

点もある．今回，我々は指尖部損傷に対しアルミ

ニウムホイルの代わりにSmith&Nephew社製親

水性ポリウレタンドレッシング(ハイドロサイト）

を新たに使用し，良好な結果を得たので報告する．

【対象】切断指を含む，指尖部損傷12指に対し，ハ

イドロサイトを用いた保存的治療を行った．男性：

9例，女性：3例，受傷時年齢：14～65歳（平均

33歳)，損傷部位はAllenの分類でTypel:7指，

Type2:1指,Type3:3指,Type4:1指であった．

創部の止血を確認した後，ハイドロサイトによる

被覆を行った．受傷初期は樛出液を認めた時にハ

イドロサイトを交換し，謬出液を認めなくなった

時点で週に1～2度の処置とした．消毒は，生理食

塩水で流す程度とした．経過中，指関節の自動運

動は積極的に行うように指導した．

【結果】皮層欠損の程度によりばらつきを生じた

が，3～54日（平均27日）で全例上皮化を認め，

断端はふっくらとした良好な軟部組織で覆われて

いた．経過中，感染は認めなかった．

【結論】本法は特別な技術や機械を必要とせず，良

好で安定した治療成績が得られる．本法は，(1)創

接着面が非固着性であり，創処置時に瘻痛を伴わ

ない．（2）周囲がフィルム材で覆われており，入

浴も可能である．（3）親水性ポリウレタンは余分

な樛出液の吸収作用，指尖部保護作用を有してい

る．（4）柔軟な素材であるため，指の自動運動が

可能である．などの優れた点を有している．本法

は指尖部損傷に限らず，皮膚欠損に対する有効な

治療法の一つであると考える．
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2-5-263

ReconstructionofFingertiplnjurybyLo-

calandRegionaIFlaps

ChoRayHospital,VietNam

○TranNguyenTrinhHanh(JapanHandFellow)

Introduc伽n:fingertipinjuriesarethemostconnnon

handinjuriesseenintheemelgencyrooms・Thereare

manysurgicaltechniquesusingnapstoresurfacethe

defect:localandregionalflaps・Thesenapshavesome

advantagesanddisadvantages.Thisstudyevaluates

theabilityofeveryflaptocovereveryfingertipinjury.

MethodS:Baseonthezoneandtheplaneofinjury

wedecidewhichflapwillbeusedtoresurfacethe

defect.Weonlyusedtheflaptorepairtheiniuryin

zone2&3.

Result:9Mobelgnaps,27Atasoynaps,17homo-

digitalneurovascularislandnapsand23cross-finger

napshavebeendone・AtthefOllowuptimeMax:12

monthsandMin:4weeks.Allnapsweresurvived.

Onlyonepatientwithcross-fingerflapwasnot

satished・Therestshowsgoodresult.

Conclusion:MobelgflapissuitablefOrthumbinjuly

withdefect<2,5cm・AtasoynapisgoodfOrdistal

transverseordorsalobliqueamputation.Homodigital

neurovascularislandflapindicatefbrpartialamputa-

tionofthefingertiporvolarskindefects<1,5cmin

length.Cross-fingernapindicatefOrinjurieswith

extensiveskinandpulploss,especiallyinjuriesin

multiplefingers.

2-5-264

DigitalArteryPerforator(DAP)flapを用
いた指尖再建

DigitalArteryPerforatorFlapsfOrFingertipRecon-

structions

東京大学医学部形成外科

○福田憲翁，光嶋勲，緒方英，

三原誠

今回我々 は指動脈から立ち上がるdigitalartery

perfbrator(DAP)を利用したDAPflapを用いて
指尖欠損の再建を行った．症例の内訳は24歳から

48歳までの5名で25×10mmから40×20mmま

での大きさの皮弁を移行した．全例皮弁は完全生

着した．神経血管束の剥離が不要で，緊急手術で

も安定した血行が得られる．指ブロック麻酔で行

える．手術侵襲が少ない．短時間で行うことがで

きる．などの利点がある．欠点としては，肉眼で

の剥離は困難でルーペを必要とすることである．

適応としては，ほとんどすべての指尖欠損の緊急

手術が該当する．とくに，切断端の動脈の損傷が

激しく吻合が行えない症例や，早期の仕事復帰が

必要な労働者，また，小児や女性で一時的な断端

の被覆に用いることもできる．指尖再建に用いら

れる他のflapと比較してもDAPflapは技術的に

容易で，短時間に行うことができる．
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2-5-265

示指基節部掌側からの血管柄付き島状皮弁

を用いた母指皮層欠損の再建

ThumbReconstructionwithArterializedDigital

IslandFlapfromlndexFinger

'長崎大学医学部形成外科，2山口県立総合医療セ

ンター形成外科

○田中克己l,村上隆--2,安楽邦明l,

平野明喜’

【目的】母指の指尖部から指腹部にかけての皮層欠

損に対しては知覚やつまみ動作の安定性から掌側

からの神経血管柄付き掌側前進皮弁が最適であ

る．一方，指腹部から基節部にかけての欠損にお

いては，把持における皮膚の安定性が再建のより

重要な要素となるため，知覚皮弁でなくてもその

役割を果たすことが可能となる．今回，母指の指

腹部から基節部における皮膚軟部組織欠損に対し

て，示指基節部掌側の皮膚を指動脈を茎とする島

状皮弁として使用し，良好な結果を得たので報告

する．

【方法･対象】手術は示指基節部の掌側の皮層を僥

側の指動脈を茎とする島状皮弁として，指神経と

の間を剥離･挙上する．指動脈をPIP関節で結紮・

切離し，順行性指動脈皮弁として母指の欠損部に

移動・縫着した．皮弁採取部には，皮膚移植を行

うが，術後の機能的ならびに整容的な点で内果下

部あるいはつちふまずからの皮膚を移植すること

が望ましいと考えている．症例は男性3例，女性2

例の5例で，年齢は39～82歳であった．外傷後

の欠損が3例，羅痕拘縮解除後の欠損が2例であっ

た．

【成績】皮弁は全例完全生着した．全例で機能的な

らびに整容的に良好な成績が得られた．知覚再建

は行っていないが,SWtestで2.83～4.08,m2PD

は6～9mmと知覚の自然回復も比較的良好であっ

た．皮弁採取部への皮層移植も良好に生着し，把

持などによる物理的刺激においても損傷や角質の

肥厚などの問題点は認められていない．

【結論】本皮弁は順行性の指動脈島状皮弁で，挙上

が容易で，血行も安定している．また，示指基節

部では物体を把持する際に皮膚へ加わる荷重がそ

れほど大きくなく，採取部の犠牲は比較的少ない

と考えられた．母指の指腹部から基節部における

皮層軟部組織欠損に対しては適用可能な有用な皮

弁と考えられた．

2-5-266

手指の皮層欠損に対する静脈皮弁

VenousFlapfOrSkinDefectofDigits

熊本機能病院整形外科

○星野秀士，中島英親，寺本憲市郎，

田口学

【目的】当科における手指の広範囲の皮層軟部組織

欠損や多数指損傷に対する静脈皮弁による再建に

ついて報告する．

【対象】対象は昭和60年5月より平成17年9月ま

での症例45例である．男性41例，女性4例．年

齢は10歳から67歳までの平均36.1歳であった．

損傷の原因はプレス機械14例，電動カンナ11例，

電動鋸5例，その他15例であった．皮弁の大きさ

は最大4cm×9cm,最小1.2cm×5.0cmで平

均2.3cm×4.7cmであった.Recipientは指の背

側が37例，掌側が7例，先端が1例で，2本以上

の指の皮層欠損に対して同時に覆ったものは9例

であった.Donorはすべて同側前腕でA-VHapと
した．

【結果】45例中皮層表層壊死が2例に生じ，1例に

遊離植皮を行い，もう1例はそのまま上皮化した．

3例に部分壊死を生じたが生着した．

【考察】本法は比較的安全な皮弁であり，皮弁の採

取も容易である．また,donorに対する侵襲も小さ

い．顕微鏡下での血管吻合は必要であるが血管径

は1mm以上あり吻合も容易である．色素沈着を

生じやすいためそれほどcolormatchはよくない

が薄くよくのびる皮弁が採取できるため指の背側

には適している．また，骨移植や靱帯断裂を伴う

皮層欠損に対しても良好な結果を得られた．
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Bennett骨折変形治癒に対する矯正骨切レノ

術

Intra-articularCorrectiveOsteotomyfOrMalunion

oftheBennett'sFracture

豊橋市民病院整形外科

○入澤太郎，井上五郎，大間知孝顕

【背景】瘤痛を伴ったBennett骨折変形治癒の治療

法は困難である．Bunnellは,CM関節内で変形癒

合した骨片の正確な骨切りを報告している．しか

し，この方法に関する報告は極めて限られており，

症例数も少ない．

【目的】痙痛を伴ったBennett骨折変形治癒に対し

て，関節内で変形癒合した骨片を骨切りして整復

内固定した11症例を検討して，その治療方針を示

す．

【方法】症例は全例男性で，手術時年齢は15歳か

ら46歳，平均27歳であった．患側は右8例，左

3例であった．受傷から手術までの期間は6週から

10ヶ月であった．全例，栂指CM関節に関節症変

化はみられなかった．手術は掌側進入にて,CM関

節に達し，変形治癒部分を骨切りした．掌側三角

骨片が大きい5例は,Herbertスクリューを用いて

内固定した．掌側骨片が小さい6例はK鋼線を用

いて内固定した．術後外固定は,thum-spicaを

2週から4週施行した．

【結果】Follow-up期間は平均2年であった．全例

骨癒合した．9例は瘤痛なく，母指の可動域はほぼ

正常であった．2例は激しく使用した際に軽度の

瘤痛を伴い，可動域も軽度障害されていた．うち

1例はその後の単純Xp写真でCM関節の関節症変

化を認めた．

【考察】Bennett骨折は，整復は容易であるが，外

固定のみでは再転位しやすく，また，しばしば見

逃されるため，変形治癒となる症例がある．変形

治癒となればCM関節症に進行することは必至で

あり，その前に解剖学的整復が必要である．解剖

学的整復と強固な内固定および術後早期からの可

動域訓練が有用と思われた．

【結論】瘤痛を伴ったBennett骨折変形治癒に対す

る矯正骨切り術は,CM関節に関節症変化を生じ

ていない限り，関節形成術や関節固定術に代わる

方法として有用であると考えられた．

2-5-268

中手骨骨折の保存療法

-MP関節屈曲位の機能的ギプスによる一

ConservativeManagementofMetacarpalFractures

北里大学東病院整形外科

○小林明正，二見俊郎，森口尚生，

井村貴之，只野功

【はじめに】第2～5中手骨骨折は変形癒合を生じ

ると交叉指となり機能障害を残すこととなる．こ

のため，交叉指の発生防止が肝要である．今回わ

れわれは，徒手整復後MP関節90.屈曲位で手指

を屈曲した際，交叉指を生じてこない例を対象に，

石黒らが報告したMP関節屈曲位のギプスによる

保存療法を試みたのでその結果を報告する．

【対象・方法】対象は，徒手整復後MP関節90.屈

曲位で手指を屈曲した際，交叉指を生じない第2

～5中手骨例とした．男12例，女7例の計19例

(19手，26骨折）で受傷時平均年齢は40歳（18‐

84)，原因は転倒11例，殴打2例，その他6例で，

1手は開放骨折であった．26骨折の骨折部位は，第

2中手骨が1骨折，第3は7骨折，第4は8骨折，

第5は10骨折で，単一骨折14手14骨折，複数部

位の骨折は5手12骨折であった．骨折型は螺旋骨

折14骨折，斜め8骨折，横4骨折であった．中手

骨以外の骨折を2例2手に認めた．以上の症例に，

MP関節70～90.屈曲位で，手関節およびPIP関

節は固定しないギプス固定を行った．受傷後2～

14日にそれまでの前腕部からの外固定からMP屈

曲位ギプスに変更し，2～5週間固定した．外固定

期間中は手関節,PIP関節を可能な限り動かすよ

う指導した．

【結果】平均観察期間は5.6か月（2～40)で，2手

に手背に軽度の凸変形を残したが全例骨癒合を

得，痙痛は認めなかった．手指の関節可動域は全

例制限を残さず，交叉指も認めなかった．調査し

えた15骨折で平均2mm(0～6)の短縮を認めた．

握力は13手の調査で健側比で平均81％(50～107）

であった．

【結語】MP関節屈曲位で交叉指を生じない第2～

5中手骨では保存療法の適応がある．その際,PIP

関節，手関節を固定しないMP関節屈曲位ギプス

は機能障害を残すことも少なく有用な治療法であ

る．
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掌側板剥離骨折に対する観血的治療の検討
OperativeTreatmentforPalmarPlateAvulsion

IIjuriesoftheProximalInterphalangealJoint

l旭川赤十字病院，2函館中央病院，3旭川リハビリ

テーション病院

○秋田真秀'，平山隆三1,多田博2,
中村智3

【目的】指の近位指節間関節（以下PIP関節）の掌

側板剥離骨折はPIP関節の過伸展損傷や背側脱臼

により生じ，放置されると偽関節の残存により機

能障害を生ずる．掌側板剥離骨折に対して，各種

治療法の報告をみる．今回観血的加療を行った症

例につき検討を加えて報告する．

【対象と方法】2000年以降加療した10例10指で

ある．年齢は13～52歳(平均22.3歳)．男性8例，

女性2例，右6例，左4例である．受傷指は示指1

例，中指2例，環指2例，小指5例である．受傷原

因はバレーボール等の球技7例，タイヤ交換1例，

転倒2例である．新鮮例9例，陳旧例1例である．

骨片の関節面に占める割合はSchenckの分類で

gradelll9例,gradelV1例である．骨片回転転位

8例，僥側側副靱帯断裂例が3例である．受傷時に

脱臼が明らかなものは7例である．固定方法は，R

wire固定法7例・pull-out法3例で術後3週間の
PIP関節固定を行った．

【結果】術後経過観察期間は8週～52週(平均14.5

週）であった．全例骨癒合を認めた.PIP関節の

可動域は，伸展0～-20｡(平均-8｡）屈曲75～95。

(平均86｡）であった．全例，痙痛・変形・不安定

性なく，全例スポーツ等に復帰した．陳旧例の1例

にXp上，変形性関節症変化を認めた．

【考察】PIP関節の掌側板剥離骨折において，骨片
回転転位や合併損傷があるものは，放置されると

痙痛･可動域制限の残存，関節不安定性を生ずる．

観血的治療により，全例に骨癒合を得て，軽度の

可動域制限を残すが，瘤痛・不安定性もなく，受

傷前の状態に復帰している．我々 は骨片回転転位・

靱帯断裂合併例などの不安定例は，手術適応と考
えている．

2-5-270

Low-profilemini-plateを用いた指PIP関
節背側脱臼骨折の手術療法

TreatmentofDorsalFracture-Dislocationofthe

ProximallnterphalangealJointusingLow-Profile
Mini-Plate

'東海大学大磯病院整形外科，2東海大学医学部整

形外科，3東海大学八王子病院整形外科

○池田全良l,小林由香2,齋藤育雄3,

岡義範3

【目的】指PIP関節背側脱臼骨折は治療に難渋する

骨折のひとつである．今回，本外傷に対して掌側

plate固定を行い満足する結果を得たので報告す
る．

【対象および方法】症例は12例で，全例男性であっ

た．受傷時年齢は18歳から49歳，平均37歳であ

り，受傷機転は野球での突き指5例，バイク事故6

例，自転車の転倒事故1例であった．指PIP関節

背側脱臼骨折は，示指4例，中指1例，環指3例，

小指4例であった．骨折型はSchenckの分類の

GradelWGradeBが6例,GradelWGradeCが6

例であり，損傷関節面は平均50.3%で，全例陥没

骨片を有していた．また，2例に基節骨骨頭の骨折
を合併していた．

手術方法は，レントゲン透視下にPIP関節を屈曲

させ，屈曲位で基節骨頭背側からextensionbloCk

を鋼線刺入し，背側亜脱臼を整復する．次いでPm

関節を伸展位としてA3pulleyから掌側進入を

行った．中節骨PIP関節の陥没骨片を整復した後，

掌側転位骨片をlow-profilemini-plateでbuttress

として整復固定した．術後は数日の圧迫包帯の後，

自動関節可動域訓練を開始した．術後経過観察期

間は10カ月から1年10カ月であった．

【成績】全例骨癒合を得た．術後2例に屈筋腱の癒

着剥離を要した．術後の自動PIP関節可動域は平

均81･であり,%TAMは84.5%であった．関節不

安定性を認めたものはなかったが，1例に軽度の

運動時痛が遺残し，軽度の関節症性変化を2例に

認めた．

【結論】今回試みたlow-profilemini-plateによる
固定は，骨片の大きさにもよるが，骨折部の強固

な固定性が得られ早期に自動運動を開始できる点

で有用な方法である．
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小骨用プレートシステムを用いた中手骨・
指節骨骨折の治療成績

TreatmentofMetacarpalandPhalangealFractures

withMiniatureScrewsandPlates

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 ， 伊達亮

学，

【目的】小骨用プレートシステムを用いて治療した

手指骨骨折の治療成績を検討した．

【対象および方法】1999年8月以降,Leibinger

platesystemを用いて治療した中手骨・指節骨骨
折50例66指を対象とした．男性44例，女性6例，

年齢13～78歳(平均36.5歳)．骨折部位は中手骨

29指(母指1，示指2，中指1，環指13,小指12)，

基節骨35指（母指11,示・中指各6，環指7，小

指5)，中節骨2指（示・小指各1）であった．こ

れらのうち非開放骨折33例39指で，開放骨折は

17例27指，うち再接着を含む腱損傷，神経損傷を

伴う高度軟部組織損傷合併例は12例17指であっ

た．術後非開放骨折に対しては0～14日，腱損傷

を合併した開放骨折に対しては14～24日の外固

定を行なった．治療成績はBosschaらに準じて

TAMにより判定した．

【結果】骨癒合は全例に得られた．非開放骨折にお
いてはExcellent35指,Good3指,Poorl指で

あった．%TAMの100%獲得例では術後3～6週

には正常可動域を獲得していた．一方開放骨折に

おいてはExcellentl指,GoodlO指であり,Poor

l6指中10指は基節骨骨折例で，最接着例，屈筋腱

損傷合併例は全例Poorであった．

【考察】手指骨骨折において，良好な治療成績を獲

得するには，術後早期からの可動域訓練が重要で

ある．Leibingerplatesystemはプレートやスク

リュウの折損，逸脱もなく良好な固定性が得られ，

早期可動域訓練が可能であった．しかし高度軟部

組織損傷合併例においては，術後固定期間短縮に

努めてはいるが，成績はいずれもPoorであった．

腱縫合法，後療法の対策が必要と考えられる．

2-5-272

手指骨骨折に対するLowprofileplateand

screwsystemの治療成績
InternalfixationofMetacarpalandPhalangealFrac-

tureswiththeLowProfilePlateandScrewSystem

'横須賀北部共済病院整形外科，2横浜市立大学医

学部整形外科

○瀧上秀威1,坂野裕昭l,岡崎敦1,

葉梨大輔'，齋藤知行2

【目的】手指骨骨折に対する治療法として，近年

lowprofileplate(LPP)による内固定が行われる
ようになってきた．今回我々はLPPを使用しその

結果を検討した．

【対象】過去3年間に当科でLPPを用いて固定した
30例（男22,女8）36指を対象とした．平均年齢

は44歳（16～90）であり，骨折部位は中手骨20

指，基節骨14指，中節骨2指であった．閉鎖骨折

のうち関節内骨折が5指，関節外骨折が22指であ

り，開放骨折は9指であった．6指に骨移植を行っ

た．術後経過観察期間は平均12カ月（2～33）で

あった．術後評価として骨癒合時期，自動関節可

動域(TAM)を評価した．また骨折部が体部と頭

頚･底部にあるもの，骨移植あり（＋）とない（一）

もの，開放骨折と閉鎖骨折の2群間での成績も比

較した．

【結果】感染例はなく，骨癒合までの期間は平均
2.6ケ月であった．TAMは平均224.と良好な結果

が得られた．2指にScrewの逸脱や変形でmigra-

tionを生じたが，最終的には癒合(3M,11M)し

TAM(240｡,260｡)は良好であった．追加手術は

抜釘時に4指に授動術を，1指にPIP関節固定を

行った．抜釘時Screwの折損を1指に認めた．2群

間の比較では骨折部の体部群と頭頚十底部群にお

いて,TAMや癒合期間に有意差はなかった．骨移

植（＋）群のTAMは162。と骨移植（－）群の235･

に対し有意に減少(p<0.01)したが，骨癒合時期
に差はなかった．開放骨折群と閉鎖骨折群の間に

差はなかった．

【結論】手指骨骨折に対するLPP固定は，感染なく

骨癒合が得られ良好なTAMを獲得した．骨移植が

必要となる骨折ではTAMが減少した.LPPは腱

滑走阻害による癒着や破損の可能性もあるため注

意が必要である．
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指節骨に対する経皮髄内釘固定術

IntramedurallyNailingfOrFracturesofPhalanx

瀬尾記念病院

○野々宮廣章

中手骨に対する経皮髄内釘固定術は，さまざまな

施設で行われている．今回，われわれは指節骨(適

応部位は，基部を除く穎部十頚部･頚部･骨幹部）

に対しても経皮髄内釘固定術を行い良好な結果を

得ている．われわれの行っている手術手技・治療

成績につき報告する．

【対象】2001年1月より2004年12年14例を対象
とした．

【症例】症例は20症例21手男性16例女性4例

患側は左側15手右側6手年齢は16歳から65

歳（平均33歳）であった．指別では，示指5手

中指4手環指4手小指8手指節骨別では中節骨

8手基節骨13手であった．

【手術手技】エンダー用に曲げた1.OmmCワイ

ヤーを同じサイズのCワイヤーで経皮的に伸筋腱

付着部にあけた骨孔より徒手的に刺入固定する．

ワイヤー断短は骨に沿うように曲げ皮下に埋没す
る．

【後療法】術後翌日より隣接指とバデイーテーピン

グし指交差の予防をしながら自動運動を開始す
る．

【結果】骨癒合は全例に得られ可動域制限･指交差・
変形治癒は一例もなかった．

【考察】指節骨に対する経皮髄内釘固定法は刺入点

を伸筋腱付着部におくことで伸筋腱のトラッピン

グも無く可動域を制限しない．さらに，早期に可

動域訓練を始められ健の癒着も少なく，患者の社

会復帰も早期に可能である．

【まとめ】経皮髄内釘固定術の成績を報告した．患

者の社会復帰も早く指節骨骨折の治療における

MIOS手術と考えている．

一Sl81－

2-5-274

手指PIP関節側副靱帯損傷一次修復の成績
の検討

PrimaryRepairfOrCollateralLigamentLesionsof
thePIPJoint

興生総合病院整形外科

○河野正明，竹葉

丸石晃，森實

淳，山下貢二，

主

【目的】当院における手指PIP関節新鮮側副靱帯損

傷の外科的修復を省みて，手術方法および後療法

の違いが成績に与える影響を検討する．

【対象および方法】2001年4月から2005年7月ま

でに手術的に一次修復を行ったPIP関節側副靱帯

損傷患者31例を対象とした．男性18例女性13例．

手術時平均年齢32.0歳．利き手15手非利き手16

例．示指4例中指8例環指7例小指12例．示指4

例中3例および中指8例中1例が尺側側副靱帯損傷

で他は榛側側副靭帯損傷であった．手術適応はス

トレスでの開大角度20度以上でendpointのない

ものとした．初期の12例はpull-out法にて修復後

K鋼線にて3週間関節固定．その後の9例は固定期

間を2週間とし，最近の10例はsutureanchorを

用いて修復し鋼線固定は行わず翌日よりバデイ

テープ装着下に可動域訓練を開始した．これら3

つの群の成績を比較検討した．

【結果】最終調査時，全例痛みはなく可動域も平均

伸展-4.9平均屈曲89．6度と比較的良好であった．

しかし3週間固定郡の平均伸展は-7.5度なのに対

し，2週間固定群では-0.8度，固定なし群では0度

と差が見られた．また最終可動域に到達するまで

の期間が3週間固定群では平均2.7ヶ月であったの

に対し，2週間固定群では2.1ケ月，固定なし群で

は1.6ヶ月と短期間で獲得できていた．

【考察】Sutureanchorを用いて修復し術後早期か

ら可動域訓練させることで早期に良好な成績が得

られると考えられた．

！
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尺側偏位亜脱臼を伴う陳|日性PIP関節僥側

側副靱帯損傷に対する手術治療

SurgicalTreatmentofUlnarSubluxationofthe

ProximallnterphalangealJointduetoOldRadial

CollateralLigamentTもar

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】尺側偏位亜脱臼を伴う陳旧性PIP関節僥側

側副靱帯(RCL)損傷に対し報告のない関節温存

再建術およびその成績を検討すること．

【方法】対象はPIP関節RCL損傷を長期放置し関

節症変化と共に尺側偏位，亜脱臼を呈したと考え

られた3例，4指（小指3指，環指1指）である．

手術時年齢は平均52歳で受傷後平均34年であっ

た．全例関節症変化を認め，特に骨頭の変形によ

り関節面自体が尺屈変形を呈し，徒手整復によっ

てもPIP関節尺屈変形は残存した．屈伸は尺側偏

位のまま保たれ屈曲70.伸展0.,運動時痛はなかっ

た．いずれも主訴は変形と尺屈ストレス時の僥側

の痛みであった．手術は1指にRCL修復のみ行い，

3指に頚部での矯正骨切及びRCL縫縮を行った．

外固定は平均3.5週であった．経過観察期間は平均

14ケ月．

【結果】RCL修復のみの1指は術後3ケ月で徐々 に

尺屈変形再発し術後9ヶ月で関節固定を行った．

矯正骨切を併用した3指は脱臼の再発，瘤痛等な

く屈曲65.伸展0．であった．

【考察】RCL断裂を放置したPIP関節は長期経過

すると関節症変化と関節面の尺屈変形を認める．

瘻痛なく屈伸可動域が保たれているため，関節固

定は選択しがたいが関節温存術の報告はなく成績

も不明である．徒手整復で尺屈14･まで矯正でき

たためRCL修復のみ行った1指は再発をきたし関

節固定を要したが，残存した関節面尺屈変形と伸

展メカニズムや屈筋腱による尺側偏位ベクトルに

よる再発と考えられる．この経験をふまえ頚部で

の骨切によるアライメント矯正と共にRCLの縫

縮を行ったところ3指は瘤痛や再発なく可動域も

温存された．関節症変化を伴うPIP関節の無痛性

尺側偏位亜脱臼に対しては長期的な関節症変化は

危‘|具されるものの関節温存術適応の可能性が示唆

され，その場合骨切によるアライメント矯正が重

要でRCLは縫縮により対応可能であった．

2-5-276

陳旧性母指MP関節側副靱帯損傷の解剖学
的再建法

AnatomicalReconstructionofCollateralLigament

atMetacarpophalangealJointoftheThumb

聖隷浜松病院手の外科・マイクロサージヤリセン

ター

○神田俊浩，斎藤英彦，高橋勇二，

大井宏之，森谷浩治

【目的】陳旧性母指MP関節側副靱帯損傷の再建法

には様々な方法が考案されてきたが，ただ側方動

揺性を抑える2次元的靱帯再建の報告が多い．

我々 は長掌筋腱(以下PL腱）を用い，側副靱帯の

索状部と扇状部および掌側軟骨板を再建する3

次元的靱帯再建を施行し，満足する成績を得たの

で報告する．

【対象および方法】症例は6例6指（僥側側副靱帯

3例，尺側側副靱帯3例）男性4例，女性2例．手

術時平均年齢34.7歳（3～57)．平均経過観察期

間6.8か月（3～11）であった．術前MP関節スト

レス撮影で平均38.7｡(僥側例平均37.3.尺側例平

均40.0｡）の動揺性を認めた．手術は全例でPL腱

を用いて再建を行った．まず中手骨の側副靱帯索

状部付着部に骨孔を開けPL腱を通す．次に基節骨

の側副靱帯付着部に背側から掌側へ向く骨孔を開

け，先に通したPL腱の半腱を通し近位へ折り返し

て掌側軟骨板に編み込み縫合する．残った半腱は

広げて掌側軟骨板に縫合し扇状部とする．折り返

した腱は更に中手骨靱帯付着部より近位に設けた

もう一つの骨孔に通し，再建靱帯反対側で初めの

腱断端と縫合する．術後3週間外固定した後可動

域訓練を開始した．

【結果】全例で母指MP関節動揺性なく，平均可動
域は陳旧性関節内骨折合併例の1例を除き伸展一

3.2｡(15～-20)，屈曲49.4｡(45～62）であった．

術前6例中4例に認められたMP関節の瘻痛は消

失した．

【考察】母指MP関節僥側側副靱帯損傷例では過伸
展損傷による掌側軟骨板損傷の要素を含んでい

る．陳旧性尺側側副靱帯損傷例でも，この弛緩は

合併している．したがって，その解剖学的再建で

は側副靱帯索状部だけでなく扇状部と掌側板の再

建が必要と考える．
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陳旧性手指側副靱帯損傷の治療

ReconstructiveProceduretoRepairChroniclniuries

totheCollateralLigamentoftheHand

l東海大学八王子病院整形外科，2小澤病院，3東海

大学大磯病院整形外科

○神元将志1,原山大樹2,齋藤育雄1,

池田全良3，岡義範’

【はじめに】手指の陳旧性側副靭帯損傷の再建術に

は様々な方法が報告されている．我々はPL腱を用

いた簡便な靱帯再建法を行い，良好な成績を獲得

してきたので報告する．

【対象および方法】対象は，受傷3ヶ月以上経過し

た陳旧性手指側副靱帯損傷15指15例である．男

性9例，女性6例，年齢は21歳から69歳(平均43

歳)で，手術までの期間は平均85ケ月であった．母

指MP関節尺側10例，母指MP関節僥側3例，中

指MP関節僥側1例，小指PIP関節榛側1例であっ

た．術式はPL腱を損傷靱帯付着部に作成した骨孔

に通し，遣残靱帯の基部や周囲軟部組織と縫合後，

遣残靱帯を重ね合わせて縫合した．対側に引き出

した移植腱断端部は固定せず，皮下にて切離のま

まとした.KWireにて関節を仮固定し，術後5週

で抜去後リハビリテーションを開始した．

【結果】全例に動揺性の改善が得られ瘻痛もなく，

Glickelの評価法でexcellentl3例,good2例と良
好な結果が得られた．

【結語】本法は，再建靱帯の強固な固定をしない簡

便な方法で，リハビリテーション中に至適な靭帯

張力が得られ，良好なROMと関節の安定性を獲得

出来る方法である．

2-5-278

Boxer'sknuckleの手術成績

SulgicalThFeatmentofBoxer'sKnuckle

'駿河台日本大学病院整形外科，2日本大学整形外

科

○佐藤多賀子19長岡正宏l,長尾聡哉1,

龍順之助2

【目的】今回我々 はboxer'sknuckle新鮮例3指，陳

旧例12指に対し手術的治療を行ったのでその手

術法，治療成績について報告する．

【対象と方法】対象は当院で手術を行ったboxer's

knucmel5指で，年齢は17歳から30歳平均22.4

歳，受傷指は中指13指，示指1指，小指1指で，受

傷側は右8指，左7指であった．受傷原因はボクシ

ング試合中10指，スパーリング中2指，パンチン

グマシーン2指，正拳突き1指であった．術前に腱

の脱臼を認めたものは新鮮例2指，陳旧例1指で

あった．受傷から手術までの期間は新鮮例が5日

から13日平均3.1日，陳旧例が4ケ月から12ケ月

平均7.1ケ月であった．（手術法）新鮮例3指に対

しては断裂した関節包を縫縮した．陳旧例10指の

うち5指は断裂部を縫縮することができたが，残

りの7指は断裂部の辺縁を新鮮化し，欠損部に伸

筋支帯移植を行った．

【結果】術前見られたMP関節部の圧痛は全例消失

していた．全例パンチでも瘻痛はなく,MP関節の

可動域制限を残したものはなかった．術後に腱の

脱臼や指伸展障害を生じたものはなかった．プロ

ボクシング選手10例は全例パンチが打てるまで

回復し，術後試合に復帰したものは8例であった．

伸筋支帯移植を行った7例のうち5例は試合に出

場し，最初の試合では判定負け1例，判定勝ち3例，

TKO勝ち1例であった．残りの2例は術後経過観

察中である．

【考察】Boxer'sknuckleの手術は断裂した関節包

やsagittalbandの一次修復が一般的である．しか

し，陳旧例では嬢痕を切除すると欠損が生じる．こ

れを無理に縫合するとMP関節の屈曲が障害され

ることになる．そこで我々はこの欠損部に手関節

背側より伸筋支帯の一部を移植した．新鮮例に対

しては修復術のみで十分であるが，関節包が縫縮

できない陳旧性のboxer'sknuckleに伸筋支帯移

植は有用であった．
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骨髄間葉系細胞を用いた血管含有チューブ

内神経再生について

NerveRegenerationPromotedinamlbewithVascu-

larityContainingBone-marrow-derivedCells

京都大学整形外科

○山川知之，柿木

森本佳秀，中村

良介，中山憲，

孝志

【目的】骨髄間葉系細胞（以下BMC)は神経系細

胞にも分化能を有する．血管茎を入れた神経架橋

チューブ内に加えたBMCがチューブ内の豊富な

血流にて生存し，神経再生環境によりSchwann細

胞に分化誘導され，チューブ内神経再生が促進さ

れるのではないかと仮説をたてた．

【方法】雄Lewisラットの腓腹動静脈を血管茎とす

る有茎血管含有シリコンチューブを作成し，坐骨

神経の15mm欠損を架橋した．雄Lewisラットか

ら培養したBMCをこのチューブ内に移植した(B

群)．コントロールとしてチューブ内に雄Lewis

ラットから培養した線維芽細胞を移植した群(F

群）と細胞を移植しない群(V群)の3群を作成し，

術後3，6ケ月で電気生理学的，組織学的検討を

行った．また，雌Lewisラットをrecipientとして

同様の実験を行い，再生神経内の移植した雄細胞

の存在をsry特異的PCR法で調べ，さらに移植し
たBMCのSchwann細胞'、の分化を調べるため，

insituhybridizationにてY染色体陽性細胞が抗

S-100抗体，抗GFAP抗体による染色されること

を確認した．

【結果】足部内転筋の活動電位，伝導速度ともF群，

V群より有意にB群で高く，またV群はF群と比

べて有意に高かった．同様に平均有髄神経軸索数，

軸索直径，神経組織面積はB群が他より有意に大

きく,V群はF群より有意に大きかった．再生神

経内において移植したBMCはPCR法により約

29％残存しており，移植細胞はS-100,GFAPと

もに陽性であった．

【考察】チューブ内に移植されたBMCは血管束か

らの酸素，栄養の供給により生存し，神経成長因

子等が豊富に存在するチューブ内の環境下で

Schwann細胞に分化誘導され，神経再生を促進さ

せたと考えられる．

2-a-Po55

吸収性透明チューブを用いた末梢神経接合

第2報

CoaptationoftheSeveredPeripheralNerveUsing

BiodegradableTransparentTube

'新潟手の外科研究所，2鈴鹿医療科学大学医用工

学部医用電子工学科

○成澤弘子1,牧裕1,吉津孝衛l,.

坪川直人17筏義人2

【はじめに】マイクロサージャリー技術の中でも末

梢神経縫合は必ずしも容易ではない．神経線維束

同士を正確に合わせることは不可能で上膜縫合，

上膜周膜縫合では不適合が生ずる．私たちはより

簡便な神経接合法の開発実験を行ってきた．神経

切断端の遠位，近位それぞれの上膜に1針ずつナ

イロン糸をかけ吸収性のP(LA-CL)透明チュー

ブ内に引き込みチューブ壁を介して接合し断端間

を1nTTn前後に保つ方法である．透明な壁を介して

神経接合部の状態を確認調整できる利点がある．

この方法でチューブ内径が接合する神経の外径に

近いほど遠位断端内への再生軸索数が多く従来の

縫合法に勝ったという結果を第20回日整会基礎

学術集会に報告した．

【目的】今回は接合に用いるチューブの長さが軸索

再生に影響を与えるかどうかを確認するため，以

下の実験を行った．

【方法】300gウイスター雄ラットの右大腿部で脛
骨神経（外径約0.8mm)を切断し内径1mm長さ

3mmのチューブで接合した群1(n=8)と長さ6mm

のチユーブで接合した群2(n=7)を作成した．8

週間後に接合部の遠位5rnmのレベルで神経周膜

内に再生した有髄軸索数を計測し比較した．検定

にはWilcoxon順位和検定を用いp<0.05を有意

差ありとした．

【結果】再生有髄軸索数の中央値は群1で5022,群

2で3304であり再生軸索数は群1で有意に多かっ

た．

【考察】チューブ接合法の利点は神経接合部から再

生軸索のもれが少なく，神経上膜と壁内面が接す

る抵抗で神経の伸びやねじれがある程度抑えられ

ることと考えた．しかしチューブが長いと一見神

経を支えるには有利と思えるが，今回用いたよう

な2－3カ月では溶けないチユーブでは逆に神経に

刺激を与える，関節の動きによりチューブ断端が

神経を圧迫する，神経内血行を阻害する，などのマ

イナス面が出る可能性をこの実験結果は示した．
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コラーゲンスポンジ充填管腔ポリマー

チューブによる末梢神経欠損部の架橋実験

PeripheralNerveRegenerationUsingNerveConduit

FilledwithCollagenSponge

'清恵会病院外傷マイクロサージヤリーセンター，

2芦原病院整形外科

○ 越宗勝1,高松聖 仁2,榎本誠2

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PLAPCLチューブにコラーゲンスポ

ンジを充填することにより，良好な神経の再生が

誘導できることを実験的に証明した．今回は，人

工神経の構造を管腔構造にし，神経再生の誘導が

強化されるか検討した．

【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,24G針にてスポンジを貫通さ

せ管腔構造を作成した．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ューブを移植した．

（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)およびコラーゲンスポンジを

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，

神経の再生及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．コラーゲン充填管腔

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】コラーケンスポンジをPLA/PCLチューブ

に充填し管腔構造にすることにより，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-a-Po57

キトサン・ナノファイバー・チューブを用

いた人工神経の開発

DevelopmentofanArtificialNerveUsingaNon-

wovenFabricMadewithChitosanNanofibers

'東京医科歯科大学疾患遺伝子実験センター，2北

海道大学創成科学研究機構，3物質材料研究機構生

体材料研究センター，4東京医科歯科大学大学院医

歯学総合研究科

○伊藤聰一郎1,田中順三2.39四宮謙一4

【目的】蟹由来キトサンの生体適合性を向上するた

めナノファイバーを作製し，3次元成形体(多孔性

シート）に成形加工した．キトサン．ナノファイ

バー・シートの再生神経組織の足場としての有効

性を検討した．

【方法】脱アセチル化度(DAC)75,93%のキト

サン溶液を基剤とし，エレクトロスピニング法に

よりナノファイバー･シートを作製した．また，カ

ニ腱を化学処理してtキトサン･チューブを作製し

た．透過型電顕(TEM),走査型電顕(SEM)で

表面形状を比較した．実験1:DAC75,93%のキト

サン・ナノファイバー・シート（10×10mm2)を

SDラットの背部皮下に埋殖し,2,3,4週後に3

匹ずつ採取してトルイジンブルー染色標本(LM)

とTEMで観察した．実験2:キトサン．ナノファ

イバーをカバースリップにコートしシュワン細胞

株を培養した．蛍光抗体法(S10/FITC)でシュ

ワン細胞を観察した．実験3：ナノフアイバー．

シートをチューブ（直径2mm,長さ15mm)に採

型し,SDラットの右坐骨神経に移植した．同サイ

ズのtキトサン･チューブも移植した．コントロー

ルとして同系ラットの坐骨神経15mmを移植し

た．術後4週（3頭)，8週（6頭）で移植部中央と

遠位縫合部の10mm末梢で試料を採取してLM,

TEM観察を行った．遠位部の神経で再生有髄軸索

の直径と密度，神経組織占有率を計測した．

【結果と考察】シュワン細胞はナノファイバーに良

く接着性していた．DAC75%のシートはDAC93%

に比し吸収速度が速いが，いずれも炎症細胞浸潤

は軽度だった．神経組織はナノファイバー.チュー

ブ内壁に沿って再生していた．組織学的解析の成

績はナノファイバー・チューブが同系移植に匹敵

したが,tキトサン･チューブはこれらに比し有意

に小さかった．以上よりキトサン．ナノファイ

バー・チューブは生体適合性に優れ，再生神経の

足場に適する事が示唆された．
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ヒト末梢血由来AC133陽性細胞移植によ

るラット坐骨神経再生

TransplantedAC133PositiveCellsFromPeripheral

BloodinaPeripheralNerveGapPromoteNerve

Repair

広島大大学院整形外科

○來 嶋 也 寸 無 ，石田治，中西一義

石川正和，越智光夫

【目的】ヒト末梢血から単離したAC133陽性細胞

を，ラット坐骨神経欠損モデルに移植し，末梢神

経の再生効果を検討する．

【方法】実験群はアテロコラーゲンにAC133陽性

細胞1×105個を充填したシリコンチューブを作

製し，ヌードラットの坐骨神経15mmの欠損を架

橋した．対照群はアテロコラーケンのみを注入し

たシリコンチューブにて架橋した．それぞれの群

に対し移植後8週にて，肉眼的評価，組織学的評

価，電気生理学的評価とともに筋湿重量を測定し

た．

【結果】肉眼的にチューブ内神経組織架橋形成は実

験群では全例に見られたが，対照群では架橋され

ない例がみられた．組織学的には実験群で良好な

軸索再生が認められた．電気生理学的評価におい

ては，実験群では全例に筋誘発電位の導出が可能

であったのに対し，対照群で導出された例はな

かった．前脛骨筋における筋湿重量は実験群と対

照群で筋萎縮の差を認めなかった．

【考察】近年，神経形成や軸索ガイダンスについて

は神経と血管の相互作用に注目が集まっている．

本研究で用いたAC133陽性細胞は血管内皮前駆

細胞の分画として認識されており，また神経系の

細胞に分化する能力を持つことも報告されてい

る．AC133陽性細胞は高い分化能力を示すだけ

でなくは血管内皮増殖因子(VEGF)を含む様々な

増殖因子を分泌するとも報告され，神経再生に有

利な環境を作り出すことが推測される．AC133陽

性細胞は末梢血や膳帯血から採取可能であるため

臨床応用に即しており，今回の研究の結果からも

AC133陽性細胞を移植細胞として用いることは，

神経欠損を架橋する有用な手段であると思われ

た．

2-a-Po59

神経近位断端直接緩徐伸長による神経欠損

部修復のための研究

一神経近位断端の伸長様式について－

TheMorphologicalStudyoftheProximalNerve

StumpLengtheningbyDirectGradualDistraction

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

○0養吉拉夫，西浦康正，原友紀，

吉井雄一，落合直之

【目的】われわれは，切断神経近位断端を直接把持

し緩徐に牽引することによって伸長できること，

また，それに続く神経修復によって機能回復を得

られることを報告してきた．今回，この方法にお

ける神経の伸長様式について詳しく調べたので報

告する．

【方法】Wistarrat(12週齢,400g)を用いた．

<手術法>麻酔下に大腿中央で坐骨神経を10mm切

除し近位断端をリングに縫合した．リング近位端

から1mmの神経上膜に糸でマーキングを行った．

翌日より体外の自家考案神経伸長用創外固定器に

より1日1Tnmの速度で伸長した．

<評価法>21日目に還流固定し，神経を摘出．1群

では1似mの横断薄切切片を作成し,2mmごとに
平均軸索径を計測した．もう1群では神経解きほ

くゞ し標本を作成し，絞輪間距離の計測とDyCk分類

を行った．健側をコントロールとした（各n=5).

【結果】リング・マーキング間の長さ（当初1mm)

は20日後に平均12.0±2.7mmであった．横断切

片では，マーキング部より遠位では小径線維のみ

が見られたのに対し，マーキング部より近位では

大径線維が多く見られ，マーキング部の近位と遠

位で軸索径の平均値に有意差を認めた．解きほくﾞ

し標本では，絞輪間距離の平均値は，マーキング

部より遠位では172.4±13.4"m,近位では1019.0

=t56.2"m,健側では1033.5±44.1"mであった．

DyCk分類では，マーキング部より遠位部では軸索

再生(Dyck分類H)が85.9%,マーキング部より

近位ではParanodaldemyelination(Dyck分類C)

が87.1％であった．

【結語】神経近位断端直接緩徐伸長による神経断端

の伸長様式は，単に粘弾性によるものではなく，軸

索再生によるものと考えられた．
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2-a-Po60

同種神経移植における神経保存液としての

ポリフェノールの有効性に対する研究

SuccessfUlPeripheralNervePreservationandAllo-

graftingUsingGreenTbaPolyphenol

'京都大学大学院医学研究科整形外科，2ピッツ

バーグ大学形成外科，3倉敷中央病院整形外科

○柿木良介1,池口良輔2,松本泰-3,

山川知之'，中村孝志’

【目的】ポリフェノールの末梢神経保存，免疫抑制
作用について検討した．

【方法】実験1神経保存作用の研究Lewisラット

の坐骨神経より20mm長の神経片を採取し，直後

に移植したものをF群，7日間4度でポリフェノー

ル処理を行いその後21日間細胞培養液中で保存

したものをP群，細胞培養液のみで28日間保存し

たものをM群としそれぞれレシピエントLewis

ラット坐骨神経に移植した．移植12週及び24週

後に電気生理学的及び組織形態学的評価を行っ

た．また，オスLewisラットの同様に処理した坐

骨神経片をメスLewisラットに移植し,12週後に

Sex-determiningRegionoftheY-chromosome

(Sry)に特異的なPCR法とY染色体に対するin

situhybridization法を行った．

実験2免疫抑制作用の研究Lewisラットとは

majorhistocompatibilityにmismatchのあるDA

ラットより採取した神経片をLewisラットに移植

し実験1と同様に行った．

【成績】実験1，2とも，移植24週後の神経再生は，

P群はM群より有意に良好で,F群との間に有意

差は認めなかった．またPCR法にて移植後12週

後の再生神経内のドナー由来細胞の割合は，同系

ポリフェノール処理移植群で，新鮮自家移植群の

54％，同種ポリフェノール処理移植群で30％で

あった．また実験2でポリフェノール処理同種移

植群ラットのリンパ球CD4subsetは新鮮同種移

植群ラットより有意に高く，新鮮自家移植群との

間に有意差はなかった．

【結論】ポリフェノールは良好な末梢神経保存作用

と免疫抑制効果を有し，免疫抑制を有する神経保

存液として同種移植に応用できる可能性が示唆さ
れた．

2-a-Po61

除神経筋へのFGF2投与効果(ラットにて）
AdministrationofFGF2toDenervatedMusclesin

theRats

名古屋大学大学院医学系研究科機能構築医学専攻

運動・形態外科学手の外科

○岩田佳久，平田仁，篠原孝明，

馬島雅高，松木浩

【はじめに】末梢神経損傷後の運動機能回復には運

動神経の再生と除神経筋の再神経支配の2つのイ

ベントが不可欠である．軸索の再生を促進するた

めの神経栄養因子に関しては多くの研究がある．

しかし，除神経筋の機能回復を促進する手段はほ

とんど検討されていない．我々は骨格筋肥大作用

の知られているFGF2の局所投与の効果をmuscle-

to-nerveneurotizationmodel(MNN)を用いて

検討した．

【方法】Wistar系雄rat左前脛神経を切断し断端を

前脛骨筋末梢の無神経領域へ直接神経幹移植し

た.FGF2は手術時1回と術後1週間隔で4回の計

5回筋注した．投与濃度は100"g/ml群(F100群),

50"g/ml群(F50群),溶媒のみ（蒸留水）投与群

の3群とした（各群n=8).術後6週と8週に筋湿

重量，複合筋活動電位，神経筋接合部(NMJ)の

分布,FGF受容体の発現を調べ健側と比較し検討
した．

【結果】除神経筋ではFGF受容体が禰漫性に発現

していた．筋湿重量およびM波振幅はFGF投与量

に依存して有意に増大した．FGF投与群ではNMJ

の増加に加え分布にも変化を認め異所性のNMJ

形成が示唆された．

【考察】MNNモデルとすることでFGF2の除神経

筋への直接作用を確認できた．生理的には胎生期

にのみ発現するFGF受容体が除神経筋では澗漫

性に発現していた．筋湿重量，誘発筋電図が有意

に増大したことよりFGF2局所療法の再神経支配

筋肥大効果を確認できた．更に異所性のNMJ形成

を認めたことよりFGF2は筋内運動神経軸索の伸

長を促進し,NMJ形成を誘導する作用がある事が

示唆された．

【結論】FGF2局所投与が除神経筋の機能回復を促

進することが示された．
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2-a-Po62

骨格筋の修復過程に関わるNeuregulinの
役割

TheRolesinNeuregulinintheRegeneratingMuscle

ofRats

'京都府立医大大学院運動器機能再生外科学(整形

外科)，2京都府立医大大学院法医学

○平田美幸1,岡島誠一郎l,藤原浩芳l,

安原正博2，久保俊一’

【目的】Neuregulin(NRG)はグリア細胞の増殖

因子として同定された蛋白質で主に神経筋接合部

(NMJ)に存在し，アセチルコリン受容体の集積や

グルコースの輸送に関与している．骨格筋の成長

においてNRGは分化を促進させることが報告さ

れているが，成熟筋における作用にはまだ不明な

ところが多い．最近,NRGは運動後に発現が増加

すると報告され,NRGは筋肉の再生に密接に関わ

る可能性がある．本研究ではその可能性を探るた

め，筋損傷後のNRGの変化を筋肉および脊髄にお

いて経時的に観察した．

【方法】10週齢のWistar系雄ラットを使用し，前

脛骨筋に塩酸ブピバカインを注入して筋損傷モデ

ルを作製した．手術1，2，4，6，10，および14日

後に手術側の前脛骨筋およびその支配神経領域で

ある腰髄(L4-L6)を摘出した．免疫組織化学法，

Westernblot法,RT-PCR法により各サンプルの

解析を行った．さらに，修復過程における瓜眠Gの

局在を明らかにするため，蛍光二重染色を行い，筋

肉および脊髄レベルで観察した．

【結果および考察】Westernblot法では，筋肉内の

NRG蛋白は損傷後翌日から減少し,4日目以降に

徐々に増加した．脊髄でも同様に損傷後徐々に増

加を認めた．NRGmRNAは筋肉内では損傷後2日

目から6日目にかけて増加を認めたが，脊髄では

経時的な変化はなかった．蛍光染色法では，増殖

期，分化期を通じてNRGの筋衛星細胞(satellite

cell)との共在が確認できた．これらの結果から筋

損傷後の修復過程とNRGに密接な関係があると

考えた．また，再生筋内に発現したNRGは神経細

胞体にretrogradeに輸送される可能性があると推
察した．

2-a-Po63

骨格筋における神経栄養因子の定量(末梢
神経再生過程での変化）

QuantitationofNeurotrophinsinSkeletalMuscle:

ChangesduringtheProcessofPeripheralNerve

Regeneration

'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慶應義塾大学再生医学講座

○森澤妥1,高山真一郎29大串一彦1,

福田恵一3，戸山芳昭’

【目的】神経栄養因子(以下,NTF)は神経機能の

維持及び損傷後の再生に関与するが，標的器官で

のNTFは極めて微量のため，これまで正確な定量

は困難で，末梢神経損傷後の標的器官での神経栄

養因子の動態は不明であった．今回はわれわれは，

RT-PCR-HPLC法を用いてマウス坐骨神経切断

後，切断接合後に支配骨格筋で産生される

NGFmRNA,BDNFmRNAの定量を試み，脱神

経，神経再生，標的器官の神経再支配に至る過程

での標的器官(骨格筋）でのNTFの動態を検討し

た．

【方法】雌の5週齢ICRマウス140匹を使用し，片

側の坐骨神経切断モデル，片側の坐骨神経切断後

接合モデル,shamoperationモデル,controlモ

デルをそれぞれ作成した．切断モデルは坐骨結節

高位で片側の坐骨神経を切断し翻転した．接合モ

デルでは坐骨結節高位で片側の坐骨神経を切断

後，フイブリン糊で接合した.Shamoperationモ

デルでは神経剥離のみを施行した．各々 0，1，2，

4，6，8，12週で屠殺して，腓腹筋を採取し，内

部標準物質を加えRNAを抽出，得られたtotal

RNAを測定した．あわせて筋湿重量も測定した．

【結果】NGFmRNAは切断群，接合群共に6週ま

では増加し以後減少した．BDNFmRNAは両群と

も4週まで増加し以後減少したが，その減少率は

接合群で著しく，8，12週で両群に有意差がみられ

た．筋湿重量でも8，12週で両群に有意差がみら

れた．

【結論】末梢神経切断後に標的器官（骨格筋）で，

切断による脱神経の結果，神経栄養因子産生が高

まり，接合による神経再生，神経再支配とともに，

神経栄養因子産生が減少することが証明された．

－Sl88－



2-a-Po64

手根管症候群におけるperfectOsignの有
用性

DiagnosticSignificanceofPerfectOSignfOrCarpal
TunnelSyndrome

山形大学医学部整形外科

○佐竹寛史，高原政利，菊地憲明，

伊藤和生，荻野利彦

【目的】手根管症候群(CTS)の診断においてperfect
Osignに注目した報告は少ない．本研究の目的は

CTSの診断においてperfbctOsignの有用性を明
らかにすることである．

【対象と方法】2002～2004年にCTSと診断され

同一医師により加療された37症例57手を対象と

した．平均年齢は58歳，男性6例，女性31例，罹

病側は右30手，左27手である．調査項目は1）

perfbctOsign,2)圧迫テスト,3)Tinel徴候,4)

Phalentest,5)母指球筋の萎縮,6)短母指外転

筋力の低下（徒手筋力検査で4以下)，7）正中神

経伝導速度の遅延（運動神経遠位潜時(DML)>

4.2msec)である.CTSの診断は症状と調査項目

7項目のうち2項目以上を満たすものとした．Per-

fbctOは形状からO型，長方形型,D型，三日月

型に分け,O型を陰性，その他を陽性とした．そ

れぞれの調査項目の陽性率,perfectOsignと他検
査との関連を調べた．

【結果】陽性率はそれぞれperfbctOsignが83%,
圧迫テストが69%,Tinel徴候が61%,Phalentest

が65％，母指球筋萎縮が59％，短母指外転筋力低

下が85%,DML遅延が92%であった.PerfbctO

の形伏はO型が17％，長方形型が54%,D型が23%,

三日月型が6％であった.PerfbctOsignと母指球
筋の萎縮，短母指外転筋力低下との関係はそれぞ

れ長方形型が56％，85％でD型と三日月型が78％，

100％であった．またDML遅延症例のなかで，圧

迫テスト,Tinel徴候,Phalentestが全て陰性で

perfbctOsignのみ陽性が16%みられた．

【考察】徒手検査では短母指外転筋力低下の次に

perfectOsignの陽性率が高かった．PertctOの

形状が長方形型からD型，三日月型になるに従い

筋萎縮，筋力低下が著明になる傾向がみられた．

PerfbctOsignは患者の自覚症状の有無や検者の

手技的な誤差もなく，母指のわずかな対立障害を

鋭敏にとらえることができる検査である．

2-a-Po65

手根管症候群における各種検査の代用検査

としての運動神経遠位潜時検査の有用性

MotorDistalLatencyTbstingSubstitutesotherSen-

soryandElectrophysiologicalExaminationsof

CarpalTunnelSyndrome

'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1,今泉泰彦1,

山本哲司'，田中英城2

【目的】手根管症候群の重症度評価や治療効果の評

価として各種知覚検査や電気生理学的検査が行わ

れることが多い．しかし，詳細な知覚検査は施設

によっては困難であったり，感覚神経電位は症例

によっては導出できないこともあるため運動神経

遠位潜時(MDL)が評価の中心となる傾向がある．

そこでMDLと種々の検査値との相関を評価し，

MDLが他の検査の代用となり得るかを検討した．

【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，術前と術後6ケ月の時点で適切

な知覚検査，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．これらに対し，

術前後のMDL,感覚神経伝導速度および遠位潜時

(SCV,SDL),示指Semmes-Weinsteintest

(SW),s2PD,m2PD,振動覚閾値(Vib)を計測

し，術前後のMDLと各種検査値の間の相関の有無

を評価した．さらに術前のMDLと各種検査値の改

善率との間に相関があるかを評価し，各検査値の

改善率が術前のMDLから予測ができるかを評価

した．

【結果】術前のMDLは全ての術前検査値との間に

有意な相関を認めた．術後のMDLは術後のSCV,

SDL,s2PD,Vibとの間に有意な相関を認めたが

SWm2mとの間には相関を認めなかった．また，

術前のMDLはSCV,SDL,SW,s2PDの改善率

との間に有意な相関を認めたが,m2PD,Vibの改

善率との間には相関を認めなかった．

【考察】今回の結果から術前のMDLは術前の知覚

検査や知覚神経伝導速度検査の代用となり得るこ

とが示唆された．一方，術後の評価や改善率の予

測としてはやや信頼性が低下することがわかった

が，多くの検査値との間には相関を認めており，十

分に理解して評価を行えば大まかな代用検査とは

なり得ると考えられた．

－S189－



2.a-Po66

電流知覚閾値検査による手根管症候群の電

気生理学的評価

ElectrophysiologicalEvaluationofCarpalTilnnel

SyndromeusingCurrentPerceptionThresholdTbst

'西陣病院整形外科，2京都府立医大大学院運動器

機能再生外科学（整形外科学）

○牧之段淳1,辻吉郎1,西村彰代2,

藤原浩芳2，久保俊一2

【目的】電流知覚閾値(CurrentPerception

Threshold:CPT)検査は本学会でも有用性が報告

されている定量的知覚検査であり，手根管症候群

(CTS)診断に対するCPT検査の感度は60-84%と

報告されている．しかし,CPT検査にて正常と判

定されたCTS症例に重症例が含まれればCPT検

査の有用性に問題が生じる．そこでCPT検査で異

常を示さない症例の神経伝導検査について検討し

た．

【対象および方法】対象は平成12年6月以降，正

中神経領域のしびれ感，瘻痛などの臨床症状に加

え，神経伝導検査を行い,CTSと診断した57例79

手，内訳は男性8例，女性49例，年齢は34歳か

ら77歳(平均59.8歳）であった．示指および小指

に電極を貼付し5,250,2000Hz刺激時のCPT値

をNeurometer@(Neurotron社，ボルティモア）

を用いて計測した．得られたCPT値を付属のデー

タ解析システムに入力し，異常を示さなかった症

例をA群，異常を示した症例をB群と分類した．

【結果】A群15手全例で複合筋活動電位(CMAP)

および知覚神経活動電位(SNAP)は導出された．

B群64手中CMAP導出不能例は13手,SNAP導

出不能例は17手であった.A群およびB群の終末

運動潜時(DML)はそれぞれ4.9±1.1ms,7.1r

2.0ms,知覚伝導速度(SCV)は38.9±5.6m/s,

31．6±7.0m/sであった．いずれも2群問で統計学

的有意差を認めた．

【考察およびまとめ】CPT検査で正常と判定され

たA群では神経伝導検査における異常はB群に比

べ軽度であり,CMAPおよびSNAP導出不能例は

なかった.CPT検査で異常を示さない症例は，電

気生理学的観点からは軽症のCTSと判定できる

ことが明らかとなった．

2-a-Po67

透析患者の手指屈曲時における手根管部正

中神経側方移動に関する検討

TheEffectsofThumbandFingerMovementonthe

TransverseMotionandCross-sectionalAreaofthe

MedianNerveinPatientsundergoingHemodialysis

'和歌山県立医科大学紀北分院整形外科，2和歌山

県立医科大学整形外科，3和歌山県立医科大学リハ

ビリテーション科

○峠康l,谷口泰徳2,吉田宗人29

佐々木緑3，田島文博3

【はじめに】我々 は，第42回日本リハビリテーショ

ン医学会学術集会において健常者で各指屈曲時の

正中神経側方移動を検討し，示指，中指最大屈曲

時に手根管内の正中神経側方移動が最大であるこ

とを報告した．今回，我々は透析患者における各

手指屈曲時の手根管部における正中神経の側方移

動を検討したので報告する．

【対象と方法】対象は血液透析を行っており，正中

神経の運動神経遠位潜時が4.2Tnsec以上に遅延し

ているが手根管解放術を行われていない49-82歳

(平均66.0歳)，透析歴1-26年（平均8.6年）の患

者8例13手関節（男性6例，女性2例，右7手関

節，左6手関節）である．測定にはGE社製

LOGIQ500PRO,6-13MHzワイドバンドリニアプ
ローブを用い，水槽内で手関節中間位にて遠位皷

檗部を短軸方向Bモードエコーにて測定を行っ

た．安静時における手根管内の正中神経の横幅，厚

さを，次に母指から小指の各手指を屈曲し，それ

ぞれの最大屈曲時の正中神経の側方移動距離と幅

に対する比率を測定した．

【結果】安静時の正中神経の横幅は7.2±1.Omm,

厚さは2.4±0.5mmであり，健常者における諸家

の報告とほぼ同じデータが得られた．側方移動距

離は，母指1.8mm,示指1.8mnl,中指2.5mm,環

指2.2mm,小指2.1mmであり，側方移動比率は，

母指25.8％，示指25.6％，中指35.4％，環指30.3％，

小指29.7％であり，中指の側方移動は最大である

が，示指の側方移動は健常者と異なり抑制される

結果であった．

【考察】透析患者の手根管部で，正中神経とその近

傍に存在する屈筋腱の間で癒着などの結合組織が

存在し，正中神経の側方移動を阻害している可能

性が考えられた．

－Sl9卜
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特発性手根管症候群の重症度診断における
MRIの有用性

MagenticResonancelmagingEvaluationofCarpal

TunnelSyndrome

'土谷総合病院整形外科，2広島手の外科・微小外

科研究所，3広島大学保健学科

○蜂須賀裕己l,木森研治1'2,津下健哉2,

村上 恒二3

【目的】手根管症候群(CTS)の重症度は，自覚症

状や正中神経の神経伝導検査所見により判定する

とする意見が多い．しかし神経伝導検査は煩雑で

あり，患者に痙痛を与えることがある．今回，我々

はMRIにおける正中神経の形態的変化を定量化

し，非侵襲的なCTSの重症度判定法を検討した．

【対象と方法】対象は特発性CTS患者55例で，女

性45例，男性10例．罹患側は右側33手，左側22

手，平均年齢は59歳であった．MRI装置はHlilips
Gyroscanlnteral.5TeslaMRIを用い,T2手根

管横断像を1mmスライスにて撮影して手根管内

での正中神経横断面の最小短径/最大短径(正中神

経圧迫率;MNCR)を測定し，神経伝導検査，母

指運動障害の有無，知覚障害の程度との関係を解

析した．なお，神経伝導検査は運動および知覚神

経の伝導速度，終末潜時を測定し，知覚障害は

Semmes-Weinsteintestを用いて評価した．

【結果】MNCRは運動神経および知覚神経の伝導

速度，終末潜時と相関を示し，特にMNCRが0.25

以下の症例は全例運動および知覚神経とも電位は

導出不能となっていた.MNCRが増大するほど母

指の運動障害を有する症例が多かったが，知覚障

害の程度とは相関していなかった．

【考察とまとめ】これまで,CTSにおいて正中神経

の断面積や輝度などのMRI所見と，神経伝導検査

との関連性を検討する試みはあったが，断面積や

輝度の測定を日常診療で行うことは難しく，重症

度診断に応用されるまでには至っていない．今回

我々が報告したMNCRによる評価法は簡便かつ

非侵襲的で神経伝導検査とよく相関しており，

CTSの客観的な重症度判定法として有用であると

考えられた．

2-a-Po69

手根管症候群例の手のこわばﾚﾉ現象(屈筋

腱腱鞘滑膜肥厚との関連について）

HandStiffnessinCarpalTunnelSyndrome(with

SpecialReferencetoFlexorT℃ndonSynovitis)

'東北公済病院宮城野分院整形外科，2東北大学整

形外科

○宮坂芳典1,松原吉宏2

手根管症候群症例の手のこわばりが術後に改善す

る例がある事，その現象の臨床的特徴については

既に報告した．今回臨床的観察をすすめ，さらに

MR画像から手指屈筋腱腱鞘滑膜肥厚の有無を検

討し，その関連について検討したので報告する．

【対象】2003年までに手根管解放術を施行した手

根管症候群147症例204手を対象とした．手のこ

わばりの内容，持続時間について問診し，術前後

の変化を観察した．その持続時間を1時間以上

(+++)，20－60分(++)，5－20分（＋)，5分以

内（±)，なし（－）と亜分類した．術後成績とし

て，手のこわばり（屈曲障害）の著明改善・消失

をExcellent,改善したが軽度残存をGood,明ら

かに残存をFair,不変・悪化をPoorと4段階評価

を行った．

【結果】術前の手のこわばりの陽性率は60例／147

例（41％)，86手／204手（42％）であった．術後

の改善(ExcellentとGood群）は60例中42例(86

手中59手，改善率69％）にみられた．手のこわば

りの程度の重い＋＋群と＋+十群の中での屈曲不能

(fi,llgrasp不能）の症例23例34手における術後

改善に関してはExcellent6手,Goodl3手,Fair9

手,Poor6手であった．一方手根管MR画像検査

を施行した49例76手で，屈筋腱腱鞘滑膜肥厚を

示したのは19例29手であった．その腱鞘滑膜肥

厚（+）群での手の屈曲障害の陽性率は19例中15

例（79％)，29手中22手であった．一方腱鞘滑膜

肥厚（－）群において，その陽性率は30例中4例

(13％)，47手中7手であった．すなわち手根管レ

ベルでの屈筋腱腱鞘滑膜肥厚を示す群では手の屈

曲障害を高率に伴っていた．術後の手のこわばり

の改善は手根管狭窄による屈筋腱滑走障害が改善

されたためと考えられた．

－Sl91－
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特発性手根管症候群に合併する弾発指

TriggerDigitsAssociatedwithIdeopathicCarpal

『nmnelSyndrome

'新潟県立吉田病院整形外科，2香川大学医学部整

形外科

○ 田中英城l,加地良雄2,森健2

特発性手根管症候群にはしばしば弾発指が合併す

る．手根管開放術例を対象に，弾発指の合併頻度

および発症様式を調査し，その発生機序について

考察し報告する．

【対象】対象は1994年以降の11年間に特発性手根

管症候群(CTS)で手根管開放術(CTR)を行っ

た139例171手で，内訳は男13,女126例で年齢

は21から87歳（平均56歳）であった．

【結果】弾発指の合併は25例（18％）56指に見ら

れ，年齢は44から87歳（平均59歳）であった．

CTR後の発症が21例51指で，非手術側発症は5

例5指あった．罹患指は母指24,示指が6指，中

指が13指，環指6，そして小指7であった．複数

指発症が13例44指，単指発症が12例あった．1

例を除くすべてがCTSの症状(殆どが手指のしび

れ，少数例で母指の運動障害）を自覚してから弾

発指が発症していた.CTSの症状を自覚してから

弾発指の出現するまで期間は，6ケ月未満が5例5

指，19例38指は7から117カ月であった．CTR側

の発症が20例34指と多く，そのうち術後3カ月未

満の発症が6例7指，3から6ケ月までが14例17

指，それを過ぎて21ケ月までが4例10指であった．

一方,CTR前発症の弾発指は6例18指であった．

【考察】CTSの存在が弾発指を発症させる基盤と

考えられる.CTS罹病中，長期間弾発指が発症せ

ず経過したにもかかわらず,CTR術後6カ月まで

に8割が発症したことは,CTRが弾発指発症の契

機になると言える.CTR後の早期に発症する弾発

指発症例では術後の浮腫や屈筋腱の解剖学的走行

の変化も加わって発症した可能性は十分考えられ

る．

【結論】特発性手根管症候群に伴う弾発指は手根管

開放術を契機に，術後半年以内に患側に発症しや

すい．

2-a-Po71

DoubleCrushHypothesisの解釈について
AQuantitativeAnalysisoftheDoubleCrush

Hypothesis

l呉医療センター，2市立豊中病院整形外科，3星ケ

丘厚生年金病院整形外科

○澁谷亮-=1,山本浩司2,河井秀夫3

【目的】特発性CTR症例で中枢から末梢神経の運

道路の伝導時間を計測しdoublecrushsyndrome

(以下DCS)を定量的に評価検討した．

【対象】特発性CTRと診断された114名,174手

(60名は両側，54名は偏側）にて測定した．健側

54手を症状なし群とした．

【方法】短母指外転筋(APB)に電極を貼付した．

1)関電極の7cm近位にて正中神経を電気刺激して

M波とF波とを導出した．2)頭蓋と頚椎部を磁気

刺激しMEPを導出した.3)これらの潜時から中

枢運動伝導時間(CMCT),前角細胞からrootの

出口までの伝導時間(CRL),rootの出口～手関節

部までの伝導時間(PL)および終末潜時(MDL)

の各伝導時間とM波のAmplitudeを測定した．ま

た75名の患者に頚椎の画像評価をした．

【結果】MDLはCRLと強い(r=0.59,p<0.0001),

PLとは有意な(r=0.28,p<0.005)相関関係を

示した．症状なし群のCmは1.10士0.38msであっ

たのでここでは1.48msをcutoff値とした．CRL

が1.48msより延長していた延長群とCRLが

1.48ms以下の非延長群では，どちらの群もMDL

とAmplitudeは相関し（延長群:r=-0.46,p<

0.0001,非延長群:r=-0.32,p<O.05)差はな

かった．画像上頚椎の病変とCRLとは無関係で

あった．

【考察】1)MDLとCRLおよびPLはよく相関し

た．末梢神経が1ケ所で絞樋を受けるとその神経

線維全長に亘って伝導障害が生じるのは一般的な

性質でありDCSとの区別が困難である.2)CRL

の延長の有無とAmplitudeとは有意な関係がなく

2ケ所以上での障害が障害の程度を増幅させるこ

とは証明されなかった.3)CRLの延長と頚椎の画

像とは関係なかった．これらのことよりDCSの疾

患としてのidentityは不明確であり，特発性CTR

群のなかではDCSはきわめて稀であると考えら

れた．
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Martin-Gruber吻合type3と知覚神経破格
を伴う手根管症候群の3例

3CasesofCarpalTunnelSyndromewithMartin-

GruberAnastomosisandSensoryNerveAnomaly

'山弘会上山病院整形外科，2関西医科大学附属男

山病院整形外科，3関西医科大学整形外科

○谷川暢之1'3,齋藤貴徳2,飯田寛和3

【目的】Martm-Gruber吻合（以下MGA)は，比

較的頻度の高い運動神経破格である．しかし，前

腕レベルで正中神経より尺骨神経側へ短絡した神

経線維により母指球筋を支配するMGAtype3を
伴う手根管症候群（以下CTS)では，典型的所見

を呈さず，診断に難渋する場合がある．そこで，当

科で経験したMGAtype3を伴うCTS3例の臨床
所見を検討した．

【方法】関西医大整形外科にて上肢神経障害を呈す

る患者に対し，筋電図検査を施行した124患者135

肢を対象とした．正中神経伝導速度，針筋電図検

査と併せて，正中神経と尺骨神経の手関節，肘関

節高位に電気的最大上刺激を加え，短母指外転筋

よりBelly-tendon法にて複合筋活動電位を記録，

その波形(容量伝導電位の混在の有無)，潜時，振

幅，伝導速度よりMGAype3の存在の有無を検索

した．またMGAtype3を合併したCTSの症例で

は，正中神経と尺骨神経の手関節高位に電気的最

大上刺激を加え，表面電極より各固有指神経の知

覚神経誘発電位を記録し，知覚神経破格の有無に

ついても検索した．

【結果】MGAtype3を伴うCTSは3例に認めた

(2.2％)．この3例中2例は，知覚神経破格も合併

していた．更にこの内1例は，示指僥側指神経ま

でGyon管を介して支配されており,CTSとして

の明確な所見を呈さず，発症初期には他院で頚椎

症と診断されていた．

【考察】MGAype3が存在するCTSでは，母指球

筋の萎縮認めず，母指対立運動が可能であるため

典型的所見を呈さない．更に，知覚神経支配領域

に解剖学的破格が介在する場合，診断に難渋する

であろう．またMGAtype3伴うCTSでは，知覚

神経破格も合併している傾向が高い事を念頭に置

く必要があると考えられた．

2-a-Po73

特発性手根管症候群における手根管内圧と

術後臨床症状回復

RelationshipbetweenCarpalCanalPressureMeasure-

mentResultsandPost-operativeClinicalRecoveryin

IdiopathicCarpalTunnelSyndromeCases

'おくつ整形外科クリニック，2筑波記念病院整形

外科，3日本赤十字社医療センター整形外科

○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】われわれは術後の指最大自動屈曲位におけ

る手根管内圧の高低と臨床症状回復に相関があっ

た事を本学会で報告した．今回，術前の手根管内

圧測定結果を高圧群と低圧群に分け，両群の術後

手根管内圧測定結果と術後の臨床症状回復結果を

比較したので報告する．

【症例および方法】1995年8月から2003年3月の

間に特発性手根管症候群に対してUSEsystemを
用いた屈筋支帯とdistalholdfastfibersofthe

flexorretinaculum(DHFFR)を切離する手根管

完全開放術を行い，1年以上完全にデータを追跡

調査できた342手を検討対象とした．術前の指最

大自動屈曲位における内圧を測定し，平均値+SD

以上の値を示すものを高圧群，平均値-SD以下を

低圧群とした．両群の平均年齢，術前有症状率，臨

床症状の回復率を比較検討した．臨床症状は，全

正中神経領域における自覚的なしびれの消失期

",3g痛覚計および2g触覚計による知覚の正常へ

の回復期間を調べた.Wilcoxon'srank-sumtest

とFisher'sexacttestで検定した(p<0.01).

【結果】術前の指最大自動屈曲位における内圧値±

SDは150.5±53.9mmHgで，高圧群(n=39)は

205mmHg以上，低圧群(n=29)は96mmHg以

下とした．術後内圧は高圧群10.4mmHg,低圧群

8.4mmHgで有意差が無かった．両群間で平均年

齢，術前有症状率に有意差はなかった．しびれ感

痛覚，触覚の回復率は両群間で有意差が無かった．

【結語】術前の手根管内圧の高低に関わらず，手根

管完全開放例では術後の手根管内圧測定結果に有

意差はなく，術後の両群の臨床症状回復結果も同

様であった．
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小皮切による手根管開放術前後の知覚評価

EvaluationofSensoryFunctionafterCalpalTilnnel

ReleasewithShortlncision

大阪医科大学整形外科

○大塚尚，阿部宗昭，白井久也，

植田直樹，渡辺千聡

【目的】特発性手根管症候群に対し，小皮切による

手根管開放術(OCTR)を行った症例の術前･術後

の知覚障害の変化について調査したので報告す

る．

【対象・方法】1996年9月以後に特発性手根管症候

群に対しOCTRを施行した症例で術前・術後にS-

Wtestにて評価を行った症例36症例43手（男性9

例12手，女性27例31例)，平均年齢62.4歳（23

～87歳）を対象とした．診断は全例NCVを行い，

身体所見等から総合的に行った．明らかな頚椎病

変のある者，透析患者は除外した．術前と術後のS-

Wtestの結果をSO,S1,S2,S3,S4に分け評価

した．また，症例を65歳以上と以下の群に分け，そ

れぞれの知覚障害の変化についても検討を行った．

【結果】術前のSCVでは30手が導出不可能であり，

導出可能であった症例の平均は35.1m/secであっ

た．罹病期間は平均1.8年，術後の評価時期は平均

7.5カ月であった．術前の母指の知覚はSOが1手，

S1が4手,S2が10手,S3が17手,S4が11手

であり，示指の知覚はSOが2手,S1が4手,S2

が14手,S3が15手,S4が8手であった．術後の

母指の知覚はS2が3手,S3が13手,S4が27手

となり，示指はS2が3手,S3が11手,S4が29

手であった．術前に比べて術後は両指とも知覚は

有意に改善していた.(p<0.01)術前は年齢が高

いほど知覚障害が強かったが(p<0.05),罹病期

間とは相関がなかった．65歳以上の症例(n=19)

は65歳以下の症例(n=24)に比べて知覚は有意

に障害されていたが(p<0.05),術後は差がな

かった．また，術前にSCVが導出できた群とでき

なかった群とでは，術前・術後ともに知覚障害の

程度には差がなかった．

【考察】高齢者の術前の知覚障害は強い傾向があっ

たが，術後の回復は良好であり，高齢者であって

も手根管開放術後の知覚の回復は十分期待できる

と考えられる．

2-a-Po75

特発性手根管症候群に対する両側同時手術

の適応

ThelndicationofECTRattheSameSessionin

IdiopathicBilateralCarpalTunnelSyndrome

'駿河台日本大学病院整形外科，2日本大学整形外

科学教室

○豊泉泰洋'，長岡正宏1,佐藤多賀子1,

長尾聡哉1，龍順之助2

両側にしびれ感を訴える手根管症候群では症状が

強い片側にのみ手術を行うと，反対側の症状改善

し，左右別々に手術を計画していた症例も，2回目

の手術が必要なくなる症例を経験することがあ

る．今回我々は，両側同時手根管開放術の適応を

知る目的で，異なる時期に行った両側手術例と，対

側には手術を行う必要の無かった症例を比較し，

それぞれの初診時の所見を検討した．

【対象】特発性手根管症候群56例112手を検討し

た．このうち最終的に両側共に手術に至った31例

62手のうち，2回目に手術した31例31手をA群，

最終的に一側にのみ手術を行った非手術側25例

25手をB群とした．しびれ感の程度の評価はなし，

間欠的しびれ，持続的しびれの3段階で評価した．

短母指外転筋の萎縮の程度は，4段階で評価した．

A群の治療方法は2例従来法手根管開放術，29例

は鏡視下手根管開放術を行った．術前にB群では

17例に装具療法を行った．

【結果】しびれ感の程度はA群では持続するしびれ

感を訴える症例が多かった．初診時の短母指外転

筋萎縮の程度は,B群にはA群と比較しmildの症

例が多いのに対し,A群ではsevereが多かった．

Keypinch力においてB群が有意に強く,Pulp

pinchは有意差を認めなかった．短母指外転筋遠
位潜時にも有意差を認めた．

【考察】一側を手術しただけで，もう一方が改善し

てくる症例があることを踏まえると，有症状とい

うだけで両側同時手術を行うべきではないと考え

られる．自験例の検討から，両側同時手術は，し

びれ感が持続的で，短母指外転筋萎縮の程度が中

等度以上であるものにその適応があるといえる．
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鏡視下手根管開放術後のDASH日手会版に
よる患者評価

EvaluationofECTRUsingDASHJSSHVersion

'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1,池上章太l,百瀬能成l,

安富隆2，加藤博之3

【目的】上肢疾患の治療成績の評価にDASHscore

などの自記式質問表を用いることの重要性が認識

されてきている．昨年より本邦においてもDASH

日手会版の妥当性が証明され使用可能となった．

われわれは鏡視下手根管開放術(ECTR)後の成

績をDASHsCoreと身体所見，神経伝導速度で評
価した．

【方法】Chow変法を施行した手根管症候群56人

(平均年齢62歳）を用いた．術前と術後1，3，6，

12カ月に神経伝導速度，握力，ピンチカ，しびれ

の程度，創部の圧痛を調べた．術直前と術後3ヵ月

26人，6カ月18人，12カ月時12人にDASH日手
会版の記載を依頼した．

【結果】術後しびれや神経伝導速度は順調に回復し
た．握力は術後6カ月で術前レベルに戻った．ADL

復帰は平均13日であった.DASHscoreは3カ月

での記載群では術前平均25.5,術後平均24.4であ

りSRM-0.06,6カ月記載群では術前35.8,術後

13.2,SRM-1.30,12カ月記載群では術前23.2,術

後11.6,SRM-1.03であった．術後3ヵ月では術

前と術後の点数に有意差はなく，障害の程度は改

善しておらず，6カ月以後の評価では3人を除いて
は点数が低かった．

【考察】本邦では手根管症候群術後3ヵ月を超えて

のDASHscore評価の報告はない．ECTR後神経

伝導速度の回復は順調であったが,DASHscore

はそれに連動せず，握力の回復過程に近い．その

理由として創周辺の痙痛やバネ指などの腱鞘炎や

他の上肢疾患の合併が考えられた．

2-a-Po77

特発性手根管症候群のDASHによるQOL
評価について

DASH(DisabilitiesoftheArm,Shoulder,andHand)

EvaluationofQOLfOrCarpalTunnelSyndrome

l鈴鹿回生病院整形外科，2永井病院整形外科，3名

古屋大学医学部手の外科

○森田哲正1,川本雅渉1,辻井雅也2,

平田仁3，藤澤幸三’

【目的】DASH日手会版がAAOSの認可を受け使

用可能となった．そこで我々はDASHを用いた特

発性手根管症候群(CTS)のQOL評価と他の機能

的評価と比較し,DASHが手根管症候群のQOLを
反映しているかを検討した．

【対象および方法】2005年6月以降当院で手根管開

放術が行われ，術前にDASHの回答が得られた18

人を対象とした．男性は2例，女性は16例で罹患

側は右8，左4，両側6で，平均年齢は60.6歳であっ

た．DASHはDASH総合（以後DASHと略す）

DASH1(機能障害に関するもの1-23項目),

DASH2(症状に関するもの24-30),と分けて100

点満点換算したものとを年齢，罹患側，病期（発

症からの期間:A:3ケ月以内6例,B:4-11ケ月5例，

C:12ケ月以上7例),電気生理学的評価(SCV,

CMAP),MRI評価(有鉤骨鉤レベルでの横手根靱

帯の張り出し）と比較検討した．

【結果】DASH,DASH1,DASH2の平均は28.01,
25.0,37.3であり，症状による障害が中心である

ことがわかる．また片側，両側間で有意差は認め

なかった．年齢分布，電気生理でも相関を認めな

かった．病期との関係ではDASHの平均はA群

33.2,B群14.4,C群32.2であり一旦障害が改善

する傾向にあり，統計学的有意差を認めた.MRI

では横手根靱帯の張り出しが強い症例ほどDASH

の点数が高い傾向にあり，相関を認めた．

【考察】今回の検討では機能障害に関してはばらつ

きが大きく，腱鞘炎などの別の因子により規定さ

れている可能性が考えられた．しかし症状の評価

に関しては術前の状態を比較的反映しているもの

と思われた．今後術後評価を含めCTSの評価に

DASHが有用であるかをさらに検討したい．
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新鮮舟状骨骨折の骨接合術例の検討

ClinicalResultsofAcuteScaphoidFractures

'富永草野病院整形外科，2(財)新潟手の外科研究

所

○草野望19水谷善弘l,中禮康雄l,

草野恒輔19牧裕2

【緒言】舟状骨骨折は，しばしば診断が遅れ，癒合

までに長期を要する．我々はMRIで早期に診断

し,CTで骨折線を認めたものに積極的に手術を行

い，早期治癒を目指してきた．今回，骨接合術例

につき報告する．

【対象と方法】1999年から2005年まで骨接合術を

行った新鮮舟状骨骨折の24例．平均年齢は34．9

(15-84）歳．受傷から手術までの期間は2日から

12日まで（早期診断群）が20例，27日から44日

まで(診断遅延群）が4例であった．治療方針：手

関節外傷でsnuffboxに圧痛のある症例は全て舟

状骨特殊撮影を含む手関節X線撮影を行い，骨折

線を認めなければMRI(手関節前額断と舟状骨長

軸撮影）を施行.MRIで骨折像があればCT(舟状

骨長軸撮影)を追加.X線で骨折が明らかな顕性骨

折であればCTのみ施行．治療法はCTで骨折を認

める場合は骨接合術，認めない場合はギプス固定

を原則とした．骨癒合はCTで確認した．

【結果】顕性骨折が12例，不顕性骨折が12例であっ

た.HerbertscrewあるいはHBSscrewで内固定

した．骨折型は中村分類のdorsaltype8例,volar

typel6例，手術進入は背側進入が1例，他は掌側
進入であった．術後は外固定を原則としたが，小

切開進入の10例は外固定を行わなかった．診断遅

延群の4例中2例に骨移植を施行．骨癒合確認時の

CTは19例に行い，うち3例は骨癒合しておらず

再度CTを施行し骨癒合を確認した．

【考察】受傷早期のMRIとCTにより治療方針を早

期に決定できた．またCTは骨癒合の判定に有用で

あった．外固定は小切開で進入し，骨折部の固定

性が良好で明らかな靱帯損傷がなければ必須では

ないと考える．手術進入路の決定に際しCT所見が

有用で，掌側進入ではスクリューが骨折部を越え

にくい場合は背側進入を考慮すべきである．

2-b-Po79

舟状骨骨折に対する掌側進入と背側進入の
スクリュー位置の比較

ScrewFixationfOrScaphoidFracture:AComparison

ofVblarbetweenDorsalApproach

'医真会八尾総合病院整形外科，2奈良国保中央病

院整形外科

○藤谷良太郎l,面川庄平19土肥義浩1,

小野浩史2，古田和彦2

【目的】Trumbleらは舟状骨骨折の内固定材料がよ

り中央部に位置するほど固定力が強く，骨癒合も

早いと報告した．今回我々は舟状骨骨折症例の術

後CTを分析し，掌側および背側進入法それぞれの

固定材料の位置を比較検討した．

【対象と方法】舟状骨中央1/3骨折でスクリュー固

定を施行した掌側進入(V群)6例（平均年齢32

歳)，背側進入(D群)6例（同28歳）を無作為に

抽出した．術後3次元CTを撮影し,ST関節の中

央部から舟状骨近位関節面の中央を通る軸を舟状

骨長軸と定義した．長軸を4等分した部位で長軸

に垂直な断面を近位面，中央面，遠位面と設定し

た．それぞれの断面でスクリューが舟状骨中央か

ら何％偏位しているかを計測し，スクリューの偏

位率と表した．各断面でのVとD群の偏位率を

studentt検定で比較した．また掌背側，僥尺側い

ずれの方向にスクリューが位置するかをカイ2乗

検定で検索した．

【結果】外固定期間，骨癒合期間,Cooneyの臨床
評価で2群間に有意差を認めなかった．CT分析で

近位，中央，遠位面におけるスクリューの偏位率

はD群平均14,16,22%,V群平均16,19,19%

であり，2群間に有意差を認めなかった.V群は近

位遠位面で僥掌側にスクリューが位置する傾向に

あり,D群は同断面で背側に位置する傾向を認め

た(P<0.05).

【考察および結論】舟状骨骨折の内固定は，靱帯，

血流，関節軟骨の温存に配慮した強固な固定を行

う必要がある．今回の検索からいずれの進入法も
スクリューの固定位置の中央性は保たれており，

同等の固定性を有するものと推測した．また，進

入法により異なるスクリュー位置の特性があり，

骨折部位，骨折線の方向に応じた術式の選択，手

術の工夫を要すると考えられた．
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襄腫様変化をきたした舟状骨骨折新鮮例の
検討

EvaluationofAcuteScaphoidFractureswithCystic

Change

'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城東社会保険病院整形外科

○山田俊之l,国吉一樹1,松戸隆司l9

六角智之2，斎藤忍3

【目的】受傷後6週以内の舟状骨骨折はHerbert分

類ではacuteに分類され，通常，保存療法もしくは

スクリュウ固定術が適応される．しかし，受傷後

6週以内の早期にすでに単純X線およびCTで偽関

節を疑わせる襄腫様変化を呈し，治療法の選択に

迷う症例を経験することがある．今回，そのよう

な症例をレトロスペクテイブに検討したので報告

する．

【対象と方法】対象は受傷後6週以内で当科および

関連施設を初診し，単純X線およびCTで襄腫様変

化を認めた舟状骨骨折9例である．全例男性，平

均年齢23歳（13～42歳)．初診までの期間は平均

4.9週（4～6週)．骨折型はB1が1例,B2が8例

であった．治療は6例で骨移植術，1例で小切開ス

クリュウ固定術，2例で保存療法が施行された．以

上につき骨癒合の有無とmodifiedMayowrist
scoreによる成績および手術症例については骨折

部の所見を検討した．

【結果】全例で骨癒合が得られた.modifiedMayo
wristscoreは平均98点(90～100点）であった．

骨折部を展開した6例では軟骨の被覆を4例に認

め，このうち3例はfibrousunionであったが，残

る1例では内部に空洞形成を認めた．軟骨の連続

性を認めなかった2例のうち，1例は肉眼的にはほ

Restablishednonunionと同様であった．

【考察】本シリーズ中のFibrousunion例や保存例

は，中村らの言う不顕性癒合や最近報告された

partialunionと同一の病態である可能性があり，

さらにこれらは骨癒合の一過程である可能性も考

えられる．一方でestablishednonunionと同様の

所見を示すものも認められ，画像的には同一に見

えるこれらの症例の中には種々の病態が含まれて

いることが考えられた．個々に必要十分な治療法

を決定するには今後さらなる検討を要すると考え
られた．

2-b-Po81

体操選手の手舟状骨障害

ScaphoidlIUuriesofGymnasts

'芦屋セントマリア病院，2兵庫医科大学整形外科

○山際得益l,田中寿--2,戸祭正喜2,

大迎知宏2，吉矢晋一2

【目的】体操選手では，競技の特性より舟状骨骨折

（偽関節）が特有の傷害（舟状骨・榛骨茎状突起衝

突症候群）として発生する．今回，本傷害を13例

経験したので報告する．

【症例】13例（男：女／12:1）の内訳は，新鮮1

例，疲労骨折4例，偽関節8例である．受傷時年齢

は15~23歳（平均17.5歳）で経過観察期間は平均

17ケ月であった．現症はanatomicalsnuffboxに

圧痛を認め,X線像では新鮮骨折例では線状の透

過像を認め，偽関節例では硬化を伴った像を呈し

ていた．また特徴的に僥骨茎状突起が先鋭化して

いた．疲労骨折例はMRIで輝度異常を認めた．

【方法・結果】新鮮･疲労骨折例では，手関節掌側

からの小皮切でのdouublethreadscrew(DTJ

screw)を用いた骨接合術を行った．偽関節例で

は，手関節掌側より偽関節部を掻爬し腸骨より骨

移植し，同DTJscrewにて内固定した．同時に手

関節榛背側から僥骨茎状突起を部分切除した．全

例骨癒合得られた，スポーツ復帰までの期間は平

均で術後3.4ケ月であった．

【考察】体操競技種目の特性より手関節背屈位強制

よる僥骨末端と舟状骨腰部の慢性的なimpaction
(舟状骨・榛骨茎状突起衝突）が生じている．この

ため明らかな外傷歴無しに，疲労骨折が生じ，競

技を継続すると偽関節に移行すると考えられた．

疲労骨折の段階では，競技を中止すると軽快する

が，再開にて再発を繰り返す，このため，治療は，

X線像で骨折が不明瞭な症例では,MRIにて早期

診断し，小皮切からのdoublethreadscrew(DTJ)

での内固定が，良好な予後と早期復帰が期待でき

る．また，偽関節例での治療は，他の原因と変わ

らないが，先鋭化した僥骨茎状突起を部分切除を

再発防止に追加する必要がある．
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舟状骨偽関節の治療～骨移植法の工夫～

TreatmentofScaphoidNonunion-OurNew

TbchniqueofBoneGrafting-

'浜松赤十字病院整形外科，2浜松医科大学整形外

科

○荻原弘晃l,佐野倫生2,大村威夫2,

長野昭2

【背景】近位骨片の壊死を伴う舟状骨偽関節では，

Zaidembergらの血管柄付き骨移植術が広く行わ
れているが，背側のみを展開して骨移植を行う方

法であるため，掌側骨欠損が治療できないなどの

問題点を有している．

【目的】我々は骨移植法に工夫を加え，近位骨片の

壊死を有する5症例に対して治療を行い良好な結

果を得たので報告する．

【対象および方法】対象は舟状骨偽関節症例5例

で，年齢は15～27歳，偽関節部位は腰部4例，近

位部1例であった．全例に舟状骨近位骨片の壊死

を伴い，2例がDISI変形を有していた．手術法は，

まず掌側を展開し偽関節部の処置を行った.DISI

変形を有する症例では腸骨をenblockで移植し

た.Zaidembergの方法に準じて1-2intercom-

partmentalsupraretinaculararteryを茎とする
血管柄付榛骨を採取し，これを細く形成して棒状

にした．末梢骨片の僥側に骨孔を開け，移植骨は

舟状骨の榛側末梢から中枢骨片まで貫くように挿

入し鋼線で固定した．術後は6～12週間の外固定

を行った．

【結果】全例術後3ケ月で骨癒合が得られた．2症

例のDISI変形は消失した．移植骨の逸脱などの問

題は生じなかった．

【考察】Zaidemergらの骨移植法では，骨溝を作成
して移植を背側から行うため移植骨の逸脱の危険

があり，背側の軟骨も損傷する．また，掌側を展

開しないため掌側に骨欠損を有する症例に十分骨

移植や矯正を行うことができない．我々の方法で

は，骨孔内に棒状の血管柄付き僥骨を挿入するこ

とにより逸脱の心配はなく，近位骨片に十分移植

骨が届き軟骨を損傷することがない．掌側も展開

し骨移植やDISI変形の矯正も行うことができる．

本法の欠点は鋼線のみの固定のため外固定が長期

となることである．

【結語】近位骨片の壊死を伴う舟状骨偽関節に対し

て，本法は有効な方法であると考える．

2-b-Po83

難治性舟状骨偽関節に対する血管柄付き骨

移植術

VascularizedPedicledBoneGraftforScaphoid

Nonunion

奈良県立医科大学整形外科

○前川尚宜，矢島弘嗣，小畠康宣，

重松浩司，高倉義典

【目的】難治性舟状骨偽関節に対して,Zaidemberg

らが報告した榛骨遠位端からの有茎血管柄付き骨

移植術を応用し良好な成績が得られたので，術後

成績について検討し報告する．

【対象および方法】1996年4月より2005年7月ま

でに当科にて僥骨遠位端からの有茎血管柄付き骨

移植術を行い再建した15例（右7例，左8例）で

ある．手術時年齢は平均23歳で，4例は骨折手術

後であった．骨折部位は近位1/3が7例，中央1／

3が8例で，11例で骨片壊死を認めた．手術は

Zaidembergらが報告した1,2intercompart-

mentalsupraretinacularartery(1,21CSR)を
血管茎とした僥骨遠位端からの骨移植とし，9例

は掌側より，近位1/3の4例と中央1/3の2例は背

側より偽関節部へと移植した．内固定はスク

リュー10例，鋼線固定2例，なし3例であった．

術後外固定はギプス固定を平均5．7週間行った．

術後経過観察期間は平均18ヶ月であった．

【結果】骨癒合は13例で平均4ケ月で得られた．骨

癒合が得られなかった2例のうち1例では部分手

関節固定術を行った．関節可動域は術前平均126

度で術後は112度と低下したが，握力は術前健側

比が平均64％だったが術後は82％と改善した．

【考察】その移植ルートとしては掌側･背側が考え

られるがその選択には偽関節部位，舟状骨の掌屈

変形，手根骨間配列などを考慮している．特に背

側より骨移植した群は僥骨舟状骨角度が比較的正

常な症例であり，全例で骨癒合を得た．一方掌側

より骨移植した症例のうち2例で骨癒合が得られ

なかったが，いずれも内固定が不十分であるため

骨癒合しなかったと考えている．

【結語】難治性舟状骨偽関節に対して1,21CSRを

血管茎とした僥骨からの骨移植術は有用な手段で

あるが，その移植ルートの選択と可能な限りの強

固な内固定は重要であると考える．

一Sl98－



2-b-Po84

低出力超音波(LIPUS)を用いた手舟状骨

骨折の治療成績：多施設調査の結果報告

Low-IntensityPulsedUltrasoundintheTTeatment

ofScaphoidFracmresinJapan:ResultsoftheMulti-

centerStudy

'九州大学医学系研究科整形外科，2帝京大学医学

部整形外科，3北里大学医学部整形外科

○光安廣倫1,神宮司誠也1,松下隆2,
糸満盛憲3

【緒言】低出力超音波(LIPUS)による骨折治療は，

その保険適応により主に長管骨の遷延癒合，偽関

節症例に対して用いられている．しかしながら，新

鮮骨折や長管骨以外の骨折にも効果が期待され，

特に偽関節に陥りやすい舟状骨にも保険適応外で

はあるが，実際に使用されている．今回，超音波

骨折治療研究会を中心としてLIPUS治療がなさ

れた舟状骨骨折症例について後ろ向きにではある

が検討し，その効果について検討を行った．

【方法】2000年1月以降にLIPUSを加療中に使用

した手舟状骨骨折138骨折中，解析可能であった

もの134骨折を対象とした．症例の内訳はHerbert

分類に従い,A1:2例,A2:3例,B1:6例,B2:16

例,B3:2例,C:49例,D1:14例,D2:40例で

あった．各症例について患者背景,LIPUS治療開

始時の骨折状態，骨折の部位や骨壊死の有無，治

療歴，骨癒合判定方法，最終調査時臨床症状や就

業状態などについてアンケートを作成し，可及的

に患者の同意をとることをお願いした上で各主治

医に回答を依頼した．

【結果】新鮮骨折，偽関節例を含めた手舟状骨骨折

癒合率は74.6％であり，受傷3ケ月以内の症例で

は92.8％であり，3から12ケ月の症例では74.3％，

1年以上の症例でも63％であった．また骨癒合に

たいしてロジステイック解析を試み，背景因子と

して骨折受傷からの期間,DISI変形の有無が骨癒

合と相関していた．

【考察】手舟状骨骨折に対するLIPUSの使用経験

についての報告は少なく,Mayrらが新鮮腰部骨折

30例での有用性を報告しているが，50例をこえる

比較的大規模な検討は行われていなかった．今回

は多施設後ろ向き検討ではあるが，調査を試み，一

定の有効性を示し得たと考えている．

2-b-Po85

SLAC手関節症に対する手根骨Fourcor-

ner固定の成績

ResultsofFourCornerFusionfOrSLACWrist

'奈良国保中央病院整形外科，2医真会八尾総合病

院

○小野浩史1,古田和彦1,仲西康顕l,

面川庄平2，藤谷良太郎2

【目的】月状舟状骨解離(SLd)や舟状骨偽関節

(SNU)は,SLAC手関節症へ進み痛みを伴う．わ

れわれはSLAC手関節症に対し有頭骨･有鈎骨･月

状骨・三角骨間固定(以下4corner固定）を施行し

たので，その成績を報告する．

【方法】4corner固定を施行し術後6ケ月以上観察

し得た17例を対象とした．男12例，女5例で平

均57歳，原因はSLd5例･SNU12例であった．手

根骨間固定には腸骨移植し，8例はK鋼線･9例は

螺子(Acutrack6例･Herbert3例）固定を行った．

SNUの9例で舟状骨近位骨片を腱球置換した．術

前後の手関節可動域，握力，瘻痛を調査し，日手

会手関節機能評価を用いて判定した．さらに術前

後のX線学的変化も検討した．追跡期間は平均3

年である．

【成績】骨癒合は平均3.4ケ月で全例完成し，手関

節痛は全例改善した．手関節の平均可動域は掌背

屈が術前82度から術後70度，榛尺屈が34度から

29度へ減少した．術後可動域の対健側比は掌背屈

64％・榛尺屈58％であった．握力は対健側比で術

前56％から術後82％へ改善した．機能評価では良

14例・可3例であった.X線で術後にCHRの低

下や固定関節周囲の関節症の進行を認めた例はな

かった．

【考察】4corner固定は手根中央関節を固定するた

め手関節の可動域制限は残り機能評価で優となる

例はないが，対健側比60％の可動域が確保される

ため，術後ADL制限を訴える例はない．除痛効果

には優れており握力も比較的保たれ，術後職種の

変更を余儀なくされた例は無かった．また，長期

経過でも榛骨月状骨関節の関節症変化は認めな

かった．

【結論】SLAC手関節症にする4corner固定は，手

関節可動域制限はあるが除痛と握力保持に優れ良

好な成績が得られる．
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関節内骨壊死の実験的研究第1報MRスペ

クトロスコピーを用いた早期壊死骨髄内水

脂肪信号変化

OsteonecrosisinthelntercalatedBone:MRSpectro-

scopicAnalysis

'慶應義塾大学整形外科，2防衛医科大学校整形外

科

○小原由紀彦'，中村俊康1,池上博泰l,

根本孝一2，戸山芳昭’

【目的】MRIでみられる瞳enb6ck病や月状骨脱臼

後の骨信号変化の要因は未だ明らかではない．こ

れまで我々は，家兎足根骨の骨壊死モデルを作成

し,MRI信号変化の要因を検討し，骨内水一脂肪

信号率の変化によることを明らかにした．今回，よ

りKienbOck病に近いモデルとして関節内骨壊死

モデルを作成し,MRIの信号変化を比較検討し

た．

【方法】生後8－12週，体重1.2-1.8kgの日本白色

家兎9羽を用いた．麻酔下に第4足根骨を摘出し，

液体窒素に5分間浸した後，膝関節内に挿入した．

モデル作成後3日，1週，3週後に各3羽ずつ屠殺

し，第4足根骨を摘出した．健常な日本白色家兎

の足根骨をコントロールとし，各週およびコント

ロールの足根骨のMRI撮影(FastSE法T1・T2

強調像）とlinescanを用いた1次元のMRスペク

トルスコピー（以下,1D-MRS)で骨髄内の脂肪

水信号比の測定を行なった．測定後，第4足根骨

を固定，脱灰し,HE染色下での組織学的検討を行

なった．

【結果】T1・T2強調像では3日時点で信号低下を

認めた.1D-MRSでの脂肪水信号比は,3日群で

は7.5％，1週群は20％，3週群は14％であり，コ

ントロール群の82.4％と比較して有意な低下を認

めた．

【考察】骨壊死疾患においてMRIは早期診断に有用

とされている．特にT1強調像での信号低下は病早

期の確定診断とされるが，どの時点で骨壊死像を

描出可能かはわかっていなかった．われわれの皮

下設置モデルでは4週時点で骨壊死が完成するこ

とが確認できたが，今回の関節内骨壊死モデルで

は液体窒素浸漬処置3日後という極めて早期に，

T1強調像で一部，信号低下を認め，脂肪信号比の

低下を認めることがわかった．これは関節内に挿

入することで関節液が進入し，骨髄内脂肪が相対

的に低下することが主因であると考えられた．

2-b-Po87

壊死骨内血管束挿入モデルにおける多血小
板血漿の血管・骨新生促進効果

SinglelnjectionofPlatelet-richPlasma(PRP)with

aVascularBundlelmplantationProliferateAngio-

genesisandOsteogenesisinaNecroticBone

'広島大学大学院整形外科学，2済生会呉病院整形

外科

○横田和典l,石田治1,砂川融2,

中前敦雄1,越智光夫’

【目的】骨壊死に対する治療に，骨内の血行を再建

し骨新生を促す方法があるが，成績は必ずしも安

定していない．壊死骨内に速やで広範囲な血管，骨

新生を促進できれば，骨壊死の治療は拡大される．

本研究は骨壊死内に動静脈血管束を挿入するモデ

ルにおいて多血小板血漿(plateletrichplasma:

PRP)を添加することで，壊死骨内の血管新生，骨

新生へ及ぼす促進効果を検討した．

【方法】48羽雄の日本白色家兎を使用した．末梢血

10mlを採取し2回の遠心分離によりPRPを作成

した．採取した腸骨を液体窒素に浸し壊死骨とし

た後，孔を作成しその中に伏在動静脈血管束を挿

入した．血管束周囲にPRPを添加してシリコン

シートで覆い皮下に埋没した(実験群)．生理食塩

水を添加したモデル（対照群）と比較し両群にお

ける血管新生を術後1週，2週で，骨新生を術後4

週，8週で検討した．血管新生の評価は造影剤を大

腿動脈から注入し，組織を透明化し新生血管の長

さ，密度を定量検定した．骨新生の評価は

VillanuevaGoldner染色とVillanuevabone染色

にて骨梁表面全体に対する（新生）類骨表面の割

合を計測した．

【結果】新生血管は長さ，密度ともに1週，2週の

いずれでも実験群は対照群に比べ有意に増加して

いた．骨評価では術後4週で実験群は対照群より

も有意に（新生）類骨面の割合が高かったが，術

後8週では両者に有意差はなかった．

【考察】PRPは本モデルにおいて広範囲に血管新
生を誘導することがわかった．また骨評価でも術

後4週で実験群が有意に類骨の増加を認めた．初

回単回投与のPRPが4週を経過して局所の有効濃

度を保っていたとは考えにくく,PRPの初期効果

による血管新生の差が，類骨形成に差を及ぼした

と考えられた．
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Kienb6ck病の手関節痛は僥骨短縮骨切レノ

術後早期に改善する

EarlyPainReliefAfterRadialShortemngOsteotomy
inKienbOck'sDisease

済生会山形済生病院整形外科

○石垣大介，清重佳郎

KienbOck病に対する榛骨短縮骨切り術は広く行

われているが，これまでの報告ではいずれも術後

に外固定が使用されており，術後早期の臨床経過

を評価した報告はない．演者らは2001年以降，

Kienb6ck病に対してlockingcompressionplate

(LCP)を使用した僥骨短縮骨切り術を行い，術後

は外固定を行わず早期に患肢を使用させるように

している．今回，従来は評価困難であった術後早

期の臨床経過について報告する．

【対象と方法】これまで本治療法を行ったのは8例

である．男4例，女4例で，年齢は29～73歳．術

前のTjichtman分類はStagelが2例,IIが1例,IIIa

が4例,IIIbが1例であった．手術は2mmの榛骨

短縮を行い，骨切り部はT型LCPで内固定した．術

後は，麻酔効果がとれ次第患肢の使用を許可し，手

術翌日からハンドセラピストによる機能回復訓練

を開始した．評価項目は月状骨部の圧痛,10cm

visualanaloguescale(VAS)による手関節痛，手

関節可動域および握力を術後6週まで追跡した．

【結果】全例術前に月状骨部の圧痛，手関節運動

時痛を認めた．手術の翌日には全例で月状骨部の

圧痛は軽減した．手関節運動時痛に対するVAS

は，術前平均7.2であったものが，術後1日で4.5,

術後1週で2.8と手術直後から明らかに改善した．

手関節の可動域は術後1週で，握力は術後3週で術

前のレベルに回復し，その後徐々に増加した.X

線像およびMRI像上，月状骨の修復像は4～6ケ

月で認められた．

【考察】Kienb6ck病に対する僥骨短縮骨切り術は，

術後の外固定というバイアスを除いても良好な除

痛効果が得られた．また，月状骨部の圧痛および

手関節痛は術後早期に改善していた．このことは

Kienb_ck病の手関節痛は月状骨の修復に伴って

軽減するのではなく，僥骨短縮骨切り術による月

状骨の除圧そのものにより改善することを示唆し

ている．

2-b-Po89

キーンベック病に対する外科的治療成績

一メタアナリシスー

TreatmentofKienbOck'sDisease:AMeta-Analysis

大阪府済生会中津病院整形外科

○安藤佳幸，安田匡孝，吉中康高，

大 橋 弘 嗣

【目的】科学的根拠に基づく医療，いわゆるevi-

dence-basedmedicine(EBM)は急速に広まりつ

つある．その中で過去に行われた複数の研究結果

を統合して分析をするメタアナリシスはEBMの

主軸を支える統計分析手段である．われわれは，

menb_ck病に対する3つの外科的治療の成績にメ

タアナリシスの手段を講じた．

【方法】MRDLINEにて1966年以降に出版された

論文をキーワード検索し，あらかじめ設定した適

格性の基準に合致した論文からデータを抽出し，

僥骨短縮骨切り術群（以下RS群),STT関節固定

術群(以下STT群),血管柄付き骨移植術群(以下

VBG群）の3群について握力および手関節可動域

を比較，評価した．

【結果】検索された392論文の中で11論文(RS群：

5,STT群:4,VBG群:2),206症例(RS群:131,

STT群:43,VBG群:32)が適格基準に合致した．

RS群とSTT群間で術後握力(健側比）に有意な差

を認めなかった．術前伸展角度で,SⅥ群が他の

2群に比して有意に小さかった(p<O.05).術後

可動域では伸展角度および屈曲角度ともにSTT群

が他の2群に比して有意に小さかった(p<0.001)

が,RS群とVBG群間には有意な差を認めなかっ

た．

【結論】STT関節固定術では僥骨短縮骨切り術や血

管柄付き骨移植術に比して術後可動域は有意に小

さいことが分かった．しかし，術前にstageの進ん

だ症例にSTT関節固定術が行われている傾向に

あった．
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陳旧性月状骨周囲脱臼の治療成績

TreatmentfOrChronicPerilunateDislocations

名古屋大学大学院手の外科学

○篠原孝明，中尾悦宏，馬島雅高，

岩田佳久，建部将広

【目的】陳旧性月状骨周囲脱臼に対する我々の治療

方針は，基本的には観血的整復を試みるが，整復

困難な場合，近位手根列切除術（以下,PRC)を

選択している．今回，陳旧性月状骨周囲脱臼に対

する治療成績を検討したので報告する．

【対象および方法】受傷後4週以上経過した陳旧性

月状骨周囲脱臼8例を対象とした．症例は全例男

性で，手術時年齢は平均30歳，平均経過観察期間

は3年であった．2例に観血的整復術(受傷後6週

1例，29週1例),6例にPRC(受傷後平均24週）

を行った．術後臨床評価には日手会手関節機能評

価基準(JSSHscore)を用い,PRC群ではX線像

で榛骨一有頭骨間のアライメントを評価した．

【結果および考察】整復群：癌痛なし1例，中等度

瘤痛1例，手関節可動域健側比平均56％，握力平

均63%,JSSHscoreは受傷後6週施行例は85点

(良)であったが，29週施行例は月状骨の圧潰を認

め，中等度痙痛を訴え，60点(可)であった．PRC

群:瘻痛なし4例，軽度瘻痛2例，可動域健側比平

均59％，握力平均72%,scoreは平均78点で，優

1例，良3例，可2例であった.PRC群X線最終

診察時の有頭骨頭の位置は，正面像では，僥骨月

状骨窩：3例，舟状骨窩：1例,interfbssalridge

上:2例，側面像では，僥骨関節面と適合性が良好：

4例，僥骨掌側縁上：1例，背側縁上：1例であっ

た．正側2方向で，榛骨有頭骨適合性が良好な3例

のscoreは平均85点，不適合3例は平均72点であっ

た．適合性の良い症例で成績良好の傾向が認めら

れたが，僥骨一有頭骨間のアライメントが不良で

あってもPRCの治療成績はおおむね良好であっ

た．受傷後長期経過例においては，観血的整復よ

りPRCを選択することが望ましいと考えられた．

2-b-Po91

月状三角骨間不安定症に対する靱帯形成術

LigamentousReconstructionfOrLunotriquetral

Instability

'医真会八尾総合病院整形外科，2稲田病院整形外

科

○面川庄平1,藤谷良太郎1,土肥義浩1,

稲田有史2

【目的】陳旧性月状三角骨間靱帯損傷7例に対し

て，背側手根靱帯を用いた靱帯形成術を施行した

のでその臨床成績について言及する．

【方法】男性4例女性3例，平均年齢は38歳であ

る．いずれも外傷後の陳旧性損傷で，月状骨周囲

脱臼後や尺骨突き上げ症候群にともなう症例は除

外した．受傷から手術までの期間は平均7ヶ月で

あった．術前単純X線で手根骨の配列異常を認め

なかったが，グリップ時のストレス撮影で2例に

配列異常を認めた．手関節造影を5例に行い，3例

で月状三角骨間からの造影剤の漏出，2例で異常

貯留像を認めた．理学的所見として，全例に月状

三角骨間の圧痛と不安定感,ballotmenttest,ul-

narcompression(shuck)testを確認した．手根

中央関節鏡視ではGeissler分類grade2あるいは3

の不適合が存在した．手術は背側進入で展開し，滑

膜切除後背側手根靱帯を月状骨と三角骨に縫着し

た．3例で伸筋支帯による補強を追加した．術後2

－3ヶ月間の鋼線仮固定をおこなった．

【成績】経過観察期間は平均21ヶ月である．自覚評

価として瘻痛スケールは術前の5から術後平均1.2

に改善した．他覚評価として握力は術前平均21kg

から術後33kg,手関節掌背屈可動域は術前平均

120度から術後130度に改善した．

【考察および結論】手根靱帯損傷後に関節の不安定

性が残存すると，手関節の瘤痛や機能低下の原因

になる．月状三角骨間不安定症の治療として，お

もに部分関節固定術が行われてきた．今回，背側

手根靱帯を用いて月状三角骨間の安定性を獲得す

る術式を考案した．術後観察期間は短期であるが，

本術式は月状三角骨間の動的不安定性を有する陳

旧性靱帯損傷に有効な術式になりうる．
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手根骨間靱帯損傷に対する鏡視下手術後の
再鏡視所見

TheSecondArthroscopicFindingsofArthroscopic

DebrdementfOrlntercarpalLigamentlnjuries

'太田総合病院整形外科，2谷津保健病院整形外科

○金潤壽1,富田泰次1,根本高幸1,

後藤昭彦2

【目的】近年，手根骨間靱帯損傷に対して鏡視下手

術の良好な治療成績が報告されているが，成績良

好例に術後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．これまでの術後評価では主に瘤痛や握力な

どの臨床評価によるものが多かったが，今回，我々

は鏡視下手術後に再鏡視を行い，損傷靱帯の状態

や手根骨間の安定性について評価，検討を行う機

会を得たので報告する．

【対象，方法】手根骨間靱帯損傷に対し，鏡視下手

術を14例に行い，今回術後再鏡視による評価が可

能であった8例8関節を対象とした．症例は男4例，

女4例で手術時年齢は31歳から77歳，平均51歳

である．術前の損傷部位は舟状月状骨骨間靱帯3

例，月状三角骨骨間靱帯3例，両方共に損傷を受

けていたものが2例である．手術は僥骨手根関節

鏡視で靭帯の断裂を確認後，手根中央関節鏡視に

より不安定を認めた症例に対してdebridementと

pinningを施行し，合併損傷のあるものは同時に

処理を行った．術後から再鏡視までの期間は平均

84.4日で，再鏡視時に損傷靱帯の状態や手根骨間

の安定性を評価し，更に術後の臨床成績と比較検

討した．

【結果】榛骨手根関節鏡視で靱帯部分は全て連続性

を有していたが，嬢痕様組織に置換されおり，手

根中央関節鏡視からでも観察する事ができた．し

かし手根骨間の安定性は術前と比べ明らかに改善

しており，痙痛も日常生活動作で支障の無い程度

となっていた．握力は術後健側比91.0％で，可動

域に大きな変化は認められなかった．

【考察】今回の再鏡視所見から，鏡視下手術後に損

傷靱帯の修復は見られなかったが，嬢痕様組織に

より手根骨間の安定性が改善している事が確認さ

れた．単純X線所見で異常の認められない動的不

安定性のある症例に対して，鏡視下手術はよい適

応と思われた．

2-b-Po93

三角線維軟骨複合体損傷に合併した三角月

状骨靱帯損傷例の治療経験

TreatmentofCombinedLigamentousInjurieswith

theTFCCandTriquetrolunatelntercarpalLigament

l国立病院機構長野病院整形外科,2JA長野厚生連

富士見高原病院整形外科

○中土幸男1,立岩裕1,山田実1,

林大右1,石垣範雄2

離開性手根骨不安定症として舟状月状骨間離開は

よく知られているが，月状三角骨間離開の認知度

は低い．今回,TFCC損傷にLT離開を合併した症

候性の3症例を経験し，その診断と靱帯再建法に

ついて報告する．

男2例（63および17歳）女1例（45歳）で，2例

は外傷(手関節捻挫，バッティング)により発症し

た．主訴は尺側手関節痛と手の抜けるようなgiving
way症状を訴えた．理学所見ではTFCC部とLT部

の圧痛と腫脹,LT関節不安定性(ballottement

test陽性),手関節尺屈制限と瘻痛誘発，握力低下

を認めた．単純X線ではLT間隙はいずれも2mm

で,ulnarvarianceはそれぞれ3mm+,1mm+,0

であった．手関節動態撮影では尺屈により三角骨

関節面が月状骨関節面に対し近位にすべり,LTの

遠位関節配列が階段状に変位した．僥屈で整復さ

れ，その際1例でクリックが聴取された．手関節造

影ではLT間から手根中央関節へ，および遠位僥尺

関節への造影剤の流出がみられた．

手術は手関節鏡による病巣部の確認後，観血的に

TFCCとTL靱帯の再建を行った．鏡視ではTFCC

はいずれもradialrimtearで,TL靱帯断裂とLT

離開が観察された．1例に尺骨短縮も行った.TL

靱帯再建は背側からLT間に骨溝を作成し，短冊状

に割いた伸筋支帯の一部を埋没させミニアンカー

で固定した．さらにLT間を2本のK-wireで一時

固定した．TFCCにも短冊状の伸筋支帯を断裂部

に通し背側DRUJ関節包に逢着した．

術後観察期間は1年6カ月から6カ月，平均10カ月

で，いずれも元職および野球に復帰し，瘤痛，尺

屈制限，Ⅲ不安定性は消失，握力も回復した．Ⅱ

靱帯断裂は一度の外傷によりTFCC損傷と同時

に，または尺骨突き上げ症候群に続発して摩耗変

性して生じる．症候性の場合はLT不安定性も同時

に修復すべきである．
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CT撮影による僥骨遠位端骨折AO分類の

Reliability

TheReliabilityofAOClassificationaboutDistal

RadiusFracture,withCTFindings

'国保中央病院，

○仲西康顕1,

古田和彦1,

2医真会八尾病院，3平成記念病院

小野浩史1,藤谷良太郎2,

大 田大良3

【目的】僥骨遠位端骨折の評価として,AO分類が

一般的に使用される．本分類では，骨折が関節面

に及ぶか否か，多骨片か否かなどの所見に基づい

てA1からC3までの分類が行われる．しかし，単

純X線撮影のみではこれらの所見を正確に読み取

るのは困難な場合も多く，再現性が低いとする報

告もある．われわれは，単純X線撮影および16ス

ライスCT撮影でAO分類を行った場合のreliabil-

ityにつき検討した．

【方法】当院において，手術適応となった榛骨遠位

端骨折32例について検討した．5人の検者（卒後

3～21年)が，それぞれ個別に単純X線(正面，側

面，両斜位)およびCT(2方向断面)を読影し,AO

分類に準じて症例を分類した．検者間の回答の一

致率についてKを用いて検定した.(Kは偶然によ

る一致の可能性を排除した検者間の一致率であ

り，0から1までの間で示される．Kが大きいほど

分類のreliabilityは高い.）

【結果】単純X線撮影2方向のみで分類した場合K

＝0.304,単純X線撮影4方向の場合K=0.231で

あった．単純X線4方向にCTを追加した場合，横

断面のみの評価ではK=0.287であった.CTを2

方向断面で評価した場合,K=0.439となった．

【結論】単純X線のみ，または単純X線4方向にCT

横断面を加えた場合でも,AO分類に十分な再現性

は得られなかった(K<0.40:poor).単純X線4方

向にCT2方向(横断面，矢状面）を加えて初めて，

AO分類に再現性が得られる(K>0.40:fair)．骨

折が関節内に至るか，多骨片が存在するかは手術

方法を決定する上で重要である．術前にAO分類の

再現性を得，正しく術前計画を立案するには，単

純X線にCT2方向断層を加えて骨折を評価すべき

である．

2-d-Po95

僥骨遠位端骨折の画像診断における15度
傾斜側面像の有用性

15-degreeTiltLateralRadiographfOrEvaluationof
DistalRadiusFracture

'大田原赤十字病院整形外科，2佐野厚生総合病院

整形外科，3慶應義塾大学整形外科

○森田晃造1,岩部昌平2,太田憲和3

【目的】僥骨遠位端骨折の画像診断において,X線

側面像での関節面傾斜角は重要な指標である．し

かし，関節面の描出が不明瞭で診断が困難なこと

が少なくない．そこでわれわれは，遠位方向に15

度傾斜させた方向から照射した側面像を通常の側

面像に加えて撮影し診断を行っている．今回15度

傾斜側面像と通常の側面像を比較して，その有用

性につき検討したので報告する．

【方法】30例の僥骨遠位端骨折治癒後のX線像を用

いた．2名の検者がそれぞれ僥骨手根関節面の描出

性,Palmartilt(PT)の測定に必要な掌背側縁の

判明度の観察およびPrの測定を行い,15度傾斜側

面像と通常の側面像で比較した．関節内骨折18例

については関節内骨折の判明度も観察した．

【結果】関節面は15度傾斜側面像の方がより明瞭

に描出された．通常の側面像30例中20例では掌

背側縁は確認可能であったが,10例では両側また

は片側の縁が不明瞭でありPTの測定が困難で

あった．特にRadialinclination(RI)が大きい症

例が不明瞭となる傾向があった．それに対し15度

傾斜側面像では全例で掌背側縁が確認可能であっ

た．実際のPT測定値は，通常の側面像では平均

12.63度に対し，15度傾斜側面像では平均10.60度

と約2度の差を認めた．関節内骨折例に対しては，

術前整復後側面像では10例（56％）で骨折線が確

認可能であったが8例では確認不能であったのに

対し，15度傾斜側面像では施行例全例で確認可能

であった．

【考察】通常の側面像では,RIの強い症例で関節面

が描出されにくい．X線の入射角をl皿atebcetの

接線方向に近づけた15度傾斜側面像は，関節面尺

側部の状態を通常像よりも鮮明に描出可能であ

り，尺側部の骨折が多い僥骨遠位端関節内骨折の

みならず関節外骨折においても，単純X線像の評

価方法として通常像よりも有用な情報が得られ

る．
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僥骨遠位端骨折に対する超音波エコーの利
用

SonographyforMonitoringReductionofDistal

RadialFractures

滋賀医科大学整形外科

○児玉成人，今井晋二，松末吉隆

【目的】超音波エコーは整形外科領域では主に軟部

組織の評価に用いられているが，近年，舟状骨骨

折などの骨折の診断にも利用されている．今回

我々は榛骨遠位端骨折の整復および治療に超音波

エコーを利用し，その結果について検討したので

報告する．（対象）2003年4月から2005年5月に

僥骨遠位端骨折にて当科を受診した15例15関節

で，年齢は12から81歳（平均45歳)，骨折型は

AO分類でA2:6例,A3:6例,B3:1例,C2:2例

であった．

【方法】まず全例，エコー下に整復を試みた．単純

X線2方向を撮影後，エコーにて榛骨骨折部を背

側，掌側，僥側より描出した．次いでChinese

fingertrapによる牽引，および徒手的操作を加え，

骨折部を整復した．整復状態は常時，エコーにて

背側，掌側，僥側より確認し，整復状態がよけれ

ば外固定を行い，その後X線撮影を行った．評価

法はX線およびエコーにおける，骨折部の背側，掌

側，榛側の転位距離を整復前，整復後で各々測定

し，比較した．また創外固定で治療した4例は創

外固定装着時の骨alignmentをイメージを用い
ず，エコーにて確認した．

【結果】X線とエコーによる転位距離の差はほとん

どなく,X線と同様の描出が可能であった．また

視覚的にもエコーにより，骨alignmentが描出可

能であり，透視下と同様に整復状態が容易に把握

できた．

【考察･結論】エコーガイド下整復法は，従来の透

視下整復法と同様にリアルタイムに骨折部の評価

および整復の評価が可能である．従来法と比較し，

エコーさえあればその場で施行できるため，煩雑

さがかなり軽減でき，被爆も回避できるというメ

リットがある．一方，関節面の評価および骨折部

の微細な転位の評価は困難であり，今後の検討課

題である．

2-d-Po97

尺骨茎状突起骨折を合併した榛骨遠位端骨

折に対するX線および関節鏡所見による検

討

RadiographicandArthroscopicFindingsfOrDistal

RadiusFractureAssociatedwithUInarStyloidFrac-

ture

l横須賀北部共済病院整形外科，2横浜市立大学付

属病院整形外科

○岡崎敦19坂野裕昭1,瀧上秀威1,

葉梨大輔'，齋藤知行2

【はじめに】我々は，尺骨茎状突起骨折を合併した

僥骨遠位端骨折についてX線および手関節鏡

(AS)所見により検討したのでこれを報告する．

【対象と方法】対象は尺骨茎状突起骨折を合併した

榛骨遠位端骨折手術例56例56手，男性21例，女

性35例，年齢は平均66歳，経過観察期間は平均

62週，尺骨骨折部位は中村らの分類で先端部10

手，中央部14手，基部24手，基部から骨端部8手

であった．僥骨遠位端骨折に対する治療は創外固

定41手，プレート固定15手であり，全例尺骨茎

状突起の内固定は行わなかった.ASを14手に施

行した．症例を手関節尺側部痛のある群(瘤痛(+）

群）とない群（瘤痛（-）群）に分け,X線像によ

り，調査時の尺骨茎状突起の骨癒合の有無,Palmar

TYlt(Pr),RadiallnclmationAngle(RIA),Uhar

Variance(UV)について調査した.DRUJbal-

lottementtest(BT)を46手に行い左右差のある

ものを陽性とした．

【結果】手関節尺側部痛を4手(7％）に，骨癒合は

27手(49％)に認めた．全例瘤痛の程度は軽く，原

職に復帰していた．骨折部位，骨癒合の有無,Pr,

RIA,UVと瘤痛の間に明らかな相関は認めなかっ

た.BTは2手で陽性であり，瘤痛(+)群,(-)群

それぞれ1手ずつであった．ASを行った症例では

全例TFCC損傷を認め,Palmer分類1Aが4手，

1Bが1手,1Dが9手であった.2例に瘤痛を認め，

いずれも1Dであった．

【結論】手関節尺側部痛を7%の症例で認めたが，全

例程度は軽かった．瘻痛と,BT,TFCC損傷型と

の関係が示唆されたが，瘤痛（+）が4手と少数で

あり，相関は明らかではなかった．
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僥骨遠位端骨折に合併した尺骨茎状突起骨

折：予後からみた治療法の検討

UlnarStyloidFracturesAssociatedwiththeDistal

RadiusFractures

熊本整形外科病院手の外科センター

○玉井誠

【目的】僥骨遠位端骨折に合併した尺骨茎状突起骨

折の整復・固定の必要性について検討を行った．

【方法】平成15年以降に手術を施行した新鮮不安

定型僥骨遠位端骨折例中，尺骨茎状突起骨折を伴

い3ケ月以上経過観察可能であった33例におい

て，骨折型ならびに術中・術後の遠位僥尺関節の

不安定性と症状との関係について逆行性に調査し

た．

【結果】1)術中遠位僥尺関節の不安定性を認め，骨

接合を行った8例(62％)は全例遠位骨片の転位を

伴う基部骨折であった．骨接合を行った8例中1例

(13％)は偽関節となり，不安定性は消失していた

が瘻痛が残存した．2)術中不安定性を認めず骨接

合を行わなかった転位のある茎状突起骨折19例

中13例（68％）（尖端9，中央3，基部1）が偽関

節となり，これらのうち4例（31％）（尖端3，中

央1）に経過中に不安定性が生じ，6例（46％）（尖

端4，中央2）に瘻痛が残存した．3）骨片の転位

の無い6例中3例（50％）（尖端2，基部1）が偽関

節となり，1例（25％）（基部1）に経過中に不安

定性が生じ，2例（50％）（尖端2）に瘤痛が残存

した．4)瘻痛が残存した9例中7例（78％）（尖端

4，中央2，基部1）は偽関節であり，3例（33％）

(尖端2，中央1）に不安定性を認めた．5）不安定

性が残存した5例（尖端3，中央1，基部1）全例

が，偽関節であったが，瘻痛が残存したのは3例

(60％）（尖端2，中央1）であった．

【結論】僥骨遠位端骨折に合併した尺骨茎状突起は

骨折高位に関わらず，また遠位僥尺関節不安定性

を有せずとも高頻度に偽関節となり，尺側手関節

痛の原因となっている可能性が示唆された．この

結果より，観血的整復固定術の適応の拡大につい

て検討が必要と考えられる．

2-d-Po99

僥骨遠位端骨折に伴う尺骨茎状突起骨折に

対するワイヤー固定術の成績

WiringfOrUlnarStyloidFracturesAssociatedwith

DistalRadiusFractures

公立長生病院整形外科

○板寺英一

【目的】ロッキングスクリューの開発とともに僥骨

遠位端骨折に対する内固定術の固定性が著しく改

善され，術後の外固定が必要とされなくなり，そ

れとともにこれまで軽視されてきた尺骨茎状突起

骨折に対する骨接合が重要になってきた．その最

も一般的な内固定法はtensionbandwiring法で

あるが，我々 はKirschner鋼線を使用せずにワイ

ヤー固定のみとし，術後成績はきわめて良好で

あったので報告する．

【対象および方法】対象は2003年7月から2005年

7月までの間にワイヤー固定による骨接合術を

行った尺骨茎状突起骨折11例(男性4例女性7例）

11骨折である．骨折型は先端部骨折1例，中央部

骨折1例，基部水平骨折6例，および基部斜骨折3

例であった．合併する僥骨遠位端骨折に対しては，

全例掌側アプローチからロッキング機能を有する

プレートで内固定し，術後の外固定は行わなかっ

た．

【手術法】体位は仰臥位にて肘関節90.屈曲位，前

腕回内外中間位，肩関節内旋位とする．尺骨茎状

突起直上を縦切し，骨折部を確認する．尺側手根

伸筋腱をよけて0.6mmワイヤーを尺骨茎状突起

遠位の軟部組織へかけ，近位部は尺骨頭の近位へ

骨孔を作成して通し，8の字に締結した．

【成績】先端部骨折の1例をのぞく全例に骨癒合が

得られた．最終調査時，遠位僥尺関節に明らかな

不安定性を認めた例はなかった．

【結論】僥骨遠位端骨折に伴う尺骨茎状突起に対す

る骨接合術はワイヤー固定のみで良好な成績が得

られた．
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TFCC損傷を合併した榛骨遠位端骨折の治

療成績(DASHによる評価）

AClinicalResultsUsingJapaneseDASHScoreof

DistalRadiusFracturewithTFCCInjury

'若草第一病院整形外科，2島根大学医学部整形外

科

○領家幸治l,西川梅雄l,四本忠彦l,

今嶋由香理l,内尾祐司2

【目的】近年，僥骨遠位端骨折においても手関節鏡

が導入され様々な治療がなされている．当科でも

榛骨遠位端骨折に全例関節鏡を行い関節内の状態

を把握した後に骨接合を行っているが，その際に

三角線維軟骨複合体（以下TFCC)の損傷を認め

ることが多い．本研究の目的はTFCC損傷を合併

した榛骨遠位端骨折の治療成績をDisabilityof

TheArm,ShoulderandHand(以下DSAH)を

用いて評価することである．

【方法】術後6ヵ月以上経過観察が可能であった

TFCC損傷を合併した僥骨遠位端骨折23例（男3

例，女20例）で，平均年齢は62歳（18～84歳）

であった．骨折型はAO分類A2:5例,B2:2例,B3:1

例,C1:10例,C2:4例で，尺骨茎状突起骨折を8

例に認めた．全例に対して掌側用TheTitanium

DistalRadiusPlate(r)を用いて骨接合を行った．

また，骨接合直後の再鏡視で遠位僥尺関節の不安

定性が強い2例において同関節に一時的に鋼線固

定を行った．術後6ヵ月の時点で手関節尺側に痙

痛，圧痛があるものまたは尺骨頭ストレステスト

陽性であるものを痙痛(+)群，それらの所見を認

めなかったものを痙痛（一）群として，両群間の

DASHscoreを比較した．

【成績】術中の関節鏡によるTFCC損傷部位は僥骨

付着部での断裂が13例，尺骨付着部での断裂が9

例であった．瘤痛（+）群は6例でDASHscoreの

平均値は11.8点であり，瘤痛(-)群17例のDASH

screの平均値は12.5点であり統計学的有意差を認

めなかった．

【結論】DASHscoreに有意な差を認めなかったこ

とからTFCC損傷があっても必ずしもこれを修復

する必要はないと考られた．

2-d-Po101

僥骨遠位端骨折に伴う遠位僥尺関節支持組

織の損傷と修復

OpenOperativeTreatmentfOrInstabilityofthe

DistalRadioulnarJointResultingfromDistalradius

Fractures

'佐野厚生総合病院整形外科，2大田原赤十字病院

整形外科，3慶應義塾大学整形外科学

○岩部昌平1，森田晃造2，太田憲和3

【目的】我々は，僥骨遠位端骨折に伴う遠位僥尺関

節（以下DRUJ)不安定性に対して，僥骨の固定

術と同時にDRUJ支持組織の観血的修復を行って

いる．以前，手術所見として，三角靱帯，尺側側

副靱帯，尺側手根伸筋腱（以下ECU)腱鞘の損傷

がDRUJ不安定性に大きく関与しており，その修

復により術直後の安定性が得られることを報告し

た．今回は，その治療成績について報告する．

【方法】手術的治療を行った榛骨遠位端骨折36例

のうち,DRUJ支持組織の修復を行い,6ヶ月以上

経過観察が可能であった16例を対象とした．僥骨

遠位端骨折の固定を行った後に,DRUJの不安定

性を確認し，不安定性を認める骨折では,DR[U支

持組織の修復を行った．不安定性の程度は，ない

ものが0，わずかに偏位するものが1，明らかに偏

位するが対向があるものが2，亜脱臼が3，脱臼が

4とした．最終調査時には，僥骨骨折の治癒状態，

DRUJ不安定性，手関節尺側部痛，手関節尺側部

の圧痛部位,DRUJに負担の掛かる6動作（ドア

ノブ，タオル絞り，手をつく，手提げ荷を持つ，拭

き掃除，フライパンもしくは釘打ち）の可・不可

を調査した．

【結果】僥骨骨折は，全例でほぼ解剖学的整復位で

骨癒合した．尺骨茎状突起（以下US)例では，全

例骨癒合が得られた．16例中，2以上のDRUJ不

安定性が残存したのは，1例であった．5例で，軽

度の手関節尺側部痛があった．7例で,US,ECU

腱鞘,DRUJ,三角線維軟骨複合体のいずれかに圧

痛を認めた．6例が6動作中で何らかの支障を訴え

た．いずれに動作にも支障がないものが10例で

あった．

【結論】僥骨遠位端骨折に伴うDRUJ支持組織損傷

に対して，骨折の治療と同時にその修復を行うこ

とで,DRUJの不安定性は消失した．また，手関

節尺側部の愁訴も最小限にとどめることができ

た．
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不安定型僥骨遠位端骨折に対するHo什man

2compact創外固定器によるnon-briding
固定術後の可動域の経時的回復

ROMRecoveryafterNon-bridgingExtemalFixation

fOrUnstableFracturesoftheDistalRadiuswith

Hoffman2Compact

l国家公務員共済組合連合会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1,瀧上秀威1,岡崎敦1,

葉梨大輔'，齋藤知行2

【目的】不安定型僥骨遠位端骨折に対するnon‐

bridging創外固定術後の経時的回復を報告する．

【対象と方法】対象はHoffman2compactでnon‐

bridging創外固定術を行い術後経時的に可動域の

計測を行った58例で，年齢は平均67歳，受傷側

は右26例，左32例，骨折型はAO分類A型22例，

C型36例であった．固定器装着期間は平均6．5週

であった．後療法は術翌日より自動可動域訓練を

開始した．これら症例に術後8週，12週，24週，

36週，48週で背屈，掌屈，回内，回外の可動域を

経時的に測定した．術後の有意な回復の得られる

期間と骨折型や受傷側，性別で可動域回復に差が

あるか調査した．また,Bridging創外固定器であ

るClyburn創外固定術を使用し可動域を経時的に

計測した16例と比較した．

【結果】背屈可動域は術後8週で平均57±14度，

12週：65±13，24週：71±9，36週：72±8，

48週：73±8．掌屈は平均47±13度，58±12，

66±10，68±8，69±8．回外は平均78±15度，

84±9，87±5，89±4，89±4．回内は平均81

±11度，85±9，88±5，89±3，89±3であっ

た．背屈･回内外は術後24週まで，掌屈は術後36

週まで有意に回復した(p<0.01)．骨折型や受傷

側，性別による差はなかった.Clyburn固定器で

は背屈は術後8週で平均40±12度，12週：57±

16，24週：72±9，36週：73±10であり，掌屈

は術後8週で平均40±12，12週:50±12，24週：

61±11，36週:65±11であり,non-bridging固

定術の方が有意に早く回復した(p<0.01).

【結論】早期の可動域訓練により早期に可動域の回

復が得られた．僥骨遠位端骨折における創外固定

術の選択では，適応のある骨折に対してはbridg-

ingtypeよりnon-bridgingtypeを使用すること

で，固定中のADL制限が少ないのみならず，固定

中より可動域訓練を行うことで早期の可動域回復

が得られると考えた．

2-d-Po103

僥骨遠位端骨折(AOtypeC3)に対する極
小プレートおよび創外固定での治療

MiniaturedplatesandExternalFixationinCom-
minutedlntraarticularFracturesoftheDistalRadius

友紘会総合病院整形外科

○察栄美

【目的】僥骨遠位端骨折AOtypeC3に対し，極小

プレート(MinimallylnvasiveOsteosynthesis

TechniquePlate:Orthofix)およびbridging創外
固定(Orthofix)を使っての治療を行った．

【方法】1998年から2001年までの4年間，43人の

僥骨遠位端骨折AOtypeC3対し，術前CTで骨折

の評価をした後，創外固定および極小プレートで

固定した．

【成績】術後経過観察期間は平均で30ケ月であっ

た．健側と比較すると，屈曲伸展の可動域は82％，

回旋は80％，握力は75％の回復となった．またX

線学的評価ではStep-oHは平均1mm,Radialin-

clinationl6｡,Volartilt4｡,mnarvariance2mm

であった．総合評価ではgood以上30例であった．

合併症としては，2例に腱損傷，1例にCRPSが生

じた．

【結論】粉砕型僥骨遠位端骨折対し，極小プレート

およびbridging創外固定を使用した結果，長期経
過観察後も引き続きレントケン評価としては満足

いくものであり，また一部粉砕の程度がかなり著

しいものを除いては，良い成績が得られた．
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方形回内筋を温存した掌側Iockingplate法
に関するバイオメカニクス的研究

一第1報一

ABiomechanicalStudyonPalmarLockingPlate

ProcedurewithKeepingthePronatorQuadratus

Muscle-Firstreport-

東邦大学第2整形外科

○津布久義人，戸部正博，甲斐秀顕，

重光俊男，水谷一裕

【目的】掌側アプローチ(Henryapproach)によ
る僥骨遠位端骨折の手術療法では，骨折部に到達

するために，方形回内筋を切離，縫合する進入法

が広く行われてきている．われわれは，2004年よ

り方形回内筋を温存した掌側lockingplate法によ

る榛骨遠位端骨折の治療について報告し，超早期

関節可動域獲得に有利であると報告しているが，

方形回内筋についての，臨床的なバイオメカニク

スは未だ不明である．今回，われわれはBIODEX

SYSTEM3(Biodex社製）を使用し方形回内筋の

切離・縫合群と温存群の筋力を測定し比較検討し

たので報告する．

【対象･方法】2004年8月～2005年7月までに行っ

た榛骨遠位端骨折のうち，術後3ヶ月以上経過し，

関節可動域制限がなく，解剖学的整復位が得られ

たまま骨癒合した19手（切離・縫合群7手，温存

群10手）を対象とし，術後3，6，12カ月の患側・

健側の前腕回内，回外の最大トルクを測定，患側

値最大トルクの健側に対する欠損率にて比較検討

した．

【結果】切離・縫合群の術後3カ月，6カ月時の回内・

回外筋力の平均欠損率はそれぞれ45.0％・34.2％，

37.4％･37.2％であった．一方温存群の術後3カ月，

6カ月時の回内，回外筋力の平均欠損率は26.5％・

7.3％,-14.1％･-23.3％であった．

【結語】切離群において術後3ヵ月時の最大トルク

欠損率は回内，回外ともに低下しており，その後

の経過でも改善はほとんど認めなかった．一方，温

存群では術後3カ月時の最大トルク欠損率は回内

で低下を認めるも，6ヵ月ではほぼ改善し，回外に

は影響がなかった．これらのことより，方形回内

筋を切離・縫合した場合，その筋力が回復するこ

とは困難であり，温存群においては術後6カ月程

度で回復することが示唆された．

2-d-Po105

方形回内筋を温存した掌側Iockingplateに
よる僥骨遠位端骨折の小侵襲手術

MinimallyInvasivePlateOsteosynthesisfOrDistal

radiusFractureUsingPalmarLockingPlatewith

KeepingthePronatorQuadratusMuscle

'東邦大学第2整形外科，2山王病院整形外科

○戸部正博1,水谷一裕1,甲斐秀顕1,

津布久義人1,柳原泰2

【目的】掌側アプローチの際に方形回内筋を温存し

た新しい小侵襲手術を行ったので報告する．

【方法】2004年12月より本法を行った45手を対

象とした．年齢は26～92歳，男性9手，女性31

手であった．AO分類による骨折型はA2:5手,A3:

15手,C1:12手,C2:3手であった．使用した内

固定材料はDRVlockingplatesystem:30手，

Distalwindowplatesystem:15手であった．

手術は，全例FCRアプローチにて掌側進入し，屈

筋腱を尺側に避け，方形回内筋を露出，方形回内

筋遠位縁を切開し，骨膜下に方形回内筋を挙上す

る．方形回内筋近位部の骨膜を剥離した後に，遠

位部よりplateを方形回内筋の下に設置する．その

後，透視下に遠位のlockingpinより刺入，近位の

Screw固定後,plate中央のScrew固定は方形回内

筋に約4Tnrnの横切開を加えて固定を行い，外固定

は行わず，術翌日より可動域訓練を開始した．

術後6カ月での臨床評価，経時的な関節可動域,X

線計測日常生活に不自由がなくなった時期，経時

的なvisualanalogscale(VAS)について検討を

行った．

【結果】斎藤のpointsystemでは全例excellentで

あった．対健側比でみた関節可動域では術後1週

で58％，3週で86％，6週で89％，6カ月で93％で

あった.X線計測のvolartilt,ulnarvarianceと

もに術直後に獲得された整復位を保持できてい

た．日常生活に不自由がなくなった時期は術後平

均2．4週であった．術後の経時的なVASは術後1

週で5.4,3週で0,7,6週で0.2,6カ月で0.1であっ

た．

【結語】本法は方形回内筋を温存する小侵襲手術で

あり，従来の掌側アプローチに比べて術後超早期

の関節可動域の回復が可能で，術後の瘻痛も極力

避けられる．高度な関節内粉砕骨折には対応が困

難であるが，早期の日常生活への復帰が可能な方

法である．
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AO分類C3型榛骨遠位端骨折に対するプ

レート固定術

ResultsofOpenreductionandPlateFixationofAO

TypeC3FracturesoftheDistalRadius

医真会八尾総合病院整形外科

○土肥義浩，面川庄平，金子康司，

藤谷良太郎

【目的】当科でプレート固定をおこなったAO-C3

僥骨遠位端骨折の骨折型，術後のX線学的パラ

メーターの推移が臨床成績に与える影響を調査し

た．

【方法】症例は14例で，平均年齢は55歳であった．

骨折型はC3-2型が9例,C3-3型が5例であった．

開放骨折を6例に認め，3例は受傷時に正中神経麻

揮を呈していた．掌側プレートを12例，背側プ

レートを2例におこない，骨移植を併用した3例中

2例に創外固定を追加した．受傷時から最終調査

時の単純X線およびCT撮影から，術後の整復位と

再転位の程度を調査した．骨折型,X線学的計測

値と臨床成績との関連性を検討した．

【成績】平均観察期間は10.3ヶ月であった．最終調

査時の臨床成績はCooneyの評価法で90～35点

(平均68点)であり,C3-3型の臨床成績がC3-2型

より不良(各平均59点，74点）であった．受傷時

のMedoff分類での関節面コラム数は平均3.5で

あったが，関節面の粉砕の程度と臨床成績との間

に相関を認めなかった．経時的に計測したradial

tilt,volartilt,ulnarvariance,関節面のgap,

stepoffのうち,volartiltの術直後から最終調査

時の転位増大の程度と臨床成績との間に有意な相

関を認めた(Spearman順位相関係数=0.70)．ま

た，最終調査時のvolartiltはC3-3で有意に減少

していた(Wilcoxon検定,P<0.05).

【結論】C3-3型の術後成績はC3-2型と比較して不

良であり，手術方法，固定材料に再考を要すると

考えられた.volartiltの術後の転位増大が臨床成

績の不良因子になり得るが，背側骨幹部に粉砕を

認める症例で術後に再転位する傾向があった．

2-d-Po107

掌側AODistalRadiusPlateを用いた僥骨

遠位端骨折(AO分類typeC)の治療
AODistalRadiusVblarPlateFixationfbrAOtypeC

DistalRadiusFracture

大阪警察病院整形外科

○ 中 村 吉 晴

【目的】初期固定力，関節内の整復度をみるため当

科では2004年から僥骨遠位端骨折AO分類typeC

に掌側用AODistalRadiusPlate(DRP)を使用

し治療してきた．今回その治療成績を検討した．

【対象と方法】対象は2004年1月より当科で手術

治療を行った12例13関節，骨折型はAO分類で

C23関節,C310関節．男性1例，女性11例，手

術時年齢は平均62歳(31歳から84歳)，経過観察

期間は9ケ月（6から14ケ月）であった．手術は

fingertrapで長軸方向に2Kgの牽引をかけ，掌側
アプローチでイメージ下にて関節面を掌側骨折面

からのみ鈍的に整復し遠位部からプレート固定し

た．人工骨移植は4関節(31％)に行った．術後10

日間のギプスシャーレののち関節可動域訓練を開

始した．臨床評価はCooneyのwristscoreを用い

た．また関節可動域，握力の経時的変化を調査し

た．画像評価はX線で術直後，最終調査時のPalmar･

Tilt(PT),Radiallnclination(RI),Ulnar

Variance(UV)を測定，最終調査時CTで関節内

の整復度を検討した．

【結果と考察】Cooneyの評価法でexcellent8例

(66%)good4例(34%)であった．関節可動域，握
力は術後約6ケ月でプラトーに達していた.X線評

価は術直後：最終調査時でPT2.8:2.2,R122.6:

22.5,UV-0.8:-0.7であった．掌側骨片の粉砕が

強い1例でPT5o以上の矯正損失がみられた.CT

では関節面の2mm以上のstepoffは4関節(31%)

に見られた．臨床成績は良好だったが受傷時の粉

砕と関節内転位が特に強い例では術後の転位が残

存しこの方法ではとくに関節面の整復に限界があ

ると考えられた．
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高齢者の僥骨遠位端骨折に対するAO掌側
ロッキングプレートの成績

TheResultofVOralPlateFixationwithAODistal

RadiusLockingPlateintheTreatmentofDistal

RadiusFractureinElderlyPatients

'平成記念病院整形外科，2国保中央病院

○大田大良1,古田和彦2,藤谷良太郎2,

仲西康顕2，小野浩史2

【目的】75歳以上の高齢者に対するAO掌側ロツキ

ングプレート(DRP)の有用性を検討した．

【方法】2002年2月から2005年9月の間に当院お

よび関連施設で不安定型榛骨遠位端骨折に対し

DRPを用い治療した44例を20～59歳（若年群

17例)，60～74歳（前期高齢群15例)，75～95

歳(後期高齢群12例)の3群にわけ検討した.AO

分類は,A2:4例,A3:9例,B3:1例,C1:2例，

C2:20例,C3:8例であった．単純X線2方向で

UInavariance,Radialinclination,Radial

length,Volartiltを経時的に計測し，手関節機能

を日手会機能評価法で最終評価した．平均追跡期
間は31週であった．

【結果】各群間におけるX線指標の術直後と最終追

跡時の間の変化量に有意差はなかった．手関節機

能評価において，総合評価では若年群118±5．4

(平均±SD)点，前期高齢群116±5.9点，後期

高齢群108±15．1点であり各群間に有意差はな

かった．掌背屈は，若年群22.5±3．2点，前期高

齢群22.1±2.6点，後期高齢群18.1±5.1点であ

り後期高齢群では他群より有意に低下していた

(pHIろよ<0.05).

【考察】今回の結果でX線計測項目の術直後から最
終追跡時までの変化量に年齢による有意差がな

かったことより,DRPでロッキングピンを軟骨下

骨に挿入すれば高齢者でも充分に強固な固定力を

得られることが明らかになった．その結果，手関

節機能評価においても後期高齢群は総合評価で他

群と比し有意差を認めず，良好な成績が得られた．

しかし，掌背屈可動域で有意な低下を認めた．こ

の差は後期高齢者では日常生活で手の使用量が若

年者と比べ低いために生じたと考えられる．

2-d-Po109

僥骨遠位端関節内骨折の治療

一アプローチは掌側か背側か－

Managementofthelntra-articularDistalRadius

FractureswithVolarorDorsalApproach

金沢大学医学部整形外科

○坪内英樹，池田和夫，原隆，

富田勝郎

【はじめに】僥骨遠位端骨折に対する掌側プレート

の有用性が数多く報告されている．しかし，関節

内骨折においては背側，榛外側へのプレート固定

が必要となる場合も多い．当院での僥骨遠位端関

節内骨折の手術症例に対して，骨折型によるアプ

ローチ方法を検討した．

【対象と方法】当院で平成10年から僥骨遠位端関

節内骨折新鮮例としてプレートにより治療された

68例を対象とした．平均年齢52歳，男性25例，女

性43例であった．受傷側は右25例，左43例であっ

た．骨折型はAO分類でB1が1例,B2が2例,B3

が19例であり,C1が24例,C2が4例,C3が18

例であった．プレート使用部位は掌側のみが40

例，背側のみが23例，掌側十背側が4例，背側十

榛外側が2例，掌側十背側十榛外側が1例であっ

た．合併症はC1に掌側プレートを施行した症例で

長母指屈筋腱の断裂を認めた．

【考察】背側プレートは，その設置スペースの問題

から術後の伸筋腱損傷の問題が報告されてきた．

また榛外側プレートを行う場合は軟部組織の剥離

が大きくなる問題がある．したがって，背側に関

節面を大きく含む骨片がない限り，掌側プレート

を第一選択と考えている．しかし術前CT評価で大

きな榛外側骨片が背側に転位している症例や，大

きなdiepunchfifagmentのある症例では掌側プ

レートのみでは整復固定が不十分である.AOの新

しいロッキングプレートは薄く,lowprofileであ
るため，軟部組織への影響が少ない．加えて掌側，

背側，榛外側プレートを併用することで，骨折型

に応じた固定が可能となった．榛骨遠位端関節内

骨折では，術前3D-CTによる評価を行い，プレー

トの選択を行う必要があると考える．
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榛骨遠位端骨折に対する掌側プレートの固

定力の比較一一X線解析一

PalmarLockingPlateFixedMoreRigidlythanNon-

lockingPlatefbrUnstableDistalRadiusFracture

-RoentgenographicAnalysis-

'奈良国保中央病院整形外科，2平成記念病院

○古田和彦1,大田大良2,小野浩史1,

藤谷良太郎1,仲西康顕’

【目的】不安定型僥骨遠位端骨折に対し掌側より

AceSymmetryPlate(ASP),AODistalRadius

Plate(DRP)を用い，両者の結果を比較検討した．

【対象と方法】対象は当科および関連病院で手術を

施行した75例78手で，受傷時年齢は16～95歳，

平均56.4歳であった．骨折型はAO分類A26手，

A316手,B34手,C16手,C236手,C310手

であった．30手にASP(A群）を,48手にDRP

(B群)を使用した.DRPはロッキングピンを使用

しcondylarstabilizing法に準じた．全例，術直後
より可動域訓練を行った．術後平均追跡期間は

11ヶ月であった．

【検討項目】全例に対し，術直後，術後2ヶ月まで，

骨癒合時におけるX線写真からUlnarVariance

(UV),Radiallnclination(RI),VolarTilt(VT)

を計測し，その変化を評価した．臨床成績は日手

会手関節機能評価を用いた.p<0.05を統計学的

に有意差ありとした．

【結果】全例に骨癒合を認め，骨癒合までの平均期

間は4.5ケ月であった．骨癒合時の機能評価は両群

に有意な差は無かった.X線評価では両群ともUV

は術直後と骨癒合時の間で有意な増加を認めた．

B群では術直後と術後2ヶ月の間でのみUVに有意

な増加があった．術後2ケ月から骨癒合時までの

UVの変化量は,A群はB群に比べ有意に大きかっ

た．その他の計測値に有意差は無かった．

【考察】いずれのプレートも骨癒合に至るまでUV

は増加する．ASPではUVの変化は骨癒合に至る

全経過で生じる．一方,DRPは術後1～2ヶ月ま

で増加するが以後の変化は少ない．DRPにおける

術直後のみのUVの増加はロッキングピンが軟骨

下骨に十分接していないことに起因すると考えら

れた．従ってロッキングピンを軟骨下骨に適切に

挿入できれば術直後からのUVの変化は防止でき

ると考えられる．

2-d-Po111

僥骨遠位端骨折に対する掌側プレート固定
の治療成績-LockingplateとSymmetry

plateの比較一
ClinicalResultsofVolarPlateFixationofDistal

RadiusFractures-LockingversusNonlockingTL

plate-

広島鉄道病院整形外科

○杉田直樹，生田義和，村尾保

【目的】榛骨遠位端骨折に対するプレート固定術に

おいて従来よりSymmetrypleteを用いてきたが，

近年Lockingplateを主として用いている．今回プ
レート固定術におけるSymmetryplete群(S群）

とLockingplate群(L群）の治療成績を比較検討
したので報告する．

【対象および方法】対象は2002年4月から2005年
3月までにプレート固定術を施行した24例で,S

群11例,L群13例であった．全例掌側プレート固

定で自家骨移植を行った症例はなかった．手術時

平均年齢はS群56歳（17～83歳),L群65歳(47

～83歳）であった．骨折型はAO分類でA222例，

A3:3例,B2:4例,B3:4例,C1:10例,C2:1例で

あった．評価方法は可動域，術直後，調査時のX線

でpalmartiltangle(以下PT),radialinclina-
tionangle(以下RI),ulnarvariance(以下UV)
を計測し，臨床評価はCooneyの評価を用いた．経

過観察期間は平均1年2ヶ月であった．

【結果】全例骨癒合が得られた．平均可動域はS群
では伸展57.,屈曲50.,回内90.,回外90｡,L群

では伸展60.,屈曲52.,回内90.,回外90.であっ

た．X線評価はS群では術直後平均Pr4｡,RI21｡,

UVO.4mmが，調査時平均PT3｡,RI22｡,UV

0.7mmであった.L群では術直後平均PT8o,RI

21｡,UVO.9mmが，調査時平均PT8｡,RI21｡,

UV1.6mmであった．

【考察】S群,L群とも概ね良好な整復位が得られ
ていた．可動域,X線評価で両群間に有意な差は認

めなかった．しかしS群ではPTにおいて10.以上

の矯正位損失を生じたものを2例に認めた.Lock-

ingplateは整復位の保持良好であり，術後早期か
らの可動域訓練に有用であった．
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手関節内骨折に対するPalmarPlatingSys-
temの治療成績

PalmarPlatingSystemfOrIntra-articularFracture

oftheWristJoint

'石切生喜病院整形外科，2馬場記念病院整形外科，

3清恵会病院整形外科，4池田病院整形外科

○釜野雅行1,遠山雅彦2,越宗勝3,

町井義和4，水沢慶一’

【目的】手関節内骨折に対し,PalmarPlating
Systemで治療を行ったのでその臨床成績を報告

する．

【方法】対象は6ヶ月以上の追跡調査を行った転位

のある手関節骨折26例．男12例，女14例．受傷

時年齢平均55歳であった．骨折型はAO分類Cタ

イプであり，受傷機転は転倒・転落であった．手

術は全例，上肢伝達麻酔下に掌側からtrans-FCR

アプローチで進入した．使用したプレートは掌側

用でBiotechni社製(France)である．整復が困

難である背側尺側の骨片は経皮的に整復した．術

後の外固定は包帯固定のみとし，翌日から手指の

自動運動，抜糸後に手関節の自動運動を開始した．

臨床評価はSarmientoおよびCooneyらの評価法

を用いた.X線学的にはpalmartilt(PT),radial

inclination(RI),radiallength(RL),ulnar

variance(UV)4項目を術前後と最終時に測定し
た．

【成績】骨癒合は全例に得られた．掌側侵入に伴う

合併症はなかった．Sarmientoの評価ではexcel-

lentlO例,goodl6例であった．Cooneyの評価

ではexcellentlO例,goodl5例,fairl例であっ

た.X線学的には術直後の整復位が最終調査時ま

で保たれていた．

【結論】本プレートシステムは最大長48mm,厚さ

はわずか1.1mmと薄くて小型であり，手関節に近

い部位での骨折にも対処できる．手関節面を含ん

だ骨片を透視下にガイドワイヤーを遠位骨片に刺

入した後,cannulatedscrewにてその骨片を固定

することができる本システムは手技が容易であ

り，手関節内骨折の治療を安全に行える．

2-d-Poll3

青壮年のAO分類C型僥骨遠位端関節内骨

折に対するARIF/ORIF併用の治療成績

ORIFandARIFfOrAOtypeCFracturesofDistal

RadiusinAdults

清恵会病院整形外科大阪外傷マイクロサージャ

リーセンター

○寺浦英俊，坂中秀樹，五谷寛之，

越宗勝，山野慶樹

【目的】青壮年のAO分類C型僥骨遠位端関節内骨

折の治療成績を向上させるためには解剖学的整復

位の獲得と整復位保持が重要である．当科では当

初ARIFと創外固定との併用で加療してきたが，

平成15年頃よりARIFと掌側ロッキングプレート

を使用したORIFとの併用で加療することが多く

なってきたのでその治療成績を報告する．

【対象と方法】2003年1月以降演者が加療した60

歳未満の20例を対象とした．年齢24～57歳（平

均46.3歳)，男性9例，女性11例，骨折型はAO

分類でC1:4例,C2:8例,C3:8例，尺骨茎状

突起骨折合併は16例，経過観察期間は5～13ケ月

(平均9.3ケ月）であった．関節外骨折に対しては

掌側ロッキングプレートを使用しORIF施行，関

節内骨折に対してはARIF施行，その際関節内骨

片の数を観察，またTFCC,SLIL,LTILの損傷

状態を観察し適宜処理した.X線学的評価として

RadialInclination(RI),VolarTilt(VT),m-

narVariance(UV)の各項目を受傷時，術直後，

最終調査時に計測した．臨床評価はMayoWrist
Scoreを使用した.

【結果】全例で骨癒合を得た．関節鏡所見では関節

内骨片の数は2～5個（平均2.6個),TFCC損傷

はPalmerlA:1例,1B:4例,1D:9例,SLIL

損傷はGeisslerl:3例,II:3例,III:13例,LTIL

損傷はGeisslerl:5例,II:3例,III:6例であっ

た.X線学的評価ではRI,VT,UVは受傷時平均

12.9度，-15.1度,3.1mmが術直後平均21.2度，

9.5度,0.3mmと改善され，これは最終調査時ま

で保持された.MayoWristScoreは平均86.5点，

excellent:10例,good:8例,fair:2例，減点項

目は主に瘤痛と握力であった．

【考察】青壮年のAO分類C型僥骨遠位端関節内骨

折の治療には困難な点が多いがARIFと掌側ロッ

キングプレートを使用したORIFとの併用で加療

し比較的良好な治療成績を得た．
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青壮年者の僥骨遠位端骨折に対する掌側プ
レートの治療成績

VolarPlatingfOrDistalRadiusFractureinYoung

andMiddle-AgeAdults

'大阪府三島救命救急センター，2永山病院

○岡本雅雄1,成山雅昭2

【目的】近年，不安定型榛骨遠位端骨折に対し

subchondralsupportによる掌側プレート固定法
の有用性が提唱されている．演者らは，骨脆弱性

を有する閉経後女性症例を調査し軽度の整復位損

失を認めるが臨床成績への影響はなく術後の

QOLは満足するものであることを第48回日手会
において報告した．今回，骨質が保たれている不

安定型僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプ

レートの手術成績を検討した．

【対象および方法】2002年以降骨粗霧を認めない

不安定型榛骨遠位端骨折に対しAO/ASIF掌側用

DistalRadiusPlateを用いて固定した31例（男

性28例，女性3例）を対象とした．手術時年齢は

41歳（18-64歳)，経過観察期間は11カ月である．

AO分類はA3:12例,B3:4例,C1:2例,C2:5例，

C3:8例であった．1例に人工骨を補填し，術後外

固定期間は6．8日（0-14日）であった．

【結果】骨癒合は全例に得られたが，2例に遷延癒

合を認め超音波骨折治療器を使用した．可動域は

掌屈58.,背屈57.,回内73.,回外79.,握力の健

側比は83％であった．Gartland評価では，肩手症

候群様症状を呈した1例がPoor,その他はGood以

上であった．X線評価では,volartilt,radial

inclination,ulnarvarianceの術直後と最終調査

時の差は有意でなかった．

【考察】種々の従来法に比べ外固定期間の短縮を

図ったが問題を生じることはなく，強固な内固定

による早期運動が可能であり概ね良好な成績が得

られた.X線評価では術後整復位の損失を認めな

かったが，これは骨粗霧症例にみられる軟骨下骨

支持部でのlossやimplantの緩みが少ないことに

よると考えられる．遷延癒合の2例は背側粉砕骨

片の転位が残存し骨欠損部を認めていた．青壮年

症例では職場復帰に際し骨強度の回復が問題とな

ることが多く，骨欠損部への人工骨補填を考盧す

べきである．

2-d-Po115

僥骨遠位端骨折に対する掌側プレート固定
術後の早期機能回復

TheEarlyFunctionalRecoveryAfterPalmarPlating
fbrDistalRadiusFractures

'馬場記念病院整形外科，2石切生喜病院整形外科，

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】榛骨遠位端骨折に対する掌側プレート固定

法は，外固定期間が短く早期機能回復に有効と考

えられる．術後早期の機能回復の推移を調査し，成

績に影響を与える因子を検討した．

【対象と方法】術後12週以上経過観察し途中矯正

位の損失がなかった32例を対象とした．男6例，

女26例で手術時年齢は平均63.3歳，経過観察期間

は平均6か月であった．骨折型はAO分類A型17

例,B型5例,C型10例であった．手術は全例演

者がtrans-FCR掌側アプローチでPalmarPlating

Systemを使用し行なった．多発外傷例と尺骨に対
し手術を行なっているものは除外した．術後は約

1週間ギプスシーネ固定とし，以後はプッシュ

アップ動作を術後1か月禁止する以外は特に制限

せずに手を使用させた．セラピストによる積極的

な後療法は行なわなかった．これらの症例に対し

経時的に手関節可動域，握力などを測定し検討を

加えた．

【結果】CRPSや神経，腱の損傷などの合併症は無
かった．平均可動域は術後2週で健側比約50％，4

週で60％以上，8週で80％以上に回復した．握力

は術後12週でも健側比約60％で早期の回復は悪

かった．特に高齢者の非利き手での回復が悪かっ

た．就労者は7例で全例前職に復帰した．軽作業

は早い例は2週で復帰していた．重労働も2～4か

月で復帰していた．

【考察】掌側プレート固定法は従来の方法と比べ，

早期の使用に耐えうる十分な初期固定が得られ，

特別な後療法を行なわなくとも十分な早期機能回

復が可能である．しかし，掌側を展開するためか

握力の回復が可動域や日常動作の回復と比較して

やや遅かった．早期機能回復の良くない例は積極

的な後療法が必要と思われた．回復不良例の原因

として年齢，骨折型，利き手,FCRの癒着などが

考えられた．
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2-d-Po116

不安定型僥骨遠位端骨折に対する低侵襄性
内固定術の試み

LesslnvasiveSurgeryfOrUnstableDistalRadius

FracturesUsingaNewPlateSystem

'静岡県立総合病院整形外科，2丹後中央病院

○松岡秀明1,石田治l,佐野禎--1,

船越博1,西島直城2

【目的】我々は，不安定型榛骨遠位端骨折に対して

積極的に内固定を行ってきたが，固定法，アプロー

チなどの点から成績を評価し，近年軟部組織への

低侵襲性を重要視し治療を試みるようになった．

本報告では，よい成績を得るための手術手技の工

夫やimplantの開発について考察する．

【方法】2年間に同一術者が行った症例のうち3ケ

月以上経過観察可能であった55例を対象とした．

AOまたは中島メディカル社製のimplantを固定

に用い，掌側lockingplate単独使用群，榛側but-

tressplate追加群，背側からの固定を追加した群，

尺骨茎状突起骨折以外の尺骨遠位端骨折など同側

上肢の骨折・脱臼などを合併した群の4群に分け

た．さらに受傷機転に注目し，骨折型だけでなく，

受傷時の軟部組織損傷程度を考慮した．評価には，

可動域，握力，斉藤の評価法を用いた．

【結果】背側固定を追加した群では手関節掌屈制限

をきたす傾向があり成績は悪い傾向にあった．僥

側buttressplate追加群の成績は，掌側locking
plate単独使用群と明らかな差異は認めなかった．

若年者の交通外傷や同側上肢の骨折・脱臼を伴う

ようなhighenergyinjulyでは軟部組織の損傷程

度も高度であり，成績は悪い傾向にあった．

【考察】以上の結果から，骨形態の再建と同様に軟

部組織の温存を目的とし，我々は最近の31例で，

掌側lockingplateを単独で使用し，関節内骨折は

背側の大きい転位骨片も関節鏡視下または透視下

に整復し，必要時には掌側から骨移植を行い良好

な結果を得ている．最近の14例では中島メディカ

ル社と開発した本邦最小のplateを用い，更に低侵

襲手術を試みている．このplateは関節面側の

Screwが23.の自由度をもってlockingが可能であ
るため月状骨窩背側尺側骨片と僥骨茎状突起を同

時に固定可能であるといった利点を有している．

2-d-Po117

掌側ロッキングプレート施行僥骨遠位端骨

折の三角線維軟骨複合体(TFCC)損傷に

対する治療成績

TreatmentofAcutelnjuriesofTriangularFibro-

cartilageComplex(TFCC)inDistalRadiusFrac-

turesneatedwithLockingPalmarPlate

聖隷浜松病院手の外科・マイクロサージャリセ

ンター

○森谷浩治，斎藤英彦，高橋勇二，

大井宏之

【目的】2003年10月から掌側ロッキングプレート

固定後に手関節鏡を行い，遠位僥尺関節(DRUJ)

不安定性を来すようなTFCC損傷の有無を確認

し，損傷に応じた後療法を選択してきた．今回，

TFCCに対する配慮を行った症例の治療成績につ

いて報告する．

【対象と方法】対象は掌側ロッキングプレート固定

時にTFCCを確認し，術後12週以上経過観察でき

た28（男性4，女性24）例（以下R+T群),手

術時年齢は19～89（平均60.4）歳であった．経

過観察期間は12～79（平均21）週であった．骨

折型は斎藤分類でColles骨折9例，粉砕Colles骨

折10例,Smith骨折2例，粉砕Smith骨折4例，

掌側Barton骨折2例，掌側Barton-chauffur合

併骨折1例であった．TFCC損傷は25例に合併し，

Palmer分類IA2例,IB5例,IB+ID7例,ID11

例であった．IB損傷で尺骨茎状突起基部骨折を認

めた8例は引きよせ締結法で固定して早期運動を

行った．基部骨折のないIB損傷や大断裂ID損傷

の8例は経皮的DRUJ仮固定やスプリントで3週

間前腕回旋運動を制限した．術後成績として手関

節尺側部痛の有無,X線計測，関節可動域を調査

し，2003年10月以前にTFCCを鏡視せずに後療

法を行ったColles骨折21例（以下R群）と比較検

討した．

【結果】手関節尺側部痛はR+T群2例,R群6例

で有意に減少していた．榛骨短縮はR+T群

0.25mm,R群1.2mmで,R+T群は有意に僥骨

長が維持されていた．前腕回旋可動域に両群間で

有意差は認めなかった．

【考察および結論】本調査では骨性要素の影響を受

けてはいるが,TFCC損傷に応じた後療法を選択

することで手関節尺側部痛は減少すると考えられ

た．
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1

リウマチと鑑別すべき手部炎症性疾患

InflammatoryDiseaseDifferentiatingfromRheumatoidArthritisintheHand

熊本整形外科病院

田嶋光

日常診療で時に遭遇する亜急性，慢性に経過した①手関節単関節炎，②手指屈筋腱滑膜

炎，③固有指部の関節炎の確定診断には苦慮することがあり，種々 の病態を鑑別する必要が

ある．原因としては化膿性，結核性，非定型好酸菌性，痛風性，偽痛風性，その他の結晶沈

着性，リウマチ性(以下RA),労作性やその他悪性腫瘍や全身性ウイルス感染症に随伴した

関節炎等があり，病歴，局所所見,X線検査所見から注意深く診断を進め治療方針を決定す

る必要がある．

手関節単関節炎

著書RHEUMATOLOGYでも“頻度は少ないが単関節炎・少関節にのみ関節炎を呈する

慢性関節リウマチも存在することがあり，生検滑膜組織像やX線像の検索，長期の経過観察

によりRAの単関節炎以外の疾患ではないと認めざるを得ない”と述べられ，他の特異的関

節炎が否定的な時は単関節炎に留まっても,RA'性手関節単関節炎を念頭に置く．自験例で

19歳から80歳の男11例女5例16例の初診時診断は，結核性2例,Kienb_ck病1例,TFCC

損傷1例となった.CRPは88%が陽性，血沈も88%に高値．RA因子は38%に陽性，ツベ

ルクリン反応は7例中3例が2＋’2例が3+,Steinbrockerのstage分類ではstagel:4

例，2：6例，3：4例，4：2例．アメリカリウマチ学会（以下ACR)基準では全例RAとは

ならず,RA早期診断基準も満たしていない．発症8カ月から11年3カ月の経過で内7例が

他部位の関節炎へと伸展し,ACR基準で6例がRAの診断となったが，他10例は手関節単

関節炎に留まっていた.RA性単関節炎は大関節に発生，男性にも多く発生,RA因子陰性

-seronegativeが多く，手関節では長期に単関節炎として経過する事が多い．

手指屈筋腱滑膜炎

近年高齢者の片側あるいは両側性に前腕遠位から手掌までの屈筋腱滑膜炎による瘻痛，

手指運動障害，手根管症候群を主訴とした症例を散見する．多数はCRP高値,seronegative

で手関節炎を合併しない例も多く,MRIでは著明な屈筋腱滑膜炎を呈している．手根管開

放と過滑膜切除により症状は軽快しているが，加齢，労作性であるとは決め難く，代謝障害，

RAの部分症状も考慮しておく．
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その他

X線上明らかな関節症は除いて，中高年女性での単発性のPIP関節滑膜炎，指節部の特

発性の腫脹では特異的所見が乏しく確定診断に苦慮する．

鑑別疾患の手順

発症様式で化膿性，痛風，偽痛風は推察がつき,X線，検査所見で更に絞り込んで行くが，

滑膜炎症状が強いときは組織診断も兼ねて滑膜切除を行う．従来組織診断では慢性の非特

異的滑膜炎の所見とされているが,PCR検査により結核性・一部非定型好酸菌の診断が高

率に可能となった．以上で他の特異的関節炎，腱滑膜炎が否定され症状が強いときは,RA

としての診断基準を満たさなくても早期治療の有効性と診断を兼ねて抗リウマチ剤の投与

も考慮するが，他部位に炎症が拡大していない高齢者では慎重を要する．

以上手関節単関節炎，屈筋腱滑膜炎を中心として，非定型的手部炎症性病態をRA性炎症

との異同の中で，診断手順，治療法を述べる．

講師略歴

田嶋光（たしまひかる）

熊本整形外科病院副院長

i

I

E

略 歴

昭和52年 熊本大学医学部卒業

｜可整形外科入局

国立熊本病院整形外科

熊本県立松橋療護瞳l

水俣市立湯之児病院

名古屋披済会病院整形外科

国立熊本病院整形外科

熊本整形外科病院

同刑院長

,土罰

;"識；

５
鋼
確
震
群

昭和54年

昭和55年

昭和56年

昭和57年

昭和62年

平成3年
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2

手指の関節外傷

IIUuriesofthePhalangealJointintheHand

岐阜県立岐阜病院整形外科

鈴木康

手指における関節外傷は一般に“突き指”と総称され，日常生活上高頻度に遭遇するが，

通常は軽微な外傷との認識が強い．確かに，経験的に多くの"突き指"は放置しても重篤な

障害を残すことなく治癒しており，医療機関を受診するまでに至らない症例を含めれば，社

会的には恐らく軽微な外傷が大半を占めているのであろう．しかし，軽微な外傷という世間

の通念とは裏腹に，適切な治療を行なわなければ重篤な障害を遺す損傷も決して稀有では

なく，日常診療において常に注意が必要である．今回は，注意すべき手指の関節外傷につい

て，代表的な病態と治療法の選択を中心に述べる．

1．徒手整復不能な脱臼

外傷による靱帯･掌側板などの関節支持機構の損傷は，当該関節に種々の程度の不安定性

を惹起する．治療は不安定性の改善を目指すが，同時に可動域も確保しなければならない．

通常，脱臼の整復後に患指の安定した自動運動が可能で，自動可動域も正常範囲であれば保

存的治療が奏功する．しかし，徒手整復不能な脱臼や不安定性の明らかな靭帯損傷では，手

術が必要とされる．徒手整復不能な脱臼としては,PIP関節掌側脱臼･MP関節背側脱臼な

どが代表的なものであるが，脱臼の機序を理解し，整復障害因子を特定できれば，観血的整

復術を回避できる．とくにMP関節における背側脱臼やlockingでは，徒手整復を試みる価
値は高い．

2．粉砕型関節内骨折・脱臼骨折

骨折により関節面に不整を生ずる損傷に対しては，関節面の解剖学的整復と早期関節運

動が治療の基本となる．保存的治療により良好な整復位と可動域が期待できることもある

が，早期運動を期す場合には強固な内固定が必要である．骨折片が大きければ整復と固定は

比較的容易だが，粉砕骨折では内固定材料や手術術式の選択に難渋する．否，寧ろ骨折部を

展開することにより整復がより困難となる．しかし，関節面の粉砕骨折，とくに指節骨底の

骨折では，牽引療法が奏功することが少なくない．製品化された指節骨用創外固定器も有効

であるが，通常のK鋼線で構成する装置は何ら特殊な器具を必要としないので経済的であ

り，緊急時にも即座に利用できるので便利である．ただし，牽引装置の特性を良く理解して

おくことが必要で，その適応も安易に拡大してはならない．

指節骨に適用する牽引装置としてはRobertson法(1946年)が広く知られているが,1978
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年にAgeeがfbrcecouplesplintを報告して以来，多数の指節骨用小型牽引装置が開発され

てきた．これら小型装置を牽引の力源により分類すると，①特殊な線バネや捻りコイルバネ

などを使用するものと②輪ゴム・手袋のゴムなどを使用するもの，および③K鋼線自体の

弾性を利用したもの(Gaul･intradigitaltraction-fixationdevice･1998年,Badia･dynamic

intradigitalexternalfixation･2005年）の3種類となる．演者は,10年以上にわたり輪

ゴムとK鋼線のみで構成する牽引装置(P&RTractionSystem)を使用してきたので，そ

の概要を述べる．また，最近ではK鋼線を2本のみ使用するGaul法類似の装置(PinSpring

TractionDevice仮称）も症例を選んで適用しているが，この装置の組み立ては必ずしも容

易ではない.K鋼線の弾性を効果的な牽引力として調節するためには，使用する2本の鋼線

の形状や組み合わせ方に工夫を要する．

3．その他の損傷

関節近傍の指節骨頚部骨折は保存的治療に抵抗することがあり，小児の骨折といえども

手術を嬬跨すべきではない．その他，腱損傷も忘れてはならない．とくに画像検査で明らか

となる骨関節損傷に目を奪われて，重大な腱損傷を看過することのないように，注意が必要

である．

講師略歴

鈴 木康 （す ずきやすし）

岐阜県立岐阜病院整形外科部長兼リハビリテーション科部長

略歴

昭和51年3月

II群Ⅱ51年4月

昭f''53年7月

昭和60年7月～9月

昭和61年4月

昭和62年7月

平成2年7月

岐阜大学医学部卒

岐阜大学整形外科入局

養老中央病院／松波病院／||皮阜大学

広島大学整形外科（生田義和教授)，および

広島県身障者リハビリテーションセンター

手の外科研修

大橋整形外科病院

岐阜大学整形外科

現職
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手指の皮層疾患・爪疾患

DermatologicalDiseasesofFingersandNails

聖路加国際病院皮層科部長

衛藤光

手指と爪の皮層疾患のうち，手の外科医が知っておくと役に立つものを中心に概説する．

一般に爪の異常は，1．爪のみの異常，2．皮層疾患に伴う爪の異常，3．内臓･全身疾患に

伴う爪の変化に分類される．

爪に現れる主な異常は色調，形，性状の変化である．白い爪は生理的なもの，爪甲剥離症，

白癬，乾癬，肝障害，腎障害によるものがある．黄色い爪は爪甲の発育遅延により生じるが，

黄色爪，リンパ浮腫および呼吸器病変を3徴候とするものを黄色爪症候群という．緑の爪は

緑膿菌感染症によることがほとんどである．黒い爪はメラニン色素の増加によるもので，母

斑細胞母斑，慢性炎症，外的刺激，爪母の腫瘍などが原因となる．爪下出血も時間が経つと

赤紫調を帯びた黒色調を呈する．

形の異常では匙状爪と時計皿爪(clubbing)が全身疾患と関係が深い．前者は鉄欠乏性貧

血，後者は肺癌などの心肺疾患との関係が有名であるが，消化管疾患などの他の内臓疾患で

も生ずる．

爪の性状の異常には原因不明のものが多い．とくに爪が粗造化して肥厚ないし萎縮する

爪甲異栄養症には多くのタイプがあり，その多くが原因不明である．このうちtwentynail

dystrophyは小児が主体の爪疾患であるが，最近では成人例も増加している．爪の縦裂症と

萎縮性変化が目立ち翼状片を形成する場合は扁平苔癬が最も疑われる．同様の爪の萎縮性

変化は全身性アミロイドーシスの場合に爪母のアミロイド沈着によって生じる．

手指に現れる皮層疾患では湿疹皮膚炎群が最も多いが，その他アレルギー性疾患，紅斑性

疾患，炎症性角化症，肉芽腫性疾患，沈着症，感染症，腫瘍などほとんどの皮層疾患が手指

にも生ずる．膠原病では末梢循環障害や外的刺激による症状が生じやすい．寒冷刺激が誘因

となり，レイノー症状，アクロチアノーゼ，爪囲紅斑，凍瘡様紅斑など多彩な症状を呈する．

手指の紅斑は全身性エリテマトーデス，爪囲紅斑や爪上皮の出血点は皮層筋炎，手指の持続

性浮腫や皮層硬化は全身性強皮症と混合性結合組織病が疑われる．円板状エリテマトーデ

スでは爪の非可逆的な萎縮や欠落が認められる．炎症性角化症では尋常性乾癬と掌鱸膿庖

症が最も多く，手指の紅斑角化性病変，爪甲の点状陥凹と肥厚を伴う．関節症性乾癬では

DIP中心の関節の非対称性腫脹を呈する少関節型が多いが，関節リウマチとの鑑別が困難

なRA型の症例もある．手指と爪に同時に病変を生ずる場合，感染症では白癬菌とカンジダ

菌による真菌感染症が圧倒的に多い．白癬菌では爪の混濁肥厚と爪囲の鱗屑が目立ち，カン

ジダ菌では爪囲炎から始まり爪の破壊性変化が顕著となる．細菌性の爪炎や爪囲炎はひよ
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う疽(化I農性爪周囲炎）として良く知られており，起因菌は黄色ブドウ球菌が多い．ウイル

ス感染ではヒト乳頭腫ウイルスによる尋常性疵賛が最も多く，次いで単純へルペス感染症

がある．動物性疾患では癖癬（ヒゼンダニ）による指間の角化性丘疹が特徴的である．免疫

低下を伴う癖癬（ノルウェー癖癬)では爪甲の肥厚が顕著となり，爪白癬に類似する．手指

の爪周囲の沈着症ではコレステリン塞栓症や黄色腫が多い．

手指と爪の腫瘍で重要なものは，有鰊細胞癌，悪性黒色腫転移性皮層癌,Bowen病，基

底細胞上皮腫，ケラトアカントーマ，グロムス腫瘍，粘液襄腫，表皮襄腫，線維角化腫，

Pringle病に伴うKoenen腫瘍，血管拡張性肉芽Im,平滑筋腫，爪下外骨腫などである．と

くに爪甲色素線条では悪性黒色瞳との鑑別が問題となるが，その際爪甲の破壊の有無と色

素の爪甲周囲への拡大(HutchinSon徴候）が重要な所見である．小児の色素線条で爪甲の

破壊が無い場合は自然消退する可能性が高い．

講師略歴

衛 藤 光（えとうひかる）．；
篭“ ‘"&．．.｡"；

聖路加国際病院皮層科部長i恥f；菟鍵”：－号；≠ボ

ー'＆

§．”略 歴
：1，

昭和25年(1950年)東京生まれ罫_型
昭和51年北里大学|歪学部卒業

東京都養育院附属病院皮膚科研修医

昭和52年北里大学病院皮膚科研修医

昭和55年オハイオ州立ライト大学皮膚科

ミシガン州立ウェイン大学皮膚科

昭和59年北里大学医学部皮膚科講師

平成2年北里大学医学部皮膚科助教授

平成9年聖路加II:l際ｿi)j院皮膚科医長

平成17年聖路加国際病院皮膚科部長

この間，関東労災病院皮膚科医長，

北里研究所メディカルセンター病院皮l荷科部長国立横浜病院皮膚科医長を歴任

北里大学陸学部客員教授

島根大学医学部非常勤調l1lj

現在の専門分野

膠原荊，乾癬，アトピー性皮膚炎
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屈筋腱損傷：新鮮例および陳旧例の早期運動を中心とした治療法

FingerFlexorTbndonlljury:

SurgicalTifeatmentandEarlyMobilizationfOrFleshandOldlnjuryCases

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

屈筋腱損傷だけではなく多くの運動器疾患で術後早期に目的とした可動域を得るために

は，術後できるだけ早期に運動を開始しなければならない．またどのような早期運動が可能

かを考え，また早期運動が可能なように手術を含めた治療をしていかねばならない．2000

年に京都で開催された第43回日本手の外科学会学術集会で新鮮指屈筋腱損傷の後療法とし

て早期運動法と固定法のディベートがあった．このときは日手会会員のうち，早期運動派と

固定法派はおおよそ半々 であったことを記憶している．しかし，ここ5年間で屈筋腱の治療

として検索可能しうる論文の多くが，小児例を除きほとんどが早期運動を前提とした腱縫

合法やそれに関する研究内容である．したがって約5年前の日手会の様相とはだいぶ変化し

日手会会員の多くが早期運動派となっているものと推測する．私自身，手の外科を学び始め

た頃からずっと屈筋腱治療に対しては,meinert法による早期運動療法を学びまた実践し，

早期運動が腱の癒着予防のためには必須のことと認識してきた．初期はmeinert法に準じ

た伸展制限副子装着下でラバーバンドによる他動屈曲訓練と自動伸展訓練を行っていたが，

%TAMは平均90%前後にとどまった．そのなかで問題点を探り，より完全な可動域獲得の

ために様々 な工夫を行なってきた．その後1995年ごろからは腱縫合法には6-strand法をお

こないその上でmeinert法に自動屈伸訓練を加える併用療法を行ってきた．その結果zone

lでは7割の症例が%TAMで100%を獲得でき,zone2では8割の症例が100%となった．

最近では背側伸展制限副子装着下での自動屈伸訓練のみを行ってきたが，ここにも問題点

はあり講演中に述べたい．いまや新鮮屈筋腱損傷は100％の機能獲得が可能な時代を迎えて

いるし，100％の機能を目指した治療でなければ何の意味もないと考えている．しかしなが

ら日手会の屈筋腱機能評価法では%TAMで90%以上がexcellentとなっていることについ

ては全く納得がいかない．

また新鮮例だけでなく陳旧例に対しても早期運動を積極的に取り入れてきた．陳旧例で

はまだまだ様々な問題があり，なかなか100％の機能回復は得にくいが，腱再建法や早期運

動に工夫を加えよりよい機能獲得を試みてきている．

今回の講演は，新鮮屈筋腱損傷に対する一般的な講演(一般的な縫合法と縫合張力･実験

的な治癒過程など)については，屈筋腱の講演はあちらこちらで行われそのたびに同様の内

容が講演されることが多いので必要最小限にとどめ，逆にその問題点を指摘したい．またで

きるだけ"教科書"に掲載されていないような事柄で，明日からの診療にすぐに実践ができ
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るような提示にこころがけ，特にzone別に細かく説明することに主眼をおきたい．また陳

旧例についてもまだまだ改良の余地はあるが，演者が行ってきた早期運動を中心とした治

療法についても言及するつもりである．

講演では主に下記の事柄を講演する予定（ランダム）である．

1）解剖的知識，機能評価法など

2）早期運動を目的とした腱縫合法とその実際

3）皮切・アプローチ

4）腱および腱鞘の処置(zone別）

5）早期運動療法(meinert法and/or自動屈伸訓練など）の実際・問題点

6）拘縮に対する治療

7）我々の施設での結果

8）陳旧例の治療（腱移植と早期運動の結果・問題点・改良点）

講師略歴

大井宏之（おおいひろゆき）

聖隷浜松病院手の外科・マイクロサージヤリーセンター部長

略 歴

昭和62年

昭和62年

平成1年

平成7年

平成9年

平成17年

富山医科薬科大学医学部卒

長野県厚生連佐久総合病院｜臨床研修医

同病院整形外科

聖隷浜松病院整形外科

聖隷浜松病院手の外科・マイクロサージヤリーセンター

同センター部長
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舟状骨骨折一病態の評価と治療方針一
ScaphoidFracture-EvaluationandTTeatment-

名古屋大学手の外科学

中尾悦宏

舟状骨骨折は，受傷時には見逃されやすく，また偽関節となりやすい骨折である．早期に

発見し骨癒合を図ることが大切であるが，偽関節となった症例でも適切な治療法を選択す

れば手関節機能は改善される．本講演では，新鮮骨折や陳旧例における病態の評価の手順と

それに基づいた手術法の選択，手術の実際，成績などを，実際の症例画像を紹介しつつ概説
する．

【病態の評価】新鮮例ではし線にて骨折の部位，方向，転位の有無を確認する．し線上骨

折の有無が判断できない場合MRIにて確認可能である．頻度は高くないが手根骨骨間靱帯

損傷や軟骨面性状の評価には関節鏡が有用である．

遷延治癒や偽関節例では，舟状骨の変形と手根骨配列の崩れに留意した病態把握を行う．

多くの症例で舟状骨の骨折部掌側は骨の摩耗により欠損し，末梢骨片は掌屈，近位骨片は背

屈していわゆるhumpbackdefbrmityとなり，骨長が短縮し手根骨配列が崩れて手根骨高

は減少,DISIを呈する．その結果,SNAC(scaphoidnonunionadvancedcollapse)とよば
れる手関節症へと進行する長期経過例が存在する．しかし偽関節例すべてが手関節症へと

進行するわけではなく無症候性例も存在し，その病態は複雑である．従って陳旧例では，し

線評価に加え3D-CT,MRI,骨シンチグラム，手関節鏡などを適宜施行して，より詳細に
病態を評価する必要がある．

近年3D-CTを用いた手関節の三次元解析が可能となり，従来の二次元し線像では評価出

来なかった骨折面の傾きや転位の方向を詳細に評価することが可能となった．骨鰊の形成

される部位，骨片の回旋変形の評価に加え，本骨折には骨折面の傾きにより遠位骨片が掌側

に転位するvolartypeと背側に転位するdorsaltypeが存在することなど手根配列異常の詳

細が明らかになりつつある．MRIは，近位骨片の虚血性変化や壊死の把握，関節症部位の

骨質の評価に有用である．手関節鏡は，軟骨面の性状や手根骨問の不安定性の評価が可能で

ある．骨折部や対面する関節面,SNAC例では他手根骨の関節軟骨の性状や欠損の有無，骨

間靱帯の性状や断裂が把握できる．手根骨の動きや手根骨間の不安定性をdynamicに観察
でき，手根配列の崩れた陳旧例には必須の検査と考えている．

【治療法の選択】新鮮例でし線上転位が無い安定骨折は保存的治療の適応である．しかし

外固定期間が長期にわたり骨癒合率が低いことより，短期間での確実な骨癒合を目的に螺
子のsemiclosedinsertionがしばしば選択される．

手関節症が存在せず骨接合が可能な症例には積極的に骨接合を施行する．手術治療の主
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軸は，解剖学的に正確な舟状骨形態の再獲得と手根骨配列の矯正である．舟状骨がhump-

backdefbrmityでDISIとなった症例では，術中背側より月状骨に刺入したk-wireにて月

状骨を掌屈しDISIを矯正する．本手技にて有頭骨は遠位にシフトして手根骨高が増加し，

舟状骨掌側の骨欠損部も拡大し必要な移植骨の形状や大きさが把握できる．移植骨として

強固な内固定を可能とする骨質の良好な腸骨を利用する．陳旧例に血管柄付き骨移植を行

う報告も散見されるが，実際それを必要とする症例は多くはない．舟状骨の骨接合，手根骨

配列の修復にて手関節の機能の改善が獲得できる．

一方，近位骨片が壊死し骨癒合が期待できない舟状骨や進行した関節症が存在する症例

は，手関節形成術の適応である．術式として，舟状骨やその骨片の切除，僥骨や舟状骨の骨

鰊切除，手関節部分固定術（月状有頭骨固定,fbur-cornerfilsionすなわち月状骨三角骨有

頭骨有鉤骨の四骨の固定，僥骨月状骨固定など)，近位手根列切除術などがある．諸検査の

所見を総合的に判断して適切な術式を選択するが，前述のごとく関節軟骨の性状評価には

関節鏡検査が不可欠であり，鏡視所見を十分に考慮に入れて治療法を決定する．

妬j燕ﾛ

講師略歴 梱i

中尾悦宏（なかおえつひろ）

名古屋大学大学院医学系研究科整形外科学・手の外科学

略歴

昭和62年

IIH*1162年

平成1年

平成5年

平 成 5 年

ｉ
Ｉ名古屋大学医学部卒業

名古屋披済会炳院研修医

驚名古屋披済会病院整形外科医員

名古屋大学附属病院分院整形外科医貝

NewYork州立大学Syracuse健康科学センター
HandFellow

名古屋大学附属病院整形外科医員

名古屋大学大学院医学系研究科整形外科助手

名古屋大学整形外科医局長

3月

5月

4｝I

9月

9月

平成9年1月

平成14年12月

平成15年7ﾉl～16年6月 ’
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上肢における仮骨延長による再建

DistractionLengtheningbyCallotasisintheUpperExtremity

弘前大学整形外科

藤哲

仮骨延長法(Callotasis)は,1987年deBastianiらによって報告された方法で，骨延長

の第一選択として，外傷後あるいは先天性疾患の脚長不等･低身長の補正，外傷後･腫瘍切

除後の広範囲骨欠損の再建に応用されている．しかし長期の治療期間を要し，それに伴う合

併症も高頻度に認められ，治療にあたっては十分な患者の理解，慎重な適応の決定，適切な

術中操作ならびに術後管理が必要である．上肢における仮骨延長による再建について紹介
する．

A･上肢における骨延長の適応

1．上腕：軟骨形成不全症・感染や外傷による骨端線早期閉鎖による成長障害

2．前腕：前腕の全体の長さの矯正・僥骨に対する尺骨の相対的長さの不均衡による近位お

よび遠位僥尺関節の適合性の再建･前腕のbowing･手関節変形．適応疾患としては多発

性骨軟骨腫,僥側列または尺側列形成不全,外傷性骨端線損傷による発育障害,僥骨頭脱
臼など．

3．指骨：外傷後手指切断・先天性中手骨短縮症などの先天性形成不全

B･術前のX線での確認と延長部位の決定

術前に，実際に延長器にpinを4本挿入し，延長する部位に置きX線撮影で確認し，作

図をする．延長部位は骨幹よりは骨幹端の方が骨形成が良好とされるため，上腕では三角筋

付着部付近あるいは遠位骨幹端，前腕では尺骨は近位部，僥骨は遠位部にて延長する．手指

では近位の骨幹端での延長が骨幹および遠位骨幹端よりも合併症が少なく骨形成も良好で
ある．

C･上腕骨延長術

1．延長器：片側式Orthofix,Monotube延長器．

2．手術の注意点：僥骨神経を損傷しない．対側の骨皮質を貫いた後に尺骨神経を巻き込ま
ない．

3．後療法:waitingperiods:1週間・延長速度:0.5mm/1日(2回に分けて).肘関節お

よび手指は積極的に使用させる.Neutralization:目的とした延長が得られた後は延長

部分をロックして仮骨の成熟をまつ.Dynamization:ロックをはずし仮骨に軸圧をかけ

仮骨の成熟を計るが，上肢では他動的に行う必要がある．朝晩または一日数回，短縮と

延長を繰り返す．例えば，朝1TTITn短縮，夕方1mTn延長を繰りかえす方法・壁押しな

ど．延長器を抜釘後簡単な装具を装着して保護する．
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D｡前腕骨延長術

1．延長器：片側式Orthofix,Monotube延長器･Ilizarov創外固定器．

2．手術の注意点:延長に伴い，遠位および近位僥尺関節のalignmentが変化してくるため，

症例に応じて同関節を一時的に鋼線固定しておく必要がある．片側式の延長器を使用す

る場合，変形矯正骨切り後，別部位で延長を行う方法も選択される．

3．後療法:waitingperiods:10日～2週間・延長速度:0.5mm/1日(2回に分けて).

肘・手指・手関節拘縮予防のため，手の訓練・夜間装具使用（肘・手関節・指伸展装具）

E.指骨延長術

1．延長器:OrthofixM-100かPennig-mini創外固定器など．

2．手術の注意点：ピン刺入にあたっては伸筋腱の走行に注意し，延長器が手の使用や訓練

の邪魔にならないよう配慮する．骨軸へ垂直にピンを刺入する．骨膜を損傷しない．延

長速度をいたずらに早めない．仮骨延長に固執しない．もし仮骨の形成が不良な場合は

骨移植も考慮する．

3．後療法:waitingperiods:7～10日・延長速度:0.35mm/1日(2回に分けて).延

長時の痛み，知覚障害，可動域制限を目安に延長速度を調節する．手指の積極的な自動

運動を許可し，作業療法による運動の指導，装具装着を行う．

講師略歴

藤哲（とうさとし）
：#：

弘前大学医学部医学科教授整形外科学

薯､弔静

略 歴

昭和50年3月弘前大学医学部卒業後，

医学部整形外科学教室入局

昭 和 5 6 年 4月弘前大学助手

昭和63年4月弘前大学講師

平成元年10月弘前大学助教授

平成4年1月JOA/AOATravellingFellow

平成8年9月Belgrade大学（新ユーゴスラビア）客員教授

平成9年6ノ1～12月文部省長期在外研究員としてBoston･MGH,

NewYork・St・Luke's-Roosevelt炳院留学

平成9年10月Harvard大学MGHOrhtopaedicService客員教授

平成14年2 月弘前大学医学部医学科 教 授

平成16年5月香港'-|嘩大学客員教授

平成16年6月ServianAcademyofMedicalSciencesandArts名誉会員
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S213

S61,SI41

S205

S203

S80,S175

S155

S113,S149,S171,

S172,S198

S25,S44,S145,S166,

S178

S87

S46

S55

S106,S179

S23,S83

S72

S93

佐藤多賀子

佐藤

佐藤

佐藤

佐野

佐野

信隆

雅人

理行

禎一

倫生小林明正

小林英司

小林正明

小林正大

小林由香

小松史

小見山貴継

是永建雄

澤泉卓哉

澤泉

澤田

沢辺

之
一
馬

雅
智
一



武井

武石

竹葉

竹林

武村

田崎

田崎

【し行】

椎名喜美子

塩之谷香

志賀克元

重冨充則

重松浩司

重光俊男

重盛香苗

重 吉直哉

紫藤洋二

篠原孝明

江
精
淳
雄
濃
幸
一

照
明
庸
和
憲

鈴木

鈴木

鈴木

鈴木

鈴木

鈴木

砂川

住浦

哉
俊
幸
肇
孝
康
融
治

重
伸
正
誠

S105,S109

S55

S181

S13

S93

S57

S6,S44,S52,S115,

S121

S109,S217

S97

S105,S107

S190

S19,S20,S59,S114

S51

Sl,S104,S154

S179

S25,S166,S178

S24,S93,S130

S180

S203

S8,S27,S36,S125,

S161,S202

S177

S174

S117

S26,S36,S115,S163,

S197

S185

S153

S94

S24,S189,S192

S70,S128

S54

S71

S58,S149

S193

S190

S72,S144

S149

S85

S4,S82,S152

Sll3,S171

S80,S206

S53

S91

S108

S44

S168

S78

S95

S219

S102,S200

S180

S20

S123,S173

S108

S48,S88

S113,S172,S198

S75,S81,S209

S153

S137

S47

S27,S36,S90,S95,

S187,S202

S185

S90

S153

S152

S13

S68,S77,S78

S77,S78

S192

S110

S97

S167

S22,S83

S166

S159

S103

S55,S91,S194

S154

S101

S32,S63,S66,S95,

S161

S32,S47

S199

S1

田嶋光

田島克巳

田島康介

田島文博

田尻康人

多田薫

多田浩一

多田博

只野功

立花新太郎

伊達亮

立岩裕

建部将広

【せ行】

関敦仁

関谷勇人

0賓吉拉夫

善財慶治

千田博也

千馬誠悦

S26

S46,S60

S118,S186

S70

S168

S21

四宮

柴田

柴田

柴田

柴田

柴田

渋木

澁谷

島田

嶋村

清水

清水

清水

下垣

下川

白井

白坂

白須

申

謙一

克之

邦央

定

敏博

実

克栄

亮一

幸造

正

克時

弘之

雅恵

浩一

寛一

久也

律郎

幹啓

正樹

【そ行】

添田晴雄

園畑素樹

S137,Sl74

S106

【た行】

高井宏明

高岡邦夫

克己

浩二

栄

寿一

田中

田中

田中

田中

S85

S79,S118,S147,

S160,S164

S67,S69

S157

S149,S198

S37

S159

S95

S16

S20

S76

S16,S33

S40,S182,S215

S152

S38,S61,S64,S139,

S140,S164,S189

S25,S182

S118,S185

S81

S6,S29,S52,S67,

S69,S72,S115,S188

S98

S180,S205,S208

S4,S147,S155

S87,S88

S177

高木

高木

高倉

高瀬

高田

高橋

高橋

高橋

高橋

高橋

高橋

高畑

高原

彦
司
典
己
彦
晃
仁
足
憲
次
二
司
利

岳
寛
義
勝
治
雅
正
勇
勇
直
政

田中

田中

田中

田中

田中

田中

田辺

谷

谷川

谷口

谷野

谷脇

田畑

玉井

玉井

玉井

玉井

田村

順三

徹

利和

英城

啓之

嘉雅

勝久

俊一

暢之

泰徳

善彦

祥通

泰彦

和哉

進

誠

求宜

滋規

神裕道

神宮司誠也

神野泰

【す行】

末永直樹 S103,S126,S128,

S144

S101

S64

S31,S68,S146

S212

S148

S50

S88

S31,S68,S102,S146

S146,S153

S174

高樋康一郎

高松聖仁

高見勝次

高山真一郎

末吉

菅原

杉岡

杉田

杉本

杉本

杉山

鈴木

鈴木

鈴木

達也

正登

敏博

直樹

孝之

直哉

聡宏

修身

克侍

茂彦

高山拓人

瀧上秀威

瀧川宗一郎

田口敏彦

田口学

【ち行】

蕊栄美

千野博之

S208

S30



條
禮

中
中
陳

秀
雄
林

武
康
山

S166

S196

S77,S78

S197

S82

S4

S51,S54,S211

S203

S163

S78,S91,S188,S200

S194

S89

S38

S108

S78,S89,S91,S123,

S125,S200

S98

S210

S8,S34,S36,S95,

S123,S125,S161,

S173

S119,S184

S90

S89

S159

S3,S16,S22,S148,

S158,S184

S21

S214

S138,S172

S126

富沢一生

富田一誠

富田勝郎

富田泰次

富田善雅

戸山芳昭

豊泉泰洋

豊田平司郎

豊原一作

豊山起光

中村

中村

中村

誠也

吉晴

蓼吾【つ行】

築野真理

津下健哉

辻英樹

S63

S29,S57,S141,S191

S12,S48,S66,S76,

S127,S169

S190

S73,S74,S195

S30,S121,S129

S57

S2

S38,S139,S140

S136

S43

S137,S173

S26,S36,S163

S54

S75,S209

S211

S3,S16,S22,S148,

S158,S184

S13

S70

中山

中山

名倉

夏

成澤

憲
保
成
治
子

幸
一
恒
弘

辻吉郎

辻井雅也

辻野昭人

辻本律

土金 彰

士田浩之

士田芳彦

土原豊一

土屋大志

常深健二郎

角田隆

津布久義人

坪 内英樹

坪川直人

【な行】

中尾悦宏 成田裕一郎

成山雅昭

成島三長

南野光彦

S8,S27,S36,S123,

S125,S173,S202,

S225

S44

S64,S141,S157,

S183,S194

S64,S141,S157,

S183,S194

S20

S177

S65

S22

S148

S38

S8

S143

S203

S186

S75

S47

S199,S204,S211,

S212

S46,S59,S108,S116,

S120,S198

S200

S24,S93

S120

S165

S122,S142,S146,

S159

S71,S117

S179

S119,S184,S187

S165

SI51

S6,S9,S29,S67,S69,

仲尾保志

長尾聡哉

【に行】

新津守

新林弘至

西源三郎

西浦康正

長岡正宏 S12

S101,S108

S137,S173

S12,S73,S77,Slll,

S118,S186

S207

S32,S47,S162

S215

S103

S97

S190

S74

S90

S74

S108

S9,S91

S22,S158

S180

川
島
島
島
島
園
谷
塚
土
西
西
西
西

中
中
中
中
永
中
長
中
中
中
中
中
仲

種史

英親

彰子

浩志

和貴

清

芳文

洋直

幸男

一義

邦昭

啓介

康顕

坪 屋英志

津吉秀樹

西川

西川

西島

西田

西田

西村

西村

西村

西村

西村

西脇

二宮

二武

雄
史
城
也
淳
代
司
次
子
巳
夫
重
夫

梅
真
直
欽
彰
俊
誠
淑
直
正
宗
皇

【て行】

手塚正樹

寺浦英俊

寺本憲市郎

照井直人

田野確郎

輔法輪光

S162

S213

S177

S73

S1,S104,S154

S70

【と行】

土井一輝

長 野 昭

S17,S18,S39,S113,

S138

S15,S32,S37,S39,

S47,S162,S227

S190

S109

S213,S214

S76

S151

S161

S196,S202,S210

S75,S81,S209

S26,S36,S115,S163,

中前敦雄

中道健一

中道憲明

中村英次郎

中村恒一

藤 哲 【ね行】

根本孝一

根本高幸

根本充

S40,S43,S75,S200

S203

S148

峠

當銘

遠山

栩木

戸羽

土肥

士肥

戸部

戸祭

康

保則

雅彦

弘和

直樹

浩平

義浩

正博

正喜

中村

中村

中村

中村

中村

中村

耕三

智

孝志

太郎

利孝

俊康

【の行】

野口和子

野口政隆

野崎健治

野田和王

野々宮廣章

S81

S58,S149

S23

S122

S181



堀井恵美子 S8,S27,S32,S63,

S66,S90,S95

S50

S29,S44,S52,S72,

S112,S115,S121,

Sl25

Sl,S104,S154

S21,S126

茂樹

博庸

隆三

平野

平原

平山

信田進吾S114 S70

S147,S155

S179 堀 井 倫 子

堀内行雄

【は行】

橋詰博行

橋本貴弘

橋本英雄

蓮尾隆明

長谷川和重

長谷)||健二郎

畑幸彦

畑中均

蜂須賀裕己

服部達哉

服部泰典

S155

S48,S56,S88

S143,S146

S137,S173

S11

S166

S122,S142,S160

S34,S83,S84,S85

S29,S57,S191

S63,S66,S125,S161

S17,S18,S39,S113,

S138

S53

S18

S180,S205,S208

S42,S92

S85

S14,S15,S193

S74

S82

S203

S68

S2

S211

S12,S73,S118,S186

S20,S93

S51,S183

【ふ行】

福井健太

福岡昌利

福田寛二

福田恵一

福田知佐子

福田憲翁

福本恵三

冨士武史

藤尾圭司

藤岡宏幸

藤澤幸三

藤田研也

藤田聡志

藤田護

藤谷良太郎

S45

S162

S74

S188

S108

Sl38,S172,S176

S23,S62,S165,S175

S182

S129,S143

S35,S89

S73,S74,Sl95

S65,S158

S4,S152

S145

S196,S199,S202,

S204,S210,S211,

S212

Sll4

S123

S168

S101,Sll7,S127,

S188,S190

S25,S44,S145,S166,

S178

S151

Sl56

S215

S46

S196,S199,S204,

S211,S212

S97

堀木

堀口

充
元

【ま行】

前 川 尚 宜 Sll3,S149,Sl72,

S198

S96

S3,S16,S22,S28,

S99,S148,S158,

S184,S196

S9

S35,S89

S31

S190

S143,S146

S25,S182

S90,S187,S202

S144

S82

S213

S33

S41

S41

S215

S37

S32,S63,S187

S86

S22,S83

S199

S205

S2,S139

S20

S33,S94,S156,S197

S87,S88

S11,S191

Sll6

S174

S187

S95

S19,S59

S181

S171

前田昭太郎

牧裕

服部亮

花岡篤哉

葉梨大輔

浜田良機

浜田佳孝

浜中一輝

浜西千秋

林明彦

林大右

林菜穂子

林未統

原隆

原友紀

原 由 紀 則

原山大樹

牧田聡夫

牧野健

牧野正晴

牧之段淳

政田和洋

正富隆

馬島雅高

益子竜弥

益崎浩一郎

町井義和

松井秀和

松井瑞子

松浦愼太郎

松岡秀明

松 岡 宏 昭

松木浩

松 崎 浩 徳

松 下 和 彦

松下隆

松末吉隆

松田智

松平浩

松戸隆司

松永経光

松 原 吉 宏

松 村 崇 史

松村一

松本泰一

松 本 里 沙

松矢浩暉

丸石晃

丸山優

藤野

藤巻

藤吉

藤原

俊
二
規
芳

英
亮
文
浩

二見俊郎

普天間朝上

船越忠直

船越博

舩橋伸司

古田和彦

【ひ行】

彦 坂一雄

久田幸由

日高典 昭

日 高 康 博

日比野直仁

平出周

平岩哲郎

平川明弘

平瀬雄一

S9,S76

S128

S35,S168

S1

S85

S30

S136

S167

S23,S62,S97,S165,

S175

S97,S153

S8,S27,S34,S36,

S73,S74,S123,S170,

S173,S187,S195

S117,S188

S52

S177

古町克郎

【へ行】

別府諸兄S22,S83,S124

【ほ行】

外間浩

星川慎弥

星野秀士

星野雄一

細 川 哲

細見僚

堀 清成

堀武生

Sl51

Sll4,Sll7

S177

S50,S87

S50,S53

S143

S12

S95

平田

平田

丞
仁

幸
彦
喜

美
一
明

平田

平地

平野



１
樹
志
正
司
弘
司
登
一
幸
也
裕
弘
倫
晃
男

行
俊
一
裕
容
義
健
吉
慶
秀
隆
一
善
廣
一
明

みＩ
浦
浦
浦
上
河
木
島
沢
島
関
谷
谷
安
戸
浪

三
三
三
三
三
三
三
水
水
水
水
水
光
三
三

森

森口

森實

森澤

森下

森田

森田

森友

治
生
圭
妥
一
正
造
夫

隆
尚
竜
哲
晃
寿

山田恵

山田哲也

山田俊之

山田実

山中一良

山野慶樹

山原慎一

山部英行

山本一彦

山本研

山本謙吾

山本浩司

山本さゆり

山本真一

S83,S84,S85

S25,S166,S178

S181

S188

S75

S195

S204,S207

S70,S80,S92,S110,

S122,S128,S142,

SI75

S15,S193

SlO6

S46

Sll9,S129,S184

S17,S18,S39,S138

S40,S98,S182,S215

S86

S37

S157

S154

S33,S94,S197

S203

S105,S109

S213

S38

S78

S49

S168

S37

S6,S175,S192

S29

S71,S93,Sll4,S117,

S120

S23

S24,S189

S64

S19,S71

S180

S47,S123,S173

S86

S162

S50,S53

S19,S59

S166

S62

S65,S158

S213

S104

S61,S141

S75,S81,S209

S196

S50,S53,S199

S107

S10,S103,S126,

S128,S144,S159

S10,S156

S138,S172,S176

S165

S4,S147,Sl55

S34

S25,S182

Sll,S191

S57

S180

S63

森本

森本

森本

森本

守屋

森谷

茂呂

諸橋

修平

忠嗣

祥隆

佳秀

淳詞

浩治

徹

彰

山本宗一郎

山本哲司

山本亨

山本直哉

山本学

山本美知郎

三浪三千男

三原 誠

三枡律 子

宮 岡英世

宮城知之

三宅潤 一

宮 坂芳典

宮崎洋一

宮本龍彦

宮脇剛司

【や行】

矢崎尚哉

矢島弘毅

矢島弘嗣

S63,S66,S125,S161

S104

S113,S149,Sl71,

S172,S198

S85

S35,SlO2,S201

S195

S102

S188

S70

S158

S209

S129

S158

S144

Sl44

S2

S136

S23,S84

S119,S184,S187

S197

S60,S97,S153,S171,

S175

S89

S122,S142,S159,

S160

S181

S13

S3,S16,S148

【ゆ行】

湯川昌広S32,S47

安井

安田

安富

安並

安原

谷内

柳田

柳原

梁瀬

矢野

矢部

山内

山内

山内

山上

山川

山際

山口

夏生

匡孝

隆

敏哉

正博

孝次

卓也

泰

義章

志春

裕

健二

大輔

裕雄

信生

知之

得益

利仁

【よ行】

横 田 和 典

横山宗伯

吉井雄一

吉岡大

吉川秀樹

吉川泰弘

吉田綾

吉田清志

芳田辰也

吉田祐文

吉田宗人

吉津孝衛

S200

S54

S12,S73,S77,S186

S94

S142

S33

S14,S15,S193

S67,Sll9

S50,S53

S116

S190

S3,S16,S22,S148,

S158,S184

S35,S102,S201

S112

S36,Sll5,S163,

S197

S84,S85,S207

S47

S1,S81,S104,S154,

S164

【む行】

向藤原由花

村井正和

村尾保

村上邦夫

村上恒二

村 上成道

村上隆一

村澤章

村瀬剛

S137,S173

SI29

S212

S81

S57,S191

S122,S160

Sl77

S38

S70,S80,S92,S110,

S122,S128,S142,

S175

S149,S171

S48,S56,S87

S168

吉中

吉村

吉矢

高
生
一

康
光
晋

村田

村松

室

景一

慶一

秀紀

山崎信寿

山崎宏

四本

米川

米田

忠彦

正洋

昌弘

１
英
成
美
健

行
朋
能
拓

もＩ
村
瀬

本
百
森
森

S15,S193

S195

S91

S24,S189,S192

貢二

敏彦

晴義

山下

山下

山下



【り行】

龍順之助S141,S157,S183,

S194

領家幸治S207

【ろ行】

六角智之S16,S33,S156,S167,

S197

【わ行】

脇田隆司

和田卓郎

和田誠之

和田麻由子

和田裕子

渡辺克益

渡邊健太郎

渡 邉忠良

渡辺千聡

渡邉寛

渡辺裕

渡 辺頼勝

渡捷一

S153

S12,S37,S39,S48,

S66,S76,S127,S169

S32

S67,S119

S155

S174

S104

S38

S55,S194

S92

S76

S172

S141
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第45回手の先天異常懇話会開催のお知らせ

第45回手の先天異常懇話会を第49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）を当日提出していただき，日

手会誌に掲載いたします．

期：平成18年4月20日（木）

場：第49回日手会学術集会

容：症例検討

費：1000円加

会
会
内
参

12:15～13:15

第6会場

応募方法：平成18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1721

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きい，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29回末梢神経を語る会のご案内

テーマ：『肘部管症候群，手根管症候群重症例における腱移行術の適応と手術手技（ビデオ上映)』

日時：平成18年4月21日（金）18：00～20：00（第49回日本手の外科学会学術集会終了後）

場所：アクトシテイ浜松コングレスセンター41会議室

プログラム

1．肘部管症候群司会：金谷文則，加藤博之
1）肘部管症候群の重症例の電気診断と腱移行術の適応

信田進吾（東北労災病院）

2）肘部管症候群の重症例に対するNeviaser法の手術手技と術後成績

根本孝一（防衛医科大学校）

3）肘部管症候群に対する機能再建術

斎藤英彦（聖隷浜松病院）

2．手根管症候群司会：池田和夫，加藤博之
1）手根管症候群重度例の術後成績と母指対立再建術

長岡正宏（駿河台日大病院）

2）高齢者の重度手根管症候群に対する一期的腱移行の意義

日高典昭（大阪市立総合医療センター）

3）手根管症候群重度例に対するCamitz変法

金谷文則（琉球大学）

当番世話人：琉球大学

信州大学

金沢大学

金谷

加藤

池田

文則

博之

和夫
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第18回日本ハンドセラピイ学会学術集会開催のご案内

第49回日本手の外科学会学術集会会長、長野昭先生ならびに日本手の外科学会の諸先生方のご支

援により、第18回日本ハンドセラピィ学会学術集会を下記の通り開催させていただく運びとなりまし
た。

今回のテーマは、「ハンドセラピイにおけるADL評価」といたしました。特別講演は、弘前大学整
形外科教授の藤哲先生より「ハンドセラピイにおけるADL評価･DASHを中心に」と題して講演
を賜ります。また、学術集会のテーマによるシンポジウムと一般演題発表を予定しております。

ご多用の折とは存じますが、是非とも手の外科に携わっておられる多くの先生に参加いただきご助
言、ご意見を賜りますようご案内申し上げます。

記

日時：2006年4月22日（土）

場所：アクトシティー浜松コングレスセンター41会議室

テーマ：ハンドセラピイにおけるADL評価

参加費：医師無料（抄録代は別途500円頂戴いたします｡）

会員3000円

非会員5000円

学生500円

＊参加申し込みは当日会場で承ります。

プログラム

9：10～9：20開会式

9：20～1 0:30一般演題(1 )座長：金沢大学西村誠次OTR

1-l.若年者・中高年者・前期高齢者の手指の電流知覚閾値と触圧覚閾値
春江病院吉田一平OTR

1-2.Nerveglidingexerciseによる正中神経の滑動距離と伸張率
一脊椎・胸郭付き上肢標本を用いた計測一

札幌医科大学附属病院越後歩OTR

l-3・小指浅指屈筋腱の太さと小指屈曲機能の関係

新潟中央病院土田尚美OTR

l-4・Zonel．Ⅱ手指屈筋腱断裂修復術後に対する腱修復部を意識した当院の早期自動屈曲運動法
愛野記念病院野中信宏OTR

l-5・新鮮外傷による伸筋腱損傷への早期運動療法

香川大学医学部附属病院久保潤一郎OTR

10:30～1l:40一般演題(2)座長：愛野記念病院田崎和幸OTR

2-1．僥骨遠位端骨折後患者における握力発揮中の前腕筋群の筋活動
土谷総合病院石橋律子RPT

2-2．僥骨遠位端骨折後の利き手・非利き手によるリハビリテーシヨンに対する意欲と改善
太田総合病院北川未香OTR



2-3．当院におけるDASHの活用について

埼玉成恵会病院渡邊慶太OTR

2-4・前腕回旋制限が及ぼす手関節の代償運動

新潟中央病院青柳美保OTR

2-5・食事，整容動作における肘関節，前腕機能の検討

新潟大学医歯学総合病院三科藍OTR

11:40～12:40休憩（昼休み）

12:40～13:40特別講演「ハンドセラピイにおけるADL評価・DASHを中心に」

弘前大学整形外科教室教授藤

司会：聖隷浜松病院奥村

哲先生

修也OTR

13:50～16:20シンポジウム「ハンドセラピイにおけるADL評価」

座長：岩手医科大学附属病院中嶋英-OTR

S-l.上肢障害用アンケート(DASH)と痛みおよび感覚との関係について

弘前大学医学部附属病院大溝昌章OTR

S-2.RAにおけるADL評価と日本語版DASHを用いた評価

新潟県立瀬波病院水越真優美OTR

S-3.母指切断症例の上肢機能とDASH－再建術選択例と非選択例の比較一

聖マリアンナ医科大学病院大森みかよOTR

S-4.手根管症候群患者のADL障害の検討

慶應義塾大学病院中野奈古美OTR

S-5.手根管症候群における術前の日常生活障害について

-DASHと日本手の外科学会日常生活動作検査様式を用いての検討一

鈴鹿回生病院佐藤明俊OTR

S-6.AMPS(運動とプロセス技能評価）によるADL評価の意義

一僥骨遠位端骨折2症例の比較一

聖隷クリストファー大学原和子OTR

S-7.手の外科領域における作業遂行能力評価の試み－AMPSを用いて－

大阪医科大学附属病院蓬莱谷耕士OTR

16:20～16:30閉会式

次期学会長挨拶 岩手医科大学付属病院中嶋英-OTR

お問合せ先：〒430-8558浜松市住吉2-12-12

聖隷浜松病院リハビリテーション部奥村修也

TEL:053-474-2222(代表）内線3193･6583

FAX:053-471-6050(代表）

E-Mail:hand-tl8@sis.seirei.or.jp



日本手の外科学会雑誌

編集

発行所

第23巻第1号平成18年3月1日発行

第49回日本手の外科学会学術集会

会 長長野昭

〒468-0063 名古屋市天白区音聞山1013

有限会社ヒズ・プレイン内

日本手の外科学会事務局

TEL(052)836-3511

FAX(052)836-3510



永年の伝統と新しい技術で
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●義手・義足

●装具・コルセッ

●靴型装具

●高級杖

●健康靴

●ベッド

ト

●歩行補助杖

●車椅子

●座位保持装置

●福祉用具レンタル

●住宅改造

●ﾘﾊﾘﾃー ｼｮﾝ用品

l補装具のｵｰダｰﾒｲ膜を承ります。
★営業時間平日：午前8時30分～午後5時

※土・日・祝日は休ませていただきます。
（(社)日本義肢協会登録･中部107号）

謬鰄会社松本義肢製作所
本社〒461-8555名古屋市東区泉三丁目4番3号

TEL.(052)931-1441I9FAX.(0Sa)932-B91D
静岡営業所〒422-8056静岡市駿河区津島町1番11＝

TEL.(054)2BB-1115FAX.(D54)2BB-112B
長野営業所〒390-0851松本市大字島内4621-1

TEL.(O263)4B-EOB1FAX.(OaSS)4B-eOS2

介護用品・自助具・リハビリ用品のお店です。

★営業時間午前9時～午後7時
※日・祝日は休ませていただきます。

繕デf離炉尖冶｡z坊ァ
〒460-0004名古屋市中区新栄町1丁目3番地(日丸名古屋ビル2F)

TEL.(052)971-7393I9FAX,(052)971-7240



人工骨ペーストTECP

プリマフィックス。
|高度管理医療機器|滅菌済包装品再使用禁止
医療機器承騨番号:217008ZZOO231000
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製造販売元:瞳鷺謄日本特榊甸業椛式会耐

販売元:⑳蕊日本ｴﾑﾃﾔｴﾑ
本社／〒162-0066東京都新宿区市谷台町12-2

札幌営業所／TEL､011(633)1177FAX’011(633)2929

盛岡営業所／TEL､019(623)0991FAX､019<623)0988

仙台営業所／TEL､022<213)0591FAX､022(213)0593

さいたま営巍／TEL,048(851)0300FAX､048(851)0301

FAX,06(6399)9740

FAX､078(392)8760

FAX､087(833)9110

FAX､082<243)5470

FAXO92(475)1816

FAX､096(322)8858

大阪営業所／TEL,06(6399)9730

神戸営業所／TELO78(392)8770

嵩松営業所／TEL､087(833)9121

広島営業所／TELO82(243)5371

福岡営業所／TEL､092(475)1211

熊本営業所／TEL､096<322)9011

FAX,043(296)6015

FAX､03(3341)6574

FAX､045(476)1775

FAX､052<731）5093

FAX､076(223)8607

FAX､075(352)4118

千葉営業所／TEL,043(296)6011

東京営業所／TEL,03(3341)6688

横浜営業所／TEL-O45(476>1771

名古屋営業所／TEL､052(731）5020

金沢営業所／TEL､076(223)8805

京都営業所／TEL,075(352)4110
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骨粗霧症治療剤 ：薬価基準収載

ポﾅﾛ跳錠5mg
＜アレンドロン酸ナトリウム水和物錠＞

劇薬･指定医薬品･処方せん医薬品(注怠：医師等の処方せんにより使用すること）

ジ

※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。

製造販売元

丁匿〃"Ⅳ帝人ﾌｧｰﾏ株式会社
資料請求先：学術情報部〒100-8585東京都千代田区内幸町2-1-1

癒握ボナロメ/BCnalon蹄igII1C『CgiⅦごTedlmdEmarkot･別e"k&C《'.､Inc..WhiICI1OU理Sla【ion･阿_じS,ﾍ.

BNTO31（KK)0504改42005年4月作成

超音波骨折治療器
患鱗溌鍵

典騨, r

溌驚

串

蕊
翌

鼠
苧幣

薩療用具輸入承認番号21000BZYOO202000’21300BZYOO433000

鶴 蕊 鯵 鰯
L

お問い合わせ（フリーダイヤル

札幌O120-876663

東京0120-189254

大阪0120-027570

福岡of20-555075

製造･販売元

さいたま0120-788798

名古屋of20-772287

広島0120-567066

帝人ファーマ株式会社
東京都千代田区内幸町2丁目1番1号

､セーユスの醤徴…）

1．低出力超音波パルス

2.骨癒合期間を40%近く短縮

3.難治性骨折に対する高い癒合成功率

4.癒合遷延傾向の強い群でも著明に癒合を促進

5.超音波診断装置並みの低出力レベル

6．1日1回20分の短い治療時間、かつ簡便な操作

7.小型・軽量のバッテリー内蔵タイプ

烏劉
露

セーコズ
豊聖F聖篁2000.2000J
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グリコベプチド系抗生物質製剤（注射用テイコプラニン）無、
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ツド‘注射用夕
1brgoCid｡

劇薬、指定医薬品、処方せん医薬品
(注意一医師等の処方せんにより使用すること）

(略号:TEIC)

■「効能･効果」「用法･用量」「禁忌･原則禁忌を含む使用上の注意｣等に

つきましては､製品添付文書をご参照ください。

製造販売

城ﾉﾌｨ･ア､ンティス株式会社
東京都新宿区西新宿三丁目20番2号

⑨サノフィ･アベンティスグループ登録商標

販売アステラス製薬株式会社
東京都板橋区蓮根3-17-1

[資料請求先]本社/東京都中央区日本橋本町2-3-11

06/1作成,B5.C,01



長野パラリンピックにて当社義足使用の丸山直也君が活躍。

周昌剥A己jLi~rA~rjO｣､」

訓練･更生用装具､介護用品レンタル､コンフォートシュース

リハビ'ﾉ機器

q§溌蛾Qf』夏山c
各種治療用装具､義肢･装具材料､整形外科靴､義足･義手

ホームページhttp://www.tomeibrace.com/

Eメールtombrace@tomeibrace.com

が

I
蔭

暦

ヌL

い

社団法人日本義肢協会登録･中部139号

企東名.旧蛛式会社
崖本ﾈ+■
〒489-0979愛知県瀬戸市坊金町271番地

TELO561-85-7355FAXO561-85-7177

■関東支店■
〒259-1147神奈川県伊勢原市白根字初川472-5
TELO463－92－5578FAXO463－92－5582

■静岡支店■
〒424-0053静岡県清水区渋川三丁目14番1号
TELO543-49-2600FAXO543-49-2602

■shoesshopサンドリヨン■
〒465-0033名古屋市名東区明が丘100LOFTビル1F

TELO52-760-1778FAXO52-760-1780



竿〒字鯛

|｜
I

鱈
鐸
識
籍
、 轆穂驚蕊驚鶴員惑

一F

震

や敏飢

選択的セロトニン再取り込み阻害剤(SSRI)塞璽臺婁狸勤
〃ゴー……

パキヨ〃譜I艫
『
Ｆ響

忍

．
§

恥
－
４
、

Paxil蕊塩酸バﾛｷｾﾁﾝ水和物蕊譲蕊難蕊震雰蕊＊

プロモーション提携

吉富薬品株式会社
大阪市中央区淡路町2－5－6

105．6

製造販売元･資料窮求先

グラクソ･スミスクライン株式会社
〒151-856s東京都渋谷区干駄ヶ谷4－6－15GSKビル

http://www,glaxosmithkline.co_jp
http://www､paxil.'P

禁忌､効能･効果､用法･用室､使用上の注意等に
つきましては､製品添付文書をご参照ください。

非ステロイド性消炎･鎮痛剤匡輌墓睾頂罰

モービツワ：5mg･10mg
MobicgTablets5mg･10mg(メロキシカム製剤）

~

四
翻
翻
悪
霊
霧
可
甘

劇薬／指定医薬品

※効能･効果､用法･用量､禁忌および使用上の注意等に
ついては添付文書等をご参照ください。

詞
1

1
ﾐー 変｡≠農零
魯伸

・ユダ・
出動申-壗

蕊蕊:－4

戸

販売元

第一製薬株式会社輔蕊詣東京都中央区a本騰三丁目,4番,｡号
回 ホームベージァドレス

hltp』"www､daiichipha｢m･CO・lp／■■■■■ －，垂一=‐一一、厩Ⅱ帆P･〃www．u己11唖1脚PUU回IⅡI･しU･lFr

製造販売元 1
可

卿鰡僻撫鳥臘撫仙郷式会社
110×150工05
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蝉

DA1MPPON

SUMITOMO

r雑AR剛A

…憲纂ﾝE1誘導体製剤菖慧

幟
注)注意一医師等の処方せんにより使用すること

崖薬価基準収載

PRORENAL

②

※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。

製造販売元(資料請求先）

大日本住友製薬株式会社
〒541-0045大阪市中央区道修町2-6-8

〈製品に関するお問い合わせ先〉

＜すり相談室

直面ロ1巳D-OS"43Bg
受付時間//月~金g:00～17:30(祝.祭日除く）

http:／／meα,ds-pharma､CO､lp/

2005年10月作成



MⅥ繍悩．
人々の健康に貢献する

●

AKyoce｢QondKobeSteelioinicompony

qKHDEERB/CBEIm

〃

とUHMWPEの組み合わせです。

●症例に応じてセメンテッドタイプとセメントレスタイプが選択できます。

砿

愛

人工肘関節[医療用具承認番号:20900R7ZOO649000]
人工肘関節尺骨コンポーネントPE[医療用具承認番号:21500R7ZOOSOOOOO]

日本メテYカルマテリアル株式会社
ニッセイビル9F）〒大阪市淀川区宮原3丁目3－31（上村二 532－0003 Tel06．63501036Fox:06-6350.5736

衰星に理するお悪い全bせ;言下電の支#二・宮巽所まで

東京支社栗宗都新宿堅産新宿2丁目4-1(新宿NSピﾙ10F)〒163-0810Te”3-5339-3645F｡x:O3-3343-3097

札幌童鍵所*L嘆市中央g北一条西3丁目3(札幌MNビル9F）〒060“01’京郁宮■所東櫛市下草区亟漏院遇坦小品上ﾙ栗毛小陥町鉛8．9
1⑬l5OI1-2806O20Fox,011･Z81･“25（日本生命京部三世し．ル3F）〒600.8216

束ニヒ婁鴬所仙台用脅買区大町2丁目2.10(住友生命仙白膏黄咀ビル6F)〒98008041b1．075今353.乳322F”･O75‘343．3118
1勺1.O22-216-3176FdxLO22-2Iか7116大賑童罵所大阪飛函11厘宮原3丁目3.31(上判ニツセイビル8F〕T”2.0003

大冨営寓所さいたま市大雪区桜木町2丁目28フ(大査玉口壼ピル4F)〒3300854T埒|･O6-63501017Fp周‘066350，8旧7
1b''0.8.6407779FQ其5046.641-5928痴戸嵩粟脈神戸爾聿央区小野楓過7丁目1墨1号(巳孝竺命三宮駅駒ビル8F)〒“10088

名古屋君環所名古屋市貝区舜3丁目15，31ｲ伶汚辛禽千埋一司一ﾀﾜー ピﾙ9F）〒461‘“04T⑥1,078.2.q2531fpx．oﾌ8.2302536
胚1，52．9．01481デロ又合052．938－1377

h↑↑p:"
gl

www､lmmc･lp／

岡山営艮厩岡山市曙屋釘1016<ニッセイ同棚揖保岡山ヒル4F）〒7000826
Tei:086803．3620F｡x10“．225－228？

広島堂圃所広島雨中区癒町13.11(峅治安田生命広島涯町ピル9F）T73O－OOl6
砲1，082．212－1003Fox'082－211．3008

九州営軍所掴岡市博多区洞多釈東2丁目1G弾(｣T博多ピﾙ7F）〒812.0013
乃lrO92－4528140FQx'092､“2－9177
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鄙-号蛍
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カルバペネム系抗生物質製剤 ■｢効能･効果｣､｢用法･用量」｢禁忌」

｢原則禁忌｣,｢使用上の注意｣等に

ついては添付文書等をご参照下さい。

指定医薬品，処方せん医薬品渡'）廩而寒牽収司

ﾉ〔ツクズ 製造販売元【資料綱求先］

⑧シオノギ製薬
大阪市中央区週修町3-1-8〒541-0045

電話0120-956-734(医薬悩報センター）

http://www･shionogI,CO‘jp/me｡/

⑨:畳触満桶2005年9J作成B52

FINIg（注射用ドﾘベﾈﾑ水和物略号：
‘今ぞ…鋤……腫鰯一こと識



高解像度手術顕微鏡｜フロアスタンド

◇世界初1手術用顕微鏡としてズーム倍率1：8に加え、

固定倍率40倍（又は50倍）を実現。

◇レンズユニット交換により40倍(WD=250m)

又は50倍(WD=200m)を選択可能。

◇主鏡筒、対向鏡筒ともに微細領域まで立体観察可能。

◇定評のあるYOHフロアスタンドを装備し、

快適な手術環境をお約束します。

製造/販売元

〃三鷹光器株式会社
〒181-0015束京都三鷹市大沢5-1-4

TELO422－3Z－1491FAXO422－31－lll7

URLhttp://www.mitakakohki.co.jp

※本製品は改良のため予告なく仕様変更することがございますのでご了承願います。 (許可番号l3B3XOOO51号）

蕊鍵議

鴬
唖



澤醒器｡虻唇醐…零…ぬ
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④遠位骨片用ホール

遠位蟻の6つのホールには、刺入インプラ

ントを遍切な角度で面定できるロッキング

機構を採馬｡症鰐に合わせて､ピンタイプ(a）

とスクリュータイプ(b)が選択できます｡さら

にホールは画ツキング機構のないスクリュ

ーにも対応するハイブリッド仕様ですので、

ロッキングしない引寄スクリュー(c)を還択

すれば､アンギュレーションをつけることで、

粉砕された小骨片を的躍に引き寄せること

ができます。

化)画ツキングスクリュー

篭ロッキングピンおよびｽｸﾘｭｰば､プレートのスク
リューホール部にヘプドがロッキングしますので､安
定した蕊建性を得ることができます全

（c》騨寄スクリュー

護引寄ｽｸﾘ感一陣小骨片を圏定したり､従来のプﾚｰ
ﾄと同梯の使い方をしていただくことが可癒になって
おります＠

⑥ディストラクションホール

短縮転位を整復するために､骨壌部を遠位

方向へ押し広げる力を加えるディストラクシ

饗ンホールを臓意しました唾

ロッキ

リユー

§■鰯馬

－I醗齢 Iゴ豫挙勝．

叢

憩
輪

、循沸め用ホール

K鏑綴(*1､｡銅輌)による俵止め露のホール

を3カ所に装麓．確実な腹止めを可能にし、

スムーズな手技の進行をサポートしま魂

インストウルメント：許可番号15BZ5005インプラント：承湧番号21500BZZOO518000/21400BZZOO411CC0

王 濡態憲医赤斗エ睾祷式合永士

〒113-0033束京都文京区本郷3-30-13メインURLhttP:"WWW｡miZuho.cc.jp製品蕊介URLhttp:"www・pnel.mizuho・CO､Ip
整形･瞳神経外科事業部TELO3-3815-3096手織機器事業部TELO3－38滝-3097システム機総事業部TELO3-3815-3196

1営蕊塑点|北海道TELO11-716-473↑東北TEL022.227-お88新濯TEL025-229･5458北関東TEL｡…昼3193---_‐東海TELO52-732-7130関西TELO6-6444-3840中国TELO82－2“-8826九紺TELO92-431-5022



医用機器の供給を通して

医学の発展に奉仕します

東 西医用器株式会社
本社〒420-0805静岡市葵区城北二丁目1番30号

TEL<054>245-5746IWFAX<054>246-1441

浜松営業所〒433-8122浜松市上島七丁目16番17号

TEL<053>472-0170IDFAX<053>472-0174

富士営業所〒417-0044富士市高嶺町1番7号

TEL<0545>53-1206IDFAX<0545>53-1209

沼津営業所〒410-0044沼津市五月町13番22号

TEL<055>926-7855IDFAX<055>926-7811
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あらゆる症例に対応する
僥骨遠位端用掌側プレー
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鐵驚蕊
11本人の'|b)形態を追究し開発

した薄Jiリアナ|･ミカルプレートが

高い密:汁性を蝿現します｡

負111を最小限に抑えるた

め近位ホールに挿入す

るコーティカルスクリュー

のヘッドはプレートから突

fll,しない投叶にしました｡

ARATA

nistaIWindow蕊
商品名全長編

DM､プレート右3穴35mm

、Wプレート右‘1穴65mm

DWプレート右5穴70mm
22m

DWプレート左3穴55mm

DWプレー|､左4穴65mm

、Wプレート左5穴70mm

品恭

ADWO3-R

AI〕WO4･R

ADWO5･R

ADWO3－L

ADWO‘l-L

AI〕WO5－L

”旬 護
織○

鍾
毎
巳
痴
▼

※AI)WO5-R､Al〕wO5-Lはオプションです

医療機器承認番号／21700BZZOO133000
21500Rブス00345000

販売名／ラデイウスプLﾉート

蕪写真は右雁でｳ．医療槻器許可番号／12B1XOOOO7

画

【製造販売元】【発売元】息"､'恩株式会社アラヲ
風間精機株式会社〈営業事業部>〒3"0035燭玉県熊谷市河原町1丁目40雷地TELO48-527-8131FAXO48-…22,

画

〒273-0004千葉県船機市南本町22-9URL:http?//www･arata-med‘CO･jpE-mail:info＠a｢ata-med.co､jp
〈本社･商品管理部〉〒950-0984新潟市女池東1丁目5-11TEL,025-240-6612FAX,025-240-6613

※プﾚー ﾄの写真およびｲﾗｽ1,はイメージ'二よるものです｡また､改良のため予(財･なく1.1:棟変更することがあります｡ご了承ください。
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エレクトロニクスで病魔に挑戦

塵NIHONKOHDEN ⑳|me皿砺ed｡

■ 11

神経伝導検査装置

§
鯛…

抑甜唱
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r“

いつでも､どこでも.｡舅
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垣｡…『”

末梢神経機能障害の
スクリー黒ングタこ■｛？

喝…

/
｡f1E雁.ノ
､~一．

バッテリ式なので、電源ONで準備完了。
3種類の検査モードを選択するだけで、感度、
掃引時間は自動的に設定されます。

畿
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>IF-WAVE)F波》>〉>>〉 ＞＞〉＞〉＞＞〉>＞〉

検査結果の潜時と振幅値(F波を除く）は自動計測し、標準
値と比較して自動判定しますd

0
一睡一写＝唖閉一

電極は専用のニューロセンサなので、装着が簡単です。

【見やすし唖
可

ボート：’
三

レポート
ニューロセンサ

測定データはオプションのプリンタに接続して出力可能です。
〈製造販売＞

日本光電 東京都新宿区西落合1-31-4

〒161-8560合03(5996)8028米国ニューロトロンメディカル製(Ncw”onMcdic;,1.1“〉

躍療機器承認番号121700BZYOO179000 ＊カタログをご希望の方は当社までご諭求ください。

http:"WWW.n順onkohden,CO・jp/
KO9-032
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SMNSON
､箪競 フィンガージョイントインプラント

フレキシブルヒンジトウグロメット

畠

薮

⑥
TO~rALSHOULDERSYSTEM

オリンピア人工肩関節システム

詞→言

剛OⅣ座。
MODULARRADIALHEAD1MPLANT

エボルブモジュラーラジアルヘッドシステム

､一一_“

輸入販売元
承認番号15700BZYO1217000

14800BZYOOOO5000

20700BZYOOO38000

21600BZYOO633000

21600BZYOO276000

許可番号13B1XOO117

ライト･メディカル･ジャパン株式会社
東京本社TEL:03-6230-1451/FAX:03-6230-1472

東京営業所TEL言03-5767-8130/FAX:03-5767-8131

大阪営業所TEL:06-6121-7240/FAX:06-6121-7249

福岡営業所TEL:092-437-5315/FAX:092-437･5317

WRICH~｢:



*グランシリンジには､注射針は付属して
おりませんので､別途ご用意ください、

G-CSF製剤指定医薬品､処方せん龍薬驫響

灘，

づ弓ゴシリコ
/b・1b0．M300

薬価墓準収載|一般名:フイルグラスチム(遺伝子組換え）
篭注意一医師等の処方せんにより使用すること

;ず嘩一

"苓蕊

鐙

蝿溌雛
、議嘩鷺.二･誇蕊

輔聯
唖

畠"§
｡:鶴

蝿

ゞ適噸毒、“料請求”鑓雌埼蕊〃願麟麦酒株式会社願麟麦酒株式会社
東京都渋谷区神宮前6－26－，医薬カンパニー開発本部医薬|胄報部
http://www・Ki｢insmilecom／〒15o･Boll東京都渋谷区神宮前6.26-1FAxo3-5485-s314

効能又は効果､用法及び用量､用法及び用量に関連する使用上の注意及び禁忌を含む使用上の注意等は添付文書をご覧下さい。

GO3B6ワC-0309



non-bridgingtype創外固定器CarbonPeek
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、 CPルーセント創外固定器CPルーセント創外固定器

固定ネジ .『

濠
，‐罰罰

礎J』輝諺

諺

諺

可

シリンダー部

更

汐

グ

遠位ピンクランプ
課

､

ボールジョイント固定ナット

塞近位ピﾝｸﾗﾝﾌ゙

■カーボンビーク樹脂製のためX線透過|'生に優れ､僥骨関節面および骨折部を含む

固定部位全域での観察が容易になりました。

■ダブルボールジョイント（可動域64｡）とスライド延長機構(最大20mm)|こより、

多様な整復位の保持が可能です。

P 長:105mm(最大延長時125mm)269/全本体:F-001-100/重量創外固定器

kiscomEdにalGroup

販売元キユコ･ﾃﾔ可ﾌｲﾌLル株式会社

製造販売元寿医科商事株式会社
〒540．0021大阪市中央区大手通2‐3－14

名古屋福岡
TEL(052)800-7600TEL(092)474-1661

<URLhttp:"www.kIscojp>

札幌
TEL(011)261-7970

大阪本部

TEL(06)6203-6155

東京本部

TEL(03)5842-3190

本社

TEL(06)6944-1191

本社
TEL(06)6944-0859
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’
AntiFreeWadicai&PGI彌伽Cer 〔効能･効果〕及び〔用法･用量〕

I
I

－
〔使用上の注意〕一抜粋一
副作用

調査症例10,047例中54例(0.54％)に鏥床検査値の異常を含む畠|昨用が蝿められ

ている｡このうち65才以上の高齢者3,035例では18例(0.59％)に副作用がみら
れた｡副作用発現率､副作用の種類においても高齢者と非高齢者で差は認め
られなかった.(承認時及び再審査終了時）

以下の副作用には別途市販後に報告された自発報告を含む。
重大な副作用

1.白血球減少(0.1％未満)､血小板減少(頻度不明*）:白血球減少､血小板減
少があらわれることがあるので､観察を十分に行い､異常が鴎められた場
合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

2，肝機能障害(0.1％未満)､黄疸(頻度不明*):AST(GOT)､ALT(GPT)、
γ-GTP､Al-Pの上昇等を伴う肝機能障害､黄疸があらわれることがあるの

で､観察を十分に行い､異常が認められた現合には投与を中止し、適切な
処置を行うこと。

*:自発報告において認められた畠ﾘ作用のため頻度不明c

◇その他の使用上の注意等は､製品添付文書をご参照ください。

胃炎・胃潰瘍治療剤l指定医薬品’

綴

象
■
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．
や

熟
・陣

も

毒
ｒ
１

ムコス風錠,00
レバミピド錠

幽遣発売元

大塚製薬株式会社
東京都千代田区神田司町2-9

資料請求先

大塚製薬株式会社学術部
〒IO1-8535東京都千代田区神日司町2-2

大塚劉藥神田第2ビル

〈'02.10作成〉

鰯傍…＝…争一… …

湊価基準収載i F

…“輩唖融

I ’褥瘡｡皮震潰鐵治療剤 指定嬢薬品≦処方せん医薬品職》

（注)注意一医師等の処方せんにより使用すること

フイブラズト種ﾚー 竪別･5Ⅲ
FIBLAST$p旧M250.500ﾄﾗﾌｴﾙﾐﾝ(遺伝子組換え)製剤｜薬価基準収載’

磯唱

●効能･効果､用法･用量､禁忌､使用上の

注意等詳細は､添付文書をご参照ください。
、
魅
可

製造販売元〔資料請求先〕

③科研製薬株式会社
〒113-8650束京都文京区本駒込二丁目28-8

（2005年4月作成>O4X
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〔禁忌〕（次の患者には投与しないこと）
本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

〔効能･効果〕

胃潰揚

下記疾患の冑粘膜病変

(びらん、出血、発赤、

浮腫)の改善

急性胃炎、慢性胄炎

の急性増悪期

〔用法･用量〕

通常、成人には1回1錠(レバミピドとし

て100mg)を1日3回、朝、夕及び就寝前

に経口投与する。

通常、成人には1回1錠〈し

て100mg)を1日3回経口投

バミ

与す

ピドとし

る。
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溌auma

MaMxSmartLock"■

POlya><ialLockingSystem
マトリックス撰骨遠位端用ボリアクシャルロッキングシステム

’6乱

篭

医療機器承認番号販売名

21700BZYOO537000マトリックスロッキングプレート

凝本製品に関するお問い合わせは最寄ﾚﾉの事業所までお願い致します。

151-0053束京都渋谷区代々 木3-25-3tel:03-5352-9080

トラウマ事業部
113-0021東京都文京区本駒込2-28-8tel:03-6902-5111

札幌tel:011-700-1120金沢tel:076-223-5261

仙台tel:022-301-7120大阪tel:06-6479-0001

束京tel:03-6902-5111広島tel:082-235-3205

横浜tel:045-439-5011福岡tel:092-434-6470

名古屋tel:052-589-8561

製造販売業肴日本ストライカー株式会社
550-()002大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1

_皇
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骨粗霜症治療剤
指定医薬品､処方せん医薬品注）庁蕊而墓牽面覇気

工ヒス囹懲錠60m2承
EvISmAl

塩酸ラロキシフェン錠

注)注意一医師等の処方せんにより使用すること

※｢効能･効果｣、「用法･用量｣、「禁忌を含む使用上の注意｣等詳細については､添付文書をご参照ください。

販売〔資 輯胴求先〕製造販売元〔資料購求先〕

m雨呵燕罵蒸蕊蕊謀｜ 皇勉,熟撫嘉鮒撫騨会社
‘面》ﾛｼﾕグﾙープ

http：／／www,lillyanswe｢s･lp

胸ttp;//www･chugaI"pharm･CO‘lp 2005年10月作成
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製造販売元（資料弱求先）

⑬鶚驚熊鷲
httD:"www､tanabe,CO.』p/

製造元

.OCentocor
マルバーン/ペンシルバニア州(アメリカ）

抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤廩価墓牽収詞

Lミケ＝龍点滴静注用100
REMICADE@forl.V.lnfusionlOO
インフリキシマブ(適伝子組換え)製剤

匡覇百菜園罰[麺症麺壁i亜芳を刃雇蔑猛(注意-医師等の処方せんにより使用すること）マルバーン/ペンシルバニア州(アメリカ）

※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。2005年9月作成
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ご参照ください。

外皮用インドメタシン貼付剤扉至面顧1

イトメシンコーﾜハッブ
<伸縮･粘着性貼付剤＞

、製遣販売元興和棒式會社
東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

05.10作成
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β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤

ナヨン監可 S静注用謄
注射用スルパクタムナトリウム･ｱﾝビｼﾘﾝﾅトリウム略号(SBT狐BPC） L蝉:恕臘雛島騏'.k･可
|指定医薬品､要指示医璽品 ｢軍両璽垂面寂1(注息-医師等の処方せん･指示により使用すること〕

ファイザー株式会社
〒151-8589束京都渋谷区代々木3-22-7

資料鵬求先:ﾏｰｹﾃｨﾝグｻｰピｽ部

●効能･効果､用法･用量､禁忌･原則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。

広告作成:2003年8月’
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ﾉﾄI

蕊
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杜
※｢効能又は効果｣｢用

等については製品添

用法及び用量｣｢禁忌を含む使用上の注意」
添付文書をご参照下さい。
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瞳F－Zテロイード性鎮痛･消炎剤’
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》

リレトコ錠BO匪雲画し
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劇薬､指壼疾季 製造販売元

冬吟黙蕊壼璽嚇害毒鑿
昂

ザ ルトプロフェン製剤
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例中､887例(3.95％)に副作用(臨床検査値の異常を含む)が報告さ
れた｡その主なものは､悪心183件(0.81％)､顔面潮紅175件(0.78%)、
ALT(GPT)上昇63件(0.28%)､AST(GOT)上昇61件(0.27%)等であ
った。(2003年9月再審査期間終了時）
（1）重大な副作用

1)ショック､アナフィラキシ一様症状(頻度不明）ショック､アナフィラキシ
一様症状を起こすことがあるので､観察を十分に行い､血圧低下、
気分不良､全身発赤､蕊麻疹､呼吸困難､咽頭浮腫等の症状があら
われた場合には投与を中止し､適切な処置を行うこと。

2)テタニー(頻度不明）低カルシウム血症性テタニーを誘発すること
があるので､症状があらわれた場合には投与を中止し､注射用カル
シウム剤の投与等適切な処置を行うこと。

3)喘息発作(0.1%未満）喘息発作を誘発することがあるので､観察
を十分に行い､症状があらわれた場合には投与を中止し､適切な処
置を行うこと｡［｢1，慎重投与｣の(2)の項参照］

4)肝機能障害､黄疸(頻度不明)AST(GOT)､ALT(GPT)､ALPの
上昇等を伴う肝機能障害､黄疸があらわれることがあるので､観察
を十分に行い､異常が認められた場合には投与を中止し､適切な処
置を行うこと。

■卜記以外の使用上の注意等､詳細については製
品添付文書をご参照下さい。禁忌を含む使用上の
注意の改訂に十分ご留意下さい。

|骨粗霧症治療剤

工ﾙﾖﾄﾆコ注20S
エルヨに.．注20§列スボ

IICⅡⅢiWim.21SIIGIIUmn｡m.2ISDIS肌
|劇薬､指定医薬品､処方せん医薬品※（工ﾙｶﾄﾆﾝ注射液)｜
※注意一医師等の処方せんにより使用すること。

塞萱一
禁忌(次の患者には投与しないこと）

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のあ

【効能･効果】
骨粗霧症における窪痛

【用法･用量】
通常､成人には1回エルカトニンとして20エルカトニン単位を週1回筋肉
内注射する。

【使用上の注意】（一部抜粋）
1.慎重投与(次の患者には慎重に投与すること）

（1）発疹(紅斑､膨疹等)等の過敏症状を起こしやすい体質の患者
(2)気管支喘息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｡］

2.重要な基本的注意
(1)本剤の適用にあたっては､厚生省｢老人性骨粗継症の予防及び治療法

に関する総合的研究班｣の診断蕊準(骨堂減少の有無､骨折の有無、
腰背痛の有無などの総合による)等を参考に､骨粗溌症との診断が確
立し､瘤痛がみられる患者を対象とすること｡本剤の投与は､6カ月間を
目安とし､漫然と投与しないこと。［｢臨床成繍｣の項参照］

(2)本剤はポリベプチド製剤であり､ショックを起こすことがあるので､アレルギ
ー既往歴､薬物過敏症等について十分な問診を行うこと。

(3)ラットに1年間大量皮下投与した慢性毒性試験において､下垂体腫瘍の
発生頻度の増加がみられたとの報告があるので､長期にわたり漫然と投
与しないこと｡［｢9.その他の注意｣の項参照］

3.相互作用

併用注意(併用に注意すること）

磨
一 |謡

危険因子’監床症状･措置方法

血清カルシウムが急速に低下するおそ
れがある。

高度の低カルシウム血症があらわれた

場合には投与を中止し､注射用カルシウ
ム剤の投与等適切な処悩を行うこと。

両剤のカルシウム

低下作用により、
血消ｶﾙｼｳﾑが

急速に低下する
おそれがある。

ビスホスホン酸塩

系骨吸収抑制剤
パミドロン酸二
ナトリウム等’ I

4.副作用

承認時までの調査及び市販後の使用成績調査等における総症例22,478

製造販売元(資料請求先）

旭化成ファーマ株式会社
医薬学術統括部：東京都千代田区神田美±代町9番地1

URLhttp://www.asahi-kasei.co.jp/iyaku/ H17．08



ネクスジェン人工膝関節システム

※ジンマー人工膝関節(1)

※※ジンマーフェモラルコンポーネント

※※※NexGenLPSポーラスCN-フェモラル

K※※※NexGenプレコート人工膝関節

長期成績の安定を目的とした様々なデザインコンセプト

深い屈曲位での安定性を考慮したFlexデザイン
司謹旦

牛厳 灘

蕊

藤

篝 戻涛用具承認番号

※※※※21500BZYOO2BOOOO CR-Fle><
i,灘
＃齢

部 , Ⅱ

ノ

＊

医療用具承認番号

※16100BZYO1064000

※※21000BZYOO632000

LPS-Fle><
「
豆

慰みj=､

撫

C R
医療用具承認番号

※161DOBZYO10S4000

L P SC R A
医療用具承認番号

灘16100BZYO1DS4000

L CCK
医療用具承認番号

※16100BZYO1064000

医療用具承認番号

※16100BZYO1D64DOO

※※21DOOBZYOO632000

※※※21100BZYOO1790DO

、鰯HInnneno
ジンマー株式会社
本社〒105-0001東京都港区虎ﾉ門四丁目1番17号城山MTビル7階
Te1.03-6402-6600(代表)Fax.03-6402-6620

http:"www.zimmer･CO・lp

●カスタマーダイレクト(商品のご注文）

北海道･･･…･……･･…唖1.011-781-3367

東北･関東‘中部‘近畿地方…Tb1.0550-89-8522

中国･四国･九州地方･･･…恥1.092-931-7297

●修理のお問合せ..…･･…･･･････…..“……”

●製品のお問合せ････…･･KNEE･…･…･･･“

Fax､011-781-3368

Fax､0120.89-3570

Fax.092-931-7303

'1℃】、0120-33-8507

晩1.03-6402-“02



ルルビプロフェン貼付剤斉フフ

貼りやすい！’●●

ゼボラスカット

経皮吸収型鎮痛・消炎剤屋価墓塞頂詞

zepolasn

⑧

R冒定医棄ヨフルルビプロフェン貼付剤

製造販売元

○三笠製薬株式会社 脅T176-8585

東京都練馬区豊玉北2-3-1
蛾錘員誕翻詮吐

http://www・mikasaseiyaku.co.jp/恥錘iﾐﾐ蝿貞ｴｷ

●詳細は製品添付文書等をご参照ください。
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鐸・擢定医凝品｡処方せん鐸晶錘脅粗霧症治療剤
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蒋 薬価基準:収載》【ﾘｾドﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物錠
識溌癖慈…灘慧Aぷよ疹畿鋪する愚と

準種蕊鍵露法･用量､禁忌使用上の注意等《こ
つ職種は､溌付文蓄をご参照ください禽

製 造 販 売 元 〔 資 料 請 求 先 〕

⑧武田薬品工業株式会社
〒540-8645大阪市中央区道修町四丁目1番1号
http://www,takeda.co.jp/

提携

Wyethワイス株式会社
〒104-0031東京都中央区京橋一~r目10番3号
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円串 UTRRK
HeadlessComprEssio11Screw

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ブレッショ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式しかもシンプル

な手術器具により技術面での簡便性を実現しました。

lclIII､akI.､amil,-Linel．p
恥

■スタンダードアキュトラック

■ミニアキュトラック

■アキュトラック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

各種アキュトラックスクリューを使い分け

じていただくことで､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

医療機器承認番号;21200BZGOOO39000舟状骨骨折使用例(ｽﾀﾝダー ドｱｷﾕﾄﾗﾂｸﾉ

MayoClinic
Con9ruentElbowPIateSVstem
MayoClinicコングルエントエルボープレートはMayoClinicのShawn

O'DriscoII,M.DおよびElbowServiceが共同で開発した肘関節用のプレートシ
ステムです均

閏
回』

6

屡劇垂

ワ圃繍

瀞

＄4

、

雁

ロ
ｒ
ｌ
ｌ
‐

製品ライン1

1,

■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
蛎
索
化
毒
藷
恥
曝
鑑
“

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

ーを選択してご使用いただけま式

医療機器承認番号:21600BZGOOOO4000

詳しい資料は下記までご請求ください。

■製造元

鶴ﾉll林ﾒﾃｲｶﾙ
製造販売元

ノハ林製薬株式会ﾈﾅ

札幌

仙台

東 泉

閨東

名古屋

京都

大阪

広島

福岡

盆011－622－4361

恋022－299－2371

石03－5665－2780

註048－652－3716

恋052－242‐5201

恋075－595－8901

盆06－6223－0751

荘082－567－6661

恋092－522‐2818

円串unlED
Acumed,LLC､

外国特例承認取得者

アキユメツド社(米国）

〒541－0047大阪市中央区淡路町4－4－13南星ビル

TEL:O6-6222-3615FAX:O6－6222－7228



エーザイは､『運動器の10年』活動のパートナーとして運動を推進してまいります。

’

な】廩価臺雲順罰勵箔婁施順ザイの羊T一

運動器疾患に対する治療薬･診断薬
骨粗髭症治療用ビタミンK2剤

、:！
1鱒・

景

卜
幽

甘

懇．ー末梢性神経障害 治療剤！

主イ工

－且一

運動器の10年:世界運動

グヲケー易ﾌｾﾙ15叩

アリI-ネj匪錠2.5mgx

芭〃緋K
せんにより使用すること

色〃’注射液500浬“K

メー
処方せん医薬品：注意一医師等の処方せんにより使用すること

紡
呼
騨
昌

懲
聯
駕
騨
蕊 メ

〈メコバラミン製剤＞

指定医薬品

処方せん医薬品：注意一医師等の処方せんにより使用すること

筋緊張改善剤

片

皀形
錠50mq
穎粒10％

<塩酸工ベリゾン製剤＞

劇薬･指定医薬品

処方せん医薬品:注意一医師等の処方せんにより使用すること

組織活性型領痛･抗炎症剤

イ己フリー:ﾌﾌｾﾙ100m
ゴSカブ遥ﾙ200mイ己プリ

〈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

ﾌｪﾙピﾅｸPⅧE※q

蕪‘堂手拭
］設郡吐

篭篭

踊
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エ
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血清中抗ガラクトース欠損|gG抗体測定用医薬品

bARF"
<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。

「

商品情報お問い合わせ先:エーザイ株式会社お客様ホットライン室
画團0120-419-4979～18時(土､日､祝日9～17時）

SE0504－12005年4月作成

エーザイ株式会社
〒112．8088束東部文京|又小石川4-6-1〔

http://www.eisal.co.jp
⑬/"c,

ヒューマン・ヘルスケア企業


