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劇薬･指定医薬品／非ステロイド性消炎・鎮痛剤

呵肋打"菩錠島麗
ロルノキシカム製剤 ｜薬価基準収載

【禁忌（次の患者には投与しないこと）】

1消化性潰瘍のある患者(ただし､｢慎重投与｣の

項参照）

2重篤な血液の異常のある患者

3菫篤な肝障害のある患者

4重篤な腎障害のある患者

5重篤な心機能不全のある患者

6重篤な高伽l干斥のある患者

7.本剤の成分に対して過敏症のある患者

8アスピリン喘息(非ステロイド性消炎鎮痛剤等

による喘息発作の誘発）又はその既往歴のあ

る患者

9妊娠末期の婦人

【効能･効果､用法･用量】

効能・効果

○下記疾患並びに症状の

消炎・鎮痛

慢性関節リウマチ、

変形性関節症､腰痛症、

頸肩腕症候群、肩関節

周囲 炎

○手術後､外傷後及び抜歯後

の消炎･鎮痛

用法・用晨

通常成人にはロルノキシカム

として1回4mgを1日3回食後

に経口投与する｡なお､年齢、

症状により適宜増減するが、

1日18mgを限度とする。

通常､成人にはロルノキシカム

として1回8mgを頓馬する。

ただし､1回舅はBmgまで､旧

室は24mgまで､投与期間は

3日までを限度とする｡また､空

腹時の投与は避けることが望

ましい。

1用法･用量に関連する使用上の注意手術後､外傷後及び抜歯後！

|の消炎鎮痛に用いる場合､1回Bmg,旧24mg及び3日間を｜
I超えて､投与された経験はなく､安全性は確立されていないので､’

|用法用量を遵守すること。

2005．04LCO1B5F

【使用上の注意】
1．慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

（1）消化性潰瘍の既往歴のある患者

（2）非ステロイド性消炎鎮痛剤の長期投与による消化性潰瘍のある
患者で､本剤の長期投与が必要であり、かつミソブロストールに

よる治療が行われている患者

（3）血液の異常又はその既往歴のある患者
（4）肝障害又はその既往歴のある患者
（5）腎障害又はその既往歴のある患者
（6）心機能障害のある患者
（7）高血圧症のある患者
（8）過敏症の既往歴のある患者
（9）気管支喘息の患者
(10）高齢者
（11）小児等

2.重要な基本的注意

（1）消炎鎮痛剤による治療は原因療法ではなく対症療法であること
に留意すること。

（2）慢性疾患（慢性関節リウマチ､変形性関節症等)に対し本剤を用
いる場合には､次の事項を考慮すること。

1）長期投与する場合には定期的に臨床検査（尿検査､血液検査
及び肝機能検査等)を行うこと｡また､異常が認められた場合
には減壁､休薬等の適切な措置を講ずること。

2）薬物療法以外の療法も考慮すること。

（3）急性疾患に対し本剤を用いる場合には､次の事項を考慮すること。
1）急性炎症及び瘻痛の程度を考慮し､投与すること。
2）原則として同一の薬剤の長期投与を避けること。

3）原因療法があればこれを行うこと。

（4）患者の状態を十分観察し､副作用の発現に留意すること。
（5）感染症を不顕性化するおそれがあるので､感染症を合併している

患者に対して用いる場合には適切な抗菌剤を併用し､観察を十

分行い慎重に投与すること。

（6）他の消炎鎮痛剤との併用は避けることが望ましい。

（7）高齢者及び小児等には副作用の発現に特に注意し､必要最小限

の使用にとどめるなど慎重に投与すること。

3，相互作用
本剤は､主として肝代謝酵素CYP2Cgで代謝される。

併用注意（併用に注意すること）

ジゴキシン､クマリン系抗凝血剤〔ワルファリン等〕､スルホニル尿素

系血糖降下剤〔トルブタミド等〕、リチウム製剤〔炭酸リチウム〕、メト

トレキサー卜製剤〔メトトレキサート〕、ループ利尿剤〔フロセミド等〕、
チアジド系利尿剤〔ヒドロクロロチアジド等〕､アンジオテンシン変換

酵素阻害剤〔エナラプリル等〕

4．副作用
国内において総症例2，017例中282例（14．0％)392件の副作

用が認められた。消化器系の副作用は旧1例（95％)に認められ､そ
の主なものは､腹ｿ常94件､腹部不快感37件､嘔気31件であった｡肝
臓系の副作用（肝機能異常､肝機能検査異常）は17例（0．8％)に認
められた。その他の主な副作用としては､発疹24件であった。［承認時］

（1）重大な副作用
1）消化性潰瘍(穿孔を伴うことがある）:消化性潰瘍（04％）があら

われることがあり、穿孔に至る場合もある(頻度不明)ので、観察
を十分に行い､異常（腹痛､嘔吐、吐血下血等を伴う胃腸出血）

が認められた場合には､投与を中止し､適切な処置を行うこと。

2）ショック、アナフィラキシ－様症状（いずれも頻度不明）:ショッ
ク、アナフイラキシ－様症状があらわれることがあるので､観察を

十分に行い､異常(篝麻疹、潮紅、浮這、呼吸困難、血圧低下等）
が認められた場合には、投与を中止し､適切な処置を行うこと。

3）血小板減少（頻度不明）：血小板減少があらわれることがある

ので、血液検査を行うなど観察を十分に行い、異常が認められ

た場合には、投与を中止し､適切な処置を行うこと。
4）皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)(頻度不明）:皮

膚粘膜眼症候群〈Stevens-Johnson症候群)があらわれること

があるので、観察を十分に行い、異常が認められた塲合には、

投与を中止し､適切な処置を行うこと。
5）急性腎不全（頻度不明）:急性腎不全があらわれることがあるの

で、観祭を十分に行い､異常（浮腫、乏尿、血尿、尿蛋白、BUN・
血中クレアチニン上昇、低アルブミン血症等）が認められた場
合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。

6）肝機能障害、黄疸（頻度不明）：AST（GOT)、ALT（GPT)、
Y‐GTP､Al‐P上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれる

ことがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合に

は、投与を中止し、適切な処置を行うこと。

（2）重大な副作用（類薬）
他のオキシカム系消炎鎮痛剤で、以下のような畠ﾘ作用があらわれる
との報告がある。異常が認められた場合には、投与を中止し、適切
な処置を行うこと。

1）再生不良性貧血、無穎粒球症、骨髄機能抑制

2）ネフローゼ症候群

3）中毒性表皮壊死症（Lyell症候群）

※詳細につきましては製品添付文書をご参照ください。

灘 琴鱒熟
露驚蕊産窪議
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一第50回日本手の外科学会一

学術集会に関するアンケート

学術集会にご参加の有無に関わらずご回答くださいますようお願いします．

1．学術集会の会期について

口木曜日･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

学術集会に

口参加した

口参加しなかった

2．

※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

I

2．会場数 多すぎる 適当 少ない

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ

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１
１
‐
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ

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．
１
１
－
１
１
１

’
１
１
１
１
１
１
１

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

5．その他自由にご意見をお書きください．

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｊ

I

I

必ずいずれかに○印をお付けください’
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大学勤務病院勤務Il
i－－－－－－－－謹一壹型_I－－－l－L至善－－星」

１
１
１

学術集会会場の受付にご提出いただくか，

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
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第SO回日本手の外科学学術集会の開催にあたって

会 長荻野利彦
(山形大学整形外科教授）

第50回日本手の外科学学術集会は2007年4月19B(木曜日）と20B(金曜日）の

2日間わたり山形国際ホテル(山形市)において開催されることになりました．50年の

歴史の中で本学会が山形で開催されますのは,1991年に私の前任の渡辺好博名誉教授

が会長をされて以来，16年振りで2回目となります．皆様を山形にお迎えできることを

大変うれしく思っております．同時に第50回という記念すべき本学術集会を私どもの

教室でお世話させていただくことを大変光栄に存じております．

本学会のテーマは「日手会50周年記念・新たなる飛躍」としました．過去50年間に

諸先輩の先生方のご努力により日本手の外科学会，手の外科の学問と診療技術はめざ

ましい発展を遂げてきております．しかし，社会の環境の変化による疾患構造の変化，

あるいは医療を取り巻く状況の変化は手の外科医にとりまして必ずしも楽観できるも

のでもありません．本年度から日手会の専門医制度が初めてスタートします．特別な領

域のテーマを設けませんでしたが，なるべく多くの先生方に学術集会ご参加いただき

新たなる飛躍のために何をすべきかなどをお考えていただければと思っております．

学術集会では特別講演を私の恩師であります石井清一札幌医大名誉教授にお願い致

しました．先生には｢人間の手を考える～手からみた脳とのかかわり」というご演題

でお話しいただきます．招待講演としまして外国から23名の方をお呼びしました．10

セッションで15名，招待発表として8名の方がお話しをされます．いずれも各国や地

域の手の外科のリーダーの先生方です．全ての方が第50回日手会学術集会を盛り上げ

ようということで自分で参加してくださいます．これらの講演はランチョンセミナー

の時間を旨く使い一般演題の時間を奪わないようにし，3つの会場を用いて同時進行

します．講演の演者の先生がお－人来られないために，私がピンチヒッターで会長講演

をさせていただくことにしました．また，招待発表は一般演題の中に組み込んでありま

す．英語の講演は聴き難いと思われる方がおられるかもしれません．私自身もなぜ日本

の学会で英語の講演なのかと思っていた時期もありました．しかし，これからの飛躍・

発展には英語による交流が必須のものです．是非ご参加いただきたいと思います．講演

に参加するための事前登録がホームページ(http://www.jssh.gr.jp/50yamagata2007/)
を通して可能ですので，早めに行って聴講希望の講演参加チケットを確保してくださ

い．第50回学術集会の記念プログラムとしてシンポジウム『次世代へのメッセージを』

を企画致しました．国際手の外科連合のパイオニアとして表彰された先生方とおもに

－5－
、



第30回以後の本学会を主催された名誉会員の16名の先生方にシンポジストをお願い致

しました．その他に座長の先生方のご協力で，「手の先天異常の治療｣，「手・肘関節鏡

手術の現況と展望｣，「変形性手関節症の治療｣，「手の外科の新しい工夫｣，「リウマチ上

肢の手術治療｣，「手の成長障害の診断と治療｣の6つのテーマのシンポジウムを企画致

しました．応募演題数は471題でした．プログラム委員の先生方の審査をいただき，430

題(91.2%)を採用致しました．シンポジウムとビデオ演題が12題，口演演題が233題

(うち海外からの演題4題)，展示演題が184題という内容です．プログラム委員の先生

方にはこの場を借りましてお礼申し上げます．

1日目のプログラム終了後には日本手の外科学会主催で日本手の外科学会50周年記

念式典と祝賀会が計画されています．式典･祝賀会ともに誰でも参加できますが，祝賀

会にはホームページを通じて事前の参加登録が必要です．参加費は10,000円で着席して

の会食になります．同門の先生方や親しい先生方をお誘いして一緒に参加してくださ

い．多数の方のご参加をお願い致します．

本学術集会の関連の集会としての日本手の外科学会第13回春期教育研修会，第46回

手の先天異常懇話会，第30回末梢神経を語る会，第19回日本ハンドセラピイ学会は例

年通り計画されております．

また，学術集会の翌日の4月21日（土曜日）に同じ会場で「国際手の外科シンポジ

ウム・山形｣を山形大学整形外科主催で開催致します．世界のトップレベルの先生方の

お話を聞き，直接討論の出来る良い機会です．国際学会の雰囲気を味わえる小さな国際

交流の機会でもあります．先生方のご参加をお待ちしております．

ご存じのごとく，学会が真に魅力のあるものになるために多くの先生方のご参加が

大切です．例年ですと学会の開催予定の4月末は山形で桜が咲く時期です．山形近郊に

は蔵王温泉をはじめ多くの温泉もございます．本学会にご参加いただくのと同時に春

の山形をお楽しみいただければ幸いです．山形大学整形外科の教室員一同，多くの先生

方のご参加をお待ちしております．
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日本手の外科学会歴代学術集会会長一覧

回数 会長名 所属 会期 開催地
1 天児民和 九州大学整形外科 1957年7月7日 神 戸
2 水野祥太郎 大阪市立大学整形外科 1958年7月13日 大阪
3 岩原寅猪 慶應義塾大学整形外科 1959年10月30日 東 京
4 河野左宙 新潟大学整形外科 1960年9月30日～10月1日 新潟
5 柏木大治 神戸医科大学整形外科 1961年9月30日～10月1日 神 戸

6 児玉俊夫 岡山大学整形外科 1962年10月10日～10月12日 岡山

7 佐藤孝三 日本大学整形外科 1963年10月30日～10月31日 東 京
8 諸富武文 京都府立医科大学整形外科 1964年9月25日～9月26日 京 都
9 片山良亮 東京慈恵会医科大学整形外科 1966年3月28日～3月29日 東 京

10 伊藤鉄夫 京都大学整形外科 1967年3月27日～3月28日 京 都
11 津下健哉 広島大学整形外科 1968年4月1日～4月2日 広島
12 津山直一 東京大学整形外科 1969年3月31日～4月1日 東 京
13 上田文男 名古屋市立大学整形外科 1970年2月6日～2月7日 名古屋
14 小谷勉 大阪市立大学整形外科 1971年2月5日～2月6日 大阪

15 田島達也 新潟大学整形外科 1972年5月27日～5月28日 新潟
16 西尾篤人 九州大学整形外科 1973年5月7日～5月8日 福岡
17 伊丹康人 東京慈恵会医科大学整形外科 1974年5月9日～5月10日 東 京
18 猪狩忠 岩手医科大学整形外科 1975年5月8日～5月9日 盛岡

19 宮崎淳弘 鹿児島大学整形外科 1976年5月13日～5月14日 鹿児島
20 池田亀夫 慶應義塾大学整形外科 1977年5月25日～5月26日 東 京
21 中川正 名古屋大学整形外科 1978年6月15日～6月16日 名古屋
22 伊藤忠厚 日本医科大学整形外科 1979年5月29日～5月30日 東 京

23 森益太 関西医科大学整形外科 1980年5月16日～5月17日 京 都
24 増原建二 奈良県立医科大学整形外科 1981年5月13日～5月14日 奈良

25 山内裕雄 順天堂大学整形外科 1982年5月7日～5月8日 東 京

26 高岸直人 福岡大学整形外科 1983年5月19日～5月20日 福岡

27 野村進 金沢大学整形外科 1984年5月10日～5月11日 金沢

28 中野謙吾 兵庫医科大学整形外科 1985年5月9日～5月10日 神 戸

29 鳥山貞宜 日本大学整形外科 1986年5月8日～5月9日 東 京
30 室田景久 東京慈恵会医科大学 1987年5月7日～5月8日 東 京

31 三浦隆行 名古屋大学整形外科 1988年5月19日～5月20日 名古屋
32 鈴木勝己 産業医科大学整形外科 1989年5月11日～5月12日 北九

33 矢部裕 慶應義塾大学整形外科 1990年5月17日～5月18日 東 京
34 渡辺好博 山形大学整形外科 1991年5月16日～5月17日 山形

35 上羽康夫 京都大学医療技術短期大学 1992年5月13日～5月14日 京 都

36 石井清一 札幌医科大学整形外科 1993年5月27日～5月28日 札幌
37 生田義和 広島大学整形外科 1994年5月19日～5月20日 広島
38 児島忠雄 東京慈恵会医科大学形成外科 1995年5月18日～5月19日 東 京

39 茨木邦夫 琉球大学整形外科 1996年5月9日～5月10日 宜野湾

40 阿部正隆 岩手医科大学整形外科 1997年5月22日～5月23日 盛岡

41 玉井進 奈良県立医科大学整形外科 1998年5月14日～5月15日 大阪

42 藤巻悦夫 昭和大学整形外科 1999年5月13日～5月14日 東 京
43 平澤泰介 京都府立医科大学整形外科 2000年5月11日～5月12日 京 都
44 山野慶樹 大阪市立大学整形外科 2001年5月10日～5月11日 大阪

45 吉津孝衛 財団法人新潟手の外科研究所 2002年4月11日～4月12日 新潟
46 中村蓼吾 名古屋大学手の外科学 2003年4月18日～4月19日 名古屋
47 阿部宗昭 大阪医科大学整形外科 2004年4月22日～4月23日 大阪

48 土井一輝 小郡第一総合病院整形外科 2005年4月21日～4月22日 下関

49 長野昭 浜松医科大学整形外科 2006年4月20日～4月21日 浜松

50 荻野利彦 山形大学整形外科 2007年4月19日～4月20日 山形
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●空路から山形駅へ

山形空港から山形駅までバスで約45分

仙台空港から山形駅まで高速バスで約80分

●在来線・新幹線で山形駅へ

仙台駅から山形駅まで仙山線で約70分

東京駅から山形駅まで山形新幹線で2時間50分

仙台空港から仙台駅まで仙台アクセス鉄道で約25分

●バスで山形駅へ

仙台駅から山形駅まで高速バスで約60分

●山形駅から蔵王温泉へ

1時間に1本．バスで約1時間

なお，交通機関の発着時刻は変更になる可能性がありますので，お越しになる直前に最新

の情報をご確認ください．

車：山形自動車道山形蔵王インターから5分
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山形国際ホテル

山形駅から徒歩5分

山形県山形市香澄町3丁目4番5号

TELO23-633-1313FAXO23-626-3318

ホテルメトロポリタン山形

山形国際ホテルから徒歩5分

山形県山形市香澄町一丁目1番1号

TELO23-628－1111FAXO23-628-1166
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理事会・評議員会・日手会50周年記念祝賀会会場
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1．参加者へのお知らせ

1．受 付

山形国際ホテル1階ロビーにて4月19日・20日とも午前7時15分より受付を開始い

たします．

2．事前登録

事前登録でお申し込み頂いた方には，学術集会参加章，講演参加チケット，教育研修

会受講証明書，および50周年記念祝賀会チケットなどを担当の近畿日本ツーリスト

山形支店より3月中に郵送いたします．ご不明な点がございましたら，学術集会前に

は近畿日本ツーリスト山形支店，当日は山形国際ホテル1階ロビーの事前登録受付

にお問い合わせください．

3．当日参加登録

本紙巻頭綴じ込みの参加申込書に必要事項をご記入のうえ，参加費18,000円(ハンド

セラピスト：3,000円）を添えて山形国際ホテル1階ロビーの当日参加登録受付にお

申し込みください．会場内では学会参加章を必ずお付けください．学会参加章をつけ

ていない方の入場はお断りいたします．

4．特別講演・招待講演・会長講演

会場の収容人数に限りがありますので，あらかじめ発行いたします講演参加チケッ

トをお持ちでない方は受講できません．学術集会当日空席がある講演を山形国際ホ

テル1階ロビー受付前に提示いたしますので，ご利用ください．

5．日手会50周年記念祝賀会

4月19日午後7時30分よりメトロポリタンホテル山形にて開催されます．当日の参

加申し込みは不可能です．

6．年会費・新入会申込み

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．新入会の申し込みも受付

けております．所定の申し込み書にご記入後，入会申し込み金2,000円を添えてお申

し込みください．

7．クローク

ホテル1階のクロークをご利用ください．

1
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8．呼び出し

発表会場での呼び出しは行いません．

9．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．

10．昼食

4月19日(木曜日）

11：25～12:25の会長講演，招待講演2,3,および末梢神経を語る会がランチョ

ン形式です．これらの講演終了後に会場の外にて，弁当を配付いたします．総会会場

（第1，2会場)あるいは第3，4会場で昼食をお召し上がりください．総会は第3，

4会場にもビデオ中継きれます．

4月20日(金曜日）

12：55～13:55の招待講演9,10,11,社会保険セミナーがランチヨン形式です．

12：25から弁当を配付しますので，それぞれの会場でお召し上がりください．

11．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，部数が限られていま

す．

12.本学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．

13．録画・録音・写真撮影について

会場内での録画・録音・写真撮影は学会事務局の記録者以外は一切禁止とします．

ルールを守れない場合は退席していただきますのでご注意ください．

－12－
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※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．

事務局ではPCの用意はしておI)ませんので,MO,CD-Rなどでの，データのみ

のお持ち込みはできません．

ご持参いただくPCはWindows,Macintoshいずれでも結構です．ただし，古い2．

タイプのものでは画像解像度などの問題で正しく投影できないことがあります．

別途データを併せてお持ちになることをお勧めします．

OS,ソフトともバージヨンはWindows2000･XP,MacOS10.0以降をお勧めし3

ます.｢WindowsVista」に関しましては対応しかねますのでご遠慮ください．

電源アダプターを必ずご持参ください．また,ACアダプターと外部出力に特殊4．

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．事務局でご

用意するのは，通常のミニDsub-15pin(下記の写真)に対応する端子のみとなり

ます．

（ミニDsub-15pin)

晶一〆…蛸

一 輪” ,,哩-,W聯

蕊

》
廿晶

音声の出力はできませんので，あらかじめご承知おきください．

お持ち頂いたPC本体についてメディアセンターで外部出力およびUSB遠隔操

●

●

民
』
戸
、

作機材（マウス・キーボード）の確認を行います．

メディアセンター：2階ロビー

確認が終了した本体は，発表セッション開始30分前までに演者ご自身で次演者
7
1■

産位近に設置してあるPCデスクまでPCをご持参ください．プロジェクターお

よびUSB遠隔操作機材との接続を行います．

8．演題発表の進行は，演者ご自身が演台でマウス･キーボードにより操作していた

だきます．

9．発表終了後は，速やかにPC本体をお引き取り願います．

－13－

2．発表者へのお知らせとお願い



2．口演時間

・シンポジウムの発表時間

・50周年記念:12分

・手の先天異常，変形性手関節症，リウマチ上肢，手の成長障害：10分

・手・肘関節鏡手術，手の外科の新しい工夫：8分

・招待演題：発表10分,討論4分

･一般演題：発表6分，討論3分

時間を厳守してください．

3.口演終了の合図

発表時間の終了1分前を青ランプ，終了を赤ランプでお知らせします．

4．次演者

次演者は，前演者が登壇されましたら次演者席で待機してください．

ビデオ演題

1．発表時間

発表8分，討論3分です．

2 ．規 格

PCでの発表（音声出力も可能）に限ります．前項をご参照ください．

※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なさ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．

ポスター演題

1．設営および撤去

貼付：4月19日（木）午前8時15分から10時までの間にお願いします．

撤去:Pb,Pc会場:4月20日（金）午後4時から5時までの問にお願いします．

Pa,Pd,Pe会場:4月20日（金）午後5時40分から6時30分までの間にお願

いします．

－14－



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

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
l

付けはご遠慮ください．

＝I

ー

一
Ｌ

■■■

180cm

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，ご自身のポスターの前に待

機してください．

１
－

I
。 戸

’

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，
に発言してください

2．質問の前の長い前置き，単なる追加発言はご遠慮ください．

簡潔

－15－

可戸ヨ テ

L

F

h

演題

番号
演題名，所属，演者名

本文

マ
ニ ニ

編
■
』 I■4

率．
■壽おこ

pq

、 びぅ8
凶

■I■■■,-■
■■■■■■

ヨ ･；への4
ｊ
■
４ｓ 咽らせと罰茜頭い



教育研修単位

講演（60分）につき日本整形外科学会教育研修1単位(1,000円）と日本手の外科学

会教育研修1単位(1,000円）の同時取得が可能です．会長講演では日本手の外科学

会教育研修単位のみの取得が可能です．

申し込み方法

1．事前登録でお申し込みいただいた方は，郵送されてくる講演参加チケットと受講

証明書を忘れずご持参ください．

2．学術集会当日に空席がある講演は山形国際ホテル1階ロビー受付誼に提示いたし

ますので，ご利用ください．教育研修単位が必要な方は，各講演チケットをご持参

のうえ，山形国際ホテル1階ロビー教育研修講演受付にて受講料（1単位1,000円）

を添えてお申し込みください．

3．受講料は講演中止などの理由以外では払い戻しいたしません．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．

4．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

各講演の会場にて各参加チケットをご提出ください．参加チケットがない場合には

入場を控えていただきます．

受講証明書

く日整会教育研修単位〉

受講証明書に必要事項をご記入のうえ，〔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．

〈日手会教育研修単位〉

受講受付の際にお配りするシールを専門医手帳または研修手帳の所定の位置に貼

付ください．（専門医手帳，研修手帳は第50回学術集会終了後に事務局より郵送いた

します.）

日整会研修医の方の受講について

1．事前登録でお申し込みいただいた方は，郵送されてくる講演チケット，受講証明

書，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．研修手帳に必要事項をご記入のうえ，受付に研修手帳と受講証明書をご提出くだ

さい．講演会場にてチケットをご提出ください．講演終了後，主催者印を押印のう
－
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え，手帳をご返却いたします．

3．受講料は講演中止などの理由以外では払い戻しいたしません．

第3回理事会

日時：4月18日（水)9:30～14:30

会場：ホテルメトロポリタン山形3F朝日の間

評議員会

日時：4月18日（水)15:30～18:30

会場：ホテルメトロポリタン山形4F霞城の問

総
《
云

時：4月19B(木)12:40～13:40

場：第1．2会場（山形国際ホテル3F)

ｎ
口
〈
言

第46回手の先天異常懇話会

日時：4月20日（金)12:55～13:55

会場：山形国際ホテル2F(第4会場）

参加費：1,000円

第30回末梢神経を語る会

日時：4月19B(木)11:25～12:25

会場：山形国際ホテル2F(第4会場）
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第19回日本ハンドセラピイ学会学術集会

日時:4月21日(jz)8:50～16:30(8:30受付開始）

会場：山形国際ホテル2F平成の間

参加費：会員3,000円，非会員5,000円，学生500円

国際手の外科シンポジウム，山形

日時：4月21日(土)8:10～17:10

会場：山形国際ホテル

参加費:5,000円（当日参加も受付いたします.)

受付：4月19．20．21日山形国際ホテル学会受付

日時：4月21日(土）8：30～15：30

会場：山形国際ホテル

参加費：5,000円（当日も若干名受付いたします.）

※受講単位が不要な場合でも，参加費の納入は必要です．

取得単位：〈日本整形外科学会教育研修単位〉

演 題 1 1 単 位 ( N)1,000円

演題2，3完全受講1単位(N,S)1,000円

演 題 4 1 単 位 ( N)1,000円

演題5，6完全受講1単位(N,S)1,000円

く日本形成外科学会〉

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．

〈日本手の外科学会教育研修単位〉

完全受講で2単位2,000円

受付：4月19･20日9:00～16:00山形国際ホテル1階事務局受付

4月21日8:00～8:30研修会会場前

－18－
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◇◇プログラム◇◇

受付開始8：00～

8：30～9：301．小児肘周辺骨折後の後遣障害とその治療
q

阿部宗昭（城山病院上肢機能再建術研究所）

9：30～10:302．CRPSについて

落合直之（筑波大学臨床医学系整形外科）

10：40～11:403.外傷性腕神経叢損傷の診断と治療

服部泰典（小郡第一総合病院整形外科）

11：40～12:20昼食

12:20～13:204．外傷性関節拘縮の診断と治療：

Splintin9,Capsulotomy,Tenolysis,Diagnosisand

TreatmentofPosttraumaticContractureoftheHand

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）

13:30～14:305．Microsurgeryを用いた手指機能再建

黒島永嗣（帝京大学医学部整形外科）

14：30～15:306.前腕bipolar損傷

中村俊康（慶應義塾大学医学部整形外科）

ビデオは，山形国際ホテル5階ワークショップ会場で閲覧できます．

巻により在庫の有無がございます．在庫のあるものは，会員に実費（1本3,000円）で頒

布いたしますので，事務局受付でお申込みください．

－19－
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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/relatedinf/privacy・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)遡」に準じて投稿する．

※※http://www.ishiyaku・co.jp/magazines/URMpdf

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

とってダブルスベースで作成する．

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,m1,1,gなどを使用する．文中の数字はアラビア数字

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

例Heberden結節,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ANewSensoryFlapfbrReconstructionoftheSevereTipInjury:

UniquemowNeurovascularlslandFlap

MasayukiSawaizun,Seiichilshii,MasancmUsui
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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.:Instabilitypattemsofthewrist.
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,In:LichtmanDMed.TheWristandits

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

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

11）和文論文の英文抄録，および英文論文は，できるだけ英語を母国語とする人による校正を受けて
から提出する．著者が希望した場合または査読委員からの要請があった場合は，事務局から英文
校正の専門家に依頼するが，その際の実費は著者が負担する．

12）初校は著者が行い，定められた期限までに書留便で返送する．なお，校正は，誤字脱字等の修正
だけで，新たな加筆，改編は認めない．

13）論文の採否については，評議員で構成される査読委員による査読後，編集委員会においてこれを
決定する．なお，編集委員会は，論文中の用語，字句，表現などにつき著者の承諾を得ることな
しに修正することがある．

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

15）掲載料は学術集会発表論文の場合，本文，図・表・写真を含めて4頁以内は17,000円（原稿用紙
では約16枚）とし，これを超えるものは実費負担とする．ただし，図・表・写真は,4個まで無

料とするが，これを超えるものは実費負担とする．自由投稿論文では10頁以内は1頁につき7,000
円とし，これを超えるものは実費負担とする．ただし図・表・写真は実費負担とする．また他の
手の外科関連学会の抄録などは1頁につき7,000円とする．

参考・表は1表を1個と数える．

・複数の図･写真を組合わせて1個の図･写真とする場合は，各図･写真の左下にA,B,
Cの記号をロットリング，インスタントレタリングなどで記入した上で合成する．
（組合せ写真になっていない場合はそれぞれを1個と数える）

・1個の図・写真・表の大きさはB5判用紙におさまる程度とする．

．鉛筆下書きの図はトレース料として実費を徴収する．

16）別刷は30部までは無料とし,30部を超える場合は実費を徴収する．別刷は掲載料納入後に送付する．
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17)事務局 日本手の外科学会事務局

〒468-0063名古屋市天白区音聞山1013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皮層

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絞抓性神経障害

B-7痙性麻痒

B-8スポーツ損傷・障害

B-9化膿性疾患・リウマチ

B-10無腐性骨壊死

B-11退行性疾患

B-12腫瘍

B-13拘縮

B-14リハビリテーション

B-15手術手技一般

B-16機能再建術

B-17マイクロサージヤリー

B-18関節鏡

B-19画像診断

B-20その他

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



凸且一一一一 h一 ユーゴ旬司一一一

第50回日本手の外科学会学術集会日程表

第1日目4月19日（木）

第5会場 Pa会場第4会場 Pb会場第3会場 PC会場第2会場第1会場
8:00

1’8:00-1~『而
開会式開会式

０
５
０
１ ,15 1515

指尖損傷

座長：吉村光生

S65～S67

15

手指1

座長：高原政利

S47～S49

15

僥骨遠位端骨折1

座長：長田伝重

S27～S29

僥骨遠位端骨折2

座長：面川庄平

S30～S32

日手会50周年記念
シンポジウム

次世代へのﾒｯｾー ジ1
座長：中村蓼吾

Sl～S2

日手会50周年記念｜
シンポジウムi

次世代へのﾒｯｾージ!’

座長§餌2蓼吾｜
日琵鞠需念｜
次世代へのメッセージ2’

座長:生田義和｜
S2～S3’

日手会50周年記念
シンポジウム

次世代へのメッセージ3
座長：玉井進

S4～S5

神経1

座長:長岡正宏

Sll～Sl3 9:00
ポスター貼付9:00－

0505

庵霧需司
次世代へのメッセージ2’

|座長:生田義和｜
IS2～S3’

15肘部管症候群

座長：根本孝一

Sl3～S15

15

皮弁

座長：石田治

S68～S70

15

手指2

座長：石黒隆

55 10:00斗0055 一
》
払

周
ジ

印
ポ

》
〈
云
、
〆

手
シ

鵬
一
日10:00－

’
S50～S52腱

座長：牧裕

15

５
岨
弱

１

皮弁･再接着

三：矢島弘嗣

15

次世代へのメッセージ3’

座長：玉井進
S4～S5

筐
45 Sl6～S18

11:00
00

25

11:00－ 71～S73J人

０
５
１
２

1頁
4J

ワ員
目哩 招待講演3

<JinBoTang>
座長：中村蓼吾
<MiChaeIA.Tonkin>

座長：麻生邦一
s36～S37

招待講演2‐：

!<TerryR.Light>
'座長：柴田実

<AmyLLadd>
座長z金谷文則

Sl9～S20

会長講演

座長：薄井正道

会長講演

座長：薄井正道

｜

’
第30回末梢神経を

語る会 12:00
12:00－

鱸Ｐ
ｈ
Ｊ

の
色

6
25ワ買

全J

'2‘笛畠廻…"塑一…豐劉=一乙・庁

…一=一…－－……1……し…401霞驫鰯灘蕊騒溌辮誘溺難葬霊＝霧

13:00
13:00－

’

鰊
二

５
５
５
５

１
１
１
１
ｉ
Ⅷ
１
１
１
『

14:00－
特別講演

く石井清一〉

座長：山内裕雄

S7

特
毛
窪

14:00

15:00－Ｆ
Ｄ
戸
ｏ

Ｆ
『
〉
１
６
且 '1非

15:00

15 1515

蕊ゼモ
S57～S59

05－

神 経3

座長：池田和夫

S60～S61

55－

神経4

座長：西浦康正

'4， S62～S64

15

胴|雇骨遠位端骨折‘
，座長：戸部正博

S39～S41

15

舟状骨1

座長：柿木良介

S74～S76

神経2

座長：平田仁

S57～S59

展示手指1

座長：内尾祐司
S8i～S83

榛骨遠位端骨折4

座長：戸部正博

S39～S41

先天異常1

座長：高山真一郎

S21～S22

展示前腕1

座長：多田博

SlOl～SIO3

展示

マイクロサージャリー

座長：伊原公一郎
S91～S93

誌
ム
釧
裕
口
一
議
ム
函
港

鶏
發

年
ウ
沌

周
ジ
メ

印
ポ
の

霊
差
趣
座
一
日
次
座

且 Ｊ Ｆ
Ｉ
ｌ
Ｉ
１
１
・
‐
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｒ
ｌ
ｌ
‐
ｊ

ｌ
ｉ
ｌ
Ｉ
１
』
ｌ
Ｉ
ｉ
Ｉ
‐
１
．
１
１
？
１
１
１
１

（
、
Ｕ

戸
ヘ
リ

日手会50周年記念｜

次錦繍もj
座長：矢部裕l

S8～'&9'｡|
日手会50周年記念

シンポジウム

|次世代へのﾒｯｾージ§
|座長:上羽康夫，S9～SlO

50

展示手指2

座長：石突正文
S83～S85

貝ワ
Jイ55 5716:00－

0516:00 ビデオ1

座長：西田

S23～S24

展示前腕2

座長：古月顕宗
SlO4～Sl()6

展 示野球肘
座長：副島修

SlO6～SlO8

展示ロ寸
座長：高岸憲二

SIO8～SllO

展示皮弁

座長：石川浩三

S94～S97

展示指尖損傷

座長：高橋正憲

S97～SlOO

05ト

神 経3

座長：池田和夫

S60～S61

霞
榛骨遠位端

座長：島田

S42～S44

リウマチ1

座長：禁詩岳

S76～S78

リウマチ2

座長；池上博泰

Sl75～S177

５
造
６
部
即
一

折
幸
４
析
佳
緬
一

騨
唾

０
０
５
４

寺古
/子 25

展示手指3

座長：加藤貞利
S86～S88

32

1Q
エリ 16

ビデオ2

座長：信田進吾
S25～S26

55
0017:00－ 00神経4

座長：西浦康正

S62～S64

17:00
展示手関節

座長：酒井昭典
S88～S90

051
19

28 28n『ー

｡｡ 35

18:00－
斗0018:00

日本手の外科学会50周年記念式典日本手の外科

」19:00l"L 」 －’ヨ19:00 0 ｜I

－24－ －25－



ママ土

第2日目4月20日（金）

第2会場第3会場 Pd会場 Pe会場Pa会場第5会場第4会場第1会場
00－8

’15
’’15

8:00

15 1515信言Ｆ
Ｄ１1頁

ユリ 15トー一
展示筋･腱1

座長：久保（愛一
S242～S243

展示筋･腱2

座長：鈴木康

展示筋･腱1
長：久保（愛
S242～S243

内在筋･スポーツ

座長：中土幸男

Sl92～Sl93

展示神経1
座長：五谷寛之

S257～S259

呈示キーンベック病

座 長：土田浩之

S214～S216

展先天異常2

座長：堀井恵美子

Slll～Sll3

CM関節症

座長：貞廣哲郎

Sl28～Sl3(）

手根管1

座長：奥津一郎

皮層･熱傷

座長：平瀬雄一

Sl51～Sl53

座

4q
rU

展示筋･腱2

座長：鈴木康
S244～S246

弧

55 展示神経2

座長：岡島誠一郎
S259～S261

F房

、ノ

榛骨遠位端骨折7

座長：香月憲一

Sl94～Sl95

9
r，J1

UV＝ 展示舟状骨1
座長：坪川直人

S217～S218

9:00
05 Sl70～Sl7205

S244～S246

ミ手根管症候群1

罠：白井久也

S246～S248

ミ手根管症候群2

罠：田中英城
S249～S25］

ミ手根管症候群3

長：内山茂暗
S251～S253

10

シンポジウム1

手の先天異常の治療

座長：川端秀彦
福本恵三

指関節症

座長：山本謙吾

Sl30～Sl32

15 18

シンポジウム2

手･肘関節鏡手術の

現況と展望

座長：和田卓郎
中村俊康

展示手根管症候群1

座長：白井久也
S246～S248

展示

座長

2525ばね指･炎症1

座長：水谷－裕

Sl73～Sl75

展示神経3

座長：砂川融
S262～S264

展示舟状骨2

座長：楠瀬浩一
S219～S221

15
榛骨遠位端骨折8
座長：佐々木孝

sl96～Sl97

45
53Dupuytren拘縮

座長：田崎憲一

Sl32～Sl34

展示手根管症候群2

座長：田中英城
S249～S25］

展示

座長

000000－1010:00
05 展示痙痛･CRPS

座長：清水克時
S221～S223

展示腫瘍･リウマチ

座長：南川義隆

S265～S267

手関節1

座長：谷口泰徳

15

ばね指･炎症2

座長：宮坂芳典

Sl76～Sl78

o員
全』 28

前腕

座長：田嶋光

Sl34～Sl36

展示手根管症候群3

座長：内山茂暗
S251～S253

舜
窪

〕5

展示榛骨遠位端骨折1
座長：>中永修二

S224～S226

42
Sll4～SIl7 Si54～Sl58

Sl97～S200
00”1111：00 03

05－
０
｜
Ｏ

ハ
Ｕ
ワ
］

05５
５
０
２

10０
戸
○

１
２

招待講演8

<MarybethEzaki>

座長：阿部宗昭

SI79

招待講演7

＜Kwan-ChuITark＞

座長：光嶋勲

Sl59

招待講演6

<VincentR.Hentz>

座長：斎藤英彦

Sll8

1200－12:00

252 5 2525

1（昼食）（昼食）（ 昼食 ）

55■■■震…＝'55庁語痔講演1055招待講演1155

(昼食）(昼食）(昼食） (昼食）(昼食）

55
1Q
LEJ 00＝13:00 保険診療

く立花新太郎＞

座長:gglll自之助

S201

<KevinC,Chung>
座長：藤哲
<RobenW.Bucholz>

座長：落合直之
Sl60～Sl61

＜RobertMSzabo＞

座長：堀内行雄

<JalyoungRyu>
座長；浜田良機

SlI9～Sl20

<DaWdChwei-ChinChuan9>
座長：長野昭

<Pan叩anSon9charoen>
座長：河井秀夫

Sl37～S138

第46回

手の先天異常懇話会

５
０
５
１

５
０
５
１

Oo

lO

５
０
５
１

５
０

－
，
１

1400－14:00

10l(）

シンポジウム4

手の外科の新しい

工夫

座長：田中寿一

青木光広

Sl62～Sl66

展示榛骨遠位端骨折2

座長：安部幸雄

S226～S229

展示手根管症候群4

座長：末永直樹

S254～S256

展示手根管症候群4

座長：末永直樹

S254～S256

肘1

座長：岡義範

腫瘍

座長：吉津孝衛

先天異常3

座長：平山隆三

Sl80～S182

シンポジウム3

変形性手関節症の

治療

座長：三浪明男

52説

展示僥骨遠位端骨折3

座長：齋藤知行
S229～S231

S202～S204Sl39～SI4115:00 1500－
05

1rl
llノ10

15先天異常4

座長:栗原邦弘

Sl83～Sl85

肘 2

座長：伊藤恵康

手根管2

座長：立花新太郎

展示ばね指･炎症1

座長：酒井直隆
S267～S269

、司

乙／

展示榛骨遠位端骨折4
座長：澤泉卓哉

S232～S234

Sl21～Sl24
弧

展示ばね指･炎症2
座長：鈴木克侍

S27()～S272

00

■■■
25

S205～S207Sl42～Sl44 00－1616:()(） 02

慶一：
０
５
１
２

０
－
０

１
２

０
５
１
２

展示榛骨遠位端骨折5

座長：今谷潤也

S234～S237

25

音楽･機能評価

座長：仲尾保志
Sl86～Sl87

展示先天異常1
座長：北山吉明

S272～S274

手関節2

座長：小林明正

手根管3

座長：藤澤幸三

Sl45～Sl47

シンポジウム5

リウマチ上肢の

手術治療

座長：龍順之助

水関隆也

Sl24～Sl27

シンポジウム6

手の成長障害の

診断と治療

座長：加藤博之

51貝貝
JJ

0(）17:00 1ワ
ュノ 00－舟状骨2

座長：西川真史

S187～Sl89

展示榛骨遠位端骨折6

座長：稲垣克記

S238～S241

展示先天異常2
座長：泉類博明

S275～S276

S208～S21015

25 28･神経損傷･CRPS

座長：梁瀬義章

Sl47～Sl50

手関節3

座長：岩崎倫政

S211～S213

)5

舟状骨3

座長：村瀬剛

Sl89～Sl91

40

Sl66～Sl6918:00 1800－

1ミ
ユリ 151目

上U

ワ巨
全J

2 5…

19:00 1900

句勺

－4ノー－26－



デ■

DaylAprill9(Thursday)

ｙｒｕ
・
町

一
コ
－

ｍ
．
叩

０
ｔ
ｏ
ｒ
Ｒ
津、●
■
■
且Ｆ

一
‐
０１

了

４１ｒ

犀

１０

両

ＯＲ
”、

Room－jRoom2Rooml RoomPa RoomPb RoomPc

’15

8:008:00J~ml

15

０
５
０
１ ’ODeningRemarks

4 －
1頁
･LLノ151目

1J

DistaIRadius

Fracturel

<D.Osada>

S27～S29

The5()IhJSSH

Annivel･sarV

Symposiuml
<R.Nakamuril>

S1～S2

The50thJSSH

AI1niversarv

Svmposium2
＜Y､Ikuta＞

S2～S3

Finger-tipllljuly

<M.Yoshimula>

S65～S67

Flap

<0.IShida>

Nervel

＜M・Na2aoka>

Sll～S13

Fingerl

<M.Takahala>

9:009:00－ S47～S4905‘｜

CubitalTunnel

Syndrome
＜KNemoto＞

Sl3～Sl5
55

Tendon

PosterPutUp05
151515

Finger2

<T.IshigLllD>

S50～S52

Finge1･3

<S.Takigawa>

S53～S55

DistalRadius

Fracture2

<S.OmOkawa>

S30～S32

55
The5()(hJSSH

AImiversarV

SympoSium3
<S.Tamai>

S4～S5

10:0010:00－ 計()(）S68～S70
Tendon

＜Y・Maki＞

S16～Sl8

151515
DistalRadilIs

F1･actul･e3

<H.Hashizume>

S33～S35

＜Y・Maki＞

15

00Lg'6~s!$11：00－ 11：00－

０
５
１
２

０
５
１
２

15

251:1mWiedLecture2
iTexyR.Light

＜M,Shibata＞

AmyL.Ladd
<F.Kanaya>
Sl9～S20

25，

25
InvitedLecture3

JinBoTang

＜R､Nakamum＞

MichaelA.Tonkin

＜K・ASO＞

S36～S37

InvitedLeCtUre2

TexyR.Light

l〈MShibata〉
|AmyL.Ladd

l君舞啄

Presidential

Lecture

<M.Usui>

S6

The30thMeeting

lbrPeripheralNeI-ve
PI●oblems12:00－ 12:00－

ワ尽
竺U？貝

－ぜ５
０
２
４

13:00－ 13:00－

Bu""sM"tmg(L"ch)

,。‘鍼内払:_昌坐

０
５
４
５ '5555

II1vitedLecture5

WilliamH.SeitZ,J1･

<M.Beppu>

S56

InvitcdLectUre4

SimoK・Vilkki

＜KDoi＞

S38

SpecialLectul･e

Sei-ichilshii

<Y.Yamauchi>

S7

14:00－ 14:00－

Ｆ
Ｏ
Ｆ
Ｄ

５
１

Ｆ
Ｄ
Ｆ
Ｄ

一
‐
ひ
１
１

55

1ー

ID

15:00－ 15:00－
1ｰ

lひ1弓
入響 15 15

｜
1反
L JCongenital

Differencesl

＜S・Takayama>
S21～S22

The50thJSSH

AnniversarV

Svmposium4
＜Y､Yabe＞

S8～S9

DistalRadius

Fracture4

＜M･Tobe＞

S39～S41

Poster:Micl･osurgery

<K.n1aIa>

S91～S93

Scaphoidl

＜R･Kakinoki＞

S74～S76

Nerve2

＜H・Hirata＞

S57～S59

Poster:Foreannl

＜H・Tada＞

SlOl～S103

Poster:Forearm2

＜KKozuki＞

SlO4～SlO6

Poster:BaseballElbow

<O.SoGjima>
SlO6～S108

Poster:Fingerl
＜Y・Uchio＞

S81～S83
50ーｰ

、 ｡

Poster:Finger2
＜M､IShizuki＞

S83～S85

反ワ
KJJ

戸司

り／16:00 05 16:00－05VTRl

＜J・Nishida＞

S23～S24

05

RheumatoidArthnlisl

＜S・Sai＞

S76～S78

05
Nerve3

<K.n<eda>

S60～S61

DisIalRadius

Fracture5

＜K・Shimada>

S42～S44

Poster:Hap

＜K,Ishikawa＞

S94～S97

rheSOthJSSH

AImivcrs&lrv

Symposillm5
＜Y・Ueba>

S9～SlO

25

Poster:Finger3
<S.Kato>

S86～S88

32

l

l
t

43
1650VTR2

<S.Nobuta>

S25～S26

二
、
ｊ

一
つ寵

Nerve4

＜Y･Nisl血1m＞

S62～S64

Poster:Fingertip
Inju'y

<M.Takahashi>

S97～SlOO

DiStalRadiuS

FI･actuI･e6

<Y.Kiyoshige>
S44～S46

RheumatoidArthritis2

<H.nfegami>

Sl75～S177

17:00 17:00－ 00 0005
Poster:EIbow

<K.Takagishi>
SlO8～SllO

Poster:Wrist

<A.Sakai>

S88～S90

19

28 28Q目
L J J

3540
45

、

ヨ（)(）18:0(） 18:00－

rhe50thJSSHAnniversaryCeremon)

’
｜l

,9:00｣001 ’00 19:00

－28－
－29－



= ~ ？ 一 ＝

Day2April20(Friday)

RoolnPaRoom5 RoomPdRoom4 RoomPeRoom3Room2Rooml
8 00－{－

L－8:00ィ

l51poster:Kie,,bOck's'5
Disease

<H.TSuChida>43
S214～S216

57

Poster:Scaphoidl
＜N・TSubokawa＞

25S217～S21818
Poster:Scaphoid2
<KKuSunose>

S219～S22153
00

Poster:Pain/CRPS

<K.Shimizu>

S221～S22328
35

Posle｢:DismlRldiusFrilc1lIrel

<S.Okinaga>
S224～S22603

1(）

1月
▲し 1515

’
15

Inmnsic/Sports

<Y.Nakatsucm>

S192～Sl93

DiStalRadiuS

Fracture7

<K.Kazuld>

Sl94～Sl95

1貝
Lu

CalPalTunnell

<l.Okutsu>

Poster:Muscle/TendoI1I

<T.Kubo>

S242～S243

'15 Poster：Kiellb6ck，s

Disease

<H.TSuChida>

S214～S216

Congenital

Differences2

＜E・Honi＞

Slll～Sll3

Poster:Nervel

<H.Gotani>

S257～S259

AI･thritisofCMJoint

＜T・SadahilO＞

Sl28～Sl30

Ski､/Bum

＜Y･剛mse＞

Sl51～Sl53

50Poster:Muscle/Tendon2

＜Y,SUzuki＞

S2“～S246

r〕k〕
Poster:Nerve2

<SOkmima>
S259～S261

009
Poster:Scaphoidl
＜N・TSubokawa＞

S217～S218

9:00－ Sl70～Sl720505
ArthritisofFingel

Joint

＜K・Yamamoto＞

Sl30～Sl32

10
15

Poster:CalPal
TunnelSyndromel

<HShirai>

S246～S248

TriggerFinger/
Innammationl

<K.Mizlltani>

Sl73～Sl75

25

Poster:Nerve3

＜T・Sunagawa>
S262～S264

SvmDoS1uml
ざa

Congenilal
DiHeI-e“es

Poster:Scaphoid2
<KKuSunose>

S219～S221

SympoSium2

Arthroscopy

＜T･Wada＆

TNakamura>

二
．
０

，
Ｊ

DiStalRadiusFracmle8

<T.Sasaki>

Sl96～Sl97

45
Dupuytren's
Constractu1℃

＜KTazaki＞

Sl32～Sl34

P両面元琿Poster:Calpal-
TunnelSyndrome2

<H.Tanaka>

S249～S251

1000－ 00

Poster:Pain/CRPS

<K.Shimizu>

S221～S223

10:00－ 05

Wnstl

<Y.TamguChi>

Sl97～S20(）

Posler:Tumor/RA

<Y.Minamikawa>

S265～S267

15
<H.Kawabata&

K.FukumOto> TriggerFingelY
Inflammation2

<Y.Miyasaka>

Sl76～Sl78

25
Poster:Carpal

TunnelSyndrome3
Forearm

<H.Tashima>

Sl34～Sl36

Poslc｢:DismlRldiusFrilc1lIrel

<S.Okinaga>
S224～S226

1ワ
エ=S'54～Sl58

<S.Ucmyama>
S251～S253

SlI4～Sll7

11 00－
11：()0－ 脂

５
５
０
２

05
５
５
０
２

０
５
１
２

InvitedLeCmre8

MarVbethEzaki

＜M・Abe＞

Sl79

II1vitedLecture7

Kwan-ChuITark

＜I・Koshima＞

Sl59

InvitedLecture6

Vin“I1IRHcntz

<H.SaiID>

Sll8

鰯 1200－
12:00－

25
の『一

ム0ワ員
一J251

(LLInch)

,MM;:M",|55
RobertMSzabo

＜Y・Horiuchi＞

JaiyoungRyu
<Y.Hamadil>

Sll9～Sl20_--55

10

(Lunch)(Lunch)(Lunch）(Lul1ch)(LLInch)

55555555 1q
ムリ 00－InvitedLecturell

KevinC.Chung
<S.Toh>

Robel･tW.Bucholz

<NOchiai>

S'60～Sl61

II1vitedLecturelO

DavidChwei-ChinChuiin8
<A.Nagano>

PallupanSoI1gchar()en
<H.K&lwai>

Sl37～Sl38

I11vitedLeCUlre9

RobertMSzabo

＜Y・Horiuchi＞

JaiyoungRyu
<Y.Hamadil>

Sll9～Sl20

Seminal･fbrSocial

lnsurance

<J.Rvu>

S201

13;00＝

The46thMeeting

onCongenital
Differenccsofthe

Hand

５
０
５
１

５
０
５
１

５
０
５
１１５０５１

1400－
14:00－

10 10
Poster:Carpal

runnelSvndrome4

<N.Suenaga>
S254～S256

Poster:DistaIRadius

Fracture2

<Y.Abe>

S226～S229

Symposium4

NewStepinHand
Surgely

＜J･TaI1aka＆

M.Aoki>

奇錦榊ﾏ

Congenital
Differences3

<T.Hilayama>

Sl80～Sl82

Elbowl

＜Y,Oka＞

S2()2～S204

Tumor

＜T・Yoshizu＞

SI39～Sl41

＃,Symposium3

OsteoarthritiSOl

thcWI･ist

<A.Minami>

|§,21~S12』

Symposium3

OsteoarthritiSOl

thcWI●ist

<A.Minami>

Sl21～S124

貝ワ
V営 52
､'~Poster:DistalRadius

Fracture3

＜T･Saito＞

27-S222言廼l,,

1貝
上nJ 00－

15:00 '05
10Congenital

Differences4

＜K・Kurhal･a＞

S183～S185

10

Elbow2

＜Y､Itoh＞

S205～S207

15
IJoster:1'rlggerHnger/

Innammationl

＜N・Sakai＞

S267～S269

Cal･palTunnel2

<S.Tachibfma>

Poster：DistalRadius

Fracture4

＜T・Sawaizumi＞

S232～S234
Si62～Sl66 50

Poster:TriggerFingelゾ
lnHammation2

1600－伽1Sl42～Sl44 ()216:00
Poster:DistalRadius

Fracull･e5

<J.Imatani>

S234～S237

０
５
１
２

０
５
１
２

＜KSuzuki＞

S270～S272
０
５
１
２コ０

５
１
２ ワ貝

台J 25
Po5面で可而E面面

Diffbrencesl

＜Y・Kitayama>
S272～S274

Music/FunclionalAssessmem

＜Y･Nakao＞

Sl86～Sl87

I
Wrist2

CalpaITunnel3

<K.FLﾘisawa＞

Sl45～Sl47

SymposiumS

RheumatoidArthriliH

oftheUppel･
E(remitv

Symposium6

GrowthImpairment
oftheHand

＜HKato＞

Sl66～Sl69

51
<A.Kobayashi>

S208～S210

声F

OD Poster:DistalRadius

Fracture6

<K.Inagaki>

S238～S241

17()()－ ()(）Scaphoid2

<S.Nishikawa>

Sl87～Sl89

17:00
Poster:CongenitalDi樅祀nces2

<H.Senmi>

S275～S276
15

25
28

Nervelnjury/CRPS

＜Y､Yfmase>

Sl47～Sl50

WI1st3

＜N､Iwasaki＞

S211～S213

15
10

Scaphoid3

＜T,M山ase＞

Sl89～Sl91

<J.RVLI&

T.Mizuseki>
1800－

18:00

Sl24～Sl27 151515

2525
CIosingRemarks

」 ’’ 1900-L19:00

－31－－30－



…0

ｑ
ｌ
ｑ
ｄ
″

ｆ
４
ｐ

や
●１

二
【賢･･ノQ~:~‘'j'1，ィ

i･El←ミ
《

ソ1

でイ

’

．
‐
ｈ
与
り
ｑ
‐
１

句
！
■
‐

辱
‐
℃
，
巽
姉
。
。
？
．
。
。
や
。

Ｄ
Ｊ
‐
１
◆
Ｊ
、

。
Ｂ
４
４
Ｌ
０
や

《
郵
属
咽
一
一
ゞ
、
、
。
ゞ
．
．

。
ダ
ｂ
ｉ
，
‐

今
朝
ａ
ｅ
ａ
ｑ
■

。
〃
凸
グ
妃
・

毛
■
、
‐
Ｊ
４
皆
ｆ
■
●
。
’
Ｉ

ｒ
ｅ
０
“
．
‐
。
且
■
口
ｌ
ｃ
Ｕ
・
・

，
一
《
坐
．
，
．
ｒ
垂
ｊ
桐
。
『
‐
才
‐
・
』
砂
０
。
沖
味
《
、
？
《
，
一

一
Ｇ
Ｂ
Ｆ
守
口
争

争
Ｏ
ｆ
Ｌ
■
り
り
も
』
■

〉
’
■
．
の
白
ロ
ー
ク
サ
‘
如
合
◇
垂
司
｝
。
‐
ｑ
■
‐

。
《
‐
。
．
、
↑
」
‐
‐
↑
ゞ
‐
い
》
叱
一
・
沢
Ｌ
｜
・
￥

、
６
４
０
９
寺

■

ロ
『
一
。
〃
■
叩
』
‐
■
竹
口
匠
。
‐
も
７
４
６
●
｝
》

－？11
l｛

ｆ
ｌ

■
り
り

Ｌ
４
ｑ

Ｏ

ケ
ｇ
ｏ
■
邑
竺

。
‐
。
。
Ｐ
ザ
や

△
０
勺
ザ
字
。

ご
ｑ
ｒ
Ｊ
白』

Ｆ
１
も
句
９

Ｊ
可
争
Ｊｂ

■

0J

伊

「

ｊ寺ニ
ロ
ル
‐
少
、

聖pYI

．
＆
．
．
↑
界
．
鮒

■
●
Ｆ
凸

■
卜
争
。
‐

△
Ｂ

●
〃
」

０
炉
ｅ
Ｆ
０
Ｂ
Ｑ
ｃ

ｑ
Ｏ

９
７

い
け
．
す

11．．.『1.｝

『I‘！

ii3Iり．4
弓

一?.減･･･－．当･葱

1．．r，‐一宇

【
一

(:』

I

I

f6
JⅦ

1U
I

’

グミ

岳L耳一

一一一三

p

●背
卜引

Ｐ
‐
。
宛
画

軋

勺
申

ｐ
９
Ｐ

〃
０
・

▲
■
《
■
ｇ
ｊ
ｂ
ｐ
郡
づ
詐
釧
ａ

，
〆
．
ゞ
』
■
・
ロ
Ｐ
一
一
ゞ

（
マ
ー
ー
。
ｌ
●
５
も
１
４
９
■
・
』
Ｏ
Ｉ
Ｃ
毛
心
七
■

■
・
巳
・
■
■
■
凸

』
も
｝
守
一
叩
。
Ｌ
・
Ｉ
Ｊ
や
句
，
一
．
》
ｑ
》

ｂ
▽
■
■
‐
０
●
Ｇ
・
‐
・

ゞ
‐
″
・
・
ゲ
、
』
計
；
‐
｜

ザ
Ｇ
一
早
■
巳
』

Ⅶ
Ｌ
ル
ー
尋
談
勺
碑
・
ａ
・

◆
Ｐ
・
今
一
■
ず
●
タ

◆
Ｄ
ト
ロ
■
１
勺
‐
。
。
●

．
■
Ｂ
↑
Ｑ
凸
－
４
合
》
も
ｐ
一

β
■

巳
●
ず
ｒ
｝
ａ
Ｌ
ｑ
ｐ

◆
’
‐
ｐ
咋
〆
一
・
．
↑

ザ
。
唾
毎

Ｄ
●
早
■

今
■
少
．
ロ
ロ
○
日
４
や
芦
‘
ず
や
一
画
坐
一
毛
屯
｝
戸

■
ザ
■

ロ
■
一
“

▽
ｅ
７
ｄ
◇

も
ｑ
ザ
宮
●
け

‐
●
ゴ
、
可
申

。
‐
●
一
‐
■
マ
リ

｝
６
寺
。

０
今

令
毎
包
■
‐

。
』
■
マ

今
の
、
“
し
’
９
．

４
●
七

屯
凸

Ｉ
、
Ｌ
、
ｌ

ｄ
ｐ
Ｊ
‐

才
■
■
今

●
｜

Ｌ
ｐ
■

６
０

・
１
Ｊ

．
，
一
Ｗ
少
々
、
￥
帳
ゞ
，

‐
〆
恥
一
一
一
・
詮
』
澱
伝
Ｐ
ｏ
ｐ

■
知

ｌ
▲
Ｊ
”
・
’

一

ｑ
■

ｑ
り
■

『
凸
。
び
り
巳
Ｏ

Ｌ
・
●

・
牙
↓
・
，
ゴ
苧
・
肱
８
７
．
、
彦

ｑ
Ｏ

、

◇
０
ロ
グ
．
ｑ
卓
９
屯

■
Ｉ
Ｇ
－
ト
・
Ｐ
↓
勺
Ｆ
６

０
８
Ｏ
Ｌ
○
ゴ
ヴ
ノ
‐
｜

ゞ
．
鐸
弛
●
Ｐ
；
．

、
ｂ
・
一

竹

｝
』
｝
▲
□
■
Ｕ
、

凸

■
二

｝
凸
毎

ｂ
Ｆ
。
“
‐
，
夕
．
一
｝
日
・
今

‐
争
、
“
ｒ
■
ｅ

ｄ
４

ｂ
■
げ

▲
Ｄ
●

I
I

｛,（）
℃
』
”
二
戸
．
■
１
０
．
今
・

少
Ｊ
ｑ’

一
凸
斗
■
』
・
’
○
凸
１
．
．
Ｆ
■
ｆ

△
ｐ
４
ａ
亘
・
一

勺
台
』
叩
守
β

心
・
一
一
・
．
ゴ
。
ル
ー
。
▲
一
歩
０

，
ｂ
■
‐
一
“
Ｔ
宅
』
↑
少
。
‐
。
〃
・

△
０
ゞ
ロ
ｒ
、
一
・
．
砿
．
’
０
，
グ

ｒ
私
宅年

二
ｓ
９
０
毎
ｑ
、
■
。
ｒ
卓
岬
叫
岻
一

や

７
、
’
一
国
、
】
、
“
一
●
句
の
心
一
浄
書
《
》
一

■

■
８
Ｐ

Ｄ
Ｄ
Ｌ
’
Ｐ
ｂ
一

一
泊
■
９。

ｆ
●
・
■
？
●
’
‐
帷
》
Ｉ
詮
や
・
ゅ

‐
凸
白
Ｐ
４
号
。
。
？
巴
じ
づ
・
堂
坐
円
ロ
．
Ｊ

Ｊ
Ｐ
‐
」
タ
ュ
。
》
・
・
６
ｆ
９
寺
ｑ
鄙
舞
い

●
６
日

。
●
｜
夕
』
Ｐ
４
■
？
■
●
壬

卜
ｐ
①
■
・
ｒ

０
Ｌ
ｇ
Ｐ
■

l：ゞ.．;..．，､瓢〉』

’51

II

一



第50回日本手の外科学会学術集会プログラム

弟1呂4月19日

8：00～8：15 開会式

開会の辞

第1会場

会長荻野利彦（山形大学整形外科）

8：15～9：05日手会50周年記念シンポジウム次世代へのメッセージ1

座長：中村蓼吾（中日病院名古屋手の外科センター）

1-1-1S知識と智慧と技術そしてNaturasanat,Medicuscurat

医療法人あかね会広島手の外科・微小外科研究所津下健哉……S1

1-1-2S臨床例から学んだもの－先天異常分類への疑問一

中京大学体育学部三浦隆行……SI

1-1-3S手の外科の治療原則から学ぶもの

山形大学名誉教授渡邊好博……S2

9：05～9：55日手会50周年記念シンポジウム次世代へのメッセージ2

座長：生田義和（(医)あかね会広島手の外科・微小外科研究所）

1-1-4S手，職業そして環境

産業医科大学整形外科鈴木勝己他……S2

1-1-5S先天性手異常の治療:50年の経験と今後への期待

順天堂大学整形外科山内裕雄……S3

l-1-6S手の外科への関心の1つ；絞掘性神経障害との出会い

埼玉成恵会病院．埼玉手の外科研究所児島忠雄……S3

9：55～10：45日手会50周年記念シンポジウム次世代へのメッセージ3

座長：玉井進（奈良手の外科研究所）

1-1-7S手の外科への挑戦と提言

国家公務員共済組 合連合会立川病院矢部裕……S4

1-1-8S肘部管症候群に対する我々の手術法

北上済生会病 院 整 形 外 科 阿 部 正 隆 他 … … S 4

1-1-9S整形外科・手の外科医として学んだこと，附属病院長・医学部長に必要な

先見性とリーダーシップ

琉球大学名誉教授茨木邦夫……S5

－33－



11：25～12：25会長講演

座長：薄井正道（東北海道病院）

l-1-10L手の外科と先天異常

山形大学整形外科荻野利彦 ●●●●

13：55～14：55特別講演

座長：山内裕雄（順天堂大学整形外科）

1-1-11L人間の手を考える一手からみた脳とのかかわり－

札幌医科大学名誉教授石井清一……

15：15～16：05日手会50周年記念シンポジウム次世代へのメッセージ4

座長：矢部裕（国家公務員共済組合連合会立川病院）

l-1-12S手の外科へのマイクロサージャリーの導入と発展

奈良手の外科研究所玉井進

1-1-13S手の進化と解剖学的変化

NPO健康医療評価研究機構上羽康夫

l-1-14Sマイクロサージャリーからウルトラマイクロサージャリー

清恵会病院大阪マイクロサージャリーセンター山野慶樹

S6

S7

S8

S8

S9

16：05～17：05日手会50周年記念シンポジウム次世代へのメッセージ5

座長：上羽康夫(NPO健康医療評価研究機構）

1-1-15S次世代へのメッセージ「手の外科とリハビリテーション」

京都府立医科大学名誉教授平澤泰介

l-l-16S手の外科における教育と研修

医療法人あかね会広島手の外科・微小外科研究所生田義和

l-1-17S肘の外科の進歩と次世代へのメッセージ

城山病院上肢機能再建術研究所阿部宗昭

1-1-18S特別発言：手の外科学会発足当時を回顧一若き医師への私の提言

福岡大学名誉教授高岸直人

S9C●●●●

･････S10

｡…・S10
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第2会場

8：15～9：05神経1

座長：長岡正宏（駿河台日本大学病院整形外科）

1-2-1腋窩部における，腋窩動静脈の位置（超音波装置による調査）

福岡豊栄会病院整形外科大嶋直人他……S11

l-2-226ゲージ針を用いた動脈貫通法による腋窩ブロック時の痛み

福岡豊栄会病院整形外科大嶋直人他……Sll

l-2-3回内筋症候群の病態一手術症例からの検討一

北海道整形外科記念病院西尾泰彦他……S12

1-2-4尺骨神経管症候群17例の検討

埼玉成恵会病院・埼玉手の外科研究所小平聡他……S12

l-2-5ガングリオンによる上肢末梢神経障害

浜松医科大学整形外科森本祥隆他……S13

9：05～9：55肘部管症候群

座長：根本孝一（防衛医科大学校整形外科）

1-2-6肘部管症候群の疫学調査

山形大学整形外科加藤義洋他

1-2-7女性に発症した肘部管症候群の検討

北里大学東病院整形外科森口尚生他

1-2-8高齢者の肘部管症候群

埼玉成恵会病院・埼玉手の外科研究所岩城啓修他

1-2=9肘部管症候群に対するエアトームを用いた上腕骨内上類切除術

関西医科大学附属男山病院整形外科松矢浩暉他

1-2-10肘部管症候群の再手術例の検討

中通総合病院整形外科千馬誠悦他

…・S13

…・・S14

．．…S14

S15

．．…S15

9：55～11：00腱

座長：牧裕（新潟手の外科研究所）

l-2-11FTissueEngineeringofHexorTendonswithBioreactorsandStemCells

DivisionofPlasticSurgery,VAPaloAlto&StanfbrdUniversityMedicalCenter,

PaloAlto,CA,USA

JamesCHANG他……S16

1-2-12生体適合性ポリマーゲルのニワトリ腱損傷モデルにおける癒着防止効果

東京大学石山典幸他……S16

l-2-13屈筋腱剥離術の成績

山形大学整形外科渡邉忠良他……S17

1-2-14手根骨偽関節による屈筋腱皮下断裂

川崎市立川崎病院整形外科川島秀一他……S17
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1-2-15

1-2-16

手関節部での屈筋腱皮下断裂に対する遊離腱移植術の治療成績

信 州大学運動機能学山崎宏他……S18

アルミニウム副子を用いた伸筋腱皮下断裂術後減張位早期運動療法

公立長生病院整形外科板寺英一他……S18

11：25～12：25 招待講演2

座長：柴田実（新潟大学形成外科）

1-2-17LTethersofPhysealGrowth

DepartmentofOrthopaedicSurgery,LoyolaUniversityofCmcagoStritchSchoolof

Medicine,Maywood,1,USA

TもrryR.LIGHT……S19

座長：金谷文則（琉球大学整形外科）

1-2-18LMultimediaEducationfbrtheHandSurgeonandBeyond

ChaseHandCenteratStanfOrdUniversityandSUMMIT,PaloAlto,CA,USA

(StanfOrdUniversityMedicalMedia&InfOnnationTechnologies)

AmyL.LADD他……S20

15：15～15：55先天異常1

座長：高山真一郎（国立成育医療センター整形外科）

1-2-19先天性榛尺骨癒合症例の分類と術後成績

琉球大学整形外科金城政樹他……S21

1-2-20先天性榛尺骨癒合症に対する前腕回旋授動術

一局所有茎脂肪弁挿入法の短期成績一

大阪医科大学整形外科白井久也他……S21

1-2-21先天性榛尺骨癒合症に対する僥骨回旋骨切り術

山形大学整形外科金内ゆみ子他．．…･S22

1-2-22先天性榛尺骨癒合症に対する僥骨骨幹部回旋骨切り術の検討

名古屋第一赤十字病院整形外科服部達哉他・…･･S22

15：55～16：43ビデオ1

座長：西田淳（岩手医科大学整形外科）

1-2-23V有鉤骨鉤骨折に対する側方進入法による鉤切除の有用性

麻生整形外科クリニック麻生邦一他．…･･S23

1-2-24V榛骨遠位端骨折変形治癒に対する榛尺骨同時矯正骨切り術

札幌医科大学整形外科和田卓郎他……S23

1-2-25V陳旧性malletfingerに対する指背腱膜広範囲前進法

東京医科大学整形外科諸橋彰他……S24

1-2-26V母指CM関節に対するセラミック製人工関節置換術

藤田保健衛生大学整形外科鈴木克侍他……S24
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16：43～17：19ビデオ2

座長：信田進吾（東北労災病院整形外科）

1-2-27V手根管症候群における手指末梢血流動態の変化について

－新しい手根管症候群検査法の確立－

九州大学整形外科光安

1-2-28V

廣倫他……Sｸ5九州大学整形外科

特発性前骨間神経麻輝に対する神経線維束間剥離術

東京都立広尾病院整形外科

合併症を起こしにくい腕神経叢ブロック

ークーレンカンプ変法；鎖骨上窩腕神経叢ブロックー

田尻康人仙……S25

1-2-29V

浪速生野病院整形外科 高松聖仁他．…．･S26

－37－



第3会場

8：15～9：15 棲骨遠位端骨折1

座長：長田伝重（濁協医科大学整形外科）

1-3-1掌側ロッキングプレート固定を施行したColles骨折の治療成績

－斎藤の治療成績評価基準Excellent例とGood例の差異

聖隷浜松病院手の外科・マイクロサージヤリセンター森谷浩治他……S27

1-3-2掌側lockingplateによる僥骨遠位端骨折の治療

-ACU-LOCTargetedDistalRadiusSystemとDRVLockingPlateSystemの比較一
みつわ台総合病院有薗行朋他……S27

1-3-3僥骨遠位端骨折に対するlockingplate固定一整容的なアプローチ一

駒沢病院整形外科吉川泰弘他……S28

l-3-4小型掌側ロッキングプレートを用いた不安定型僥骨遠位端骨折に対する低侵襲手術

静岡県立総合病院整形外科松岡秀明他……S28

1-3-5ナカシマプロペラ社製僥骨末端用プレートによる不具合症例

大阪府済生会中津病院整形外科安田匡孝他……S29

1-3-6僥骨遠位端骨折掌側プレート固定後の長母指屈筋腱皮下断裂

大阪厚生年金病院整形外科三宅潤一他・・…･S29

9：15～10：15 榛骨遠位端骨折2

座長：面川庄平（医真会八尾総合病院整形外科）

1-3-7僥骨遠位端骨折治療における創外固定器を用いた電気刺激の効果

済生会川口総合病院太田剛他……S30

1-3-8新しい創外固定器“スネーク”を用いた僥骨遠位端骨折の治療成績

帯広厚生病院整形外科木村長三他……S30

1-3-9不安定型僥骨遠位端骨折の治療成績

一掌側Lockingplate固定術とnon-bridge創外固定術の比較一
佐倉整形外科病院徳永進他……S31

1-3-1060歳以上の不安定性榛骨遠位端骨折に対する手術的治療

東海大学整形外科小林由香他……S31

1-3-llARandomisedComparativeProspectiveTrialofPercutaneousK-wireCementingversus

VolarLockingPlatesinOsteoporoticDistalRadiusRactures

DepartmentofHandSurgery,StrasbourgUniversityHospitals,Strasbourg,France
PhilippeLIVERNEAUX他……S32

1-3-12中高年女性榛骨遠位端骨折に対するcondylarstabilizing法と従来法の比較

鶴岡市立荘内病院整形外科後藤真一……S32
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10：15～11：10僥骨遠位端骨折3

座長：橋詰博行（笠岡第一総合病院整形外科）

l-3-13僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレートの問題点

尾道市立市民病院整形外科廣岡孝彦他”…6S33

1-3-14榛骨遠位端関節内骨折におけるロッキングプレート固定の有限要素法による

応力分散の解析

聖マリアンナ医科大学整形外科泉山公他……S33

1-3-15僥骨遠位端骨折に対する新しい掌側ロッキングプレートの開発と臨床応用

東邦大学整形外科学第2講座戸部正博他……S34

1-3-16僥骨遠位端骨折に対する新しい掌側プレートの開発と臨床応用

大阪市立大学整形外科香月憲一他……S34

1-3-17GOneYearResultsComparingPalmar,AnglestablePlateOsteosynthesisand

DorsalPlateOsteosynthesisinHghGradelntraarticularFracmresoftheDistalRadius

DepartmentofHand-PlasticandReconstructiveSurgery,Kantonsspital,St.Gallen,

SwitzedandJ61gGRUNERT他……S35

11：25～12：25招待講演3

座長：中村蓼吾（中日病院名古屋手の外科センター）

l-3-18LEnhancementoftheHealingStrengthofFlexorTendonsbyMeansofModern

Biotecmology:VectorProduction,加1ﾉ""oTrialsand加1ﾉjlﾉoSmdies

DepartmentofHandSurgeIy,AffihatedHospitalofNantOngUniversity,Jiangsu,China

JinBoTANG……S36

座長:麻生邦一（麻生整形外科クリニック）

l-3-19LFlexorTendonRepair:RepairStrengthandAdhesionFonnation

DepartmentofHandSurgery,RoyalNorthShoreHospital,Sydney,Australia

MichaelA.TONKIN他……S37

13：55～14：55 招待講演4

座長：土井－輝（小郡第一総合病院整形外科）

1-3-20LReplantation-30YearsExpedencesmNationalReplantationSerVice

TampareUniversity,Tampere,FinlandSimoKVILKKI他……S38

15：15～16：05僥骨遠位端骨折4

座長：戸部正博（東邦大学第2整形外科）

1-3-21僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定の術後臨床症状

一尺骨茎状突起骨折に対し内固定術は必要であるか？－

香川労災病院整形外科善家雄吉他……S39

1-3-22僥骨遠位端骨折に伴う尺骨茎状突起骨折に対するTACscrewによる内固定の治療経験

さいたま赤十字病院整形外科白川健他……S39
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1-3-23

1-3-24

1-3-25

尺骨茎状突起骨折に対するTACscrewの使用経験

太田総合病院整形外科根本高幸他……S40

高齢者榛骨遠位端骨折に合併した尺骨頭骨折に対する機能的治療法

箕面市立病院整形外科難波二郎他……S40

掌側ロッキングプレートで治療された僥骨遠位端骨折に生じた遷延治癒

九州労 災 病 院 整 形 外 科 畑 中 均 … … S 4 1

16：05～16：50榛骨遠位端骨折5

座長:島田幸造（りん<う医療センター市立泉佐野病院整形外科）

l-3-26GTheTreatmentofArticlilarFracmresoftheDistalRadiususingL.CP.Plate

DepartmentofOrthopaedicSurgery,

UniversityofModenaandReggioE皿Ⅲa,Modena,Italy
RobertADANI他……S42

1-3-27僥骨遠位端骨折手術における術中CアームCTの有用性について

東京大学整形外科大数加光治他……S43

1-3-28AO分類C型僥骨遠位端関節内骨折に対する掌側ロツキングプレートによる

透視下整復固定術一術後成績と関節面の整復一

横須賀北部共済病院坂野裕昭他……S43

1-3-29榛骨遠位端関節内骨折に対する鏡視下整復術

小郡第一総合病院整形外科服部泰典他……S44

16：50～17：40榛骨遠位端骨折6

座長：清重佳郎（済生会山形済生病院整形外科）

1-3-30僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定を確実に行うための工夫

一関節外骨折と関節内骨折に対する有効性の比較－

香川大学整形外科加地良雄他……S44

1-3-31掌側転位型僥骨遠位端関節内骨折に対する掌側ロッキングプレート固定の

治療成績と問題点

濁協医科大学整形外科長田伝重他……S45

1-3-32僥骨遠位端骨折(AO分類TypeC)に対する掌側ロッキングプレート固定のX線学的解析
一ロッキングスクリュー挿入の工夫一

箕面市立病院リハビリテーション科藤原達司他……S45

1-3-33榛骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定法の治療成績

一成績不良例の検討一

関西労災病院整形外科堀木充他……S46

1-3-34僥骨遠位端関節内骨折(AO分類C3型）に対するAO掌側用DistalRadiusPlateの

治療成績

市立四日市病院整形外科奥井伸幸他……S46
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第4会場

8：15～9：15手指1

座長：高原政利（山形大学整形外科）

1-4-1J字型髄内ピン固定法を行った中手骨骨折の治療成績

公立長生病院整形外科板寺英一他……S47

l-4-2中手骨頚部骨折に対する髄内固定とプレート固定の比較

医真会八尾総合病院整形外科藤谷良太郎他……S47

1-4-3手指骨骨折に対する観血的整復固定術後の可動域の獲得

-LowprofileplateとScrewの比較一

横須賀北部共済病院整形外科瀧上秀威他……S48

1-4-4第2-5手根中手関節靱帯の3次元解析による解剖学的研究

日本医科大学武蔵小杉病院整形外科南野光彦他……S48

1-4-5プロボクサーにおけるBoxer'sknuckleの治療経験

国家公務員共済組合連合会新小倉病院整形外科西田智他……S49

1-4-6母指基節骨MP関節側副靱帯付着部剥離骨折に対するblockpinを用いた鋼線刺入固定法

函館亀田病院整形外科三浦一志他……S49

9：15～10：15手指2

座長：石黒隆（いしぐろ整形外科）

1-4-7石黒法による骨性マレット指に対する手術小工夫

関西労災病院整形外科田野確郎他……S50

1-4-8陳旧性骨性槌指に対する石黒法による治療経験

藤枝市立総合病院整形外科豊山起光他……S50

1-4-9手指末節骨骨折の治療成績

手稲前田整形外科病院整形外科畑中渉……S51

1-4-10指節骨頚部騎乗型骨折のサファイアピンによる手術療法

藤田保健衛生大学整形外科重盛香苗他……S51

1-4-11指用IllizarovExternalRxatorの使用経験

町田市民病院形成外科松浦愼太郎他……S52

1-4-12指節骨変形による交叉指に対する3次元動態解析を用いた矯正骨切シミユレーシヨン

大 阪 大学整形外科岡久仁洋他……S52

10：15～11：10手指3

座長：瀧川宗一郎（昭和大学附属豊洲病院整形外科）

1-4-13手指基節骨近位端不安定型骨折に対するプレート固定

医真会八尾病院整形外科大川卓海他……S53

l-4-14外傷性手指関節損傷に対するPIPjointhingeの使用経験

大垣市民病院整形外科千田博也他……S53
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l-4-15指PIP関節内骨折の治療経験

大津赤十字病院形成外科沢辺一馬他……S54

1-4-16手指PIP関節背側脱臼骨折に対する観血的整復固定

土谷総合病院整形外科木森研治他……S54

1-4-17GOsteochondralGraftfbrFractureDislocationofthePIPJointsofRngers

TuenMunHospital,HongKong,China Yuk-yinCHOW他……S55

11：25～12：25第30回末梢神経を語る会

14：55～15：55 招待講演5

座長：別府諸兄（聖マリアンナ医科大学整形外科）

1-4-18LEvolutionoftheManagementofDistalRadiusFractures

ClevelandOrthopaedicandSpineHospitalatLutheran,affiliatedwith

ClevelandClinicFoundation,Cleaveland,OH,USA

WilliamH・SEITZ,Jr

15：15～16：05神経2

座長：平田仁（名古屋大学手の外科）

l-4-19末梢神経緩徐伸長時のミエリン鞘の変化に関する研究

筑波大学整形外科原友紀他

l-4-20二重構造キトサン・チユーブを用いた神経架橋実験

東京医科歯科大学整形外科伊藤聰一郎他

l-4-21骨髄由来細胞を利用した末梢神経再生の新戦略

京都 大 学 整 形 外 科 中 山 憲 他

1-4-22腕神経叢損傷患者におけるヴアーチヤルリアリテイーボツクス使用時の

双極子追跡法を使用した脳内運動中枢活動の観察

せんぽ東京高輪病院整形外科中川種史他

1-4-23拡散強調Mmによる腕神経叢疾患の診断

東京逓信病院整形外科沖永修二他

16：05～16：55神経3

座長：池田和夫（金沢大学整形外科）

1-4-24腕神経叢損傷患者における長胸神経の評価法

小郡第一総合病院守屋淳詞他

l-4-25腕神経叢損傷患者における肩甲上神経再建後の前鋸筋機能の重要性

小郡第一総合病院AbhijeetWAHEGAONKAR他

l-4-26腋窩神経損傷に対する神経移植術の治療成績

平塚市民病院整形外科岡崎真人他

l-4-27肩甲上・腋窩神経合併損傷の治療経験

京都府立医科大学整形外科藤原浩芳他
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l-4-28外傷性腕神経叢麻溥に対する神経手術による肩機能再建術

星ケ丘厚生年金病院整形外科河井秀夫他……S61

16：55～17：45'17：45神経4

座長：西浦康正（筑波大学整形外科）

腕神経叢引き抜き損傷後の神経因性瘻痛と機能的予後に与える早期手術の効果

埼玉医科大学整形外科・脊椎外科加藤直樹他……S62

胸腔鏡補助下肋間神経移行術：

胸腔鏡視下肋間神経剥離術の神経移行術への臨床応用

横浜労災病院整形外科三上容司他……S62

腕神経叢損傷に対する尺骨神経部分移行術(Oberlin法）の治療成績

小 郡 第 一 総 合病院整形外科山崎宏他……S63

WristArthrodesisfOllowingDoubleFreeMuscleTransferinTraumaticBracmal

PlexusPalsy

小郡第一総合病院AhmadADDOSOOm他……S63

1-4-29

1-4-30

1-4-31

1-4-32

1-4-33

小郡第一総合病院A

大胸筋により生じ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

－43－
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第5会場

8：15～9：15 指尖損傷

座長：吉村光生（吉村整形外科医院）

l-5-l小児指尖部完全切断の治療成績

名古屋披済会病院整形外科水島秀幸他……S65

1-5-2小児の指尖部切断再接着の治療成績

大阪外傷マイクロサージャリーセンター，清恵会病院整形外科五谷寛之他……S65

1-5-3指末節切断に対するCompositeGraftの適応と限界について

京都大学形成外科荒田順他……S66

1-5-4閉鎖療法を併用したcompositegaft法による指尖切断の治療

一指尖切断に対する新しい治療法一

日高病院整形外科黒沢一也他……S66

1-5-5指尖部切断における手術的治療の成績

一再接着術，断端形成術，皮弁による再建術の比較一

小郡第一総合病院整形外科坂本相哲他……S67

1-5-6指末節切断再接着の治療成績

愛知県厚生連海南病院整形外科蓮尾隆明他……S67

9：15～10：15 皮弁

座長：石田治（広島市立市民病院整形外科）

1-5-7指尖部皮膚欠損に対するThenarFlapの検討

三豊総合病院阿達啓介……S68

l-5-80bliquetriangularnapによる指尖部再建後の知覚回復と皮弁前進距離について
日本医科大学形成外科佐野和史他……S68

1-5-91nnervatedReverseDigitalArterylslandFlapfbraLargePulpDefectby

BilateralNeuropathyusingtheDirectSmallBranchesofDigitalNerve

DepartmentofOrthopedicSurgery,SeoulNationalUniversityCollegeofMedicine,

Seoul,Korea YoungHoLEE他……S69

1-5-10逆行性後骨間皮弁における皮枝の問題点

名古屋披済会病院整形外科佐久間雅之他……S69

1-5-llNeo-ncrosurgery用に新規開発した高解像度超音波断層装置の性能検証：

手周囲の無名動脈検索の試み

帝京大 学整 形外 科木 村理 夫他 …… S7 0

1-5-12バイオイメージングシステムを用いたラット移植下肢の新しい評価法

自治医科大学整形外科安食孝士他……S70
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10：15～11：15皮弁・再接着

座長：矢島弘嗣（奈良県立医科大学整形外科）

1-5-13上肢の組織欠損に対する有茎広背筋皮弁移植の経験

長崎大 学形 成外 科田 中克 己他 …… S7 1

1-5-14ALTflap(前外側大腿皮弁）による上肢再建

東京 大学形成外科成島三長他……S71

l-5-15当院における手指再接着後の術後管理について

松寿会共和病院岡本仁他……S72

l-5-16手指切断や不全切断における重症度および損傷形態の機能回復ならびに

職場復帰に対する影響

燕労災病院整形外科松崎浩徳他……S72

l-5-17切断指再接着に対するintravascularstenting(WaS)methodの利用

東 京 大学形成外科成島三長他……S73

l-5-18コンピュータ支援マイクロサージャリー：手術支援機器の開発と課題

大阪外傷マイクロサージャリーセンター，清恵会病院整形外科五谷寛之他……S73

15：15～16：05舟状骨1

座長：柿木良介（京都大学整形外科）

1-5-19舟状骨骨折のレントゲン分類に基づいた治療方針

金沢大学整形外科池田和夫他……S74

1-5-20舟状骨骨折の保存的治療

豊橋市民病院整形外科井上五郎他……S74

1-5-21舟状骨骨折における手関節鏡の有用性

（財)新潟手の外科研究所坪川直人他……S75

l-5-22舟状骨骨折に対する経皮スクリュー固定術の進入法の選択について

京都地域医療学際研究所附属病院整形外科辻原隆是他……S75

1-5-23舟状骨骨折治療におけるDTJscrewの有用性について

兵庫医科大学整形外科蔭山敬久他……S76

16：05～16：55リウマチ1

座長：禁詩岳（東京慈恵会医科大学整形外科）

1-5-24リウマチ手関節X線分類と手根中央関節可動域との関連

大阪大学整形外科有光小百合他……S76

1-5-25RA手関節と疾患活動性-10年以上の長期経過一

新潟県立リウマチセンター豊原一作他……S77

1-5-26RA手指関節滑膜切除術の検討（第2報）

（財)甲南病院加古川病院整形外科中川夏子他……S77

1-5-27不安定型リウマチ手関節の術式選択と問題点

徳島大学整形外科浜田佳孝他……S78
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l-5-28リウマチ性手関節症に対する僥骨月状骨間固定術の中期臨床成績

北海道大学整形外科益子竜弥他……S78

16：55～17：3517：3 5 リ ウ マ チ 2

座長：池上博泰（慶應義塾大学整形外科）

尺骨頭への血流を温存したModifiedSauv6-Kapandji法

岐阜大学整形外科大野義幸他．…・・S79

関節リウマチに対するSauv6-Kapandji法の病期別術後成績

奈良県立医科大学整形外科土肥義浩他……S79

関節リウマチに対する吸収性スクリューを使用したSauv6-Kapandji法の治療成績

横浜市立大学整形外科石井克志他……S80

関節リウマチ手に対するFINEtotalfingersystem用いた人工指MP関節置換術の短期成績

1-5-29

1-5-30

l-5-31

1-5-32

東邦大学整形外科 関口昌之他 ･･･S80
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Pa会場

15：15～15：50展示手指1

座長：内尾祐司（島根大学整形外科）

1Pal石黒法に皮下埋没を行った骨性malletfingerの治療経験

弘前大学整形外科湯川昌広他……S81

lPa2石黒法における1工夫

高松赤十字病院整形外科宮本雅文他……S81

lPa3ModificationoftheExtensionBlockKirschnerWireTechmquefbrMalletFingerFracmres:
TwoExtensionBlockPinsMethod

DepartmentofOrthopedicSurgery,SeoulNationalUniversityCollegeofMedicine,

Seoul,Korea YoungHoLEE他……S82

lPa4骨性マレットに対する小切開ピンニング法の経験と治療上の問題点

日本医科大学整形外科青木孝文他……S82

1PaS母指の槌指変形

荻窪病院整形外科池田崇他……S83

15：50～16：25展示手指2

座長：石突正文（土浦協同病院整形外科）

lPa6PIP関節側副靱帯損傷に対するsutureanchorによる治療経験

太田総合病院整形外科金潤壽他

1Pa74-0ネスプロン糸を用いた手指側副靱帯損傷の治療経験

平成記念病院整形外科清水隆昌他

lPa8末節骨骨折に対するminiscrew固定の治療成績

千葉大 学整形外科山田俊之他

1Pa9小児の指節骨骨頭下骨折に対するintrafbcal法の経験

岩手医科大学整形外科薄井知道他

lPalOロッキングプレートシステムを用いた手指骨折の治療

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他

16：25～17：00展示手指3

座長：加藤貞利（北海道整形外科記念病院）

lPallスポーツによる中手骨基節骨関節内頚部骨折の治療経験

鳥取大学整形外科山下優嗣他

lPal2中手骨骨折に対する経皮的髄内鋼線刺入固定術

北海道社会事業協会富良野病院整形外科矢倉幸久他

lPal3CM関節脱臼骨折の治療経験

安城更生病院整形外科新井哲也他

1Pal4母指CM関節症に対する関節形成術

香 川 県 済 生 会病院整形外科中村修他
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1Pal5母指CM関節症に対するThompson変法の治療成績

兵庫医科大学整形外科奥野宏昭他……S88

17：00～17：35展示手関節

lPal6

lPal7

1Pal8

1Pal9

1Pa20

座長：酒井昭典（産業医科大学整形外科）

TFCC障害に対するマイクロスコピーコイルを用いた高分解能MRIと関節鏡

所見の比較

聖マリアンナ医科大学整形外科里見嘉昭他……S88

前腕回内外制限に対する前腕ダイナミック回旋装具の使用経験

岐阜中央病院整形外科

三次元関節運動計測システムの開発

広島大学病院整形外科

尺骨短縮術後の遠位僥尺関節の変化

一遠位僥尺関節の鏡視所見とレントゲン所見の比較－

名古屋大学手の外科

手根骨腫瘍に対するリン酸カルシウム骨ペーストの有用性

奈良県立医科大学整形外科

－48－

野々村秀彦他……S89

砂川融他……S89

山本美知郎他……S90

矢島弘嗣他……S90



Pb会場

15：15～15：57展示マイクロサージヤリー

座長：伊原公一郎（関門医療センター整形外科）

1Pbl上肢リンパ浮腫に対する術中リンパ管造影を用いた

最小侵襲局所麻酔下リンパ管細静脈吻合術の検討

東京大学形成外科緒方英他……S91

1Pb2上肢リンパ管・静脈吻合例の検討

東京慈恵会医科大学形成外科二ノ宮邦稔他……S91

1Pb3重度な手切断損傷の治療

長野赤十字病院形成外科川村達哉他……S92

1Pb4指関節打ち抜き損傷に伴う指骨・指関節周囲組織欠損に対する再建アルゴリズムの検討

-PIP関節打ち抜き損傷例を通して－

東京警察病院形成外科渡辺頼勝他……S92

1Pb5DPC包括支払い制度下での切断指再接着の医療経済

聖隷浜松病院運動器リハビリテーション科高橋勇二他……S93

1Pb6手指レイノー様症状に対する保存的治療と指動脈周囲交感神経切除術の経験

埼玉成恵会病院・埼玉手の外科研究所岩城啓修他……S93

15：57～16：46展示皮弁

座長：石川浩三（大津赤十字病院形成外科）

1Pb7血管付き遊離前鋸筋・広背筋筋膜弁

東京慈恵会医科大学形成外科武石明精他……S94

IPb8Flow-through型前外側大腿皮弁による上肢皮層軟部組織欠損の治療経験

広島大学病院整形外科形成外科診療班横田和典他……S94

1Pb9大腿皮弁による手部再建の経験

飯田市立病 院 形 成 外 科 深 澤 大 樹 … … S 9 5

lPblO遊離側頭筋膜弁による手背，指の再建症例の検討

宮崎社会保険病院形成外科伊木秀郎他……S95

lPbll手掌尺側を被う新しい皮弁-Para-metacarpalUlnarFlap(仮称）の有用性一

埼玉手の外科研究所平瀬雄一他……S96

1Pbl2小指球部穿通枝の解剖学的検討

東京医科大学形成外科田中浩二他……S96

1Pbl3Dupuytren拘縮に対する創開放療法の拘縮改善率は糖尿病合併の有無に依存しない

産業医科大学整形外科酒井昭典他……S97

16：46～17：28展示指尖損傷

座長：高橋正憲（東京歯科大学附属市川総合病院整形外科）

1Pbl4人工真皮とbFGF製剤を併用した指尖部損傷の治療法

東京医科大学八王子医療センター形成外科菅又章他…．。
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1Pbl5

1Pbl6

lPbl7

lPbl8

lPbl9

指尖部切断(Subzone2)における再接着方法についての検討

長浜赤十字病院形成外科北山稔大他……S98

指尖部再接着後のSalvageの1法一真皮下ポケット法の使用経験一

宮崎社会保険病院形成外科高橋国宏他……S98

Adipofascial指交叉皮弁と無毛皮膚移植による指尖部再建術
沖縄県立中部病院形成外科今泉督他……S99

hnervatedLateralMiddlePhalagealFingerfbraLargePulpDefectbyBilateralNeurorrhaphy

DepartmentofOrthopedicSurgery,SeoulNationalUniversityCollegeofMedicine,

Seoul,Korea YoungHoLEE他……S99

母指末節再建12例の経験と我々のアプローチ方法の変遷

東京大学形成外科・美容外科 三原 誠他…･･･S100
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PC会場

15：15～15：57展示前腕1

座長：多田博（函館協会病院整形外科）

IPclOllier病の治療経験

東京慈恵会医科大学形成外科宮脇剛司他……S101

1Pc2多発性骨軟骨腫による前腕変形に対し仮骨延長を行った経験

弘前大学整形外科神裕道他……S101

1Pc3骨軟骨腫による前腕変形，僥骨頭脱臼の手術的治療

会津中央病院整形外科古月顕宗他……S102

lPc4SurgicalTreatmentfOrOsteochondromatosisCausingLimitationoftheForeannRotation

DepartmentofOrthopedicSurgery,SeoulNationalUniversityCollegeofMedicine,

Seoul,Korea GooHyunBAEK他……S102

IPc5前腕骨急性塑性変形(AcutePlasticDefbrmity)の5例

金沢 大学整形外科多田薫他……S103

lPc6小児外傷性僥骨頭脱臼にulnarplasticbowingを来たした症例の治療経験

大阪大学整形外科岡田潔他……S103

15：57～16：32展示前腕2

座長：古月顕宗（会津中央病院整形外科）

lPc7開放性前腕骨骨折(Gustilo分類Type3)の治療経験-7例報告一

福島県立医科大学整形外科川上亮一他……S104

lPc8前腕両骨骨幹部骨折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……S104

lPc9尺骨骨幹部疲労骨折の治療経験

兵庫医科大学整形外科戸祭正喜他……S105

lPclO前腕bipolarinjury/longitudinalradio-ulnardissociation

（単独のGalea"zi骨折,Monteggia骨折は除く）に対する治療

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他……SlO5

IPcll前腕骨変形治癒矯正における三次元実体模型を用いた手術シュミレーションの経験

千葉大学整形外科国吉一樹他……S106

16：32～17：00展示野球肘

座長：副島修（福岡大学整形外科）

lPcl2内側型野球肘のX線学的検討

関西労災病院整形外科中川玲子他……S106

1Pcl3肘離断性骨軟骨炎に対する骨軟骨柱移植術の治療成績

鈴鹿回生病院整形外科森田哲正他……S107

lPcl4上腕骨小頭離断性骨軟骨炎に対する骨軟骨柱移植術の検討

福 岡 大学整形外科荒木剛他……S107
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1Pcl5分離型上腕骨小頭離断性骨軟骨炎に対する吉津法における骨軟骨柱移植術の適応について

京都大学形成外科石河利広他……S108

17：00～17：28展示肘

1Pcl6

lPcl7

1Pcl8

1Pcl9

座長：高岸憲二（群馬大学整形外科）

変形性肘関節症および外傷性肘関節拘縮に対する肘関節形成術の経験

静岡県立総合病院整形外科松岡秀明他……S108

小児の上腕骨外穎骨折後の偽関節・変形治癒に対する手術治療

北海道大学整形外科

僥骨頭骨折の治療経験

岡崎市民病院整形外科

高齢者上腕骨遠位端骨折に対するONIplateの治療成績

長崎県立島原病院整形外科
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大泉尚美他……S109

鬼頭 満他……S109

辻本 律他……S110



弟2呂4月20日金

第1会場

8：15～9：05先天異常2

座長：堀井恵美子（名古屋第一赤十字病院整形外科）

2-l-1先天性多数指屈曲拘縮例に対する母指の機能再建について

国立成育医療センター整形外科森澤妥他……S111

2-1-2当科で加療を行った先天性絞拒輪症候群の検討

札幌医科大学整形外科阿久津祐子他……S111

2-l-3GCongenitalConstructionRingSyndrome-ASeriesof34CasesinSouthTaiwan

DivisionofPlasticSurgery,ChangGungMemorialHospital-KaohsiungMedicalCenter,

ChangGungUniversityCollegeofMedicine,Kaohsiung,Taiwan

Yuan-ChengCHIANG……S112

2-1-4GLow-doseMethotrexateUsefbrTreatmentofSeveleKeloidScarringoftheUPperExtrenty
TexasScottishRiteHospitalfOrChildren,Dallas,TX,USA

ScottOISHI他……S113

9：05～11：05シンポジウム1手の先天異常の治療

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）

福本恵三（埼玉成恵会病院・埼玉手の外科研究所）

2-1-5S当科で加療をおこなった母指多指症の検討

札幌医科大学整形外科射場浩介他……S114

2-1-6SType3母指多指症再建の工夫

名古屋大学手の外科馬島雅高他……S114

2-1-7S皮膚性合指症に対するわれわれの治療法の変遷と術後評価

大津赤十字病院形成外科石川浩三他……S115

2-1-8S裂手症の手術的治療

埼玉成恵会病院・埼玉手の外科研究所福本恵三他．．…･S115

2-1-9S巨指症の治療

広島市立広島市民病院整形外科石田治他……S116

2-1-10S母指形成不全症の治療

国立成育医療センター整形外科高山真一郎他……S116

2-1-11S血管柄付き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

琉球大学整形外科金谷文則他……S117
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11：25～12：25 招待講演6

座長：斎藤英彦（聖隷浜松病院）

2-2-12LReconstructionofUpperExtremityFunctioninTetraplegia

-WhatlStillDo,WhatlNoLongerDo

RobertA.ChaseCenterfOrHandandUpperLimbSurgery,

StanfbrdUniversity,PaloAlto,CA,USA

VincentR.HENTZ他……S118

12：55～13：55 招待講演9

座長：堀内行雄（川崎市立川崎病院整形外科）

2-1-13LDistalRadioulnarJointhstability

UniversityofCalifOrnia,Davis,Sacramento,CA,USA
RobertM・SZABO

座長：浜田良機（山梨大学整形外科）

2-l-14LChangeslMadeinMyPracticeofHandSurgery

WestVirginiaUmversity,Morgantown,WV,USA

JaiyoungRYU

.．…・S119

……S120

14：10～16：10シンポジウム3変形性手関節症の治療

座長：三浪明男（北海道大学整形外科）

2-1-15SSLAC,SNACwristの発生機序

和歌山県立医科大学整形外科谷口泰徳……S121

2-1-16SSLACおよびSNACwristに対する種々 の手術治療

北海道大学整形外科岩崎倫政他……S121

2-1-17S舟状骨偽関節による変形性手関節症の治療

大阪市立大学整形外科香月憲一他……S122

2-1-18S手根不安定症による手関節障害の観血的治療

名古屋大学手の外科中尾悦宏他……S122

2-1-19Sキーンベック病による変形性手関節症に対する腱球移植術の成績

奈良県立医科大学整形外科矢島弘嗣他”…･S123

2-1-20S僥骨手根関節の変形性関節症に対する部分手関節固定術

国保中央病院整形外科小野浩史他“…･S123

2-1-21S僥骨遠位端骨折後の手関節障害の治療

（財)新潟手の外科研究所坪川直人他……S124

16：25～18：25シンポジウム5リウマチ上肢の手術治療

座長：龍順之助（日本大学整形外科）

水関隆也（広島県身体障害者リハビリテーシヨンセンター）

2-1-22Sリウマチ肘関節の手術

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……S124
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2-l-23S

2-1-24S

2-1-25S

2-l-26S

2-1-27S

2-1-28S

RA手関節障害の機能再建：尺側部安定化と筋腱リアライメントの有用性

山形大学大学院リハビリテーション医療学講座高木理彰……S125

リウマチ手に対するインプラント関節形成術後のADL機能評価

国立病院機構相模原病院整形外科関敦仁他……S125

リウマチ手指の再建術

岡山大学人体構成学

リウマチ母指の手術

新潟県立リウマチセンターリウマチ科

リウマチ上肢の末梢神経障害

山口大学整形外科

関節リウマチの手指腱皮下断裂の治療

慶應義塾大学整形外科

－55－

西田圭一郎他……S126

石川肇他……S126

村松慶一他……S127

池上博泰他……S127



第2会場

8：15～9:05CM関節症

座長：貞廣哲郎（ハンズ高知フレッククリニツク）

2-2-l母指CM関節症に対する手術療法と装具療法の治療成績

国立病院機構長野病院整形外科松木寛之他……S128

2-2-2Watson法による母指CM関節形成術の治療経験

済生会下関総合病院整形外科安部幸雄他……S128

2-2-3母指CM関節症に対する関節形成術の成績

山形大学整形外科井上林他……S129

2-2-4表面置換型母指人工CM関節手術の工夫

東京手の外科・スポーツ医学研究所山口利仁他……S129

2-2-5母指変形性CM関節症に対する各種治療法の主観的評価

北海道大学整形外科末永直樹他……S130

9：05～9：45 指関節症

座長：山本謙吾（東京医科大学整形外科）

2-2-6指節関節における変形性関節症と握力の検討-Hizen-OshimaSmdyより一

中間市立病院整形外科戸羽直樹他……S130

2-2-7観血的に加療したHeberden結節の術後経過

広島大学整形外科鈴木修身他……S131

2-2-8表面置換型PIP人工指関節の手術術式関する1考察

一掌側アプローチと背側アプローチー

土浦協同病院整形外科石突正文他……S131

2-2-9手指関節可動域訓練用CPMロボットの試作

近畿大学整形外科大谷和裕他……S132

9：45～10:25Dupuytren拘縮

座長：田崎憲一（荻窪病院整形外科）

2-2-10当科におけるDupuytren拘縮の手術例の検討

順天堂大学整形外科有冨健太郎他……S132

2-2-11当科におけるDupuytren拘縮の手術成績

山梨大学整形外科佐藤信隆他……S133

2-2-12Dupuytren拘縮に対する横切開を用いた開放療法
星ケ丘厚生年金病院整形外科樋口晴久他……S133

2-2-13外傷後に発生したDupuytren拘縮症例の検討

-"falseもしくはnon-Dupuytrenspalmarfascialdisease"と分類するべきか？
熊谷総合病院整形外科阿部圭宏他……S134
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10：25～11：05前腕

座長：田嶋光（熊本整形外科病院）

2-2-15小児前腕両骨骨幹部骨折に対する治療-Platingの適応一

高知医療センター救命救急センター黒住健人……S134

2-2-16前腕における仮骨延長法の検討

奈良県立医科大学整形外科前川尚宜他……S135

2-2-17小児前腕への血管柄付き腓骨移植術後の骨延長術の経験

奈良県立医科大学整形外科小畠康宣他……S135

2-2-18前腕回旋安定性に重要な骨間膜の解剖学的部位についての基礎的研究

大阪大学整形外科野田和王他……S136

12：55～13：55招待講演10

座長：長野昭（浜松医科大学整形外科）

2-2-19LManagementofPeripheralNerveIIUury

DepartmentofPlasticSurgely,ChangGungMemorialHospital,

ChangGungUmversity,Taipei,Taiwan

DavidChwei-ChinCHUANG……S137

座長：河井秀夫（星ケ丘厚生年金病院整形外科）

2-2-20LFunctioningFree-MuscleTransferfbrDelayPresentationBrachialPlexuslniuryPatients

DepartmentofOrthopaedicSurgery,FacultyofMedicineSiri呵Hospital,

MahidolUniversity,Bangkok,Thailand

PanupanSONGCHAROEN他……S138

14：10～15：10腫瘍

座長：吉津孝衛（新潟手の外科研究所）

2-2-21当科における手の腫瘍の検討一過去23年の分析一

荻窪病院整形外科田崎憲一他……S139

2-2-22手，前腕腫瘍摘出時における血管柄付き組織移植について

松江赤十字病院形成外科梶彰吾他……S139

2-2-23手に発生した動静脈奇形に対し経動脈的塞栓術と外科的摘出を施行した1例

公立藤岡総合病院整形外科長谷川仁他……S140

2-2-24手部に発生したタイプCFast-flowVascularMalfbnnationの治療経験

虎の門病院形成外科太田栄一他……S140

2-2-25月状骨の襄腫様骨透亮像の検討

北里大学東病院整形外科小林明正他……S141

2-2-26手指腱鞘巨細胞腫の臨床，画像所見

横浜市立大学整形外科堀武生他……S141
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15：10～16：10手根管2

座長：立花新太郎（虎の門病院整形外科）

2-2-27特発性手根管症候群の手術例における電気生理学的検討

京都府立医科大学整形外科

逸見聡一郎他……S142

2-2-28手根管症候群重症例に対する電気生理学的検討の試み

神戸労災病院整形外科金谷貴子他……S142

2-2-29手根管症候群におけるAPB-CMAP導出不能例の検討

佐倉整形外科病院江畑龍樹他……S143

2-2-30術前SNAP導出不能であったCTSに対するECTRの成績

一電流知覚閾値検査を用いた定量的評価一

西陣病院整形外科牧之段淳他……S143

2-2-31知覚評価が軽症な手根管症候群に対する振動覚閾値検査の有用性

香川大学整形外科加地良雄他……S144

2-2-32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……S144

16：25～17：15手根管3

座長：藤澤幸三（常葉学園浜松大学健康プロデュース学部）

2-2-3370歳以上の重度手根管症候群に対する小皮切開放術の治療成績

一第2虫様筋複合筋活動電位との関連性一

石巻赤十字病院整形外科長谷川和重他……S145

2-2-34虫様筋が原因と考えられた両側手根管症候群の1例一症例報告と病態研究一

杏林大学救急医学山田賢治他……S145

2-2-35KienbOck病を伴った手根管症候群

国立病院機構長野病院整形外科松木寛之他……S146

2-2-36手根管症候群における母指球部の知覚異常症例の病態の検討

札幌医科大学整形外科小笹泰宏他･･･…S146

2-2-37内視鏡下手根管開放術における術前・術後のGuyon管内圧変化

おくつ整形外科クリニック奥津一郎他……S147

17：15～18：15神経損傷・CRPS

座長：梁瀬義章（長吉記念病院整形外科）

2-2-38手根管内注射の刺入部位による正中神経損傷回避

信州大学整形外科内山茂晴他……S147

2-2-39鏡視下手根管開放術における術中トラブル

名越整形外科医院名越充他……S148

2-2-40医原性末梢神経損傷例の検討

和歌山県立医科大学整形外科谷口泰徳他……S148
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2-2-41

2-2-42

2-2-43

1

求心路遮断性瘻痛（幻肢痛,CRPS,腕神経叢損傷）に対する鏡療法

尼崎中央病院整形外科三木健司他……S149

当科における上肢CRPS患者の治療成績

札幌医科大学整形外科相木比古乃他……S149

手指神経因性瘤痛ならびに複合性局所瘤痛症候群に対する局所神経損傷所見と

手術治療成績

稲田病院整形外科 稲 田 有 史 他 … … S 1 5 0
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第3会場

8：15～9：10 皮層・熱傷

座長：平瀬雄一（埼玉成恵会病院形成外科）

2-3-1筋膜付き遊離皮膚移植におけるヒト末梢血由来AC133陽性細胞移植の効果

広島大学病院整形外科中西美紗他……S151

2-3-21CG蛍光リンパ管造影法を用いた上肢リンパ浮腫に対するリンパ管静脈吻合術

岡山大学形成再建外科長谷川健二郎他……S151

2-3-3上肢電撃傷の臨床的検討

北里大学病院救命救急センター根本充他……S152

2-3-4ヒートプレス損傷に対する治療経験

吉本整形外科・外科病院整形外科中西昭登他……S152

2-3-5GExpedenceofManagementofHandBurnContracmresinChina

ThePrinceofWalesHospital,TheChineseUniversityofHongKong,

HongKong,China L.K.HUNG他……S153

9：10～11：10シンポジウム2手・肘関節鏡手術の現況と展望

座長：和田卓郎（札幌医科大学整形外科）

中村俊康（慶應義塾大学整形外科）

2-3-6SCM・MP関節鏡の現況と展望

にしかわ整形外科・手の外科クリニック西川真史他……S154

2-3-7S僥骨遠位端骨折に対する鏡視下手術の実際

済生会下関総合病院整形外科安部幸雄……S154

2-3-8S外傷性手関節拘縮に対する鏡視下授動術

名古屋第一赤十字病院整形外科服部達哉他…･･･S155

2-3-9STFCC尺側部損傷に対するoutside-in手技による関節鏡視下縫合術の治療成績

東住吉森本病院リウマチ科・整形外科恵木丈他……S155

2-3-10SFoveaでのTFCC損傷に対する鏡視下縫合の実際

関西電力病院整形外科手の外科センター藤尾圭司他……S156

2-3-llS肘関節鏡視下の拘縮解離

昭和大学整形外科稲垣克記他……S156

2-3-12S変形性肘関節症に対する鏡視下関節形成術の手技と成績

市立大町総合病院整形外科下川寛一他……S157

2-3-13S変形性関節症およびリウマチ肘に対する肘関節鏡視下手術の現況

りんくう総合医療センター市立泉佐野病院整形外科島田幸造・・…･S157

2-3-14S上腕骨外側上穎炎に対する鏡視下手術

札幌医科大学整形外科辻英樹他……S158
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11：25～12：25招待講演7

座長：光嶋勲（東京大学形成外科）

2-3-15LHemangiomaandVascularMalfbnnations:TheirDiagnosisand'neatmentAlgoddnn

DepartmentofPlastic&ReconstructiveSurgery,YonseiUniversity,Seoul,Kol℃a

Kwan-ChulTARK……S159

12：55～13：55招待講演11

座長：藤哲（弘前大学整形外科）

2-3-16LManagementofDistalRadiusFracture,WhatistheEvidence？

SectionofPlasticSurgery,DepartmentofSurgery,UniversityofMichiganHealth
System,AnnArbor,MI,USA

KevinC.CHUNG……S160

座長：落合直之（筑波大学整形外科）

2-3-17LTheUseofBoneGraftSubstitutesandGrowthFactorsfbrFractureHealing

DepartmentofOrthopaedicSurgery,UniversityofTexasSouthwesternMedical

Center,Dallas,TX,USA

RobertW.BUCHOLZ……S161

14：10～16：10シンポジウム4手の外科の新しい工夫

座長：田中寿一（兵庫医科大学整形外科）

青木光広（札幌医科大学理学療法学科）

2-3-18S屈筋腱縫合部の抗張力について

札幌医科大学青木光広他……S162

2-3-19S腱縫合とハンドセラピイ

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……S162

2-3-20S末梢神経損傷や障害に対するMmの応用

筑波大学整形外科西浦康正他……S163

2-3-21S手の外科領域におけるlockingplateの応用

済生会山形済生病院整形外科清重佳郎他……S163

2-3-22S腱・靱帯骨付着法-TJscrewsystemの開発

兵庫医科大学整形外科田中寿一他……S164

2-3-23S上肢手術における3Dコンピューターシミュレーションの応用

大阪大学整形外科村瀬剛他……S164

2-3-24S上肢の骨接合術における工夫（はめ込み固定）

山形大学整形外科高原政利他……S165

2-3-25S手根骨壊死に対する血管柄付き骨移植術

医真会八尾総合病院整形外科面川庄平他……S165

2-3-26S手指の軟骨再生一関節軟骨再生に関する実験的研究一

慶應義塾大学整形外科佐藤和毅他……S166
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16：25～18：25シンポジウム6手の成長障害の診断と治療

座長：加藤博之（信州大学整形外科）

2-3-27S上肢の外傷性成長障害

麻生整形外科クリニック麻生邦一他……S166

2-3-28S短指症・斜指症の診断と治療

大阪府立母子保健総合医療センター整形外科川端秀彦他……S167

2-3-29SMadelung変形に対する手術治療

名古屋第一赤十字病院整形・手の外科堀井恵美子他……S167

2-3-30S先天性異常手の成長障害に対する遊離脂肪移植を用いた矯正術

済生会山形済生病院整形外科石垣大介他……S168

2-3-31S

2-3-32S

前腕・手における骨延長による再建

弘前大学整形外科

小児多発性骨軟骨腫による前腕変形に対する手術治療

一変形矯正の効果についてのX線学的検討一

北海道大学整形外科

－62－

藤哲他……S168
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第4会場

8：15～9：15手根管1

座長：奥津一郎（おくつ整形外科クリニック）

2-4-1特発性手根管症候群における超音波下正中神経断面積測定の診断的価値

一第4報：神経伝導速度検査との併用による診断能の改善効果一

虎の門病院整形外科中道健一他……S170

2-4-2高分解能MRIを用いた手根管症候群における手根管内形態変化に関する研究

一手根管症候群患者と中年健常女性における相違について－

筑波大学整形外科西浦康正他……S170

2-4-3手根管症候群の腱滑膜内血管病変におけるtenascin-Cの役割

三重大学整形外科辻井雅也他……S171

2-4-4血液透析手根管症候群患者における横手根靭帯一ペントシジンからの病態検討一

浜松医科大学整形外科大村威夫他……S171

2-4-5透析性頚椎症手術例における手根管症候群合併の臨床的検討

名古屋第二赤十字病院整形外科馬渕まりえ他……S172

2-4-6手根管症候群の外科的治療における自記式QOL評価法(DASH,CTSI)

と神経伝導速度の関連性

信州大学整形外科伊坪敏郎他……S172

9：15～10：15ばね指・炎症1

座長：水谷－裕（東邦大学第2整形外科）

2-4-7高齢者手指屈筋腱滑膜炎の病因論の検討

熊本整形外科病院田嶋光……Sl73

2-4-8腱鞘炎組織のCyclooxygenase-1(Cox-1)の発現

藤田保健衛生大学第二教育病院整形外科寺田信樹他……S173

2-4-9PAPulleyの重要性

埼玉成恵会病院・埼玉手の外科研究所児島忠雄他……Sl74

2-4-10A2腱鞘でのバネ指

東京手の外科・スポーツ医学研究所山口利仁他……S174

2-4-11ばね指に対するトリアムシノロン注入量の検討

日本大学整形外科山口太平他……S175

2-4-12母指の狭窄性腱鞘炎における鏡視下腱鞘切開手術の有用性

東京先進医療センター整形外科仲尾保志他…･･･S175

10：15～11：05ばね指・炎症2

座長：宮坂芳典（東北公済病院宮城野分院整形外科）

2-4-13弾発指一母指以外の小児弾発指の治療成績－

信州大学整形外科塩澤律他……S176
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2-4-14

2-4-15

2-4-16

2-4-17

NamralHistoryofCongemtalTTiggerThumb

DepartmentofOrthopedicSurgery,SeoulNationalUniversityCollegeofMedicine,

Seoul,Korea GooHyunBAEK他……S176

深部組織に至る手部咬傷の手術的治療経験

岡山済生会総合病院整形外科三輪啓之他……S177

化膿性肘関節炎に対する筋弁移行術の治療成績

山口大学整形外科重冨充則他……S177

上肢に発症した壊死性筋膜炎の臨床経過と予後

日本赤十字社和歌山医療センター整形外科麻田義之他……S178

11：25～12：25 招待講演8

座長：阿部宗昭（城山病院上肢機能再建研究所）

2-4-18LLimbSizeDifferences-differentialDiagnosis:FewerthanTen-pattemRecognition

inUPperLimbMalfbrmation

TexasScottishRiteHosPitalfbrChildren,Dallas,TX,USA

MarybethEZAKI ……S179

12：55～13：55第46回手の先天異常懇話会

14：10～15：05先天異常3

座長：平山隆三（旭川赤十字病院整形外科）

2-4-19欠指症の形態と機能再建

東京慈恵会医科大学形成外科栗原邦弘他・・…･S180

2-4-20母指化術例の検討

東京慈恵会医科大学形成外科栗原邦弘他……S180

2-4-21長軸形成障害の手関節形成について

東京慈恵会医科大学形成外科西岡弘記他……S181

2-4-22巨指症に対する骨端線閉鎖術の成長抑制効果の検討

名古屋大学手の外科篠原孝明他……S181

2-4-23GResultsofSingleStageReductionProcedurefOrMacrodactyly

DepartmentofOrthopaedicSurgery,SchoolofMedicine,

KyungpookNationalUmversity,Daegu,Korea Poong-TaekKIM他……S182

15：05～16：00先天異常4

座長：栗原邦弘（東京慈恵会医科大学形成外科)

2-4-24マイクロスコピーコイルを用いた母指多指症の高分解能MRI

長崎大学形成外科安楽邦明他……S183

2-4-25母指多指症Wassel分類1V型の治療成績

山形大学整形外科渡邊忠良他……S183
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2-4-26G

2-4-27

2-4-28

AestheticAspectofExtraThumbSurgery

DivisionofHand&Microsurgely,DepartmentofOrthopaedic&Tiaumatology,

PrinceofWalesHospital,ChineseUniversityofHongKong,HongKong,China

P.C.HO……S184

"横走骨”に伴って出現する隣接指の骨格異常の解析

山形大 学整形外科伊藤和生他……S185

創外固定器を用いたside-distraction分離法に先天異常手の指形成手術

東京先進医療センター整形外科仲尾保志他……S185

16：25～16：55音楽・機能評価

座長：仲尾保志（東京先進医療センター）

2-4-29フオーカル・ジストニアの音楽家の脳皮質活動一機能的MRIによる解析

横浜市立大学整形外科酒井直隆他……S186

2-4-30イラスト付き上肢障害評価表の開発

中津川市民病院神谷実佳子他……S186

2-4-31イラスト付き20項目質問表の信頼性および妥当性の検討

岐阜社会保険病院整形外科栗本秀他……S187

16：55～17：35舟状骨2

座長：西川真史（にしかわ整形外科・手の外科クリニック）

2-4-32舟状骨偽関節後の舟状骨遠位端切除後の応力分布の変化

名 古 屋 大学手の外科松木浩他……S187

2-4-33舟状骨遷延治癒・偽関節に対してのDynancMRIによる検討

信州大学整形外科中村恒一他……S188

2-4-34舟状骨偽関節の治療

一三次元コンピュータシミュレーションと実物大立体模型による術前計画一

大阪市立大学整形外科佐々木康介他……S188

2-4-35小児における舟状骨偽関節の治療

神戸大学整形外科国分毅他……S189

17：35～18：15舟状骨3

座長：村瀬剛（大阪大学整形外科）

2-4-36舟状骨骨折偽関節における治療方法の選択

小郡第一総合病院整形外科坂本相哲他……S189

2-4-37舟状骨偽関節に対する血管柄付き骨移植術の内固定材の検討

-K-wireかScrewか－

日本医科大学整形外科澤泉卓哉他……S190

2-4-38舟状骨偽関節に対する手関節背側からの血管柄付き骨移植術の治療成績

京都大学整形外科柿木良介他……S190
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2-4-39舟状骨偽関節に対する有茎榛骨移植術

広島大学病院整形外科-砂｝II 融他……S191

・4
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第5会場

8：15～8：55内在筋・スポーツ

座長：中士幸男（国立病院機構長野病院整形外科）

2-5-1中・環・小指MP関節屈曲モーメントにおける内在筋の機能

掛川市立総合病院整形外科洪淑貴他……S192

2-5-22次元3指節剛体リンクモデルを用いた内在筋麻痒指に対する各種腱移行術の

手術シミュレーション

慶應義塾大学整形外科中村俊康他……S192

2-5-3原因不明の限局性手内在筋拘縮症例の7症例

徳島大学整形外科浜田佳孝他……S193

2-5-4スポーツ選手の手内筋の定量的筋力測定

山形大学整形外科高原政利他……S193

8：55～9：35僥骨遠位端骨折7

座長：香月憲一（大阪市立大学整形外科）

2-5-5榛骨遠位端骨折の機能評価法に関する検討

日本医科大学整形外科林央介他……S194

2-5-6僥骨遠位端骨折後に生じた手関節拘縮に対する鏡視下授動術の検討

興生総合病院整形外科河野正明他……S194

2-5-7僥骨遠位端骨折後の手関節内隔壁形成

市立豊中病院整形外科山本浩司他……S195

2-5-8僥骨遠位端骨折後CRPS発生要因の検討

小郡第一総合病院整形外科土井一輝他……S195

9：35～10：05榛骨遠位端骨折8

座長：佐々木孝（済生会神奈川県病院整形外科）

2-5-9榛骨遠位端骨折変形治癒に対する矯正骨切り術の経験

弘前大学整形外科湯川昌広他……S196

2-5-10僥骨遠位端骨折変形治癒に対する新しい骨切り法による矯正骨切り術

大阪労災病院整形外科川端確他……S196

2-5-ll術前に三次元切削加工した連通多孔体人工骨を用いた僥骨遠位端変形治癒骨折に

対する矯正骨切り術

大阪市立大学整形外科米田昌弘他……S197

10：05～11：05手関節1

座長：谷口泰徳（和歌山県立医科大学整形外科）

2-5-12手関節背側部の慢性瘤痛について－診断と治療に苦慮した症例の検討一

市立札幌病院整形外科平地一彦他……S197
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2-5-13

2-5-14

2-5-15

2-5-16

2-5-17

キーンベック病に対する榛骨骨切り術の治療成績と関節鏡所見の検討

名古屋大学手の外科建部将広他……S198

キーンベック病における血管柄付骨移植と併用した有頭骨短縮と舟状有頭骨仮固定の

治療成績

京都大学整形外科池口良輔他……S198

手関節運動時における生体3次元靱帯計測：僥骨舟状有頭骨靭帯

友紘会総合病院整形外科後藤晃他……S199

月状骨周囲損傷における発症機転と治療成績

東京医科大学整形外科高瀬勝己他……S199

SLACwristに対する4-CornerFusion

成田整形外科病院山田康人他……S200

12：55～13：55保険診療

座長：龍順之助（日本大学整形外科）

2-5-18L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 ･･S201

14：10～15：10肘1

座長：岡義範（東海大学大磯病院整形外科）

2-5-19僥骨頭骨折の治療成績の検討

国家公務員共済組合連合会東海病院整形外科三ツロ由紀子他……S202

2-5-20AOnnicondylarplateを使用した僥骨頭粉砕骨折．頚部骨折の治療成績
愛知医科大学整形外科山崎豊弘他……S202

2-5-21僥骨近位端骨折を伴った肘関節脱臼の治療成績について

社会保険中京病院整形外科夏目唯弘他……S203

2-5-22尺骨鉤状突起骨折(Regantype2,3)13例の検討

豊橋市民病院整形外科入澤太郎他……S203

2-5-23小児陳旧性上腕骨外穎骨折の治療の経験

ボリビア国サンタクルスサンフアン病院整形外科仁田原憲二……S204

2-5-24上腕骨骨幹部骨折および偽関節に対する創外固定法の治療経験

防衛医科大学校整形外科尼子雅敏他……S204

15：10～16：10 肘2

座長：伊藤恵康（慶友整形外科病院）

2-5-25FArthroscopicECRBReleasefbrLateralEpicondylitis:AnAssociatedlntra-ArticularPathology

DepartmentofOrthopaedicSurgery,KyungpookNationalUniversityHospital,
h-HoJEON他……S205Daegu,Korea

2-5-26上腕骨外側上穎炎に対する肘関節鏡視下手術

聖マリアンナ医科大学整形外科新井猛他……S205

－68－



2-5-27

2-5-28

2-5-29

2-5-30

上腕骨外上穎炎に対する筋膜切開術と短榛側手根伸筋腱延長術の検討

屋島総合病院整形外科香川好男他……S206

肘関節後方障害に対する鏡視下手術

慶友整形外科病院辻野昭人他……S206

上腕骨小頭離断性骨軟骨炎に対する外側模状骨切り術（吉津法）の治療成績

濁協医科大学整形外科亀井秀造他……S207

上腕骨小頭離断性骨軟骨炎に対する治療成績

医療法人友和会鶴田整形外科鶴田敏幸他……S207

16：25～17：25手関節2

座長：小林明正（北里大学東病院整形外科）

2-5-31尺骨付着部でのTFCC断裂が遠位僥尺関節不安定性におよぼす影響

一未固定保存標本を用いたバイオメカ解析一

札幌医科大学整形外科森谷珠美他

2-5-32手根運動における尺骨手根靱帯の生体3次元靱帯距離変化

大阪大学整形外科森友寿夫他

2-5-33手関節尺側部痛に対するFoveaSign手技の統計学的検証

昭和大学整形外科富田一誠他

2-5-34TFCC尺骨小窩損傷に対するCTarthrography

関目病院整形外科村井正和他

2-5-35ストレスMRI撮影による遠位僥尺関節の不安定性評価の試み

慶應義塾 大学整形外科斉藤毅他

2-5-36MRIマイクロスコピーコイルを使用したTFCC病変に対する読影者間の比較

キッコーマン総合病院整形外科田中利和他

…・・S208

……S208

……S209

･･･…S209

｡．S刑0

……S210

17：25～18：15手関節3

座長：岩崎倫政（北海道大学整形外科）

2-5-37Palmer分類に該当しない三角線維軟骨損傷一新分類の提案一

済生会下関総合病院整形外科安部幸雄……S211

2-5-38反復性遠位僥尺関節掌側脱臼の治療経験

慶應義塾大学整形外科中村俊康他……S211

2-5-39有痛性尺骨茎状突起偽関節に対する骨接合術

土谷総合病院整形外科梶原了治他……S212

2-5-40尺骨短縮術の治療成績

札幌医科大学整形外科織田崇他……S212

2-5-41吸収性ピンを用いたS.Kapandji法

近畿大学堺病院整形外科菊池啓他……S213
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Pa会場

8：15～8：57 展示キーンベック病

座長：土田浩之（みゆき会病院整形外科）

2Palキーンベック病に酷似した月状骨内軟骨腫

埼玉医科大学病院整形外科河野慎次郎他……S214

2Pa2MRスペクトロスコピーによる関節内骨壊死の検討

一第2報：長期経過観察，回復期脂肪水信号比の測定一

慶應義塾大学整形外科小原由紀彦他……S214

2Pa3KienbOck病における月状骨内血行動態の僥尺側間差に関する検討

-DynamicMRIを用いて－

千葉大学整形外科松戸隆司他……S215

2Pa4KienbOck病における僥骨骨切り術の治療成績一手根中央関節面の影響について一

聖マリアンナ医科大学整形外科清水弘之他……S215

2PaSKienbOck病に対する僥骨遠位端からの有茎血管柄付き骨移植術の短・中期成績

西奈良中央病院整形外科重松浩司他……S216

2Pa6小児期に発生したKienb6ck病に対する仮STT固定による治療

奈良県立医科大学整形外科大田大良他……S216

8：57～9：25展示舟状骨1

座長：坪川直人（新潟手の外科研究所）

2Pa7 舟状骨不顕性骨折のCT所見一顕性骨折との比較一

富永草野病院整形外科草野望他……S217

2Pa8 舟状骨骨折の不顕性癒合

中日病院名古屋手の外科センター三ツロ秀幸他……S217

2Pa9小皮切による舟状骨骨接合の治療成績

神戸大学整形外科名倉一成他……S218

2PalO経舟状骨月状骨周囲脱臼に対する治療法の検討

京都府立医科大学整形外科小田良他……S218

9：25～10：00展示舟状骨2

座長：楠瀬浩一（東京労災病院整形外科）

2Pall舟状骨骨折再手術例の治療経験

広島大学整形外科來嶋也寸無他……S219

2Pal2舟状骨偽関節におけるMRIと病理組織所見との関係

大阪市立大学整形外科明石健一他……S219

2Pal3舟状骨偽関節に対する円形骨切りドリル（ボウラー）の使用経験

岩手医科大学整形外科齋藤良輔他……S220

2Pal4血管柄付き骨移植による舟状骨偽関節の手術成績

昭和大学横浜市北部病院整形外科川崎恵吉他……S220
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2Pal5血管柄付骨移植術を施行したPreiser病の7例

慶應義塾大学整形外科清水国章他……S221

10：00～10：35展示痙痛・CRPS

座長：清水克時（岐阜大学整形外科）

2Pal6手の挫滅損傷に対する前腕部の持続的末梢神経ブロック

富山大学整形外科長田龍介他……S221

2Pal7手の腫れ評価研究一第1報一

NPO法人ハンドフロンティア岡野昭夫他……S222

2Pal8術後のCRPS-typel(RSD)は予防できるか？

岡山赤十字病院整形外科小西池泰三他……S222

2Pal9注射・採血に関わる神経損傷例と医療事故の検討

北海道勤医協中央病院整形外科堺慎他……S223

2Pa20手の外科に関する医療裁判の検討

板橋中央総合病院整形外科小久保亜早子……S223

10：35～11：10展示僥骨遠位端骨折1

座長：>中永修二（東京逓信病院整形外科）

2Pa21QuickDASHによる僥骨遠位端骨折治療後早期ADLの検討

諏訪赤十字病院整形外科池上章太他……S224

2Pa22僥骨遠位端骨折治療における手の機能回復とその指標

大 雪 病院整形外科中村智……S224

2Pa23僥骨遠位端骨折術後におけるCooneyの評価と日本手の外科学会榛骨遠位端骨折
評価基準の比較検討

奈良国保中央病院整形外科古田和彦他……S225

2Pa24僥骨遠位端骨折に対する保存療法の適応と限界

滋賀医科大学整形外科児玉成人他……S225

2Pa25僥骨遠位端骨折における関節鏡所見一初回手術時と抜釘時の比較

横浜市立市民病院整形外科岡崎敦他……S226

14：10～14：52展示榛骨遠位端骨折2

座長：安部幸雄（済生会下関総合病院整形外科）

2Pa26僥骨遠位端骨折における創外固定症例の検討

東海病院整形外科牧野仁美他・…・・S226

2Pa27創外固定器を用いた僥骨遠位端骨折治療の1工夫

川崎 病院整形外科澁谷亮一……S227

2Pa28Coneheadscrewと創外固定による榛骨遠位端骨折の治療

岩手医科大学整形外科古町克郎他……S227

2Pa29僥骨遠位端骨折に対するnon-bridging創外固定-TechnoFⅨの70例報告一

済生会宇都宮病院整形外科越智健介他……S228
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2Pa30

2Pa31

背側転位型榛骨遠位端骨折に対する掌側Lockingplate,non-Lockingplate固定の比較

市立豊中病院栗山幸治他……S228

不安定型背側転位僥骨遠位端骨折に対する掌側プレート固定の検討

(ノンロッキングプレートvsロッキングプレート）

山口労災病院整形外科山本久司他……S229

14：52～15：27展示僥骨遠位端骨折3

座長：齋藤知行（横浜市立大学整形外科）

2Pa32背側転位型僥骨遠位端骨折に対する背側プレート固定による治療成績

近森病院整形外科西井幸信他……S229

2Pa33掌屈型榛骨遠位端骨折に対する観血的整復固定術の治療成績

-Lockingplate群とNon-lockingplate群の比較一
太田西の内病院整形外科上野幸夫他……S230

2Pa34掌側転位型不安定榛骨遠位端骨折に対する掌側ロツキングプレートの治療成績

横須賀北部共済病院福村英信他……S230

2Pa35僥骨遠位端骨折に対する掌側プレート固定の治療成績

一小侵襲手術と従来手術との比較一

城東社会保険病院整形外科国司俊一他……S231

2Pa36掌側用ロツキングプレートを使用した僥骨遠位端骨折の治療成績

燕労災病院整形外科宮崎義久他……S231

15：27～16：02展示檮骨遠位端骨折4

座長：澤泉卓哉（日本医科大学整形外科）

2Pa37僥骨遠位端骨折に対する掌側lockingplate固定の治療成績と問題点

駒沢病院整形外科吉川泰弘他……S232

2Pa38掌側ロッキングプレートによる僥骨遠位端骨折の治療成績

世田谷下田病院整形外科石橋嘉津雄他……S232

2Pa39ACU-ROCDistalRadiusPlateSystemを用いた榛骨遠位端骨折の治療成績
長崎労災病院川原奈津美他……S233

2Pa40掌側ロッキングプレート(Acu-Locdistalradiusplatesystem)を用いて治療した

榛骨遠位端骨折の短期成績

九州労災病院整形外科藤村謙次郎他……S233

2Pa41Acu-Locdistalradiusplateを用いた僥骨遠位端骨折の治療経験

岡山済生会総合病院整形外科今谷潤也他”…･S234

16：02～16：51展示僥骨遠位端骨折5

座長：今谷潤也（岡山済生会総合病院整形外科）

2Pa4260歳以下の僥骨遠位端関節外骨折に対する治療

明野中央病院整形外科中村英次郎他……S234
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2Pa43

2Pa44

2Pa45

2Pa46

2Pa47

2Pa48

骨密度でわけた女性患者における榛骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレートの検討

済生会唐津病院石井英樹他……S235

高齢者不安定型関節外Colles骨折に対する掌側ロッキングプレート固定術の臨床成績

東住吉森本病院整形外科前田剛他……S235

AdvantageofusingBreak-awayScI℃wsfOrDistalhtrphalangealJointArthrodesisoftheDigits

DeparnnentofHandSurgery,StrasbourgUmversityHospitals,Strasbourg,France

HlinppeLIVERNEAUX他……S236

掌側Lockingplateを用いたAO分類C型僥骨遠位端関節内骨折の治療成績

済生会山口総合病院大野晃靖他……S236

関節内天蓋状骨片を伴う僥骨遠位端骨折の検討

済生会神奈川県病院整形外科山中一良他……S237

僥骨遠位端関節内骨折に対するHC50UniversalRadiusPlateを用いたFragmentSpecific
Fixation

淀川キリスト教病院整形外科金城養典他……S237

16：51～17：40展示僥骨遠位端骨折6

2Pa49

2PaSO

2Pa51

2Pa52

2Pa53

2Pa54

2PaS5

座長：稲垣克記（昭和大学整形外科）

バートン型骨折に対するロッキングプレートの使用経験

一高齢者での有用性について一

目蒲病院整形外科平原博庸他……S238

70歳以上の高齢者の澆骨遠位端骨折(AO分類C型）に対する新しいタイプの掌側

ロッキングプレート固定の治療成績

三浦市立病院整形外科天門永春他……S238

高度の粉砕を伴う僥骨遠位端関節内骨折に対する治療

多根総合病院整形外科本城昌他・…･･S239

僥骨遠位端関節内骨折に対する複数プレートによる治療

鹿児島市立 病 院 整 形 外 科 牧 信 哉 … … S 2 3 9

僥骨遠位端骨折に合併する尺骨遠位端骨折に対するMinicondylarplateを用いた
整復固定法

津山中央病院整形外科福田祥二他……S240

中年女性の背屈転位型僥骨遠位端骨折変形治癒に対する矯正骨切り術

福井県済生会病院整形外科山内大輔他……S240

外傷性榛骨遠位骨端線早期閉鎖に対し，骨端線解離術および遊離脂肪移植術を

施行した3例

琉球大学整形外科伊佐智博他……S241
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Pd会場

8：15～8：43展示筋・腱1

座長：久保俊一（京都府立医科大学整形外科）

2PdlProteinKinaseC(PKC)eの骨格筋再生・修復に関わる新しい役割

京都府立医科大学整形外科徳川誠治他……S242

2Pd2骨腱移行部の修復は，移行部に仮骨が形成され修復が起こる

徳島大学整形外科日比野直仁他……S242

2Pd3健常者における握力，ピンチカの利き手・非利き手差の検討

千葉大学整形外科鈴木崇根他……S243

2Pd4手関節の背屈・掌屈角度の違いによる母指筋力への影響

金沢大学保健学西村誠次他……S243

8：43～9：18展示筋・腱2

座長：鈴木康（岐阜県総合医療センター整形外科）

2PdS遠位僥尺関節症に合併した伸筋腱皮下断裂の治療経験

熊本整形外科病院田嶋光……S244

2Pd6腱移行による指伸展機能再建の手術成績

名古屋披済会病院整形外科佐久間雅之他……S244

2Pd7長母指伸筋腱皮下断裂未治療例の検討

千葉大学整形外科高橋仁他……S245

2Pd8榛骨遠位端骨折後の長母指伸筋腱皮下断裂例の検討

寺岡記念病院整形外科織田道広他……S245

2Pd9側索解離術および屈筋腱剥離術を要した手指伸展拘縮の治療成績

荻窪病院整形外科西脇正夫他……S246

9：18～9：53 展示手根管症候群1

座長：白井久也（大阪医科大学整形外科）

2PdlO特発性手根管症候群と母指CM関節症との関係

鈴鹿回生病院整形外科國分直樹他……S246

2Pdll特発性手根管症候群のMRI所見

産業医科大学整形外科大茂壽久他……S247

2Pdl2手根管症候群の発症における手内在筋の関与について（第1報）

日本医科大学整形外科堀口元他……S247

2Pdl3手根管症候群における腱滑膜組織のせん断ストレスに対する特性

金沢医療センター整形外科納村直希他……S248

2Pdl4手根管症候群の屈筋腱滑膜ではHeatShockProteinが減少している

金沢大学整形外科坪内英樹他……S248
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9：53～10：28展示手根管症候群2

座長：田中英城（新潟県立吉田病院整形外科）

2Pdl5第二虫様筋遠位潜時(SL-DL)が短母指外転筋遠位潜時(APB-DL)より

遅延しているCTSの検討

済生会前橋病院整形外科足立智他……S249

2Pdl6特発性手根管症候群における性別による臨床症状回復期間の比較

おくつ整形外科クリニック浜中一輝他……S249

2Pdl7特発性手根管症候群における手根管内圧上昇部位の解剖学的調査

一超音波圧測定ワイヤーの応用一

奈良県立医科大学整形外科村田景一他……S250

2Pdl8手根管症候群における両側罹患，両側手術例の検討

慶應義塾大学整形外科奥山訓子他……S250

2Pdl9手根管症候群に対する手根管内ステロイド注射の経験

一経過中の再発，悪化例について－

井上整形外科井上貞宏……S251

10：28～11：03展示手根管症候群3

座長：内山茂晴（信州大学整形外科）

2Pd20手根管症候群に対する装具療法の長期成績

日本大学整形外科豊泉泰洋他……S251

2Pd21手根管症候群手術症例の検討一神経伝導速度と臨床症状一

熊本機能病院整形外科寺本憲市郎他……S252

2Pd22極小皮切による手根管開放術

高知大学整形外科喜安克仁他……S252

2Pd23手根管症候群の術後手根管内圧値による短母指外転筋筋力回復の相違

筑波メディカルセンター病院整形外科吉田綾他……S253

2Pd24手根管症候群術後愁訴原因の検討

済生会新潟病院整形外科牧野正晴……S253

14：10～14：52展示手根管症候群4

座長：末永直樹（北海道大学整形外科）

2Pd25手根管症候群重症例の鏡視下手根管開放術と母指対立再建術適応の検討

聖マリアンナ医科大学整形外科新井猛他……S254

2Pd26重度手根管症候群に対する母指対立再建術と神経伝導検査

東北労災病院整形外科信田進吾他……S254

2Pd27ギオン管をpulleyとした母指対立再建術を行った重度手根管症候群の治療成績

愛野記念病院整形外科宮崎洋一他……S255

2Pd28末期KeinbOck病に合併した手根管症候群-11例報告一

会津中央病院整形外科高橋洋子他……S255
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2Pd29

2Pd30

同一家系に発症し手根管症候群を呈した家族性アミロイドポリニューロパチーの3例

旭川医科大学整形外科入江徹他…･･･S256

長期血液透析に伴う手根管症候群に対する観血的治療の主観的評価

－患者立脚型アウトカムを用いた比較対象研究一

虎の門病院整形外科 喜多島出他……S256
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Pe会場

8：15～8：50展示神経1

座長：五谷寛之（清恵会病院外傷マイクロサージヤリーセンター）

2Pel神経成長促進因子を産生する骨芽細胞を用いた液性因子による末梢神経側副発芽の検討

村山医療セン ター整形外科新井健他……S257

2Pe2直流電気通電による軸索再生促進効果の分子機構解析

京都府立医科大学整形外科平田美幸他……S257

2Pe31L-lβはRhoの活性を抑制して神経細胞の突起伸展を促進する

大阪大学整形外科韓法輪光他……S258

2Pe4ラットの神経因性痙痛モデルに対する逆行性軸索内輸送を介したHGF遺伝子治療の効果

防衛医科大学校整形外科土原豊一他……S258

2Pe5ポリフェノールを用いた同種神経移植における免疫抑制剤の効用

京都大学整形外科山川知之他……S259

8：50 ～9 ：2 5展示神経2

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）

2Pe6皮膚痛覚線維の圧刺激反応に対するブラジキニンの増強作用

名古屋大学手の外科申正樹他．．…･S259

2Pe7エリスロポイエチンによる引き抜き損傷後の脊髄前角細胞のアポトーシス抑制

市立長浜病院整形外科太田壮一他……S260

2Pe8腕神経叢損傷の診断におけるコンピュータ断層撮影脊髄造影

（冠状断像，斜位冠状断像）の有用性

小郡第一総合病院整形外科山崎宏他……S260

2Pe9DoubleFreeMuscleTransfer法後の早期移植筋腱滑走訓練の意義

小郡第一総合病院リハビリテーション科渡邊政男他……S261

2PelO上位型腕神経叢損傷に対して行ったOberlin法による肘屈曲機能再建

北海道大学整形外科久田幸由他……S261

9：25～10：00展示神経3

座長：砂川融（広島大学整形外科）

2Pell 胸郭出口症候群に合併する腰痛について

東京手の外科・スポーツ医学研究所阿部幸一郎他……S262

2Pel2RadiologicalAnalysisoftheCubitalTunnel

DepartmentofOrthopedicSurgery,SeoulNationalUniversityCollegeofMedicine,

Seoul,Korea GooHyunBAEK他……S262

2Pel3肩関節外転装具によって発症した尺骨神経麻溥症例の検討

函館五稜郭病院整形外科佐藤攻……S263
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2Pel4

2Pel5

2Pel6

Guyon管症候群の手術成績

藤田保健衛生大学整形外科市瀬彦聡他……S263

尺骨神経切断例における神経縫合の成績一手関節部以遠損傷例の検討一

（財)新潟手の外科研究所成澤弘子他……S264

腫瘍性病変による後骨間神経麻揮の治療経験

昭和伊南総合病院整形外科土金彰他……S264

10：00～10：42展示腫瘍・リウマチ

座長：南川義隆（東京手の外科スポーツ医学研究所

高月整形外科新橋クリニック）

2Pel7上肢に発生した軟部腫瘤における術前検査としてのMRIの意義

大阪市立総合医療センター整形外科上村卓也他･･････S265

2Pel8手・前腕領域の骨軟部腫瘍および腫瘍性病変に対するPET診断

群馬大学整形外科小林勉他……S265

2Pel9リウマチ手関節に対する手関節滑膜切除術の経験

倉敷成人病センター整形外科吉原由樹……S266

2Pe20関節リウマチの屈筋腱皮下断裂に対する治療経験

山田赤十字病院整形外科松本衛他……S266

2Pe21RAにおける肘関節滑膜切除および人工榛骨頭置換術の経験

奈良県立奈良病院整形外科福居顕宏他……S267

15：15～15：50展示ばね指・炎症1

座長：酒井直隆（宇都宮大学工学部）

2Pe22超音波検査によるばね指に対する腱鞘内ステロイド注射効果の画像的検討

筑波大学整形外科國府幸洋他･･･…S267

2Pe23弾発指に対する経皮的腱鞘切開術

新潟県立吉田病院整形外科田中英城他……S268

2Pe24弾発指に対する皮下腱鞘切開術後の術後成績に影響を与えた因子の解析

公立雲南総合病院整形外科田中日出樹他……S268

2Pe25EPB腱特性と第1伸筋腱区画内隔壁-deQuervain病因の考察一

新潟医療福祉大学医療技術学部大山峰生他……S269

2Pe26長母指伸筋腱の走行異常により生じたdeQuervain病の2例

宇和島社会保険病院整形外科藤田勝他……S269

15：50～16：25展示ばね指・炎症2

座長：鈴木克侍（藤田保健衛生大学整形外科）

2Pe27糖尿病に伴う手指屈筋腱腱鞘炎の病理組織学的検討

東京都済生会中央病院整形外科亀山真他……S270

2Pe28中年女性に生じた手指TumoralCalcinosis

愛知県厚生連昭和病院整形外科岩田佳久他……S270
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2Pe29

2Pe30

2Pe31

当科および関連病院における手の非定型抗酸菌感染症

順天堂大学浦安病院整形外科原章他･･･…S271

非常に稀な非定型抗酸菌(Mycobacte血mshinshuense)感染により生じた

難治性肘頭部皮層潰瘍の1例

国立病院機構東広島医療センター整形外科今田英明他……S271

TuberculousTenosynovitisoftheWristandHand

DepartmentofOrthopedicSurgery,CollegeofMedicine,

KyungpookNationalUniversity,Daegu,Kolea In-hoJEON他……S272

16：25～17：00展示先天異常1

座長：北山吉明（北山クリニック）

2Pe32新たな骨誘導型生分解ポリマーを用いた指骨の再生誘導

近畿大学形成外科

2Pe33日本語版DASHによる骨形成不全症患者の上肢障害の評価

心身障害児総合医療療育センター整形外科

2Pe34Swanson修飾分類による上肢先天異常の分類

山形大学整形外科

2Pe35当科における母指多指症の手術成績

埼玉県立小児医療センター

2Pe36稀な痕跡型母指多指症の4症例

山形大学整形外科

17：00～17：28展示先天異常2

座長：泉類博明（泉類整形外科）

2Pe37Apert症候群の手に対する治療

大阪鉄道病院整形外科

2Pe38把持機能を考慮した裂手症裂隙閉鎖法について

東京慈恵会医科大学形成外科

2Pe39手指に発生した動静脈奇形(AVM)の手術経験

広島大学整形外科

2Pe40類皮腫様形態を呈した先天性絞掘輪症候群の1例

波田総合病院整形外科
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和田仁孝他……S272

深澤克康他…?･･S273

金内ゆみ子他……S273

長尾聡哉仙……S274

菊 地 憲 明 他 … … S 2 7 4

山 本 研 他 … … S 2 7 5

森克哉他……S275

杉 岡 敏 博 他 … … S 2 7 6

杉本良洋……S276



TheSOthAnnualMeetingOf
theJapaneSeSocietyfbrSurgery㎡theHand
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Rooml

8：00～8:150peningRemarksCongressIPIEsident:TbshhkoOGMO

8：15～9:05The50thJSSHAnmversarySymposiuml
Moderator:RyogoNAKAMURA

l-l-lSKnowledge,WisdomandTbchniqueNaturaSanat,MedicusCurat
KenyaTSUGE

l-l-2STheTmstwasDisclosedwithClinicalCases

-DoubtinRelationtoClassincationfbrCongemtalDifferenceoftheHand-
TakayukiBⅢURA

l-1-3SPrinciplesofSulgicalTiseatmentintheHand
YOshihiroMIANABE

9:05～9:55The50thJSSHAnmversarySymposium2
Moderator:YOshikazuIKUTA

1-l-4SHand,OccupationandEnvironment
KatSumSUZUm,ααj

l-l-5SCalBofCongenitalHands:50YearsExperienceandFumleExpectations
YasuoYAMAUCHI

1-1-6SMyOnelnterestinHandSulgery;EntrapmentNeuropathiesoftheUpperExtrenty
ThdaoKOJnIA

9：55～10:45The50thJSSHAnniversarySymposium3
Moderator:SusumuTAMAI

l-l-7SMyChallengetotheHandSugery
YutakaYABE

1-1-8SOurSulgicalProceduleintheTreatmentofCubitalTimnelSyndrome
MastakaABE,aaj

1-1-9SLessonsLearnedasanOrthopedicandHandSulgeon,ForesightandLeadersmpNeeded
asaHospitalDirectorandDeanofMedicalSchool

KunioBARAm

11：25～12:25PresidentialLectul℃

1-1-10LHandSurgeryandConge血alHandDiHeI℃nces

Moderator:MasamichiUSUI

TbshihikoOGmO

13：55～14:55SpecialLecmre
Moderator:YasuoYAMAUCHI

l-1-llLRenectionsofHumanHand-RelationsbetweenHandandBrain-
Sei-icmlSml

15：15～16:05The50thJSSHAnmversarySymposium4
Moderator:YutakaYABE

1-1-12SIntroductionofMicrosulgeryintoHandSurgeryanditsDevelopment
SusumuTAMAI

l-1-13SPhylogenesisandAnatomicalChangesoftheHumanHand
YasuoUEBA

l-1-14SFIomMicrosurgelytomtramicrosurgery
YOshikiYAMANO
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16：05～17:05The50thJSSHAnmversalySymposium5
Moderator:YasuoUEBA

l-l-15SHandSulgeryandRehabilitation
YasusukeHIRASAWA

1-1-16SEducationandThaininginHandSulgely
YbShikazulKUTA

1-1-17SProgessofElbowSulgeryinJapanandMessagetotheNextGeneration
MuneakiABE

1-1-18SSpeciallyhvitedSpeech
NahotoTAKAGISHI

Room2

8：15～9:05Nervel

Moderator:MasahiroNAGAOKA

l-2-lUltrasonographicSmdyoftheAxillalyArteryandVeinintheAxillalyPart
NaomtoOSHmIA,ααj.･

1-2-2PainDumgA刈laIyBlock:UsingaTransarterialApproachwith26Gaugel/2inchNeedle
NaohitoOSHIMA,αα1．

1-2-3EtiologyofPronatorSyndrome.ASmdyfromSulgicalFindings
YasumkoMSHO,eral.･

1-2-4Expelienceofl7CasesofUhar'IimnelSyndrome
SatosmKODAIRA,ααJ.･

1-2-5UpperLimbNeuropathyCausedbyGanghon
YbsmtakaMORmIOTO,ααl.･

9：05～9:55CubitalnnnelSyndrome
Moderator:KoichiNEMOTO

l-2-6TheEtiologyofCubitalTilmelSyndrome
YbshihiroKATO,eraj.．，

1-2-7CubitalTmmelSyndromeinFemale

TakaoMORIGUCm,ααム・・

1-2-8StudyofCubitalTilmelSyndromeofAdvancedAgedPeople
HimnobulWASHIRO,αα/.･･

1-2-9MedialEpicondylectomyusingaSurgeAirtomeinPatientswithCubitalTilnnelSyndrome
HiroakiMATSUYA,αα1.･･

1-2-10ReoperationfbrCubitalnnnelSyndrome
SeietsuSENMA,αα1．．．

9：55～11:00Tbndon

Moderator:YutakaMAKI

1-2-11FTissueEngineeringofHexorTendonswithBioreactorsandStemCells

JamesCHANG,αα1..

1-2-12ThePhospholipidPolymerHydrogelPI℃ventsAdhesionFbnnationintheChickenTbndon-
iniuredModel

NoriyukilSHIYAMA,ααJ.･･

1-2-13ChnicalResultsofHexorTbnolysis
ndayoshiMIANABE,αα1...

1-2-14ClosedRupturesoftheFlexorTbndonCausedbyCarpalBoneNonunion
HdekazuKAMSHmIA,aal.･･

1-2-15R℃eTbndonGraftfbrCIosedRuptureoftheFlexorTbndonCausedbyCarpalBoneandJoint
Disorders

HiroshiYAMAZAKI,erzz/.･･

－81－

S9

S10

S10

Sll

Sll

S12

S12

S13

S13

S14

S14

S15

S15

S16

S16

S17

S17

S18



1-2-16 PostoperativeTbnsion-reducedEarlyMobinzationfbrExtensorTbndonRupmresusing
AlunnumSplint

EichilTADERA,aaj ．…S18

11：25～12:251nvitedLecture2

Moderator:MinoruSIMAIA

l-2-17L'IbthersofPhysealGrowth
TbrryR.LIGHT

Moderator:FummoriKANAM

l-2-18LMultimediaEducationfbrtheHandSulgeonandBeyond
AmyLLADD,ααJ'

15：15～15:55CongenimDi他配ncesl
Moderator:ShmchiroTAKAMMA

l-2-19ClassificationandPostOperativeResultsofCongenitalRadio-ulnarSynostosis
MasakiKINJO,ααI．．…

l-2-20TreatmentofCongenitalRadioulnarSynostosisbylnterpositionofLocalAdiposalFlap
HisayaSmRAJ,aaj.････

1-2-21RotationalOsteotomyoftheRadiusfOrCongenitalRadio-ulnarSynostosis
YilnkoKANAUCm,ααI.…・

1-2-22RotationalOsteotomyattheDiaphysisoftheRadiusfbrCongemtalRadioulnarSynostosis
ThtsuyaHATTOm,ααl.…，

15：55～16:43VTR1

Moderator:JUnNISHmA

l-2-23VLateralApproachfOrResectionofFracmredHookoftheHamate
KuniicmASO,ααI．…

1-2-24VSimultaneousRadialClosingWedgeandUlnarShortenmgOsteotomyfOrDistalRadius
Malunion

TakumWADA,αα/・…

1-2-25VNewSuIgicalProcedurefbrtheChromcMalletFingerwithoutBonelnjury
AkiraMOROHASm,ααl.･･･

1-2-26VArthroplastyfbrtheCarpometacarpalJomtoftheThumbusmgCeramicBallandSocketTj/pe
Prosthesis

KatsUjiSUZUm,ααム…

16：43～17:19VTR2

Moderator:ShingoNOBUTA

1-2-27VDevelopmentandClimcalApplicationofthelntegratedLaserBIoodFlow-meterasa
DiagnosticAidinCarpalTimnelSyndrome

HimncmMITSUYASU,αα/

1-2-28VhterfascicularNeurolysisfOrldiopathicAnteriorhterosseousNervePalsy
YasuhitoAJRI,ααZ

1-2-29VModdificationofBrachialPlexusAnesthesiafbrPreventingComplications
KiyohitoTAKAMATSU,ααI

Room3

8：15～9:15DMalRadiusFracmIE1

Moderator:DenjuOSADA

1-3-lLockingPalmarPlateFixationfOrColles'Racmres
-DifferencesbetweenExcellentGroupandGoodGroupinSaito'sPointSystem

KQjiMORIYA,eraj
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1-3-2 TieatmentofDistalRadiusFracmreusingVblarLockingPlate:

ComparisonbetweenACU-LOCTargetedDistalRadiusSystemandDRVLockingPlate
System

YilkitomoARIZONO,ααj.…‘

CosmeticApproachfbrtheLockingPlateFixationofDistalRadiusFractules
YasuhiroYOSHKAWA,αα1…‘

LesshvasiveSulgeryfbrUnStableDistalRadiusFracmIesusingaSmanPahnarLocking
Plate

HideakiMATSUOKA,ααl.…・

FailureofLockingVblarPlateSystemfbrtheDistalRadius

MasatakaYASUDA,ααl.…・

DelayedRupmlesoftheFlexorPollicisLongusTbndonafterVblarPlatingoftheDistalRadius
JunichiハnYAKE,ααj…．

S27

S28

1-3-3

l-3-4

S28

S29

S29

５
６

一

一

３
３

－

－

１
１

9：15～10:15DistalRadiusFracm配2

Moderator:ShoheiOMOKM

l-3-7EffectofExtemal-fixationwithElectricStimulationUsefOrFracmreofDistalRadius

TsuyoshiOIA,ααl.…
1-3-8NewExtemalFixatorfOrDistalRadiusFracmIes

TakumKniURA,αα/.…’

1-3-9RetrospectiveSmdyfbrUnstableDistalRadiusRacmre

-ComparisonbetweenVblarLockingPlateandNonBridgeExtemalFixator-
SusumuTOKUNAGA,ααI．…‘

l-3-10 OpemtiveTTeannentfOrUnstableFracmIeoftheDistalRadiusinPatientsOver60YearsOld

YUkaKOBAYASm,ααl…‘

1-3-11ARandomsedComparativeProspectiveTiialofPercutaneousK-wireCementingversusVblar
LockingPlatesinOsteoporoticDistalRadiusFracmles

PhilippeLIVERNEAUX,ααl…・

1-3-12TheComparisonbetweenCondylarStabilizingTbchniqueandStandardTbchniquefbr
DistalRadiusRacmreinEldedyFemales

ShinichiGOTOH

S30

S30

S31

S31

S32

S32

10：15～11:10DistalRadiusFracmm3

Moderator:HimyukiHASHIZUME
1-3-13VblarLockingPlatefbrDistalRadiusFracmres

TakahikoHIROOKA,ααI．…・

1-3-14StressDismbutionintheLockingPlatingfbrDistalRadiusFracmrebytheFiniteElement
AnalysisMethod

KolZUMIYAMA,ααl.．…

1-3-15ADevelopmentandClimcalExperienceoftheNewVblarAngle-ExedPlatefOrDistalRadius
Fractures

MasahiroTOBE,ααJ.．…

1-3-16NewLockingPalmarPlatingfOrDorsallyDisplacedFracturesoftheDistalRadius
KenichiKAZUm,ααI．…・

1-3-17GOneYearResultsComparingPalmal;AnglestablePlateOsteosynthesisandDorsalPlate
OsteosynthesisinHighGrandelntraarticularFracturesoftheDistalRadius

J6IgGRUNERT,emj.････

11：25～12:251nvitedLecmI℃3

Moderator:RyogoNAKAMURA

1-3-18LEnhancementoftheHealingStrengthofHexorTbndonsbyMeansofModernBiotechnology:
VectorProduction,加v"ronailsandj"vivoSmdies

JinBoTANG

Moderator:KumichiASO

1-3-19LFlexorTbndonRepair:RepairStrengthandAdhesionFonnation
MichaelA.TONKIN,ααj.･…‘

S33

S33

S34

S34

S35

S36

S37
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13：55～14:551nvitedLectum4

Moderator:KazuteruDOI

1-3-20LReplantation-30YearsExperiencesinNationalReplantationService
SimoK・VIKKI,ααI

15：15～16:05DistalRadiusFracture4
Moderator:MasahiroTOBE

l-3-21PalmerLockingPlateFixationofDistalRadiusFracmres

-NecessityfbrhternalFixationofUharStyloidFracmres-
YukichiZENKE,ααj

l-3-22TACScrewfOrUlnarStyloidFracturesAssociatedwithDistalRadiusFracmles
knSHIRAKAWA,ααI

l-3-23TACSclewfOrUharStyloidFracmre
TakayukiNEMOTO,aaj

l-3-24FunctionalTreatmentfOrUInaHeadFracturesAssociatedwithDistalRadiusRacmresin

theElderly
JiroNAMBA,ααノ

l-3-25DelayedUmonoftheDistalRadiusFracmreTreatedusingVblarLockingPlate
HitosmHAIANAKA

16：05～16:50DistalRadiusFracture5
Moderator:KozoSIHMADDA

1-3-26GTheTieatmentofArticularFracmresoftheDistalRadiusUsmgL.C.RPlate
RobertADAM,ααJ､

1-3-27SurgeryofDistalRadiusFracturewithMobile3DC-armCT
KQjiOSUKA,ααﾉ‘

1-3-28WlarLockingPlatingfbrAOTypeCDistalRadiusFractureundermuoroscopy;Clinical
ResultsandReductionofArticularSurface

HiroakiSAKANO,αα1,

1-3-29ArhoscopicallyAssistedReductionfOrlntraardcularRacturesofDistalRadius
YasunoriHATTOm,ααI

16：50～17:40DistalRadiusFracture6
Moderator:WshiroKIYOSHIGE

1-3-30SecureSurgicalTbcmiquefOrDistalRadiusFractureusingVblarLockingPlate
-ComparisonbetweenfOrExtra-andIntra-ArticularRacmre-

YoshioKAm,ααl.･･

1-3-31WlarLockingPlateFixationfOrVblarlyDisplaced,IntraarticularFracmresoftheDistal
Radius

DelUuOSADA,ααl.･･

1-3-32RadiographicAnalysisoftheneatmentfbrhtraarticularDistalRadiusFracmre(AO-TypeC)
usingWlarLockingPlate-IdeaofhsertingLockingScrew-

TatsUjiFUJIWARA,ααI.･･

l-3-33CnmcalResultsofLockingPlateFixationfbrDistalRadiusRacmres
MitsumHOmm,αα/.･･

1-3-34ClinicalResultsofAODistalRadiusVolarPlateFixationfOrAOTypeC3Fractulesofthe
DistalRadius

NobuyukiOKUI,ααj・・・

Room4

8：15～9:15Fingerl
Moderator:MasatoshiTAKAHARA

1-4-11ntramedullaryFixationfbrMetacarpalFracmres:PostoperativeResultsofFigure-ofLJNail
EichilTADERA,ααI.････
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1-4-2ClimcalandRadiologicalOutcomeoftheMetacarpalNeckFracmre
-ComparisonbetweentheintramedullalyandPlateFixation-

RyotaroFUnTANI,ααj････

1-4-3ROMRecoveryafterlntemalFixationofMetacarpalandPhalangealFracmleswiththeLow
ProfilePlateandScrewSystem

HidetakeTAmGAMI,ααム・…

1-4-4Three-dmensionalAnatomcalAnalysisofLigamentousAttachmentsoftheSeconddⅢough
FifthCarpometacalpalJoints

MitsuhikoNANNO,aa/.…・
l-4-5TieatmentofBoxer'sKnuckleinPro-boxer

SatoshiMSHIDA,ααf…．

1-4-6PercutaneousPinningwithaBlockPinfbrAvulsionRacmresofCollateralLigamentof
theFirstMCPJoint

HitoshiMIURA,ααム…･‘

9：15～10:15Fmger2
Moderator:ThkashiISHIGURO

l-4-7ModifiedlshiguroExtensionBlockTbchmquefbrMalletF"rebySupplementaryKwire
Rxation

KakuroDENNO,αα1…・・

1-4-8TreatmentofChromcMalletFractureswithlsmguro'sMethod
OhntsuTOYOYAMA,αα』．．｡…

1-4-9ChmcalResultsofDistalPhalangealFracmresintheHand
WatamHAIANAKA

l-4-100perativeTreatmentfbrRotationalSupracondylarFracturesofthePhalangeswithSapphirePin
KanaeSmGEMORI,αα1.．．…

1-4-llOurExperienceoflllizarovExtemalRxatorfbrHandandHngers
SmntamMATSUURA,ααJ.．｡…

1-4-12ComputerS伽ulationofCoIrectiveOsteotomyfbrProximalPhalanxMalunionand
MalfOrmationwithOverlappingoftheRngerusing3DimensionalDynamicAnalysis

KunimmOKA,ααム…・・

10：15～11:10Fmger3
Moderator:SouichiroI沈KIG州帆

1-4-13PlateFixationfbrUnstableMetaphysealFracmresoftheFingerPhalanx
ThkumiOHKAM,ααム…･･’

1-4-14TreamentofnaumaticJomtIniuryofFingerwithPIPJointHinge
HiroyaSENDA,ααj･…･‘

1-4-15TieatmentofFracmreofProximalhtelphalangealJoint
KazumaSMBE,ααム……

1-4-160penReductionandlntemalFixationfbrDorsalFracture-dislocationoftheProximal
htlphalangealJoint

KenjiKnmOm,ααI.……

1-4-17GOsteochondralGraftfbrFmctureDislocationofthePIPJointsofHngers
Yilk-yinCHOW,aa/.……

11：25～12:25The30thMeetinghrPeripheralNerveProblems

l3：55～14:551nvitedLectum5

Moderator:MoroeBEPPU

1-4-18LEvolutionoftheManagementofDistalRadiusFractures

WilliamH.SEnZ,Jr

l5：15～16:05NerVe2

Moderator:HtoshiHIRAⅡ猟

1-4-19ChangesofMyelinSheathafterGradualNerveElongationinRats
YukiHARA,αα1……
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1-4-20

1-4-21

1-4-22

1-4-23

SmdyofNerveBridgingwithaBilayeredChitosannbe
SoichironOH,ααJ.････

AltemativeNerveRegenerationPromotedbyBone-marrow-derivedCells
KenNAKAYAMA,ααI.…・

ObservationoftheMotorCenterwithDipolenacingintheBrachialPlexuslnjmesdmng巾e
ContractionintheVirtualRealityBox

『ranefilmNAKAGAWA,ααL・…

EvaluationofBracmalPlexusLesionsusingDiffUsion-weightedMRI
ShUjiOKINAGA,ααJ.…．

16：05～16:55Nerve3
Moderator:KazuoIKEDA

l-4-24ValuationofLongThoracicNerveinBracmalPlexuslnjuries
AtsushiMORIYA,ααj・・

l-4-25RoleoftheSerramsAnteriorinShoulderFunctionafterSuprascapularNerveReconstruction
inBrachialPlexuslnjuries

AbhijeetWﾍHEGAONKAR,ααJ.･

l-4-260utcomeofAxillaryNervelnjunesTieatedwithNerveGrafts
MasatoOKAZAm,ααl.･

l-4-27SuIgicalTieatmentfOrCombinedlnjuriesoftheAxillaIyandSuprascapularNerveS
HiroyoshiFUJIWARA,ααJ.･

1-4-28ResultsofShoulderFunctionbyNerveRepairsfOrTiaumaticBracmalPlexusPalsy
HdeoKAMI,ααI．‘

16：55～17:45Nerve4
Moderator:YasumasaMSHIURA

l-4-29TheEffectsofEarlyExplorationontheRenefofNeuropathicPainandontheFunctional
OutcomefOllowingBracmalPlexuslIjuries

NaokiKATO,αα/、．“

1-4-30Thoracoscope-assistedhtercostalNeIvernansfer:
ClimcalApplicationofThoracoscopiclntercostalNerveFreeingfOrNerveTianser

YOjiMIKAhm,ααI.･"

1-4-31ReconstructionofElbowHexionbyNerveTransferusmgaPartoftheUharNervefbllowing
BrachialPlexuslnjury

HirosmYAMAZAm,ααﾉ．・．

1-4-32WristArhodesisfOllowmgDoubleFreeMuscleTransferinhumaticBracMPlexusPalsy
AhmadADDOSOOm,αα1.．．

1-4-33SurgicalOutcomeofThoracicOudetSyndromeCausedbyPectralisMajorMuSClC_
TakanoriSAITO,ααl.・・

ROom5

8：15～9:15Finger-tipInjury
Moderator:MitsuoYOSHIMURA

l-5-1ResultsofFingertipAmputationsinCmldren
HideyukiMIZUSHnIA,ααl.･

1-5-20perativeResultsofFingerTIpReplantationinChildren
HroyukiGOTAM,eral.･

1-5-3CompositeGraft
JunARAIA,αα1..

1-5-4CombiningOcclusiveDressingwithCompositeGraftfbrtheTTeatmentofFingertip
Amputation-ANewMethodfbrFingertipReplantation-

KazuyaKUROSAⅦﾍ,ααj・・

1-5-5ChnicalResultsandhdicationsofOperativeTTeatmentfbrFingertipAmputation
SoutetsuSAKAMOTO,ααl.･
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1-5-6FingertipReplantation

TakaakiHASUO,eraL……S67

9：15～10:15Flap
Moderator:OsamuISHIDA

1-5-7TYeatmentfbrtheSkinDefectoftheRngernpusingaThenarFlap
KeisulmADACm

l-5-8RelationshipbetweenSensolyRecovelyandAdvancementDistanceofObnqueTriangular
HapfbrFingertipReconstmction

KazufilnSANO,ααL‘

l-5-9hnervatedReVerseDigitalArterylslandFlapfbraLargePulpDefectbyBilateral
NeumrrhathyusingtheDilectSmallBanchesofDigitalNerve

YbungHoLEE,aaj．・

1-5-10VariationofCutaneousBranchofPosteriorhterosseousHap
MasayukiSAKUMA,ααl･

l-5-111maginglnnonnateVesselsonHandandFbreannusingNewlyDevelopedUltrasonography
fbrNeo-ncrosurgely

MichioKniURA,ααﾉ．・

l-5-12SmdiesofCompositeLimbGaftusingj"-vivolmagingSystem
TakashiAⅡⅢ,ααム。

10：15～11:15Flap/Replantation
Moderator:HroshiYAJIMA

l-5-13ReconstructionoftheTissueDefectsofUpperExtl℃ntieswithPedicledLatissimusDorsi
MusculocutaneousFlap

Katsu皿TANAKA,aaj･
l-5-14ALTHapfbrFunctionalReconstruction

MitsunagaNARUSHn4A,eraﾉ．・
1-5-15ManagementafterDigitalReplantation

HtoshiOKAMOTO,ααj・・

l-5-16ThehnuencesofSeverityandlbnnoflnjuryofMutilatedHandllIulyontheRlnctional
RecoveryandtheReinstatementStams

HironoriMATSUZAm,ααf・‘

1-5-17FingerTipReconstructionwithlntravascularStenting(IVaS)Method
MitsunagaNARUSHIMA,αα/."

1-5-18ComputerAssistedMicrosuIgely
HiroyukiGOTANI,αα/.･､

15：15～16:05Scaphoidl
Moderator:RyosukeKAKmOKI

l-5-19NewClassificationofScaphoidRacmre
KazuolKEDA,ααl.･･

l-5-20ConservativeTreatmentofScaphoidRacmres
GommOUE,αα1..

l-5-21UsefUlnessoftheWristArthroscopyinScaphoidFracmle
NaotoTSUBOKAM,ααJ.・・

1-5-22ComparisonofDorsalandVblarScrewlnsemonfbrScaphoidFracture
TakashiTSUnHARA,ααl･･

l-5-23TreatmentofScaphoidFractureusingDUScrew
ThkahisaKAGEYAMA,αα1．．

16：05～16:55RheumatoidArthritisl

Moderator:ShigakuSAI

1-5-24MidcarpalMotionintheRheumatoidWristinRelationtotheX-rayAppearance
SayuriARmIITSU,aaj

l-5-25RAWristDeteriorationandDiseaseActivityiMorethanlOYearFbllow-up
IssakuTOYOHARA,αα』
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l-5-26

1-5-27

1-5-28

SynovectomyoftheFingerJointsinRheumatoidArthritis
NatsukoNAKAGAWA,ααI.･･

SurgicalTifeatmentfOrtheUnstableIbrmofRheumatoidWrist
YOsmtakaHAMADA,ααl.･･

ChnicalResultsofMid-termFbnowUpoftheRadio-lunateFusionsfbrRheumatoidArthritis
oftheWrist

TatsuyaMASUKO,aal.･･

16：55～17:35RheumatoidArthritis2

Moderator:HroyasuIKEGAMI

l-5-29ModinedSauv6-KapandjiProcedurewithPreservedBloodSupplytotheResectedDistalUna
YOsmyukiOHNO,ααl.･・・

1-5-300perativeResultsofSauve-KapandjiProcedurefbrRheumatoidWristJointbyClinicalStage
YbsmhiroDOHI,aaj．…

1-5-31ChmcalResultsofSauv6-KapandjiProcedureusinganAbsorbableScrewfOrtheRheumatoid
Wrist

KatsusmlSHn,ααl.･･･

l-5-32Short-termResultofMetacarpophalangealJointArthroplastywithHNETbtalFingerSystem
fOrRheumatoidArthritis

MasyukiSEmGUCm,ααl.・・・

RoomPa

15：15～15:50POster:Fingerl
Moderator:YUjiUCHIO

lPal'IhfeatmentfbrBonyMalletFmgerbySubcutaneouslyBurymglsmguroMethod
MasahiroYUKAWA,ααl.

lPa2ABitofConmvanceinlsmguroMethod
MasafUmMIYAMOTO,aaL

1Pa3ModincationoftheExtensionBlockKirschnerWireTbchniquefOrMalletFingerFracmres
TwoExtensionBlockPinsMethod

YoungHoLEE,ααl.

1Pa4SmallhvasivePinningMethodfbrBonyMalletFinger,TbchniqueandPostoperative
Management

TakafilMAOm,αα1.

1Pa5MalletDefOrmityoftheThumb
MitsumlKEDA,ααI．

15：50～16:25POster:Finger2
Moderator:MasahnmilSHIZUKI

1Pa6SurgicalRepairofCollateralLigamentllUuriesofProximalIntelphalangealJointwithan
IntraosseousSutureAnchor

Yoon-SooKIM,ααl.

lPa7ResultsofRepairingCollateralLigamentlniuryinaDigitwith4-ONesplon
TakamasaSHmiIZU,ααl.

1Pa8｢IreatmentoftheDistalPhalanxFracmreswithMiniSclew

TbsmyukiYAMADA,ααJ.

1Pa91ntrafbcalPinmngfOrPhalangealFracmresinChildhood
TbmoncmUSUI,ααl.

1PalOIntemalFixationusingaLocking-Plate-SysteminMetacarpalandPhalangealFracture
HiroyukiOm,αα1．

－88－

S77

S78

S78

S79

S79

S80

S80

S81

S81

S82

S82

S83

S83

S84

S84

S85

S85



16：25～17:00Hster:Fmger3
Moderator:SadatoshiKATO

1PallSulgicalTieatmentfbrSports-relatedlntra-articularCondylarFracturesofMetacarpusand
ProximalPhalanx

YasutsuguYAMASHTA,ααj・

lPal2TheatmentofMetacarpalFracmreswithPercutaneoushtramedullaryFixation
YilkihisaYAGURA,aa1

lPal3ThfeatmentofFracmre-dislocationofCarpometacalpalJoints
TbtsuyaARAI,ααﾉ．

1Pal4ArhoplastyfbrOsteoarthritisofTiapeziometacarpalJoint
OsamuNAKAMURA,ααl.

lPal5ModifiedThompson'sArthroplastyfbrOsteoartmtisoftheCarpometacaxpalJointofthe
Thumb

HiroakiOKUNO,αα/、

17：00～17:35Hster:Wrist

Moderator:AkinoriSAKAU

lPal6ComparisonofHighResolutionMmwithMicroscopyCoilandArthroscopeFmdingfbr
TFCCDisorder

YbshiakiSATOMI,ααム

1Pal7Short-tennResultsofaNewDynamicForeannSplintfbrSupination/PronationLintation
oftheFbl℃ann

HidehikoNONOMURA,aaf

1Pal8Three-d加ensionalMeasurementofRotationAngleof伽vilﾉoWristMotion
TbmSUNAGAWA,ααﾉ．

IPal9'IYleChangeofDRUJafterUInarShortening-ArhoscopyofDRUJVSRoentgenogram-
MichimYAMAMOTO,αα/・

1Pa20TreatmentofBonenmoroftheCarpalBonewithIniectableCalciumPhosphateBone
Cement

HiroshiYAJmIA,ααj.

RoomPb

15：15～15:57POster:Micmsurgery
Moderator:Koichirom円ARA

1PblMimmallnvasiveLymphayicovenularAnastomosisunderLocalAnesthesiawith
Intraoperativelj/mphographyfbrAnnlS/mphedema

FusaOGAIA,ααj・
lPb2 IJImp-venousAnastomosisfbrlymphedemaoftheUpperExtrenty

KunitoshiNINOMIYA,αα/.
lPb3ReconstructionfbrMutilatedHand

TatsuyaKAWAMURA,αα1.

1Pb4AIgorithmsofTieatmentfOrthePunched-outlnjulyoftheRngerJoint
YblikatsuMIANABE,ααI.

lPb5MedicalTi℃atmentEconomyofReplantationfbrAmputatedDigitsunderDPCSystem
YUjiTAKAHASm,eml.

lPb6SmdyofComparisonbetweenConservativeTherapyandSympathectomyfOrRaynaudlilc
SymptominHngers

HironobulWASHIRO,aaL

15：57～16:46POster:Flap
Moderator:KozoISHIK削岨

1Pb7VascuralizedSerramsAnteriorandLatissimusDorsiFasciaFlap
MeiseiTAKEISm,αα』
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1Pb8

1Pb9

1PblO

1Pbll

1Pbl2

1Pbl3

Flow-throughfbrReconstructionofUpperExtrentySoftTYssueDefects
KazunoriYOKOIA,ααノ

ReconstructionoftheHandwithThighFlap
DaikiFUKASAM

UseofTbmporoparietalFascialFreeFlapinHandReconstruction
Ybshirolm,ααI．…

Para-metacarpalUlnarFlapfbrUInarPalmarRegionCoverage
YuichiHIRASE,αα/・…

AnAnatoncSmdyoftheHypothenarCutaneousPerforatorBranch
KQjiTANAKA,ααl.．“

ThehnprovementoftheDupuytl℃nContracmreafterOpenPalmMethodisnotRelatedtothe
CompUcationofDiabetesMellims

AkinoriSAKAI,ααJ.･･:

16：46～17:28POster:FingertipInjury
Moderator:MasanoriTAKAHASIn

lPbl4TifeamemofFinger'IiplnjuriesusingbyArtificialDermisandbFGF
AkiraSUGAMAIA,ααI．…・

lPbl5TreatmentOptionfbrSubzone2Fingertiplnjury
TbshihiromTAYAMA,ααJ.････

lPbl6AMethodofPI℃ventingVbnostasisaftertheFingertipReplantationwithusingSubdermal
PocketProcedure

KunihiroTAKAHASHI,ααI.…・

lPbl7AdipofascialCross-fingerHapandGlabrousSkinGraftfbrFingertipReconstruction
AtsushilMAIZUMI,aaj.････

1Pbl8InnervatedLateralMiddlePhalangealFingerfOraLargePulpDefectbyBilateral
Neurorrhaphy

YoungHoLEE,αα1…､

lPbl9ThumbReconstructionl2Cases-OurConcept-
MakotoMHARA,eraJ．…‘

RoomPc

15：15～15:57Poster:Forearml
Moderator:HroshiTADA

1PclTieatmentModalityfbrOllier'sDiseaseoftheHand
TakeshiMIYMKI,αα/・

1Pc2CorrectionofFOreannDefOrnmesbyCallotasisfbrMultipleOsteochondromas
HmmcmJm,ααJ.

1Pc30pelativeTieatmentfbrFbreannDefbrmitywithDislocationofRadialHeaddueto
Osteochondroma

KensoKOZUm,ααI､

1Pc4SulgicalTifeatmentfOrOsteochondromatosisCausingLimitationofthelbreannRotation
GooHyunBAEK,erczI

1Pc5FiveCasesofAcutePlasticDefOrmityoftheFOreann
KaoruTADA,aaI

IPc6'naumaticRadialHeadDislocationwithUlnarPlasticBowingofChildren
KiyoshiOKADA,αα／

15：57～16:32Wster:FoI℃arm2
Moderator:KensoKOZUKI

lPc70penFracmresoftheFbreann,7casesReport
RyoichiKAMKAMI,aaj

lPc8TreamentofDiaphysealFracmlesofBothFbreannBones:AMeta-analysis
YosmyukiANDO,ααI
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1Pc9

lPclO

IPcll

StIessFracmreoftheUlnarDiaphysis

MasakiTOMAI'SURI,ααl……S105

TieatmentfbrBipolarIIjuriesofthel℃reannandLongimdinalRadio-uharDissociations
HidetosmTERAURA,αα1……S105

SurgicalSmulatationontheThree-DimentionalFullScaleModelfOrtheCoITective

OsteotomyoftheForeannMalunion

KazukiKUNIYOSm,ααﾉ．……S106

16：32～17:00Wster:BaseballElbow

Moderator:OsamuSOEJmIA

lPcl2RadiographicEvaluationofLimeLeagueElbow
ReikoNAKAGAWA,ααl･

1Pcl3TreatmentofOsteochodralGraftfromtheKneeJointagainstOsteochondralDissecansinthe
ElbowJomt

AkimasaMOmTA,ααム・

lPcl40steochondralGraftfbrOsteochondritisDissecansoftheHumeralCapitulum
GoARAm,ααj.･

1Pcl5Closed-wedgeOsteotomyandOsteochondralGraftingfOrOsteochondritisDissecansofthe
Capitellum

TbshihirolSHIKO,ααL・

17：00～17：2817:28Wster:Elbow

Moderator:KenjiTAKAGISIn
DebridementArthroplastyoftheElbowJointfbrOsteoartmtisandPosttraumaticContracnn℃

HideakiMATSUOKA,ααI.．．

SulgicalTieatmentfbrNonumonandMalunionofFracturesoftheLateralHumeralCondyle

IPcl6

1Pcl7

1Pcl8

1Pcl9

inChild'℃n

NaomOIZUh皿,ααj

ChmcalExperiencesofRadialHeadFractures

MitsumKn'O,aaI

TreamentofDistalHumemsFractureinElderlyPatientwithOMPlate
RitsuTSUJnmOrO,aaj
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Irid&刑，いrll2l）20()7

Rooml

8：15～9:05CongemtalDifferences2
Moderator:FmikoHOMI

2-1-1ReconstructionoftheThumbinCongenitalmexionContractureofMultipleFingers
YasushiMORISAM,ααl.･

2-1-2TheSmdyofTieatmentinCongemtalConsmctionBandSyndrome
YillmAKUTSU,ααl.･

2-l-3GCongemtalCOnsmctionRingSyndrome-ASeriesof34CasesinSouthThiwan
YUan-ChengCHIANG

2-1-4GLow-doseMethotrexateUsefbr'IhgeatmentofSevereKeloidSc2mngoftheUpperExtrenty
ScottOISHI,ααl.･

9：05～11：05 Symposiuml:CongemtalDiHerences
Moderators:mdehikoKMBAIA

2-l-5S

2-l-6S

2-1-7S

2-l-8S

2-1-9S

2-1-10S

2-1-11S

KeizoFUKUMOTO

TheSmdyofOurTi巳atmentinThumbPolydactly
KousukemA,ααJ.

SurgicalhventionfOrReconstructionofType3ThumbPolydactyly
MasatakaMAJmIA,ααl.

OperativeProceduresfbrSyndactylyandPostoperativeEvaluation
KozolSHIKAM,ααl.

SulgicalTifeatmentofCleftHand
KeizoFUKUMOTO,ααj・

TieatmentofMacrodactyly
OsamulSHIDA,ααj・

TTeatmentofHypoplasticThumb
ShinicmroTAKAYAMA,er"1

MobilizationofaCongenitalProximalRadioulnarSynostosiswithUseof
aWscularizedFascio-fatGraft

FunnoriKANAYA,ααj,

11：25～12:251nvitedLecmm6
Moderator:mdehikoSAITO

2-2-12LReconstructionofUpperExtrentyFunctioninTbtraplegia
-WhatlStillDo,WhatlNoLongerDo

VincentR・HENTZ,ααI

12：55～13:55hvitedLec伽正9

2-1-13LDistalRadioulnarJointlnstabinty

2-1-14LChangeslMadeinMyPracticeofHandSulgery

Moderator:YukioHORIUCIn

RobertM.SZABO

Moderator:YOshikiHAMADA

JaiyoungRYU

14：10～16:10Symposium3:OsteoarthritisoftheWrist
MOderator:AkioMmAMI

2-1-15SPathogenesisofSLAC,SNACWrist
YasunoriTANIGUCHI

2-l-16SSurgicalOptionsfOrthe'IhFeamentofSLACandSNACWdst
NorimasalWASAm,aaj

2-1-17SSulgical'ITeatmentsfbrOsteoarthritisoftheWristJointDuetoScaphoidNonunion
KemchiKAZUm,ααノ
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2-1-18SSurgicalTreatmentfOrCaIpallnstability
EtsumroNAKAO,ααj.

2-1-19STifeatmentofOsteoarthritisDuetoKienb6ck'sDiseasewithTbndonRolllmplantation
HiroshiAJIMA,aaL

2-1-20SPartialWIistArthrodesisfbrRadiocalpalJointArthrosis
HiroshiONO,aaA

2-1-21SResidualProblemsaftertheDistalRadiusRacmreslncludingOsteoarthritis
NaotoTSUBOKAWA,αα1

16：25～18:25Symposium5:RhemnatoidArthritisoftheUpperE就renty
Moderators:JunnosukeRYU

TakayaMIZUSEKI
2-1-22SSurgicalReconsmctionfbrRheumatoidElbows

TakayaMIZZUSEm,ααム

2-1-23SDisabledRheumatoidWdsts.SigmficantContributionofMusculo-tendinousRe-alignment
andStabilizationofUharPartintheRestoration

MicmakiTAKAGI,αα/.

2-1-24SEvaluationofADLAbilityfbrPatientswithRheumatoidArthritisafterlmplantArthroplasty
AtsuhitoSEm,aa1

2-1-25SRngerReconstructionfbrRheumatoidArthritis

KeiichiroMSHIDA,ααム
2-1-26SSulgicalTieatmentfbrtheRheumatoidThumb

H"imelSHKAWA,era/.
2-1-27SPeripheralNeuropathymtheUpperLimbRelatedtoRheumatoidArthritis

KeiichiMURAMATSU,ααJ.

2-1-28SOurTifeatmentsfbrTbndonRuptureintheRheumatoidHands

HiroyasulKEGAMI,ααj.

Room2

8：15～9:05ArthritisofCMJOint
Moderator:TbtsuroSADAHIRO

2-2-1SurgicalTreatmentandSphntingfOrnapeziometacarpalArthritis
HmⅦkiMATSUm,ααム，

2-2-2TheWatson'sArthroplastyfbrTYlumbCMJointArthritis

YilkioABE,ααI.|

2-2-3ArthroplastyofCarpometacarpalJointoftheThumbDuetoOsteoarthritis

SmgemmOUE,αα/.@

2-2-4TheDevicesofApplyingtheCementedSrnapeziunnnetacarpalProsthesistotheTieatment
ofThumbCaIpometacarpalOsteoarthritis

TbshihitoYAMAGUCm,αα1.

2-2-5SubjectiveEvaluationofOutcomesafterSurgical'IiseannentfbrOsteoa曲曲sof
ThumbBasalJoint

NaokiSUENAGA,αα1．

9：05～9:45ArthritiSofFingerJOint
Moderator:KengoAMAMOTO

2-2-6ACrossSectionalStudyoftheAssociationofGIipPowerwithOsteoarthritisoftheHandin
Hizen-OshimaSmdy

NaokiTOBA,ααム．
2-2-70perativeTieatmentfbrHeberdenNodes

OsamiSUZUm,ααI.･

2-2-80perativeTbcmiqueofSurfaceReplacementArthroplastyofthePIPJomt
MasafUmlSHIZUm,ααK･
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2-2-9TheCPMRobotfbrRehabmtationoftheFingerJoint
KazuhiroOIANI,ααI．……S132

9：45～10:25Dupuytren'sContractum
Moderator:KemchiTAZAKI

2-2-10SmdyofDupuytren'sContractureinOperatedCases
KentaroARITOMI,ααﾉ．…・

2-2-llOperativeResultsofDupuytren'sContracture
NobutakaSATO,ααI．．…

2-2-120penPahnMethodwithMultipleTiansversehcisionsfOrDupuytren'sContracmre
HammsamGUCm,ααI．…・

2-2-13DupuytrensDiseaseFOllowmgAcutellIjuryinthelpsilateralUpperLimbmJapanesePatients;
IsltFalseorNon-DupuytrensPalmarFascialDisease？

YbshihiroABE,er"J

10：25～11:05Forearm
Moderator:mkaruTASHIMA

2-2-15PlateOsteosynthesisfbrFbreamlFacturesinYoungPatient
TaketoKUROZUMI

2-2-16CallotasisfOrFolearmDefbrmity
NaokiMAEGAWA,ααj、

2-2-17CallotasisoftheFOreannafterVascularizedFibulaGraftinginCmldren
YasunoriKOBAIA,αα1.

2-2-18TheAnatoncalPortionoftheInterosseousMembraneoftheFbleannResponsiblefbrthe

RotationalStabinty
KazuoNODA,ααl.

12：55～13:551nvitedLectuI℃10
Moderator:AkiraNAGANO

2-2-19LManagementofPeripheralNervelnjury
DavidChwei-ChinCHUANG

Moderator:mdeoKMI

2-2-20LFunctioningFree-muscle'IransferfbrDelayPresentationBrachialPlexuslnjuryPatients
PanupanSONGCHAROEN,ααI

14：10～15：10Ⅲ皿nor
Moderator:TakaeYOSIHZU

2-2-21TilmorsoftheHandandUpperExtremity:AnalysismOurClinicfOrthese23Years
KemcmTAZAm,ααj.

2-2-22VascuralizedTissuenansferafterExcisionoftheTilmoroftheHandandForeann
ShogoKAJI,αα1

2-2-23ACaseReportofneatmentfOrArteriovenousMalfbnnationinHandwith
TifansarterialEmbonzationandSulgicalResection

SatoshiHASEGAM,ααJ｡

2-2-24SulgicalManagementofTypeCFast-nowVascularMalfbrmationsintheHand
EiicmOHTA,ααI|

2-2-25RadiolucentSpotintheLunate
AkimasaKOBAYASm,ααI,

2-2-26AssessmentofMRIImagingofGCTofTbndonSheath
TakeoHOm,ααI

Carpalmmnel215：10～16：10

2-2-27Evaluat

Moderator:ShintamTACHIBANA

EvaluationofElectrophysiologicalFollow-upSmdymtheOperativePatientsofldiopthic
CarpalTumelSyndrome

SoicmroHENMI,αα1．．．
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2-2-28 TheUsefillnessofMWaveMeasm℃mentafterPalmarStimulationoftheMedianNervefOr

AssessmentofSevereCarpalTilnnelSyndrome
TakakoKANNIANI,αα/.･･

CalpalTilnnelSyndromewithUndetectableAPB-CMAP

ThtsukiEBAIA,ααJ.・・

QuantitativeEvaluationusingCulTentPel℃eptionThresholdTbstingofEndoscopicCarpal
TilnnelReleasefbrPatientswithCarpalmmnelSyndromewhichhadAbsentSensoryNerve
ActionPotentialsPreoperatively

AtsushiMAKINODAN,aaj.･･

EfncacyofVibrationThresholdTbstfOrCalpalTimnelSyndromePatientswithNomal
ResultsofSensolyEvaluation

YbshioKAJI,ααI.･･

QuantitativeAnalysisofSensoryRlnctionFbllowingCarpalCannalReleasemCarpalTilnnel
SyndromePatientsusingCunentPerceptionThresholdTbsting

GousukeOOm,αα/.･･

S142

S143
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２
２

２
２

S143

2-2-31

S144

2-2-32

S144

16：25～17:15Carpalnnnel3
Moderator:KohzoFUJIS州

2-2-33ChnicalResultsinSevereCalpalTimnelSyndromeandCompoundMuscleActionPotential
fromSecondLumbricalMuscle

KazushigeHASEGAWA,αα1...

2-2-34BilateralCaIpalTilnnelSyndromeCausedbytheLongstandingTmrdLumbricalMuscle
IncursionmtotheCarpalnnnelhducedbyRngerFlexion:ACaseReportand
UltrasonographicStudy

KenjiYAMADA,ααj.･･
2-2-35Carpal'IilnnelSyndromeAssociatedwithKienb6ckDisease

HroyukiMAI,SUm,αα/・・・

2-2-36hvestigationoftheSensoryDismrbanceoftheThenarEMnenceinCaIpalTilnnelSyndrome
YasuhiroOZASA,αα1･･

2-2-37Guyon'sCanalPressureMeasurementResultsbefbreandafterEndoscopicCarpalCanal
ReleasemCarpalTilnnelSyndrome

IchiroOKUTSU,αα/・・・

S145

S145

S146

S146

S147

17：15～18:15Nervelnjury/CRPS
Moderator:YOshiakiYANASE

2-2-38SafeLocationtoAvoidMedianNerveDamagebyhtracarpalTunnellnjection
ShigeharuUCmYAMA,ααj

2-2-39TroublemEndoscopicCalpalTilnnelRelease
MitsumNAGOSHI,ααj

2-2-40IatrogemcNerveInjuriesfromSurgery
YasunoriTANIGUCm,ααj|

2-2-41MiIrorVisualFeedbackAlleviatesDeafrerentationPain

KenjiMIm,emj､

2-2-420utcomeofComplexRegionalPainSyndromeintheUpperExtrenty
HikonoAIm,eral{

2-2-430perativeMacroscopicFindingsandEachSurgicalResultsfbrtheneatmentof

NeuropathicPainSyndromeandComplexRegionalPainSyndromeintheHandandDigit
YujimADA,em/.

S147

S148

S148

S149

S149

S150

Room3

8：15～9:10Skinmum

Moderator:YilichiHJRASE

2-3-1AdnmstrationofAC133+cellsfbrNon-vascularizedFasciocutaneousGraft

MisaNAKANISHI,aaj S151
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Lymphatico-venousAnastomosisusingFluorescencelmagingwithhdocyaI血eGreenfbr
IjimphedemaintheUpperExtrenty

nnjiroHASEGAWA,ααl.

ClinicalFeaturesofElectriclnjUryofUpperExtrenty
MitsumNEMOTO,ααj.

TieatmentfOrHeatPressInjuryoftheHand
AkitoNAKANISm,ααﾉ・

ExperienceofManagementofHandBurnContracmIesinChina
L.K.HUNG,ααJ,

2-3-2

S151

S152

S152
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４
５
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２

9：10～11:10Symposium2:Arthroscopy
Moderators:I間kumWADA

TbshiyasuNAKAMURA

2-3-6S ApplicationofCarpometacarpalandMetacarpophalangealJomtArthroscopy
SmnjimSmKAM,eml.…･’

2-3-7SArthroscopicAssessmentfOrDistalRadiusFracmre

S154

S154

S155

S155

S156

S156

S157

YUkioABE

ArthroscopicMobmzationfbrTifaumaticContractureoftheWrist
ThtsuyaHATTOm,aaL

ArthroscopicRepairusingOutside-inTbchniquefOrUlnarSideTFCCTbar
TakesmEGI,ααj.

ArthroscopicRepairofTFCCDetachmentatFovea
KeUiFUHO,ααﾉ，

ArhoscopicReleasefbrElbowContracmre
KatsunorimAGAm,ααI!

TbchnicalPearlsandOutcomesofElbowArhoscopyfbrOsteoarthritis
KanichiSHnIOKAWA,ααI|

PresentStamsofElbowArthroscopyfOrtheTreatmentofOsteoarthritisandRheumatoid
Arthritis

KozoSHnⅢADA

ArthroscopicSurgeryfOrLateralEpicondymsoftheElbow
HidehTSUJI,eral

2-3-8S

2-3-9S

2-3-10S

2-3-11S

2-3-12S

2-3-13S

S157

S158
2-3-14S

11：25～12:251nvitedLecmre7
Moderator:IsaoKOSIHMA

2-3-15LHemangiomaandVascularMalfbnnations:TheirDiagnosisandTieatmentAlgorithm
Kwan-ChulTARK S159

12：55～13:551nvitedLectul℃11
Moderator:SatoshiTOH

2-3-l6LManagementofDistalRadiusRacmle,WhatistheEvidence？
KevinCCHUNG

Moderator:NaoyukiOCHIAI

2-3-17LTheUseofBoneGraftSUbstitutesandGrowthFactorsfbrFractureHeaUng
RobertWBUCHOLZ

S160

S161

14：10～16:10Symposium4:NewStepmHandSurgery
Moderators:JUichiTANAKA

MitsunhiroAOKI

2-3-18STbnsilePropertiesofRexorTEndonRepair
MitsuhiroAOm,ααJ@

2-3-19STbndonSurgeryandHandTherapy
H加yukiOm,ααI|

2-3-20STheApplicationofMRImagingtoPeripheralNervelnjuryandNeuropathy
YasumasaNISHnJRA,ααl.

2-3-21SApphcationofLockingPlateinHandSulgery
YbsmroKIYOSmGE,aaj

S162

S162

S163

S163

－96－



2-3-22S ReconstructionoftheLigamentandTbnodesisusingTbndonJunction(TJ)SysteminHand
Surgery

JuichiTANAKA,αα/.

ChnicalAppUcationof3DComputerSimulationfbrUpperLimbSuIgely
TsuyoshiMURASE,αα/，

TheAlternativeFixation'Ibchnique(TblescopingFixation)inOsteosynlhesisoftheUpper
Extlenty

MasatoshiTAKAHARA,ααl.

VasculalizedBoneGraftfbrCarpalBoneNecrosis

ShoheiOMOKAWA,αα/.

ArticularCartilageRegenerationusingGene-EnhancedTissueEngineering
KazukiSATO,αα1．

S164
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２

16：25～18:25Symposium6:GmwthImpairmentoftheHand
Moderator:HroyukiKATO

2-3-27STiaumaticGrowthArrestofUpperExtrenty
KuniicmASO,αα1...

2-3-28SDiagnosisandTieatmentfbrBrachydactylyandClinodactyly
HidehikoKAMBAIX,ααム・・

2-3-29SSulgicalTreatmentfbrMadelungDefbnmty
EmikoHORn,ααJ.･･

2-3-30SCorrectionSurgerywithFIeeFatGraftfbrGrowthDisordersinCongenitalHandDefbrmities
DaisukelSmGAm,era1.･･

2-3-31SReconstructionusingBoneLengthemngmtheHandandForearm
SatoshiTOH,ααﾉ．・・

2-3-32SSulgicalTTeamentofForearmDefbnmtywithMultipleOsteochondromasinChildren
Jun-icmlSHKM,er"/.･･

S166

S167

S167

S168

S168

S169

Room4

8：15～9:15Carpalmmnell
Moderator:IchiroOKUTSU

2-4-1UltrasonographicMeasurementofMedianNerveCross-sectionalAreaCombinedwithNerve

ConductionSmdyfbrtheDiagnosisofldiopathicCarpalnnnelSyndrome
KemchiNAKAA皿CⅢ,ααﾉ．．…･･S170

2-4-2SmdyoftheMorphologicalChangesintheCalpalCanalwithHigh-resolutionMm:
TheDifferencebetweenCaIpalnmelPatientsandMiddle-agedHealthyWomen

YasumasamSmURA,ααl.……S170

2-4-3RoleofTbnascm-CintheVascularLesionofTbnosynovialSwellingofCarpalTilmel
Syndrome

MasayaTSUJII,ααI.……S171

2-4-4RelationshipbetweentheLevelsofPentosidineandtheSeverityofCarpalTilnnelSyndrome
withPatientsUndergoingHemodialysis

『rakaoOMURA,ααI．……S171

2-4-5CarpalTilmelSyndromewithSpondyloticCervicalMyelopathyofLong-termHemodialysis
Patient,PostOperation

MalieMABUCm,ααL……S172

2-4-6RelationsmpbetweenSelfAssessedQOLEvaluation(DASH,CTSI)andNeIveConduction

SmdiesinFollow-upofSurgically-TreamentCarpalTilmelSyndrome
TbshmⅡSUBO,ααI．……S172

9：15～10:15ThgiggerFingeITnnammationl
Moderator:KazuhimMIZUTANI

2-4-7ClimcalReviewofTbnosynovitisofthemexorsinElders
HikamTASHmIA S173
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TheExpressionofCyclooxygenase-1(Cox-1)inthePulleyofTriggerHngers
NobukiTERADA,ααl.

ImportanceofKnowledgeaboutPAPulley
TadaoKOJMA,ααj・

SnappingFingerinA2Pulley
TbsmmtoYAMAGUCHI,ααl.

ADoseResponseStudywithTriamcinoloneAcetonidelnjectionfbrTheiggerFmger
ThiheiYAMAGUCm,ααﾉ．

EndoscopicTbndonSheathReleasefOrTriggerThumb
YasusmNAKAO,er"J.
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９
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２
２

S173

S174

S174

S175

S175

10：15～11:05TriggerFingeIInnammation2
Moderator:YOshinoriMIYASAKA

2-4-13TriggerFingermChildren
RitsuSmOZAM,ααJ.･･

2-4-14NamralHistoryofCongenitalTTiggerThumb
GooHyunBAEK,ααﾉ．・・

2-4-151nfectionofDeepLayersofHands
HroyukiMIWA,ααl.･･

2-4-160utcomeoftheMuscleThansferfOrthelnfectiousArthritisoftheElbow

MitsunoriSmGETOMI,ααl...

2-4-17CnmcalComseandResultofNecrotizmgFasciitisinUpperExtrenty

YbshiyukiASADA,αα1．．．

S176

S176

S177

S177

S178

11：25～12:25hMtedLectule8
Moderator:MuneakiABE

2-4-18LLimbSizeDiHerences-diHerentialDiagnosis:FewerthanTbn-patternRecognitioninUpper
LimbMalfbrmation

MarybethEZAm

l2：55～13:55The46thMeetingonCongenitalDiffelencesoftheHand

S179

14：10～15:05CongemtalDiHerences3
MOderator:TakakazuHIRAMMA

2-4-19FUnctionalRestoranonofCongemtalOngodactylyHand
KunihiloKURIHARA,ααﾉ．・・‘

2-4-20FollowUpSmdiesofthePolicizationofCongemtalnlumbHypoplasia
KummroKURIHARA,ααl.．“

2-4-21WristJointPlastyfbrLongimdinalDeficiencies
HimkiNISMOKA,αα/.・・‘

2-4-22ResultsofEpiphyseodesisfOrMacrodactyly
'IhkaakiSHINOHARA,ααj.．．‘

2-4-23GResultsofSingleStageReductionProcedurefOrMacrodactyly
Poong-ThekKmI,ααj、．，

S180

S180

S181

S181

S182

15：05～16:00CongemtalDifferences4
Moderator:KImihiroKURHIARA

2-4-24HghResolutionMmwithaMicroscopyCoilfbrDiagnosisofThumbPolydactyly
KuniakiANRAKU,aaj．・・

2-4-25ClmicalResultsofWasselType4ofnmmbPolydactyly
TadayoshiWAIANABE,aal.・・

2-4-26GAestheticAspectofExtraThumbSmgery
RC.HO,ααﾉ．・・

2-4-27AnalysisofAbnonnalChangesofAdjacemSkeletalBoneAssociatedwithCrossBone
KazuolTO,ααj・・・

2-4-28Side-distractionTTeatmentfbrBonySyndactylyandnoatingThumb
YasushiNAKAO,αα1．．．

S183

S183

S184

S185

S185
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16：25～16:55MusicmunctionalAssessment

Moderator:YasushiNAKAO

2-4-29BrainCorticalActivationofMusiciansAfiectedwithFbcalHandDystonia:
AnalysisusingFunctionalMm

NaotakaSAKAI,ααj

2-4-301nustratedQuestiomarefbrDisabmtyofUpperExtl℃mty
MikakoKAMIYA,ααj

2-4-31VandityandReliabilityoftheIllustratedQuestiomaile

ShigemKUmMOTO,ααﾉ‘

16：55～17:35Scaphoid2
Moderator:ShmjiMSHIKA肌胤

2-4-32ChangeofFoI℃eDismbutionafterScaphoidDistalPoleResectionfOrScaphoidNonumon
HhoshiMATSUm,ααl.

2-4-33AnalysisofDynamicハ価RIfbrDelayedUnionandNonunionofScaphoid
KoichiNAKAMURA,ααl.

2-4-34SurgicalTreatmentofScaphoidNonunion:PreoperativePlanmngwith
Three-dimensionalComputerSimulationandRapidPrototyping

KosukeSASAm,ααム

2-4-35TreamentofScaphoidNonumonsinCMdren

ThkesmKOKUBU,ααJ.

17：35～18:15Scaphoid3
Moderator:TsuyoshiMURASE

2-4-36TieeatmentfbrNonunionoftheScaphoid
SoutetsuSAKAMOTO,αα／

2-4-371ntemalFixationMaterialsinVascularizedBoneGraftfbrtheScaphoidNon-umon
-K-wirevs.Screw-

TakuyaSawaizun,aaj

2-4-38TieatmnentofScaphoidNonunionusingaVascularizedBoneGraftfromtheDistalDorsal
Radius

RyosulcKAKINOm,αα1

2-4-39VasculalizedRadiusGraftingfbrtheTreatmentofScaphoidNonunion
TbmSUNAGAM,ααJ'

Room5

8：15～8:55htrinsicISports
Moderator:YukioNAKATSUCIn

2-5-1htrinsicMuscleConmbutiontotheMetacarpophalangealJointmexionMomentofthe
Middle,Rmg,andLittleHngers

ShukukiKOH,aaj．．、

2-5-2SimUlationofTbndonTiansferReconstructionsoftheUlnarNervePalsyusmgTwo-
dimensionalLinkModel

TbshiyasuNAKAMURA,αα1．．

2-5-31diopahcContractureoftheHandlnmnsicMuscles.Expelienceof7CaseswithlOhtrinsic
PlusHands

YbshitakaHAMADA,αα1．．
2－5－4 QuantitativeMeasulementofhmnsicMuscleStrengthintheAthletes

MasatoshiTAKAHARA,ααl.･･

8：55～9:35DistalRadiusFractum7

Moderator:KenichiKAZUKI

2-5-5ValidationoftheChnicalScoringfbrFracturesofDistalRadius
OusulcHAYASm,ααI
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ArthroscopicMobilizationfbrWdstContracmresafterDistalRadiusFracmres
MasaahKAWANO,aaj

RadiocalpalSeptumafterDistalRadiusFracmre
KQjiYAMAMOTO,aaj

PreventionofCRPSTypelfOllowingtheDistalEndFractureoftheRadius
KazuteruDOI,αα』
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S194

S195

S195

9：35～10:05DmtalRadiusFracture8
Moderator:TakashiSASAKI

2-5-9ColTectiveOsteotomyofMalumtedDistalRadialFractures
MasahiroYUKAWA,ααﾉ．・

2-5-IOAModifiedOpemngWedgeOsteotomyfbrMalunitedFracmresoftheDistalRadius
AkiraKAMBAIA,ααl.･

2-5-11ColTectiveOsteotomyoftheMalumtedDistalRadiusFracmresusingPrefabricatedArtificial
BoneGraft

MasahiroYONEDA,ααl.･

S196

S196

S197

10:05～11:05WriStl

Moderator:YasunoriTANIGUCHI

2-5-12ChlomcDorsalWristPain-DiagnosisandSurgicalTheatmen腰
KazuhikoHIRACHI,ααJ.･･{

2-5-13ArthroscopicFindingsandClinicalResultsofRadialOsteotomyfOrKienb6ck'sDisease
MasahiroTXTEBE,ααI．．．‘

2-5-14ComparisonoftheSulgicalOutcomeofCapitateShortemngwiththatofTbmporal
Scapho-capitateFusionafterPedicledBoneGraftfbrKienb6ckDisease

RyosukelKEGUCHI,ααl.．，

2-5-15I"vivoThree-dimensionalMeasurementoftheRadioscaphocapitateLigamentduringWrist
Motion

AkiraGOrO,ααﾉ．・・

2-5-16TiaumaticMechanismsandTherapeuticResultsofthePelilunatelnjuries
KatsumTAKASE,aaJ．・・

2-5-174-cornerFusionfbrSLACWrists

YasutoYAMADA,ααl･･

S197

S198

S198

S199

S199

S200

12：55～13:55SeminarhrSociallnsurance

Moderator:JUnnosukeRYU

2-5-18LCunentStamsofMedicalhsurancefOrHandSurgeryinJapan
ShintaroTACHIBANA S201

14：10～15:10ElbOwl

Moderator:YoshinoriOKA

2-5-19TieatmentofRadialHeadFracmre

YilkikoハnTSUGUCHI,ααI､

2-5-20AOMinicondylarPlateFixationfOrRadiusHeadandNeckFracmres
TbyomroYAMAZAm,ααI!

2-5-21TreatmentofElbowJointDislocationwithFracmreoftheProximalRadius

TadamroNATSUME,ααJ｣

2-5-22Treatmentofl3UlnarCoronoidProcessFractures

rlhroRISAM,ααI

2-5-23ExperienceinTTeatmentoftheOldFracmresoftheLateralHumeralCondyleof
theHumerusinChildren

KenjiNITABARA
2-5-24ExternalFixationfbrFracmresandNonunionsoftheShaftsoftheHumerus

MasatosmAMAKO,ααI

S202

S202

S203

S203

S204

S204
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15：10～16:10Elbow2

Moderator:YOshiyasunOH

2-5-25FArthroscopicECRBReleasefbrLateralEpicondylitis:AnAssociatedlntra-Articular
Pathology

h-HoJEON,ααL・・

2-5-26ArthroscopicSulgeryfbrtheLateralEpicondylitis
ThkesmARAI,ααﾉ．．．

2-5-27ExtensorFasciotomyandElongationoftheECRBTbndonfbrLateralEpicondylitisofthe
Elbow

YOshioKAGAWA,ααL・・

2-5-28ArthroscopicSulgeryfbrPosteriorElbowLesion

AkihitoTSUJMO,αα/・・・

2-5-29ChnicalResultofLateralWedgeOsteotomyfbrOsteochondritisDissecansoftheElbow
ShuzoKAMEI

2-5-30TheOperatiVeTieatmentfbrOsteochondritisDissecansoftheHumeralCapitellum
『IbshiyukiTSURUTA,αα/.･･

16：25～17:25WriSt2

Moderator:AkimasaKOBAMSHI

2-5-31Uhar-sidedThiangularFibrocartilageComplexTbarsEffectonDistalRadiouharJoint
Stability:ABiomechanicalSmdy

'InmamiMORIYA,aal.･･

2-5-32"viv0,3-DmensionalLengthChangeoftheUhocalpalLigamentsdurmgVariousCalpal
Motions

HisaoMORITOMO,aaj．．“

2-5-33The"FoveaSign''fbrDefiningUlnarWristPain:AnAnalysisofSensitivity,Specificity
KazunariTOMITA,αα/.･・‘

2-5-34CTArthrogaphyoftheFbvealDismptionoftheTFCC
MasakazuMURAI,er"1･･'

2-5-35StressⅣ皿RIEvaluationofDRUJhstabinty
TakeshiSAITO,ααL…

2-5-36TheDiffelenceofTFCCEvaluationinMRhnagingwithMicroscopyamongtheObservers
TbshikazuTANAKA,ααI．…

17：25～18:15WriSt3

Moderator:NorimasaIWASAKI

2-5-37TheA卯icalTT℃CInjuryinPalmer'sClassifcation
YIlkioABE

2-5-38RecurrentPahnarDislocationoftheDistalRadioulnarJoint

TbshiyasuNAKAMURA,ααL

2-5-390steosynthesisfOrSymptomaticUlnarStyloidNonumon
RyqjiKAJIWARA,αα1

2-5-40UharShortemngOsteotomyusingCompressionDevicefOrUInarhnpactionSyndrome
TakashiODA,ααl.

2-5-41AbsorbablePinFixationfbrS.KapandjiProcedure
HirakuKIKUCH,αα』．

RoomPa

8：15～8:57Wster:menbiick'SDisease

Moderator:mroyukiTSUCHmDA
2PalEnchondromaoftheLunate,whichisSimilartoKienb6ck'sDisease

Sh河mKONO,αα/.|
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MRSFindmgsoftheNecroticBoneintheJoint.TheSecondReport:Long-temFollowup
Cases

YilkihikoOBARA,αα/.

AssessmentofVascularSupplyDifferencebetweenRadialandUlnarSideofLunatein
Kienb6ckDiseaseusingDynamcMRI

TakasmMATSUDO,ααj・

CmmcalResultsofRadialOsteotomyfOrKienb6ckDisease
-InfluenceofLunatohamateArticulation-

HiroyukiSHIMIZU,ααI.

ClinicalResultsoftheKienb6ck'sDiseaseusingPedicleVasculaIizedBoneGraftfromthe
DistalRadius

KQjiSMGEMATSU,αα/.

TreatmentofKienb6ckDiseasemPediatricPatientswithTbmporaryFixationofthe

ScaphotrapeziotrapezoidalJoint
HiroyosmOIA,ααﾉ．

2Pa2

S214

2Pa3

S215

2Pa4

S215

2PaS

S216

2Pa6

S216

8：57～9:25POster:Scaphoidl
Moderator:NaotoTSUBOKM

2Pa7CTFindmgsoftheOccultScaphoidFracmre
NozomuKUSANO,aaL

2Pa80vertUmonofScaphoidFracmre
HdeyukiMrrSUGUCH,ααj，

2Pa9TreatmentofScaphoidFracmresusingSmalllncisionMethod
IsseiNAGURA,er"J.

2PalOSulgicalTreatmentfbrnansscaphoidPerilunateDislocation
RyoODA,aaL

S217

S217

S218

S218

9：25～10:00Poster:Scaphoid2
Moderator:Koic肺KUSUNOSE

2PallRevisionSulgeryfbrScaphoidRacmres
YasumuKImMA,αα/、

2Pal2CorrelationofMagneticResonancehnagmgandHstologytoAssessScaphoidNonumons
KemchiAKASHI,αα1.

2Pal3TreatmentfOrScaphoidNonunionusmgCircularDrill66Bowler''
RyousulcSAITO,αα/、

2Pal4ScaphoidNonunionTreatedwithVascularizedBoneGraft
KeikichiK…SAm,αα1.

2Pal5SevenCasesofPreiser'sDiseaseTieatedwithVascularizedBoneGraft

KumakiSHMIZZU,ααﾉ．

S219

S219

S220

S220

S221

10：00～10:35Wster:Pain/CRPS

MOderator:KatsUjiSHⅡⅧZU

2Pal6Con伽uousBlockadeofPeripheralNeIveinForeannfbrHandnauma
RyusukeOSADA,ααI|

2Pal7HandEdemaEvaluationfbrTherapy
AkioOKANO,aaj

2Pal8IsitPossibletoPreventCRPS-卯elafterSulgery？
TaizoKOMSHnKE,ααj,

2Pal91atrogeniclnjuryofPeripheralNerveCausedbylnjectionNeedle
MakotoSAKAI,ααj

2Pa20 LegalCasesConcerningHandSurgely
AsakoKOKUBO

S221
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10：35～11:10Poster:DistalRadiusFracturel

Moderator:ShUjiOKINAGA

2Pa21EvaluationofEarlyADLafterDistalRadiusFracturewithUseofQuickDASHQuestionnaire
ShotalKEGAMI,ααl… S224

－102－



2Pa22

2Pa23

2Pa24

2Pa25

TheFunctionalRecoveryandRelatedParameterafterCollesRacmle
SatonlNAKAMURA･･･

RmctionalEvaluationfbrtheTreatmentofDistalRadiusFracmre,ComparedMayoWrist
ScorewithJSSHScore

KazuhikoFURUTA,eral．…
ConservativeTieatmentoftheDistalRadialFracmle

NarihitoKODAMA,ααl.･･･

ComparativeSmdyofArthroscOpicFindingsofArticularSulfaceandTFCCinCasesofDistal
EndFracmresoftheRadius･

AtsushiOKAZAm,ααI．…

14：10～14:52Wster:DistalRadiusFractum2

Moderator:YilkioABE

2Pa26ExaminationofCasesafterExternalFixationofDistalRadiusFractulB

HtomiMAKINO,era1…

2Pa27ExtemalFixatorofBridgingTypeandNon-bridgingTypefbrDistalRadiusFracmre
RyoichiSHIBUYA

2Pa28TieatmentwithConeheadScrewandEx[malFixatorfbrFracmresoftheDistalRadius

KatsuroFURUMACHI,αα1…

2Pa29Non-bridgingExtemalFixationfbrDistalRadiusFracmIes

-AReportof70TbchnoHXCases-

KensulfOCIn,αα/，…

2Pa30ComparisonOfPalmarLockingandNon-lockingPlatingfOrDorsallyDisplacedDistalRadius
Fracmres

KohjiKURIYAMA,ααI．…

2Pa31TieatmentofUnstableCollesFracnn℃withNon-lockingandLockingVblarTypeRadiusPlate
HisasmYAMAMOTO,aaj.･･･

14：52～15:27Wster:DiStalRadiuIsFracmm3

Moderator:TbmoyukiSAITO

2Pa32TreatmentofIntemalFixationwithDorsalDistalRadiusPlateandLockingDistalRadius
SystemfbrtheDorsallyDisplacedDistalRadiusFracmres

YUkinobuNISHn,aa1

2Pa33ClimcalResultsofPlatefixationfOr恥larFlexedFracmresoftheDistalRadius

-ComparisonbetweenLockingPlateandNon-lockingPlate-

YilkioUENO,aaA

2Pa34ClincalResultsofiheWlarLockingPlatingmtheTreamentofVblarDisplacedFracmreof
theDistalRadius

HidenobuFUKUMURA,ααJ.

2Pa35ClimcalResultofVblarPlatingfOrDistalRadiusRacmre
-ComparisonbetweenMinimallyInvasiveMethodandConventionalMethod

TbshikazuKUMSm,ααl

2Pa36TheOutcomeofDistalRadiusFracmlesTTeatedwith,VblarLockingPlateFixation
YbshihisaMIYAZAm,αα1

15：27～16:02Wster:DistalRadiusFracm正4

Moderator:Ⅱ泡kuyaSA肌胤IZuⅧ

2Pa37ManagementofFracmlesoftheDistalRadiususingVolarLockingPlate
YasummYOSHKAWA,αα1．．‘

2Pa38ClimcalResultsmtheTreatmentfbrFractuleoftheDistalRadiususmgPaharLockingPlate
KatsuolSHIBASm,ααl.･･､

2Pa39ClinicalResultsofACU-ROCDistalRadiusPlateSystemfbrFracml℃softheDistalRadius
Natsu皿KAMHARA,ααl.･･･

2Pa40ShortTbnnResultoftheDistalRadiusFracmleswhichTreatedwiththe1blarLockingPlate
(Acu-LocDistalRadiusPlateSystem)

nnjiroFUJmIURA,ααム…
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2Pa41Acu-LocDistalRadiusPlatefOrtheRadiusDistalEndFracmres

JunyanmAIANI,ααl.……S234

16：02～16:51Wster:DistalRadiusFracture5

Moderator:JunyamIAIAM

2Pa42TTeamentofDistalRadiusExtra-articularRacturefOrUnder60YearsOldPatients

EUirouNAKAMURA,ααI.……S234

2Pa43WlarLockingPlatefOrDistalRadiusFracmresinComparisonwithBoneMmeralDensity
HdekilSHn,ααI．……S235

2P44WlarLockingPlatingfbrDorsallyDisplacedUnstableExtra-articularFracmreof
theDistalRadiusintheElderlyPatients

TakeshiMAEDA,ααJ.……S235

2Pa45AdvantageofusingBreak-awayScrewsfbrDistalhterphalangealJointArthrodesisoftheDigits
PhilippeLIVERNEAUX,ααI．……S236

2Pa46TheResultofWlarLockingPlateFixationfOrAOTypeCIntra-articularDistalRadius
Fracmre

TbruyasuOhno,aaj．．…・・S236

2Pa47FracmBoftheDistalRadiuswithDorsalRoofFragmem

KazuyoshiYAMANAKA,ααI.……S237

2Pa48FragmentSpecificFixationoflntra-articularDistalRadiusFracmresusmgHC50Universal
RadiusPlate

YasunoriKANESHRO,aaj．……S237

16：51～17:40Wster:DistalRadiusFracmre6

Moderator:KatsunorimAGAKI

2Pa49ACmmcalResultsfOrBarton'sFracmreswithLockingPlateSystem
HirotsuneHIRAHARA,ααl.……S238

2Pa50NewTypeWlarLockingPlateFixationfOrOver70YearsOldPatientswithAOtypeCDistal
RadiusRacture

EishunAMAKADO,ααl.……S238

2Pa51SurgicalTieatmentoftheSevereComnnnutedIntra-articularFractureoftheDistalRadius
MasasmHONJO,ααI.……S239

2Pa52Tifeatmentofthehtra-articularDistalRadiusFracmreusingDualorTdplePlateFixation

ShinyaMAⅢ……S239

2Pa53PlatingTbchniquewithMiniCondylarPlatefbrFracmlesoftheDistalUhaAssociatedwith
FracmreoftheDistalRadius

ShoUjiFUKUDA,ααI.……S240

2PaS40pemngWedgeOsteotomyfbrDistalRadiusMalunioninMiddle-agedPatients
DaisukeYAMAUCm,ααl.……S240

2Pa55 EpiphyseolysisandFreeFatGraftfOrEpiphysealClosureCausedbyEpiphyseallIljuryof
DistalRadius-AReportof3Cases

TbmohiroISA,αα』．……S241

RoomPd

8：15～8:43Wster:MuscleﾉIbndonl

Moderator:TbshikazuKUBO

2PdlNewRolesofPKC(theta)inRegeneratingMuscleofRats
SejiTOKUGAM,ααl.

2Pd2CallusFbnnationduringHealingProcessoftheRepairedTbndon-boneJunction
NaomtoHIBmO,aaZ

2Pd3EvaluationofGripandPinchStrengthDifferencebetweenmtheDonnantand
Non-domnantHand

TakaneSUZUm,ααI

－104－
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2Pd4TheEffectofThumbMuscleStrengthontheDifferenceofDorsalFlexionandPahnarHexion
AngleattheWristJoint

SejiMSHnIURA,ααl.･･･

8：43～9:18Hster:MuScle/Tbndon2

MOderator:YasushiSUZUKI

2Pd5ClinicalResultsoftheSubcutaneousRuptureoftheExtensorsComplicatedwiththe
OsteoarhosisintheDistalRadio-ulnarJomt

Hikaru'IASHn4A

2Pd6TbndonTransferfbrReconstructionofFingerExtension
MasayukiSAKUMA,ααム…‘

2Pd7EvaluationofthePatientswithNon-tleatedSubcutaneousEPLRupture
JinTAKAHASm,aal.…‘

2Pd8SubcutaneousRuptureoftheExtensorPomcisLongusTbndonfbllowingFracmleofthe
DistalEndoftheRadius

MichihiroODA,ααj・…

2Pd9LateralBandReleaseandHexorTbnolysefbrExtensionContractureofthehteIphalangeal
Joint

MasaoNISmWAm,ααL・…

9：18～9:53POster:CaIpalmmnelSyndromel
Moderator:HisayaSH[RAI

2PdlORelationshipbetweenldiopahcCalpalTumelSyndromeandOsteoarthritisof
theCMCJointoftheThumb

NaokiKOKUBU,ααj.．…
2PdllMagneticResonancehagingofCalpalnmelSyndrome

TbshhsaOSHGE,ααl…．
2Pdl2HexorRetinaculumAttachedlntrinsicMusclesInvolvementastheCauseof

CalpalTilmelSyndrome

GenHOmGUCm,ααl.…．

2Pdl3MaterialPropertiesofTbnosynoviuminCarpamlnnelSyndromemResponsetoShearStress
NaokiOSAMURA,αα1･…‘

2Pdl4InCarpalTilnnelSyndrome,HeatShockProteinDecreaseinSynoviaofhtraCarpalCanal
HidekiTSUBOUCHI,erqj.…”

9：53～10:28POster:CarpalmmnelSyndrome2
Moderator:HidekiⅡ遮NAKA

2Pdl5AnalysiswithDelayedTbrminalLatencyofSecondLumbricalismorethanthatofAbductor
PonicisBIevisMuscle

SatoshiADACm,ααL・…．

2Pdl6AStatisticalComparisonofClimcalRecovelymMaleandFemaleldiopathicCanpammnel
SyndromePatients

IkkiHAMANAKA,ααム…・・

2Pdl7MeasurementofhtemalPressuleoftheCarpalTilnnelusingtheUtrasoundPressuleWile
KeiichiMURAIA,ααI．…・・

2Pdl8ComparisonwithBilaterallyAffectedCasesandBilaterallyOperatedCasesinCarpalTilnnel
Syndrome

NorikoOKUYAMA,ααl.．．…

2Pdl9SteroidlniectionintoCalpal'IilmelfbrTieamentofCaIpalTunnelSyndrome
SadahiromOUE

10：28～11:03Hster:CaIpalnmlelSyndmme3
Moderator:ShigeharuUCHIAMA

2Pd20LongTbrmResultsofSphntingfbrCalpalTilmelSyndmme
YasuhimTOYOIZUMI,αα/.…．．
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2Pd21

2Pd22

2Pd23

2Pd24

AnalysisofOperatedCaseofCarpalTilnnelSyndrome
-ClinicalStudyandNerveConductionStudy-

KenicmrouTERAMOTO,ααI.･･

OpenCarpalTilnnelReleasewithanExtraMinimumlncision
KatsuhitomYASU,ααl.･･

AbductorPolUcisBrevisMuscleStrengthRecoveryrlimefOllowingCompleteorlncomplete
EndoscopicDecompressionoftheCarpalCanal

AyaYOSHDA,ααI．・・

ScarComplaintsafterSulgeryfbrCarpalTilnnelSyndrome
MasaharuMAKmO

14：10～14:52POster:CarpalmmnelSyndmme4
Moderator:NaokiSUENAGA

2Pd25ThelndicationofOpponensplastywithEndoscopicCarpalTimnelReleasefbrtheSevere
CarpalTimnelSyndrome

TakesmARAI,ααl.･

2Pd260pponensplastyfbrSeveleCarpalTimnelSyndromeandMotorNerveConductionSmdies
SmngoNOBUTA,ααl.･

2Pd27ResultsofOpponensplastyfbrSevereCarpalmlnnelSyndrome
YOuicmMIYAZAm,ααI．・

2Pd28CarpalmlnnelSyndromeinKienb6ck'sDisease
YOkoTAKAHASHI,αα1．．

2Pd29CaseReportsofCarpalTilnnelSyndromewithFamilialAmyloidPolyneuropthy
TbnllRIE,αα1．．

2Pd30SudectiveEvaluationofCarpalnnnelReleaseonLongTbrmHaemodialysisPatientsusing
OutcomeMeasure

IzummTAJIMA,ααL・

Roomm

8：15～8:50Poster:Nervel
Moderator:HiroyukiGOIANI

2PelExall血ationofCollateralSproutmgfromPeripheralNervebyhnplantationofOsteoblasts
ExpressingBrain-DerivedNeurotropmcFactor

'IakemARAI,αα1.

2Pe2MolecularAnalysisoftheFacilitatoryEffectsofAxonRegenerationbyDilectPcun･ent
ElectricalStmmlation

MiyukimRAIA,ααﾉ．

2Pe31-lbetaPromotedNeuriteOutgrowthbySuppressmgActivationofRho
KoTEMPORIN,ααl.

2Pe4EHectofHGFGeneTherapyViaRetrogradeAxonalrnfansportfbrNeumpathicPainModel
inRats

TbyokazuTSUCHIHARA,ααj、

2Pe5SuccessfillNerveAllograftsuSingGreenTbaPolyphenolSolutionandSubtherapeuticDose
ofFK506

TbmoyukiYAMAKAM,ααJ.

8：50～9:25Poster:Nerve2
Moderator:SeiichiroOKAJmmA

2Pe6AugmentingEffectofBradykmnonCutaneousNociceptorResponsetoMechanical
Stimulation

MasakiSHm,ααj、

2Pe7EIyhopoiemhnprovesMotorNeuronApoptosisafterRatSpinalRootAvulsion
SouichiOHTA,ααI.
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2Pe8DiagnosticValueofCTMyelographywithCoronalandObnqueCoronalViewfbrBracmal
Plexusmjury

HimshiYAMAZAm,ααj、

2Pe9SignificanceofEarlyTbndonGlidingExerciseFbllowingDoubleFreeMuscleTransfer
MasaoMIANABE,ααl.

2PelOReconstructionofmbowHexionbyUlnarNerveCrossmgtoMusculocutaneousNerve
fbllowingBrachialPlexusInjury

YukiyoshiHISADA,ααj、

9：25～10:00Wster:Nerve3

Moderator:TbruSUNAGA1岨

2PellLowBackPainAssociatedwithThoracicOutletSyndrome
KoichiroABE,eral.

2Pel2RadiologicalAnalysisoftheCubital'nlnnel

GooHyunBAEK,aa1
2Pel3UlnarNelvePalsyafterShoulderBrace

OsamuSATO

2Pel40utcomeofOperativeTreatmentfbrGuyon'IilnnelSyndrome
HirofilsaICHINOSE,aal

2Pel5ClinicalResultsofUharNerveRepair-ExaminationofWristDistalLevellnjury
HimkoNARISAWA,aa1

2Pel6ThFeatmentofthePosteriorlnterosseousNervePalsyDueto'IilmorousLesion
AkiraTSUCHKANE,aaj.

S260
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10:00～10:42Wster:nnmoIRA

Moderator:YOshitakaWAMIKM

2Pel7RenabilityoftheDiagnosisDuetoMRImagingfOrSoftTissuenmorinUpperExtrenties
TakuyaUEMURA,erfzL……S265

2Pel8TheRoleofPETAnalysisinPIeoperativeDiagnosisofMusculoskeletalTilmorandTilmoIz
likeMassoftheHandandI℃rearm

TsutomuKOBAYASm,ααl……S265

2Pel9SynovectomyinRheumaticWrist

YOshikiYOSHmARA……S266

2Pe20TheSulgicalTi℃atmentsoftheHexorTbndonSubcutaneousRuptulesinRheumatoidArthritis
MamomMATSUMOTO,eraム……S266

2Pe21RadialHeadImplantfbrRAElbow

FukuiAmmRO,αα1……S267

15：15～15:50Hster:WiggerF加geIYInnamma伽nl
Moderator:NaotakaSAKAI

2Pe22GrapmchvestigationoftheEHectofSteroidInjectionmtotheLigamentousSheathfbr
TriggerFingersusingUltrasonography

YilkihiloKOKUBU,aaj

2Pe23PercuianeousReleaseofTriggerDigits
HidekiTハNAKA,ααI,

2Pe24TheAnalysisofthePostoperativeResultsofPel℃utaneousSurgeryfbrTifiggerFinger
HidekiTANAKA,ααI'

2Pe25EPBFunctionanditsSubcompartment-EtiologyofdeQuervain'sDisease-
MineoOYAMA,ααI｡

2Pe26DeQuervain'sDiseasebecauseofAnomalyofExtensorPomcisLongus
MasamFUJrrA,ααJ.

15：50～16:25Poster:DiggerFmgeⅥmammation2"
Moderator:KatsUjiSUZUKI

2Pe27HistopathologicalSmdyonDiabeticHexorTbnosynovitis
MakotoKAMEYAMA,ααI
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2Pe28

2Pe29

2Pe30

2Pe31

TilmoralCalcmosisoftheHandinMiddle-agedWomen
Yosh伽salMIA,ααl.

Non-tuberculousMycobacterialhfectionintheHand
AkiraHARA,ααl

MycobacteriumSmnsmenselsolatedfromCutaneousUlcerLesionofRightOlecranon
HdeakilMADA,ααl.

TilberculousTbnosynovitisoftheWristandHand
In-ho肥ON,aaL

16：25～17:00POster:CongemtalDifferencesl
Moderator:YOshiakiKⅢ油YAMA

2Pe32P(LA-CL)BlendwithCeramicCompositesintheTissueEngineeringofPhalanx
YbsmtakaMDA,ααl

2Pe33EvaluationoftheUpperExtrentyDisordersinOsteogenesishperfectausingtheDASH-
JSSHOutcomeMeasure

KatsuyasuFUKASAM,ααj.

2Pe34ModifiedSwansonClassificationofConge血alUpperLimbAnomalies
YUmikoKANAUCHI,ααJ.

2Pe350perativeOutcomesofThumbPolydactyly
SoyaNAGAO,ααl.

2Pe36FourCasesofRareRudimentaryDuplicatedThumb
NoriakimKUCm,αα1

17：00～17：2817:28POster:CongenitalDiHerences2
Moderator:ﾈHmakiSENRUI

TheTreatmemoftheHandmApertSyndrome
knYAMAMOTO,ααI|

IdealClosurefOrCleftHandwithUsefUlGraspSpan

KatsuyaMOm,aaZ

OperativeTifeatmentfOrArteriovenousMalfOnnationoftheHand
TbshihiroSUGIOKA,aaj

CaseofCongemtalConsmctionBandSyndromewithDennalCyst
YoshihiroSUGIMOTO

2Pe37

2Pe38

2Pe39

2Pe40
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知識と智慧と技術そしてNaturasanat,
Medicuscurat

Knowledge,WisdomandTbchniqueNaturaSanat,
MedicusCurat

医療法人あかね会広島手の外科・微小外科研究所

○津下健 哉

私は，手の外科は「知識では無い．知識と訓練に

より裏づけされた技術である.』と申します．過去

40年余り手の外科，特にその手術につき関心を持

ってきましたが，何時も思うのは技術のことです．

最近は各地で講習会が持たれ，出席者も多く，若

い諸君は新しい知識を得るのに極めて熱心です．

喜ばしいことですが，知識が先行して技術がそれ

に伴わない場合には不幸な患者さんが増加しま

す．我々は今日まで知識を重視して技術を二の次

として来た傾向がないとしません．多くの試験は

知識のテストです．しかし手術の成績は知識では

なく技術に左右されます．知識は静的なものであ

り，技術は動的なもので，知識を動的にしたもの

に智慧という言葉があります．正しい技術の為に

は智慧が必要です．最近知識はあるが智慧の無い

人が増えているように思われてなりません．論語

に『学ビテ思ワザレバ則チ岡（クラ）シjとの言

葉があります．学ぶのみでは単に知識に留まり，思

索と訓練を重ねることにより初めて智慧となり，

技術と結びつくと思われます．知識から『カン』な

り『コツ』は生まれません．古来Naturasanat,
Medicuscuratなる言葉があります．治すのは自

然であり(患者自身の治癒力)，医者はそのservant

(召し使い)である，と言われます．医師が患者を

治すと言う考えは医師の驍慢です．治り易いよう

helpし,supportするのが医師の努めです．処置

に際しては自然の回復力を損なうことの無いよ

う，組織の懐痕化は最小限に止めるべく，

atraumaticな操作の極限を追求して行かなけれ

ばなりません．マイクロの操作と考え方は非常に

大切です．

－Sl－
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臨床例から学んだもの

－先天異常分類への疑問一

TheTrustwasDisclosedwithClinicalCases

-DoubtinRelationtoClassificationfOrCongenital
DifferenceoftheHand-

中京大学体育学部

○三 浦 隆 行

40年前，裂手症と合指症は別の先天異常と考えら

れ，指列低形成の有無に関係なく，定型的裂手と，

非定型的裂手が中央列の形成障害に，合指症と短

合指は分離の障害に分類されていました．中指と

環指の指節骨が完全に癒合し,X線像からは中指

列欠損の裂手症と全く区別のできない症例の存在

からこの分類に疑問をもち，裂手症と合指症の臨

床所見を調査しました．その結果，裂手症には指

列癒合を示す所見，裂手症と合指症には互いに類

似した所見が多くみられ，両者は同一の異常で，表

現形のみの相違ではないかと考えるに至りまし

た．この観点からさらに調査を進め，非定型裂手，

短合指には，裂手症，合指症とは臨床症状に類似

性がみられず，両者とも横軸形成障害に類似した

臨床所見を持っていることが明らかとなりまし

た．1症例のX線像の観察から生じた疑問，それが

当時定説となっていた手の先天異常分類への疑問

提起となり,Swanson分類で，縦軸形成不全とさ

れた裂手症，分離の障害とされた合指症を「指列

誘導の障害」としてまとめ，縦軸形成不全とされ

た非定型裂手，分離の障害とされた短合指を横軸

形成不全に含める新しい分類法を提案するに至り

ました．

その他，機能障害評価における示指小指の障害

度，母指基節背側での伸筋腱損傷の保存的治療な

ど，当時は定説とされていたことでも，臨床例の

経験から否定されたことは多くあります．

50年の経過には，成書に書かれたことではなく，

常に目の前にある事実を謙虚に受け入れ，学ぶこ

との重要性を示す事例が多くみられます．私の経

験した事例を挙げて，症例に学ぶことの重要性を

強調したいと考えます．
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手の外科の治療原則から学ぶもの

PrinciplesofSulgicalTreatmentintheHand

山形大学医学部名誉教授

○渡 邊好博

日本における手の外科の先駆者である田島達也先

生の著書によると，「手の外科治療の基本原則」と

は，先ず治療適応の決定で，それには（1）正確な

診断(2)機能解剖学的知識(3)診断用具の整備で

あり，次いで治療目標の設定が重要であるとして

いる．そして手の手術における基本的技術として，

1)術前所見，記録の確認，2)抗生剤の予防投与，

3)手術器械の準備，点検,4)POSITIONING,5)

麻酔法，6)手術野皮膚無菌法，7)駆血および空気

止血帯，8)皮膚切開線，9)拡大鏡と顕微鏡の使用，

10）基本的手術器具，11）術中スケッチ用滅菌紙

とペン，12）止血と血腫形成予防法，13）創閉鎖

法，14）包帯法、15）術後療法を挙げている．次

いで手の新鮮外傷の治療原則として（1）正確な診

断のチェックすべき項目としてR:Roentgen,S:

Sensation,V:Vascularity,P:Postureを挙げて

いる．次に（2）開放創治療の原則として，その目

標，段階的処理，創閉鎖法の考慮，消毒法，創消毒

法，創新鮮化法，排液法，固定法を挙げている．そ

のほかにも，骨・関節・靱帯・筋肉・血管・神経組

織それぞれの取り扱い法がある．

以上の原則をよく見てそして考えていくと，そこ

には，人間のどの部位の手術にも適用される基本

的原則が浮かび上がってくる．（1）解剖学的知識

が不可欠であること．（2）組織の愛護的取り扱い

方（3）感染防止策（4）適切な術後処置（5）木を

見て森を見ないようなことがあってはならないこ

と(6)拡大鏡や顕微鏡の使用その他周到な準備が

必要であり，簡単に手を下すことなく，じっくり

と準備した上で手術に取り掛かることが大切であ

るということなどを教えている．

1-1-4S

手，職業そして環境

Hand,OccupationandEnvironment

産業医科大学整形外科

○鈴木勝己，酒井昭典，戸羽直樹，

大茂 壽久 ，目 貫邦 隆

手外傷殊に開放創，痙痛疾患，外傷予防，手振動

障害，塩化ビニール.モノマー手障害など自験症例

を述べる．

1：外傷手．頻度，創内細菌種類，1993-労災上肢

外傷，新鮮開放創細菌検出，創治癒．

2:瘤痛手．高圧注損傷指，弗化水素酸熱傷，放射

線熱傷，セクレタン病，反射性交感神経性ジスト

ロフイー,Complexregionalpainsyndrome

(CRPS),Safbty&healthpromotion.

3:Radiologicalstudiesofwristjoint(Chain

Saw).日本人のRaynaud現象，林業ChainSaw

使用者の3年間追跡，塩ビモノマー労働者の指病

変．

－S2－
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先天性手異常の治療：50年の経験と今後
への期待

CareofCongenitalHands:50YearsExperienceand

FutureExpectations

順天堂大学医学部整形外科

○山内裕 雄

私は手の先天異常を最初から臨床研究の主対象と

してきた．50年前にサリドマイドによる上肢先天

異常がわが国でも多数発生し，それが契機となっ

た．その時の患児たちも現在中高年者になりつつ

ある．当時ある新聞社がフィンランドの小児外科

医S1]1amaa氏を招聰し，フォコメリア児に同側鎖

骨を移行して肩峰と残存上腕骨との間に橋渡しす

る手術を行い脚光を浴びた．しかしその長期成績

は初期の期待と隔たったものだった．結局重度上

肢欠損児には手術がもたらす効果は僅かであるこ

との証明ともなった．その後これらの障害児たち

が成長するにつれ，動力駆動義手の開発研究が工

学部と共同で各地で盛んに行われた．しかし重量・

操作性などから実用的なものとならず，研究費も

とだえ，結局患児たちに一時的な夢を与えただけ

に終わってしまった．しかし義手・装具開発への

努力は今後も期待され，手の外科医の積極的参加

が望まれる．その後上肢先天異常分類がSwanson

らによって提唱され，裂手群に対してわが国の研

究が大きく寄与した．しかしいまだ予防・治療に

影響を与えるまでにはなっていない．でも今後も

遺伝･発生などの研究はさらに進歩して欲しいし，

臨床への還元が望まれる．いつぽう倫理的な配慮

も極めて重要である．

この半世紀での最大の進歩はマイクロサージャ

リー手技の先天手異常への応用であった．これに

よる足趾などの複合組織移植は画期的な結果をも

たらした．これは今後も大いに期待されるが，

donorsiteは軽視すべきでなく，また新しい手･指

と脳との関連性研究も期待される．親の夢ではあ

ろうが，他人の手・指移植は先天手には問題がい

まだ多すぎると思われる．

以上，私の50年の経験から今後への期待を述べ

る．最も重要なことは親と患児への暖かいまなざ

しと思う．

－S3－
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手の外科への関心の一つ;絞掘性神経障害
との出会い

MyOnelnterestinHandSurgery;Entrapment

NeuropathiesoftheUpperExtremity

埼玉成恵会病院・埼玉手の外科研究所

○児島 忠 雄

【はじめに】私は1958年に整形外科学教室に入局

した．奇しくも，第1回日本手の外科学会が開催

された年である．教室にはいくつかの研究班があ

ったが，私は手の外科の手術に魅せられ，手の外

科班への所属を希望した．念願がかない，手の外

科班に所属することになったが，地方病院への出

張などで，大学で手の外科の研鐙を重ねることは

できなかった．

【絞性神経障害への出会い】1962年8月から岩手県

立釜石病院に派遣されたが，手根管症候群に足根

管症候群を合併した症例を経験した．足根管症候

群は1962年のKeckの報告をみるのみであり，本

邦での最初の報告例であった．文献を調べ，その

後,Kopell,ThompsonのPeripheralEntrapment
Neuropathiesが出版されていることを知り，取り

寄せた．当時，日本ではEntrapmentNeuropa-
thiesなる概念は知られておらず，このような概念

にまとめられる手の疾患群に興味を抱いた．大学

に戻り，いくつかの症例を経験し，まとめて，1969

年に「上肢のEntrapmentNeuropathiesの経験」
として報告した．

【その後の取り組み】手根管症候群では，外傷，血

管臆ガングリオンによるもの，滑膜の病理組織

学的検討,pressureguageによる内圧の測定(第

1回国際手の外科学会)，最近では掌側皮神経の重

要性などを報告してきた．肘部管症候群では滑車

上肘筋，上腕三頭筋の弾発や停止異常,内反肘によ

るものなどを本邦で最初に報告し，尺骨神経管症

候群では破格筋による2症例を報告した．また，

pronatorsyndromeの6例を報告した．

【絞掘性神経障害に対する私の手術方針】絞抓性神

経障害に対しては，正しい診断に基づく注意深い

手術により絞拒部位を確認し，絞拒の原因を取り

除くことが重要であると考えている．手術に対す

る私の基本方針について述べたい
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手の外科への挑戦と提言

MyChallengetotheHandSugery

国家公務員共済組合連合会立川病院，慶應義塾大

学名誉教授

○矢部裕

1，手の外科への挑戦

手の外科への志望:1958年整形外科，1962年手の

外科を志望しました．当時手の外科が最も輝いて

見えました．

師事:1963年津下健哉先生，1969年米国Camnpben

C1inicのL.Milfbrd先生に師事しました．津下先

生の手術を見て，目から鱗が落ちました．

症例の記録と検討:1例1例，術前，術中，術後の

罵眞と記録をとり,fbllowし，検討します．そし

て患者さんから多くのことを学びました．

学会等への参加：学会，研究会,C.C.等へ積極的

に参加・発表し，切碓琢磨することにより，多く

の問題点を解明し，また，すばらしい多くの仲間

と出会えました．この方達は日本の手の外科を背

負った第2世代となりました．

問題点解明の鍵：私が捉えた問題点の中から基礎

的研究にいたった2題「腱鞘内損傷腱の修復」と

｢TFCCのBiomechanics」を選んで，その鍵を紹

介します．

手の外科のPioneerとしての表彰について：自身

面映ゆい気持ちですが，慶應から，多くの優れた

第3世代の手の外科医がでていることは誇りに感

じています．

2，提言

Originalityを求めて:Originalityとなるアイデア
は突然湧いて来るものではありません．常に向上

心を持って手の外科を学び，その中で，自ら疑問

に思う問題点（未解決部門）を見出し，常にそれ

を頭の片隅において，あらゆる機会に検討を加え

ていると，何時かふと解決の糸口がつかめるもの

であります．

日本手の外科学会の将来：私はこの度発足した日

手会専門医制度を如何に育てていくかが最重要課

題と考えます．

1-1-8S

肘部管症候群に対する我々の手術法

OurSurgicalProcedureinthemeatmentofCubital

TunnelSyndrome

'北上済生会病院整形外科，2岩手医科大学整形外

科

○阿部正隆'，櫛引孝昌'，伊藤崇'，

田島克己2

肘部管症候群に対する手術法は，前方皮下移行術，

前方筋層下移行術,mng法,Osborne法などがあ

る．その成績にはばらつきがあるものの9割以上

に満足できる成績をあげている報告者が少なくな

い．残る1割弱の成績不良例をめぐっての手術法

の改良に工夫が凝らされている。1960年代までは

前方皮下移行術または筋層下移行術，1970年代に

は内上穎切除術あるいはオズボーン手術，1980年

代からはわれわれ独自のオズボーン変法ともいう

べき方法で対応してきた．

1980年以降のわれわれの手術法について述べる．

無血野で，内上穎を中心に12～13センチの縦切

開で進入，皮下脂肪組織も同レベルで切開する．尺

側手根屈筋の二頭筋間の筋膜を遠位方向に切開

し，筋線維間を開放する．神経を包んでいる薄い

膜を切開する．オズボーンバンドを切離し，神経

を浮上させる．前方皮下に移行させる際，尺骨神

経関節枝は切離する．後面皮下脂肪組織の深層を

弁状に分けて，肘部管を塞ぎ，癒着を起こしそう

な組織・死腔などから神経を隔てる．前方皮下移

行された状態で，肘関節を屈伸させてみて，開放

が十分なされたかを確認する．止血，ドレナージ，

閉創，スプリンテイングで終了する．

本学会名誉会員にご推挙頂いた1998年から2006

年まで，75件に実施した．不変例や悪化例はない．

この好成績の背景には，早期診断，早期手術の必

要性が多くの整形外科医に認識されてきたこと

が，進行例の減少に繋がっていると思われる．

－S4－
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整形外科・手の外科医として学んだこと，
附属病院長・医学部長に必要な先見性と
リーダーシップ

LessonsLearnedasanOrthopedicandHand

Surgeon,ForesightandLeadershipNeededasa

HospitalDirectorandDeanofMedicalSchool

琉球大学名誉教授

○茨木邦夫

入局3カ月目（昭和38年）に県立山形中央病院に

出張を命ぜられ，そこでの諸橋先生との2年半の

歳月が，田島助教授（当時）に弟子入りする決意

となった．田島グループでは，術前1週前と術前

日の2回術前検討会，毎週水曜日はPM8:00~

AM2:00頃まで術後検討会と抄読会，学会前には

すべての演題の検討が行われた．検討会はすべて

徹底的に行われ，誰でも自由に発言できた．

昭和51年4月山形大助教授として転出したが開院

後まもなく3例の2重切断肢の再接着を行ったこ

とが脳裏にやきついている．

3年後の昭和54年5月琉球大学保健学部附属病院

助教授として転出した．医師の著しく少い沖縄県

の医療に貢献するためであったが，当時沖縄県の

整形外科医が16名しかいないのに驚いた．私の使

命は他府県に負けない整形外科医を多数育てるこ

とであった．この時代の私のideaによる手術など

を紹介する．

平成3年4月，55歳の時に附属病院長を命ぜられ

たが，若かったので以前から不合理と考えていた

種々の改革を断行した．

平成5年4月から4年間医学部長を命ぜられた．こ

の頃特色のない医学部を統合するとの文部省の方

針が出された．沖縄は基地が多く政府は常に遠慮

しているので統合されることはないが，南の果て

の琉大を存在価値のある大学にしようと考えラオ

ス国の首都のヴイエンチャンに200床の無償病院

を新設し琉球大学医学部単独でラオス国の医療支

援を行うプロジェクトを立ち上げた．

医師になる能力のある人達は，先輩方の無言のメ

ッセージを受けとめ，自分の血や肉にする努力が

求められていると思う．

－S5－



H
1-1-10L会長講演(PresidentialLecture)

手の外科と先天異常

HandSuIgeryandCongenitalHandDifferences

荻 野利彦

山形大学医学部整形外科

この講演の時間は，本来であればスイスのSchulthessKilinikのBeatSimmen先生のリウマ

チ手の講演が予定されていた．ご本人の都合により欠演になったため，急邊，私が代役を務める

ことになった．急な変更であるため日整会の教育研修講演の認定は受けていない．しかし，今年

から始まった日本手の外科学会専門医制度の最初の教育研修講演となる．こんなことになるの

であれば，もっと早くから時間をかけて準備しておけば良かったと思うが後の祭りである．

日本手の外科学会の発表論文が雑誌『整形外科』11巻（1960）に最初に掲載された第3回の

記録には，25編の論文が掲載されている．そのうち2編が手の先天異常の統計に関する論文で

あり，1編が合指症の手術術式に関するものである．その後，多くの手の先天異常の統計学的な

論文が発表された．しかし，用いている分類法や用語が異なるため，各変形の出現頻度をそれぞ

れの論文で比べることは困難である．1976年に発刊されたJournalofHandSurgeryの第1巻

の最初の原著論文でSwansonらは発生学を基盤にしたと思われる分類法を発表した．この分類

にはSwanson自身による改良が加えられ，国際手の外科連合の分類法として認められ世界的に

用いられている．主に本邦においてこの分類法の問題点が多くの人により指摘された．問題点の

一つは中央列多指症，合指症および裂手症に関するものであり，いま一つは，合短指症と横軸欠

損を含むいわゆるsymbrachydactylyの問題であった．いわゆるsymbrachydactylyの概念につ
いては，国際的にも認められ現在に至っている．一方，中央列多指症，合指症および裂手症につ

いては，臨床例の分析の積み重ねと，動物実験の結果より，手板内における指放線の誘導の異常

がこれらの異常を発現させることが明らかになった．演者らは1986年に指列誘導異常をいう概

念を取り入れたSwanSon修飾分類法を発表した．この分類法は本学会の先天異常委員会で細部

が修正され，1996年に日手会先天異常委員会の分類法として日手会誌に会告の形で報告された．

その後本分類はJapanesemodificationとして知られてきている．

ひるがえって，私の手の外科は1974年に初めて参加した第17回の本学会の時から始まったよ

うに思う．この時に開催された第1回日米手の外科合同会議にも参加した．同年に故田島達也教

授が開催された第1回新潟手の外科セミナーに出席し，次第に手の外科学に興味を持つようにな

った．1976年より北海道大学整形外科で石井清一先生（現札幌医科大学名誉教授）の指導のも

とで，兄弟子の薄井正道先生の下で上肢の外科の研修と診療を開始した．同時に先天異常の臨床

研究と動物実験を始めた．1984年からの6年間は北大整形外科の上肢診療班の責任者として，三

浪明男先生，加藤博之先生達と共に仕事をした．1990年から6年半の問は札幌医科大学理学療

法学科に所属し，同大学の整形外科の先生方と一緒に，1996年からは山形大学整形外科で手の

外科の診療，研究に携わってきた．この間に私達が行った手の先天異常の基礎的研究，分類法の

改良と治療の工夫，手の外科領域での新しい知見と治療の工夫について述べる．また，今回の学

術集会に参加していただいた海外からの招待演者の紹介を兼ねて手の外科を通じて出会った人

達や関連の学術集会についても述べる予定である．
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1-1-11L特別講演(SpecialLecture)

人間の手を考える一手からみた脳とのかかわしﾉー

RenectionsofHumanHand-RelationsbetweenHandandBrain-

石 井 清 一

札幌医科大学名誉教授

1）人間の手の進化と運動機能

人類は，「運動器官」であると同時に「感覚器官」でもある手を有効に使って，狩をし，農地を

耕し，道具を作り，情報を交換することで独自の文化を作り上げてきた．手に5本の指が備わって，
片手で物を掴む機能が現れたのは霊長類からである．原猿一真猿一類人猿一ヒトにいたる過程で
みられる手の形の一連の変化からも，手の進化の跡をたどることができる．つまり，母指が独立し
て対立運動をするようになったことで，原始霊長類が獲得した手の「ひっかける｣，「つかむ」機
能に，高等霊長類の「にぎる｣，「つまむ」機能が加わって現代人の「手」の形が完成している．
2）人間の手の機能と前頭前野

手は大脳の一次運動野からの指令を受けて機能を発揮する．身体の各部位の運動に対応してい
る一次運動野の分布を示したペンフィールドのマップをみても，手は身体のほかの部位と比べて
異常に広い領域を占有している．一方，大脳皮質には前方，頭頂，後方，側頭連合野，それに運動
連合野が存在する．連合野の中の最高中枢が前頭前野(前方連合野)である．人間の前頭前野が大
脳皮質の中で占める面積は約30％で，ネコ（3％)，チンパンジー（17％）と比べても明らかに発
達している．前頭前野は記憶，創造，洞察といった高度な精神活動に関係している．外からの感覚
情報と，過去の記憶情報とを統合して，問題解決のための適切な行動プログラムを時間的，空間的
に組み立てる．目的にそった手の円滑な運動の指令を一次運動野に出力することで，繊細で正確な
日常の手の運動を可能にしている．

3）「利き手」と左脳・右脳

人間における「利き手」は，他の動物にはみられない特異な手の機能分化の側面を示している．
左右別出現頻度には片寄りがあり,90%弱が「右利き」といわれている．

大脳皮質は右半球と左半球に分かれている．左脳は話す，書く，計算する，あるいは言葉を媒介
とした分析的，論理的な機能に関与している「言語脳｣である．右脳は言葉にならない空間的な関
係を，直観的に全体として理解する機能をつかさどる「空間認知脳｣である．すなわち，左脳と右
脳の精神活動は異なっている．お互いに欠けている機能を補っているので，左右の半球での｢側方
化」と呼ばれている．

一方，脳と身体との間には「交叉支配の原則」が存在する．「右利き」の人間では，言葉や論理
的思考が関与している右手の動作（書く，作るなど）は，左手より巧みである．「非利き手」の左
手は空間認知をもとにして手を使うこと（点字を読むなど）に関しては，右手よりすぐれている．
4）おわりに

人間は言葉の話せる道具作りの名人となることによって，自らの環境に改良を加えることを可
能にした．芸術を創り出し，自己の存在について考える知性を獲得した．人間だけが持つこれらの
特性の多くは，脳と手との協同作業によって達成したといっても過言ではない．

先天異常や外傷，あるいはその他の原因で発現した障害手が，脳の情操面，創造力にどのような
影響を及ぼしているのであろうか．あらためて考えてみることで，手の外科医が治療を行うにあた
って大きな示唆を得ることが可能になる．
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手の外科へのマイクロサージヤリーの導入

と発展

IntroductionofMicrosurgeryintoHandSurgeryand

itsDevelopment

奈良手の外科研究所

○玉井進

私が大学の最終学年であった1958年5月と，イン

ターンであった1959年8月に経験した大腿部不全

切断の症例に再接着を試み，大腿動静脈吻合を行

った前者は4週目に壊死となり，幸にして主幹血管

が損傷されずに残っていた後者は坐骨神経縫合を

行って杖なし歩行が可能なまでに回復したが，こ

れらの治療経験から犬を用いた大腿部切断再接着

実験を開始した．術後犬の重篤な合併症として血

管吻合部血栓形成や破裂以外にreplantationtox-

e皿aがあり，大腿や下腿のような体積の大きな部

分の再接着はtoxemiaにより患者さんの死を招く

危険があるので，もし臨床例を手掛けるとすれば

手や指など小さい部分の再接着から始めるべきで

あるとの結論に達した．そのためには微小血管の

吻合が不可欠であり，1960年,Jacobsonが発表し

たマイクロサージャリーの技術を導入することに

した．手術器具を購入してその技術習得につとめ，

1964年にはZeissのdiploscopeを入手して,1965

年に世界で最初の完全切断母指再接着に成功し

た．これが手の外科へのマイクロサージャリーの

技術導入の引き金となって，我が国はもとより世

界的にその必要性が認識され，まず切断肢･指再接

着術が普及し，次いで各種の血管柄付き複合組織

移植術が開発され，臨床に応用されるようになっ

た．足趾の手への移植皮弁移植，筋肉移植，骨・

関節移植などマイクロサージャリーの応用によっ

て，手の外科は画期的な発展を遂げた．

1-1-13S

手の進化と解剖学的変化

PhylogenesisandAnatoncalChangesoftheHuman
Hand

NPO健康医療評価研究機構

○上羽康夫

手の系統発生を知れば，人類の手の機能と解剖を

より深く理解できる．手の起源は魚の胸鰭である．

約3億7500万年前最初に陸に上った魚であろうテ

イクタアリクの胸鰭には上腕骨・前腕骨になる基

部骨と2本の骨は既に連なっていた．原始両生類

イクチオステガの手には7～8本の指が有ったが，

その数は一定しなかった．古生代両生類である炭

竜類は5本の指を持ったが，指節骨の数はまちま

ちであった．爬虫類において初めて人類と同じ指

式をもつ5本の指が出現した．哺乳類の手は生活

様式に適合する形態を備えるようになった．霊長

類は手幅が広く，指は長い把持型手を持つように

なった．それに伴い，前腕骨や手根骨が変化した

ばかりでなく，筋腱や血管などの軟部組織の解剖

学的変化をも齋した.［臨床応用}発掘された化石

標本や現生する動物の手を人の手の先天異常や変

異所見と比較すれば，それが先祖返り変化である

か否かを類推することができる．臨床でしばしば

遭遇する裂手症候群，内反手，榛尺骨癒合，5指手

などの理学的所見,X線像，アンギオグラフイー，

手術所見を動物の手の解剖学的所見と比較検討し

た．
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1-1-14S

マイクロサージャリーからウルトラマイク
ロサージャリー

FromMicrosulgerytoUltramicrosurgery

清恵会病院大阪マイクロサージャリーセンター

○山野慶樹

20世紀後半に手の外科に導入されたマイクロサ

ージャリー手技はこれまで不可能であった切断指

肢再接着をはじめ，手の外科の重要な部分を占め

る手術手技を大きく発展させた．特に切断指の再

接着は普遍的な手技として普及した．著者はこれ

まで1000例に及ぶ切断肢指を行ってきた．指再接

着については，一般に再接着不能といわれる極指

尖部(Allenzonel,2)の再接着を患者の要望を入

れて,0.5mm以下の血管をultramicrosurgexy手
技吻合して190例に行ってきたが，再接着された

指の機能的,整容的成績は良好で，復元性の点から

見ると再接着の最もよい適応と思われる．この極

指尖再接着は狭い術野で細い，時には100似径の血
管をultramicroanastomosisするが，現在の手術

器材で可能であることを多くの症例で示し，今後
より広く普及することを願っている．

－S9－

1-1-15S

次世代へのメッセージ

｢手の外科とリハビリテーション」
HandSurgeryandRehabilitation

京都府立医科大学名誉教授

○平澤泰介

手は「外に出た脳」といわれるように，精巧な運

動機能と繊細な知覚情報の受容・伝達機能と併せ

持っている．手の機能を十分に発揮するためには

手を構成する皮膚・筋・腱・骨・関節・血管・神

経などの働きが大切であるのみならず，手より近

位側の機能の関与も同様に重要である．さらに手

は上肢末端の効果器として脳の働きと密接な関係

を持っている．

手のリハビリテーションの最終目的は損傷された

機能を最大限に回復させることにあり，その回復

は患者の生活のすべてを回復させることにつなが

る．臨床上，リハビリテーションの効果を左右す

る最も大切な点は，患者自身が回復への意欲を持

ちつづけ，治療に主体的に取り組むことであり，医

療側からは手の外科医を中心とした連携のとれた

チームアプローチである．最近までは修復に関

する技術や，生物学的アプローチが重視されてき

たが，大脳皮質の運動野や感覚野で手の占める範

囲が広いことからも，これからは手の病態に対す

る中枢神経系の反応に興味が持たれるであろう．

ことに手の障害や損傷に対する治療や後療法によ

る脳における変化や脳に生じる可塑性などに関す

る観察が重要となり，それがリハビリテーション

を含む治療法の進歩につながるものと考える．



1-1-16S

手の外科における教育と研修

EducationandTraininginHandSurgery

医療法人あかね会広島手の外科・微小外科研究所

○生田義和

手の治療に当たっては，正しい皮膚切開法，新鮮

外傷などを初めとして，いわゆる基本的事項の知

識と技能が必要である．しかし，これらの知識と

技能があっても，必ずしもそれに裏付けられた治

療ができるとは限らない．また，治療の対象が手

であることはもちろんであるが，その患者固有の

手の意義や不自由の質を理解し，かつ，治療の前

に，患者に手とは何かを理解させ，治療の意義や

限界を十分説明して理解させる必要がある．また，

術前の診察や手術の説明の時間に，患者の手以外

の重要な情報，たとえば患者の精神的・心理的背

景や葛藤，あるいは家庭環境などを可能な限り理

解する努力が必要である．このような中にあって，

教育は極めて大切であり，その内容は手の外科に

おける知識と技術の伝達に加えて，意識の伝承も

重要である．この内，知識や技術の伝達は言葉，文

字，写真，図あるいは動画などである程度伝える

ことは可能であるが，手の外科における特有な意

識については，いかなるメディアを利用しても困

難である．やはり，術者の聲咳に接し，外来診察

は勿論のこと，手術室で時間を共有して手術のリ

ズム，術中の戸惑いや悩み，あるいは選択場面で

の決断の要素などを理解して初めて教育の本来の

意味が生まれてくるものであろう．しかしウ実際

に教育する立場になってみると，同じ時間を共有

してもなお伝えられない要素があることに気付か

される．このような状況の中で研修者は，“術者が

すでに，自分自身で暗黙のうちに知識として持っ

ているけれども言葉にできない要素”を的確に把

握し，教育する者と同じものを体験することが教

育と研修の過程の中で重要である．

1-1-17S

肘の外科の進歩と次世代へのメッセージ

ProgressofElbowSurgeryinJapanandMessageto
theNextGeneration

城山病院上肢機能再建術研究所

○ 阿 部 宗 昭

肘関節の演題は，一時，日手会の演題応募からは

ずされていたこともあったが，今は応募の対象に

なり，手の外科専門医の履修項目の中にも入って

いる．肘の演題は肘関節学会ができたこともあり

日手会での発表は少ないが，肘学会の会員の70％

以上が日手会会員であることからみても，手の外

科医が肘を扱っているといっても過言ではない．

欧米では肩肘学会はあるが，本邦のような肘単独

の学会はなく，肘関節に関する進歩に日手会会員

が大きな寄与をしてきた．このような背景をふま

えて，私が臨床医になってからの40年を振り返

り，肘の外科の進歩に寄与した本邦での業績を紹

介すると同時に，私自身の肘の外科の経験を示す

ことで次世代へのメッセージとしたい．
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腋窩部における，腋窩動静脈の位置(超音
波装置による調査）

UltrasonographicStudyoftheAxillaryArteryand

VeinintheAxillaryPart

福岡豊栄会病院整形外科

○大嶋直人，綾宣恵

【目的】腋窩ブロックの成功率を高め，合併症や患

者の苦痛を軽減するためには，腋窩動静脈の解剖

を知ることは重要であるが，腋窩動静脈の位置や

径に関する情報は少ない．この研究の目的は，超

音波装置を用いて腋窩ブロック時の肢位における

腋窩動静脈の深さ，血管径，動静脈の相対的な位

置関係を調査することである．

【方法】腋窩ブロックにて手術を行う予定の患者

210人を調査した．患者は肩を約90度外転外旋し，

ブロックを行う位置にプローブをあて，腋窩動静

脈の直径，皮層からの距離を測定した．また，プ

ローブで圧迫を加えた時の皮膚から動脈までの距

離を測定した．動静脈の相対的な位置関係を調べ

るため,3X3の升の中央に動脈を置いたチャート

に静脈の位置を記録した．

【成績】症例数は210例(男性87例，女性123例)，

平均年齢は50歳（9から94歳)，右87例，左123

例であった．動脈の直径は平均5.0mm(3.0～9.0),

静脈は平均5.3mm(3.0～10.0),皮層から動脈ま

での距離は平均9.3mm(2.0～21.0),皮層から静

脈までは平均7.0mm(2.0～19.0)であた．圧迫

時の皮膚から動脈までの距離は平均6.5mm(2.0

～14.0）であった．腋窩静脈の動脈に対する相対

的な位置は,最も多かったのは動脈の前下方で64

％，2番目に多かったのは動脈の下方で19％であ

った．Greenの教科書に書いてあるように動脈の

内側（前下方十前方十前上方）にあるのは69.5％

(64+4+1.5)であった．最も少なかったのは動脈の

後方で0.5％であった．

【結論】腋窩動脈の直径は平均5mm,軽い圧迫時

の腋窩動脈の深さは平均6.5mm,最大14mmであ

り，ブロック針を深く刺入しすぎないよう注意が

必要である．また腋窩静脈は，腋窩動脈の周囲の

いずれの位置にも存在する可能性があるので，針

がどの位置にあっても吸引テストでの確認を要す
る．

－Sll－
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26ゲージ針を用いた動脈貫通法による腋
窩ブロック時の痛み

PainduringAxillaryBlock:UsingaTransarterial

Approachwith26Gaugel/2inchNeedle

福岡豊栄会病院整形外科

○大嶋直人，綾宣恵

【目的】腋窩ブロックは，患者もスタッフも非常に

痛い麻酔と言う印象を持っている様であるが，ブ

ロック時の痛みについての報告は少ない．我々は

これまでの経験から，点滴の痛みに耐える事がで

きる子供は，腋窩ブロックも可能であった事から，

このブロックの痛みは，点滴の痛みと同程度ある

いはそれ以下であるという仮説を立てた．この研

究の目的は，このブロックの各過程（ブロック針

刺入，局麻注入，神経穿刺）の痛みの程度を，静

脈確保の針刺入の痛みと比較する事である．

【方法】平成14年1月から平成15年12月までに，

上肢の麻酔を必要とした患者を前向きに調査し

た．麻酔は，長さ13mmの26ゲージ針を使用し，

動脈貫通法による腋窩ブロックを行った．局所麻

酔剤は，2％カルボカインまたは0.5％マーカイン

20mlを使用し，動脈後方に15ml,皮下に5m注

入した．調査項目は，(1)ブロック針刺入時，（2）

局麻注入時，(3)神経穿刺時，の痛みの3項目で，

血管確保のカテーテル針刺入時の痛みを100とし

たvisualanalogscale(VAS)で評価した．

【成績】212人で調査を行い，痛みを記憶していな

い人，高齢などでVASが理解ができない人，翌日

までにVASによるデータを得られなかった人を

除いた，176人からデータを得た．176人中59人

(34％）でブロック時に神経穿刺による放散痛を

生じた．ブロックの各過程のVASの平均値は，針

刺入が62.9,局麻注入が48.7,神経穿刺は83.6で

あり，それぞれ有意に血管確保時の痛みより小さ

かった．

【結論】26ゲージ針を用いた，動脈貫通法による腋

窩ブロックの痛みは，血管確保時の痛みと比較し

有意に少なく，針刺入が60％，局麻注入が50％，

神経穿刺が80％程度であった．
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回内筋症候群の病態

一手術症例からの検討一

EtiologyofPronatorSyndrome.AStudyfrom

SurgicalFindings

北海道整形外科記念病院

○西尾泰彦，三浪三千男，加藤貞利，

近藤真

【目的】回内筋症候群の手術症例について調査し，

その病態について検討すること．

【対象と手術法】過去10年間に手術を行った回内

筋症候群8例9肘を対象とした．男性1例，女性7

例．手術時年齢は平均43歳であった．主訴はいず

れも正中神経領域のしびれであったが，うち5肘

で母指または示指に限局したしびれであった．全

例において，円回内筋に正中神経領域へ放散する

圧痛を認めた．さらに全例とも肘の屈伸運動によ

り症状の増悪が惹起されており，特に6肘で肘完

全伸展時に症状の増悪が認められた．明らかな筋

萎縮や筋力低下を認めた症例はなかった．1例2肘

では手根管症候群の合併例と診断されていた．運

動神経伝導速度に異常値を示した例はなかった．

発症から手術までの期間は2カ月～12年であっ

た．手術法は，近位で正中神経を同定して遠位に

向かい，上腕二頭筋腱膜を切離した後，円回内筋

浅頭の筋腹を側方に引いて正中神経を覆う深部筋

膜を十分に切離する方法であった．

【結果】術中所見としては，いずれの症例において

も正中神経の扁平化や偽神経腫などの神経変性を

疑わせる所見は全く認められなかった．主な異常

所見は，上腕二頭筋腱膜の近位における正中神経

周囲のfibrousbandの形成が5肘に，上腕二頭筋

腱膜の肥厚が3肘に認められた．正中神経を最も

圧迫する可能性のある組織は円回内筋の深部筋膜

であったが，いずれの症例においてもこれによる

静的な絞掘所見はなかった．治療成績は症状消失：

5肘，軽快：3肘，不変：1肘であった．

【考察】回内筋症候群の発症機序には動的要因が非

常に大きいと考えられた．肘伸展時には上腕筋筋

腹と円回内筋の深部筋膜との間で神経は圧迫を受

ける可能性が考えられ，肘屈曲時には正中神経が

上腕二頭筋腱膜と衝突を起こすことによって症状

が惹起されるのではないかと考えられた．
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尺骨神経管症候群17例の検討

Experienceofl7CasesofUlnarTunnelSyndrome

埼玉成恵会病院・埼玉手の外科研究所

○小平聡，児島忠雄，平瀬雄一，

福本恵三

【目的】尺骨神経管症候群は絞抓性神経障害の中で

は比較的少なく，まとまった報告も少ない．今回，

我々は当院において経験した尺骨神経管症候群に

ついて検討したので報告する．

【対象と方法】1999年から2006年までに尺骨神経

管症候群と診断し，手術を行った症例は17例，男

6例・女11例，年齢は25歳～83歳，平均52歳，

右6例・左11例であった．発症から手術までの期

間は1カ月～7年，術後観察期間は2カ月～7年，

平均2年3カ月であった．

【結果】障害型は，津下・山河の分類で1型10例，

2型1例，3型3例，4型3例であり,Sheaの分類

で1型10例，2型6例，3型1例であった．全例で

Guyon管を開放して原因の精査と除去を行った．
原因は，外傷後11例，腫瘍2例，破格筋3例，尺

骨神経管入り口のaberrantfbrousband5例，豆

状骨･有鉤骨間のtendinousarch4例であった.7

例で複数の原因が認められた．腫瘍は脂肪腫1例

と滑膜腫1例，破格筋は長掌筋腱破格2例と小指外

転筋破格1例であった．さらに直接の圧迫原因と

ならない長掌筋腱破格1例と虫様筋起始異常1例

を認めた．障害部位は,GrossandGelbermanの

分類でZonelll例,Zone24mZonel+22例

であった.Messma法による術後評価は,Exmllent

8例,Good8例,Fairl例であった．

【考察】障害型の割合は過去の報告とほぼ一致する

結果であった．文献的に最も頻度が高いガングリ

オンは1例もなく，外傷後の症例が最も多かった．

複数の原因を認める場合が41％と多く，尺骨神経

管内の詳細な検索が必要である．年齢・原因・手

術までの期間に関係なく，手術により良好な結果

が得られた．

－Sl2－
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ガングリオンによる上肢末梢神経障害

UpperLimbNeuropathyCausedbyGanglion

浜松医科大学整形外科

○森本祥隆，佐野倫生，舩橋伸司，

鈴木隆辰，長野昭

【はじめに】末梢神経障害がガングリオンによって

引き起こされることはしばしば経験するが，ガン

グリオンによる末梢神経障害をまとめて検討した

報告は少ない．今回我々は当科において入院手術

を行った非外傷性上肢末梢神経障害症例のうち，

ガングリオンが原因であった症例についてその存

在率，臨床症状などについて検討したので報告す

る．

【対象と方法】平成10年から8年間に入院手術を

行った，肘部管症候群36例，前骨間神経麻揮5例，

後骨間神経麻痒5例，回内筋症候群3例，ギヨン管

症候群3例，肩甲上神経麻痒2例について，ガング

リオンが原因であったもののガングリオン存在

率，臨床症状を検討した．

【結果】ガングリオンは10例に見られた．（肘部管

症候群5例(13.9％)，後骨間神経麻揮1例(20％)，

ギヨン管症候群2例（66.7％)，肩甲上神経麻揮2

例（100％)）そのうち，術前からガングリオンと

診断できたのは6例で，2例はMRIと超音波で,3

例はMRIで,1例は超音波での診断であった．症

例数は肘部管症候群が最も多かったが，他の末梢

神経障害ではガングリオンの存在率が高かった．

ガングリオン症例においてはいずれの神経麻揮で

も症状が急性に発症，増悪する傾向が見られ，平

均罹病期間は2.4ケ月で，非ガングリオン症例では

平均10.6ヶ月であった．症状では瘻痛を主訴とす

るものが5例（50％）で，非ガングリオン症例で

は9例（20.5％）であった.

【考察】他の報告においてもガングリオンによる上

肢末梢神経障害の報告は肘部管症候群が圧倒的多

数であるが，それ以外の末梢神経障害ではガング

リオンの存在率が高い．急性発症で，瘻痛を主訴

とする末梢神経障害では常にガングリオンの存在

を考慮する必要がある．診断にはMRI,超音波が

有用であった．

－S13-
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肘部管症候群の疫学調査

TheEtiologyofCubitalTunnelSyndrome

'山形大学医学部整形外科，2枡記念病院

○加藤義洋'，高原政利'，荻野利彦'，

菊地憲明'，渡邊忠良’

【目的】肘部管症候群の病因として変形性関節症

(以下OA),関節リウマチ，外傷，外反肘，内反肘，

尺骨神経習慣性脱臼，腫瘍などが知られている．し

かしこれらの病因の明らかでない特発性尺骨神経

麻揮をしばしば経験する．今回，自験例の尺骨神

経麻痒の疫学を調査した．

【方法】過去8年間の肘部管症候群の手術例130例

136肘（男性101肘，女性35肘）を対象とした．

手術時平均年齢は平均48歳(13から83歳)，罹患

側は右側93肘，左側43肘であった．肘部管症候

群の疫学と尺骨神経の絞掘部位を調査し，変形性

関節症によるものと特発性を比較した．

【結果】肘部管症候群の病因はOA:36.8%,関節

リウマチ：8.8％，尺骨神経亜脱臼：6.6％，外傷：

3.7％，外反肘:3.7％，内反肘:2.2％，ガングリオ

ン:2.2%,Struther腱弓:2.2%,および特発性：

33.8％であった．尺骨神経の絞掘部位はOsborne

靱帯:58.1％，内上穎:8.1％，上腕三頭筋内側頭：

7.4%,Struther腱弓:2.2%,および不明が24.3%

であった．術前に病因が明らかではなかったのは，

39.7％であった．OAと特発性を比較すると，特発

性では女性の頻度が有意に多かったが，年齢，罹

患側，尺骨神経の絞掘部位，上腕三頭筋内側頭の

押し上げ頻度，あるいはスポーツの関与に関して

は有意差が認められなかった．

【考察】肘部管症候群の疫学でOAが最も多く，次

いで特発性が多かった．尺骨神経の絞抓部位は

Osborne靱帯が58.1%と最も多かった．特発性は

女性に多かった．39.7％は術前に明らかでない場

合があるので，注意を要する．
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女性に発症した肘部管症候群の検討

CubitalTunnelSyndromeinFemale

北里大学東病院整形外科

○森口尚生，小林明正，河村直，

井村貴之，二見俊郎

【はじめに】肘部管症候群は通常，中高年の男性に

好発しその主たる原因は，変形性肘関節症(OA)

である．今回われわれは女性に発症した肘部管症

候群の症例中，手術に至った症例を検討したので

報告する．

【対象症例】対象は1994年以降に当院を受診し，臨

床所見，電気生理学的検査で肘部管症候群と診断

した症例中，尺骨神経皮下前方移行術を施行した

女性17例，19肘(右14肘，左5肘)，手術時平均

年齢は53歳（17～77歳）であった．原因として

は明らかなOA肘によるものは6肘，内反肘に伴う

もの3肘であった．臨床所見は，尺骨神経領域の

知覚障害を19肘，肘内側でのTinel兆候を13肘に，

背側骨間筋萎縮を10肘に認めた．電気生理学検査

では19肘に肘部管部での伝達速度の遅延を認め

た．以上の症例で術中所見，術後経過等について

検討した．

【結果】全例尺骨神経皮下前方移行術を行い，3肘

には同時に腱移行術(Neviaser手術）を追加した．

術中の尺骨神経の絞抓部位は，肘部管入口部での

もの13肘,FCU部1肘，肘部管入口部+FCU部

1肘，明らかな絞拒を認めなかつたもの4肘であっ

た．術後の経過期間観察期間は6カ月～13年であ

った.術後症状は，しびれ感が消失したもの3肘，

軽減したもの12肘，しびれが残存するもの4肘で

あった．しびれ残存例中，2例(手術時年齢23歳，

46歳）は術後胸郭出口症候群(TOS)様の症状が

新たに認められ，1例はRSD様の症状を認めた．

【まとめ】肘部管症候群の女性例ではOA肘に起因

する症例は少ない．また術後2肘に肘部管症候群

以外のTOS症状を呈する所見を認めたことより

術前よりdoublecrushsyndromeの存在を念頭に

置き治療すべきと考える．
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高齢者の肘部管症候群

StudyofCubitalTunnelSyndromeofAdvanced

AgedPeople

埼玉成恵会病院・埼玉手の外科研究所

○岩城啓修，児島忠雄，平瀬雄一，

福本恵三，小平聡

【目的】近年高齢者の肘部管症候群を診察する機会

が多い．今回，高齢者の肘部管症候群の手術成績

について検討し報告する．

【対象】1998年から2006年まで，手術を行った肘

部管症候群の症例は，113例男73例，女40例，年

齢は，14～84歳，平均51.5歳．65歳以上の高齢

者は，26例であった．そのうち6カ月以上，経過

観察が可能であった15例．15肘を対象とした．罹

患期間は，2カ月～6年平均1年4カ月であった．術

前のMCGowanの評価では,Grade2が10例，

Grade3が5例であり，全てがGrade2以上の症状

であった．術後経過期間は6カ月～5年4カ月，平

均2年であった．原因疾患は，狭義の肘部管症候

群9例，変形性肘関節症3例，肘関節拘縮1例，ガ

ングリオン1例，上腕骨骨折後1例であった．

【結果】術後のWilsonandlGoutの評価では，優

2例，良9例，可4例であった．可4例中1例は慢

性腎不全で透析中であり，2例は罹患期間が5年，

6年と長期であった．他の1例は，回復過程中と考

えられる．変形性肘関節症が認められた3例中2

例，肘関節拘縮，上腕骨骨折後の各1例は良，ガン

グリオンの1例は，優であった．術後知覚の改善

は，術後翌日から認められる症例もあった．筋力

は，術後1年以上経過しても著明な改善が認めら

れなかったものは3例であった．

【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に相当する症例が多かっ

た．術後の運動機能低下は，程度の差はあるが残

存するものが多かった．罹患期間は結果に悪影響

を与え，原因疾患は結果に影響は少なく，中症例・

重症例では術後1年以内に筋力，知覚共に回復す

ることが多く，回復しないものは，その後も筋力

の改善傾向が少ないようであった．術後成績は，罹

患期間の長いもの以外は良好で高齢者に対しても

積極的に手術を行うべきであると考えた．
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肘部管症候群に対するエアトームを用いた
上腕骨内上顎切除術

MedialEpicondylectomyusingaSurgeAirtomein

PatientswithCubitalTunnelSyndrome

関西医科大学附属男山病院整形外科

○松矢浩暉，齋藤貴徳，小川浩司，

足立崇，石原昌幸

【はじめに】肘部管症候群の手術法の中でもKing
変法は長期に安定した成績が期待でき，その適応

範囲も広い．しかし，屈筋群を上腕骨内側上穎よ

り1度完全に剥離し，再逢着するため決して低侵

襲とは言えず，近年ではOsborne法が再評価され

ている．そこで我々 は,King法をより低侵襲で行

えるよう,surgeairtomeを用いた内上顎切除法

(エアトーム法)を考案しその手術法の詳細と短期

成績を2000年，2004年の本学会で報告した。今

回は4年以上経過した術後成績における有用性と

問題点について報告する．

【対象と方法】対象は過去7年間に当科でエアトー

ム法で手術を施行した肘部管症候群19例21肢で，

男性15例17肢，女性4例4肢，平均年齢は56．7

歳，術後観察期間は平均6年4カ月であった．対照

は，それ以前にKing変法で手術を施行した肘部管
症候群46例とした．

【手術法】Osborne法に従い尺骨神経の除圧，剥離

を行う．続いて，尺側手根屈筋の内上穎への付着

部を線維方向に約7mm切離し，同部よりダイヤモ

ンドバーを骨髄内に挿入し内側よりegg-shell様

に周囲の皮質骨を薄く残すように掘削し,King法
での内側上穎切除と同範囲の骨掘削を行う．最後

に非薄化した屈筋腱付着部下の骨皮質をハンマー

でつぶし，内上顎の隆起を消失させる．

【結果】エアトーム法での平均手術時間は32分で，
対象とした従来法より42分少なかった．これまで

特に術中操作による合併症は認められず，皮切は

従来法の1/2以下の小皮切で施行可能であった．電

気生理学的検討では，術前・後の複合筋活動電位

振幅の変化と神経学的所見の術後回復の経過は対

照とした従来法での46例とほぼ同様であった．中

期的にもひじの動揺や屈筋腱付着部炎に伴う瘻痛

自覚例はなく安定した成績が維持されていた．
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肘部管症候群の再手術例の検討

ReoperationfOrCubitalmlnnelSyndrome

中通総合病院整形外科

○千馬誠悦，成田裕一郎

【目的】肘部管症候群で再手術した症例について，

症状が増悪した原因と治療成績について検討した

ので報告する．

【対象】1996年4月から当科で手術治療した11例

を対象にした．内訳は男性9例，女性2例で，手術

時年齢は51～78歳，平均66歳であった．初回手

術は随ng変法が9例，筋層下前方移行1例，皮下

前方移行が1例であった．全例で前回手術後に症

状が軽快したが，再び増悪するまで6か月から20

年を要していた．手術所見から尺骨神経の圧迫原

因は癒着と嬢痕形成が6例，ガングリオンが3例，

癒着嬢痕と小骨片が1例，筋膜下での狭窄が1例で

あった．11例中9例で，尺側手根屈筋への入口部

でも圧迫をうけている所見が認められた．神経に

対する再手術は，筋層下前方移行が9例，神経剥

離と骨片摘出が1例，神経剥離と筋膜切離が1例で

あった．再手術前の赤堀の病期分類で術前は2期

が2例，3期が1例，4期が5例，5期が3例であ

った．術後経過観察期間は8か月から7年，平均2

年10か月であった．

【結果】全例で小指と環指のしびれは軽減し,SW

知覚検査では9例で改善がみられていた．平均の

健側比の握力は術前の71％から99％に,key
pinch力は36%から71%に増加し，赤堀の予後評

価では優2，良2，可7であった．

【考察】肘部管症候群の術後の症状増悪は嬢痕形

成，癒着とガングリオンが主な原因であったが，手

術所見から11例中9例に尺側手根屈筋入口部での

狭窄も認められた．1年以内に症状が増悪した4例

は，初回手術後の症状の改善が芳しくなく，再発

というより初回手術での除圧が不十分であった可

能性もある．再手術は筋層下前方への尺骨神経移

行術を第一選択とした．結果は良が7例であった

が，全例に自覚他覚所見の改善がみられ，有用な

治療方法といえる．
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TissueEngineeringofFIexorT色ndons
withBioreactorsandStemCelIs

DivisionofPlasticSuIgery:VAPaloAlto&Stanfbrd

UniversityMedicalCenter,PaloAlto,CA,USA

○JamesCHANG,JOnathanRIBOH,

AlphonsusCHONG,HungPHAM

Purpose:Inseverehandtrauma,tendonlossesexceedthe

supplyofautologousgrafts.Tissueengineeringofnexor

tendonsinvolvesproducingabiocompatiblescaffoldand

seedingitwithappropriatecellstorestoretendonstructure

&fUnction・FTEcombinesbiological&mechanicalstimuli
torecreatethenaturalflexortendonenvironment.We

appliedthesetechniquestoaddresstwochallengesin

tendonregeneration:thereductionofcellpropagationtimes

andtheneedforimprovedstrengthofengineered

constructs.Thiswasachievedbystudyingtheeffectsof

cyclicuniaxialstrainontwoproliferativecelllines:

epitenontenocytes(E)andadipoderivedstemcells(ASC).
MethOds:Ecellswereisolatedfromrabbitflexortendons.

ASCwereisolatedfromrabbitinguinalfatpads，All

experimentswereperformedusingtheFX-4000T
FlexercellTbnsionPlusbioreactordesignedtoprovide

unifOnnuniaxialstrainwithminimalnuidshearstress(8%

stretchatlHz).Cellproliferation,collagenproduction,

andcytoskeletal&nuclearmorphologyweredetennined.

AllresultSwerecomparedusingtheunpaired,two-tailed

studentt-testwithsignificancelevelsetatp<0.05.

Results:1.Cyclicuniaxialstrainincreasedcellprolifera-
tion.Nodifferenceincellnumberwasvisibleonday2,

howeverinbothEandASC,thenumberofstrainedcells

wasdoublethatofcontrolsonday4(p<0.001).These

increasesweredependentonthepresenceoflO%rabbit

serum.2.Cyclicuniaxialstrainincreasedcollagenproduc-

tioninbothE(2fOldvs.control,p=0.09)andASC(6

fOldvs.control,p=0.0002).3.Cyclicuniaxialstrain

resultedincytoskeletalandnuclearrearrangement.
StrainedcellsfrombothcelllinesbecamefUsifOrm,with

nuclearelongation&parallelalignmentofactinfilaments

90degreestotheaxisofstrain.
DiscnsSionandConclusion:Wedemonstratethattwocell

sources,epitenontenocytes&adipoderivedstemcells,can

beinducedtoproliferate,secretecollagenmatrix,and

assumethemorphologyofendogenoustendoncells

throughtheapplicationofcyclicuniaxialstrain・This

suggeStsanimportantrolefOrbioreactorsinregenerative
tendontechnology.Thisdataiscombinedwithourresearch

usingacellularizedtendonscaffoldstooptimizetechniques

thatwillallowtissueengineeringofnexortendonsfOr

clinicaluseinhandsulgery.
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生体適合性ポリマーゲルのニワトリ腱損傷
モデルにおける癒着防止効果

ThePhospholipidPolymerHydrogelPrevents

AdhesionFormationintheChickenTbndon-

injuredModel

東京大学

○石山典幸，茂呂

三浦俊樹，川口

徹，大江隆史，

浩

【目的】2-methacryloyloxyethylphosphorylcholine

(MPC)を用いた生体内解離性ポリマーハイドロゲ

ル(MPCケル）の癒着防止材を創出し,MPCゲル

が術野で瞬時にゲル化し粘着する特性を有するこ

と，ナノオーダーの三次元網目構造を有すること，

表面への細胞接着を抑制すること，解離速度を鉄

イオン濃度で調節できることをこれまで報告した．

今回はニワトリの指屈筋腱損傷モデルでの力学的

試験も行い，癒着防止効果を確認した．

【方法】深趾屈筋腱を半切後縫合し,MPCケルで

腱縫合部を被覆後閉創した．ギプス固定3週後に

腱縫合部の癒合と周囲組織との癒着の状態をゲル

で被覆しないコントロール群と比較し，肉眼的･組

織学的および生体力学的に評価した．

【結果】肉眼上,MPC群では縫合部周囲にゲルの

一部が残存し,適切な解離速度が得られた．また，

コントロール群では顕著な癒着がみられたが，

MPC群ではほとんど癒着はみられず，癒着スコア

もMPC群で有意に低値であった．組織学的検討で

は，両群ともに腱縫合部は肉芽組織にて連続し，膠

原線維もみられ，有意な差はなく癒合過程が進行

していた．さらに生体力学的検討では，術趾の屈

曲仕事量を測定して評価したところ,MPC群にお

いて有意に低値であり，癒着は有意に抑制されて

いた．

【結論】MPCポリマーは生体適合性材料として様
々な医療分野への応用研究が進んでおり，その一

部は既に臨床で使用されている．今回の検討にて

MPCケルは腱の治癒を阻害せずに周囲組織との

癒着を著明に抑制することが考察された．また，解

離後はMPC水溶液に戻るが，これらの生体内での

安全性は確立されている．以上より,MPCゲルは

長年の腱癒着の問題を解決する画期的な生体材料

となる可能性が示された．今回は癒着に関しての

みであったが，今後は腱の破断強度も力学的に評

価したい．
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屈筋腱剥離術の成績

ClinicalResultsofFlexorTbnolysis

'山形大学医学部整形外科，2みゆき会病院

○渡邉忠良'，高原政利'，土田浩之2，

菊地憲明'，荻野利彦’

【目的】屈筋腱剥離術後に局所麻酔薬の腱鞘内持続

投与下での早期自動可動域訓練を行った効果を調

査し，さらに屈筋腱剥離術の成績に影響する要因

について検討した．

【対象･方法】1997-2006年に屈筋腱剥離術を施

行した13手24指を対象とした．屈筋腱剥離術に

先行した外傷･疾患は切断が9指，腱単独損傷が5

指，腱剥離後の再断裂例が2指，関節リウマチに

よる皮下断裂が7指，および腱損傷のない骨折が

1指であった．損傷部位をZone別に見るとZoneI

が2指,Zonellが7指,ZonelVが11指，およ

OrZoneVは4指であった．初期治療から腱剥離ま

での期間は，1年未満が13指，1年以上が11指で

あった．腱剥離術施行時の年齢は14－86歳（平

均36.1歳)で，剥離術後の経過観察期間は1－13

カ月（平均5.4カ月）であった．局所麻酔薬を腱鞘

内に持続投与し可動域訓練を行った症例は13指，

行わなかった症例は11指であった．屈筋腱剥離術

前後の可動域を,TotalActiveMotion(TAM)を

用いて評価した．成績に影響する要因として，先

行外傷損傷部位の違い，腱剥離術施行までの期

間の違い，および局所麻酔薬の持続投与の有無に

ついて検討した．

【結果】術前のTAMは90-222度（平均134度）

で，腱剥離後は102－260度（平均206度）とな

り，平均72度の改善が認められた．日手会指屈曲

機能評価では優が7指，良が10指，可が4指，お

よび不可が1指であった．骨折のない腱断裂群，

ZoneⅣ－Vでの損傷群，および局所麻酔薬持続

投与群で最終TAMが有意に高い結果であった．腱

剥離術を施行するまでの期間に有意差は認められ

なかった．再断裂は2指で生じ，最終TAMは不良

であった．

【結語】局所麻酔持続投与下での早期可動域訓練は
有効な一方法と考える．
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手根骨偽関節による屈筋腱皮下断裂

ClosedRupturesoftheFlexorTbndonCausedby

CarpalBoneNonunion

'川崎市立川崎病院整形外科，2都立清瀬小児病院

整形外科，3慶應義塾大学医学部整形外科学教室

○川島秀一'，堀内行雄'，山本さゆり’，

太田憲和2，池上博泰3

【目的】稀に手根骨骨折が放置されて偽関節となり

屈筋腱皮下断裂を生じることがある．今回，手根

骨偽関節による屈筋腱皮下断裂の11例を経験し，

その臨床的特徴について検討した．

【対象と方法】過去20年間に治療を行った手根骨

偽関節に起因する屈筋腱皮下断裂は11例で，男性

8例，女性3例，年齢は30歳から70歳であった．

偽関節部は舟状骨2例，有鉤骨9例で全例に手術を

行った．腱断裂から手術までの期間は2週間から

8カ月であった．断裂腱は舟状骨偽関節例では長

母指屈筋腱(FPL)と示指深指屈筋腱(FDP2)が

1例ずつ，有鉤骨例では7例で小指深指屈筋腱

(FDP5)が断裂し,2例ではFDP5と小指浅指屈

筋腱(FDS5)の両腱が断裂していた．手術法は舟

状骨偽関節例では，1例に近位手根列切除術と断

裂腱の端端縫合を行ない，他の1例では舟状骨偽

関節は放置し，断裂したFPLにFDS4を腱移行し

た．有鉤骨偽関節例では，全例で鉤切除を行い，8

例でFDP5に長掌筋腱のbridgegraftを,1例で

FDP4の腱移行を行った．術前に偽関節による断

裂と判明していなかったものが3例あった．

【結果】術後経過観察期間は6カ月から7年10カ

月，平均1年11カ月であった．2例で移植腱の癒

着のため腱剥離を行ったが，最終診察時のBuck-

Gramcho法による機能評価ではExcellentが8例，

Goodが3例であった．腱断裂から手術までの期間

による成績の差はみられなかった．

【考察】屈筋腱の走行が変わる手根管僥側壁を構成

する舟状骨と，手根管尺側壁を構成する有鉤骨鉤

の偽関節では屈筋腱皮下断裂を比較的生じ易いと

考えられるが，実際にはその頻度は意外に少ない．

しかし，榛側指，尺側指の屈筋腱皮下断裂に遭遇

した際には，明らかな外傷歴の有無にかかわらず，

それぞれ舟状骨，有鉤骨偽関節による断裂を念頭

におく必要がある．
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手関節部での屈筋腱皮下断裂に対する遊離

腱移植術の治療成績

FreeTbndonGraftfOrClosedRuptureofTheFlexor

TbndonCausedbyCarpalBoneandJointDisorders

'信州大学医学部運動機能学講座，2長野病院整形

外科，3昭和伊南総合病院整形外科

○山崎宏'，加藤博之'ぅ内山茂晴'，

中土幸男2，士金彰3

【目的】手関節部での屈筋腱皮下断裂の腱再建術と

しての，遊離腱移植術とmeinert変法の治療成績

を報告する．

【対象】本術式を行い1年以上経過観察可能であっ

た16例16指を対象とした．関節リウマチによる

ものは除外した．症例は35歳～89歳(平均68歳）

で，12例（75％）が65歳以上の高齢者であった．

右側11指，左側5指，罹患指は母指が3指，示指

が1指，小指が12指であった．断裂腱は長母指屈

筋腱が3例，深指屈筋腱(FDP)のみが9例,FDP

と浅指屈筋腱(FDS)が4例であった．腱断裂か

ら再建までの期間は4週～10カ月(平均4カ月2週）

であった．移植腱には長掌筋腱もしくは足底筋腱

を利用した．腱の縫合は編み込み縫合で行った．術

後はmeinert変法を3～4週間行った.FDPとFDS

が断裂していた症例では，3例にFDPのみに腱移

植を行った．1例ではFDPの再建は行えず,FDS

への腱移植とDIP固定術を行った.2例で術後に

腱剥離術を行った．経過観察期間は1年～13年6

カ月(平均3年4カ月）であった．評価法には，母

指ではBuck-Gramckoを用い，母指以外では

Stricmand法を用いた．

【結果】母指の指節間関節の自動屈曲角度は術後

10｡～40。（平均33｡）で，優が2指，良が1指で

あった．他の指の総自動運動域は170｡～265｡(平

均213｡）で，優が2指，良が7指，可が4指，不

可が2指であった．不可の2例はFDPとFDSが断

裂していた症例であった．腱断裂から再建までの

期間と成績，および年齢と成績の間に相関はなか

った．

【考察】遊離腱移植術は本症の腱再建術として有用

である.meinert変法は高齢者にも容易に行える

後療法である．
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アルミニウム副子を用いた伸筋腱皮下断裂

術後減張位早期運動療法

PostoperativeTbnsion-reducedEarlyMobilization

forExtensorT℃ndonRupturesusingAluminum

Splint

'公立長生病院整形外科，2千葉大学医学部整形外

科

○板寺英一'，樋渡龍'，國吉一樹2

【目的】関節リウマチなどに伴う伸筋腱皮下断裂に

対する腱端側縫合の後療法として，テーピングに

よる減張位早期運動療法が広く行われてきてい

る．我々は本法を改良し，テープの代わりにアル

ミニウム副子を用いることで，より簡便にリハビ

リテーションが行え，良好な成績が得られたので

報告する．

【対象および方法】対象は2003年1月から2006年

7月までの問に当科で手術を行った伸筋腱皮下断

裂4例5手10指（関節リウマチ2例3手6指，変

形性遠位僥尺関節症2例2手4指）である．手術は

全例に端側縫合を行い,DarraCh法またはSauve-

Imandji法を追加した．術後早期可動域訓練では，
アルミニウム副子を曲げて示指掌側，中指背側，

環・小指掌側の各基節部を通るように形成し，減

張位保持に用いた．

【結果】術後リハビリ中，アルミニウム副子の着脱，

夜間用副子への変更など，患者の自己管理でおこ

なうことができ，最終的に良好な可動域が得られ

た．

【結論】アルミニウム副子を応用することで患者の

自己管理が容易になるという点で本法は有用であ

る．
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TethersofPhysealGrowth

T℃rryR.LIGHT

DepartmentofOrthopaedicSurfry,LoyolaUniversityofChicagoStritchSchoolofMedicine,

Mavwood､ILUSA

４
月
相
日
第
２
会
場

TheshapeofabonerenectsthefOrcesexertedonthebonebysoft

tissuesandbyadjacentarticulatingbonesPhysealgrowthmaybe

restrainedbyosseousbars,cartilaginousorsofttissuetethers.Post

traumaticphysealarrest,deltaphalanx,Madelungdefbrmity,multiple

hereditaryexostoses,distalulnarorradialinjuryandulnardeficiency

areallexamplesofalteredupperextremitygrowth.Magneticresonance

Imagingmaybehelpfulindefiningpathologicphysealtethering.In

growingchildrenresectionofosseousbars,cartilaginoLIsorsofttissue

tethersmayfreetheinnatephysealcapacityfbrlongitudinalgrowth.、

黙

農鑑,。
．湖,'

；

[emersmayrreetnelnnatephysealcapacltytorlongltudinalgrowth.Whengrowthofeither

theradiusorulnaisaITestedthegrowthofthenormalaqacentbonemaybediminishedby
thesofttissueconnectionbetweenthetwobones.
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MultimediaEducationfortheHandSurgeonandBeyond

○AmyLLADD,ParvatiDEVIKingsleyWILLIS,W.PaulBROWN
ChaseHandCenteratStanibrdUniversityandSUMMIT,PaloAlto.CA,USA

(StanfoldUnivel･sityMedicalMedia&Infol･mationT℃chnologies)

４
月

ね
日
第
２
《
云

場

Purpose:Wepresenttheuseofmultimediaimagesofhandanatomy

■
andclinicalhandproblemsinavarietyoffbrmats.

f’恩

Method:OurgroupisdedicatedtousingmLlltimediaforbroad:::、
i：

medicaleducation,andl･epresentsclinicians,graphicartists,computer; l

scientists,andeducationspecialists.ImagesacquiredinfOrmatssuch'i'や

asCT,MRI,motionanalysis,stereoandmicrophotographsarei
会F1~

compiledandprocessed,whichrepresentsthehigh-endtechnology;':,
IM:'､

ofourworkinggroup.Thelow-endtechnologylbcusesonusingbasic

imagesinweb-basededucationmodules.Thecompleximagesmaybeusedfbrdeveloping

anatomicallycorrectprostheticsofthefUture,butmayalsobe｡6repurposed''foreducation

modulesfbravarietyofaudiences.

ResultS:WebavedesignedmodulesrangingfrOmanatomicalviewingprograms,surgical

simulators,andwebsitesofmusculoskeletaldisorders.Wewillpresentexamplesofeach,

demonstratingthebreadthofimageandmodulecapabilities,aimedatreachingwideaudiences.

Somearecompleteworks,manyarestillindevelopment.

DiscussionDiscussion:Originallywiththehandsurgeoninmind,wenowrealizethe

benefitofcreatingimagesthatalsoeducatemedicalStudents,0therstudentsofthelifesciences,

partnel･sinindustry,andpatients.OnedaywehopetocreateaGoogleHuman-typecollection
ofdatasets,whichwillpermitthenavigationofahumanbodyinafreewarewebversionof

thehigh-resolutionanatomicalimages.

Conclusion:Thepowerofimagingforeducationisasvaluableforthehandsurgeonasit

isfbrthepatient,theengineer,oranyoneinterestedinthemarvelsofthehumanbody.
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先天性榛尺骨癒合症例の分類と術後成績

ClassificationandPostOperativeResultsof

CongenitalRadio-ulnarSynostosis

琉球大学医学部整形外科

○金城政樹，普天間朝上，岳原吾一，

伊佐智博，金谷文則

【目的】先天性榛尺骨癒合症の分類にはKienb6ck,

ClearyなどのX線像や前腕回旋制限の程度に基づ

くものはあるが，治療成績と比較したものはない．

今回，私たちの分類と術後成績を比較検討した．

【対象および方法】対象は血管柄付き筋膜脂肪弁移

植を用いた授動術を行った36例40肢，男児28例，

女児8例，手術時年齢4歳3カ月～12歳2カ月（平

均7歳9カ月）であった．罹患肢は両側11例，片

側25例(右9例，左16例）であった．術前のX線

像における榛骨頭脱臼の方向と，前腕回内強直肢

位(以下PA:PronationAnkylosis)で分類し，術
後の前腕回旋可動域と比較した．

【結果】僥骨頭脱臼の方向よりGroupl:脱臼なし，
Group2:前方脱臼,Group3:後方脱臼の3つの

グループに分け，さらにPAでA:PA<20｡,B:

20｡≦PA<60｡,C:60｡≦PAの3つに分類した．

罹患肢の数（割合）と術後の平均前腕回旋可動域

はGroupl:4肢(10%)･84｡(65-105｡),Group

2：14肢(35%)･95｡(75-120｡),Group3:22
肢（55％）・79。（45－110｡）であった．細分する

とGroupl-A:3肢･83｡(65-105｡),B:1肢・

85｡,C:0肢,Group2-A:8肢･93｡(80-120｡),

B:6肢･98｡(75-120･),C:0肢,Group3-A:
3肢･88｡(80-105｡),B:8肢･89｡(75-110｡),

C:11肢･69｡(45-80｡)であった．

【考察】榛骨頭後方脱臼例，かつ60･以上の高度回

内強直例(Group3-C)では，術後の前腕回旋

可動域が不良であった．本分類は術後の可動域を

推定しうる指標になる可能性が考えられた．また，

これまで全例に同一の手術を行っていたが，

Group3-C例では術式の工夫が必要と考えられ

た．

－S21－
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先天性榛尺骨癒合症に対する前腕回旋授動

術一局所有茎脂肪弁挿入法の短期成績一

TiFeatmentofCongenitalRadioulnarSynostosisby

InterpositionofLocalAdiposalFlap

'大阪医科大学整形外科，2城山病院整形外科

○白井久也'，植田直樹'，渡辺千聡'，

木下光雄'，阿部宗昭2

【目的】先天性榛尺骨癒合症に対する授動術はいか

に再癒合を防ぐかが長年の課題であった．このた

め，近年では血管柄付き遊離筋膜脂肪弁移植や後

骨間動脈筋膜弁の挿入などが併用されている．我

々は微小血管外科手技を要しない簡便な局所有茎

脂肪弁を癒合分離部に挿入する術式を用いて良好

な短期成績を得ているので報告する．

【対象と方法】対象は2003年以降に小児の先天性

榛尺骨癒合症に対して局所有茎脂肪弁を用いて前

腕回旋授動術を行った6例（5～9歳）である．手

術は肘関節後外側侵入で榛尺骨癒合部の切除を行

い，皮切後方の皮下脂肪から矩形の大きな有茎脂

肪弁を作成して分離部に挿入し，脂肪弁の端は榛

尺骨間前方の深部軟部組織に縫合した．肘筋は近

位僥尺関節内に挿入した．榛骨頭脱臼（前方，後

方各3例）に対しては全例に同一皮切部から榛骨

頚部で短縮・矯正骨切り術を加え，プレート固定

した．術後は2週の外固定後ROM訓練を行った．

4例にはプレート抜去時（平均9カ月後）に脂肪弁

の組織検査を行った．術後観察期間は平均21ヵ月

(9-36カ月）である．

【結果】前腕末端での平均可動域は術前回内28。

(20～50)，回外-22。（-40～-10）が調査時回内

38。（30-60)，回外21。（10～45）となり，回旋可

動域は平均53.増加した．手術時間は平均177分

であった．合併症は一過性の榛骨神経麻輝を1例

に生じた．全例，調査時に再癒合を認めず，回旋

時痛はなかった．また，回旋域の増大によりADL

も改善していた．組織標本では4例とも正常の脂

肪組織であった．

【まとめ】大きな矩形の有茎脂肪弁は壊死すること

なく榛尺骨間の再癒合防止の機能を果たしてお

り，短期ではあるが平均53.の回旋可動域が得ら

れた．
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先天性榛尺骨癒合症に対する榛骨回旋骨切

ﾚﾉ術

RotationalOsteotomyoftheRadiusfOrCongenital

Radio-ulnarSynostosis

山形大学医学部整形外科

○金内ゆみ子，高原政利，柏英雄，

渡邊忠良，荻野利彦

【目的】先天性榛尺骨癒合症は，近位榛尺関節の強

直による前腕の回内位を主症状とする．60度以上

の回内位は，皿を持てない，コインを掌で受けら

れないなどの愁訴を訴えることが多く，手術が検

討される．手術は，癒合関節の可動化をはかる関

節形成術と，前腕の肢位を変える骨切り術の2通

りに大きく分けられる．今回，演者らが僥骨回旋

骨切り術を施行した先天性榛尺骨癒合症例の報告

をする．

【対象と方法】演者らの行っている手術方法は，榛

骨骨幹部中央の回内筋付着部で榛骨を骨切り後，

手掌面の最大回外位を目指して徒手的に前腕を回

旋し，ギブスによる外固定を行う僥骨回旋骨切り

術である．本法を行った14例（男性:10例，女性

:4例；両側罹患：8例，片側罹患：6例）20肢を対

象とした．手術時年齢は4～10歳（平均6.5歳)，

術後観察期間は，5ケ月～6.5年（平均3.8年）で

あった．術前後の前腕回旋角度，患者，家族の満

足度を調査した．術前後の前腕回旋角度は，手掌

の回旋による代償を除くために，僥骨・尺骨茎状

突起を結ぶ線と上腕骨の角度で測定した．

【結果】対象例の術前の前腕強直角度は，回内30度

～90度(平均回内49度)，術後は中間位～回外25

度(平均回外4.3度)で，全例ほぼ中間位固定とな

った．術後の前腕強直角度を手掌面と上腕骨のな

す角度で測定すると，回外約90度であった．追加

手術は一肢のみで，術後4年で弾発肘を生じ，輪

状靱帯切雛を施行した．全例,ADLの改善を認め，

患者，家族の満足度が高かった．

【考察】術後の前腕回旋角度はほとんど中間位であ

り，前腕回内位から，中間位への肢位の変化は

ADLを改善させるものと思われた．

1-2-22

先天性榛尺骨癒合症に対する榛骨骨幹部回

旋骨切ﾚﾉ術の検討

RotationalOsteotomyattheDiaphysisoftheRadius

fOrCongenitalRadioulnarSynostosis

'名古屋第一赤十字病院整形外科，2名古屋大学手

の外科

○服部達哉'，堀井恵美子'，馬島雅高2，

申正樹2，平田仁2

【目的】先天性榛尺骨癒合症の手術治療には，大き

く分けて授動術または骨切り術の二つがある．我

々は不良肢位を前腕近位部で矯正する回旋骨切術

を行ってきたが，2000年以降，僥骨骨幹部での回

旋骨切り術を採用している．今回本術式での治療

成績を検討したので報告する．

【対象と方法】対象は2000年以降僥骨回旋骨切術

を行った10例14手である．男児7例女児3例，右

6手左8手であった．手術方法は前腕榛側より僥骨

骨幹部中央を展開，骨軸に垂直に骨切りし，用手

的に回内変形を矯正する．矯正角度を維持できな

い場合は鋼線にて一時固定を行い，術後は肘上ギ

プスにて手掌を回外位固定とした．手術時年齢は

平均5．2歳（2歳11ケ月～8歳9ケ月)，術後平均

経過観察期間は2.6年（2ケ月～5年10ケ月）だっ

た．

【結果】術前前腕回内位は平均64度(40～90度)，

術後最終観察時の前腕回内位は平均1度(-10～20

度）だった．矯正損失は3例に認めたがいずれも

軽度だった．手術による合併症は認めず，全例，洗

面，箸の利用，椀の把持などの日常生活の改善を

認めた．

【考察】先天性榛尺骨癒合症に対して，色々 な骨切

り術が行われてきたが，軟部組織の解離を必要と

する，血行障害や神経損傷などの合併症の発生，複

数の骨切りを要するため展開部位が多くなるなど

の欠点を認めた．しかし1999年に柏らによって報

告された本方法では小皮切・小侵襲であり，術式

も簡便で，合併症も認めなかった．先天性榛尺骨

癒合症では前腕回内外障害に対し手掌が代償的に

働くため手掌による回内外の可動域が大きくなる

ため回内強直角度を骨切りで調整することで

ADLの改善を認め患者の満足度も高い．そのため

本方法は先天性榛尺骨癒合症に対する治療方法の

1つになりうると考えられた．
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有鉤骨鉤骨折に対する側方進入法による鉤
切除の有用性

LateralApproachfOrResectionofFracturedHook

oftheHamate

麻生整形外科クリニック

○麻生邦一，近藤稔，高見博昭

【目的】有鉤骨鉤骨折は野球，ゴルフ，テニスなど

のスポーツ外傷として発生するが，通常基部での

骨折が多い．治療としては鉤基部から切除する手

術で良好な成績が得られている．進入方法には手

掌から進入する方法が一般的であるが，1984年我

々は側方から進入する方法を報告した．今回改良

した側方進入法を紹介し，さらに両進入法を比較

検討したので報告する．

【対象】掌側進入3例と側方進入4例を対象とした．

年齢16～60歳(平均45歳)，男性6例，女性1例，

右1例，左6例，受傷スポーツはゴルフが5例，テ

ニスが1例，水球が1例であった．側方進入法は鉤

の同定がときに困難であることがあったが,X線

TV下に注射針を皮層から鉤に当てることで容易

に部位を同定することができるようになった．

【結果】両進入方法とも術後成績は良好で，とくに

支障はないが，掌側進入の症例で手術嬢痕部にわ

ずかに圧痛，違和感を訴えた．手術時間は掌側進

入が平均63分，側方進入が40分と側方進入が少
なかった．

【考察】どちらの進入法も鉤に付着する横手根靱

帯，豆鉤靱帯および小指対立筋を切離せざるを得

ないが，掌側進入法は尺骨神経浅枝と深枝の剥離，

温存が容易ではないし，危険が伴う．一方，側方

進入法は，それらの神経が貫通する小指対立筋と

ともに掌側によけるために，神経に対して安全に

鉤に到達することができる．しかし屈筋腱の断裂

や神経麻痒などには当然ながら対応しきれない．

【まとめ】神経麻痒や屈筋腱損傷などの合併症がな

い鉤基部骨折の場合には，側方進入が到達が容易

で，侵襲が少なく，綴痕痛の心配もなく推奨され

る．一方，骨折部位が鉤中央部や鉤辺縁の場合，慢

性型で疲労骨折の場合，上記合併症がある場合に

は掌側進入が適している．症例に応じて使い分け
るのが良いと考えている．
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僥骨遠位端骨折変形治癒に対する榛尺骨同
時矯正骨切ﾚﾉ術

SimultaneousRadialClosingWedgeandUlnar

ShorteningOsteotomyfOrDistalRadiusMalunion

'札幌医大整形外科，2札幌医大保健医療学部

○和田卓郎'，辻英樹'，射場浩介'，

織田崇'，青木光広2

【目的】僥骨のopemngwedgeosteotomyは榛骨遠
位端骨折変形治癒に対する確立された手術方法で

ある．しかし，移植骨の圧壊，偽関節，変形の残存

など合併症の報告も多い．それらの問題を解決す

るために，我々は榛骨のclosingwedgeosteotomy
に尺骨短縮術を併用する術式を開発した．今回は

手術手技をビデオで提示し，手術成績を報告する．

【方法】2000年以降，榛尺骨同時矯正骨切り術を

行った12例12手（背屈型8手，掌屈型4手）を対

象とした．男が11手，女が1手で，手術時の平均

年齢は57歳(25～75歳)，受傷から手術まで期間

は平均8ケ月であった．術後平均観察期間は15ケ

月であった．術式：掌側アプローチにより僥骨の

closingwedgeosteotomyを行い,volartiltを0。

～15.に矯正した．同時に尺骨短縮術を行いulnaT･

varianceを0mmに矯正することを目標とした．尺

骨短縮にはAOcompressiondeviceを用いた．

【結果】偽関節，感染などの合併症はなかった.X

線計測：背屈型8手では,dorsaltilt20.6｡がVT

10.5｡に,UV5.6mmが0.4mmに矯正された．掌

屈型4手ではⅥ25.が10.に,UV5.5mmが-0.3mm

に矯正された．手関節可動域：背屈型の術前伸展

51.,屈曲21.,回内66.,回外73｡は術後それぞれ

77.,66.,84.,77.に改善した．掌屈型の術前伸

展61．，屈曲65．，回内67.,回外49.は術後それ

ぞれ85.,81.,83.,83.に改善した．握力の健側

比は術前42％が術後75％に改善した.Fernandez

の機能評価ではverygoodが8手,goodが4手で，
fair,poorの例はなかった．

【考察】本術式は手技がやや煩雑ではあるが，十分

な変形矯正が可能で術後成績も良好であった．前

腕短縮による握力低下も懸念されるが，術後の健

側比は75％であり容認できる範囲内であった．僥

骨遠位端骨折変形治癒に対する有用な手術術式と

いえる．
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陳旧性malletfingerに対する指背腱膜広範
囲前進法

NewSurgicalProcedurefortheChronicMallet

FingerwithoutBonelniury

東京医科大学医学部整形外科

○諸橋彰，佐藤由佳，名嘉準一，

高瀬勝己，山本謙吾

【目的】骨片を伴わないmalletfingerは新鮮例で

あれば装具療法や経皮ピンニングを行ない治療す

るのが一般的であるが，陳旧例となると治療に難

渋することが多い．我々はこれらに対する新しい

治療法として,centralslipとlateralbandを分離

し,terminaltendonを前進させる方法を第48回

本学会および第19回東日本手の外科研究会で報

告した．今回若干の改良を加えたその手術手技を

紹介すると共に，治療成績などについて報告する．

【手術手技】DIP関節直上にクランク状切開を加

え，基節部基部までmidlateral切開で中枢に進み

伸筋腱膜を基節骨基部まで露出する．次に非薄化

および羅痕化し短縮した断裂した指背腱膜を基節

骨基部まで鋭的に剥離する．次に剥離した伸筋腱

を末梢に前進するために，中節骨centralband停

止部にドーム状またはV字に切開を加え,lateral

bandを分離する．最後にtermingltendonを末梢

に前進させた後,pulloutwiringで末節骨基部に

縫着する．また末節骨とterminaltendonが嬢痕

性に連続している場合，切離せずに腱自体の緊張

を獲得しながら折りたたむように縫縮し,pull

outwiringを行なう．この際,DIP関節は伸展0．
でKFwireにて固定する．

【結果】14例14指に本術式を施行した．治療成績

は蟹江の評価法に従った．初期の例では早期の可

動域訓練により成績不良例も散見されたが，2005

年以降に施行した6指の成績は全てexcellentであ

った．

【結語】本疾患に対する再建術として,Nichols法，

Snow法,Thompson法，諸橋法などが報告されて

いるが，手技の煩雑さのためか詳細な治療成績や

問題点を報告した文献は少ない．本術式は手技も

簡便であり，有効な再建術であると考えている．
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母指CM関節に対するセラミック製人工関
節置換術

ArthroplastyfOrtheCarpometacarpalJointofthe

ThumbUsingCeramicBallandSocketTj/pe

Prosthesis

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，

田中徹，市瀬彦聡

【目的】我々 は母指CM関節のOA,RA,外傷性欠

損に対し1987年からCaffniere型に改良を加えた

アルミナセラミック製のball&sockettype人工

関節を作製し治療に用いてきた．2006年より手術

用器具を作製し，骨切やラスピングがより効率よ

く施行できるようにしたのでその術式と人工CM

関節置換術を行った13例の成績を報告する．

【対象と方法】1987年より2006年6月までに母指
人工CM関節置換術を行った13例（男性4例，女

性9例）を対象とした．平均年齢は56.1歳（33～

80歳）であった．原疾患はOA10例(Eaton病期

分類でstage3が3例,stage4が7例),RA1例，
外傷性欠損2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stelnおよび髄内へのsternのmigration防止の

ための全周に渡る鍔状のcalcarより成る．大菱形

骨側はポリエチレンのsocketとアルミナセラミッ

クス多結晶のsocket受けとsternから成る．器具

による手術は，外側皮切で進入しCM関節包・靱

帯を切開して骨切りガイドを使用して，中手骨底，

大菱形骨をそれぞれ6～7mm骨切除する骨切りを

した．次にstem挿入のためのラスピングをガイド

ピン，中腔ドリル，ラスプを用いて行い，トライ

アルを挿入し適合性を確認した．セメントを用い

て人工関節を固定した．最後に関節包・靱帯は強

固に縫合した．

【結果】手術器具の開発により手術時間を短縮する
ことができた．最終調査時期は術後平均58.3(4～

180カ月）であった．術後に瘻痛・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）72％から術後85%,MP+IP関節が術前

75％から術後91％に改善した．握力，ピンチカは

それぞれ術前70％，52％から術後86％，84％に

有意に改善した.Eatonの関節機能評価は優11例，

良2例であった．

－S24-
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手根管症候群における手指末梢血流動態の
変化について

－新しい手根管症候群検査法の確立一

DevelopmentandClinicalApplicationofthe

IntegratedLaserBloodFlow-meterasa

DiagnosticAidinCarpalTunnelSyndrome

'九州大学医学部整形外科，2北九州市立若松病院

整形外科

○光安廣倫'，細川哲2，芳田辰也'，

三浦裕正'，岩本幸英’

【緒言】Garlandは手根管症候群(以下CTS)とレ

イノー現象の関係を報告し，以後CTSに伴う手指

の血流障害の報告も散見される．手根管症候群の

診断には，症状ならびにTinel徴候やPhalenテス

トといった診察所見や，神経伝導速度検査を用い

て行われている．検査法としては非侵襲のものが

望ましいが，神経伝導検査は患者に不快感を与え

ることも多い．我々は手指末梢血流の測定をCTS

の診断法として応用できないか，検討を行ったの

で報告する．

【方法】正常群15人，15手,CTS患者群,15手(男

性3手，女性12手，検査時平均年齢は58歳）を

対象とした.CTS群については，糖尿病罹患，透

析施行中の症例は除外し，その臨床症状と，診察

所見，神経伝導速度検査で診断した．手指血流測

定は，我々 が開発したIntegratedLaserBlood
Flow-meterを用い，末節部掌側の血流を測定し

た．この血流測定器は，持ち運びが可能で，手指

血流をrealtimeに連続で記録できる特徴がある．

計測した各指の結果を環指の結果で補正し,rela-

tivebloodflow(RBF)として各群で比較した．

【結果】正常群では，各指ともに45(auditolyunit)
程度を示し,RBFもすべての指で90%程度を示し

た（89～114%).CTS群においては,15手のす

べてで母指，示指，中指の血流低下を認め,RBF

が51～55％であった．

【結語】CTSの診断において，局所での伝導障害を

反映する神経伝導速度検査は重要であることは言

うまでもない．手指の血流測定は，簡便であり，今

後はCTSの重症度を含めて症例を重ねる必要は

あるが，非侵襲的な補助診断として有用と考えら

れた．
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特発性前骨間神経麻痒に対する神経線維束
間剥離術

InterfascicularNeurolysisfOrldiopathicAnterior

InterosseousNervePalsy

’東京都立広尾病院整形外科，2国立身体障害者リ

ハビリテーションセンター研究所，3横浜労災病院

整形外科，4東京逓信病院整形外科

○田尻康人'，川野健一'，山本真一2，

三上容司3，沖永修二4

特発性前骨間神経麻揮では前骨間神経の神経束に

くびれが認められる．このくびれは正中神経の本

幹から前骨間神経の神経束を神経線維束間剥離術

してはじめて確認される．これまで22例に本術式

を行ったので，その手術方法，注意点について報

告する．

【手術対象】上肢の瘻痛で発症し，長母指屈筋もし

くは示指深指屈筋が筋力［0］である症例で，回復

のないものを対象とした．当初発症3カ月以上回

復のないものとしたが，現在は10カ月まで経過を

みて1年までに行っている．術前にEMG等により

麻痒の評価を行う．また，神経に沿った圧痛部位

を評価する．

【手術方法（ビデオ供覧)】1.全身麻酔，滅菌駆血

帯を使用する．2.正中神経に沿ったZ状皮切で侵

入する．3.上腕から前腕の筋膜を切開し正中神経

を展開，前骨間神経を同定し確保する．4.顕微鏡

下に遠位部より神経束を剥離して行き本幹から分

離する．この時，障害された神経束は線維束の色

調が灰白色の浮腫状になっていることを目安とす

る．5.くびれが存在し，線維束の色調が正常化す

るまで剥離する．くびれは圧痛部位に一致した辺

りに存在することが多いが圧痛がないこともあ

る．6.くびれている部位の周囲の線維組織を切除

する．7.洗浄の後皮下・皮膚を縫合する．

【結果】全例でくびれが同定され，術後1年以上経

過観察し得た16例のうち，15例はM3以上に回復

し，1例はM1に留まっている．合併症として，片

方が不全麻輝の場合，筋力低下を生じること，肘

部で皮神経を損傷すると前腕遠位掌側部の知覚障

害を生ずること，術後肘部で正中神経の刺激症状

が数カ月生じることがある．

【ポイント】圧痛部位の辺りにくびれが存在するこ

とが多い．神経束の色調が変化しており，これを

目安に遠位から近位方向へ神経束を剥離して行く

とよい．
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合併症を起こしにくい腕神経叢ブロック
ークーレンカンプ変法;鎖骨上窩腕神経叢

ブロックー

ModdificationofBrachialPlexusAnesthesiafor

PreventingComplications

'浪速生野病院整形外科，2大阪市立大学医学部整

形外科

○高松聖仁'，榎本誠'，鰻永浩'，

香月憲一2

【はじめに】上肢の手術，関節受動術，脱臼･骨折

の整復の際には腋窩ブロック・ターニケット静脈

麻酔･クーレンカンプ麻酔などが行われているが，

それぞれの麻酔には一長一短がある．しかしその

中でもクーレンカンプ麻酔は安全に施行すること

さえできれば最も有用な麻酔である．クーレンカ

ンプ麻酔の利点としては，1)肩関節周囲に麻酔効

果があり肩関節の脱臼整復，上腕骨頚部骨折手術

が可能である．2)筋皮神経領域の麻酔が得られ長

時間にわたってターニケットペインに有効であ

る.3)25Gもしくは26Gの注射針を用いること

によって血管･神経損傷の可能性が低い．4)マー

カインの使用により長時間(5-6時間程度)の手術

が可能である．などが挙げられ特に1)，2)は他の

麻酔法と比べて明らかに有用である．にもかかわ

らず本法が広く用いられない理由は1）手技が難

しい，2)気胸の合併症が怖い，の二点であると考

えられる．

【方法】我々の用いている方法は鎖骨上窩より針先

を外側に向けて穿刺し，鎖骨下で腕神経叢をブロ

ックする方法であり，第48回の本学会で共同演者

の榎本がその有用性について報告を行っている．

今回は本手技について以下に挙げる重要なポイン

トに触れ，実際の手技をビデオで提示する．

1）患者は仰臥位で頚部は患側と反対方向に回旋・

側屈させる．2）注射針は25-26G針を用いる．3)

まず鎖骨窩のほぼ中央部において（術者が右利き

の場合）左手の示指で腕神経叢を確認し，神経血

管束が刺入の際に逃げないように指の先端で抑え

る．4）注射針の刺入方向はほぼ水平から20度程

度の傭角とし，体軸の長軸に対しては必ず20-30

度程度外側に向けて穿刺する．5)穿刺の際は一度

放散痛が得られたなら，一度針先を皮下まで引き

戻して注射器を内側に平行移動させてから同じ深

さまで穿刺する．
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掌側ロッキングプレート固定を施行した

Colles骨折の治療成績－斎藤の治療成績評

価基準Excellent例とGood例の差異

LockingPalmarPlateFixationfOrColles'Fractures

-DifferencesbetweenExcellentGroupandGood

GroupinSaito'sPointSystem

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，大井宏之，高橋勇二，

友利裕二，斎藤英彦

【目的】Colles骨折に対する掌側ロッキングプレー

ト固定の有用性は多数報告されているが，全例が

斎藤の治療成績評価基準（斎藤評価）でexcellent

になるわけでない．今回，斎藤評価excellent例と

good例の差異について調査し，今後good例が生じ
ないための対策について検討したので報告する．

【対象と方法】対象は掌側ロッキングプレート固定

を施行したColles骨折の内，術後12週以上経過観

察できた51(男性21,女性30)例，手術時年齢は

19-87(平均56.7)歳であった．経過観察期間は12‐

88（平均30）週であった．骨折型は斎藤分類で

Colles骨折19例，粉砕Colles骨折32例であった．

以上の症例の斎藤評価はexcellent46例(E群),

good5例(G群）であった.E群とG群間でX線

計測（関節内骨折の有無，パラメーターおよび尺

骨遠位部骨折)，三角線維軟骨複合体(TFCC)損

傷の有無，斎藤評価での減点項目，関節可動域お

よび握力について比較検討した．

【結果】関節内骨折や尺骨遠位部骨折(有無，部位

および癒合状態）に関して両群間で有意差は認め

なかった．受傷時および最終調査時X線パラメー

ターやTFCC損傷も治療成績に影響していなかっ

た．斎藤評価での減点項目は自覚的評価（手関節

尺側部痛)においてのみ有意差を認めた．しかし，

斎藤評価には現れないがG群は手関節掌背屈およ

び握力が有意に減少していた．

【考察および結論】手関節尺側部痛の遺残が治療成

績不良に繋がることが判明した．保存療法が基本

となる本骨折に対して手術療法を施行するのであ

れば，全例excellentになるよう治療すべきであ

り，そのためにも手関節尺側部痛への対策が必要

である．
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掌側Iockingplateによる僥骨遠位端骨折の治療
-ACU-LOCTargetedDistaIRadiusSystemと
DRVLockingPlateSystemの比較一

TreatmentofDistalRadiusFractureusingVOlar

LockingPlate:ComparisonbetweenACU-LOC

ThrgetedDistalRadiusSystemandDRVLocking

PlateSystem

’みつわ台総合病院，2山梨大学整形外科学教室

○有薗行朋'，渡辺寛'，浜田良機2，

穴山聡2，佐藤信隆2

【目的】掌側lochngplateで治療した僥骨遠位端

骨折症例の治療成績についてプレート間の差異を

検討した．

【方法】対象はlockingplate固定後,6カ月以上経

過観察し得た32症例，33関節である．なお，4例

には外固定として創外固定を追加した．男性9例，

女性23例，年齢は19～88歳（平均58歳)，経過

観察期間は6カ月～2年（平均8カ月）であった．

骨折型はAO分類でTypeA12例,TypeC21例，使

用プレートはMIZUHODRV20例,ACUMED

ACU-LOC13例であった．これらのpalmartilt

(以下PT),radialinclination(以下RI),ulnar

variance(以下UV)を計測し，プレート間の差異

をMann-Whitne漱定を用いて統計学的に検討し

た．治療成績はCooneyの評価法を用いた．

【結果】手術時間はDRV,平均74分,ACU-LOC,

平均73分で,X線像でのPT,UV,RTの手術直後

と調査時との差を△とすると,DRVの△PT平均

4.25度，最大－5度,AUV平均0.56mm,最大4mm,

ART平均0.55度，最大5度,ACU-LOCの△PT平

均0度，最大2度,AUV平均1.08mm,最大3mm,

ART平均0.62度，最大3度で，統計学的有意差は

なかった.Cooneyの評価ではDRVがExcellentl8

例,Goodl例,Poorl例,ACU-LOCはF]xcellent

lO例,Good2例,Fairl例であった．

【考察】いずれのlockingplateを用いても軟骨下

骨に適切にlockingscrewを挿入すれば固定力は

強固で，早期の可動域訓練が可能であった．△UV

は有意差はないがACU-LOCに短縮傾向がみられ

た．DRVとACU-LOCはいずれも榛骨の解剖的形

状に合うよう作製され，厚さはそれぞれ,2.5mm,

2.3mm,末梢のlockingscrew径は2.7mm,

2.3mm,骨軸に対するScrew角度が19度,6度と

違いがある．しかし，いずれも良好な成績でプレ

ートのデザインによる差異はない．今後これらの

形状と術後成績との関連の検索が必要と考えてい

る．



1-3-3

僥骨遠位端骨折に対するlockingplate固定
一整容的なアプローチー

CosmeticApproachfOrtheLockingPlateFixation

ofDistalRadiusFractures

'駒沢病院整形外科，2済生会神奈川県病院整形外

科，3朝霞整形外科

○吉川泰弘1，松井秀和2，市川亨3

【目的】僥骨遠位端骨折に対する治療法において，

最近では掌側ロッキングプレートの使用による良

好な固定性と治療成績の報告が増えている．しか

しながら，掌側プレートによる固定法では掌側に

5cm程度の縦皮切をおくHenryのアプローチが基

本となり，手術痕を気にする場合が少なからずあ

った．われわれは榛骨遠位端骨折に対し，横皮切

と縦皮切を組み合わせた整容的な進入法を考案

し,MISとして掌側ロッキングプレート固定を行

うことで良好な成績が得られたので報告する．

【方法】このアプローチはいわゆる長幹骨に対する

MIPO法に準じた2皮切とし，遠位側に手首皮線

上の横皮切をプレート幅の長さだけおき，近位側

はスクリュー固定する位置に縦皮切を1.5cm程度

おくものである．遠位側の皮切から方形回内筋の

遠位縁を確認し，ロッキングプレートは遠位側よ

り方形回内筋を温存したままその下を滑らせて挿

入する．近位側皮切よりプレート近位の位置を調

整し，至適位置にプレートを設定後，遠位側，近

位側の順にスクリュー固定する．最後は皮下埋没

法で皮膚縫合する．

【症例と結果】僥骨遠位端骨折に対して本アプロー

チを用いて掌側ロッキングプレート固定を行った

症例は，10例(女9，男1）であり，いずれも複雑

な関節内操作を必要としない骨折に限定した．全

例で通常の縦皮切を行った場合と同様に良好な治

療成績が得られた．また，手術痕については9例

で愁訴は全くなく，対人あるいは接客業務で手関

節を露出することが多い女性からも高い満足度が

得られた．

【まとめ】榛骨遠位端骨折に対する本アプローチ

は，方形回内筋を温存したうえに掌側ロッキング

プレート固定を行うことが可能であり,MISとし

て整容的にも優れた進入法と考えられた．
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小型掌側ロッキングプレートを用いた不安

定型榛骨遠位端骨折に対する低侵襄手術

LesslnvasiveSulgeryfOrUnstableDistalRadius

FracturesusingaSmallPalmarLockingPlate

'静岡県立総合病院整形外科，2丹後中央病院

○松岡秀明'，石田治'，佐野禎一'，

丸木仁'，西島直城2

【目的】我々 は，不安定型僥骨遠位端骨折に対し，

2005年からナカシマメデイカル社HC-50小型掌

側ロッキングプレート（21×40mm)を使用し低

侵襲手術を試みているが，その成績を従来行って

いた掌側ロッキングプレート法と後ろ向き検討し

た．また，同プレートを用いて方形回内筋を温存

する試みも行っているのでその成績についても比

較検討した．

【対象と方法】対象は，掌側ロッキングプレートを

用いて加療し3カ月以上経過観察が可能であった

不安定型僥骨遠位端骨折60手であった．平均年齢

54歳，骨折型はAO分類でA3が12手,B3が2手，

C2が18手,C3が28手であった．小型プレート

を用いた群（1群）は29手，従来型プレートを用

いた群（2群）は31手であった．1群は方形回内

筋を部分的に切離した群(PQ-群)20手と方形回

内筋を温存して手術を行った群(PQ+群)9手に

細分類した．評価には，可動域，握力，斉藤の評

価法を用いた．

【結果】1群の成績は，背屈85.掌屈67.回外89.回

内84.握力（健側比）86％，斉藤の評価で優28手

良1手であった．各群間の可動域，握力,X線学的

評価に統計学的有意差はなかったが，1群は2群よ

りも成績がよい傾向にあり，1群ではPQ+群がPQ-

群より成績がよい傾向にあった．

【考察】小型プレートを用いた低侵襲手術は，約3cm

の1皮切から可能である．方形回内筋は遠位1/2が

温存可能であり，骨質の良好で掌側骨皮質の粉砕

のない症例では，ほぼ温存できる．今回の結果で統

計学的有意差が出なかったのは掌側ロッキングプ

レート法の成績がすでに非常に良好なところまで

到達している結果と考えられたが，低侵襲手術の

工夫で更なる成績の向上の可能性が示唆された．

固定力やX線学的な議論にとどまらず，美容的およ

び機能的な成績向上のため，小皮切や方形回内筋

の温存など低侵襲手術法を選択すべきである．

－S28-
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ナカシマプロペラ社製僥骨末端用プレート

による不具合症例

FailureofLockingVblarPlateSystemfOrtheDistal
Radius

大阪府済生会中津病院整形外科

○安田匡孝，安藤佳幸，大橋弘嗣

【はじめに】2004年に開発されたナカシマプロペ

ラ社製僥骨末端用プレートは，全国で2006年7月

まで624例に使用された．当科および全国施設に

おける同プレート器械による直接の不具合症例を

調査した．

【対象と方法】われわれは2006年7月まで64例に

同プレートを使用した．矯正骨切り術の4例以外

はすべて新鮮僥骨末端骨折であった．そのうち，プ

レートシステムに直接起因する不具合を調査し

た．さらに，全国レベルでナカシマプロペラ社に

報告のあった不具合症例も調査した.

【結果】当科での不具合は3例に存在した．不具合

率は4．7％であった．内訳は，プレートとスクリ

ューのゆるみ(toggle)による末梢骨片の転位が2

例，ロックナットの逸脱が1例であった．抜釘を2

例に施行したが，それに伴う不具合は存在しなか

った．全国報告では，抜釘に伴う不具合が10例あ

り，7例はロックナットによる不具合であった．そ

の他は，スクリュー抜去に困難を生じていた．

【考察】全国報告では抜釘による不具合のみであっ

たが，当科では皆無であった．われわれは抜釘に

積極的でないことが原因と考えた．全国でのその

他の不具合は報告されていない可能性が強く，

toggleは本システムでの改善すべき問題であるが

限界があるかもしれない．ロックナットに伴う不

具合が多く，閉め過ぎと閉め足らずに原因がある．

今後，ナットのトルクを適切にコントロールする

ようなドライバーの開発が望まれる．

－S29-
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榛骨遠位端骨折掌側プレート固定後の長母

指屈筋腱皮下断裂

DelayedrupturesoftheFlexorPollicisLongus

TbndonAfterVblarPlatingoftheDistalRadius

大阪厚生年金病院整形外科

○三宅潤一，正富隆，高樋康一郎

【はじめに】榛骨遠位端骨折に対するプレート固定

術後の合併症として，背側プレート固定における

伸筋腱皮下断裂は知られているが，掌側プレート

固定後の屈筋腱皮下断裂はあまり議論されていな

い．今回われわれは掌側プレート固定術後に長母

指屈筋腱皮下断裂をきたした2例を報告し，文献

的考察を加える．

【症例1】28歳男，受傷時骨折型はAO分類C1.

Trans-FCRapproachにて進入し,MMTpalmar

platingsystemを用いてプレート固定した．術後

経過良好であったが，術後9か月タストレッチ中

突然母指屈曲不能となった．長母指屈筋腱皮下断

裂を認め，抜釘および腱移行術を行った．

【症例2】74歳男性，受傷時骨折型不明.Miznho

DRVplateを用いてプレート固定施行されたが，

術後15か月で突然母指屈曲不能となり当科初診

となった．長母指屈筋腱皮下断裂を認め，抜釘お

よび腱移行術を行った．

【考察】術中所見より2例ともプレート遠位端は軟

部組織による被覆がなく，同部での磨耗による腱

断裂が考えられた．掌側プレート固定の場合，よ

り強固な固定性を得る為に遠位のScrewはなるべ

く軟骨下骨近くに刺入するよう推奨され，その為

プレートも遠位設置となりやすい．しかしプレー

ト設置がより遠位であればそれだけプレート遠位

端が突出し，解剖学的に長母指屈筋腱との摩擦が

生じやすく，断裂を生じたと考えられた．文献的

にも高率に長母指屈筋腱の断裂が発生した報告も

あり，掌側プレート固定後の合併症として注意す

る必要があると考えられた．

【結語】僥骨遠位端骨折に対する掌側プレート固定

術後に長母指屈筋腱皮下断裂をきたした2例を経

験したが，決して稀な合併症ではなく，プレート

設置が遠位の場合には抜釘も考盧すべきである．
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僥骨遠位端骨折治療における創外固定器を

用いた電気刺激の効果

EHectofExternal-fixationwithElecmcStimulation

UsefOrFractureofDistalRadius

'済生会川口総合病院，2東京医科歯科大学疾患遺

伝子実験センター，3土浦協同病院4さいたま赤

十字病院

○太田剛'，伊藤聰一郎2，志村治彦'，

佐藤哲也3，白川健4

【目的】僥骨遠位端骨折に対しnon-bridgingtype

創外固定器を選択する機会も増えているが,b五dg

ingtype創外固定器は未だ重要な治療方法であ

る．しかしBridgingypeでは長期装着により手関

節の拘縮を生じることが危'具される．今回我々は，

早期に創外固定器を除去するため,bridgingtype

創外固定器に骨電気刺激装置(MES社製）を併用

し，治療効果を検討した．

【対象と方法】対象は2000年4月以降，榛骨遠位

端骨折で治療を行った100例である．内訳は，保

存療法69例,bridgingtype創外固定症例11例，

電気刺激装置付きbridgingtype創外固定症例20

例である．平均年齢は順に65.7±9.8歳，53．5±

19.1歳，67．5±15.5歳であった．平均固定期間は

順に6．0±0．8週，6．5±1.0週,6.4±1．2週であ

った．術後平均観察期間は5.6ケ月であった．治療

成績は治療終了時における手関節屈曲／伸展角度

と，治療開始時と終了時に単純X線写真で計測し

たdorsaltilt(DT),radialinclination(RI),ra-

dialshortemng(RS)を用い比較検討した．

【結果】回帰分析の結果より，最終手関節可動域は

いずれの群も年齢と負の相関があった．多重比較

検定により，電気刺激装置付きbridgingtype創外

固定群においてRIの矯正損失が他群に比べ有意

に少なかった．また，創外固定器を用いた2群の

RS矯正損失が保存療法群に比べ少ない傾向にあ

った．

【考察】最終手関節可動域は治療法によらず，年齢

の増加に伴い減少する．しかし,bridgingtype創

外固定器に電気刺激装置を併用することにより，

整復位の減少を防ぐことが出来る．
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新しい創外固定器“スネーク”を用いた榛

骨遠位端骨折の治療成績

NewExtemalFixatorfOrDistalRadiusFractures

'帯広厚生病院整形外科，2北海道大学整形外科，

3開西病院整形外科

○木村長三1，末永直樹2，細川吉博3

【目的】僥骨遠位端骨折に対するTransuharpin-

ningは僥骨神経浅枝損傷がなく，固定性が良好で
早期の手関節運動が可能であるものの一時的な回

内･外制限をきたすことが欠点と指摘されてきた．

"スネーク"はその欠点を補い，尺骨を通さずに尺

側より刺入したピンを固定することで固定性を維

持しながら回内外運動を可能にした新しい創外固

定器である．本研究の目的は僥骨遠位端骨折に対

する本創外固定器の有用性を検討することであ

る．

【対象と方法】2005年よりvolartilt-10｡以下，ま

たは20．以上の僥骨遠位端骨折を手術適応とし，

術後3か月以上経過観察可能であった20例20手

を対象とした．男4例，女16例，年齢は23～83

歳（平均62歳)，経過観察期間は3～16か月（平

均6．8か月）であった．骨折型はAO分類でA1:

1,A2:1,A3:13,C2:5手であった．創外固定

装着期間は平均5.3週，術後外固定は平均8日であ

った．

【結果】X線評価ではradialinclinationが受傷時

12.0.→術直後25.3.→創外固定抜去時24.8｡→最

終観察時25.4o,volartiltが-20.7.→4.7.→4.6．

→5.0.,ulnarvarianceが+4.3→+1.3→+2.2-p

+2.3mmであった．術直後と創外固定抜去時では

ulnarvarianceのみ統計上有意差を認めた．可動

域は平均で手関節背屈69．，掌屈71｡，前腕回内

77．，回外84.であった．合併症は認めなかった．

【考察】スネーク創外固定器の固定性は良好で手術

はより簡便であった．回内外ができるため創外固

定装着中のADL障害は少なく，患者はよく手を使

用していた．スネーク創外固定器は僥骨遠位端骨

折に対する治療法の一つとして推奨できる方法で

ある．

－S30－
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不安定型僥骨遠位端骨折の治療成績

一掌側Lockingplate固定術とnon-bridge
創外固定術の比較一

RetrospectiveStudyfbrUnstableDistalRadius

Fracture-ComparisonbetweenVblarLocking

PlateandNonBridgeExternalFixator-

佐倉整形外科病院

○徳永進，今井克己，江畑龍樹，

大渕聡己

【目的】僥骨遠位端骨折の手術において掌側Lock-

ingplate(以下LP)とnon-bridge創外固定（以
下NB)は近年広く用いられるようになった．この

2つの手術は適応はほぼ同じであり，手技の難易

度や侵襲の大小，固定性などでまだ一定の見解を

得ていない．今回我々は当院におけるLP群とNB

群の治療成績を比較検討したので報告する．

【対象と方法】2003年から2006年8月までに当院

で僥骨遠位端骨折の手術を受けた患者のうちLP

群は24例25手でAO分類A29手,A33手,C2

11手,C32手,NB群は30例30手でAO分類A2

7手,A310手,C12手,C211手であった．術

後3ヶ月以上経過観察できた症例に対してレン

トゲン評価としてradialinclination(以下RI),

volartilt(以下Vr),ulnarvariance(以下UV)

を術前，術直後，最終経過観察時で計測した．ま

た直接診察可能であった症例に対してはCooney
および斎藤の評価法で評価した．

【結果】LP群の平均RIは術前12.5｡術直後20.4°

最終経過観察時21.2･,VTは術前-13.8.術直後7.3．

最終経過観察時7.1｡,UVは術前2.2mm,術直後

0.4mm,最終経過観察時0.8mmであった.NB群

の平均RIは術前11.6.術直後24.7.最終経過観察

時21.7｡,VTは術前-16.8.術直後5.1.最終経過観

察時5.7｡,UVは術前2.2mm,術直後0.9mm,最

終経過観察時1.9mmであった．臨床評価ではLP

群CooneyE9例,G3例，斎藤E11例,G1例,NB

群ではCooneyE15例,G2例，斎藤E15例,G2

例であり，両者とも良好な成績を得た．

－S31－
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60歳以上の不安定性榛骨遠位端骨折に対

する手術的治療

OperativeTreatmentfOrUnstableFractureofthe

DistalRadiusinPatientsOver60YearsOld

'東海大学医学部外科学系整形外科，2東海大学大

磯病院，3東海大学八王子病院

○小林由香1，池田全良2，岡義範3，

齋藤育雄3

【目的】60歳以上の高齢者の不安定性榛骨遠位端

骨折に対してnon-bridging型創外固定および掌側

ロッキングプレート固定を施行した症例の治療成

績を比較し，各々の手術法の特質と適応について

検討した．

【対象および方法】対象は31例31手で，年齢は平

均65.2歳（60～87歳）であった．男性8例，女

性23例，受傷側は右14例，左17例，平均経過観

察期間は15.1ケ月であった．骨折型はAO分類の

関節外骨折10例，関節内骨折21例で,A2:1例，

A3:9例,C1:6例,C2:10例,C3:5例であっ

た．治療方法はnon-bridging型創外固定（以下N

群)：18例，掌側ロッキングプレート（以下P群)：

13例であった．術後成績は関節可動域，総合臨床

成績(Cooneyの評価),X線評価は1]1narinclina-

tion(UI),volartilt(Vr),ulnarvariance(UV)

について検討した．

【結果】術後のX線評価は,N群はUI:18.2｡,VT:

6.7｡,UV:1.6rnmであったが，最終調査時におい

て矯正損失を認めた.P群はUI:21.0｡,VT:8.8｡,

UV:-0.2mmで最終調査時においても整復位の保

持が可能であった.Cooneyの評価は,N群は平均

76.1点,P群は83.3点で，それぞれGood以上は

10/18例（56％)，11/13例（85％）であった．

【結論】ロッキングプレート固定では，不安定性の

ある関節内骨折でも整復位の保持が良好で短縮や

転位を予防でき，活動性の高い患者に良い適応で

ある．Non-bridging型創外固定は矯正損失を認め

たが，手技を工夫すれば，関節内に粉砕があって

も高齢者で低侵襲が望ましい患者に適応である．
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ARandomisedComparativeProspective

TrialofPercutaneousK-wireCementing

versusWIarLockingPlatesinOsteopo-
roticDistalRadiusFractures

DepartmentofHandSulgery,StrasboulgUniversity

Hospitals,France

○PhilippeLIVERNEAUX,SybilleFACCA,

OliverKORTING,StephanieGOUZOU

Purpose:Nosmdyhasstillcomparedtheresultsof

theK-wirestothoseofthelockingplatesinthe

treatmentoftheosteoporoticdistalradiusfiactures.

Thepurposeofthisrandomisedprospectivestudy

wastocomparetwotechniques,onepercutaneous

withK-wiresandtheotheroneusingopensulgery

withlockingplates.

Method:Ourseriescontainedsixty72-year-old

patientsonaverage,allaffectedbyosteoporosis.

Theyinvolvedineverycasedisplacedandcom-

minutivedistalradiusfractures.Thegrouplmcluded

30fracturestreatedbyK-wirecementing(calcium

phosphatecement)andgroup2,30fracturestreated

bylockingplateandinjectionofcementintothe

fracture・Thetwogroupswerehomogeneousifwe

consideredtheage,thesex,andthetypeoffracmre.

Results:Thepatientswererevisedwithanaverage

follow-upof7months・Theaveragequantityof

cementinjectedinthegrouplwas4ml,against3

mlinthegroup2.Weobservedonthewhole7cases

ofvolaranddorsalleaksofcement,and3casesof

tenosynovitis・Theclinicalresultsonthepremature

recoveryofthefbrceandthemobilitywerebetter

withthegroup2,aswellastheresultsonthepain

andtheDASH.Theradiologicalresultswerein

favourofthelockingplatewithnotablyanetdecline

ofsecondarydisplacements.

DiScussion:Bothtechniquesarealsoeffectiveon

pain・Butthescoreoffimctionalevaluationisofmore

prematurerecoverywithlockingplate,aswellas

maintaimngthereductionofthefractureatlongtenn

fOllow-up.
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中高年女性僥骨遠位端骨折に対するcondy-

larstabilizing法と従来法の比較
TheComparisonbetWeenCondylarStabilizing

T℃chniqueandStandardTbchniquefOrDistalRadius

FractureinEldedyFemales

鶴岡市立荘内病院整形外科

○後藤真一

【目的】骨粗霧症を基盤とした中高年女性の榛骨遠

位端骨折に対して,loCkingplateを用いることで，

初期整復位を維持しながら早期可動域訓練が可能

となった．さらに清重らは,lockingplateを用い

たcondylarstabilizing法（以下CS法）により，

健側に比し1～1.5mmuhaminusvariantとし

て固定することで,TFCCに緊張を与え，手関節

尺側痛を減らすことができるとし，当科でも同法

を行ってきた．しかし，整復前に遠位骨片の至適

位置にロッキングピンを挿入するのが困難な例

や，ピン挿入後整復する際に，十分に牽引しても

ulnaminusvariantにならない例も少なからず存

在し，同法に疑問を感じてきた．今回,CS法の優

位性について前向き研究にて検証した．

【対象と方法12005年2月から不安定型の中高年女

性Colles型僥骨遠位端骨折に対して,AO掌側用

distalradiusplateを用い，奇数日にはCS法で，偶

数日には先に骨折部を整復，仮固定してから内固定

を行う従来法(Standard法:以下ST法）にて手術

を行った．いずれも術後10日以内に外固定を除去し

た．術後3ケ月以上経過観察できた35例について

ulnarvariance(以下UV)を健側と比較し，また，

術後3ヶ月時の尺側痛の有無について調査した．

【結果】35例の年齢は54～91歳，平均67.5歳．CS

法17例,ST法18例であった.UVの健側比はCS

法平均0.36mm,ST法平均-0.14TnTnであった．尺

側痛はCS法2例,ST法5例で認められた．また，

尺骨茎状突起骨折は，35例中26例で合併したが，

骨折の有無，部位，内固定の有無と尺側痛に明ら

かな相関はみられなかった．

【考察】本研究の結果からは，必ずしもCS法によ

ってulnaminusvariantとはなっていなかった．

また，尺側痛についてはCS法に少ない傾向はみら

れたが，関連は不明であった．以上より，手術方

法選択の際にはCS法に固執せず，比較的手技が容

易なST法も考慮すべきと考える．
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僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプ
レートの問題点

VblarLockingPlatefbrDistalRadiusFractures

'尾道市立市民病院整形外科，2笠岡第一病院整形

外科，3岡山赤十字病院整形外科，4名越整形外科

医院

○廣岡孝彦'，藤井淳一'，橋詰博行2，

小西池泰三3，名越充4

【目的】榛骨遠位端骨折に対し，当院でlocking
plate(LP)を用いて手術を行った症例の術後成績

を調査し，問題点について報告する．

【対象】術後6ケ月以上調査可能であった21例22

手を対象とした．手術時年齢は25～85歳，関節

内骨折12手，関節外骨折10手,Colles型19手，

Smith型3手で，尺骨茎状突起骨折を17手，尺骨

骨幹端骨折を3手に認めた．SYNTHES社製

LockingDRPを21手に，ミズホ社製DRVLPを

1手に用いた．尺骨茎状突起骨折1例と骨幹端骨折

の2例は小骨用plateで固定した．これらの症例に

対して，骨癒合の有無，術直後および最終調査時

のX線所見，手関節ROMを調査した．

【結果】全例一期的に骨癒合が得られた．X線で

Volartilt(Vr),mnartilt(UT),UInarvari-

anceは，術直後4.2±5.9｡,17.8±4.2.,-0.9r

0.8ミリが,最終調査時3．7±6.2.,16.9±5.4.,

0.5±0．9ミリであった．2ミリ以上の榛骨短縮例

は4手で，遠位Screwが僥骨遠位関節面より3ミ

リ以上近位に挿入された症例と，最終X線で尺骨

茎状突起の転位の強い症例であった．ダイパンチ

の転位を2例に認めた．最終調査時，平均で手関

節背屈76.0.,掌屈60.0.であった．

【考察】僥骨短縮は,DRUJの不安定性残存か，遠

位Screw挿入部位が近位よりの症例であった．従

来型plateと比べ,LPではVT,UTが変化せずに

榛骨短縮する傾向があった．このことはlocking

screwが骨片の整復位の保持にはきわめて有効

で,plateの適切な位置への設置と遠位僥尺関節の

安定が有効な成績につながると考えられた．また，

遠位はScrewよりも背側骨皮質を貫通させない

pinの方が遠位骨片を背側骨皮質下で支えること

でより安定性は得られると考えている．さらに，ダ

イパンチ骨片には鋼線追加などの慎重さが必要で

ある．
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僥骨遠位端関節内骨折におけるロッキング

プレート固定の有限要素法による応力分散
の解析

StressDistributionintheLockingPlatingfOrDistal

RadiusFracturebytheFiniteElementAnalysis

Method

聖マリアンナ医科大学整形外科学教室

公，清水弘之，新井○ 泉 山 猛 ，

倉持大輔，別府諸兄

【目的】僥側プレートと掌側ロッキングプレートの

2枚組み固定法および僥側プレート固定法におけ

る僥骨遠位部の応力分散は明らかではない．今回，

榛側プレートと掌側ロッキングプレートの2枚組

み固定法（以下VR法),掌側ロッキングプレート

単独固定法（以下V法）と僥側ロッキングプレー

ト単独固定法（以下R法）における軸圧ストレス

を加えたときの骨変位量および応力分散を有限要

素法を用い解析し，比較検討したので報告する．

【方法】健常人18例36僥骨のCT像を参考に3次

元僥骨遠位モデルを作成した．予備実験として僥

骨遠位端に軸圧を加えて変位量分布を有限要素法

を用いて解析し，それを参考に榛骨遠位端関節内

に骨折線を作成した．骨折線は幅1mmで近位骨幹

部に10度の模状の骨欠損有した僥骨遠位端骨折

を各プレートで固定したモデルを用いて解析し

た．要素数は126582,節点数14531,材料の物性

値は坪田らの報告値を用い，各プレート固定モデ

ルが降伏点に達したときの応力分布と負荷量，最

大値を示した位置を比較し，次に負荷量と関節内

骨片の変位量との関係を比較検討した．

【結果】応力分布についてみると最大応力集中の示

した部位はVR法モデルで榛側プレートの近位3番

目のスクリュー孔，負荷量は330N,V法では最近

位の骨幹部刺入スクリューの掌側で負荷量は

250N,R法では近位3番目のスクリュー孔で180N

の負荷量であった．さらに，インプラントが降伏

点に達したときの最大変位量はVR法で330N,

0.74mm,V法で250N,0.66mm,R法で180N,

2.03mmでR法の最大変位量が大きかった．

【結論】僥側プレートと掌側ロッキングプレートの

2枚組み固定法は他のロッキングスクリュー固定

された方法より強固で安定していることが明らか

となった．
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僥骨遠位端骨折に対する新しい掌側ロッキ

ングプレートの開発と臨床応用

ADevelopmentandClinicalExperienceoftheNew

VblarAngle-fixedPlatefOrDistalRadiusFractures

'東邦大学医学部整形外科学第2講座，2山王病院

整形外科

○戸部正博'，水谷一裕'，津布久義人'，

岡本光史'，柳原泰2

【目的】新しい掌側ロッキングプレートを開発した

ので，その特徴および臨床成績について報告する．

【対象と方法】われわれが開発した機種はアラタ社

製DistalWindowlockingplatesystem(以下

DWP)であり，全長55～72mm(3～5穴),最

大全幅22mm,厚さは最大2.3mm,遠位部に4穴

のロッキングホールを有する純チタン製のプレー

トシステムである．最大の特徴としてプレート遠

位に大きな窓を作成してあり，この窓より関節内

骨折の整復や骨補填操作が可能である．また，ロ

ッキングホールも従来の直線状ではなく，解剖学

的な弓状となっており，通常3～4本のスクリユー

で関節面を支えることが可能である．2005年7月

よりDWPを使用した榛骨遠位端骨折のうち6カ月

以上経過観察が可能であった56骨折について検

討を行った．年齢は21～88歳（平均59.5歳）で

あった．骨折型はAO分類で,A2:21骨折,A3:

8骨折,B1:4骨折,C1:12骨折,C2:10骨折，

C3:5骨折であった．また,DWPの力学的剛性値

を検討するため，アルミジグを使用した力学試験

を行い,DRVsystemと臨床成績および力学試験

について比較検討した．

【結果】本機種とDRVプレートとを比較した臨床

成績やX線計測では有意差はなく，両者とも優れ

た成績が得られた．また，荷重試験ではDIWとほ

ぼ同様の臨界点であった．

【結語】本機種は榛骨遠位端に解剖学的に適合する

lowprofileなプレートシステムであり,plateに開

けられた窓より骨補填を行う事も可能で，僥骨遠

位端骨折変形治癒などの骨切り術への応用も可能

であり，他の機種と比較してより広い適応がある

と考える．
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僥骨遠位端骨折に対する新しい掌側プレー
トの開発と臨床応用

NewlockingpalmarplatingfOrdorsallydisplaced
fracturesofthedistalradius

'大阪市立大学大学院医学研究科整形外科学，

2束住吉森本病院整形外科，3大阪市立総合医療セ

ンター整形外科，4清恵会病院整形外科

○香月憲一1，恵木丈2，明石健一2，

日高典昭3，寺浦英俊4

【目的】より低侵襲な新しい僥骨遠位端骨折用掌側

プレート(PRS:palmarradialsystem)の開発を

行ったので，その短期臨床成績とともに報告する．

【デザインコンセプト】成人僥骨遠位端の3次元CT

データをもとにデザインし，厚みを1.0mmまで薄

くし，スクリューヘッドはプレートから突出しな

い形状とした．遠位スクリューはロッキング機構

を有するが，ロツキング機構を有するプレート部

分はペグ状にして骨内に埋没できる形とした．最

もストレスのかかるプレートの弩曲部分だけは厚

みを増して強度を高め，最大強度は開発当時，市

場に多く流通していた他社の薄型プレートと同様

の強度とした．これまでに臨床応用した症例中，術

後2ケ月以上経過した33例の臨床評価を行った．

女性28例，男性5例，手術時年齢は平均67歳(34

～84歳)，骨折型はAO分類でA1:1例,A2:11例，

A3:17例,C1:3例,C3:1例，術前の各X線パラメ

ーターの平均値はpalmartilt-16o,radialincli-

nationl7｡,radiallength6mm,術後経過観察

期間は平均5カ月（2～10カ月）である．

【結果】GartlandとWerleyの臨床評価ではexcel-

lent30例,good2例，伽rl例であった．術後の

各X線パラメーターの平均値はpalmartilt7｡,

radialinclination22｡,radiallengthlOmmで

経過観察時も同じ値であった．初期の症例で骨幹

部のセルフタップスクリュー刺入時に亀裂骨折を

生じる例が3例あったがドリル径の変更とスクリ

ューの改良によりその後は生じていない．

【結論】骨粗霧症例にも適応可能な遠位ロッキング

スクリュー機構を有しながら，現在市販されてい

る僥骨遠位端掌側プレートの中で最も薄型・低侵

襲で強度的にも遜色のない，インプラントを作成

することができた．
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OneYearResultsComparingPalmar,AnglestablePlate

OsteosynthesisandDorsalPlateOsteosynthesisinHighGrade
IntraarticularFracturesoftheDistaIRadius

○JorgGRUNERnR.JAKUBIETS,M.JAKUBIETS,D・KLOSS

DepartmentofHand-,PlasticandReconstructiveSulgery,Kantonsspital,St.Gallen,Switzerland

Introduction:Palmarplateosteosynthesiswithanglestableimplantshasrecentlybecome

popular,whereasthedorsalapproachhasbeenincreasinglyabandonedduetoanincreased

complicationrate.Sofar,noprospective,randomizedstudieshavebeencarriedoutto

demonstratethesuperiorityofeithermethod.TheaimofthissmdywastoevaluatediHerences

betweenpaharlangle-stableimplantsanddorsalPi-plateosteosynthesis.

MaterialandMethods:36patientswithunilateralC-fiactures(AO-classifcation)without

anyotherupperextremitymjurieswereenrolledinthisprospective,randomizedstudy.18

weretreatedWithangle-stablepalmarimplants,whereasl8receivedadorsalPi-plate

osteosynthesis.Implantswereremoved6-8monthspostoperatively.Clinicalandradiologic

fbllow-upwasscheduledat2weeks,6weeks,3months,6monthsandlyearpostoperatively.

Datawasobtainedregardingrangeofmotion,strength,lengthofpainmedication,lengthof

absencefromwork,radiologicalappearanceandpatientsatisfaction.TheDASHScorewas

evaluatedlyearpostoperatively.

ReSults:Thepalmarplategroupshowedasigni丘cantlyimprovedrangeofmotiOn,quicker

returntowork,lesspain,lessCRPSandgenerallyahighpatientssatisfaction.TheradiolOgic

resultsshowedanearanatomicalresultinthemajorityofpatients.Therateofsecondary

dislocationrequiringsurgicalinterventionwasalsosigmficantlylowerbThePi-platepopulation

didworsemallaspects・Especiallyahighrateofsecondarydislocationsrequmngreoperation

andswitchtoapalmarimplantwereobserved.

COncluSion:Angle-stablepalmarplates(AptusTM)showaverysatisfyingpostopcourse

withsignificantlylesscomplicationsthanthedorsalPi-plateosteosynthesisfOrhighgrade

intraarticularfracturesofthedistalradius.Returntoworkandpatientsatisfactionis

significantlybetterincomparisontothedorsalPi-plate.Rangeofmotionisalsosuperiorb

PatientsexperiencelessCRPSandrequirefeweroperations・Additionallyplateremovalis

notmandatorywiththeseimplants,whichisabenefitinthegenerallyolderpatientpopulation.
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EnhancementoftheHealingStrengthofFlexorTendons

byMeansofModernBiotechnology:

VectorProduction,mW"℃TrailsandinWvoStudies

JinBoTANG

DepartmentofHandSurgery,AffiliatedHospitalofNantongUniversity,Jiangsu､China

Purpose：Transferofgenesofgrowthfactorscrucialtotendon。ﾐー
ｰｰ哩

healingisapromisingapproachtoimprovementofthetendonhealing

process.Reportsofgenetherapyinrepairofintrasynovialtendons;"I"

havebeenfewbutbegantoemergerecently.Ipresentourworkand

viewofselectionandproductionofanewvectorsystem(adeno-

associatedviralvectOr,AAV),mv/"ogenetransfer,andourrecent/"

v/vostudies.
，‘．；

MethOds:Wefirsttestedtransductionrateof7serotypesofAAVs

(AAV1-5,7,8)intenocytesandcomparedwiththatofliposome-plamidvectol･・Weproduced

AAV2vectorharboringratbFGFgenebygeneticcloningthebFGFgeneintothevectorat

multiplecloningsites.Thevectorswereexpandedinvitrofbrsubsequentuse.AAV2vectors

wereusedtotransduceculturedtenocytes;expressionlevelsoftypelandlllcollagengenes

intreatedtenocvtesweremeasuredbyreal-timePCR,incontrasttonon-treatedtenocytes.

Subsequently,wetestedtheefficiencyofinvivobFGFgenetransferusing72chickensby

evaluationofthehealingstrengthatearlystage(2-5weeksaftersurgel･y),adhesionsand

workoftoenexionatlatestage(8andl2weeks)biomechanically.

Results:AAV2hadstatisticallythegreatesttransductionratethantheotherAAVserotypes.

TiansferofAAV2-bFGFsignificantlyincreasedexpressionoftypelandlllcollagengenes.

At4weeks,theultimatestrengthofAAV2-bFGFtreatednexortendonswassignificantly

greaterthanthatofthetendonsinsham-vectorcontrol(p<0.001)andinnon-treatment

control(p=0.0001).Statistically,thegradingofadhesionswasthesameamong3groups.

Conclusions:bFGFgenetransfermediatedbyAAV2vectorsenhances加v/"oexpression

ofcollagengenesoftenocytesandimprovesearlyhealingstrengthofthetendons/"Wvo.

４
月
相
日
第
３
会
場

－S36-



1-3-19L

FlexorTbndonRepair:RepairStrengthandAdhesionFormation

○MichaelA・TONKIN,M.J.STRICK,S.L.FILAN,M.HILE,

CMcKENZIE,WR.WALSH

DepartmentofHandSurgery,RoyalNorthShoreHospital,Sydney,Australia

Introduction:Multi-strandflexortendonrepairsincombination鍵；熱ルー…＝
,智．.

withcomplexepitendinoussuturetechniquesincreasethestrengthof!

tendonrepair.However,increasedtendonhandlingandincreasedbulk"､

蕊ゞ"言蕊|:'oftherepairsitemayincreaseadhesionformationandgliding
，蟻､．、y

resistance.ThispresentationrepOrtsresultsfollowingbiomechanicali

andhistopathologicalassessmentintwostudiescomparing2-and4-"""w,~3"&

箪瞭strandcorerepairswithandwithoutanepitendinoussuturetotest

whethermorecomplicatedrepairsincreaseadhesionfbrmation.

MethOds:Inthefirststudy,80Hexordigitorumprofundustendonsofthemiddletoeof

broilerchickensweredividedandrepairedusingeithera2-strandor4-standKesslercore

sutureof5-0Ticronfbllowedbyanepitendinousrunningsutureof8-0nylon.Afterculling

thechickens,therepairsweretestedbiomechanicallyforpull-oLltstrength廿omthenexor

tendonsheath,assessingpeakload,slopetopeakandworktopeak・Thehistopathological

assessmentmeasuredcellcountswithinadhesions,tendonthicknessandadhesionlength.

Thesecondstudycomparedadhesionfmmationin2and4-strandKesslercorerepairswithout

anepitendinoussuture,utilisingthesameassessmentparametersin47chickentendons.

Results:Whenresultsfromthetwostudieswerepooled,therewasnodifferenceinadhesion

fOnnationbetween2-and4-strandtechniquesinbiomechanicalorhistologicalmeasurements.

Therewerenodifferencesbetweenrepairswithorwithoutepitendinoussuture.

Conclusions:Adhesionfbrmationisnotnecessarilyincreasedwhenmultistrandtechniques

al･eusedandisnotaffectedbyepitendinoussuture.Individualhealingresponseintroduces

morevariabilitythantendonhandlingbyanexperiencedsurgeon.Choiceofafavourable

glidingprofileandcarefultechniquearemoreimportantthanhandlingp"seandallow

increasedstrengthofrepairandactivepost-operativemobilisation.
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Replantation-30YearsExperiencesinNationalReplantationService

○SimoK.VILKKI,PasiPAAVILAINEN

TtlmpareUniversity,Tampere,Finland

Anorganizedreplantationserviceplaysanessentialroleinhand;"､…嬢’篭:‘、#､i

traumamanagement.Thepurposeofthepresentationistogiveanidea"#f

'毒■
howtheemergencyhandservicehasstartedanddevelopedinFinland.

Thepresentstateandthefutureviewsarealsodiscussed・Anational

emergencyhandserviceisdependantoninjuryfrequencyand

availabilityofhandormicrosurgeonstosupportandrunthisactivity

グbasedoncertainpopulation.Finlandhasapopulationof5million
薊.溌口F

inhabitants.Thelivingstylewithspecialfeaturesofearlieragricultural

lifeandpresentfreetimehobbiesmayinducemanyhandinjuriesincludingamputational

lnjurles.

Thefirstauthorhasbeeninvolvedintheemergencyhandtraumaservice廿omSeptember

1976.Themicrosurgicalreplantationservicewasstartedinl977anditachievedanacceptable

levelonl979whenalreadv36casesweretreatedinthecenter.Thereafteralso3other

centersstartedtodoreplantationswithincreasingsuccessrates.However,therealemergency

handunitsdevelopedslowlywithincreasingnumberofnewhandsurgeonswithmicrosurgical
education.

AtpresenttherearefburspecializedhandemergencyunitsinourfiveUniversityHospitals

butonlytwoofthemarecontinuouslyprovidingfull24-hourreplantationcenterservice.

Thefrequencyofreplantationactivityvariesbetween60-80casesayearinthewholecountry

accordingtoanationwidefouryearstudy廿oml997-2000.IncircumstanceslikeFinland

withlongdistancesitseemsnecessal･ytohaveatleasttwo24-houl､replantationcenters.AIso

itisgoodtounderstandthatreplantationcasesdorepresentonlylOpercentofemergency

handpatientmaterialneedingacuteoperativecare.Theconventionalhandtraumaneedsto

bedividedwithmanyothersmallerhandcenters,whilecentralizingthedifficultmicrosurgical
casestheresultswillbebetter.

Conclusions:Replantationserviceisveryrewardingaswehaveseenthatprimarysuccess

rateishigh(upto86%)indedicatedreplantationol･emergencyhandtraumacenterswiththe

m"ority(80%)ofthepatientsreturningbacktoworkorpreviousactivity.
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僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプ
レート固定の術後臨床症状一尺骨茎状突
起骨折に対し内固定術は必要であるか？－
PalmerLockingPlateFixationofDistalRadius

Fractures-NecessityfOrlnternalFixationofUInar

StyloidFractures-

'香川労災病院整形外科，2産業医科大学整形外科

○善家雄吉'，大茂壽久2，森谷史朗'，
酒井 昭典2

【目的】僥骨遠位端骨折(DRF)に対し掌側locking
plate(PLP)で固定し、合併して生じた尺骨茎状

突起骨折(USF)に対しては全例骨接合を行わず、

術直後より外固定なしで早期運動療法を行ってき

た。本研究の目的は、PLPを用いて治療したDRF

の臨床成績(USFの骨癒合率、尺側部痛残存率)に

ついて検討し、USFの偽関節と尺側部痛に関連が

あるか否か、更にはUSFに内固定が必要かどうか

を明らかにすることである。

【対象と方法】DRFに対し、PLP固定を行った87

例（男性23例、女性64例、平均年齢64.8歳、術

後平均経過観察期間6.2ケ月）を対象とした。術後

の経時的な関節可動域(ROM)･握力(GP)、DASH

スコアを測定し、受傷時・術直後・最終調査時の

即評価項目を調べた。USFは87例中44例(50.6%)

に認められた。更にUSFを骨折部位(tipl8例、
base26例)･転位の程度で分類し、最終評価時の

骨癒合率・尺側部痛残存率を調べた。

【結果】いずれの測定・評価項目においてtip群・
base群・USFなし群間に有意差は認めなかった。

合併したUSFの最終骨癒合例は、44例中14例

(31.3％)、尺側部痛残存例は、87例中9例(10.3％）

であった。最終評価時USF偽関節群(30例)とUSF

なし群（43例）の尺側部痛残存率はそれぞれ

13.2％,9.3％であり、両群に有意差は認めなかっ

た。また尺側部痛に最も影響を及ぼした因子は、術

直後から最終評価時のUVの矯正損失であった

(P=0.02)。

【考察および結論】USFの偽関節と尺側部痛に関

連がないことより、骨癒合を得るためにUSFを内

固定する必要はない。但しUSFがなくても尺側部

痛が残存した症例が43例中4例（9.3％）存在し、

これらはTFCC損傷など尺側軟部組織由来の瘤痛

と考えられ今後更なる追試が必要と思われる。

－S39-
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僥骨遠位端骨折に伴う尺骨茎状突起骨折に
対するTACscrewによる内固定の治療経
験

TACScrewfOrUInarStyloidFracturesAssociated

withDistalRadiusFractures

さいたま赤十字病院整形外科

○白川健，関康弘，山田哲也，

青山広道，代田雅彦

【目的】尺骨茎状突起骨折は僥骨遠位端骨折や遠位

僥尺関節脱臼にしばしば合併する．なかでも，尺

骨茎状突起の基部骨折は偽関節となりやすく，し

ばしば痙痛の原因となるため，骨癒合を得ること

が重要と考えられる．尺骨茎状突起骨折に対して

は従来tensionbandwiring法が行われているが，

内固定材の刺激症状が残るなどの問題があった．

我々は茎状突起内に埋没し適度な圧迫を加える固

定材としてTACscrewを用いた内固定を行った

ので，その治療成績を報告する．

【方法】対象は僥骨遠位端骨折またはGaleazzi骨

折に尺骨茎状突起骨折を合併した8例(男3例，女

5例）で，平均年齢は50歳（18～74歳）であり，

尺骨茎状突起基部の水平または斜骨折を有する症

例である．榛骨遠位端骨折に対しては，骨折型に

応じてプレート固定，ピンニング，創外固定を行

い，尺骨茎状突起骨折に対しては鉗子にて整復位

に圧迫固定を保持しながらTACscrewによる内

固定を行った．

【成績】尺骨茎状突起骨折は全例で骨癒合が得られ

た．内一例は骨癒合後可動域の改善と共に手関節

回外時の尺側部痛が出現したので再手術を行った

ところ，回外時にECU腱が茎状突起先端より僅か

に突出したScrew断端とimpingeする所見が確認

された.Screwの抜去は不能であったので，断端

をギリギリのところで切除し直し，瘻痛は消失し
た．

【結論】僥骨（遠位端）骨折に伴う尺骨茎状突起基

部骨折に対してTACscrewによる内固定を行っ

た．茎状突起の髄内釘として，比較的簡便な手技

で骨癒合が得られたが，切除断端の処置には充分

な注意が必用と考えられた．
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尺骨茎状突起骨折に対するTACscrewの

使用経験

TACScrewfOrUInarStyloidFracture

'太田総合病院整形外科，2東急病院整形外科

○根本高幸'，富田泰次'，金潤壽'，

後藤昭彦2

【目的】遠位僥尺関節不安定性を呈する尺骨茎状突

起骨折は観血的整復固定術が必要とされている

が，その固定法としてはtensionbandwiring法，

経皮的鋼線刺入法，8字締結法などが報告されて

いる．我々は微小骨片用の圧迫固定螺子である

TACscrewを用いて観血的整復固定術を行ってい

るが，今回その術後成績につき報告する．

【対象と方法】対象は遠位僥尺関節不安定性を呈

し,TACscrew用いて観血的整復固定術を行った

尺骨茎状突起骨折15例で，症例は男6例，女9例

で，手術時年齢は22歳～77歳，平均57.0歳であ

る．本骨折は14例が僥骨遠位端骨折，1例が

Galegzzi骨折に合併したものである．僥骨遠位端

骨折に対してはプレート固定8例，創外固定5例，

経皮ピンニング1例を行い,Galeazzi骨折の1例

はプレート固定を行った．尺骨茎状突起の骨折型

は中村の分類で中央部骨折1例，基部水平骨折8

例，基部斜骨折6例であった．術後の調査はX線

所見で尺骨茎状突起の骨癒合の有無痙痛，回内

外可動域，遠位僥尺関節不安定性などについて行

い，臨床評価は中村らの遠位僥尺関節臨床評価基

準を用いた．

【結果】スクリューの刺入位置が適切でなかった1

例を除いて全例に骨癒合をみとめた．調査時，遠

位榛尺関節に明らかな不安定性をみとめた症例は

なく，臨床評価は，優6例，良6例，可3例であっ

た．

【考察】TACscrewは微小骨片用に開発された

1.6mmのチタン製スクリューで,variablethread

pitchにより骨折部にコンブレッション効果が得
られる．手術手技も比較的簡便であり，我々の尺

骨茎状突起骨折例においては良好な骨癒合が得ら

れ，本骨折には有用なスクリューであると思われ

る．
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高齢者僥骨遠位端骨折に合併した尺骨頭骨
折に対する機能的治療法
FunctionalTifeatmentfbrUlnaHeadFracturesAsso-

ciatedwithDistalRadiusFracturesintheElderly

箕面市立病院整形外科

○難波二郎，藤原達治

【目的】高齢者榛骨遠位端骨折に合併した尺骨頭骨
折に対して，榛骨のみ内固定，尺骨頭は非固定と

し，早期に自動運動開始とした解剖学的よりも機
能的治癒を優先した治療法を検討する．

【対象と方法】対象は9例10手で全例女性，年齢は

57から93歳,平均74歳であった．榛骨遠位端骨折
型はAO分類A型9例,C型1例で尺骨頭骨折は

Biyani分類で2型4例,4型6例であった．手術は
僥骨遠位端骨折に対して解剖学的整復をめざし全

例掌側プレート固定とし，追加充填剤として2例2

手にPMMAセメント,1手にHAを使用した．遠

位僥尺関節脱臼がないことを確認し，尺骨頭骨折

は放置とした．前腕シーネ固定とし早期から前腕

回内外を許可し，2週後から手関節自動運動開始と

した．経過観察期間は6ヶ月とした．臨床評価は

Sarmientによる修正GartlandandWerley評価法

を用いた．X線評価としてRI,VT,UVの各パラメ

ーター計測とDRUJの適合性，尺骨頭の変形につ

いて検討した．

【結果】全例両骨癒合を得た．臨床成績はexceUent

7例,good3例であった．各パラメーター値は術
後損失を認めなかった．尺骨頭について1例に尺

骨頭骨萎縮を認め,Biyani分類4型4例に尺屈変
形を認めた．1例に骨折部での尺骨神経麻揮を認

めた．

【考察】榛尺骨遠位端骨折はvariance異常やDRUJ

の不適合性を生じやすく，正確な解剖学的整復と

強固な固定を要するとされる．しかし骨脆弱な高

齢者にDRUJ内骨折である尺骨頭骨折の強固な内

固定は困難である．僥骨遠位端骨折に解剖学的整

復を施行すれば，尺骨頭は追随してある程度整復

され，その後早期運動により僥骨sigmoidnotchに

合わせremodelhngしながら骨癒合すると考える．
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掌側ロッキングプレートで治療された僥骨
遠位端骨折に生じた遷延治癒
DelayedUnionoftheDistalRadiusFracturemeated

usingWlarLockingPlate

九州労災病院整形外科

○畑中 均

【目的】不安定型僥骨遠位端骨折に対する，掌側ロ

ッキングプレートを用いた治療成績に関する数多

くの報告がある．ほとんどの報告で，整復位が確

実に保持され臨床的評価も良好とされている．が，

遷延治癒に関する報告は我々の知る限りない．今

回遷延治癒を生じた症例を長期間経過観察できた

ので報告する．

【対象】2003年5月から2005年3月まで掌側ロツ

キングプレートを用いて治療を行った榛骨遠位端

骨折55例のうち遷延治癒を生じた5例を対象とし

た．女性3例・男性2例，平均年齢52歳（25～75

歳)であった．平均経過観察期間は637日（474～

862）であった．

【結果】全例とも解剖学的に整復されかつ維持され

たが，術後約6ヵ月後に骨幹端骨折部に骨透亮像

が観察され，超音波骨折治療器（｢セフス｣）の使

用を開始した．一例で人工骨補填剤（ハイドロキ

シアパタイト，「ネオボーン｣）を使用したが，そ

の周囲に骨透亮像を生じた．全例とも，スポーツ

あるいは重労働を禁止した一方で，日常生活にな

んらの制限を行わなかった．プレートの破損，プ

レート周囲の骨透亮像は観察されなかった．全例

とも術後約1年6カ月後に骨癒合が得られた．関節

可動域・握力の平均健側比はそれぞれ96％（87～

100）・78％（50～93)，平均Cooneyscore80.0
(70～90),平均DASHscorelO.3(1～22)と

臨床評価は良好であった．

【まとめ】一般に，僥骨遠位端骨折に対して掌側ロ

ッキングプレートで治療した場合，骨欠損に対し

て自家骨移植あるいは人工骨補填剤使用は不要と

されている．が，人工骨補填剤を使用しても遷延

治癒を生じた症例を経験したので，2005年4月以

降はハイドロキシアパタイトをβ-TCP(吸収性人
工骨補填剤「オスフェリオン｣）に変更し，以後遷

延治癒は生じていない．
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TheTreatmentofArticularFracturesoftheDistalRadius

usingL｡C.RPlate

○RobertADANII,L.TARALLOI,M.G.AMORICO2,CTAIA2

'DepartmentofOl･thopaedicSurgery,UniversityofModenaandReggioEmilia,Modena,ITALY;

2DepartmentofRadiology,UniversityofModenaandReggioEmilia､Modena,ITALY
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:醐撒蕊撚繩照淵，
Method:Seventytwodistalradiusarticularfracturesweretreated,26IT''鏡癖､息

三"1ﾐ篁弓wereoftypeBand46oftypeC(42maleand30female).Fiftythree

patientswereseenatfollowuponaveragel5monthsaftersurgery.

’蕊iiMeanagewas49years,varyingbetweenl9and87yearsold.Volar

incisionwasusedin42cases,dorsalincisionwasusedin6casesand

doubleaccesswasperformedin5subjects・PreoperativeCTwasusedin40patients.

ResultS:$6Mayomodifiedwristscore''wasusedtoevaluatepatients:meanactivewnst

extensionwas57o(range30｡-70｡)whileactivenexionwas60o(range25｡-90｡)withT.A.M.

ofll6,5.TypeBfractureshadmeanROMofl36.6whileCtypefracturehadameanof
104,6.Thefinalwristscorewas:excellentin22cases,goodinl5,fairin9casesandpoorin

7cases.Theresultswereexcellent/goodin76%ofpatientswhileitwasfair/poorin24%.

Discussion:InourseriesthevolarapproachwasmostlyusedintypeB3eCdistalradius

hactureswithvolarangulationof廿agment.PreoperativeCTinvestigationisrecommended

fbrtypeB3eCdistalwristfracturesforoptimalsurgicaltreatment.

COnclusiOn:ThetypeBfiactureshadabetteroLltcomeintermofwristrangemotionand

pain・EarlysurgicaltreatmentandcorrectuseofCTinvestigationalsoallowtoobtaingood
resultsintypeCwristfraCtures.
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僥骨遠位端骨折手術における術中cアーム
CTの有用性について

SurgeryofDistalRadiusFracturewithMobile3D

C-armCT

東京大学整形外科

○大数加光治，三浦俊樹

僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート

手術は固定性が良好なため術後早期からの可動域

訓練が可能である．しかし,Herwigらは屍体標本
を用いた力学的実験では軟骨下骨から遠位列スク

リュウまでの距離が4mm以上離れていると剛性

が弱まり短縮が生じやすいと報告しており，スク

リュウの位置は重要である．また，僥骨遠位端の

立体的形状は複雑なため，術中のスクリュウの位

置確認には通常のx線イメージでは限界がある．

今回，榛骨遠位端骨折手術において術中CTを利用

し，その有用性を検討した．

【対象と方法】僥骨遠位端骨折手術で掌側ロッキン

グプレートを用いた20例を対象とした．術中，通

常のX線イメージ(GE社SERIES9800)を用い

たXp群と移動型CアームCT(SIEMENS社

ArcadisOrbis)を用いたCT群に分けて遠位スク

リュウの設置位置を検討した．スクリュウ位置は

術後x線側面像にて軟骨下骨からスクリュウまで

の距離を測定し評価した．

【結果】軟骨下骨からスクリュウまでの距離はXp
群では平均4.0mm,CT群では1.2mmであった．

両者にはMann-Whitney検定にて有意差があっ

た．1回のCT撮影時間は撮影開始から，画面上に

画像が描出されるまで，約2分であった．

【考察】スクリュウ挿入の際，関節に近すぎると関

節内逸脱の危険も伴う．術中CTを用いることで，

すみやかに正確な位置確認ができるため安心して

関節軟骨下骨近傍に刺入することができる．また，

僥骨遠位端骨折手術以外でも舟状骨骨折手術や関

節近傍の骨内腫瘍掻爬などにおいても術中CTは

有用であり，手の外科手術において利用価値が高

いと考えられる．

【結語】術中CTは榛骨遠位端骨折に対する掌側ロ

ッキングプレート手術において有用であった．
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AO分類C型榛骨遠位端関節内骨折に対す

る掌側ロッキングプレートによる透視下整
復固定術一術後成績と関節面の整復一

VblarLockingPlatingfOrAOTj/peCDistalRadius

FractureunderFluoroscopy;ClinicalResultsand

ReductionofArticularSurface

'横須賀北部共済病院，2横浜市民病院整形外科，
3横浜市立大学整形外科

○坂野裕昭'，瀧上秀威'，岡崎敦2，

葉梨大輔'，斎藤知行3

【目的】僥骨遠位端関節内骨折の治療においては榛

骨遠位端の整復に加え関節面の整復が必要にな

る．われわれはX線透視下に関節面を整復し掌側

ロッキングプレート固定術を行い，その術後成績

と関節面の整復状態を調査したので報告する．

【対象と方法】対象は術後6ケ月以上経過したAO

分類C型僥骨遠位端骨折44例で，年齢は平均58

歳．受傷側は右21例，左23例，平均経過観察期

間は9.3カ月であった．X線透視装置は高解像度の

GE社製OEC9800を使用した．使用プレートは

Stellarplate39例,DRVプレート5例であった．

これら症例に受傷時と術後，調査時でRadialln-

clination(RI),PalmarTilt(PT),mnarVari-

ance(UV)を計測しX線的評価を行った．さらに

MayoScoreにて臨床的評価を,DASHscoreを用

I,､QOL評価を行った．また，鏡視可能であった27

例に対しプレート固定後に関節鏡にて関節面の

gapとstepoffを計測した．

【結果】RIは受傷時13.7±6.3度が術後23.7±3.7

度(p<0.001),調査時24.8±3.9度,PTは-18.1

±20．1度，9．8±4．3度(p<0.001),9.9±4.3

度,UVは5.8±4.2mmが1.0±1.8mm(p<0.01),

1.6±1.8mm(p<O.01)と整復位は良好に獲得，

保持されたがUVに術後有意な短縮を認めた．握

力健側比は平均86％で,MayoScoreは平均86.4

点でexcellent25例,goodll例,fair8例と良好な

成績が得られた．評価可能な32例のDASHscore

は平均7.3と能力低下は少なかった．関節面の整復

はgapは平均0.8mm,stepoff平均0.3mmと良好

に整復された．

【結論】僥骨遠位端関節内骨折に対する掌側ロッキ

ングプレートでの整復固定はX線所見，臨床評価

そしてQOLも良好な術後成績が得られた．関節面

の転位は高解像度のX線透視装置を利用すること

で透視下整復にて良好に整復された．
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榛骨遠位端関節内骨折に対する鏡視下整復
術

ArthroscopicallyAssistedReductionfOrlntra-

articularFracturesofDistalRadius

小郡第一総合病院整形外科

○服部泰典，土井一輝，坂本相哲，

山崎宏，守屋 淳 詞

【目的】僥骨遠位端関節内骨折に対する鏡視下整復

術の手術方法，長期成績および最近の改良点につ

いて報告する．

【方法】1992年から2005年までに榛骨遠位端関節

内骨折に対して関節鏡を使用して手術を行ったの

は117例であった．鏡視下整復を行ったのが82例，

整復位の確認のために鏡視したのが31例，鏡視下

整復を試みたが不可能であったのが4例であった．

鏡視下整復を行った81例のうち，1年以上の経過

観察が可能であった58例を対象とした．男性22例，

女性36例で，平均年齢は61.3歳，受傷から手術ま

では平均5.6日であった．骨折型は,Frykman分

類の3が9例，4が8例，7が11例,8が30例で，

AO分類ではB3が3例,C1が7例,C2が7例,C3

が41例であった．手術方法は，鏡視下に関節内骨

片のstep,gapが2mTn以内を目指して整復，鋼線
またはスクリューにて固定した後，45例で創外固

定を，13例で掌側プレートを行った．経過観察期

間は平均29．5カ月で,MayoscoreとDASHを用

いて評価した．

【成績】Mayoscoreは優が21例，良が23例，可

が13例，不可が1例であった．不可であった1例

は術後にCRPSを合併した.DASHが測定可能で

あったのは14例で，平均13.8であった．また，榛

骨手根関節の軽度の関節症性変化を29例に認め

た．

【結論】鏡視下整復は，関節内骨片の正確な整復と

強固な固定を行うことが可能であり，われわれの

症例も良好な長期成績が得られた．最近は，関節

内骨片のさらに強固な固定のためにスクリューを

使用，また，早期運動を目的として掌側プレート

を使用している．しかし，関節面が4つ以上に骨

折している高度粉砕例に対しては，鏡視下整復と

いえども，整復位の獲得は困難である．
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榛骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプ
レート固定を確実に行うための工夫一関節
外骨折と関節内骨折に対する有効性の比較一

SecureSurgicalTbchniquefbrDistalRadiusFracmre

usingVolarLockingPlate-Comparisonbetween
fOrExtra-andIntra-ArticularFracture-

1香川大学整形外科，2栗林病院整形外科,3香川県

済生会病院整形外科

○加地良雄'，今泉泰彦'，森健2，

中村修3，山本哲司’

【目的】僥骨遠位端骨折に掌側ロッキンプレートが

用いられるようになった現在も術後の矯正損失の

報告が散見される．手術の際，骨片を整復した後

に遠位スクリューが設置されることが多いがスク

リューが関節面直下に入らなければ術後に関節軟

骨下骨が圧潰し矯正損失が生じ得る．一方condy-

larstabilizing法では遠位スクリューで骨片を整
復する際関節軟骨下骨が圧縮されスクリューが関

節面直下に近づくがradialmClination(RI),volar

tilt(Vr),ulnarvariance(UV)の全てをプレー

トで整復することは技術を要する．我々はこれら

の問題点を改善するため若干の工夫を行っており

今回関節外骨折と関節内骨折に対する有効性を比

較した．

【対象および方法】本法を行った僥骨遠位端骨折例

23例を対象とした．手術はまず徒手的にRIを目標

値にVTを約0．に整復し鋼線で仮固定する．その

後不足したVTを整復できるようプレートをベン

デイングし遠位骨片にスクリュー固定する．次い

でプレートを近位骨片に圧着することでVTを目

標値まで整復した．

【結果】本法を行った関節外骨折(AO分類A型)は

13例，関節内骨折(C型）は10例であった．最終

観察時のRI,VT,UVはA型でそれぞれ平均20.6･,

13.7｡,1.3mm,C型で平均22.0o,12.9｡,0.8mmで

あった．術後の矯正損失はA型でRI,VT,UVそ

れぞれ平均0｡,0.4｡,Omm,C型でそれぞれ平均

0.4o,0.3｡,0.1mmであった．著明な矯正位損失を
来した症例は両型とも認めなかった．

【考察】本法ではVTを0.から目標値までに戻せる

ようにプレートをベンデイングするだけでよく手

技が簡便である．またプレートでVTを整復する際

関節軟骨下骨も圧縮されるため術後の矯正損失は

生じにくい．今回の結果から本法を行うことで関

節内骨折に対しても関節外骨折と同等の術後成績

が得られることが示唆された．

－S44-



1-3-31

掌側転位型僥骨遠位端関節内骨折に対する

掌側ロッキングプレート固定の治療成績と
問題点

VolarLockingPlateFixationfbrVblarlyDisplaced,
IntraarticularFracturesoftheDistalRadius

濁協医科大学整形外科学教室

○長田伝重，亀井秀造，亀田正裕，

玉井和哉， 野 原 裕

【目的】近年，僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキ

ングプレート固定の有用性が多数報告されてい

る．しかし，掌側転位型関節内骨折に対する本プ

レートの報告はほとんど無い．本研究の目的は掌

側転位型榛骨遠位端関節内骨折に対する掌側ロッ

キングプレート固定の治療成績と問題点を明らか

にすることである．

【対象と方法】2003年10月より2006年6月まで

に僥骨遠位端骨折に対してDRVLockingPlateに
よる固定を行った119例のうち，掌側転位型関節

内骨折17例を対象とした．男性5例，女性12例

で，年齢は23～93歳，平均64歳であった．受傷

原因は転倒10例，交通事故5例，転落1例，スポ

ーツ1例で，骨折型はAO分類のB3型2例,C2型

3例,C3型12例であった．手術では関節内骨片の

整復は経骨髄的に行い，プレート固定により十分

な固定性が得られた症例では大きな骨欠損が存在

しても骨(人工骨)移植は行わないこととした．術

後は直ちに手関節の可動域訓練を開始した．術後

経過観察期間は平均9ヵ月であった．

【結果】X線パラメーターの平均値は，手術時radial

tilt22度,volartiltl2.1度,ulnarvariancel.0

mmが骨癒合時それぞれ22度,12.4度,1.7mm

と比較的良好に保たれていた．個別には術後volar

tiltの矯正損失は4例(24%)に,ulnarvariance

の増加は5例(29％)に認められ，自験例の背側転

位型関節内骨折よりも高頻度であった．治療成績

はCooney評価では優10例，良6例，可1例であ

った．

【結論】掌側転位型榛骨遠位端関節内骨折に対する

掌側ロッキングプレート固定では，背側転位型骨

折に比べて術後のvolartiltとulnarvarianceの矯

正損失が高頻度であった．
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僥骨遠位端骨折(AO分類TypeC)に対する
掌側ロッキングプレート固定のX線学的解
析一ロッキングスクリュー挿入の工夫一

RadiographicAnalysisoftheTreatmentfOrlntra-

articularDistalRadiusFracture(AO-TypeC)Using

VolarLockingPlate-IdeaofInsertingLocking
Screw-

'箕面市立病院リハビリテーション科，2箕面市立

病院整形外科

○藤原達司'，難波二郎2

【目的】AO分類typeCの僥骨遠位端骨折に対して，

一定の治療方針に基づき掌側ロッキングプレート

固定を行い，そのX線学的解析と臨床成績につい

て検討を行った．

【対象および方法】AO-ypeCに分類される本骨折
20例(C11例,C23例,C316例）を対象とし

た．平均年齢は62歳(46～83歳)，受傷から手術

までの平均待機期間は9日（1～15日)，平均経過

観察期間は，8.4ヶ月（6～15ケ月）であった.XF

p,CTscanによる側面像で骨折型を検討し分類し

た．全例，それぞれの分類に応じた方法で掌側ロ

ッキングプレートを用いて手術し，術後2週間外

固定を行った．

【検討項目】全例に対し，術前・術後・最終診察時

のX線像からmnarVariance,Radiallnclination,

VolarTilt,GAP,Step-Ofrを計測し，その変化を

調べた．臨床評価は,demerit-pointsystemof

GartlandandWerleyscoreを用いて行った．

【結果】20例中19例は予定通り手術を行えたが，1

例ScrewのLocking固定が不可であった．X線学

的評価では，予定通り手術し得た群の整復保持は

良好であったのに対し,LodKing不成功例では，そ
の後背屈転位を認めた．またGartlandand

Werleyscoreは予定通り手術し得た群ではExcel-

lent:16例,Good:3例であったのに対しLocking
不成功例はFairとなった．

【結語】我々の分類による治療法の選択で，予定通

りプレート固定を行いさえすればこれまで困難で

あったTypeの関節内骨折を非常に満足のいく結

果で治療できることがわかった．
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僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプ
レート固定法の治療成績一成績不良例の

検討当一

ClinicalResultsofLockingPlateFixationfOrDistal

RadiusFractUres

'関西労災病院整形外科，2よしだ整形外科クリ

ニック，3鎌田病院

○堀木充'，中川玲子'，田野確郎'，

吉田竹志2，多田浩一3

【目的】当院では成人の僥骨遠位端骨折の治療にた

いして掌側ロッキングプレート(AOdistalra-

diusplate)を使用してきたが成績不良例も見ら

れる．今回，掌側ロッキングプレートの治療成績

と成績不良例の検討を行ったので報告する．

【対象および方法】対象は2002年から2006年まで

に掌側ロッキングプレートで治療を行った僥骨

遠位端骨折88例（男性37例，女性51例）で，手

術時平均年齢は64歳(22～85歳)，術後平均観察

期間は9ケ月であった．この内,Frykman分類で

VII,VIII型を中心とした関節内骨折は73例であ

った．術後評価は臨床評価に日手会の手関節機能

評価を用い,X線学的評価は受傷時，術直後，最終

経過観察時のRadialinclination(RI),Volartilt

(Vr),mnarvariance(UV)を計測した．また，

臨床評価が色irであったものの原因を検討した．

【結果】臨床評価はexcellent:50例,good:33例,

hir:5例であった．最終経過観察時のX線学的評

価ではRI,VT,UV(24｡,6｡,1mm)であった．臨

床評価が値irであった症例の1例でVTの矯正損失

(術後0.→最終-15｡）を認めていた．この症例で

は術前の掌背側方向への関節面の拡大が強く，背

側の骨片を十分にピンサポート出来ていなかっ

た．また，3例では尺側の月状骨関節面の骨片は小

さく，ピンカ刺入されず整復不良であった症例や，

刺入されていても骨片が回旋し矯正損失が確認さ

れた症例が認められた．

【考察】掌側ロッキングプレートは矯正損失も少な

く臨床成績は良好であった．一方，月状骨関節面

の骨片にロッキングピンが1本しか入らない症例

に対しては追加の鋼線やミニプレートによる固定

が必要であると考えられた．また，掌背側両方向

への転位が強い症例には掌側からScrewで引き寄

せたり，追加の背側プレート固定も必要と考えら

れた．
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僥骨遠位端関節内骨折(AO分類C3型）に
対するAO掌側用DistalRadiusPlateの治
療成績

ClinicalResultsofAODistalRadiusVolarPlate

FixationfOrAOTypeC3FracturesoftheDistal

Radius

'市立四日市病院整形外科，2名古屋大学手の外科

○奥井伸幸'，水野正昇'，吉田雅博'，

小林徹也'，平田仁2

【目的】関節内多骨片のAO分類C3型僥骨遠位端

骨折は固定法の選択も含めて治療に難渋する骨折

である．我々 は可能な限り掌側plateを用いて治療

を行ってきた．今回そのAO掌側用distalradius

plate(DRP)の治療成績について検討した．

【対象及び方法】2001年4月から2006年3月まで

に手術治療を行った僥骨遠位端骨折135例のう

ち,AO分類C3型でDRPを使用し，経過観察可

能であった41例を対象とした．男性13例，女性

28例，平均年齢54.5歳（19～80歳)，平均経過

観察期間8.6ケ月（4～19ケ月).buttresspinを

使用したのは10例．自家骨移植を6例，人工骨移

植を7例に行った．尺骨茎状突起骨折に対して

tenSionbandwiring固定を6例で追加した.X線

評価は術直後と最終経過観察時にvolartilt(Vr),

radialinclination(RI),ulnervariance(UV)を

計測した．臨床評価は日手会手関節機能評価法を

用いた．

【結果】全例で骨癒合を認め，臨床評価は

excellent:27例,good:14例,fair,poorの症例

は無かった．術後VT,RI,UVの変化は僅かであ

ったが,Vrで5度以上の矯正損失を1例(13度）

で認めた．長母指伸筋腱皮下断裂を合併した1例

に腱移行術を行った．

【考察】近年，榛骨遠位端骨折に対してlocking

plateによる良好な治療成績が多く報告されてい

る.non-lockingplateに比較して角度安定性に優

れ，矯正損失が少ないという報告が多い．しかし，

関節内多骨片の骨折に対してDRPを使用する場

合,plateを関節面近くに設置するためbuttress

pinの使用は難しい．今回buttresspinの使用の有
無で術後矯正損失に差は認めなかった．しっかり

した軟骨下骨にScrewを挿入し，大きな骨欠損に

は骨移植を行うことでlocking機構を使用しなく

ても矯正損失を防止することが可能と考えた．

－S46-



1-4-1

J字型髄内ピン固定法を行った中手骨骨折
の治療成績

IntramedullaryFixationfbrMetacarpalFractures:

PostoperativeResultsofFigure-ofLJNail

'公立長生病院整形外科，2千葉大学整形外科

○板寺英一'，樋渡龍'，國吉一樹2

【目的】我々 はK鋼線をJ字型にあらかじめ曲げて

おき髄内釘として使用する方法(J釘）を2004年

の本学会で紹介した．今回は当科で治療を行った

症例の成績を報告し，適応と限界について考察す
る．

【対象および方法】対象は2002年9月から2006年

9月までの4年間に当科でJ釘を行った中手骨骨折

17例(男16例，女1例)20骨折(頚部15骨折（う

ち骨頭粉砕合併2骨折)，骨幹部5骨折)である．平

均年齢は29歳（15～81歳)，患側は利き手側12

骨折，非利き手側8骨折であった．

手術にはJ字型に曲げた2.0mmK鋼線を用い，こ

れを1本のみ刺入した．原則として術後の外固定

は行わなかった．

【成績】全例に骨癒合が得られたが，多数指列骨折

例，骨頭骨折例の一部に軽度の変形が残存した．骨

頭粉砕合併例，軟部組織の挫滅例に可動域制限を

残したが，他の症例では可動域は良好であった．J

釘先端の突出による瘤痛が1例に見られた．刺入

部の皮膚および伸筋腱に対する刺激などの合併症

は見られず，また，抜釘困難例もなかった．

【結論】本法は中手骨頚部骨折および骨幹部横骨折

に対し，有用である．骨頭粉砕合併例に対しても

応用可能であるが，可動域制限を残す可能性があ

る．本法は手技が容易であり，伸筋腱や皮膚の合

併症はほとんどない．
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中手骨頚部骨折に対する髄内固定とプレー
ト固定の比較

ClinicalandRadiologicalOutcomeOftheMeta-

carpalNeckFracture-Comparisonbetweenthe

IntramedullaryandPlateFixation-

医真会八尾総合病院整形外科

○藤谷良太郎，面川庄平，大川卓海，

土 肥義浩,荒木正成

【目的】不安定型の中手骨頚部骨折に対して，当科

で施行した髄内固定術(以下I群）とプレート固定

術（以下P群）の臨床成績とX線計測値を比較検

討した．

【対象】I群14例15指（1996-2002年),P群12

例12指（2003-2006年）である．骨折型は掌側

転位例がI群：7例,P群:5例,斜骨折短縮例が

I群：7例,P群:7例であった．

【手術方法】I群ではFoucherの方法に準じてピン

を2本刺入した．術後は約2週間のMP屈曲位での

シーネ固定をおこなった.P群では背側弧状切開

で骨折部を展開し,CondylarHateで固定した．術

後3日めよりbuddytapingを用いて隣接指ととも
に可動域訓練を開始した．

【評価項目】臨床評価は骨癒合，抜釘の時期，合併

症，関節可動域総和の健側比(以下%TAM),握力

健側比（以下%GP)を調査し,X線的評価は術前

後の中手骨長短縮量とPalmarTilt(以下PT)を

測定した．使用した統計ソフトはSPSSである．

【結果】全例に骨癒合が得られた．骨癒合時期は両

群間に有意差はないが,P群で早い傾向にあった．

両群ともに合併症を認めなかった．術後の%TAM

はI群平均98%,P群89%で有意差はないものの

I群が優れていた.%GSはP群(94%)がI群(75

％）と比べて有意に高値であった(P=0.015).X

線学的計測値は，両群間で有意な差を認めなかっ

た．

【考察】I群とP群の比較で，術後%GSは有意にP

群が優れているが,%TAMはI群が良好であると

いう結果が得られた．その理由として,I群でMP

関節への侵襲がないことと，手根部でのピン挿入

にともなう影響があげられる.P群はMP関節周辺

に侵襲をともなうが，強固な固定による早期負荷

が可能であり，握力の回復に有利である可能性が

示唆された．



1-4-3

手指骨骨折に対する観血的整復固定術後の
可動域の獲得-Lowprofileplateと
screwの比較一

ROMRecoveryafterlnternalfixationofMetacarpal

andPhalangealFractureswiththeLowProfilePlate

andScrewSystem

'横須賀北部共済病院整形外科，2横浜市立大学整

形外科

○瀧上秀威'，坂野裕昭'，江口純'，

福村英信'，齋藤知行2

【目的】我々は昨年の本学会で，手指骨骨折に対す

るlowprofileplateandscrewsystem(LPP)に
よる治療成績の検討を行い，腱縫合や骨移植を伴

った例は成績不良であったことを報告した．今回

はそれらを除き術後早期の可動域を調査し，治療

成績の検討をおこなったので報告する．

【対象】LPPを用いて固定した30例36指，平均年

齢42歳を対象とした．手術は背側アプローチで行

い，中手骨骨折にスクリューのみで固定したのが

11指（以下MS群),プレートで固定したのが15

指(MP群),指節骨骨折にスクリューのみで固定

したのが3指(PS群),プレートで固定したのが7

指(PP群)であった．術後経過観察期間は平均12

カ月であった．検討項目として骨癒合期間,TAM

と麻田らに準じた総伸展制限角度(TEL)を評価

した．

【結果】感染例はなく骨癒合期間は平均2.6ヶ月で

あり，群間に差はなかった．術後2週のTAMはMS

群223｡,MP群207｡,PS群230｡,PP群186.で

あり，スクリュー固定群が良好なTAMを獲得し

た．術後2週のTELはMS群2｡,MP群4o,PS群

8｡,PP群23.であり,PP群が有意に高値を示し

た(p<0.01)．最終経過観察時のTAMはMS群
260｡,MP群237.,PS群260o,pP群250.であ

り,PP群は有意に増加した(p<0.05)．最終経

過観察時のTELはPP群15.であり,MS群の2．

に比べ有意に高い値を示した(p<0.05).

【結論】手指骨骨折に対するLPP固定は，スクリュ

ー固定の群で術後早期より良好なTAMを獲得し

た.PP群は伸筋腱下に大きな侵襲が加わるため，

術後2週では十分なTAMは得られなかったが，最

終的には良好な可動域が得られた．

1-4-4

第2-5手根中手関節靱帯の3次元解析によ
る解剖学的研究

Three-dimensionalAnatomicalAnalysisofLiga-

mentousAttachmentsoftheSecondthroughFifth

CarpometacarpalJoints

'日本医科大学武蔵小杉病院整形外科，2テキサス

大学ガルベストン校整形外科，3日本医科大学整形

外科

○南野光彦',StevenF.Ⅵegas2,

澤泉卓哉3，伊藤博元3

【目的】第2-5手根中手関節（以下CM関節）の靱
帯解剖について検討した報告はあるが，未だ統一

した見解が得られていない．またその靭帯の付着

部や走行について3次元的に検討した報告はな

い．今回中手骨と遠位手根骨の3次元骨表面モデ

ルを用いて，第2-5CM関節の靱帯の付着部と走行

を3次元的に描出し，靱帯付着部の位置と面積に

ついて検討した．

【対象および方法】新鮮凍結屍体10上肢を用いて，

第2-5CM関節部を解剖し，各靱帯を同定切離後，

靱帯付着部をmarkingした.Microscribe-3DX

Digitizerと独自に開発したソフトウェアを用い
て，中手骨と遠位手根骨の3次元骨表面モデルを

作成し，各靱帯の付着部と骨表面の面積を計測し

た．さらに，その3次元骨表面モデルを解剖前に

行った3D-CTと重ね合わせ,CM関節の靱帯付着

部とその走行を3次元的に描出した．

【結果】CM関節の手根中手靱帯は，背側9靱帯，掌

側9靱帯，骨間1靱帯，関節内1靱帯を認めた．ま

た中手間靱帯は，背側5靱帯，掌側5靱帯，骨間3

靱帯を認めた．さらに，今まで報告されていない

掌側第3，4，5中手間靱帯と掌側第3，4，5中手骨一

有鉤骨一豆状骨間靱帯の2靱帯を全例で認めた．

CM関節の靱帯付着部総面積は，各中手骨表面総

面積の5％を占めていた．中手間靱帯の付着部面

積は，手根中手靱帯の付着部面積より大きかった．

第5CM関節の僥側，掌側，背側の靭帯付着部面積

比は5：3：2であった．第5CM関節尺側には靱帯

は付着せず,ECUが付着していた．第5CM関節

の背尺側は，靱帯付着部が少ないために，脱臼骨

折が生じやすいものと推察された．

【まとめ】第2-5CM関節の靱帯付着部と靱帯の走

行を3次元的に描出し，その靭帯解剖を把握する

ことは，靱帯損傷の修復や脱臼骨折の整復固定等

を行う際に有用であり，本研究はその診断や治療

の一助になりうると思われた．
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プロボクサーにおけるBoxer'sknuckleの
治療経験

TreatmentofBoxer'sKnucmeinPro-boxer

国家公務員共済組合連合会新小倉病院整形外科

○西田智，鈴木聖裕，大塚弘剛

【目的】Boxer'sknuckleは1957年にGladdenが報

告し，パンチ動作などにより手指MP関節部の伸筋

腱や関節包を含めた軟部組織が閉鎖性に損傷され

るものをいう．プロボクサーのBoxer'sknuckleと

思われる新鮮例や陳旧例の症例を経験したので文

献的考察を加え報告する．

【症例】対象は手指MP関節背側部痛を主訴に当院

のスポーツ外来を受診したプロボクサー4名．全

例，中指に痛み，腫脹および圧痛を認めた．左右

2名ずつで，いずれも伸筋腱の脱臼は認めず,X線

やMRIでの異常を認めなかった．保存的治療を行

ったものが3例，手術的治療を行ったものが1例で

あった．

【結果】保存的治療を行った症例の受傷から初診ま

での期間は1日，3日,2ケ月で安静・固定を2～

5週間行った．その間に，腱鞘内にステロイド剤の

投与を1～2回行った．痛みや腫脹は軽減し試合に

復帰している．手術的治療を行った1例は受傷後

4.5ケ月で受診．ステロイド剤投与も効果無く，2

ヶ月後に手術を行った．関節包は完全に断裂して

おり,Gladden分類で4型であった．断裂部を新

鮮化し縫合した．術後，約4週間の固定後自動運

動を開始した．術後4ケ月よりサンドバッグ練習

を開始し，痛みはごく軽度あるが近々試合復帰予

定である．

【考察】Boxer'sknuckleの治療は，新鮮例であれ

ば保存的治療が一般的である．陳旧例の場合は，漫

然とした保存的治療では効果がないことが多いと

考えられ，手術的治療を考慮するのが良いと思わ

れる．しかし，今回の症例は全例がプロボクサー

であり試合を控えていた症例もあったため，原則

にとらわれずに症例個々に治療方針を決定するこ

とが大切であると思われた．また，最初の症例以

降，受傷後早期に受診してくれるようになり，ホ

ームドクターあるいはチームドクターの重要性が

改めて感じられた．
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母指基節骨MP関節側副靱帯付着部剥離骨
折に対するblockpinを用いた鋼線刺入固
定法

PercutaneousPinningwithaBlockPinfbrAvulsion

FractureSofCollateralLigamentoftheFirstMCP
Joint

'函館亀田病院整形外科，2弘前大学整形外科

○三浦一志'，藤哲2

【目的】母指基節骨MP関節側副靱帯付着部剥離骨

折は日常診療にてしばしば遭遇する骨折である

が，骨片が小さいため内固定に難渋することも多

い．本骨折に対して，我々 が考案したblockpinを
用いた経皮的鋼線刺入固定法を施行し良好な結果

が得られたので報告する．

【対象】対象はこれまでに本法を施行した9例，9

指である．男性7例，女性2例で，手術時年齢は13

歳から82歳，平均35.0歳，右側4例，左側5例で

あった.MP関節尺側剥離骨折7例，榛側剥離骨折

2例であった．受傷から手術までの期間は4日から

23日（平均10.7日）であった．

【方法】手術は腋窩伝達麻酔あるいは局所静脈麻酔

下に行った．骨折部の新鮮化のため2例でMP関

節鏡を施行した．先ず，透視下に刺入した18G.針

にて剥離骨片を近位から遠位へ押し上げるように

整復し，整復位を18G.針にて保持する．次に剥離

骨片に接するように遠位斜め方向からblockpin
を中手骨へ刺入した後に，骨片をおさえている

18G.針をguidesleeveとして骨片から基節骨へ

とpinningする．最後にMP関節の一時固定用を

行う．術後はギプスあるいはシーネにてMP関節

を保護しIP関節の運動を行わせた．術後経過観察

期間は3から15カ月，平均7．6カ月であった．

【結果】抜釘は術後28日から50日（平均40.0日）

で行った．骨癒合は全例に得られ，側方動揺性を

残した症例はなかった.MP関節の可動域は25.か

ら100。（平均55.0｡）と健側（45.から100o,平均

66.3｡)に比べやや制限がみられた．神経損傷など

の合併症はみられなかった．

【結論】本法は特殊な内固定材が不要で，骨折部の

展開を必要としない侵襲の少ない方法であり，母

指基節骨MP関節側副靭帯付着部剥離骨折の新鮮

例にはよい適応があると考える.MP関節の可動

域制限を残さないために，抜釘は早めに行うこと

が望ましいと考えている．
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石黒法による骨性マレット指に対する手術
小工夫

ModifiedIshiguroExtensionBlockTbchniquefOr

MalletFracturebySupplementaryK-wireFixation

1関西労災病院整形外科，2よしだ整形外科，3鎌田

クリニック

○田野確郎'，堀木充'，中川玲子'，

吉田竹志2，多田浩一3

【はじめに】骨性マレット指に対する手術療法とし

てextensionblock法（石黒法）は，一般的に行わ

れている手法であるが，術中に整復位を確保する

ことが難しく，また術後に背側骨片が転位を来た

して整復位を維持できないことも多いため，必ず

しも簡単な手技とは言えない．我々は，補足的な

Kワイヤーを用いて術中の整復，および整復位の

維持を行っており良好な成績を得ている．これら

の方法と従来法の成績を比較するとともに，従来

法の成績不良例因子を検討した．

【方法】術式は，まずextensionblockを刺入した

後，一本あるいは二本の補足的な0.7mmKwire

を背側骨片に刺入し，それらを遠位方向に倒して

整復操作を行いながら関節を固定する．本法を施

行した8例9指を対象とした(A群)．また従来の

石黒法を行った27例29指(B群）と比較検討し

た．術中，抜釘時および最終観察時のX-p側面に

おけるDIP関節面の形状の変化を評価した．

【結果】良好な整復位が維持できたものはA群にお

いては9指中8指（88.9％）であったのに対し,B

群では29指中12例（41.4％）にとどまった．17

指で関節面の形状が不良であったが，その原因は

手術時の整復不良（5指)，骨折部からの固定用ワ

イヤーの刺入（11指),blockpinの不良(1指）で

あった．

【考察】石黒法の要点として，1．術中に完全な整

復位を確保すること，2．術後に整復位を維持する

こと，が挙げられる．背側骨片はteT･minaltendon

により近位方向に転位しているが，この際回旋が

加わっていることがあり，このような骨片を正確

に整復しようとすれば三次元的に整復することが

必要である．我々の行っている方法ではこのよう

な骨片の回旋も同時に整復でき，しかも骨片自体

を固定できるため整復位の維持も可能であるた

め，有用な方法と考えられる．
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陳旧性骨性槌指に対する石黒法による治療
経験

Treatmentofchronicmalletfractureswithlshiguro's

method

'藤枝市立総合病院整形外科，2浜松医科大学

○豊山起光1，佐野倫生1,2，鈴木隆辰2，

森本祥隆2，長野昭2

【目的】骨性槌指の治療は石黒法により良好な成績

が得られているが陳旧例に対する治療は必ずしも

容易ではない．とくに受傷から6週間以上経過し

た症例は，観血的治療を行うとする報告がほとん

どである．しかし，観血的治療は皮膚の問題や，掻

爬時の末節骨背側骨片の破損や血行障害の可能性

がある.6週間以上経過した症例に対し注射針に

よる経皮的骨折部新鮮化後に石黒法を行い良好な

成績を得たので報告する．

【対象と方法】当院で2001～2006年までに治療し

た陳旧性骨性槌指で受傷から6週間以上経過した

5例を対象とした．男性3例，女性2例で手術時年

齢は12歳～26歳，平均17.6歳であった．罹患指

は中指3例,環指1例，小指1例で，受傷原因は4

例がスポーツで1例は打撲であった．受傷から手

術までの期間は43日～90日（平均59.2日）で，術

後経過観察期間は3カ月～6カ月であった．手術は

イメージ透視下に21G程度の注射針を経皮的に骨

折部に刺入し，骨折面の掻爬を行った後に，石黒

法を施行した．抜釘は6週でextensionblockpin

を，7週で固定pinを抜釘した．術後成績は蟹江の

評価基準に従った．

【結果】全例に骨癒合が得られた．術前DIP関節伸

展角度は平均－28．が術後－2．，自動屈曲は平均

57.6｡が術後61.6.であった．蟹江の評価基準は全

例優であった．

【考察】受傷から6週間以上経過した陳旧性骨性槌

指は骨片間に嬢痕肉芽組織が介在するため，新鮮

化のため観血的治療が選択されてきた．注射針に

よる経皮的な操作でも慎重に行えば十分新鮮化は

可能であり，石黒法と組み合わせることで良好な

成績が得られた．

－S50-
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手指末節骨骨折の治療成績

ClinicalResultsofDistalPhalangealFracturesin
theHand

手稲前田整形外科病院整形外科

○畑中渉

【目的】手指節骨骨折の中で比較的頻度の高い末節

骨骨折に対し，遷延治癒・偽関節を発生させない

治療方針について第47回の本学会にて報告した.

この治療方針に従い加療した治療成績について報
告する．

【方法】2003年から2006年までに演者が直接治療

を行い，早期に治療中断した症例を除く50指（う

ち開放骨折は6指）を対象とした．骨折型別では

粗面部が20指，骨幹部が11指，基底部が19指で

あった．労災での損傷が22指あった．受傷原因は

重量物による圧挫が29指と最も多く，ボール打撲

は9指だった．保存療法を38指（粗面部が19指，

骨幹部が7指，基底部が12指）に，骨接合を12指

(粗面部が1指，骨幹部が4指，基底部が7指)に

行った．平均経過観察期間は9．9週であった．

【結果】骨接合の1指で術後ゆるみが生じ骨接合を

再施行した症例があった．骨癒合途中で中断した

2指と骨片の吸収を生じた3指を除き，平均8.4週

(4～25週)で骨癒合が得られた．保存療法例は平

均8.5週(4～25週)，骨接合例は平均8.2週(5～

13週）であった．痙痛の残存を9指（うち7指は

指尖部のみ)に，爪甲の変形を3指に，可動域制限

の残存を11指（うち1指は著しい制限）に認めた．

骨折型別では粗面部骨折の3指に骨片の吸収が生

じ，骨幹部骨折の1指に著しい可動域制限残存を

認めた．

【考察】末節骨骨折の遷延治癒･偽関節発生率は約

15～25％とされているが，今回の症例では6％と

低く抑えられることが出来，治療方針の有効性が

示された．治療期間が一般的に長いことを認識し

てもらった上，粗面部骨折に対しては装具を利用

した保存療法を，骨幹部・基底部骨折に対しては

転位の程度により強固な骨接合を行うか装具を利

用した保存療法を選択することが重要である．

－S51－

1-4-10

指節骨頚部騎乗型骨折のサファイアピンに
よる手術療法

Operative'IreatmentfOrRotationalSupracondylar

FracturesofthePhalangeswithSapphirePin

藤田保健衛生大学整形外科

○重盛香苗，鈴木克侍，柴田邦央，

田中徹，市瀬彦聡

【目的】指節骨骨折のなかでも指節骨頚部騎乗型骨

折は，骨片が回旋して骨頭関節面は背側を向き，骨

幹部の背側に騎乗する．徒手整復は困難で，転位

が認められる場合は手術が必要とされている．我

々は本骨折に対し，主にサファイアピンの経関節

軟骨刺入法にて治療を行ったので成績を検討し

た．

【対象および方法】1991～2005年に手術療法を行

った指節骨頚部騎乗型骨折(rotationalsupra-
Condylarfi･acture)は23例23骨折で，男性17例，

女性6例，平均年齢21.1歳（2～61歳)，基節骨

頚部12骨折，中節骨頚部11骨折であった．手術

は背側に転位した骨頭軟骨を含む骨片を整復後，

サファイアピンを用いて，経関節軟骨刺入法によ

り内固定を行った．すでに変形治癒しているもの

を矯正骨切りし，同様に内固定した症例を4例(基

節骨1例，中節骨3例)含んでいた．調査項目は骨

癒合と指機能及び合併症で，指機能は%TAMを用

いて評価し，90％以上を優，75～89％を良，50

～74％を可，50％未満を不可とした．調査期間は

平均15.3（11～128）力月であった．

【結果】全23骨折が骨癒合を得て，平均骨癒合期

間は4.7週（3～7週）であった．平均%TAMは

94.7％（85～100％）で，指機能は優21指，良2

指であった．合併症は変形，異常可動性，関節動

揺性，拘縮，痙痛で，全て認められなかった．

【結語】指節骨頚部騎乗型骨折に対し，サファイア

ピンを用いた経関節軟骨刺入法により手術治療を

行い，良好な成績を得た．変形治癒した症例にお

いても矯正骨切り後に本法で内固定を行い，良好

な成績を得た．
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指用lllizarovExternalFixatorの使用経験

OurExperienceoflllizarovExternalFixatorfOr

HandandFingers

'町田市民病院形成外科，2世田谷下田総合病院整

形外科

○松浦愼太郎'，篠田明彦'，石橋嘉津雄2

【目的】新鮮骨折，変形治癒骨折，母指内転拘縮，

末節部指延長症例に，指用11izarovfixatorを用い

た治療を経験したので報告する．

【対象】症例は21例で，内訳は男16女5例，年齢

は平均53.3歳であった．新鮮骨折部位は，中節骨

2，基節骨9，中手骨7例で，その他は第5中手骨

変形治癒骨折1例，末節骨骨延長1例，母指内転拘

縮1例であった．手内筋拘縮例では,interosseus

tendon切離と同時に第1,2中手骨に創外固定器を

装着し，コネクションプレートを連結後第1指間

を徐々に開大した．第5中手骨頚部骨折例は，一

時的なMP関節固定を行わず直後より関節自動運

動を開始した.PIP関節内粉砕骨折例では,PIP関

節を一時的に約4週間固定後，関節可動域訓練を

開始した．全例創外固定以外の固定は追加しなか

った．

【結果】全例で骨融合が得られた．末節骨延長は

10mmの延長を得た．第5中手骨頚部骨折の2例

で骨折部が転位した．内転拘縮例では，握り，つ

まみ動作が可能となった．

【考察】IlizarovfIxator用創外固定器は，ピンが1.5

mmと細く曲げて本体に設置するため創外固定器

を指背側に設置でき隣接指との干渉がない，厳密

なワイヤー刺入角度の考慮が不要でアライメンン

ト調整も簡単で自由度が高い，圧迫，牽引機能を

備えるため骨折，骨延長に応用が可能であるなど

利点がある．しかし，創外固定用ピン刺入部が関

節運動時に動くため，痛みのため関節可動訓練に

支障をきたした症例を経験した．第5中手骨頚部

骨折例で骨折部転位を経験したため，関節近傍の

骨折，関節内骨折への使用では，症例により関節

の一時的固定など工夫が必要であると考える．末

節部骨延長例では，延長に伴う爪変形は生じなか

った．骨延長，拘縮解除に本創外固定器は有用で

あった．

1-4-12

指節骨変形による交叉指に対する3次元動
態解析を用いた矯正骨切シミュレーション

ComputerSimulationofCorrectiveOsteotomyfOr
ProximalPhalanxMalunionandMalfOnnationwith

OverlappingoftheFingerusing3Dimensional

DynamicAnalysis

'大阪大学整形外科，2関西労災病院整形外科

○岡久仁洋1，田野確郎2，堀木充2，

森友寿夫'，村瀬剛’

【目的】指節骨の先天奇形，骨折後変形治癒後の交

叉指に対する変形矯正を計画する際に伸展位の単

純X線像から屈曲時の隣接指との位置関係を予測

することは困難である．今回我々は，屈曲時に指

交差をおこさない最適な矯正を3次元骨モデルを

用いてコンピューターシミュレーションする方法

を考案したので報告する．

【対象および方法】対象は基節骨変形6例（骨折後

変形治癒5例，先天奇形1例)．内訳は示指1例，環

指3例，小指2例である．方法は指伸展位から屈曲

位の複数ポジションでヘリカルCTを撮影し,3次

元骨モデルを作製した．全ポジションの変形骨に

対応する中手骨を重ね合わせることにより交叉指

の動きを再現した．大阪大学で開発したシミュレ

ーションソフトを用いて指屈曲位で隣接指との交

叉が矯正されるように骨切シミュレーションを行

い，さらに矯正後の伸展位での指位を確認した．算

出した矯正量から変形骨の正面，側面，回旋方向

の角度に分解し矯正角度を求めた．

【結果】矯正角度は変形骨正面で平均13.8.,側面

1.4.,回旋3.6.であった．矯正後すべてのポジシ

ョンで交叉を認めず，伸展位での指位も良好であ

った．

【考察】指節骨に対する変形矯正は屈曲位で隣接指

と交叉せず，伸展位で整容上満足の得られる矯正

が求められる．本手法を用いることにより指屈曲

位での矯正角度を評価することができ，さらに矯

正後の伸展位の状態もシミュレーションすること

が可能である．
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手指基節骨近位端不安定型骨折に対するプ
レート固定

PlateFixationfOrUnstableMetaphysealFractures
oftheFingerPhalanx

医真会八尾病院整形外科

○大川卓海，面川庄平，藤谷良太郎，

土肥 義浩，荒木成彦

【目的】手指の基節骨近位端不安定型骨折に対する

プレート固定術の臨床成績を分析し，成績に関与

する因子をprospectiveに解析した．

【方法】1998年以降当科を受診した基節骨近位端

の不安定型骨折は21例である．術前に単純XPと

CT撮影を施行し，骨幹端に第4骨片以上を有する

関節外骨折14例と，関節内に2つ以上の遊離骨片

を有する関節内骨折7例を不安定型骨折と定義し

た．男性16例女性5例，受傷時年齢は平均41歳

であった．全例にプレート固定術を行い，受傷か

ら手術までの期間は平均7日であった．術後3日か

ら可動域訓練を開始した．術後成績として，関節

可動域，合併症について調査した．患者因子とし

て年齢，性別，受傷原因，局所因子として骨折型，

軟部組織損傷の有無，手術因子として受傷から手

術までの期間，プレート固定位置を分析し，それ

ぞれの因子が臨床成績に与える影響について解析

した．使用した統計ソフトはSPSSである．

【成績】観察期間は平均2年11ケ月であり，全例で

骨癒合が得られた．術後合併症は皮下膿瘍と回旋

変形を生じた2例でみられた．%TAMは健側比72

％で,Duncanらの基準でexcellent6例,good6例，

hir6例,poor3例であった．可動域に影響する局

所因子として，関節内骨折が有意に不良であった

(p=0.01).関節内骨折の骨片数は%TAMとは相

関しなかった．他の因子はいずれも成績に有意な

差を生じなかった．

【結論】基節骨近位端の不安定型骨折に対するプレ

ート固定術は，早期の可動域訓練が可能であり術

後合併症も少ない．関節内骨折は可動域が不良で

あり注意を要するが，関節内の骨片数は可動域に

影響せず，ラグスクリューの併用により固定可能

であることが示唆された．
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外傷性手指関節損傷に対するPIPjoint
hingeの使用経験

TreatmentofTifaumaticJointlnjuryofFingerwith

PIPJointHinge

大垣市民病院整形外科

○千田博也，藤吉文規，室

鴨居史樹

秀紀，

【目的】手指の外傷に伴う関節拘縮は現在も手の外

科における解決困難な問題の一つである．我々は

手指関節損傷，関節拘縮の手術治療に際し,PIP

jointhingeを使用してきたのでその成績について

報告する．

【方法】平成14年5月から平成18年8月までの期

間に14例に対して使用した．年齢24から73平均

41.3歳，母指1，示指5，中指1，環指4，小指3例

で，母指1例はMP関節の授動術後に使用し，他

の13例はそれぞれPIP関節拘縮授動術後8,PIP

関節骨折術後4,PIP関節脱臼術後1例のPIP関節

に用いた．PIPjointhingeの装着期間は29から

55日，平均38．7日で，経過観察期間は平均術後

9.1カ月であった．

【成績】関節授動術ではほぼ全例で術中の可動域を

術後も維持する事ができ,jointhinge除去時の
PIP関節可動域は60から100.平均81.3.であった

が，最終評価時においては30から93.平均64.5。

に減少していた．感染などの合併症は無かったが，

pinのゆるみが3例，ピンサポートブロックのゆる

みが2例で生じ，特にpinのゆるみを生じた1例で

は痛みのため可動域が悪化した．

【結論】PIP関節拘縮に対する授動術後は創部の痛

みに妨げられ術中得られた可動域を維持する事が

極めて困難な症例が多いが,PIPjointhingeを使
用する事により効果的な後療法を行う事ができ

た．またPIP関節内骨折や不安定な中節骨骨折に

対して創外固定として使用する事で早期から可動

域訓練を開始する事ができ,ROMの維持に有用だ

った．
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指PIP関節内骨折の治療経験

rneatmentofFractureofProximallnterphalangeal

Joint

'大津赤十字病院形成外科，2京都大学附属病院形

成外科

○沢辺一馬'，石川浩三'，石河利広2，

樋 上 敦 ’

【はじめに】過去5年間に経験した指PIP関節内骨

折に対し，観血的整復固定術（以下,ORIF),お

よび創外固定器を併用した10例の成績を検討し，

若干の知見を得たので，考察をふまえ報告する．

対象症例は15～38歳（平均25.8歳)，男6例，女

4例の10例であった．受傷原因は，ソフトボール

6例，野球1例，転倒3例で，罹患指は全例右側で，

示指2例，中指3例，環指3例，小指2例であった．

受傷より手術までの期間は0～46日（平均14．1

日)，術後観察期間は17～75週（平均31．7週）

であった．方法予後に影響すると考えられる骨折

の損傷状態と治療までの期間について重傷度の点

数化を試みた．損傷状態については，中節骨基部

関節面の40％以上の粉砕骨折を有する群（2点)，

粉砕骨折が無く転位の大きな群（1点)，粉砕骨折

が無く転位の小さな群(0点）の3群に分類し，治

療までの期間については，受傷より手術まで21日

以上を陳旧例(1点)，21日未満を新鮮例(0点）と

し，合計点で重傷度分類を行った．点数別に得ら

れたPIP関節可動域を検討し考察を加えた．結果

PIP関節可動域は，最低53度，最高90度で平均

68.2度であった．内訳は，0点は1例で57度，1

点は4例で90度90度75度53度，2点は3

例で95度80度80度，3点は2例で80度77

度であった．重傷度が0，1点と低いにも関わらず，

PIP関節可動域が低い症例は2例とも小指の症例

であった．また，重傷度が2，3点と高いにも関わ

らず,PIP関節可動域が比較的良好であった症例

は，5例中3例に創外固定器を併用した治療を行っ

ていた．

【まとめ】PIP関節内骨折の治療に際し，小指の成

績は重傷度の割に不良であった．粉砕骨折に対し

ては牽引作用のある創外固定器の併用が有効であ

った．
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手指PIP関節背側脱臼骨折に対する観血的
整復固定

OpenReductionandlntemalFixationfbrDorsal
Fracture-dislocationoftheProximallnterphalangeal

Joint

'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'，河越宏之'，梶原了治'，

津下健哉2，生田義和2

【目的】軸圧損傷型PIP関節背側脱臼骨折に対する

観血的整復固定の評価は一定していない．当科で

は正確な整復と骨片の良好な固定性を得るため，

側方または掌側進入で骨移植を併用した整復固定

を施行しており，その治療成績に検討を加えて報

告する．

【対象】症例は術後6カ月以上経過した13例(男性

9例，女性4例）で，手術時年齢は12-68歳（平均

23歳）である．患側は右9例，左4例，罹患指は

環指7指，示指3指，中指2指，小指1指であった．

受傷から手術までの期間は3-25日（平均10日）で，

7例に側方進入を，6例に掌側進入を行った．進入

路は術前のCTを参考とし，骨折が中節骨基部関節

面の一部に限局する症例には片側の側副靭帯を切

離して関節を展開する側方進入を，骨折が全幅に

及ぶ場合や高度に粉砕する症例では掌側板の切離

と側副靱帯の部分切離を行ったのちに関節を過伸

展させ中節骨関節面を全展開する掌側進入を選択

した．内固定は複数のKirsChner鋼線或いは微小

螺子を使用し，すべての症例で整復した陥没骨片

下に海綿骨を移植した．術後は側方進入では約3

週間の外固定後に自動運動を開始し，掌側進入で

は術後数日からDIP関節自動運動を，約2週から

PIP関節の自動運動を開始した．

【結果とまとめ】すべての症例で骨癒合が得られ，

側方進入，掌側進入それぞれ4例で抜釘時に限局

した腱剥離を併用した.PIP関節可動域は側方進

入が平均伸展-2.,屈曲100.,掌側進入が伸展－1．，

屈曲97.であった．X線所見では1例に限局した関

節裂隙の狭小化が存在し，1例で屈曲最終域での

軽い痛みを認めたが日常生活等で支障は生じてい

ない．PIP関節背側脱臼骨折に対する骨移植を併

用した整復固定は，症例により適切な進入法を選

択して骨片の正確な整復と固定性，後療法に留意

すれば概ね良好な結果が期待できる．
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OsteochondralGraftforFractureDislocationofthePIP

JointsofFingers

○YUk-yinCHOWYat-faiCHAN

TuenMunHospital,HongKong,China

UnStable廿acturedislocationoftheproximalinterphalangealjoints

offingersarenotoriouslydifficulttotreat.Vadousmethodshavebeen

reportedintheliteratureinthepastlOtol5years.Overtheseyears

theauthorhavebeentryingtousedifferentmethodsincludingopen

reductionwithinternalfixation,closedreductionandsplintage,

dynamicfbI･cecouplemethodandprimaryfilsion.Mostofthesecases

endedupinsub-optimalresults・Fortherecentfburcases,theauthor

hasadoptedthemethodofprimaryosteochondralautograftfmmthe

hamatebonetoreconstructthearticularsurface.Allpatientsal･emale，

４
月
相
日
第
４
会
場

灘

nama[eDonetoreconstructtheartlcularsurtace.Allpatientsal･emale,activeandworking

peoplewithacuteinjuries.Averageageof32andmeanfOllowupofl4months.Thesulgery

wasabletoachieveimmediatestabilityoftheproximalinterphalangealjointtofacilitate

earlymobilization.Allwereabletoachieveanactivenexionrangeof90degreesandcould

returntooriginalworkafterameansickleaveperiodofthirteenandahalfweeks.The

operationisnottechnicallydemandingandbutitrequiresabitoffineandprecisecarpentry

work・Theavailabilityofsmallandreliableimplantslikel.3mmdiameterscrewshasproved

tobeveryusefulfbrthisoperation・Surgicalapproachcouldbetrickywhenthereisapatch

ofcontusedskinaroundthejoint・Allpatientshavenoproblemwiththedonorsite.Although
thefbllowupperiodisshortandcasenumberissmall,theauthorfoundthattheresultsare

comparabletootherreportedSeries.ThissurgicalmethodisrecommendedfOrthetreatment

ofacuteunStable廿acturedislocationoftheproximalinterphalangealjointsoffingers.
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EvolutionoftheManagementofDistaIRadiusFractures

WilliamH.SEITZ,Jr

ClevelandOrthopaedicandSpineHospitalatLuthel･an,affiliatedwithClevelandClinicFoundation，
Cleveland､OH､USA

Complexdistalradiusfractureshaveundergonealongprogresslve

changeintreatmentmanagementbasedonanunderstandingofthe必

蕊_"蕊anatomy,energydissertation,biomechanicalprinciplesandabilityto:

threedimensionallyreconstructthefragmentsaswellastheradial;．』~"G*

■carpalanddistalradiuoulnajoint.HistoricallythesefmctureShadbeen

衝
under-treatedanticipatingthattheymostcommonlyoccurredinthe

olderpopulationwhohavealowdemand.Nonethelessevenbackin

theearlyl900'sDarrachdevelopedthefirstsurgicaltreatmentfor

managementoffailuresofconservativetreatmentofdistalradius

fracturesbyhisresectiontechniqueofthedistalulna.RecognitionthatinStabilityand

displacementdidnotportendtoasatisfactoryoutcomeleadstoinvestigationofnewer

techniquessuchaspinsandplaster(theoriginalexternalfixatorfbrdistalradiushactures).

Thisgavewaytomoreformalexternalfixation,andwithtimeandunderstandingprecise

smallfragmentfixationwasaddedtobetterreduceandmaintainthearticularfragments

throughaugmentedfixationthroughlimitedintemalnxationandbonegraftingwithexternal
fixation.Problemswithextemalfixationbothaestheticallyandpracticallyintermsofpin

sitecaregavewaystonewinternalfixationimplants.Manyofthesehoweverhavedeveloped

theirowncomplicationsintermsofbulkandperiarticulardissectionresultingintendon

iniuryandstiffness.Newerdesignsof"fragmentspecificfixation"andlockedvolarplating

haveleadtomoreminimallyinvasivesurgicalapproaches,butasuccessfilloutcomestill

requiresanunderstandingofthebiologyandphysiologyofthefracturewithinthespecific

patient'swristenvironmenttobestapplythemostappropriatetreatmenttechnique.

Ahistoricalreviewofmanagementtechniqueswillbeprovideddiscussingwhichofthese

techniquesremainaviabletreatmentoptionin2007.Analgorithmicapproachtomanagement

ofdistalradius廿acturesaswellasconcomitantsofttissue,andskeletalinjuries,avoidance

ofcomplications,andmanagementsofcomplicationswhentheyoccurwillbepresented.

４
月
相
日
第
４
会
場
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末梢神経緩徐伸長時のミエリン鞘の変化に
関する研究

ChangesofMyelinSheathafterGradualNerve

ElongationinRats

'筑波大学大学院整形外科，2茨城県立医療大学附

属病院整形外科，3公立昭和病院整形外科

○原友紀'，安部伊知朗2，落合直之'，

賓吉拉夫'，市村晴充3

【目的】我々 は神経緩徐伸長時の末梢神経の伸長刺

激に対する適応について研究してきた．先行研究

で末梢神経は緩徐伸長によりミエリン蛋白を産生

し絞輪間距離を延長させつつ伸長していることが

わかった．今回詳細なミエリン鞘産生様式を明ら

かにするために電子顕微鏡を用いた形態計測を行

った．

【方法】成熟Ⅷstarrat雄10匹を用いた．右大腿

骨延長による間接的坐骨神経伸長を1日1mmの速

度で30mmまで行った．伸長終了直後および30日

後に還流固定後大腿骨中央部より坐骨神経を摘出

し，電子顕微鏡観察用の超薄切横断切片を作成し

た．各切片につき100本の有髄神経を無作為に抽

出し，電子顕微鏡7千倍撮影で軸索径・ミエリン

厚を，5万倍撮影でミエリン層数を計測した．非伸

長側をコントロール群とした．

【結果】軸索径の平均値はコントロール群が5.59±

1.02,伸長直後が4.71±0.37,30日後が4.70f

0.29"mと伸長により小さくなり，コントロール

群と伸長直後群および30日後群間に有意差を認

めた．ミエリン厚およびミエリン鞘数は計測値の

大きいもの各20本の平均値で評価し，ミエリン厚

はコントロール群1.48±0.045,伸長直後群1.51

±0．07，30日群1.52±0.08jim,ミエリン層数は

コントロール群109.85±5.53,伸長直後群110.37

±5．47，30日群が116.35±9．54であった．コン

トロール群と30日後群のミエリン層数において

有意差を認めた．

【結論】緩徐伸長された末梢神経では軸索径が減少

し，ミエリン鞘は巻き数を増すことが電子顕微鏡

下計測で明らかになった．軸索は粘弾性により変

形し，ミエリン鞘は伸長刺激に反応し，成長時と

同様に巻き数を増しながら絞輪間距離を延長して

いると考えられた．
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二重構造キトサン・チューブを用いた神経
架橋実験

StudyofNerveBridgingwithaBilayeredChitosan
Thbe

'東京医科歯科大学整形外科，2北海道大学創成科

学研究機構，3東京工業大学大学院理工学研究科材

料工学専攻，4東京医科歯科大学形成外科

○伊藤聰一郎1，王巍4，松田篤2，

田中順三2,3，四宮謙一1

【目的】神経架橋用二重構造キトサンチューブを作

製した．スペーサーを挿入したラミニンペプチド

YIGSRを内層のナノファイバーに固定化した．こ

れらのチューブを移植して神経再生促進効果を検

討した．

【方法】エレクトロスピニング法によりナノファイ

バー・チューブ（単層チューブ；直径2mm,長さ

15mm)を作製し，厚さ0.5mmのキトサン・フイ

ルムチューブに挿入した(二重構造チューブ)．こ

の単層及び二重構造チューブの力学試験と走査電

顕による解析を行った．ラミニンペプチドⅥGSR

にスペーサー(G:hexaglycine)を導入して

CYIGSR,CGGYIGSR,CGGGGGGYIGSRを作製

し，ナノファイバーに共有結合させた．これらの

ナノファイバー･チューブを二重構造化してSDラ

ットの右坐骨神経に移植した．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．毎週

vonFreyhairtestとstatictoespreadfactor

(STSF)計測を行い機能回復を評価した．術後4週

(3頭)，8週（6頭）で移植部中央から試料を採取

して組織学的観察，再生有髄軸索の直径と神経組

織占有率およびチューブ内面と再生神経の接着率

を計測した．

【結果と考察】二重構造化によりチューブの力学強

度は有意に増加した．脱アセチル化度(DAC)75%

のファイバーは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．神経は

ラミニンペプチドを固定化したナノファイバー・

チューブ内壁に沿って再生していた．

CGGYIGSRとCGGGGGGYIGSRを固定化した

チューブにおいて他群より神経再生が促進され

た．スペーサーを導入することによりⅥGSRの立

体構造に自由度が確保されることが原因と考えら

れる．
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骨髄由来細胞を利用した末梢神経再生の新

戦略

AlternativeNerveRegenerationPromotedbyBone-

Marrow-derivedCells

'京都大学大学院整形外科，2関西電力病院

○中山憲'，柿木良介'，好井覚2，

池口良輔'，中村孝志’

【目的】最近様々な人工神経が開発されているが，

遊離神経移植に比し，神経速度が遅く神経線維数

も少ない．これは再生神経内のシュワン細胞が神

経断端から移動してきたためであると考えられ

る．我々は，神経チューブ内に移植した多様な分

化能を持つ骨髄由来細胞(BMC)が神経再生を促

進させると考えている．そこで,BMCがシリコン

チューブ内に効果的に生着・分化させうる担体の

比較研究を行った．

【方法】ラットの右坐骨神経を展開し，大腿中央部

で5mm長の神経を切断，その神経断端長が10mm

になるように，神経断端間をシリコンチューブで

架橋した.BMCは8Wの3ラットの両側大腿骨骨

髄から採取し，3～4継代のものを使用した．以下

の5群を比較対象とした.OO群(チューブのみ),

1M群(1型コラーケン+BMC),4M群(4型コ

ラーゲン+BMC),MM群(マトリゲル+BMC),

YM群（アテロコラーケンファイバー+BMC)術

後6週にて，組織形態学的検索(軸索総数，平均軸

索直径）とPCR法で評価した．

【結果】コラーゲンはどのタイプも神経再生が得ら

れていた．BMC注入群では神経再生が促進されて

いた．またPCR法にてもBMC由来の神経細胞も

確認できた．軸索総数，平均軸索直径においてYM

群は有意に勝っていた．

【結論】どのコラーゲンのタイプもMSCの担体と

しての役割は果たせていた.BMCを用いた神経再

生ではマトリゲルの報告が散見されるが，肉腫抽

出成分を含み臨床応用には問題がある．今回の研

究では，細胞が生着しかつ神経系へ分化する点で

はアテロコラーゲンファイバーが最も優れてい

た．臨床応用において短い神経欠損の神経再生を

促進するために，チューブで架橋しアテロコラー

ゲンファイバーを担体としたBMCを注入するこ

とは有用な方法であると考える．
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腕神経叢損傷患者におけるヴァーチャルリ
アリティーボックス使用時の双極子追跡法
を使用した脳内運動中枢活動の観察
ObservationoftheMotorCenterwithDipolerlifacmg

mtheBrachialPlexusllljuriesduringtheContraction

intheVirtualRealityBox

'せんぽ東京高輪病院整形外科，2中央大学経済学

部，3昭和大学第2生理学教室

○中川種史1，高橋雅足2，本間生夫3，

政岡ゆり3

【目的】ヴァーチャルリアリテイーボックス（以下

VRB)はラマチャンドランにより発明された，鏡

を利用して一側上肢の動きをあたかも両側上肢の

運動のように観察させる装置で，幻肢痛の治療に

用いられたが近年は片麻溥の治療などにも応用さ

れる．われわれはVRBを腕神経叢損傷に応用し，

上肢痛の治療のみならず，運動訓練にも有用であ

ると考えた．しかしVRB使用時における脳内運動

中枢の変化について観察を試みた報告はほとんど

ない．今回われわれは，脳波を使用する双極子追

跡法を用いて観察を行ったので報告する．

【症例】腕神経叢損傷患者4例，全例男性，内訳は

C5-7型1例,C5-8型1例，全型で前腕筋の一

部に収縮が見られる2例である．検査は非侵襲的

であるが口頭による承諾を得た．

【方法】片側および両側の肘関節屈曲および前腕の

運動をVRB内で鏡のない状態と入れて通常の使

用をした状態で行い脳波を記録，筋収縮をトリガ

ーにして，収縮開始前1秒から開始後1秒を参照

し，日本光電社製脳波解析ソフトFocusを用いて

50回以上加算平均した．さらにデータを双極子追

跡法ソフトRRADTOKYO社BS-naviを使用して

運動中枢活動を解析した．

【結果】鏡を使用せず両側の上肢の筋収縮を行った

場合，健側患側の活動は非対称に観察されたが，

VRB内で鏡を使用した通常の状態で使用した場

合，鏡を使用しない場合に比較して患側の活動が

はっきりし，左右同等に近く観察される傾向であ

った．

【結論】運動中枢の検討にはfMRIや磁気刺激など

が使用されるが,VRBを使用して随意運動してい

る状態でそれらの手法による検討は困難であり，

本法による検討が行いやすい．症例数は少ないが，

運動中枢の観察を行ったところ所見を得ることが

でき,VRBの効果のひとつの説明と考えられた．
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拡散強調MRIによる腕神経叢疾患の診断
EvaluationofBrachialPlexusLesionsUsingDiffU-
sion-weightedMm

1東京逓信病院整形外科，2東京大学整形外科，3東
京逓信病院放射線科

○沖永修二1，原由紀則2，原えり2，
是永建雄3，武村濃3

【目的】我々 は第49回本学会で，拡散強調MRIが

末梢神経疾患に対する新しい画像診断法として有

用である可能性を報告した．今回の発表の目的は

腕神経叢疾患の診断における拡散強調MRIの再

現性と検出能力を明らかにすることである．

【方法】MR装置はPhilips社製GyroscanlNTERA
1.5Tで二種の表面コイルを用いた．撮像法は拡散

強調画像singleshotEPI法で，スライス厚4mm,

b-bctorは1000,STIR法による脂肪抑制を加え，

得られた画像をもとに麻揮情報を知らない同一の

放射線技師がPhilips社製Soap-bubbletoolを用
いて再構成画像を作成した．健常者4名で2から4

週間の間隔をおいて二度撮影し，同一画像といえ

るかを整形外科医2名，放射線科医1名が判定し

た．症例は外傷性損傷5例，分娩麻輝5例，放射線

照射後麻痒1例，神経鞘腫5例，片側上肢麻揮を呈

した頚髄疾患5例であった．展開手術所見を含む

障害部位診断とMRI画像所見の対応を調べた．ま

た陳旧性損傷2例では4週間隔で二度撮影し同一

画像が得られるか検討した．

【結果】1）健常者，陳旧性損傷2例での再現性は

ともに良好であった．2)外傷性損傷では，引き抜

き損傷は神経根信号の消失の形で部位まで同定可

能，鎖骨下損傷では信号の充進と低下の混在を呈

したが詳細な部位の同定は困難，末梢神経幹レベ

ルの損傷では異常を検出できなかった．3)分娩麻

揮では重症例で外傷性損傷と類似した像を呈し

たが，外傷性損傷に比べて信号変化が不明瞭であ

った．放射線性照射後例では腕神経叢の全体的な

信号低下がみられた．4)神経鞘腫では発生母地と

脊髄への波及の有無が同定可能であった．5)頚髄

疾患では異常がみられなかった．

【結論】拡散強調MRIは腕神経叢疾患の画像診断

法として，検出能力に制約があるものの，良好な

再現性と従来法にない有用性をもつ．
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腕神経叢損傷患者における長胸神経の評価
法

ValuationofLongThoracicNerveinBrachialPlexus

Injuries

小郡第一総合病院

○守屋淳詞，土井

坂本相哲，山崎

一輝，服部泰典，

宏

【目的】長胸神経は前鋸筋を支配し，肩甲骨安定の

ため重要な役割を果たす．しかし腕神経叢麻揮で

は長胸神経麻痒の関与およびその修復は余り注目

されていない．一方，前鋸筋麻揮評価法としての

翼状肩甲骨や前方挙上法などは，全型あるいはC5

～7型腕神経叢損傷には困難な検査である．また

筋電図による評価も手技的に難しい．最近Bertem

は長胸神経評価方法としてShoulderProtraction

test(以下SPtest)による評価を報告した．今回，

当科で腕神経叢展開し，損傷高位レベルを確認し

た腕神経叢損傷患者対してSPtestを行い，その信

頼性について追試し，更には長胸神経修復を行っ

た症例のSPtestについて報告する．

【方法】SP-testを行った症例は20例であった.10

例は腕神経叢展開前に評価し，10例は腕神経叢展

開後に評価した．展開後に長胸神経修復を行った

症例は6例であり，長胸神経を修復できなかった

症例は4例であった．

【結果】SP-testの結果は,C5～7根の少なくとも

1根が節後損傷の場合は3横指以上肩の浮き上げ

が可能であった．C5～7根すべて節前損傷例では

1横指以下であった．長胸神経再建症例では術後

11-23カ月でSPtestで浮き上げが2-5横指となっ

た．

【結論】前鋸筋は上方線維，中間線維，下方線維の

3つに分かれており，上方線維が肩を前方に押し

出す作用を有すると考えられている．長胸神経の

上方部分への筋枝は前鋸筋全体で最も近位で分岐

するため，神経再支配も早いと考えられる．また

上肢挙上困難な状態でも検査可能なことから,SP

testは長胸神経再建後，早期の評価方法として有

用と考える
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腕神経叢損傷患者における肩甲上神経再建
後の前鋸筋機能の重要性
RoleoftheSerratusAnteriorinShoulderFunction

afterSuprascapularNerveReconstructioninBracmal

Plexuslnjuries

小郡第一総合病院

○AbhijeetWahegaonkar,土井一輝，
服部泰典

Introduction:Thetransferofthespinalaccessory

nervetothesuprascapularnerveisafeasible

procedurefOrreconstructionofshoulderfUnction

followingbrachialplexusinjury.Noneofthe

previousarticlestookintoaccountthetypeof

paralysisandthecontributionoftheserramsantenor

toshoulderfimction.Werecognizedthesignificance

oftheserratusanteriormuscleandstudiedthe

contributionofthismuscletowardsthefinalshoulder

filnctionfOllowingspinalaccessorynervetransfer

tothesuprascapularnerve.

MaterialandMethods:Nineteencases,which

underwentspinalaccessorynervetosuprascapular

nervetransferfOllowingbrachialplexusparalysis,

weredividedintothreegroupsdependingonthetype

ofparalysis・Thesethreegroupswerefilrtherdivided

intotwosubcategoriesdependingonthepresence

orabsenceoftheserratusanteriorfimction;andthe

postoperativerangeofshouldermotionwascom-

paredamongeachgroup.

ReSults:Grouplpatients(C5-6)withafilnctioning

serratusanteriormuscle,obtainedthebestrangeof

flexionandabductionoftheshouldel:The伽algain

intherangeofmotionofGroupll(C5-7)varied

dependingonthelevelofinjuryofthecervicalroots.

GrouplIIpatients(C5-8,T1)didnotachieve

satisfactoryfUnctionalrecoVery.Regardlessofthe

levelofinjuryandthetypeofparalysis,thepatients

withafUnctioningserratusanteriormuscleobtained

statisticallysignificantbettershoulderfimction.

1-4-26

腋窩神経損傷に対する神経移植術の治療成
績

OutcomeofAxillaryNerveInjuriesTreatedWith
NerveGrafts

'平塚市民病院整形外科,2DepartmentofHand

Surgery,RoyalNorthShoreHospital,Sydney,
Australia

○岡崎真人'，アンマー・アルシャウイ2，
マイケル・トンキン2，

クラウデイア・シュインド2

Theaxillarynerveisvulnerabletoinjuriessuchas
shoulderdislocation,humeralneckfractureand

tractionlesions.Theaimofthisstudywastoshow

thesurgicaloutcomeofaxillarynerveinjuriestreated

withnervegrafting.Outof47patientswhoundera

wentreconstructionoftheaxillarynervefroml990

to2005,37patientswithafOllowupofmorethan

12monthswereretrospectivelyreviewed・Meanage

atthetimeofinjulywas24.8yearsandmeanmterval

frominjurytosurgerywas6.5months.Seventeen

patientshadashoulderdislocation.Neuromaswere

mostlyseenjustafterthetakeofffrOmtheposterior

cordandatthequadrilateralspace・Suralnervecable

graftlengthvariedfrom4cmtol2cm・Sixpatients
hadsimultaneousreconstructionofotherplexus

nervesand/orrotatorcuffrepair.MedianfOllowup

periodaftersurgerywas31.1months.Thirty-three

patientsachievedgradeM4orM5retropulsion,and

32patientsachievedgradeM4orM5abduction

measuredat90degrees.Nervegrafttoaxillarynerve

isareliablemethodoftreatmentwhenthelesionis

distaltoitstakeofffromtheposteriorcord.

一S6卜
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肩甲上・腋窩神経合併損傷の治療経験

Surgical'neatmentfOrCombinedIIljuriesofthe

AxillaryandSuprascapularNerves

京都府立医大大学院運動器機能再生外科学

○藤原浩芳，岡島誠一郎，奥村弥，

長岡孝則，久保俊一

【目的】肩甲上，腋窩神経合併損傷では，肩挙上お

よび外旋が不能となるが肘屈曲は可能であり，上

位型腕神経叢損傷とは異なった臨床症状を呈す

る．今回われわれは，手術療法を行った肩甲上，腋

窩神経合併損傷について臨床成績を調査し手術時

期，手術方法について検討した．

【対象と方法】2002年から2005年までの4年間で

手術療法を行った7例の肩甲上，腋窩神経合併損

傷を対象とした．全例とも男性で原因はバイク事

故によるものであった．受傷側は右側5例，左側2

例，受傷から手術までの期間は平均3．1ヵ月であ

り，術後追跡期間は平均2年3カ月であった．初診

時，上腕二頭筋の完全麻痒を2例に，不全麻痒を3

例に認めたが，手術時にはすべてMMT4以上に回

復していた．また，鎖骨骨折を1例に肩甲骨骨折

を2例に認めた．手術は前方，後方とも広く展開

し，術中電気診断を用いて損傷部位，損傷程度を

確認のうえ神経移植または神経剥離術を行った．

臨床成績の評価は，三角筋および鰊下筋の筋力で

行った．

【結果】三角筋はすべての症例でMMT4以上に回

復した．一方，練下筋はMMT2が1例,MMT3が

2例,MMT4が4例と回復不良の症例を認めた．損

傷部位は腋窩神経では後束分岐部からquadrilat-

eralspace入口部までに限局していたのに対し，

肩甲上神経では2カ所での損傷を2例に認めた．

【考察】肩甲上，腋窩神経合併損傷では，早期に手

術療法を行うことにより，良好な肩関節機能を回

復することが可能である．手術の際には，両神経

を末梢まで広く展開し，術中電気診断を用いて損

傷範囲を同定したのちに神経移植を行う必要があ

ると考えた．特に，肩甲上神経は損傷が広範囲に

およぶことがあり注意を要する．

－S61－
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外傷性腕神経叢麻揮に対する神経手術によ
る肩機能再建術

ResultsofShoulderFunctionbyNerveRepairsfbr

TiaumaticBrachialPlexusPalsy

'星ケ丘厚生年金病院整形外科，2国立病院機構大

阪南医療センター整形外科，3露口整形外科

○河井秀夫'，樋口晴久'，田宮大也'，

秋田鐘弼2，露口雄一3

外傷性腕神経叢麻痒患者に対して，神経手術によ

る肩機能再建術の成績を検討したので報告する．

【症例】対象症例は9例で全例男性であり，右側7

例，左側2例，受傷機転は単車事故7例，自転車事

故1例，包丁による切創1例であった．手術時年齢

は15歳から53歳，平均28歳であった．麻痒型は

C5麻庫1例,C5,C6麻痒5例,C5,C6,C7麻

痒3例であり，神経根引き抜き損傷合併例は8例で

あった．受傷から神経手術までの期間は，3週から

12週，平均7週であり，神経手術からの術後経過

期間は27カ月から86カ月，平均49カ月であった．

神経手術の内訳は，肩甲上神経への副神経移行術

4例，肩甲上神経への後背神経移行術1例，腋窩神

経への僥骨神経部分移行術6例,C5あるいはC6

から上神経幹への神経移植術3例であった．神経

移行術により肩甲上神経と腋窩神経をともに再建

したもの5例であった．神経移行術により腋窩神

経のみを再建したものは1例であった．また，神

経移行術により肘屈曲機能再建術を7例に行っ

た．

【結果】神経手術術後の肩機能は上肢の挙上が30

度から140度可能となり，5症例で90度以上の挙

上が可能となった．肩の外旋機能の獲得は6症例

に認められ，50度から80度の機能を獲得した．

【考察】肩機能の獲得には肩甲上神経と腋窩神経を

ともに再建したものの方が，どちらかの神経再建

術よりも優れている．特に，神経根引き抜き損傷

を伴った腕神経叢麻痒の場合には，神経移行術に

よる肩甲上神経と腋窩神経の機能再建術により上

肢の挙上や肩の外旋ができ，良好な肩機能を期待

できる．
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腕神経叢引き抜き損傷後の神経因性瘻痛と
機能的予後に与える早期手術の効果

TheEffectsofEarlyExplorationontheReliefof

NeuropathicPainandontheFunctionalOutcome

FollowingBrachialPlexuslnjuries

1埼玉医科大学整形外科・脊椎外科,2peripheral

NervelnjuryUnit,RoyalNationalOrthopaedic

Hospital,Stanmore,UK,3防衛医科大学校整形外科
○加藤直樹',RolfbBIRCH2,MinHTUT2,

ThomasCARLSTEDT2,根本孝一3

【目的】腕神経叢引き抜き損傷後に生じる神経因性

瘻痛は治療が困難であり，時に残存する機能障害

よりも大きな問題となることがある．これまで神

経移行術や神経移植術などが治療方法として選択

されてきたが，こうした治療が神経因性瘻痛の改

善に与える影響について検討した報告は少なく，

特に適切な手術の時期に関する研究は過去に存在

しない．そこで今回われわれは神経因性痙痛の改

善と機能的予後に与える早期手術の効果について

検討した．

【対象および方法】対象はRoyalNationalOrtho-

PaedicHospitalを受診し，少なくても1つの神経
根が引き抜き損傷である事を確認し得た148例で

ある．平均年齢は24.9歳，男性136名，女性12名

であり平均経過観察期間は8年である．全ての症

例を受傷から手術までの期間にもとづいて4群に

分類した．各症例における瘻痛の評価はVASと

PeripheralNervelnjury(PNI)scaleで行い，機

能評価はNarakas分類にもとづいて行った．

【結果】それぞれの群間で平均引き抜き損傷数に有

意差を認めなかったが，痙痛の改善度について検

討したところ，より早期に手術を行った群が有意

差をもって高い改善度を示した．また機能回復に

ついても同様で，より早期に手術を行った群が有

意差をもって良好な回復を示した．加えてこれら

の最終的な瘻痛改善と機能回復について検討した

ところ，機能回復の程度に比例して高い瘻痛の改

善が得られるといった正の相関関係を認めた．

【考察】神経因性瘤痛や機能的予後は早期に手術を

行うことで著明に改善出来る可能性が示唆され

た．この事から，われわれは腕神経叢引き抜き損

傷例に対しては可及的早期に神経移植術や神経移

行術を行うことが望ましいと考える．
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胸腔鏡補助下肋間神経移行術:胸腔鏡視下
肋間神経剥離術の神経移行術への臨床応用
Thoracoscope-assistedlntercostalNerveThansfer:

ClinicalApplicationofThoracoscopiclntercostal

NerveFreeingfOrNerveTranser

'横浜労災病院整形外科，2都立広尾病院整形外科，

3東京大学整形外科，4横浜労災病院呼吸器外科

○三上容司1，田尻康人2，川野健一2，

原由紀則3，前原孝光4

【はじめに】我々は，第49回本学会にて，ミニブ

タを用いた実験で胸腔鏡視下に肋間神経の剥離が

可能であることを示した．今回，腕神経叢損傷患

者の肋間神経移行術に，胸腔鏡視下での肋間神経

剥離術を臨床応用したので報告する．

【症例】症例は，22歳の男性で，2005年3月にバ

イク事故で左腕神経叢損傷を受傷した．脊髄造影，

CT検査を行った後，受傷2週間後に腕神経叢展開

術を行った．術中電気生理学的検査を行い,C5,

C6,C7節前損傷と診断した．院内倫理委員会の承
認を得た後，2005年5月に胸腔鏡視下肋間神経剥

離と神経移行を行った．全身麻酔，片肺換気下に，

側臥位で，第6肋間に第1ポートを作成し，胸腔鏡

を挿入した．肋間神経の走行を確認した後，さら

に第2,3,4ポートを作成し，胸腔鏡および鏡視下
手術用機器の挿入ポートを適宜入れ替えながら，

第4,5肋間神経の剥離を行った.剥離後，肋間神
経末梢端を切断し，腋窩中線上においた皮膚切開

部から肋間神経末梢切断端をいったん体外に引き

出し，ついで，腋窩部の皮下を通して上腕近位部

に誘導し，筋皮神経と縫合した．手術時間は9時

間，出血量は310ccであった．留置した胸腔ドレ

ーンは，術後3日目に抜去した．筋電図上，術後4

カ月で上腕二頭筋に随意収縮を確認した．術後16

カ月で上腕二頭筋筋力は筋力3に回復した．術後，

呼吸器系合併症は生じなかった．

【結論】胸腔鏡を用いることにより，従来の肋間神

経移行術に比べ，皮膚，筋肉，肋骨に対する侵襲

を少なくすることができ，神経移行後の筋力回復

も得られた．しかし，胸腔鏡が整形外科医，特に

手の外科医になじみが少ない点，術後気胸が必発

である点，手技的に習熟を要する点などが問題点

として挙げられる．実際の手技を動画にて供覧し

たい．
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腕神経叢損傷に対する尺骨神経部分移行術
(Oberlin法）の治療成績

ReconstructionofElbowFlexionbyNerveTiansfer

usingaPartoftheUInarNervefOllowingBrachial

Plexuslnjury

小郡第一総合病院整形外科

○山崎宏，土井一輝，服部泰典，

坂本相哲，守屋淳詞

【目的】上位型腕神経叢損傷に対する尺骨神経部分

移行術(Oberlin法)による肘屈曲再建法の成績に

ついて報告する．

【対象】1999年から当院で手術を行い1年以上追跡

可能であったOberlin原法の10例，薄筋移植術

の作動神経に部分尺骨神経を使用したOberlin変

法の3例を対象とした．外傷性腕神経叢損傷が12

例，ポリオ様麻痒が1例であった．男性は11例，

女性は2例，平均年齢は29歳（18～51歳）であ

った.Oberlin原法の損傷レベルはC5,6が2例，

C5～7が4例,C5～8が2例，外側神経束が2例

であった．受傷から手術まで平均4．4カ月であっ

た.Oberlin変法の損傷レベルはC5～7が2例,C5

～8が1例であった．追跡期間は平均2年9カ月で

あった．

【結果】Oberlin原法の肘屈曲力はM5が2例,M4

が3例,M3が2例,M2が3例であった．M2の

症例はC5～8の2例と筋皮神経が広範囲に損傷さ

れていた例であった．損傷高位を検討すると，

C5,6損傷は全てM4以上で,C5～8損傷は全てM3

以下であった．受傷から手術までの期間および年

齢で成績に差はなかった．調査した全例で

Steindler効果を利用していた．M3になるまでの

期間は平均7.8ケ月であった．尺骨神経の脱落症状

は，全例で認めなかった.Oberlin変法の肘自動可

動域は110度，80度，45度であった．

【考察】Oberlin法はC5,6,C5,6,7の上位型腕神経
叢損傷に適応を限れば，安定した回復が得られる

有用な肘屈曲再建法である．薄筋移植術を併用す

ることにより陳旧例にも応用可能である．
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Wri､ArthrodesisfollowingDoubleFree
MuscleTTansferinTraumaticBrachial

PIexusPalsy

小郡第一総合病院

○AhmadADDOSOOKI,土井一輝，

服部泰典,WahegaonkaABHIJEET

Purpose:Presentourtechmqueandsignificanceof

wristarthrodesisindoublefreemuscletransfer

patients.

Methods:18patientsoftotalbrachialplexuspatients

thattreatedbydoublefreemuscletransfertechnique
andunderwentwristarthrodesishavebeenstudied.

HandfilnctionwasassessedbefOreandafterwrist

arthrodesis.

ReSultS:Therewassignificantimprovementinthe

handfimctionafterwristarthrodesis.

Discussion:Doublefreemuscletransferisa

techniqueusedtotreatpatientswithtotalbrachial

plexuspalsytorestorehandprehension.Itinvolves

reconstructionofshoulderstability,transferoftwo

fUnctioninggracilismusclesandothercomple-

mentaryprocedurestooptimizethefilnctionofthe

transfelredmuscles.Wristarthrodesisisoneofthese

complementaryprocedurestoimprovehandfUnc-

tion・Ourtechniqueofwristarthrodesisinthese

patientsisdifferentfOrmthestandardtechnique.

Conclusion:Therewassignificantimprovementin

thehandfUnctionfOllowingwristarthrodesisin

doublefreemuscletechniquepatients.
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大胸筋によしﾉ生じた胸郭出口症候群の診断

と術後成績

SurgicalOutcomeofThoracicOutletSyndrome

CausedbyPectralisMajorMuscle

関西医科大学附属男山病院整形外科

○齋藤貴徳，小川浩司，松矢浩暉，

足 立 崇 ， 石 原昌幸

【はじめに】胸郭出口症候群の中でも，肋鎖間隙で

の絞約例が最も多く，大胸筋部での圧迫例は希で

ある．今回は我々が経験した大胸筋部での圧迫例

の診断法，臨床症状，および手術成績について報

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胸郭出口症候

群63例中，大胸筋により生じた12例である．男

性7例，女性5例で年齢は19歳から41歳，平均

29歳であり，術後平均観察期間は4年1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12例の内，術前のSEPで1)

の変化があったものは1例(8.3％）のみで，2）の

変化があったものは11例（91.7％）と，肋鎖症候

群例(各々 80.6％，60.2％）よりもよりErb点電位

の変化の感度が低く,N11,P14の変化が優位に生

じていた．術前の誘発テストはWrightテスト陽性

例が11例と最も多く,Roseテスト10例,Morley

テスト（2度以上）2例の順で，特にMorleyテス

トの陽性率が，肋鎖症候群に比し著しく低かった．

術前の鎖骨下動脈造影検査で見た圧迫部位として

は，全例で大胸筋部に圧迫を認めており，肋鎖間

隙部との2重圧迫例を2例認めた．手術法は大胸筋

の上腕骨への付着部を切離し，三角筋の内縁の筋

膜に再縫合するもので，原則的に3日目より，挙

上運動を開始した．術後成績は自覚症状の消失し

たもの8例，自覚症状改善例4例と良好であった．

【結論】胸郭出口症候群の中でも，大胸筋による圧

迫例は非常に希でまとまった報告は認められな

い．これは，血管造影を施行する際，肋鎖間隙部

を中心に撮影されるため，上腕骨頭から頚部で圧

迫が認められる大胸筋症候群では視野に入らず見

逃されていることも一因ではないかと考える．
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小児指尖部完全切断の治療成績

ResultsofFingertipAmputatiosinChildren

名古屋披済会病院整形外科

○水島秀幸，渡邊健太郎，佐久間雅之，

矢島弘毅，木野義武

今回われわれは最近8年間に当科にて治療を行っ

た小児指尖部完全切断22例24指の治療成績につ

き検討したので報告する．

【対象および方法】男性14例，女性8例，受傷時

平均年齢は7.5歳(1～15歳)，患側は右13指，左

11指であった．受傷原因はドアなどに挟んだ鈍的

切断21指，刃物での鋭的切断3指であり，受傷指

は母指2指，示指6指，中指8指，環指6指，小指

2指であった．今回は指尖より中節骨頚部レベル

までの切断を対象としたが，受傷レベルは玉井分

類zonelが16例,zone2が3例,zone3が5例で

あった．平均追跡調査期間は17.5カ月（1～49ケ

月）であった．

【結果】切断指が存在している症例23指のうち再

接着が可能であった症例は9指であり，うち6指が

生着した．血管が同定できないか，挫滅が強いた

めにやむなくcompositgraftとした症例が11指で

あり，うち2指が全生着，5指が部分生着，残り4

指が完全壊死した．切断指を生着できなかった16

指のうち皮弁にて被覆したものが5指（腹部有茎

皮弁3指，母指球皮弁1指,hemipulpflapl指）
で，残りは開放療法を行った．皮層閉鎖までの期

間は再接着が平均25日間，切断指が生着せず皮弁

を用いたものは平均62日（腹部有茎皮弁平均79日

間，それ以外の皮弁平均36日間)，開放療法を行

ったものは平均44日間であった．

【考察】一般に小児の指尖部完全切断における再接

着は血管が細いことなどにより成人と比べ困難で

あり，今回の結果でも60％の症例において再接着

を断念せざるを得なかった．またcompositgraft

の生着率も決して高くはなく，その後に皮弁によ

る被覆あるいは開放療法が必要となる症例がほと

んどであった．再接着が困難と考えられる症例に

対しては，必要に応じ一期的に皮弁による被覆を

行うことも必要であると考えられた．

－S65-

1-5-2

小児の指尖部切断再接着の治療成績

OperativeResultsofFingerTipReplantationin
Children

大阪外傷マイクロサージャリーセンター，清恵会

病院整形外科

○五谷寛之，山野慶樹，寺浦英俊，

察栄美，坂中秀樹

【はじめに】小児の指切断では家族の再接着に対す

る希望は極めて強い．中でも超微小血管外科手技

が必要で困難と考えられる玉井zonel,2の再接着

手技と成績について報告する．

【症例】演者が加療した玉井zonel,2切断指151

例の内1歳2ケ月から9歳（平均年齢4歳）の小児

例は16例であった．完全切断11例（玉井zonel:

5例，玉井zone2:6例),不全切断5例(玉井zone

l:3例，玉井zone2:2例）であった．これらの症

例の中で骨端線での完全切断は3例あった．受傷

機転はドアの圧挫7，引き戸3，金属リング1，運

動器具の蝶番1，ハンガーの金属に引っかかつた

もの1，エスカレーター1，玩具に挟まつたもの1，

金網フェンスに引っかかつたもの1例で成人に比

して軽微な受傷機転も目立つ．受傷形態は挫滅3，

局所挫滅が13例であった．

【結果】超微小血管外科手技により再接着したのは

13例で全例生着した．手術時間は1から3.5時間，

Distaltransversepalmararchより末梢レベルで

動脈縫合を一本行い，フィッシュマウスを作成し

た症例は5，両側指動脈縫合を行いフィッシュマ

ウスを作成した例は3，指動脈レベルの動脈縫合

に加えて静脈を縫合した例が2，不全切断のため

指動脈縫合のみ施行例5例であった．この内爪幅

が短縮する等爪変形を伴った例が7（内zonelが

3例)，指腹に軽度萎縮を認めた例が4（内zonel

が2）例であった．指長の短縮は20％以内であっ

た．挫滅例では末梢側の血管がなく石川法を施行

した．意志の疎通が十分でない幼児を含め患指は

よく使用していた．

【考察】小児が指尖切断を受傷した場合，成長につ

れて生活上大きな問題となる可能性があり家族の

再接着手術に対する期待は大きい．局所挫滅の症

例が大半をしめ爪変形などの問題もあるが患指は

よく使用しており超微小血管外科手技の良い適応

といえる．
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指末節切断に対するComPositeGraftの適
応と限界について

CompositeGraft.

1京都大学形成外科，2松寿会共和病院，3大津赤十

字病院形成外科

○荒田順1，石川浩三3，重吉直哉2，

添田晴雄2，鈴木茂彦’

【はじめに】われわれは現在，血管吻合が不可能な

指尖部切断治療の方針として,Subzonellでは

Brent法または手掌ポケット法,Subzonelでは

compositegraftを施行している．今回,coInpos-

itegraft施行例に対し，切断レベル，損傷程度に

よる生着状況について検討したので報告する．

【対象と方法】1985年より2006年までにcomposite

graftを施行し調査可能であった90例(0から68

歳，平均30歳，男56人，女34人）を対象とした．

Subzoneごとに症例を分け，損傷程度(guillotine,

crush,avulsion)による生着状況について検討し

た．切断レベル分類の困難な斜め切断についても

生着状況を調べた．

【結果】Subzonelでの46症例中,guillotinel2例

中9例生着,crush33例中5例生着,avulsionl

例に生着例なし．Subzonellで12例,subzonelll,

Ⅳ症例においても，9例のcompositegraft症例を

認めるが，生着例はなかった．また,Subzonel症

例をさらに遠位と近位の半分にわけると，遠位側

は33例認め,guillotine9例中9例生着,crush22

例中5例生着（さらに6例が5割上の部分生着)，

avulsion症例なし．近位側は14例認め,gunlotine

2例,crushll例,avulsionl例において完全生

着症例はなかった．斜め切断については16例認

め,guillotine8例中4例生着,crush8例中1例

生着．また，乳幼児例では，すべてcrush症例で

あったが13例中2例生着であり，成人症例に比べ

生着しやすいとはいえなかった．

【結論】今回の検討において完全生着を認めた症例

を取り上げるとSubzonelレベル遠位半分での

guillotineタイプの100%,crushタイプの25%,

斜め切断でのguillotineタイプの50%であった．

他の症例では，ほぼ，壊死するものと思われる．ま

た，小児例に生着しやすいという結果は得られな

かった．
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閉鎖療法を併用したcompositegraft法に
よる指尖切断の治療

一指尖切断に対する新しい治療法一

CombiningOcclusiveDressingwithComposite

GraftfbrTheTreatmentofFingertipAmputation

-ANewMethodfOrFingertipReplantation-

’日高病院整形外科，2群馬大学大学院機能運動外

科学

○黒沢一也1，田鹿毅2，山本敦史2，

中島大輔2，高岸憲二2

【はじめに】指尖部切断は比較的遭遇頻度の高い外

傷であるが，爪床レベルの再接着は困難なことが

多く挫滅を伴うと生着率はさらに低くなる．現在

われわれは，ひどい挫滅例を除いて，指尖切断指

の生着を目的に閉鎖療法を併用したcomposite

graftを試みており，良好な成績が得られている

のでその方法，治療成績を報告する．

【対象】対象は2002年3月から2006年6月までに

治療した末節部切断16人18指で，男性7人8指，

女性9人10指，年齢は2～65歳で平均35.3歳で

ある．石川分類による切断レベルは,zonel:6指，

zone2:10指,zone3:1指,zone4:1指である．

【方法】受傷指は充分洗浄後,compositegraftを

行うが,bruntcutの場合，断端はデブリードマン

を兼ねて挫滅部を鋭的に切除する．骨片が非常に

小さい場合は骨の固定は行わないが，固定できる

骨片はKPW固定する．その後，軟膏塗布のうえ数

枚のコメガーゼを巻いた上からアルミホイルで被

覆し，1週間に1回通院での被覆交換処置を行う．

【結果】Zone3症例は部分生着，挫滅を伴ったzone4

症例は完全壊死に陥った．Zonelでは1指に1Tnm

の先端壊死が生じたが6指中5指が完全生着．

Zone2では1指に2TnTnの先端壊死が生じたが,10

指中9指が完全生着した．Zonel,2の爪半月以遠の

切断では16指中14指の87.5％が完全生着し，先

端壊死を生じた2指も指長の短縮は健側と比較し

て1mmと21nTnにとどまっており，良好な形態を

保つことができた．

【まとめ】Zonel,2の指尖切断の救済率を上げるこ

と，特にzone2の切断を救済することは機能的，整

容的に大きなメリットを持つ．今回われわれが報

告した治療法は組織の再生力に依存するものであ

るが，入院や高度な技術を必要とせず，高い生着

率が期待できる新たな治療法といえる．

－S66-



1-5-5

指尖部切断における手術的治療の成績
一再接着術，断端形成術，皮弁による再建
術の比較一

ClinicalResultsandlndicationsofOperativeTifeat-

mentfOrFingertipamputation

'小郡第一総合病院整形外科，2小野田市民病院整

形外科

○坂本相哲'，服部泰典'，土井一輝'，

守屋淳詞'，池田慶裕2

【目的】指尖部切断の代表的な手術的治療である再

接着術，断端形成術，皮弁による再建術（以下皮

弁）の手術成績を比較し，適応・問題点について

検討したので報告する．

【方法】過去10年間に当院で治療した指尖部完全

切断は175例210指であった．このうち，母指を

除く単独指の切断に対し，再接着術，断端形成術，

皮弁を行い，術後1年以上経過観察可能であった

69例を対象とした．男性56例，女性12例，平均

年齢40.8歳（19-84歳）で，受傷指は示指24例，

中指23例，環指15例，小指7例であった．手術

方法は再接着23例，断端形成21例，皮弁24例(VY

法13,逆行性指動脈皮弁11)であった．これらの

症例に対して，しびれ感･痛みの有無,ADLでの

患指の使用状況，満足度などを調査した．再接着，

皮弁においては，知覚評価をSWtestにて行った．

【成績】しびれ感は各群間に差はなかった．痛みは，

再接着で9％，皮弁8％と少なく，断端形成は61％

と有意に多かった．知覚は，再接着で4.31以上の

防御知覚が95％で，皮弁では86％であった．ADL

で，患指を｢常に使用している｣が再接着87％，皮

弁68％，断端形成はわずか38％であった．満足度

は「満足している」と答えた症例が再接着，皮弁

でそれぞれ83％，58％であったのに対して断端形

成においては19％であった．

【結論】再接着は機能的･整容的にも最良の方法で

あるが，高度なマイクロ技術の必要性や長期の治

療期間などの問題がある．断端形成術は，指の短

縮・痛みが残存しやすいという欠点があるが，容

易な手術･早期の社会復帰など大きな利点もある．

皮弁は，受傷レベルやタイプなどによりその適応

が制限されるが，指の長さの温存，痛みの少ない

指尖部の再建が可能であり，有用な治療法である．
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指末節切断再接着の治療成績

FingertipReplantation

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】指末節部切断再接着は生着すれば整容的に

も機能的にも良好な成績を得ることができる優れ

た治療法である．今回われわれは，切断レベル別

に指関節可動域，知覚，爪変形を調査し検討した．

【対象】1980年から2005年までに再接着術を施行

した末節部完全切断症例127例143指のうち生着

し評価が可能であった72例79指を対象とした．男

性55例61指，女性17例18指，手術時年齢は1歳

から68歳（平均38.6歳)，経過観察期間は4か月

から10年（平均2年2か月）であった．受傷指は

母指10,示指24,中指23,環指14,小指8指で，

2指以上の多数指切断が8例含まれていた．切断レ

ベルは石川の分類でsubzonell27,III34,W18

指でで，切断のタイプはGuillotine7,Cmsh60,

Avulgionl2指あった．

【結果】DIP,PIP関節可動域の対健側比はsubzone

IIで75%,97%,IIIで61%,87%,Ⅳで24%,

90％であった．知覚の回復はSemmes-Weinstein

MonoflamentTestを用い神経縫合を行った指と

神経縫合を行わなかった指でそれぞれ評価した．

Subzonellでは前者が#4,後者が#6,IIIでは

両者とも＃6，Ⅳでは前者が＃5，後者が＃8であ

った．爪変形はsubzonellで正常8,軽度11,中

等度4,IIIでは正常4,軽度12,中等度6,嬢痕

的な爪変形4，欠損1,IVでは正常9,軽度5,中

等度3指であった．

【考察】可動域は関節より末梢になるにしたがい良

い傾向にあった.SubzoneⅣでは骨折部や創部が

関節近傍となりDIP関節の拘縮が起こりやすいと

考える．知覚は神経縫合を行った指の回復が良い

傾向があり,subzonellが最も回復が良好であっ

た．知覚回復は神経の挫滅の程度のより影響を受

けるが，可能であれば積極的に行うべきである．爪

変形はsubzonelllで変形が最も強く，これは爪母

が挫滅されることが多いことによると考えた．
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指尖部皮層欠損に対するThenarFlapの検
討

neatmentfOrtheSkinDefectoftheFingerTipusing

aThenarFlap

三豊総合病院

○阿達啓介

指尖部掌側皮膚欠損に対し施行したthenarflap

の術後成績を患者の満足度を含め検討した．

【対象】当院にて手術，直接検診を行った7例8指

である．性別は男性5例，女性2例である．受傷時

年齢は29～50歳であった．術後経過観察期間は

3～12ケ月（平均7.3ケ月）であった．

【方法】皮弁は母指丘基部にdistalbaseに作成し

術後2～3週で皮弁切断を行った．知覚機能は

Semmes-Weingteintestと2-pointdiscrimination

(static/moving),振動覚(256Hz),温冷覚，で

評価した．また関節機能は可動域で評価した．患

者の主観的評価はアンケートにより検討した．

【結果】SWtestは#6が3指,#10が5指であった．

s-2PDは5mm2指,6mnll指皮弁の長径を超える

もの5指であった.m-2PDは5mm以下4指，

10mm3指であった．振動覚は健側と同程度3指，

過敏1指，鈍麻4指であった．温覚は健側と同程度

2指，消失3指，鈍麻2指，過敏1指であった．一

方，冷覚は健側と同程度2指，消失1指，鈍麻3指，

過敏1指であった.%TAMでは全例，健側の80%

以上を得ており各関節で30.以上の損失を生じた

症例はなかった．総合的な患者満足度はかぎ爪変

形矯正に併用した1例以外はやや満足または満足

なものだった．

【考察】thenarflapによる指尖部被覆の問題点と

し術後可動域制限，また知覚障害の可能性が指摘

され近年ではあまり使用されない傾向がある．し

かし今回の検討では大きな可動域制限を残したも

のはなかった．また知覚の回復ではinnervation

densityの改善の悪い症例も認められたがおおむ

ね良好な知覚の回復が得られており知覚皮弁での

被覆が困難な場合では選択肢とし考慮されて良い

と思われた．

1-5-8

Obliquetriangularfiapによる指尖部再建
後の知覚回復と皮弁前進距離について

RelationshipbetweenSensoryRecoveryandAd-

vancementDistanceofObliqueTifiangularFlapfOr

FingertipReconstruction

日本医科大学形成外科

○佐野和史，奥田貴久，青木伸峰，

赤石 諭史 ，百 束比 古

【目的】obliquetriangularflapは1980年
Venkataswamiにより報告され，手技が容易で知

覚回復が望める本法は再接着不可能な指尖部損傷

再建に有用であり，近年はgraftonflap法での指

尖部再建にも用いられる．しかし術後長期間指尖

部の異常知覚を訴える例が散見されたため，皮弁

の前進距離と異常知覚の発生の関係を検討した．

【方法】対象は2005年4月以降，再接着不能な指

尖部切断に対して本法を施行し6ケ月以上(6～15

ケ月，平均8.1ケ月）経過観察した11例13指．内

訳は男性8例10指，女性3例3指．手術時年齢18

～65歳（平均44.8歳)．母指2例，示指6例，中

指3例，環指2例．切断レベルはzoneI1例,II7

例,III4例，Ⅳ1例．皮弁前進距離は9～15mm,

平均11.3mm.これに対して皮弁前進距離と最終

診察時の指尖部知覚状態をSemmes-Weinstein

(S-W)test,m2PD検査を用いて調査した．

【結果】green(2.83以下）が6例,blue(3.22~

3.61以下）が7例,purple(3.84)以上はなかっ

た．blueを示した症例では全例軽度の異常知覚の

自覚を認め，1例にcoldintoleranceを認めた．

Greenを知覚の完全回復とした場合，皮弁前進距

離10mm以下と12mm以上の間に明らかな有意差

を認めた.m2PDは1例を除き4rnm以下で皮弁前

進距離との関連性は認めなかった．

【結論】本皮弁は15mm程度の前進が可能である

が,12mm以上の前進時は術後自覚所見，他覚所

見ともに軽度の知覚異常が残存する可能性がある

と考えられた．
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InnervatedReverseDigitalArterylsland
FlapforaLargePulpDefectbyBilateral
NeurorrhaphyusingtheDirectSmall

BranchesoftheDigitaINerve

DepartmentofOrthopedicSurgery,SeoulNational

UniversityCollegeofMedicine,Seoul,Korea

○YoungHoLee,MoonSangCHUNG,

GooHyunBAEK,HyunSikGONG,

SangKiLEE

Purpose:TbprovidesensationtotheRDAnap,伽s

napcanberaisedalongwitheitherthedorsalbranch

ofthedigitalNorsuperficialbranch・However,

superficialsensorybranchinnervatesthedorsalskin

oftheproximalphalanx,andthedorsalbranch

innervatesmainlythedorsalskinofthemiddle

phalanx・Furthennore,paraesthesiawasnotedinthe

dorsalskinofthemiddlephalanxinpatientswhere

thedorsalbranchwassacrificed.Wepresentthe

arisingpatternofthedirectsmallbranchfromthe

digitalN,andourexperiencewithinnervatedRDA

flapusingthedirectsmallbranchesusedtotreatl4

pulpdefects.

Method:Thesensorybranchesof80digitalnerves
werestudiedincadaver.Twoorthreedirectsmall

branchesofthedigitalNafterinterfascicular

dissectionwereidentifiedandsectionedproximallyj

leavingalcmnervetailattachedtotheflap・The

maindigitalNanditsdorsalbranchwereleft

undisturbed.

Result:Anatomicdissectionsofthedigitalnerves

showedthatthe2-3smallbranchesofthedigitalN

tolateralsurfaceoftheproximalphalanxwere

constantlypresent・Allnapssurvived.Theseflaps

providedsensatecoveragewithstatic2PDofabout

6nnn.

Conclusion:Thisflapsuppliesglabrousskinwith

nearnonnalsensibility・Inparticular,bypreserving

thedigitalNanditsdorsalbranchincontinuityin

thefingel;theiniuredfingerretainsanonnalsensate

middlephalanx・Furthermore,thetwodigitalN

coaptationsimplementedattherecipientsitemay

havepreventedthedevelopmentofpainfillneuroma

duetoanunrepaireddigitalNstump.
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逆行性後骨間皮弁における皮枝の問題点
VariationofCutaneousBranchofPosterior

InterosseousFlap

名古屋披済会病院整形外科

○佐久間雅之，渡邉健太郎，矢島弘毅，

佐々木宏，水島秀幸

【はじめに】逆行性後骨間皮弁は確立された手技で

はあるがその栄養血管の分布に関しては記載が少

ない．自験例より皮弁への皮枝につき検討し，知

見を得たので報告する．

【対象および検討項目】対象は過去7年間に行なっ

た24例で男20例，女4例である．原疾患は皮膚

欠損17例（手背15例，手掌2例）母指内転拘縮

6例，手背部皮膚性拘縮1例である.Zancolli法に

従い挙上すると後骨間神経のECU枝との交差に

より予定していた皮弁への枝（以降近位血管）が

使用できず，より遠位から立ち上がる皮枝を使用

せざるをえない場合に遭遇する．このように近位

血管が神経と交差する頻度，近位血管とより遠位

の皮弁を栄養する枝(以降栄養血管)との距離，皮

弁の生着につき検討した．なお皮弁の長径は5～

13cmであった．

【結果】神経と血管の交差ないもの9例，交差があ

るもの15例であった．交差のない9例は問題なく

手部に届いたが，前骨間動脈との交通が不明瞭な

1例は壊死した．交差がある15例では近位血管か

ら栄養血管までの距離は2crn～9cm平均4.7CM

であった．このうち4例は皮膚には直接血管が入

らず，筋膜を介した血行であった．この4例中2例

に部分壊死をみた．

【考察】後骨間皮弁を逆行性皮弁として使用する場

合，術中に神経との交差が明らかになり，予定し

た血管が使用できない事がある．遠位には数本の

皮枝が存在するが，次の皮枝がかなり遠位に存在

する症例もまれではない．予定していた皮枝が，神

経との交差なく,確実に使用できることを確認す

るまでは，より遠位の枝も含めた長径の長い皮弁

デザインにすべきである．
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Neo-microsurgeⅣ用に新規開発した高解
像度超音波断層装置の性能検証:手周囲の

無名動脈検索の試み

ImagingInnominateVesselsonHandandForearm

UsingNewlyDevelopedUltrasonographyfOrNeo-

mlcrosurgery

帝京大学整形外科

○木村理夫，黒島永嗣，深沢克康，

小林康一，松下隆

【はじめに】我々は拡大率50倍に達する臨床用超

高倍率顕微鏡を開発し，血管径0.5mm未満の無名

血管領域を対象とすることで，より一層の低侵襲

化を目指す次世代技術4@Neo-microsurgery"の臨

床応用に取り組んでいる．しかし，既存機器では

皮弁の栄養血管としての皮下1cm以内の無名血

管を術前に確認・評価できないため，新たに高解

像度超音波断層装置(HRUS)の開発を進めてき

た．今回，手周囲の皮下無名栄養血管を対象に検

索を行い,HRUSの性能を検証した．

【対象と方法】HRUSは30MRzの高周波超音波を

使用するトランスデューサーを採用し，従来比10

倍以上の0.1～0.2mmの深度分解能を達成してい

るのが最大の特徴である．これを用いて，健常ボ

ランティア6人の手関節近位僥側，尺側，および

手背遠位第2-3中手骨間部の両側，計36部位を対

象とした．聴診ドップラーで動脈音を聴取する部

位で，皮下5mmまでの組織を観察した．撮像は，

20,30,40MHz周波数によるリアルタイムーBモー

ド,axial像で行った．

【結果と考察】33部位で動脈音を聴取し，このうち

29部位で内径0．2～0.6mmの拍動を伴う皮下動

脈を描出できた．同時に内径0.2mmまでの比較

的輪郭明瞭な皮下静脈や，径の大きな静脈内の血

球集団，浅筋膜構造なども描出した．今回描出で

きなかった動脈は，皮下6mm以上の深部に存在し

たか，内径が0.2mm未満であった可能性が考えら

れた．HRUSは無侵襲かつリアルタイムに生体の

構造物を視覚化し，その正確な位置を知ることが

できる．今回の結果から，皮下5mm以内に存在す

る手周囲領域の無名動静脈を術前評価する一助に

なり得る可能性が示された.HRUSは開発途上で

あり，操作性向上のためのプローベの小型化や，血

流方向を確認するためのドップラー情報の取り込

みなどが今後の課題である．

1-5-12

バイオイメージングシステムを用いたラッ

ト移植下肢の新しい評価法

StudiesofCompositeLimbGraftUsingi"-vivo

ImagingSystem

'自治医大整形外科，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'，井上泰一'，遠藤照顕'，

星野雄一'，小林英司2

【背景と目的】1998年フランスで世界初の切断肢

に対する同種手移植が行われ，その後世界中で20

例を超える移植成功例の報告がある．この移植医

療の成功の基盤には，実験動物を使ったトランス

レーショナルリサーチが大きく貢献している．我

々はこれまで，様々な組織に標識遺伝子を発現す

る遺伝子改変ラットを用いた下肢移植を行ない，

マイクロキメリズムの存在や，ドナー由来細胞の

遊走現象について検討してきた．今回新たに，ル

シフェラーゼ遺伝子を組み込んだルシフェラーゼ

トランスジェニックラット（以下,lucTgラット）

の産出に成功した．このlucTgラットを使って下

肢移植を行い，移植後のドナー由来組織の動態を

バイオイメージングシステム(IVIS)で可視化し

追跡したので報告する．

【方法】lucTgラット（体重3009,雄）をドナー，

LEWラットあるいはFischerラット（体重3009,

雄）をレシピエントとする下肢移植を行った．移

植後のluc活性はIVISを用いてラットの体表面か

ら可視化させ同定した．

【結果】LucTgLEWラットとLEWラット間での

下肢移植では，免疫抑制剤を使用しないで半年以

上グラフトが生着した．また，移植肢はluc活性が

低下することなく維持していた．一方,LucTg

LEWラットとFischerラット間での下肢移植では

6日目にグラフトの拒絶がおこった.IVISで観察

すると移植肢のLuC活性はグラフト拒絶に同調し

て急激に低下し10日目には完全に消失した．

【まとめ】IⅥSを用いて移植肢のluc活性を加u加o

で観察した．長期間生着したグラフトはluc活性を

維持していたが，拒絶したグラフトはluc活性が急

激に低下した．本システムは，移植肢の状態を体

表面から経時的に観察できる新たな評価法と考え

る．

－S70-



1-5-13

上肢の組織欠損に対する有茎広背筋皮弁移
植の経験

ReconstructionoftheTissueDefectsofUpper
ExtremitieswithPedicledLatissimusDorsi

MusculocutaneousFlap.

長崎大学形成外科

○田中克己，安楽邦明，平野明喜

【目的】広背筋皮弁は遊離あるいは有茎で各種の組

織欠損に使用されており，良好な成績が報告され

ている．今回，上肢帯を含む上腕の組織欠損に対

し胸背動静脈を血管柄とした有茎広背筋皮弁によ

る再建を行ったので報告する．

【方法】対象は2001年1月から2006年9月までに

当科で経験した上肢組織欠損における有茎広背筋

皮弁移植を行なった症例は10例（男性6例，女性

4例）で，年齢は20～79（平均42.4歳）であっ

た．疾患の内訳は，悪性腫瘍7例，放射線潰瘍2例，

上腕骨の偽関節1例であった．組織移植の方法と

しては，筋皮弁5例，肩甲骨付き筋皮弁2例，筋弁

十遊離植皮1例，穿通枝皮弁1例であった．移植皮

弁の大きさは短径8～12CM,長径12×40CMで

あった．経過観察期間は2ケ月～2年7ケ月であっ

た．

【成績】筋皮弁および筋弁は1例で部分壊死を認め

た以外は完全生着し，良好な軟部組織の再建が可

能となった．移植骨に関しては2例とも骨癒合が

得られた．合併症としては2例で皮弁下に血腫を

形成し，1例が瘻孔形成を認めたものの保存的に

治癒した．また，部分壊死症例には追加植皮を行

い，創閉鎖となった．

【結論】上肢への組織欠損に対して各種の再建法が

行われているが，今回報告した胸背動静脈を血管

柄とする有茎広背筋皮弁は多くの利点を有してい

る．有茎での移植が可能で，移植組織の血流も安

定している．また，欠損の状態により組織を皮膚，

筋肉，骨に分けて移植することが可能である．最

近では，広背筋を含まずに穿通枝皮弁としての移

植も可能となっている．それぞれの組織が単一の

血管茎で，比較的高い自由度での移植が行われ，整

容的ならびに機能的にも高い治療成績が得られ

た．適切な症例選択を行うことで，より高い有用

性が得られるものと考えられた．

－S71－

1-5-14

ALTflap(前外側大腿皮弁）による上肢再
建

ALTFlapfOrFunctionalReconstruction

東京大学形成外科

○成島三長，光嶋勲，吉村浩太郎，

権太浩一，内田源太郎

【目的】ALT(anterolateralthigh)flapは，外側

大腿回旋動脈下行枝からのperforatorによって栄

養される皮弁である．この皮弁は筋膜脂肪や大腿

神経を含めることによって機能的な皮弁として進

化している．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，有用性が高まってきている．過去20年でALT

Hapをもちいて手の再建24例を経験したので報告

する．

【症例の内訳】症例は17歳から75歳で男16例，女

8例であった．組織欠損の原因は外傷10例，悪性

腫瘍切除後欠損8例，皮弁採取後の欠損例などで

あった．移植方法としては筋膜弁3例，血管付き

神経弁2例,flowthroughflap8例,trueperfo-

ratorflap3例，これらの合併･複合移植例もあっ

た．皮弁壊死は1例であった．

【考察】この皮弁の利点は，傷が目立ちにくいこと，

皮弁の大きさや厚みを目的に合わせて調整できる

こと，長く自由度のある血管茎を確保でき，さら

にflowthroughとでき動脈欠損を同時に再建でき

ることなどが挙げられる．筋胤旨肪弁としたり，血

管付き神経弁や筋膜弁に含めると欠損部の被覆と

同時に機能的再建も可能である．具体的には手掌

の欠損に対して筋膜弁による伸筋腱再建を兼ねた

皮弁移植とできるなど組み合わせによって複合的

に使用できる有用性の高い皮弁である．欠点は

ALTの穿通枝が見つからない例があるがAMT

napとすることが可能である．以上の事より,AIﾉr

napはTAPflapと共に，上肢の再建においてまた

機能再建という観点からも極めて有用な再建材料

と思われる．
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当院における手指再接着後の術後管理につ
いて

ManagementafterDigitalReplantation

1松寿会共和病院，2京都大学形成外科，3大津赤十

字病院

○岡本仁1，荒田順2，石川浩三3，

重吉直哉'，添田晴雄’

【はじめに】手指再接着後の術後管理についてであ

るが，教科書的には3～7日程度の床上安静が必要

との記述があり，意見が分かれている．当院では

以前より厳重な保温のもと，手術直後から上肢の

運動，歩行許可をしており，早期離床が原因での

血管トラブルは認められない．その術後管理につ

いて術後2週間を中心に報告する．

【方法】保温:術後2週間は手指をバルキードレッ

シングし，フリースにて被覆，さらに厚めの綿袋

にて被覆しカイロにて保温する．それ以降は患指

のみのガーゼドレッシングとする．輸液:術後1週

間はヘパリン6000単位，プロスタグランジン

80"g,ウロキナーゼ12万単位／日を併用して持続
輸液をおこない，2週目からはプロスタグランジ

ン40ﾒjg×2回／日としている．リハビリテーショ

ン：術直後より，患肢挙上し肘関節，肩関節の運

動をおこなう．患指のリハビリテーションは症状

に応じて行う．

【対象】1987年～2006年までに当院で再接着し，

上記の術後管理を行った924指，年齢0～87歳(平

均39.4歳）を対象に検討した．

【結果】924指のうち，生着804指，非生着120指

であり，生着率は87％であった．

【考察】術直後の再接着指の血行動態は不安定で，

気温の急変，瘻痛，ストレスなどの影響を受ける

が，術後管理について統一した指針はない．その

ため，術後の安静度，期間に関しては，各施設で

さまざまである．当院では，長期間の床上安静を

おこなうことで，血流の停滞，心理的ストレスが

生じると考え，厳重な保温のもと，術直後からの

患側上肢の運動，術直後からの歩行許可をしてい

る．このような術後の早期離床，上肢の運動は血

管トラブルの防止に効果的であり，それを行うこ

とによる明らかな合併症は認められない．
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手指切断や不全切断における重症度および
損傷形態の機能回復ならびに職場復帰に対
する影響

ThelnfluencesofSeverityandFormofInjuryof

MutilatedHandlnjuryontheFunctionalRecovery

andtheReinstatementStatus

l燕労災病院整形外科，2新潟手の外科研究所，3新

潟県立新発田病院

○松崎浩徳'，成澤弘子2，登石聡'’

三輪仁3

【目的】重度損傷手の重症度や損傷形態が機能回復

や職場復帰におよぼす影響，ならびに損傷度の包

括的スコアの予後推定における有用性について報

告する．

【方法】手指切断や不全切断などのマイクロサージ

ャリーによる再接着や血行再建もしくは遊離組織

移植による機能再建を要した重度損傷手で，受傷

後5年以上が経過した82例中，直接検診可能だっ

た47例（18～69歳，平均44歳）に関して,X線

写真撮影，知覚評価(2PD,SemmesWeinstein

test),手指可動域計測，サーモグラフイー計測を

行い，手指機能を玉井の評価基準ならびにDASH

スコアで評価した．損傷レベル(玉井分類)，損傷

指数，切断形態(clean,crush,avulsion)が機能

に及ぼす影響や，重症度の包括的指標(HISS:

HandlnjurySeverityScore,1996Campbell)と
最終成績との相関関係を検討し，重症度や機能回

復度と治療期間や復職時期との相関も検討した．

【結果】損傷レベルが近位になるか損傷指数が増加

するほど，また切断形態ではclean,crush,avul-

sionの順に手指機能回復の指標である玉井の評価

基準およびDASHのスコアは有意に悪化した．

HISSは玉井の評価基準およびDASHのスコアと

有意な相関を示したが,HISSと加療期間または休

職期間とは相関関係を認めなかった．また,HISS

および手指機能のスコアの悪化につれて，復職状

況が原職復帰，職種変更，就労不可となっていた．

【結論】損傷形態や損傷レベルおよび損傷指数の各

ファクターやHISSは機能的予後や復職状況を予

測する有用な尺度となるが，受傷前職種などの複

合要素が関与していると考えられる加療期間や休

業期間とは相関関係を認めなかった.HISSは皮

膚，骨，腱，神経損傷を反映するが，再接着や血

行再建指を評価するためには，血管損傷の程度も

反映できるような修正が必要と考えられる．
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切断指再接着に対するintravascularstent-

ing(IVaS)methodの利用
FingerTipReconstructionwithlntravascularStent-

ing(IVaS)Method

東京大学形成外科

○成島三長，光鴫

内田源太郎，三原

勲，権太浩一，

誠

【目的】指先部再建において切断指再接着･遊離皮

弁移植術は一般的になってきている．しかし指先

部になればなるほど，血管吻合時に対側の壁まで

誤って縫合し血管を閉塞させてしまう可能性が高

い．そこで，われわれはナイロン糸を一時的なス

テントとする(intravascUlarstentingmethod

(WaS法))を考案し，これを用いて切断指再接着

をおこなった．今回その結果につき報告する．

【方法】ⅣaS法によって吻合術を行った症例は，切

断指患者6名（動脈吻合9例静脈吻合3例）

【結果】ⅣaSを使用した血管径は0,8～0.3mmで

あった．backwallをかけ閉塞した症例はなかっ

た．動脈吻合後の1例で血流再開後も先端に血流

の灌流を認めない症例があったが，その他の症例

においてはすべて再開通した．

【総括】スーパーマイクロサージェリーと定義され

る0.5mm前後の血管吻合をおこなう手術は，現在

徐々に増えてきているが，行えるものはまだ限ら

れている.WaS法は，ナイロン糸を使用するため

どこの病院でも簡単に入手でき様々な太さの血管

に対応することができる．実際に切断指やリンパ

管静脈吻合においてⅣaSを使用することによっ

て，血管内腔を閉塞させることなく吻合が可能で

あった．血流再開後灌流を認めなかった症例が1

例あったが翌日血流を認めており箪縮によるもの

と考えられた．今回この方法によって,veingraft
吻合も行なったが有用な結果であった．吻合部の

血管の長さが短い場合でもbackwallを反転せず

に吻合が可能であり，また径の違う血管を吻合す

る際に偏ることなく均等に縫合を行うことが容易

であった．若干の文献的考察を加えて報告する．

－S73-
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コンピュータ支援マイクロサージャリー：

手術支援機器の開発と課題

ComputerAssistedMicrosulgery

大阪外傷マイクロサージヤリーセンター，清恵会

病院整形外科

○五谷寛之，山野慶樹

【はじめに】微小外科分野では橋詰の手術ロボット

が周知だがさらなる機器の開発が待たれる．演者

は微小血管外科を対象にした手術支援装置につい

て演者の現状と課題を報告する．

【方法】1999年のプロトタイプ以来，単腕および双

腕のマスタースレーブ方式マニピュレーターを作

成した．コントロール画面を通じてマスター(術者

側のアーム）に加えられた各関節の移動量とスレ

ーブ(患者側のアーム)の実際の移動量の比率を変

更可とすることでスレーブアームの移動量がマス

ターアームの移動量の1/5，1/10となり振戦を除去

することで術者を支援した．さらに微小外科の手

術操作を検討した．人工血管であるAnatomical

ratTM(直径1.Omm)及び摘出ラット尾動脈を試

料として用いた．検討項目は1)微小対象物の把持，

2)血管内への摂子の挿入および拡張操作，3)血管

壁への針の刺入4）糸の結紮操作である．

【結果】高精度サーボモーターの使用により1)，2）

の項目において位置再現精度は100"M以下であ

った．1)-4）の項目でマスターとスレーブ間の動

作の縮小比率を1/10以下に保つことが必要だっ

た．1mm以下の径になるとアームの空間分解能を

使いきる必要があり，1/20以下まで動作比率を縮

小した．しかし，比率を下げるとマスターの動き

に比しスレーブの動きは微量となり正確さは増す

が，操作時間が長くなった．2）と3）においては

力覚再現性がなく過度の力が働くことがある．4）

は実験環境下で操作に習熟する必要があった．

【考察】外科医の手の延長である機器を開発すると

いうコンセプトをもって開発に当たっている．使

用感は改善され機器のサイズは当初より飛躍的に

小型化したが臨床応用にいたるまでは整備すべき

事項が多い．他にも小型DCモーターで駆動するピ

ンセットを開発しており併せて報告する．
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舟状骨骨折のレントゲン分類に基づいた治
療方針

NewClassificationofScaphoidFracture

'金沢大学整形外科，2金沢医療センター整形外科

○池田和夫'，坪内英樹'，多田薫'，

富田勝郎'，納村直希2

【目的】舟状骨骨折の分類はハーバート分類が用い

られるが，治療方針に直接つながらない事に不満

があった．我々は，骨折のレントゲン所見で分類

し，治療方針を決めているので報告する．

【症例】過去14年間に大学病院および関連施設で

手術を行った舟状骨骨折110例の内，治療方針に

沿った手術を行えた103例である．結節部が4例，

中枢部が8例，腰部が91例であった．骨折部のレ

ントゲン所見で，線状型，襄腫型，硬化または転

位型の3つに分類した．手術までの期間は，受傷

後8週までは52例，8週から1年未満が31例，1

年以上が20例であった．内固定材料は，97年まで

は36例にハーバートスクリューを，02年までは37

例にAO3.0mmcannulatedスクリューを，それ

以後は30例にアキュトラックスクリューを用い

た．

【結果】骨癒合は103例中98例95％に得られた．

線状型は55例全例でスクリユー固定のみで骨癒

合が得られた．嚢腫型はスクリュー固定のみで18

例中15例で骨癒合が得られた．硬化･転位型では

腸骨移植とスクリュー固定で，30例中28例に骨癒

合が得られた．骨癒合が得られなかったのはハー

バート群の嚢腫型1例(受傷から1年),AO3.Omm

群の嚢腫型2例（共に受傷から3か月)，硬化・転

位型が2例（受傷から9か月，1年）であった．

【考察・結論】我々は，受傷後の期間と無関係に，

レントゲン所見のみで舟状骨骨折を分類して治療

している．問題となるのは，嚢腫型に骨移植が必

要かである．嚢腫型のスクリュー固定のみの骨癒

合率は83％（15/18例）で，以前に骨移植をして

いた症例の85％(6/7例)の骨癒合率と大きな違い

はなかった．固定力の強いアキュトラックスクリ

ューを使用するようになり，ますます骨移植が不

要であるという考えが強くなっている．
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舟状骨骨折の保存的治療

ConservativeTifeatmentofScaphoidFracmres

豊橋市民病院整形外科

○井上五郎，入澤太郎

【目的】保存的治療を行った舟状骨骨折の症例の骨

癒合への影響因子を検討した．

【症例】24年間に94例の舟状骨骨折（結節部骨折

は除く）をギプス固定による治療を行った．その

内，治療開始から4ケ月間以上追跡調査できた86

例を検討対象とした．男性71例，女性15例で，治

療開始時の平均年齢は25歳（13歳～69歳）であ

った.Herbertの骨折分類ではA2,55例,B2,27

例,C(受傷後1ケ月以上経過)4例で，骨折部位

では遠位1/3が19例，中1/3が63例，近位1/3は

4例であった．治療開始までの期間は平均6日（1

～60日）であった．ギプス固定方法は手関節中間

位でshortarmthumbspicacastを原則とした．

3～4週間ごとにギプスを更新し,X線写真で骨折

線はあっても骨吸収像は無く部分的に骨連続が見

られた時に外固定を除去した．ギプス除去後も最

低1ケ月間は手関節に過大な負荷をかけることは

禁止した．ギプス固定期間は4週間から19週，平

均8週間であった．

【結果】骨癒合は80例に得られた(骨癒合率93％)．

骨癒合が得られなかった6例は骨折型はA22例，

B24例で，骨折線は全例横骨折であった．ギプス

固定期間は平均8.2週間（6～12週間）であった．

6例ともHerbertscrewによる内固定術を行った

が，3例は骨癒合が得られず，2例にはもう一度

Herbert法を行い骨癒合を得た．骨癒合が遅れ12

週間以上ギプス固定を行った症例は10例あった．

骨折分類ではA25例,B25例で，骨折線は横骨折

7例，斜骨折3例であった．

【まとめ】骨癒合不全・遷延の症例と12週間以内

の外固定で癒合した症例との間に年齢，骨折型，骨

折部位，骨折線などに差は無かった．初診時の単

純X線写真での予後推定は難しい．
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舟状骨骨折における手関節鏡の有用性

UsefUlnessoftheWristArthroscopyinScaphoid
Fracture

'(財)新潟手の外科研究所，2新潟中央病院整形外
科

○坪川直人'，吉津孝衛'，牧裕'，

成澤弘子'，佐藤理行2

【目的】舟状骨骨折の病態，診断，治療における手

関節鏡の有用性について検討した．

【症例】1997～2006年に手関節鏡を行った180

舟状骨骨折，男154,女26,右101,左79,年齢

13～80歳，平均30.6歳，受傷後1カ月以内の新鮮

骨折(月状骨周囲脱臼骨折3を含む)110，1～6カ

月の遷延治癒28，6カ月以上の偽関節42である．

【結果】〈病態〉合併靱帯断裂は舟状月状骨靱帯断

裂(SL靱帯)47/180,月状三角骨靱帯断裂(LT"

帯)11/180,SL+LT靱帯断裂18/180と高率に合

併していたが，不安定性が強くSL,LT関節の仮

固定例は22/180であった．鏡視下確認できた合併

骨折は僥骨2，月状骨3，三角骨3，有鉤骨1であ

った．

<診断>新鮮骨折例でX線上は安定型骨折でも靱帯

断裂や不安定型骨折が存在した．遷延治癒，偽関

節中に骨折部動揺性が無い不顕性癒合と思われる

症例が10存在した．

<治療>新鮮例では小切開骨接合を行い固定後の鏡

視により外固定期間を決定した．不安定例，整復

不能例で観血的整復を行うが2例で鏡視下整復を

行った．遷延治癒，偽関節でDISI変形がない襄腫

変化のみの症例には小切開内固定を，鏡視下に軟

部組織陥入があれば手根中央関節鏡視下に掻爬し

小切開骨接合を行った．1例に鏡視下腸骨移植を

行った．近位部偽関節による関節症で鏡視下榛骨

茎状突起，舟状骨近位部切除を行った．

【考察】舟状骨骨折はX線撮影の他,CT,MRI,関

節鏡などで正確な情報が得られる．手関節鏡は合

併する靭帯損傷，骨折の不安定性などを直接把握

できるため治療法の選択に有用である．手根骨不

安定性が強い場合は手根骨間仮固定を行うことで

DISI変形を防止できる．遷延治癒，偽関節では不

顕性癒合を確認でき，また腸骨移植の必要性を決

定できる．鏡視下整復，骨折部掻爬，腸骨移植，榛

骨茎状突起切除などへの更なる応用が期待できる．
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舟状骨骨折に対する経皮スクリュー固定術
の進入法の選択について

ComparisonofDorsalandVolarScrewhsertionfbr

ScaphoidFracture

’京都地域医療学際研究所附属病院整形外科，

2京都府立医大大学院運動器機能再生外科学(整形

外科）

○辻原隆是1,2，藤原浩芳2，岡島誠一郎2，

長岡孝則2，久保俊一2

【目的】舟状骨骨折新鮮例に対する経皮スクリュー

固定術の成績は良好であるが，スクリュー進入法

を誤り骨癒合が得られない例も存在する．進入法

には近位背側からの刺入(P群）と遠位掌側からの

刺入(D群）があるが，今回，われわれは(1)ふ

たつの進入法の侵襲の違いと（2）その選択にCT

が有用であることを報告する．

【対象および方法】（1）1999年10月から経皮スク

リュー固定術を施行した舟状骨骨折新鮮例の48

例のうち，同一のスクリュー(Acutrakscrew)を

用いて骨癒合が得られた21例を対象とした.P群

は14例で平均年齢21.4歳,D群は7例で平均年齢

19.3歳であった．これらの症例に対し，手術時間，

術後8週および12週時の握力，手関節可動域を比

較検討した．なお術後固定期間はP群では3週,D

群では1週であった．（2）48例のうち術前に舟状

骨長軸方向のCTを撮影した23例を対象とした．

CT上，骨折線に対し垂直にスクリューが刺入でき

る方向を選択し，これらの症例の骨癒合の有無を

検討した．

【結果】(1)手術時間は,P群が47.4分,D群が24.3

分と有意にP群が時間を要した．また握力と手関

節可動域（背屈/掌屈）の対健側比も，術後8週時

ではP群はD群に対し有意に劣っていた．しかし

術後12週時では有意差を認めなかった．(2)CT

を参考に進入法を決定した結果,P群9例,D群14

例であった．CTから中1/3の骨折でも,D群に適

さない症例があった．全例骨癒合が得られた．

【考察】手術時間や術後機能回復の早さからP群よ

りD群が，より低侵襲であると考えた．しかしD

群に適さない骨折もあることから，術前のCTで進

入法を決定することがより骨癒合率を高めると考

えた．
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舟状骨骨折治療におけるDTJscreWの有用
性について

TreatmentofScaphoidFractureusingDTJScrew

兵庫医科大学整形外科

○蔭山敬久，田中寿一，戸祭正喜，

大迎知宏，吉矢晋一

【目的】第45．46回の本学会で，我々が開発した

doublethreadscrew(以下DTJ)を用いた，舟状

骨骨折と偽関節に対する治療成績について報告し

た．今回さらに症例を追加しぅDTJの有用性につ

いて検討を行った．

【対象および方法】DTJの使用を開始した2000年

7月以降の247例（男性215例，女性32例)，249

手を対象とした.手術時年齢は9～90歳(平均27.4

歳)タ経過観察期間は3ヶ月～5年3ケ月であった．

骨折原因はスポーツ外傷が62％，交通外傷が24％，

嚢腫による病的骨折が3％，労災が1％，その他10％

であった．このうち小皮切でDTJ挿入を行った骨

接合例は143手であり，骨移植が必要であった症

例は106手であった．術後外固定は前者で約2週

間，後者で約4週間行った．［結果］骨移植例の1

例を除き全ての症例で骨癒合を得た．初回骨癒合

が得られなかった1例に対しては，再手術を行い，

最終的には全例で骨癒合が得られていた．手術時

間は骨接合例で平均15分と短縮され，骨移植例で

もScrew固定の時間が著しく短縮された．

【考察】Dwは，深いネジ山の先にselfdrillとself

tapの機構を有し,1.2mm径のguidepinを使用
して挿入する．使用器具が極めて少なく，新鮮例

では，小皮切でguidepin刺入した後，Screw挿入

する2stepで手術を行うことが可能である．偽関
節例では，偽関節部に移植骨を挟んだ状態で

guidepinを刺入した後，そのままの状態でScrew
刺入固定が出来る．共に手技の簡便化，手術時間

の著しい短縮が可能であった．さらに，固定力が

優れているため，確実な骨癒合獲得が可能であっ

た.DTJは本骨折・偽関節に非常に有用な固定材

料であると思われた．
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リウマチ手関節X線分類と手根中央関節可

動域との関連

MidcarpalMotionintheRheumatoidWristinRela-

tiontotheX-rayAppearance

大阪大学大学院整形外科

○有光小百合，森友寿夫，村瀬剛，

橋本淳，菅本一臣

【目的】関節リウマチ(RA)手関節に対して僥骨

月状骨固定術を行う際，術後手関節機能は手根中

央関節の可動性に左右される．しかし，これまで

術前の手根中央関節の可動域評価はX線計測でさ

え報告がない．今回RA手関節における手根中央関

節の可動域を3次元CTを用いて定量化し,X線分

類との関連を調査したので報告する．

【方法】対象は手関節の痙痛または不安定性を主訴

とするRA患者29名30手関節である．手関節最大

掌屈位・中間位･最大背屈位の3ポジションで3次

元動態CT撮影を行い，榛骨と各手根骨の3次元骨

モデルを作成した．僥骨を基準とした有頭骨の動

きを手関節の全動域，僥骨を基準とした月状骨の

動きを榛骨手根関節の可動域，前者から後者を引

いたものを手根中央関節の可動域と評価した．

FluryのX線分類によりstablefbrml9例･unstable
hrmll例の2群に分類した．

【結果】僥骨手根関節の可動域は平均27度・手根

中央関節は平均32度であった．手根中央関節の可

動域が手関節全可動域に占める割合contribution

ratioは,正常手関節で平均44%であるのに対し

RA手関節では平均54%と，榛骨手根関節に比べ

手根中央関節の可動域は保たれていた.X線分類

別では，手根中央関節のcontributionratioは

stablehrmで47%であるのに対し皿stablehrm

では67％であり,unstablefbrmの症例で有意に

保たれていた．

【結論】3次元CTを用いてRA手関節における手根

中央関節の術前可動域を定量化することができ

た．手関節の不安定性の強い症例においても手根

中央関節の可動域はこれまで考えられていた以上

に保たれており，僥骨月状骨固定術の適応が拡大

できる可能性が示唆された．

－S76-
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RA手関節と疾患活動性

－10年以上の長期経過一

RAWristDetedorationandDiseaseActivity,More

thanlOYearFollow-up

新潟県立リウマチセンター

○ 豊原一作，村澤章，中園清，

石川肇 ， 阿 部 麻 美

【はじめに】関節リウマチ（以下RA)手関節の経

年変化は多様で，経過は症例により異なる．手関

節破壊と疾患活動性，リウマチ因子(以下RF)と

の関係について調査研究を行った．

【対象】発症早期（1年以内）から10年以上の継続

した経過観察が可能であった70例140手関節（男

性52例，女性18例）を対象とした．平均罹患年

齢52歳，平均観察期間12年であった．初診時RF

(+）例は48例,RF(-)例は22例であった．手

術施行例は片側10例，両側4例であった．

【方法】疾患活動性の指標として3～4カ月毎に

DAS28-CRP(3)(以下DAS)を算出し,1年単位

の平均値を求めた．破壊の程度とタイプをLarsen

分類とSchulthess分類で評価した．また，手根骨

圧潰の指標として，手根骨長(c)を中手骨長(MC)

で割ることにより算出するc/MC(carpalheight
ratioと同義）を測定し，経年的変化を観察した．

【結果】症例のT｣arsen分類による割合は，発症3

年後(gradeO～II:81%,III:12%,Ⅳ～V:7%),7

年後(同:41％,30％,29％)，11年後(同33％,26％，

42％）であった．経年的変化では,DAS平均値お

よびAc/MC/y(年あたりの変化量）はいずれも発

症早期ほど高く，段階的に減少し，互いに正の相

関(相関係数0.60)がみられた．初診時RF(+)例

は（-）例に比べ,DASおよびAc/MCが有意に高

かった．LarsenW,VとSchulthesstypel(強直

型),III(不安定型）はDASおよびAcXMC/yが他
群に比べて有意に高かった．

【結論】疾患活動性の高い症例ほど，手関節破壊が

高度であった．全体として発症早期ほど，疾患活

動性および手関節破壊の進行が顕著となる例が多

く，経年的に減少する傾向が観られた.RF(+)群

は(－)群に比べ疾患活動性が高く，手関節破壊が

高度となる症例が多かった．
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RA手指関節滑膜切除術の検討（第2報）

SynovectomyoftheFingerJointsinRheumatoid
Arthritis

(財）甲南病院加古川病院整形外科

○中川夏子，三枝康宏

【目的】関節リウマチ(RA)手指関節の滑膜炎が

続くと関節破壊進行・手指変形誘発の可能性があ

り，保存的治療抵抗例には手術的治療の考慮を要

する．今回RA手指関節滑膜切除術の成績につい

て，2003年本学会での報告に引き続き再度検討し

たので報告する．

【方法】2000年2月～2002年7月にRA手指関節

滑膜切除術を施行した24例25手62指関節につき

検討した．男性6例女性18例，母指MP関節13関

節(SteinblockerStage3以上11関節),MP関節

27関節(Stage3以上17関節),PIP関節22関節

(Stage3以上8関節)であった．手術時平均年齢54

歳，術後経過観察期間平均4年2ケ月であった．調

査項目は瘻痛・関節可動域・X線変化とした．

【成績】瘻痛は術後軽減(VAS術前6.8→前回調査

時3.1→今回2.6）していた．除痛効果は関節部位

によらず認められた．関節可動域はMP関節で術

前平均-12･～72．，前回調査時平均-14｡～68．，

今回平均-19｡～70･と伸展屈曲角度の軽度減少を

認めた．Stage3以上の進行例では15.以上の可動

域制限を17関節中3関節に認めた．PIP関節では

術前平均-7｡～82.,前回平均-12｡～81．，今回平

均-11｡～83.と軽度伸展制限残存がみられた．可

動域制限の高度な症例はなかった．母指MP関節

では変形矯正術後に再発傾向を認める症例が散見

された.X線所見では変化の進行した症例もみら

れたが軽度改善例も存在した.Stage3以上では，

軽度の進行がMP関節で17関節中前回4関節，今

回6関節,PIP関節で9関節中前回2関節，今回4

関節にみられた．

【結論】RA手指滑膜切除術は，除痛及び関節破壊

進行遅延効果が持続し，早期例のみならず進行例

でも比較的良好で，有用な手術と思われた．
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不安定型リウマチ手関節の術式選択と問題

点

SurgicalTreatmentfortheUnstableFormof

RheumatoidWrist

'徳島大学整形外科，2阿南医師会中央病院

○浜田佳孝'，日比野直仁'，花岡尚賢'，

安井夏生'，高井宏明2

【目的】RA手関節は，強直型やOA型の安定型と，

不安定型に大別される．安定型の術後成績，遠位

僥尺関節での除痛・可動域の改善は良好だが，不

安定型や僥骨手根関節(RCJ)の評価は一定しな

い．今回，不安定型の成績（適応，問題点,RCJ

評価(e,h,c/MC)等）を検討した．

【方法】2003年より同一術者による一連の手術症

例24例34手のうち，不安定型の16例23手（平

均58歳)を対象とし，術式により3群に分類した．

1）症例によりRyu(R)法やClayton(C)法を追

加したDarrach(D)法やSauve-Kapandji(SK)

法13手．2）僥骨。月状骨部分固定（経三角骨の

仮K-wire固定併用),または手術時期を逸し,SL

解離の進行と有頭骨の陥入,Geodeや手根骨の圧

潰，手根中央関節1mm以下の狭小化など認めて

も，整復，骨移植して部分固定した5手．3)髄内

釘法で手関節全固定した5手．3手はK戸wireで，局

所ムチランス型2手はロッドを使用．骨移植は切

除尺骨に加え，部分固定の2例に腸骨，全固定の2

例に同種骨と人工骨を用いた．

【結果】瘻痛と回旋可動域の改善は良好であった．

各群では,1)R法は,K-wire除去後早期に，僅か

に手根骨尺側転位を認めた.C法の1例で，手根骨

偏位と僥骨尺側縁の術前評価を誤り，指の尺側偏

位がみられた．2）時期を逸して部分固定しても，

舟状骨・僥骨間の早期狭小化を除き矯正位は保た

れた．3）全固定の3手で,CM関節の動きによる

中手骨内部での髄内釘周囲の骨吸収が生じた．

【考察，結論】現在,RA手関節の手術目的は，掌

屈可動域の減少は生じるが，除痛と安定型への移

行といえる．部分固定術は，病期の進行例に施行

したD法やSK法と比べ，可動域減少に差はなく，

RCJの矯正に優れていた.R法やC法を加えても，

RCJの矯正は不充分だった．全固定はムチランス

型にはよいが，隣接CM関節，抜去困難なインプ

ラントの問題がある．現在の術式選択では，部分

固定術は適応を拡大してもよいと考えられた．

1-5-28

リウマチ性手関節症に対する檮骨月状骨間

固定術の中期臨床成績

ClinicalResultsofMid-termFollowupoftheRadio-

lunateFusionsfbrRheumatoidArthritisoftheWrist

北海道大学整形外科

○益子竜弥，岩崎

末永直樹，三浪

倫政，石川淳一，

明男

【目的】我々は，リウマチ性(以下,RA)手関節症

進行例に対し，滑膜切除術,DalTTadl法に加え，僥

骨月状骨間固定術を併用した術式を施行してお

り，昨年度の本学会において術後平均経過観察期

間2年半の短期成績を報告しその有用性を示し

た．今回我々は更なる追跡調査を行いRA手関節症

進行例に対する僥骨月状骨間固定術の中期臨床成

績を報告する．

【対象・方法】対象は，11例13手，平均経過観察

期間6.2年である．Larsen分類に従うと，術前は

grade2:2手,3:9手,4a:2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及びX線評価(Larsen

分類,CHR:carpalheightratio,UT:ulnar

translation,RIA:radio-lunateangle)に基づき

行った．

【結果】手関節可動域は掌屈において術前平均

40.0｡が術後平均27.3.と有意に低下した．握力は

術前平均11.5kgが術後平均17.8kgと有意に改善

した．術後，全例で手関節痛は消失または著明に

改善していた．Stanleyらの臨床評価では,Excel-

lentは6手46%,Goodは7手54%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Larsen分類の進行を1手に認めた．CHRは術

前0.460が術後0.475と増加し,UTは術前0.353

が術後0.336と改善したが，統計学的に有意な変

化を認めなかった．RLAは術前後において変化は

なかった．

【考察】我々は昨年度の本学会においてRA手関節

症に対する僥骨月状骨間固定術の短期成績を報告

しその有用性を示した．本術式は平均経過観察期

間6．2年と中期間であっても良好な臨床成績を獲

得することができ,carpalheightの維持と尺側変

位を防止することが可能であった．本術式はリウ

マチ性手関節症進行例に対し，中期間の経過にお

いても有効な治療法と考えられた．

－S78－
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尺骨頭への血流を温存したModifiedSauve-

Kapandji法
ModifiedSauv6-KapandjiProcedurewithPreserved

BloodSupplytotheResectedDistalUlna

1岐阜大学整形外科，2平野病院整形外科，3岐阜中

央病院整形外科

○大野義幸'，平川明弘'，清水克時'，

大西量一郎2，野々村秀彦3

【目的】藤田，政田らにより報告されたModifed

Sauve-Kapandji法は尺骨遠位端の骨質の悪い症

例にも使用でき，尺骨遠位端を榛骨遠位尺側に強

固に固定できる優れた術式である．我々も2001年

より本手術を行ってきたが，切離した尺骨頭に血

流を維持しながら移動，固定できないか工夫して

きたので報告する．

【対象および方法】対象は関節リウマチ患者8例の

9手関節(Larsen分類3が5手関節,4が4手関節）

で，術後平均経過観察期間は9(2-18）ケ月．手術

方法は，尺骨は先端より約2cmの所で近位背側よ

り遠位掌側に向けて斜に切離する．尺骨近位端の

剥離は最小限に留める．尺骨遠位骨片を尺側に回

旋し，滑膜切除を十分に行うが掌側の軟部組織の

付着は可及的に温存し尺骨頭への血流維持を計

る．僥骨遠位端尺側に骨孔を作成するが，挿入軸

が背側に傾かないように注意する．固定はScrew

で強固に固定する．術後の外固定は2～3週間のギ

プスシーネ固定の後，簡易手関節装具による固定

を約2ヶ月継続する．

【結果】術中に骨片より出血が確認されたのは4手

関節であった．経過中骨片の転位など合併症を生

じた例はなく，経過の短い1例を除く8手関節で骨

癒合が得られた．全例，手関節痛は軽減し，回内

外の悪化した例はなかった．手関節伸展が平均39

度が20度に，屈曲が平均25度が17.5度に低下し

た．尺骨頭の骨吸収を生じた例はなかった．

【考察】原法では切離した尺骨遠位端は有茎骨弁

で，ある程度の血流が期待できた.Modified

Sauve-Kapandji法は90度回転を加えて僥骨遠位

尺側縁に刺入固定するため，一旦摘出して遊離骨

とせざるを得なかった．我々の改良法は十分な滑

膜切除，骨片の90度回旋，挿入操作を軟部組織の

連続性を保った状態で実施でき，優れた方法と考

えた．
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関節リウマチに対するSauve-Kapandji法
の病期別術後成績

OperativeResultsofSauv6-KapandjiProcedul℃fbr

RheumatoidWristJointbyClinicalStage

奈良県立医科大学整形外科

○土肥義浩，矢島弘嗣，小畠康宣，

村田景一，前川尚宜

【目的】関節リウマチの手関節障害に対して

Sauv6-Kapandji法（以下SK法）を施行した症例

で，術前の関節破壊の程度が術後成績に及ぼす影

響について検討した．

【対象および方法】対象はSK法を施行したRA患

者32例36関節で，男性3例，女性29例，手術時

年齢は平均53.8歳であった．これらの症例を術前

のT｣aT･senのgrade分類でgradel,2をA群（軽

症型),grade3,4をB群（進行型),grade5をC

群（ムチランス型）として，各群の術後の臨床成

績とX線学的評価を行った．統計学的検討はNon-

repeatedMeasuresANOVAs,Pairedt-test,

Wilcoxonsignedranktestを用い,p<0.05を有
意とした．

【結果】術後経過観察期間は平均3年4カ月，全例

骨癒合し，手関節瘻痛力軽減した．各群で年齢，経

過観察期間に有意な差はなかった(P=0.59,

P=1.8)．術前後で関節可動域は回内外でB,C群

で有意に改善を認めたが(P=0.011,P=0.048),掌

背屈ではB群で有意に悪化を認めた(P=0.0093).

X線学的には,LarsenのgradeでA群が術後に悪

化した．(P=0.018),A群では手根骨の破壊の指標

のCHR(carpalheightratio)と尺側移動の指標

のUCDR(ulnocarpaldistanceratio)が悪化し

た(P=0.026,P=0.028).B群はCHRが有意に悪

化し(P=0.042),C群はMP関節の偏位の指標と

しての3rdMPA(第3中手骨と基節骨間のなす角

度）が悪化した(P=0.041).掌側脱臼の指標の

PCSR(palmarcarpalsubluxationratio)は各群

で変化を認めなかった．

【結論】関節リウマチの手関節障害に対するSK法

では軽症例で手根骨の尺側偏位や手根骨の圧潰は

進行したものの成績は概ね安定していた．ムチラ

ンス型でも手根骨の尺側偏位に対しては防止効果

が見られ，関節可動域の維持に対しても効果が見

られた．関節破壊が進行する症例に対してもSK法

の効果が期待できる．
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関節リウマチに対する吸収性スクリューを

使用したSauve-Kapandji法の治療成績
ClinicalResultsofSauv6-KapandjiProcedureusing

anAbsorbableScrewfOrtheRheumatoidWrist

横浜市立大学整形外科

○石井克志，稲葉裕，荒武正人，

中島邦晴，齋藤 知 行

【はじめに】われわれは関節リウマチ患者の手関節

障害に対し滑膜切除とSauv6-Kapandji法(S-K

法)を併せて行っており，尺骨の固定にポリ-L-乳

酸とハイドロキシアパタイトの複合材であるHA/

PLLAスクリューを使用している．今回その術後

成績を調査したので報告する．

【対象と方法】対象は2003年7月から2006年3月

までに手術を行った18例20手関節であり，全例

女性であった．手術時平均年齢56.4歳，術後経過

観察期間は平均11.7ヵ月であった．評価項目は関

節可動域，瘻痛，手関節の腫脹，スクリューの局

所反応,Larsen分類および政田らの手関節破壊分

類，手根骨破壊，手根骨の尺側移動および掌側偏

位の指標としてcarpalheightratio(CHR),ul-

narcarpalshiftratio(UCSR)およびpalmar

carpalsubluxationratio(PCSR)を調査した．

【結果】瘻痛，手関節の腫脹は全例改善し，スクリ

ューの局所反応は認めなかった．術後可動域は掌

背屈の軽度減少を認めたが，回内外は有意(p<

0.01）に改善した.CHRは術前0.43±0.02が調

査時0．46±0.02,PCSRは術前0.26±0.01が調

査時0．24±0．01と大きな変化はなかったが，

UCSRは術前0.14±0.01が調査時0.22±0.01と

有意(p<0.01)な尺側偏位の進行を認めた．

【考察】吸収性骨接合材は分解に伴う局所反応が懸

念されるが，今回局所反応を有した症例は認めず，

固定力についてもX線学的に問題は認めなかっ

た．抜釘が不要であり，金属アレルギーやメタロ

ーシスの心配もないHA/PLLAスクリューはS-K

法の固定材料として有用であると考えた．
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関節リウマチ手に対するFINEtotalfinger

system用いた人工指MP関節置換術の短
期成績

Short-TbrmResultofMetacarpophalangealJoint

ArthroplastywithFINETbtalFingerSystemfOr
RheumatoidArthritis

東邦大学整形外科

○関口昌之，宮崎芳安，川上裕史，

斉藤宗樹，勝呂徹

【目的】関節リウマチ（以下RA)では手指MP関

節の掌側脱臼や尺側偏位が高率に起こる．この変

形に対して基節骨の掌側脱臼を制御可能なsemi-

constraintypeのFINEtotalfingersystemを開

発し，第48回本学会にて本systernの特徴につて

報告した.2004年4月から臨床応用を開始し，短

期ではあるが比較的満足できる臨床結果得られ

ているので若干の検討を加えて報告する．

【方法】FINEtotalfingersystemにて指MP関節

置換術を施行し，6カ月以上経過したRA患者14例

47関節を対象とした．全例女性で年齢は48～69

歳,Larsengrade4または5の症例である．示指

14,中指10,環指12,小指11関節であった．

【成績】調査時MP関節の可動域(arc)は40～90｡

であった．示指置換の1指が40。であった以外，他

指は全て65．以上の屈曲可動域を獲得していた

が，内在筋の拘縮が高度な症例は伸展が不良であ

った．また，術前掌側脱臼に加え尺側偏位が高度

な症例では，示指が僥側回旋しつつ尺屈する傾向

を示し，2例で基節骨側のセメント周囲にclear

zoneを認めた．

【結論】本systemは基節骨implantの突起（以下

ポスト）が中手骨implantにsnapinされること

で，屈曲運動時に基節骨の掌側移動を制御して安

定した回転運動が再現される．また，屈曲0-45･

は僥尺側方向へ各12.の自由度があり，かつ屈曲

60.以上ではポスト基部と穎部構造を持つ中手骨

implantの関節面が密着し，三点支持で側方動揺
性を規制してポストへの負荷を軽減する．最長で

2年6カ月と短期間の経過ではあるが，ポリエチレ

ンの破損や変形は認めず脱臼例もなく良好な可動

域が得られた．しかしながら，2例で示指基節骨側

のセメント周囲にloosemngを認めたことから，示

指置換例，特に術前の尺屈偏位が強い症例の適応

には課題を残していると考えられた．
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石黒法に皮下埋没を行った骨性malletfin-

gerの治療経験

TreatmentforBonyMalletFingerbySubcu-

taneouslyBuryinglshiguroMethod

'弘前大学整形外科，2青森市立市民病院整形外科，

3公立七戸病院整形外科

○湯川昌広'，藤哲'，神裕道'，

坪健司2，小川太郎3

【目的】骨性mallethngerに対して，石黒法は有

効な手技であるが，骨癒合までの期間ピンが皮膚

の外に出ていることにより，仕事またはスポーツ

を行う上で支障となる例も存在する．今回我々は

K-wire断端の皮下埋没を行った石黒法の治療成

績を報告する．

【症例】全例男性，平均年齢38歳（21-55歳)．職

業は産婦人科医師，漁師，学生(ラグビー選手)な

どのピンが皮層の外に出る従来の石黒法では早期

に復帰することが困難な症例であった．

【方法】まず通常の石黒法と同様に,extension

blockpin刺入後に末節骨基部と骨片を圧迫整復

し，末節骨の側方からKwireを刺入してDIP関節

を固定した．固定用のKwire断端は皮下に埋没さ

れる長さで切断した．block用のKwireは髄内釘

とし，骨内に埋没しないように中節骨近位端の少

し手前で切断後，皮下に押し込めた．

【結果】全例2～4日で復帰した．ボディコンタク

トの激しいラグビー選手ではプラスチック製の

staticsPhntを装着させたが，その他の症例では外

固定は用いなかった．全例で骨癒合が得られ，骨

癒合後，小切開でピンを抜去した．最終経過観察

時，全例でextensionlagは5度以内で従来の石黒

法と同等の成績であった．

【考察】今回施行した皮下埋没法のメリットは，術

直後からの手洗いや手袋装着が可能であり，ピン

刺入部感染の危険が少なく創処置が不要となるこ

とである．またデメリットとしては,blockpinの

埋没の可能性と，抜釘の際に小切開を加えなけれ

ばならないことが挙げられる．しかし前者に対し

てはblockpinを髄内釘として長さを調整するこ

とで防止可能であり，早期の復帰を希望する患者

には有用な方法である．
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石黒法における一工夫

ABitofContrivanceinlshiguroMethod

高松赤十字病院整形外科

○宮本雅文，八木省次，三橋雅，

西岡孝，吉田直之

【目的】骨性マレット指に対する石黒法は，非常に

優れた方法である．しかし，なかには石黒法だけ

では背側骨片の良好な整復位が得られない症例が

ある．そこで我々は，整復の補助として骨片に鋼

線を刺入して石黒法を行ない，良好な結果を得た

ので報告する．

【方法および結果】局所麻酔下で，まず石黒法に準

じ骨片背側に’1～1_2mmのExtensionblockpin

を中手骨に刺入して整復を試みる．これで十分な

整復位が得られない場合には，背側から骨片の軟

骨下骨に関節面に平行に".7mmの鋼線を刺入す

る．一般的に骨片は終止伸腱に引かれ背屈してい

るので，この鋼線を利用して骨片を掌屈させて整

復の上母床に刺入，最後に’1～1.2mmの鋼線で

DIP関節を固定する（以下，石黒変法と呼ぶ).

2001年以来4年9カ月の間に，当科にて治療した

骨性マレット指18例19指のうち，石黒法では十分

な整復位が得られず石黒変法を施行した7例7指に

ついて検討した．症例は，7例7指（男4例，女3

例)，年齢32(12～63）歳，示指1指・中指3指・

環指1指・小指2指である．石黒の分類によると，

タイプB2指･C4指･D1指である．受傷機転は，ス

ポーツによるもの5例,転倒1例，木による打撲1

例である．受傷から手術までの期間は7.1(3～16）

日，術後のXPP上整復位およびその保持は良好であ

った．手術から抜釘までの期間は36．1（31～47）

日，経過観察期間は51.1（45～65）日である．最

終経過観察時のDIP関節の自動可動域は，屈曲

67.9（50～90)｡，伸展－8．6（-20～5)｡と良好

であった．

【結論】骨性マレット指において，術中石黒法で良

好な整復位が得られない症例に対して，我々は一

工夫を加えた石黒変法にて良好な結果を得た．
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ModificationoftheExtensionBIock

KirschnerWireTEchniqueforMalletFin-

gerFractures:TwoExtensionBIockPins
Method

DepartmentofOrthopedicSulgery,SeoulNational

UniversityCollegeofMedicine,Seoul,Korea

○YoungHoLEE,MoonSangCHUNG,

GooHyunBAEK,HyunSikGONG,

SangKiLEE

Purpose:Thepurposeofthisreportpresentsa

modificationoftheextensionblockK-wiretechnique

thatisusedfOrclosedreductionofdisplacedmallet

fingerfractures・TWenty-onemalletfingerfractures

ofthedistalphalanxtreatedwiththismodification

wereincludedinthisprospectivestudy.

Method:Topreventtherotationofthe廿acture

ffagment,weroutinelyusedthetwoextensionblock

pins,whichwasthenmaintainedwithtransarticular

fixation・Theindicationsforthistechniquewere

presenceofalargebonefragment,andvolar

subluxationorthelossofjointcongruityofthedistal

interphalangealjoint.Thefbllowingparameterswere

assessed:timetounion;rangeofmotion;associated

complication;andtheestablishedoutcomecriteria.

Result:Theaveragepatientagewas28yearsand

theaveragejointsurfaceinvolvementwas38%.All

thefractureswereunited,andaveragetimeto

fractureunionwas6weeks.TheaveragefOllow-up

waslOmonths.Congruousandsatisfactoryjoint

surfaceswerepresentinallpatients.Theaverage

flexionofthedistalinterphalangealjointwas79o

andtheaverageextensionlosswas3o.Nopintract

infectionandmigrationofthepinswasoccurredin

thisseries.AccordingtotheCrawfOrdclassification

therewere57%excellent,33%good,10%fairand

nopoorresults.

Conclusion:Thismodificationpreventedtherota-

tionofthefracturefragmentofthedistalphalanx

onoperativefieldwhencomparedwiththeoriginal

method.Theresultsofthisstudyshowedthatthe

twoextensionblockpinsmethodresultedin

anatomicandsecurefractureunionwithaminimal

morbidityandhasgoodfUnctionaloutcome.
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骨性マレットに対する小切開ピンニング法
の経験と治療上の問題点

SmallInvasivePinningMethodfOrBonyMallet

Finger,T℃chniqueandPostoperativeManagement

日本医科大学整形外科

○青木孝文，前野訓江，萩原祐介，

澤 泉卓 哉， 伊藤 博元

【目的】骨性マレットの手術療法として,DIP関節

直上背側に小切開を加えて整復固定する手法を行

ない，本疾患の治療における問題点と術後療法の

注意点について検討したので報告する．

【対象と方法】対象は男25例，女11例で，年齢は

10～70歳である．方法は，イメージ透視下にDIP

関節の背側直上に小切開を加え皮下周囲の剥離も

行なう．母床骨片を末梢に十分に徒手的牽引し，小

エレバで背側骨片を押し付け整復し,0.7mm径

のK戸wireを2本刺入して固定する．術後外固定は

当初DIP関節のみを2週間シーネで固定していた

が，最近のはPIP関節も固定するようにし，ワイ

ヤーは術後4～6週で抜去する．

【結果】経過観察期間は平均6カ月で，蟹江の評価

基準により臨床成績を判定すると,Excellentl7

例,GoodlO例,Fair5例,Poor4例であった．

手術までに6週以上を経過したもの，骨片の大き

さが関節面の30％以下のものは成績不良になり

やすく，10代でも13例中3例は成績不良であった．

骨癒合後に伸展不足を認めた場合，積極的にlat-

eralbandとterminalextensor部分のマッサージ

を励行させることで機能回復がえられた．

【考察】骨性マレットに対する治療は石黒法が代表

的であるが，ときに整復困難な症例に遭遇する．本

法を通じて，母床骨片は僅かながらも掌側偏位し

ていることが多いことが判明した．整復時に母床

骨片を牽引することで背側骨片が入り込むスペー

スができ，関節適合性が確認しやすい．さらに術

後の固定範囲と術後療法についても改善点が判明

してきている．

【結語】骨性マレットに対する背側ピンニング法は

概ね良好であるが，さらに臨床成績を改善させる

ための要点について検討した．
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母指の槌指変形

MalletDefbrmityoftheThumb

'荻窪病院整形外科，2東京歯科大学市川総合病院

○池田崇'，田崎憲一'，西脇正夫'，

岡崎真人'，栩木弘和2

【目的】骨性および腱性の槌指変形については治療

法も含めてこれまで様々な報告がなされている

が，母指に限っての報告は少ない．今回われわれ

は母指の槌指変形を呈した症例を検討したので報

告する．

【対象と方法】2001年1月から2006年4月までに

母指の槌指変形を呈した男12例，女6例の合計18

例である．年齢は16歳～75歳，平均40.1歳であ

り，受傷形式は骨性が5例，腱性が13例でうち損

傷部位はzonelが4例,zone2は7例,zone3は2

例であった．原因は切創，挫創，転倒,スポーツ，

交通事故など様々であった．術後経過観察期間は

1～14ケ月で平均3.8ケ月であった．治療はすべて

手術的に加療しており，骨性槌指は石黒法に準じ

て行い骨片に粉砕があったり,DIP関節屈曲によ

り十分な整復位が得られなければ観血的に治療を

行った症例があった．

【結果】痙痛が残存した症例は認めなかった．術後

評価はDIP関節のextensionlagと可動域で評価
する蟹江の評価基準で行い，骨性は5例すべて

excellentであった．またhirは4例でzonel損傷

1例,zone2損傷3例であり,poorはzone2損傷の

1例であった．zonel損傷の1例で腱剥離の追加手

術を要した．

【考察】母指の槌指変形をきたした症例を検討し

た．骨性槌指をはじめとしておおむね満足のいく

結果は得られるものの，成績不良症例は挫創によ

り組織状態がよくない例やzone2や3などの腱を

損傷した例で見られるようであった．母指の槌指

変形では多少のextensionlagが残存してもほと

んど日常生活に支障をきたさないために，特殊な

手を使う仕事をしているなどの患者には希望に応

じて腱剥離などを行っていた．
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1Pa6

PIP関節側副靱帯損傷に対するsuturean-

chorによる治療経験

SurgicalRepairofCollateralLigamentlnjuriesof

ProximallntelphalangealJointwithanIntraosseous

SutureAnchor

'太田総合病院整形外科，2束急病院整形外科

○金潤壽'，富田泰次'，根本高幸'，

後藤昭彦2

【目的】我々はPIP関節の側副靭帯損傷に対し従来

から積極的に手術療法を行っているが，側副靱帯

起始部の裂離損傷に対してはsutureanchorを用

いた靱帯修復術を試みている．この方法に関する

報告は本邦ではほとんどみられないが，今回良好

な術後成績を得たので報告する．

【対象と方法】対象は13例13指（男性10例，女

性3例）で，手術時年齢は平均34.5歳（16歳～76

歳)，受傷から手術までの期間は2例の陳旧例を除

き平均16.5日，損傷指は小指6例，中指4例，環

指3例で1例を除く12例が僥側側副靱帯損傷で，

全例靭帯起始部の剥離損傷であった．術前のスト

レスX線撮影でストレス角は陳旧例の1例を除き

全例25｡以上であった．手術は側正中切開で裂離

した側副靱帯の剥離部を新鮮化したのち,suture

anchorを挿入し靱帯を縫着した．術後約2週間の

外固定の後，可動域訓練を開始した．術後経過観

察期間は平均8.5カ月で，これらの症例に対して瘻

痛，可動域，握力，側方動揺性，合併症さらにX線

所見につき検討した．

【結果】術後瘤痛は12例で消失，1例で労作時に瘻

痛を認めた．PIP関節の可動域は伸展平均-0.4｡,

屈曲平均89.5。で，握力は健側比で平均99.4％ま

でに回復した．側方動揺性は12例で消失，陳旧例

の1例に軽度の動揺性を認めたが,anchorの脱転

や破損などの合併症は見られなかった．なお，2例

にanchor周囲の軽度の骨萎縮を認めた．

【考察】従来のpull-outwireによる治療ではボタ

ンなどによるADL障害や感染の危険性，可動域制

限などの問題が指摘されているが，我々はsuture

anchorを用いた低侵襲の術式で良好な治療成績

が得ることができた．



1Pa7

4－0ネスプロン糸を用いた手指側副靱帯損

傷の治療経験

ResultsOfRepairingCollateralLigamentlnjuryin

aDigitwith4-ONesplon

'平成記念病院整形外科，2国保中央病院整形外科

○清水隆昌1，小野浩史2，古田和彦2

【目的】母指MP関節および指PIP関節の側副靱帯

損傷に対して我々は4－0ネスプロン糸を用いた

pullout法を行っているのでその成績について報

告する．

【対象と方法】対象は術後2ヶ月以上追跡可能であ

った19例である．手術時年齢は平均44歳（17～

67歳）で，左9例右10例，男性12例女性7例，母

指MP関節13例，指PIP関節6例，経過観察期間

は平均10ケ月（2ケ月～3年2ケ月）であった．手

術は靱帯剥離部から対側に向かって骨孔を2ヶ所

作成し，これに靭帯を縫合した4-0ネスプロン糸を

通し対側骨皮質上で縫合することで靱帯を元の位

置に縫着した.Kワイヤーなどによる関節仮固定

は行わなかった．術後2週間の伸展位固定の後自

動運動を開始し，4週後から他動運動を追加した．

これらの症例に対し瘻痛，関節の不安定感，関節

可動域，ピンチカを健側と比較し検討した．

【結果】関節痛を訴える症例はなかったが，陳旧例

の1例に若干の不安定性を認めた．関節可動域は

陳旧例と靱帯付着骨片の切除例の2例に制限（13

％，42％）を認めたが，これらを除く症例の平均

可動域は健側比93％であった．ピンチカはtip

pinch,sidepinchの平均がそれぞれ健側比80%,

91％であり，不安定性を認めた症例においても同

等の結果が得られた．また全例でADL制限を認め

なかった．

【考察】本法で用いた4-0ネスプロン糸は強度に優

れており，縫合した靱帯が断裂することは無く強

固な固定が可能である．このため，術後早期から

運動が可能であり不安定性も生じにくく，良好な

可動域を獲得できADL制限が生じた例はなかっ

た．陳旧例に不安定性や可動域制限を認めた例が

存在するものの，他の方法の報告と比較しても十

分有用な方法であると思われた．

1Pa8

末節骨骨折に対するminiscrew固定の治

療成績

'IreatmentoftheDistalPhalanxFracmreswithMini

Screw

'千葉大学整形外科，2佐倉整形外科

○山田俊之'，徳永進2，国吉一樹'，

松戸隆司'，落合聡子’

【目的】末節骨骨折は日常よく遭遇する骨折であ

り，多くは保存治療が選択されるが，爪変形や

non-unionなど治療に難渋する例がまれではな

い．今回われわれは転位やgapのある末節骨骨折

を対象にminiscrewによる内固定を行い，良好な

成績を得たので報告する．

【対象と方法】対象は男性7例，女性2例．切断指，

マレット骨折，屈筋腱付着部骨折は除外した．年

齢は31～67歳，平均45歳．罹患指は示指1例，

中指2例，環指4例，小指2例．開放骨折5例，閉

鎖骨折4例，骨折部位はtua2例，骨幹部7例．骨

折型は粉砕4例，横骨折5例．転位あり7例,gap

あり2例爪床損傷あり2例，なし7例．受傷から

手術までの期間は0～315日，平均55日．骨欠損

を伴う2例中1例に骨移植を行った.経過観察期間

は16～50週，平均25週であった．

【成績】9例中8例で骨癒合が得られ，平均骨癒合

期間は3.5ケ月であった．粉砕，開放骨折で骨欠損

を伴った1例はnon-unionとなった．DIPの可動

域は伸展平均-3.,屈曲平均64.．爪床損傷を伴っ

た2例で爪変形を認め，他の7例では爪変形を認め

なかった．指尖部の痛みあり1例，なし8例であっ

た．

【結論】末節骨骨折は骨片間の接触面積が小さく，

解剖学的特徴から転位やgapが整復されにくい．

本症例中4例は前医でシーネ固定やSchiller法な

どの保存治療を受けたが整復不良やnon-1]nionと

なり，手術治療の対象となった．Screw固定は整復

位維持と強固な内固定が可能であり，本症例でも

良好な結果が得られた.non-unionとなった1例

は高度の軟部損傷を合併しており，血流障害の関

与が考えられた．
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1Pa9

小児の指節骨骨頭下骨折に対するintrafOcal
法の経験

IntrafocalPinningfbrPhalangealFracturesinChild-
hood

'岩手医科大学整形外科，2せいてつ記念病院整形

外科

○薄井知道'，古町克郎'，西田淳'，

沼田徳生'，鈴木啓之2

【目的】小児の指節骨骨頭下骨折は通常，徒手整復

は困難で，また骨頭部を貫通する鋼線固定も骨端

軟骨や関節軟骨の温存の観点からは望ましくな

い．前腕のKapandji法,intrafbcalpinningに準
じた鋼線固定を施行した，小児の指節骨骨頭下骨

折の3例を報告する．

【症例】症例1：4歳男児．右小指を戸に挟んで受

傷した．DIP関節部の腫脹あり，単純X線では中

節骨穎部の約90度背側転位した骨折を認めた．受

傷後10日でintrafbcal法に準じて背側よりのK鋼

線にて整復固定し4週間のギプス固定後に抜釘し

た．症例2:7歳女児．ポートボール中に左小指を

つき指して受傷した.PIP関節の腫脹あり，単純

X線では基節骨頚部の背側転位した骨折を認め

た．受傷後14日で同様に整復固定し，4週間の副

子固定後抜釘した．症例3：11歳女児．ドアに右

環指をはさんで受傷した.PP関節の腫脹あり，単

純X線では基節骨穎部の背側転位した骨折を認め

た．受傷後7日で同様に整復固定し，4週間の副子

固定後抜釘した．3例とも骨癒合と対側と変わら

ない可動域が得られた．

【考察と結論】本例はWeiss,Hastmgllのclass
3:dorsalcoronalfractureに相当し，側副靱帯は

温存されていると思われた．intrahcal法は僥骨遠

位端骨折では一般的であるが，小児の指節骨骨折

においても，周囲に付着する厚い骨膜などが支え

となるため，大きく転位した小骨片を整復するの

に適した方法と考えられた．
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1PalO

ロッキングプレートシステムを用いた手指

骨折の治療

InternalFixationusingaLocking-Plate-Systemin

MetacarpalandPhalangealFracture

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，森谷浩治，齋藤英彦，

小熊雄二郎，友利祐二

ロッキングプレート（以下,LP)は少ないスクリ

ューでも矯正位保持に優れ，正確な整復のために

必要以上の剥離は不要で，特にMIPOは骨癒合に

有利である．LPを手指骨折治療に用いたので報告

する．

【対象・治療法】対象：中手骨骨折12例15指，基

節骨3例3指，中節骨2例3指である．骨折型は従

来，観血的に治療している骨折のほぼすべてを適

応とした．ただし関節面の陥没骨折だけの症例や，

関節面の粉砕が強く関節をまたいでの創外固定な

どの適応となる症例は除外した．手術法：骨折は

徒手的に整復し鋼線固定した後に，骨折部の剥離

は極力おこなわずLPで内固定した．特に中手骨骨

幹部骨折の7指はMIPOで固定した．基節骨・中

節骨骨折は基本的に側正中切開で側面にLPを設

置した．なお用いたLPはSYNTRF]S社製Compact

Lock(Mandible)2.0である．術後外固定せず自

動可動域訓練を行った．

【結果】骨癒合は4週以内に得られた．運動下でも

矯正保持は良好で,LPの破損はみとめなかった．

ただし母指中手骨骨折の一例で強度不足のため

LPがわん曲した．関節可動域は骨幹部および底部

骨折では良好であったが，問題があったのは中手

骨骨頭部骨折で，可動域制限が軽度残ったために

抜釘時に関節包切開を要した．

【考察】LPは手指骨骨折に対しても骨癒合や骨折矯

正保持の面では優れていた．ただしプレートの強

度面での注意と,LPは骨に密着せず多少浮き上が

る傾向があるので，骨背側面に設置した場合は，伸

筋腱滑走には多少の影響を及ぼす可能性がある．

特に中手骨骨頭部では関節包の癒着や伸筋腱滑走

の問題が大きく出るために可動域に問題を残した

が，抜釘時に腱剥離や関節包切開などの操作であ

る程度解決できるものと考えられた．これらの問

題に注意し治療を行えば,LPは指でも従来の骨固

定法の流れを変える可能性があると考えている．



1Pall

スポーツによる中手骨基節骨関節内穎部骨

折の治療経験

SulgicalTigeatmentfOrSports-Relatedhtra-articular

CondylarFracturesofMetacarpusandProximal

Phalanx

'鳥取大学整形外科，2済生会境港病院整形外科

○山下優嗣'，遠藤宏治'，林原雅子'，

豊島良太'，津田公子2

【目的】「突き指」は軸圧外力による日常的な外傷

であるが，稀に回旋，剪断，圧迫，牽引の強い力

が加わることで靱帯損傷や関節内骨折などを生じ

る．当院で治療を行ったスポーツでの｢突き指｣に

よる中手骨基節骨穎部骨折について骨折型，病態，

治療成績について検討し報告する．

【症例】2002年より手術治療した7例で，全て関節

内単穎骨折であった．平均年齢は21歳で，受傷指

と骨折型は中手骨では3D-CTで確認できた掌側

骨軟骨剪断骨折である田崎分類(以下T)2-B型の

第1中手骨2例とT1型の第5中手骨1例の計3例

で，基節骨は示指がWeiss分類(以下W分類)Classl

と受診時既に骨折片が吸収されていたclass3+4

の1例ずつと環指と小指でclass4が1例ずつの計

4例であった．受診までの期間は平均20日で，2例

が以前に捻挫と診断されていた．受診時の症状は

自発痛1例，動作時痛6例であった．

【治療と結果】骨接合術を4例に行い,W分類Class4

で転位の大きかった1例は術後に骨萎縮を生じ

た．骨折片の吸収を生じていたW分類class3+4

の症例は有頭骨移植後に再度骨吸収を生じ，接触

面積を広げた差し込み肋軟骨移植を再施行した．

T2-B型の第1中手骨2例に対して屈曲制限を解消

するため骨片摘出術と滑膜切除術を行った．経過

観察時TAM平均92%で全例瘻痛は認めず，握力

も健側比平均96％まで回復していた．

【考察】関節内穎部骨折では瘻痛変形が著明でない

事が多く受診が遅れる傾向があった．扁平な第1

中手骨頭で掌背側方向の損傷が多いとされ本報告

でもT2-B骨折が2例あり,3D-CTが掌側骨軟骨

骨折片の診断に有用であった.W分類4型では骨

折片に血流が少ない事に留意し，骨軟骨移植では

接触面積を充分にとる事が重要と思われた．

1Pal2

中手骨骨折に対する経皮的髄内鋼線刺入固
定術

TreatmentofMetacarpalFractureswithPercuta-

neouslntramedullaryFixation

'北海道社会事業協会富良野病院整形外科，2旭川

赤十字病院整形外科，3旭川医科大学整形外科

○矢倉幸久'；類家拓也'，平山隆三2，

白岩康孝2，三好直樹3

【目的】我々は中手骨骨折に対して，適当に湾曲さ

せた脳rschner鋼線（以下K鋼線）を用いて，経

皮的髄内鋼線刺入固定術を行っている．最少侵襲

で早期に手の機能回復が得られる本法について報

告する．

【対象】対象は2003年1月から2006年8月までの

期間に本法を行い，治療を終了した21例25骨折

である．男性16例18骨折，女性5例7骨折．年齢

は16歳から74歳(平均28.9歳)．左側11骨折，右

側14骨折．骨折部位は，頚部10骨折，骨幹部15

骨折である．使用K鋼線は，2本が19骨折，1本

が6骨折である．合併損傷として，開放骨折は1例

で，基節骨骨折合併1例，骨折部近傍挫滅創が1例

である．

【手術法】鋼線の刺入は中手骨基部側面とする．

Foucherの方法に準じて手術を行った．鋼線近位

端は周囲軟部組織を刺激しないように皮下に埋没

した．不安定例にはbuddybandageを行い，術後

早期より自動運動を開始した．

【結果】20例24骨折で骨癒合を認め，骨欠損のあ

った1例に骨移植手術を行った．X線で仮骨出現ま

で平均22日.ROM正常化(Reyesの判定基準の

excellent)まで平均17日．臨床的治癒（瘻痛，骨

折部圧痛無く，且つROM正常）まで平均33日で

あった．中手骨骨折単独例に限定すると,ROM正

常化まで平均9日．臨床的治癒まで平均25日であ

った．長斜骨折の1例で短縮をきたしたが，回旋

変形残存，再転位,cutoutした症例はない．鋼線

刺入部局所の合併症の発生もない．

【考察】本法の利点は，保存的治療における外固定

期間中に"使える手"を獲得できることにある．K

鋼線の髄内固定で再転位せず，早期自動運動に耐

えうるだけの固定性を有していると考えられる．

また，骨欠損例でも指長の保持が可能である．手

の早期機能回復の面でも，骨癒合の面でも，中手

骨骨折に対する治療法として，有用な方法と考え

ている．
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1Pal3

CM関節脱臼骨折の治療経験

TreatmentofFracture-dislocationofCarpometa-
calpalJoints

1安城更生病院整形外科，2社会保険中京病院，3東
海病院，4岡崎市民病院

○新井哲也'，浦田士郎'，夏目唯弘2，

三ツロ由紀子3，鬼頭満4

【目的】中手手根関節（以下CM関節）脱臼/脱臼

骨折は稀な外傷で，過去の報告も殆どが症例報告

であり，大規模な臨床研究に基づいた病態の検討

はなされていない．本研究の目的は他施設共同研

究によりCM関節脱臼の受傷原因と損傷パターン

の関係を明らかにする事である．

【対象】当院およびその関連施設にて1990年から

2006年までの16年間に経験したCM関節脱臼/脱

臼骨折58例を後ろ向きに調査した．

【結果】男性48例，女性10例，平均年齢は31歳

(16歳～73歳)であり，若年男性に多くみられた．

発生部位は第ICM関節単独41%,第IV/VCM関

節19％，第Ⅵ3M関節単独10％であり，上位3部

位で70％を占めた．これらの症例の受傷機転は殴

る，自転車での転倒など比較的軽微な外力による

ものが大部分を占めた．第II,第IIICM関節の単

独損傷は夫々1例と稀であり，中央列を含む脱臼

はほとんどが多関節脱臼であった．損傷パターン

はI-V型1例,II-V型3例,I-III型1例,II-Ⅳ型

2例,III-V型2例,I-II型1例であり，多くの例で

中手骨，指骨，手根骨など患側手の複数の骨折を

合併していた．受傷原因もハンドルを握った状態

での交通事故，爆発やローラー損傷などの労災事

故，高所よりの転落など高エネルギー外傷が大半

を占めた．

【考察】CM関節は榛側および尺側列に位置し比較

的大きな過度域を有し手の横アーチの形成に関与

するもの(I,IV,V)と，殆ど可動性を認めず手

の縦アーチのベースをなすもの(II,III)とに大

きく機能的に大別される．今回の検討より前者の

脱臼・脱臼骨折は打撲，転倒など低エネルギー外

傷で主に発生し，後者が含まれる際には高エネル

ギー外傷であり，手の他の損傷も伴って重大な機

能障害を残す可能性が大きい事が示された．
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1Pal4

母指CM関節症に対する関節形成術

ArthroplastyfOrOsteoarthritisofTrapeziometa-

carpalJoint

'香川県済生会病院整形外科，2倉敷成人病セン

ター病院整形外科,3香川県坂出市立病院整形外科

○中村修'，杉田英樹'，吉原由樹2，

三上貴史3

【はじめに】我々 は母指CM関節症に対しBurton法

に準じたResectionTendonlnterpositionArthro-

plasWを行ってきた．最近では手技の簡便化と，よ

り確実な靱帯再建を目的として遊離腱を用いた手

術法を試みている．そこで，これまで行ってきた

各々の手技についての治療成績を比較検討した．

【対象と方法】対象は1990年7月より母指CM関

節症に対して手術を行った16例16手．男性4例，

女性12例．症例は全例変形性関節症．手術時平均

年齢は67.8歳．手術方法は,Burton法に準じた手

技が13例．うち大菱形骨全切除が4例，大菱形骨

半切除が9例．また，遊離腱を用いて靱帯再建を

行ったもの3例．術後成績はEatonの評価法で判

定した．

【結果】最近まで追跡し得た10例について，術後

成績は2例の合併症存在例を除いて比較的満足度

の高い結果を得られた．術後X線上，大菱形骨全

切除の4症例では，骨切除間隙の狭小化を全例で

認め,平均6.5mm短縮をみとめた．これに対し，

大菱形骨半切徐例および遊離腱を用いた症例では

骨切除間隙の狭小化は比較的軽度であった．

【考察】Burton法に準じた関節形成術はおおむね

その成績は良好であるが，母指内側の緊張を維持

しにくいという問題があった．また骨切除間隙の

狭小化を予防するため，大菱形骨を半切除にする

ことで対処したが，ますます手技が煩雑となって

いた．そこで，靱帯再建に遊離腱を用いて固定す

る手技によって，より解剖学的位置での固定が可

能となり，またその手技が比較的簡便になったと

考えた．



1Pal5

母指CM関節症に対するThompson変法の
治療成績

ModifiedThompson'sArthroplastyfOrOsteoarthritis

oftheCarpometacarpalJointoftheThumb

兵庫医科大学整形外科

○奥野宏昭，田中寿一，戸祭正喜，

大迎知宏，吉矢晋一

【目的】母指CM関節症に対しては多くの手術法が

報告されているが，これまで進行期例に対し除痛，

ADL改善を目的に関節固定術を行ってきた．しか

し手をついて起きあがれないなどの可動域制限に

対する不満を訴える症例もあり，近年，関節形成

術として,TendonJunction(TJ)screwを用い

たThompson変法を行っている．今回，その術後
成績につき検討し報告する.

【対象】対象は2002年11月から2006年7月に

Thompson変法を施行した11例12手．男性1例，

女性11例，平均年齢は66歳であった．術前Eaton

分類においてstage3が4例,stage4が8例で平均

経過観察期間は約14ヶ月であった．【方法】術式は

Thompson法に準じ大菱形骨を全摘出後，長母指
外転筋(APL)を半切・反転し第1・第2中手骨に

作成した骨孔にAPLを通し，第2中手骨の背側出

口でTJscrewを用い固定した．後療法は術後3週

までギプス固定とし術後3ケ月までCM関節装具

を使用した．

【結果】術後，瘻痛は消失し可動域およびADL障

害の改善を認めた.X線評価で第1中手骨の中枢へ

の変位を認める症例やScrew周囲の骨透亮像を認

める症例もあったが患者の満足度は高かった．

【考察･結論】母指CM関節症に対し当科ではEaton

分類stage3,4に対しThompson変法または関節
固定術を行っている．関節固定術は確実な除痛効

果が得られるが可動域制限が必発する．それに対

しThompson変法は除痛効果とともに可動域の温

存･改善が期待できる．当科におけるThompson変

法は骨孔にTJscrewを用い固定するため初期固

定力・経時的な固定力が強く，またlowprofileで

あるため固定部での違和感が少なく，母指CM関

節症に対して有用な手術法の一つと考える．

1Pal6

TFCC障害に対するマイクロスコピーコイ
ルを用いた高分解能MRIと関節鏡所見の

比較

ComparisonofHighResolutionMRIwithMicro-

scopyCoilandArthroscopeFindingforTFCC
Disorder

'聖マリアンナ医科大学整形外科，2聖マリアンナ

医科大学放射線科

○里見嘉昭'，清水弘之'，新井猛'，

別府諸兄'，橘川薫2

【目的】三角線維軟骨複合体（以下TFCC)は非常

に小さい構成体で,MRIでの描出には限界があ

る．直径47mmマイクロスコピーコイルを用いた

高分解能MRIを用いて関節鏡所見と比較し，その

有用性と可能性を検討した．

【対象と方法】対象は手関節尺側部痛の症例で,僥
骨手根関節鏡視とMRIを行った13例である．画

像の評価は障害部位を1）僥骨付着部，2）ディス

ク部，3)三角靱帯(upperlamina),4)三角靭帯

(lowerlamina),5)月状骨軟骨面,6)三角骨軟

骨面に分けその6部位について比較検討した．読

影は整形外科医3人と放射線科医1人の4名で実施

した．形態の分析はGRE法T2*強調像で，軟骨面

の評価はFSE法プロトン密度強調画像を中心に

分析した．また関節鏡所見のプロービングに際し

てTFCCの緊張度の低下との関連を検討した．

【結果】マイクロスコピーコイルを用いた高分解能

MRIでは13例全例で評価対象部位の確認が可能

であり，関節鏡所見の障害頻度は1)僥骨付着部2

例，2)ディスク部3例，5)月状骨軟骨面3例，6）

三角骨軟骨面0例であった．MRIの比較ではそれ

ぞれ感度・特異度は1）100％・100％，2）66.7％・

90％，5）33.3％・100％，6）なし．100％であっ

た.TFCC緊張度の低下は13例中6例に認め,3)

upperlaminaと4)lowerlaminaの部位とTFCC
緊張度の低下の感度・特異度は3）66.7％･71.4％，

4）50％･71.4％であった．鏡視でTFCC損傷を認

めずTFCC緊張度の低下があった症例は9例中3

例であり,3)upperlaminaと4)lowerlamina

の部位とTFCC緊張度の低下の感度･特異度は3)

66.7％・83.3％，4）66.7％・66.7％であった．

【結論】マイクロスコピーコイルを使用した高分解

能MRIは,TFCC損傷部の詳細な診断に有用であ

ることが示唆されたが，軟骨面の評価は困難であ

った．MRIでの三角靱帯の損傷と鏡視でのwCC緊

張度の低下はかならずしも関連性を認めなかった．
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1Pal7

前腕回内外制限に対する前腕ダイナミック

回旋装具の使用経験

Short-tennResultsofaNewDynamicFbreannSplint

fOrSupination/pronationLimitationoftheForearm

'岐阜中央病院整形外科，2岐阜大学整形外科

○野々村秀彦'，大野義幸2

【目的】前腕回内外制限に対し，篠田らが新しい概

念のダイナミックスプリントを開発し，第22回日

本義肢装具学会で報告した．我々も平成18年6月

より追試し，短期ではあるが良好な成績を得たの

で報告する．

【対象および方法】平成18年6月から10月までに

前腕ダイナミック回旋装具を使用した手術例8例

9手(男性3例3手，女性5例6手）を対象とした．

原疾患はColles骨折8手（掌側ロッキングプレー

ト5手，ピンニング3手)，前腕両骨骨幹部骨折1

手(ロッキングプレート1手)であった．装具治療

開始時の年齢は14歳～80歳(平均53.9歳)，手術

から装具治療開始までの期間は3週～27週(平均

10.8週)，装具使用期間は1週～9週（平均6週）

であった．前腕ダイナミック回旋装具はフレーム，

ハンモック式の前腕カブ，回旋リング，ラバーに

て構成されている．フレームには中空パイプを用

いるなどして，合計で1kg以下の重さとなるよう

軽量化の工夫がされている．装具は座位にて前腕

を装具に水平に載せた状態で使用し，装具の装着

時間は一回20分とした．院内では理学療法士の監

視下に使用し，慣れてきたら患者自宅でも本人自

身にて装着・使用した．

【結果】装具装着時に回外制限があった6手の回外

角度は15｡～75｡(平均57.5｡)，回内制限があった

8手の回内角度は25｡～75｡(平均58.8｡）であっ

た．最終測定時の回外角度は60。～90。（平均

81.7｡)，回内角度は60｡～90｡(平均81.9｡）であ

った．装具装着期間に獲得した可動域は回外10。

～45｡(平均24.2｡)，回内5｡～40。(平均22.5｡）

であった．

【まとめ】前腕ダイナミック回旋装具は，前腕回内

外制限の治療に対し非常に有用であると考えた．
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1Pal8

三次元関節運動計測システムの開発

Three-dimensionalMeasurementofRotationAngle
of加1ﾉ"oWristMotion

'広島大学病院整形外科，2東京工業大学精密工学

研究所，3広島大学大学院整形外科

○砂川融1，小池康晴2，越智光夫3

【目的】近年三次元画像の獲得が容易となり関節の

三次元運動を定性的に評価可能となったが，定量

的に計測することは一般的となっていない．そこ

で関節運動三次元計測システムの開発を試みてい

るので，手根骨の動きについて計測した結果につ

いて報告する．

【方法】手関節疾患の既往のない8名の成人男性ボ

ランティアの手関節を回内45．で固定し，2回

("dart-throwmotion'':掌尺屈位と背僥屈位)CT

撮影を行い骨のデータを取得．パソコン上で僥骨，

舟状骨，月状骨，有頭骨のデータに分離後,WMab

(R)(ver.7.2)上で作成したソフトウエアを使用

して各々の三次元画像を構成した．次に画面上で

Z軸を僥骨の重心線,Y軸はそれに垂直でsigmoid

notchの前後縁を通る線,X軸を両者に垂直な線と

して設定し，同様に作成したソフトウエアを使用

して運動前後での各々の軸に対する手根骨の回転

角度を自動計測した．

【結果】!ldartthrowmotion"中の舟状骨，月状骨，

有頭骨の回転角度はX,Y軸周りで各々 X:4.9。±

17.0｡,Y:-23.8｡±5.1｡,X:-18.7。±11．6｡,Y:

-31.9。±9.8｡,X:37．1。±4.3｡,Y:21．6。±8.1Q

で,Z軸周りの回転はほとんど認めなかった．

【考察】今回の結果の精度の判定はできていない

が，有頭骨の動きが手関節の動きとほぼ一致して

いたので，システムに大きな問題はないと考える．

今回の結果では，舟状骨の動きは個体差が大きく，

同じ動きを行ってもX軸周りでは反対方向に回転

する場合があり，月状骨は有頭骨と反対方向に回

転することがあった．このシステムは全身どの関

節にも応用可能で，現在まで未解決の病態や新し

い術前後の評価ができる可能性がある．



1Pal9

尺骨短縮術後の遠位僥尺関節の変化

一遠位僥尺関節の鏡視所見とレントゲン所

見の比較一

TheChangeofDRUJafterUlnarShortening

-ArthroscopyofDRUJVSRoentgenogram-

名古屋大学手の外科

○山本美知郎，平田

篠原孝明，建部

仁，中尾悦宏，

将広

【目的】TFCC損傷や尺骨突き上げ症候群(UCA)

などの治療として，尺骨短縮術(US)は有効な手

術法として認知され，諸家により良好な治療成績

が報告されている．一方では遠位榛尺関節

(DRUJ)の適合性の変化によって,OAの発生も

危倶されている．今回，尺骨短縮術後1年以上経

過した症例についてDRUJ鏡を施行し，し線所見

と比較検討した．

【対象および方法】1990から2006年までに尺骨短

縮術を施行し，プレート抜釘時にDRUJを鏡視し

た16例を対象とした．術前診断はUCAが10,

DRUJ障害が4,TFCC損傷が2例であった．鏡視

所見として尺骨頭(UH)およびsigmoidnotch

(SN)の軟骨面を,intact,fibrillationまたは

erosionの有無で評価し,DRUJのし線像では

Kellgren-Lawrence分類のgrade2以上をOA有り
とした．

【結果】DRUJ鏡にてUHはintactが6,fibrillation

あり8,erosionあり1,観察不能1例であった.SN

はintactが8,erosionありが1,観察不能が7例

であった．し線像ではOAあり5,OA無し11例で

あった．し線にてDRUJにOAを認めた5例の内

訳は,SNのerosionを認めたもの2,レ線で骨鰊

を認めるが軟骨面はintactの1,UHにfbrillation

を認めたもの1，滑膜炎のため評価不能が1例であ

った．

【考察】術前にDRUJ鏡視を行った症例が少なく詳

細は今後の症例の蓄積を要するが，多くがUS前に

TFCCを介した尺骨手根関節障害例であったこと

を考慮する必要がある．し線で骨鰊を認めても軟

骨面がintactな症例もあり，し線と関節鏡所見の

解離もみられた．

1Pa20

手根骨腫瘍に対するリン酸カルシウム骨
ペーストの有用性

neatmentofBoneTumoroftheCarpalBonewith

InjectableCalciumPhosphateBoneCement

'奈良県立医科大学整形外科,2吉本病院整形外科

○矢島弘嗣'，小畠康宣'，村田景一'，

前川尚宜'，木佐貫修2

【目的】手根骨腫瘍切除後の再建にリン酸カルシウ

ム骨ペースト（商品名Biopex,以下CPCと略す）

を用いて良好な結果を得たので，その手術方法，成

績および有用性について報告する．

【方法】対象は男性5例，女性2例の6例で，年齢

は12歳から62歳，平均32歳であった．部位は舟

状骨が1例，有鉤骨が1例，月状骨が5例であった．

術前にMRIを施行したものは5例で,T1低信号が

5例,T2高信号が4例,T2等信号が1例であった．

4例は手関節に痛みを有しており，2例は腫脹がみ

られた．手関節の可動制限は2例にみられたが，軽

度であった．

【手術】6例（月状骨罹患例5例，有鉤骨罹患例1

例）は背側からのアプローチで手術を行ない，残

りの1例（舟状骨罹患例）は掌側からアプローチ

した．手術は開窓後に腫瘍を摘出し，鋭匙で掻爬

を行ってから骨欠損部にCPCを充填した．術中ゼ

リー状のガングリオンが確認できたものは4例の

みであった．残りの3例は骨嚢腫と診断した．術

後1週間のbulkydressing(ギプスシャーレー）を

行い，その後自動運動を許可した．

【結果】術後経過期間は6カ月から31カ月，平均

14カ月である．術後何ら合併症はなく，腫瘍の再

発も現在のところ認めていない．術前に手関節痛

を有していた4例中3例は完全に消失していたが，

1例に軽度の痛み（運動時痛）が残存した．X線評

価ではCPCの吸収は3例認めたが，うち2例は僅

かであった．残りの4例においてはCPCの吸収は

全くみられなかった．

【結論】本法は骨移植法に比べて手術侵襲が少な

く，かつ術後の固定もほとんど不要であるため，従

来法(骨移植）に取って替わるものと考えられた．

ただし，自家骨に置き換わるには相当の期間が必

要と思われた．
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上肢リンパ浮腫に対する術中リンパ管造影
を用いた最小侵襲局所麻酔下リンパ管細静
脈吻合術の検討

MinimallnvasiveIjﾉmphayicovenularAnastomosis

UnderLocalAnesthesiawithlntraoperativelj/mpho-

graphyfOrAnnlymphedema

東京大学形成外科

○緒方英，成島三長，三原誠，

光嶋勲

【目的】リンパ浮腫はリンパ管の機能不全や閉塞な

どが原因でリンパ液が皮下組織に過剰に貯留した

結果生じ，体中どこででも起こりうる．上肢のリ

ンパ浮腫の多くは後天性（術後，放射線治療後な

ど）である。発症頻度は5～40％と大きな幅があ

り，明確なデータがない．リンパ浮腫に関して客

観的評価が難しいために診断が困難であると同時

に，統計や医学データの集積が難しいのが現状で

ある．実際，患肢の周径測定が唯一の数値評価法

であり，多くは問診，視診，触診などの主観的な

評価に頼っている．客観的な評価としては現在の

ところ，リンパ管造影，リンパ管シンチグラフィ

ーなどの検査が行われているが，いずれも検査の

正確さや検査に伴う痛みなどに問題がある．そこ

で，我々は乳癌のセンチネルリンパ節で皮下リン

パの流れをみるために最近用いられているインド

シアニングリーン蛍光造影法に注目し，同様の方

法でリンパ浮腫の皮下のリンパ管の評価を行い局

所麻酔下にて顕微鏡下リンパ管細静脈吻合術を行

っている．

【方法】上肢リンパ浮腫に対するリンパ管細静脈吻

合術の際，手術室にて皮層切開直前にインドシア

ニングリーン(ICG)を数カ所皮下注して近赤外線

カメラを検出器として皮下組織のリンパ管の流れ

を観察した．

【成績】ICGを注射すると同時に，収縮機能を有す

るリンパ管領域を確認することができた．収縮機

能を有するリンパ管は線状に描出できた．この検

査は我々のリンパ管静脈吻合術を簡便かつ手術時

間短縮に貢献した．

【結論】術中リンパ管造影を用いたリンパ管細静脈

吻合術は数cmの皮膚切開でリンパ管同定が可能

となり手術時間を短縮でき，より侵襲の少ない手

術を提供できた．
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上肢リンパ管・静脈吻合例の検討

Ijrmp-venousAnastomosisfbrlymphedemaofthe

UpperExtrenty

東京慈恵会医科大学形成外科

○二ノ宮邦稔，林淳也，武石明精，

栗原邦弘

【目的】リンパ管･静脈吻合術を施行した乳癌術後

および特発性上肢リンパ浮腫7症例の吻合部位，

吻合法，成績について検討した．

【結果】手術症例は全例女性であった．特発性上肢

リンパ浮腫の症例1と2は12歳と44歳で，症例1

は肘窩，前腕中枢1/4掌尺側，手背部の3ヶ所でそ

れぞれ1本ずつ端々吻合を行った．症例2はインス

トラクターで左肘関節部より末梢のリンパ浮腫．

肘窩部で1本の端々吻合，さらに半年後に肘関節

の尺側で1本端々吻合を行った．症例3から7は乳

癌術後に上肢リンパ浮腫を合併．腋窩，肘窩，手

関節部での3ケ所での吻合を試みた．術後成績は

著効2例，やや良2例，不変3例であった．

【考察】1970年よりリンパ浮腫に対する外科治療

を開始した．インジコカルミンを皮内注射し，染

色されたリンパ管にカンコレーションし，鼠径部

でのリンパ節・静脈吻合は目的とする成績が得ら

れず,Thompson法を行い，形態・整容的効果が

得られず本治療法は遠のいていた．微小外科技術

の導入によりリンパ管・静脈吻合は子宮体癌術後

の下肢浮腫に行うと共に，骨盤腔内での予防的リ

ンパ管・静脈吻合を本学倫理委員会を通して行っ

ている．上肢リンパ浮腫は乳癌腋窩リンパ節郭清，

放射線照射治療例に合併する．本法は下肢に比し

比較的良好な成績が期待される．吻合部位，吻合

方法について報告する．



1Pb3

重度な手切断損傷の治療

ReconstructionfOrMutilatedHand

'長野赤十字病院形成外科，2諏訪赤十字病院形成

外科

○川村達哉'，岩澤幹直'，佐野貴史'，

久島英雄2

【目的】手掌から手指4,5本の切断など重度な手切

断損傷は，初期治療から二次再建まで綿密な治療

計画が重要となる．当科での重度切断手の治療例

について損傷程度と年齢など患者の要因を考慮し

た再建を行った，その問題点と解決法につき検討

し報告する.

【症例と方法】症例は男性6例女性4例の10例，年

齢は8歳から78歳．受傷原因は，作業中に機械に

挟んだ事故が殆どである．術後ビデオ撮影,QmdK

DASH,Chenの評価基準を用い評価した．

【結果】新鮮例では再接合後，すべての例で二期的

再建が必要で，遊離皮弁，腱剥離，腱移植，神経

移植，母指対立再建，母指内転拘縮解除，鷲手再

建などを行ったが，どの症例でも鷲手変形が残っ

た．陳旧例では，母指化手術や趾移植をおこなっ

た.wraparoundflapと第二趾の連合皮弁移植が

対向指再建に効果的だった.QuickDASHで20-

50,Chenの総合評価で2以上の例が多く，健側手

とあわせかなりの動作が可能で，殆ど現職復帰，主

婦業復帰していた．

【考察】手再接合例では，手根管付近での嬢痕形成，

腱癒着のため可動域が大きく制限される．また内

在筋損傷により鷲手変形を生ずる．この解決には，

術後固定肢位の工夫，可及的早期のリハビリだけ

でなく，手掌，手根管部の搬痕切除と皮弁移植後

の腱移植，移行による手内在筋バランスの回復が

必要であるが，より早期に積極的に取り組む必要

があると考えられた．陳旧例では,pinch,grip,

hook動作獲得には，複数指再建が必要である．母

指化手術や片足からのwraparoundflapと第二趾

の連合皮弁による対向指再建は，犠牲が比較的少

なく，広い年齢層に有用と考えられた．

1Pb4

指関節打ち抜き損傷に伴う指骨･指関節周
囲組織欠損に対する再建アルゴリズムの検
討-PIP関節打ち抜き損傷例を通して一

AlgorithmsofTreatmentfOrthePunched-outlnjury

oftheFingerJoint

東京警察病院形成外科

○渡辺頼勝，秋月種高，吉村圭，

小澤剛，杉田礼典

【はじめに】両側指神経血管束が保たれた状態で指

関節およびその周囲組織を打ち抜かれる外傷は，

まれな指外傷の一つである．骨性再建は当然のご

とく，関節および屈筋腱・伸筋腱，皮層軟部組織

の再建も必要とされ，その再建には様々な選択肢

があるものの治療過程においては様々な困難を伴

う．今回，中指PIP関節打ち抜き損傷の治療経験

を通して，この比較的まれな指外傷の再建アルゴ

リズムを検討した．

【症例】52歳，女性．口紅を打ち抜くプレス機で，

両側指神経血管束が保たれた状態で左中指PIP関

節を2×1cmの範囲でほぼ打ち抜ぬかれ，同日，緊

急手術にて整復固定術を行った．受傷後3週目で，

掌側皮膚の一部が壊死し，その骨露出部は同指榛

側指動脈皮弁で被覆し，背側のわずかな皮層欠損

部には植皮を行った．受傷後3ヶ月で，基節骨の偽

関節と骨髄炎が生じ，受傷後11ヶ月で，左第2足

趾から血管柄付き関節・腱移植術を行なった．さ

らに関節可動域訓練が原因と考えられる移植関節

の僥側皮膚潰瘍部は，移植術後4ヶ月で示指尺側

側面からの1×4cmの指動脈背側枝・穿通枝島状

皮弁にて被覆し，機能指として再建された．

【考察】再建アルゴリズムの基本として，損傷部位

の大きさにも因るが，まず損傷部位の中枢，末梢

側ともに血行が維持されていることから，（1）十

分な洗浄と愛護的な操作による骨および関節周囲

組織の整復固定を行ない，打ち抜かれた組織への

血行再開を図ることが必要である．（2）皮層組織

欠損は，皮膚壊死が明らかになれば速やかに背側，

掌側それぞれを局所皮弁で被覆する．（3）指骨の

骨髄炎を合併した場合には，血管柄付骨移植また

は足趾関節移植を必要とする．本外傷は，損傷範

囲は狭いとはいえPIP関節を含んでいることか

ら，受傷指長の温存と機能の再建には今後も更な

る検討を要する．
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DPC包括支払い制度下での切断指再接着
の医療経済

MedicalTreatmentEconomyofReplantationfOr

AmputatedDigitsunderDPCSystem

'聖隷浜松病院運動器リハビリテーション科，2聖

隷浜松病院手の外科マイクロサージャリーセン

ター

○高橋勇二1，大井宏之2，森谷浩治2

【はじめに】DPC(DiagnosisProcedureCombina-

tion)は，本邦独自の急性期入院医療費の包括払い

方式であり，診断群と手技から1日分の定額入院

料金が決まるシステムである．手指切断に対する

再接着例などは，術後にPGE1製剤などの高額な

輸液を用いるため，包括払い制度では赤字になる

のではないかと危倶されるところである．そこで，

当院のDPC対策グループにおいて,DPC算定と

従来の出来高算定とを比較検討したので報告す

る．

【対象と方法】切断指再接着術を受け，健康保険で

加療し，昨年本学会で発表した当院の切断指再接

着術クリニカルパスにほぼ沿う形で加療した1例

を対象とした．方法は，レセプトの元になる，当

院の会計カードを詳細に検討した．

【結果】マイクロ輸液はパスどおり術後4日間，入

院日数はパスより1日延長した22日であった．

DPC算定での合計点数は,137,722点，出来高算

定は130,861点と,DPC算定が上回った．

【考察】本疾患群のDPC1日あたり点数は，入院期

間1（8日）未満が3,197点，期間2（15日）未満

が2,363点，期間3（26日）未満が2,009点であ

る．入院期間1でも，マイクロ輸液施行中は出来

高がDPCを上回り赤字であるが，輸液終了後は逆

に黒字となる．多くの診断群では，入院期間3の

DPC点数は出来高を下回るため，期間2以内で退

院するよう，入院期間短縮へのインテンシブが働

くのであるが，本疾患群では，期間3でも，必要な

投薬や検査がなければDPCが出来高を上回って

いる．従って，期間2以内に退院させる必要はな

く，本例のように入院期間22日でも黒字という結

果となった．

【まとめ】切断指再接着では，クリニカルパスどお

り治療が進めば,DPC包括払いでも出来高算定に

対して赤字にはならない．
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手指レイノー様症状に対する保存的治療と

指動脈周囲交感神経切除術の経験

StudyofComparisonbetweenConservativeTherapy

andSympathectomyfOrRaynaudlikeSymptomin

Fingers

埼玉成恵会病院・埼玉手の外科研究所

○岩城啓修，平瀬雄一，児島忠雄，

福本恵三

【はじめに】手指レイノー様症状に対する治療とし

ては，血管拡張剤や抗凝固薬の投与および禁煙指

導などの保存的治療，また1980年にFlattによっ

て発表された指動脈周囲交感神経切除術を行う方

法がある．今回我々は，保存的治療が効果的であ

った1例2指と，4例23指に対し指動脈周囲交感

神経切除術を行い，術後経過期間は短いが，比較

的良好な結果を得られたので報告する．

【対象と症例】レイノー様症状を呈した5例8手25

指で，男1例1指女4例7手24指であった.手術

時年齢は，16歳から75歳平均49.6歳であった．血

管拡張剤や抗凝固薬の投与および禁煙指導などの

保存的治療をまず行いそれに対して難治性であっ

た4例7手23指に対して指動脈周囲交感神経切除

術を行った．

【手術方法】腕神経叢麻酔下又は全身麻酔下に

tourniquetを使用し患指が単数指の場合は，遠位

手掌皮線のやや末梢で横切開，複数指の場合は，

Dupuytren拘縮に対するSkoog変法に準じた皮切

で展開し手掌動脈弓からの総掌側指動脈から固有

掌側動脈までの範囲で血管外膜を全周にわたり切

除した．閉塞性血栓性動脈炎が基礎疾患である1

例に対しては，手術は片手のみ，対側は保存療法

のステロイド投与を行った．

【結果】治療の評価は，瘤痛･冷感についての問診

と潰瘍の有無をもって行い瘻痛・冷感・潰瘍とも

に消失したのを優,2つが消失したのを良，1つが

消失したものを可，改善が見られないものは，不

可とした．現在5例全例に皮層色の改善，痙痛の

消失または改善また潰瘍が生じていた2例は，共

に潰瘍の消失が認められた．

【結論】慢性虚血疾患の冷感，瘻痛を訴えていた4

例7手23指に対し指動脈での指動脈周囲交感神経

切除術を行い全例に優または良の結果が得られ

た．しかし術後経過期間が短い為効果の持続期間

など今後さらに長期の観察を続けていきたい．
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血管付き遊離前鋸筋・広背筋筋膜弁

VascuralizedSerramsAnteriorandLatissimusDorsi

FasciaFlap

東京慈恵会医科大学形成外科

○武石明精，酒井新介，西岡弘記，

栗原邦弘

手背および指背側の皮膚軟部組織欠損の再建には

薄い組織による再建が求められる．われわれは，胸

背動静脈の血行を用いた前鋸筋および広背筋筋膜

弁による再建を行い，良好な結果が得られたので

報告する．

【症例】症例は7例，男2例，女5例．対象疾患は，

熱傷および熱傷嬢痕3例，悪性腫瘍2例，外傷後の

皮膚壊死と手のCRPSがそれぞれ1例であった．

再建部位は指背側3例，手背2例，前腕～手関節背

側1例，手掌1例であった．7例中6例は筋膜弁上

に全層または分層植皮を行い，1例は筋膜弁に広

背筋穿通枝皮弁を組み合わせた連合皮弁として挙

上した．移植組織は全例生着した．移植形態は前

挙筋筋膜弁をその栄養血管の分岐を利用して2分

割にした分割筋膜弁が2例，胸背動脈前挙筋枝と

広背筋枝を用い1本の血管茎で前鋸筋筋膜弁と広

背筋筋膜弁の2枚の独立した筋膜弁として移植し

た症例が2例，独立した2枚の筋膜弁のうち前挙筋

筋膜弁を2分割にして移植した症例が1例，前挙筋

筋膜弁と広背筋筋膜弁に広背筋穿通枝皮弁を組み

合わせた連合皮弁が1例，前挙筋筋膜弁に胸背動

脈広背筋枝を含めて採取し，皮膚欠損部の被覆と

同時に榛骨動脈の再建を行った症例が1例であっ

た．

【考察】本法は薄い組織で再建が可能なばかりでな

く，1本の血管茎で様々な形態の筋膜弁，穿通枝皮

弁の移植が可能である．さらに，更には1枚の筋

膜弁と他方の動脈の分枝を利用することにより，

皮膚欠損部の被覆と動脈再建が同時に行える．ま

た，2枚の筋膜弁により腱のglidingsurfaceを作

成することが可能である．採取部は非露出部とな

り目立たない．手背，指背側の再建には有用な方

法である．

1Pb8

FIow-through型前外側大腿皮弁による上
肢皮膚軟部組織欠損の治療経験

Flow-ThroughforReconstructionofUpper

ExtremitySoftTissueDefects

広島大学病院整形外科形成外科診療班

○横田和典，砂川融，鈴木修身，

杉岡敏博，越智光夫

【目的】遊離皮弁形成術による軟部組織欠損の治療

では種々の条件から移植床動脈として主要動脈を

選択せざるを得ないことも少なくない．主要血管

を温存するためには,flow-through型血管吻合は

有用である．上肢皮膚軟部組織欠損の治療に際し

flow-through型前外側大腿皮弁を利用し良好な結
果を得たので報告する．

【対象・方法】Flow-through型前外側大腿皮弁に

よる上肢皮膚軟部組織欠損の治療を行った5症例

を対象とした．症例は男性4例，女性1例，年齢は

19歳から57歳平均32.4歳で，受傷部位は手背3

例，手関節部から手背1例，前腕1例であった．皮

弁は全例対側大腿より採取し，吻合に用いた移植

床動脈は全例僥骨動脈で，1例は前腕中央，他の4

例はsnuffLboxで吻合した．

【結果】1例に皮弁周囲の壊死を認めたが，壊死部

の切除と縫縮により治癒した．他の4症例は全例

完全生着し，経過中特に問題は認めなかった．

【考察】前外側大腿皮弁は長く，太い血管茎を有し，

主要血管を犠牲にすることなく挙上し得る，大腿

回旋動脈下行枝を含めればflow-through型に利用

できるなどの利点がある．大腿外側の皮層は薄く

しなやかであるため，上肢の再建には適しており，

強固な筋膜を有するため腱の滑走を阻害しにくく

前腕や手部には有用であると考えられる．他方，本

皮弁は血管走行の変異が多いため，皮弁挙上には

習熟を要する．Flow-through型の血管吻合は，皮

弁の生着と血行再建が同時に出来るだけでなく，

flow-through型とすることで移植床末梢の血行を

損なうことなく作成可能である．動脈吻合の数は

増えるものの有用な方法だと考えられた．
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大腿皮弁による手部再建の経験

ReconstructionoftheHandwithThighFlap

'飯田市立病院形成外科，2長野赤十字病院

○深澤大樹1，岩澤幹直2，川村達哉2，
三島吉登2

【目的】手の広範囲な組織欠損や二次的再建には薄

い遊離皮弁が有用である．遊離大腿皮弁による手

の軟部組織損傷治療を行ったので，若干の知見･考

察を加え報告する．

【症例】50歳から78歳までの男性4例，女性1例

の計5例．外傷により手の剥脱や高度の挫滅を受

傷し，軟部組織損傷に至った．2例で手背の軟部組

織損傷の被覆を行い2例で母指の内転拘縮解除に

利用した．1例は腸骨移植による母指延長を行い，

生じた軟部組織欠損を皮弁で被覆した．

【方法】事前にドップラーにて1-2本穿通枝を確認

し，皮弁を挙上した．皮弁の大きさは平均M7CM

で，採取部は一期的に縫合した．血管吻合はスナ

ップボックスで，僥骨動脈背側枝と榛側皮静脈と

で行った．

【結論】すべての皮弁は生着し手の機能改善が得ら

れたが，母指延長を行った例では部分壊死に陥っ

たため修正術を必要とした．大腿皮弁は軟らかく

手指の動きの回復に優れていたが，厚くなる傾向
があった．

【考察】外側大腿皮弁は大腿直筋と外側広筋の筋間

中隔を下行する外側大腿回旋動脈下行枝からの皮

膚穿通枝による皮弁であり，比較的薄く大きな皮

弁が挙上できる．穿通枝の変異が知られており，1

例で下行枝欠損のため大腿直筋と縫工筋間の穿通

枝による内側大腿皮弁を挙上した．大腿皮弁は仰

臥位で採取でき，比較的薄く，腱が必要な場合は

同じ術野から採取可能で，下行枝の中枢・末梢を

血管吻合すれば四肢主幹動脈の再建が可能で四肢

の再建に有用である．しかし女性や小児で大腿の

嬢痕が問題になることや，男性では有毛部で，肥

満例では皮弁が厚くなることがある．今後は脂肪

筋膜弁とし植皮などの組み合わせなどの工夫や穿

通枝の変異に対して血管超音波検査の導入により

術前評価精度の向上を図る事も必要である．
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遊離側頭筋膜弁による手背，指の再建症例
の検討

UseofTbmporoparietalFascialFreeFlapinHand
Reconstruction

'宮崎社会保険病院形成外科，2よこうち皮ふ科形

成外科

○伊木秀郎'，大安剛裕'，高橋国宏'’

三枡律子'，横内哲博2

【はじめに】側頭筋膜弁は以前から顔面や口腔の再

建に有茎皮弁として用いられてきた．近年，遊離

皮弁として手足の皮盧軟部組織欠損に対して使用

されその有用性が報告されている．今回我々は最

近5年間に，手背と手指の層軟部組織欠損症例5例

に対し側頭筋膜弁による再建を行ったので，その

特徴について検討し報告する．

【症例】2003年から2006年の4年間に女性2例男

性3例の5例に施行した．疾患は外傷が3例，深達

性熱傷が1例，腫瘍切除後再建が1例．部位は手背

が3例，指が2例．年齢は27～56歳で平均32歳．

経過観察期間は7ケ月から3年．4例全生着し1例

に部分壊死を認めたが保存治療で創閉鎖できた．

腱移殖した症例2例と指の掌側で腱鞘が露出した

症例1例で腱剥離を行った．

【考察】側頭筋膜弁は薄く比較的大きな皮弁を作成

できる．血管が太く血行が安定している．筋膜弁

上に植皮することでBulkyにならない．手の腱や

骨露出部の被覆に適当である．また腱を包み込む

ことで癒着の防止になります．また皮弁採取部に

関しては頭髪内であるため目立たず，女性や小児

も良い適応であるが，短髪の男性では問題となる

ことがある．当科では皮切を工夫してよい結果を

えている．術後の血行のモニタリングも持続吸引

療法でドレッシングを薄くして容易にしている．



1Pbll

手掌尺側を被う新しい皮弁

-Para-metacarpalUInarFIap(仮称）の
有用性一

Para-matacarpalUlnarFlapfbrUlnarPalmarRegion

Coverage

'埼玉手の外科研究所，2高月整形外科・東京手の

外科スポーツ医学研究所

○平瀬雄一'，児島忠雄'，福本恵三'，

山口利仁2

手掌を被う有用な皮弁はいくつかあるが，手掌尺

側から小指の比較的小さな,しかし重要な皮膚欠

損部を被覆できる簡便な皮弁は少ない．このよう

な症例に対して有用な皮弁,Para-metacarpal

mnarFlapを数例に試し，良好な結果を得たので

報告する．

【症例】8症例に対し行った．内訳はDupuytren拘

縮解除後の掌側皮層欠損が4例，小指変形の修正

後の皮膚欠損が3例，小指の断端形成が1例であ

る．

【術式】皮弁は手掌と手背の境界部に作成する．血

行は掌側の指動脈からの枝によっており，順行性

にも逆行性にも作成できるが，有用なのは逆行性

血流によるものである．手掌側と手背側の境界部

に縫縮できる程度(2-3cm)幅で紡錐形に作成し，

小指MP関節尺側の径1cmの部分だけを残して，皮

弁を小指外転筋の筋膜と共に挙上する．逆行性血

流は小指MP関節尺側の部分から皮下茎血流とし

て入ってくるため，皮弁は180度まで回転して移

動できる．皮弁採取部は縫縮する．皮弁挙上時間

は10分程度である．

【結果】皮弁は6例で完全に生着した．1例に皮弁

尖端のわずかな壊死と，小指の著しい屈曲変形を

きたしていた高齢者の1例に小指尖端の小範囲の

壊死をきたしたが，いずれも保存的に治癒した．

【考察】手掌尺側の小さいが被覆に難渋していたよ

うな症例にきわめて有用な皮弁とおもわれる．

1Pbl2

小指球部穿通枝の解剖学的検討

AnAnatomicStudyoftheHypothenarCutaneous

PerforatorBranch

東京医科大学形成外科

○田中浩二，松村一，今井龍太郎，

内田龍志，渡辺克益

【はじめに】小指球部は皮層皮下組織のみならず筋

や筋膜，尺側掌側指動脈などを利用した種々の皮

弁が採取可能であり，臨床にて広く用いられてい

る．特に近年では手掌部尺骨動脈から小指球筋，筋

膜を貫き皮層へと達する穿通枝に関する解剖学的

研究も報告されており，それをもとにした皮弁も

考案されている．しかしながら尺骨動脈からの穿

通枝皮弁は移動範囲が限られ，特に手掌遠位部の

再建に用いるのは難しい．今回われわれは，手掌

部尺骨動脈からさらに遠位である小指への尺側掌

側指動脈（尺骨動脈が浅掌動脈弓へと枝を出した

後の動脈)より皮膚へと分枝する穿通枝を調べ，よ

り遠位での皮弁作成の可能性を検討した．

【対象と方法】成人保存屍体2体4手を用い，手関

節部以遠の尺骨動脈とその遠位枝である尺側掌側

指動脈から分枝する穿通枝の数と位置をルーペ下

で確認した．血管の分枝位置は小指のMP関節面

からの近位方向への距離で示した．

【結果】穿通枝の本数は平均3.5本で，うち尺側掌

側指動脈からは平均1.5本が認められた．また最も

遠位のものはMP関節面から近位方向に3mmから

10mmの範囲に存在した．

【結語】尺側掌側指動脈からも穿通枝は確認でき

た．特により遠位のものを栄養血管とした皮弁は，

たとえばDupuytren拘縮術後の遠位手掌皮線部
の皮膚欠損などに利用できると考えられた．今後

検討屍体数を増やし，さらに詳細な検討を行う．
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1Pbl3

Dupuytren拘縮に対する創開放療法の拘縮
改善率は糖尿病合併の有無に依存しない

ThehnprovementoftheDupuytrenContractureafter

OpenPalmMethodisnotRelatedtotheComplica-
tionofDiabetesMellitus

'産業医科大学整形外科，2市立中間病院整形外科

○酒井昭典'，大茂壽久'，目貫邦隆'，

戸羽直樹2，中村利孝’

【目的】Dupuytren拘縮にはしばしば糖尿病が合

併している．糖尿病患者では結合織の変化のため

術後の創治癒遷延や拘縮改善が不十分であること

が危'倶される．本研究の目的は,Dupuytren拘縮
に対する創開放療法の拘縮改善率は糖尿病合併の

有無に依存するか否かを明らかにすることであ

る．

【対象および方法】対象は1980年から2006年まで

に当科でMcCashのopenpalmtechniqueに準じ

て手術加療を行ったDuPuytren拘縮症例47例,55

手，95指である．糖尿病の合併を17例（36.2％）

に認めた．糖尿病合併の有無により2群に分けて

比較検討した．術後評価にはTubianaの判定基準

と1指あたりの拘縮改善率を用いた．

【結果】糖尿病なし群は30例，33手，52指で，糖

尿病あり群は17例，22手，43指であった．男女

比，1手あたりの罹患指数,Meyerding分類のグ
レードについて両群間に差はなかった．開放創閉

鎖までの期間は，なし群27.8日，あり群25.2日で

差はなかった．

Tubianaの判定基準で，なし群は33手中vexygood

20手,good9手,fairl手,poor3手，あり群は

22手中velygoodl4手,good3手,fair2手,poor
3手で差はなかった．拘縮がMP関節のみの手にお

ける拘縮改善率は，なし群93.9％,あり群100.0％

であり，拘縮がPIP関節に及んでいる手における

拘縮改善率は，なし群78.7％，あり群77.8％であ

った．両群間に差はなかった．拘縮がPIP関節に

及んでいる手の拘縮改善率は両群ともそれぞれ有

意に劣っていた．

【結論】Dupuytren拘縮に対する創開放療法の拘

縮改善率は糖尿病合併の有無に依存しない．
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人工真皮とbFGF製剤を併用した指尖部損

傷の治療法

TreatmentofFingerTiplnjuriesusingbyArtificial
DermisandbFGF

東京医科大学八王子医療センター形成外科

○菅又章，吉澤直樹

【目的】指尖損傷による骨露出部に人工真皮を貼付

して保存的に扱うことで，良好な指尖形態を再建

する方法は，1997年に，われわれが本学会で報告

して以来広く行われている．しかし，完全な創閉

鎖までに6週前後の時間を要することが検討すべ

き点として残っていた．今回は，創閉鎖までの期

間の短縮を期待して，人工真皮貼付部に受傷早期

からbFGF製剤の併用療法を行った．

【方法】平成17年8月から平成18年7月の間に，

東京医科大学八王子医療センター形成外科を受診

した骨露出を伴う指尖損傷の6例を対象とした．

指尖損傷の形態は，石川の分類によるI型4例，側

爪部斜切断1例，爪床欠損1例であった．これらの

患者に対し，初診時に創面を洗浄し，欠損部に人

工真皮を貼付した．貼付後3から5日で縫合糸を残

したまま，人工真皮のシリコン膜を除去し,bFGF

の噴霧を開始した．噴霧後はワセリン基材の抗生

剤含有軟膏を人工真皮上に塗付し，ポリエチレン

フイルムによる閉鎖湿潤療法をおこなった．週2

回の通院で創閉鎖まで同様な方法を継続した．

【結果】すべての症例で良好な指尖形態が再建され

た．創閉鎖までの日数は，石川のI型の損傷例で

36.75±4．21日，側爪部斜切断で26日，爪床欠損

で28日であった．石川のI型損傷では治癒後5～

7mmの指短縮をきたした．また，軽度の爪の掌側

脅曲を呈した例があったが形態的には許容範囲で

あった．

【結論】同様な指尖部損傷に人工真皮のみを用いた

従来の方法では，自験例で創閉鎖まで41.14±5.22

日であり,bFGFの早期からの併用療法を用いる

ことによって，創閉鎖までの期間を短縮すること

が可能であると思われた．



1Pbl5

指尖部切断(Subzone2)における再接着

方法についての検討

TreatmentOptionfOrSubzone2Fingertiplnjury

長浜赤十字病院形成外科

○北山稔大，黒川正人，玉井求宜，

中 西 新

【はじめに】今回私たちは当院で経験した

Subzone2(石川）切断の再接着症例に対して，術

式とその成績について検討を行った．

【対象】1995年から2005年までにおけるSubzone2

切断再接着症例25人28指を対象とした．男性が

21例24指であり，女性が4例4指であった．年齢

は17歳～52歳までで，平均36.5歳であった．患

指は，母指4指，示指7指，中指9指，環指7指，

小指1指であった．術式は血管吻合が14指，ブレ

ント法が12指,複合組織移植が2指であった．血
管吻合は，動脈1本のみのものが11指，動脈1本

静脈1本のものが3指であった．

【方法】各指の術後の成績を，生着,部分生着，非

生着に分類した．

【結果】血管吻合を行った指は，生着5指，部分生

着4指，非生着5指であった．ブレント法を行った

指は，生着11指，部分生着1指であった．複合組

織移植を行った指は，部分生着2指であった．

【考察】Subzone2切断では，その血管の細さゆえ

に血管吻合による再接着は容易ではない．しかし

ながら組織量が少ないため，ブレント法など血管

吻合を行わない再接着方法も有用である．今回の

結果では，生着に関してブレント法が最も成績が

良かった．しかし，拘縮を来し易い高齢者には不

向きであることや，生着後の組織の萎縮などを考

慮すると必ずしも血管吻合による再接着より秀で

た方法とは言えない．可能である限りは血管吻合

による再接着を目指すべきであり，そのための技

術向上は必要不可欠である．しかし，血管吻合に

拘るあまりに壊死させてしまっては元も子もな

l,､.SUbzone2切断の再接着の際には，血管の損傷

状況をよく把握し，術者の技量を考慮したうえで

術式を選択していくべきであろう．

1Pbl6

指尖部再接着後のSalvageの一法
一真皮下ポケット法の使用経験一

AMethodofPreventingVenostasisaftertheFinger-

tipReplantationwithusingSubdermalPocketPro-
cedure

宮崎社会保険病院形成外科

○高橋国宏，大安剛裕，伊木秀郎，

三 枡 律 子

【はじめに】指尖部再接着の失敗の原因の多くは静

脈うっ血によるものであり，静脈が再建出来ない

時にはその対策が重要である.Ijinらの報告によ

る真皮下ポケット法は，真皮下血管叢を静脈のド

レナージに用いることで指尖部再接着後のうっ血

を予防することが可能である．近年，我々が経験

した真皮下ポケット法に関して報告する．

【対象と方法】2005年6月から当施設を受診した玉

井の分類でZonel,IIの指尖部切断症例で，再接

着後にうっ血を来たし真皮下ポケット法を行った

ものは6症例8指であった．指別は母指1例，示指

3例，中指3例，環指1例であった．再接着を通常

通りに行い静脈再建が出来なかった症例あるいは

静脈を再建出来たが術後にうっ血を呈した症例に

対して，再接着指々腹部を脱上皮化したものを腹

部に皮弁を作成して埋め込んだ．埋め込み1週間

を過ぎてからポケットより分離し，指腹は保存的

に上皮化させた．

【結果】完全生着4指，部分生着2指，全壊死2例

であった．部分生着した内の1例はポケット分離

後は完全生着していたが，分離3日後に喫煙し一

部壊死したものであった．脱上皮化した指腹はす

べて保存的に上皮化し，術後経過で肥厚性搬痕と

なった症例は無かった．接着指の萎縮も少なく，患

者の整容的な満足度も高かった．

【考察】指尖部再接着の困難さはその血管の細さに

あり，特に静脈の再建は熟練したマイクロサージ

ャリー技術を要する．静脈再建力垳えない場合，う

っ血対策として潟血が行われることが多いが患者

への負担が大きくまた医療サイドの手間もかか

る．真皮下ポケット法は簡便に行え，指尖部再接

着後のうっ血対策として有用であると思われる．

また,Brent法の様に血管吻合が不能な場合や再

接着後の血流不全例に対する救済策として用いる

ことも可能である．

－S98-
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Adipofascial指交叉皮弁と無毛皮唐移植に
よる指尖部再建術

AdipofascialCross-FingerFlapandGlabrousSkin

GraftfOrFingertipReconstruction

沖縄県立中部病院形成外科

○今泉督 ， 石 田 有 宏，西関修

【はじめに】指尖部は露出部であり機能だけでなく

整容面も重視されるべき部位である．我々は

Adipofascial(AF)指交叉皮弁と無毛皮膚移植を

用い欠損形態に応じ指尖部再建を行い再建指と皮

弁採取指共に機能，整容的に良好な結果を得た．

【対象】16歳女性，中指爪床を含む斜切断．38歳

男性，右母指爪床を含む尺側斜切断．33歳男性，左

母指指腹部欠損．

【方法】欠損形態に応じ隣接指の中節部または基節

部を皮弁採取部とする．皮弁採取指の損傷指対側

で側正中部を茎とし真皮下血管網を含む矩形皮膚

弁を挙上，皮静脈はAF組織に温存．AF皮弁を損

傷指側の側正中部を茎としparatenon上で挙上．

AF皮弁にて欠損部を形成，足底部または小指球部

からの皮膚移植を行う．挙上した皮層弁を元の位

置に縫着．2～3週間後皮弁切り離しと修正を行

う．

【結果】全例で皮弁は完全に生着したが一部移植皮

膚の不生着を認めた．再建部と皮弁採取指共に整

容的に良好であった．皮弁採取指と再建指の関節

拘縮は殆ど認めなかった．1例では術後7ヶ月目の

静的2点識別能は5mmであった．

【考察】本法は柔軟なAF組織を用いるため様々な

形態に皮弁を形成できる．同一指での翻転皮弁や

一側のDIP関節部周辺のみの固有指動脈背側枝を

茎とする回転皮弁と異なり指交叉皮弁は皮弁茎に

一側の背側枝を多数含む事ができる上に十分な静

脈灌流も有し安定した血行を持つ．大きさも指節

関節間の殆ど全ての指背AF組織を利用でき比較

的大きな欠損にも対応できる．更に皮弁上に無毛

皮肩を植皮，皮弁採取部も元の皮層が皮弁または

全層植皮として温存する事により整容的にも良好

である．本法では知覚再建は出来ないが1例で十

分な知覚回復を認めた．

一S99-
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InnervatedLateraIMiddlePhalangeal

FingerforaLargePulpDefectbyBilat-

eraINeurorrhaphy

DepartmentofOrthopedicSurgery,SeoulNational

UniversityCollegeofMedicine,Seoul,Korea

○YoungHoLEE,MoonSangCHUNG,

GooHyunBAEK,HyunSikGONG,

SangKiLEE

Purpose:Thedorsalmiddlephalangealfingerflap

isareliablenap・However,itrequiresskingrafting

onthewholesurfaceofthedorsumofthemiddle

phalanxofthedonorfingel:Inanefiorttoovercome

thisproblem,theauthorshavebeenusinga

heterodigitalinnervatedlateralmiddlephalangeal

fingernapfOrresurfacingsizabledefectsofthePulp.

Method:Flapsweredesignedonthelateralulnar

sideofthemiddlefingerfOrfivethumbdefectsand

theringfingerfOrtwolittlefingerdefects.Tbprovide

sensationtothenap,onenervefasciclefromthe

directsmallbranchesoftheproperdigitalnerveafter

interfasciculardissectionandthedorsalbranchof

theproperdigitalnelvewereidentifiedandsectioned

proximally,leavingal-cmnervetailattachedtothe

flap.Theepineurorrhaphieswereperfonnedbetween

thetwoattachedsensorynervesoftheflapandboth

cutendsofthedigitalnerves.

Result:Allflapsweresurvived・Thesenapsprovided

sensatecoveragewithstatictwo-pointdiscrin血ation

valuesofapproximately6mm.Donorfinger

morbiditywasnnimal,andpulpsensationindonor

fingerswasnonnalinallcases.Nodonorfingercold

intolerancewasreportedinthisseries.

Conclusion:Thisdescribednapsuppliesglabrous

skinofnearlynormalsensibility.Onenervefascicle

fromthedirectsmallbranchesoftheproperdigital

nerveandthedorsalbranchoftheproperdigital

nervewereusedformaximalsensation・Donor

fingersarecosmeticallybetterthanthoseofdorsal

middlephalangealfingernapsbecausethegrafted

skinishiddenbyanadiacentfingem
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母指末節再建12例の経験と我々のアプロー

チ方法の変遷

ThumbReconstructionl2Cases-OurConcept-

東京大学医学部付属病院形成外科・美容外科

○三原誠，光嶋勲，成島三長，

内田源太郎，権太浩一

【緒言】手の母指の再建は約120年前に，有茎のあ

るいは有茎皮弁の第二趾移植により再建が始まっ

た．その後1960年代に趾移植が可能となり，1979

年にはMorrisonによるwraparoundflapが開発

され，これにより母指の再建術は完成されたかの

ように思えた．しかしながら現在でも多くの未解

決の問題点が残っている．これまでの再建術式の

我々の工夫に関して報告する．

【症例】1983.3～2005.8の過去22年間12症例(女

性7人，男性5人，17歳～66歳）に対して母指末

節の再建を行った．12症例の内訳は,Osteo-

OnychocutaneousFlapによる再建8例,Trimmed

GreatToeTipによる再建3例,Onychocutaneous

Flapによる再建1例であった．

【結果】12症例のうち，部分壊死が一例発生した

が，全壊死はなかった．知覚過敏，その他の合併

症で母指が使えなくなった症例は1例もなかっ

た．また，ドナー部位の著しい機能障害は認めな

かった．再建後の移植部の機能面・美容面は良好

であった．

【考察】母指再建は症例によって様々なアプローチ

法が必要となる．通常のwrap-aroundflapは母指

の末節と基節の欠損に対して適応となるが,MP

関節よりも近位の欠損では鼠践皮弁あるいは第一

弛緩皮弁をwrap-aroundflapに合併する必要があ

る．更に母指の全欠損に対しては第二趾の全移植

あるいは第二趾と足背皮弁を含めた移植により母

指全欠損と母指球の形態的な再建が行える．結局

の所，我々は決まった術式を取っておらず，症例

によってひとつひとつオーダーメードしている．

また,MDCTの手の外科領域への応用についても

報告する．

－S10ト
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Ollier病の治療経験

TifeatmentModalityfbrOnier'sDiseaseoftheHand

'東京慈恵会医科大学形成外科，2厚生年金病院形

成外科，3東京慈恵会医科大学附属第三病院形成外

科，4町田市民病院形成外科

○宮脇剛司1，増沢源造2，中島彰子3，

松浦愼太郎4，栗原邦弘’

【はじめに】軟骨腫は原発性の軟骨細胞腫瘍として

骨に単発あるいは多発する両性腫瘍で，手足にし

ばしば見られる．中でも多発性で身体の片側によ

り強い病変の偏在を示す場合,Ollier病と呼ばれ，

単発性内軟骨腫の10分の1の発生頻度とされてい

る．今回われわれは最長16年の経過観察症例を含

む4例のOllier病について検討した．

【症例および方法】1990年以降に経験した手部を

含むOllier病について検討した.4症例の性別は男

2例，女2例であった．初診時年齢は2歳から8歳，

平均5.75歳で，経過観察期間は19ケ月から16年，

平均5.75年であった．疾患の優位罹患側は左3例，

右1例であった．罹患部位は示指2，中指2，環指

5，小指5で尺側指に多く見られ，母指罹患例はな

かった．治療は全例に病巣掻爬を行い，生じた骨

欠損部に自家骨移植を行った．両側腸骨に罹患し

た1例に自家肋骨を移植したが，他の3例では自家

腸骨を移植した．

【成績】4例中3例で，骨端線近傍に取り残しによ

ると考えられる再発が見られ，病巣掻爬と自家骨

あるいは人工骨(6TCP)を移植している．また罹

患骨の成長障害が全例に見られた．なお全例とも

に病理組織学的に内軟骨腫と診断され，悪性転化

を認めた症例はなかった．榛尺骨に罹患した1例

では成長に伴い前腕の僥屈変形が生じ，8歳児に

榛尺骨の骨延長による矯正術を行なった．

【考察】当講座で経験したOllier病4例について検

討した．小児期に発症するOllier病では十分な移

植骨採取は困難で，両側腸骨罹患例では移植骨採

取は極めて困難である．自家骨採取が困難な症例

では自家骨に置換されるβTCPは移植後骨に置換

されるので骨強度の点から有用である．また腸骨

に変わる骨採取部位として肋骨も有用であった．

1Pc2

多発性骨軟骨腫による前腕変形に対し仮骨

延長を行った経験

CorrectionofForeannDefbnnitiesbyCallotasisfOr

MultipleOsteochondromas

弘前大学医学部整形外科

○神 裕 道 ， 湯 川 昌 広 ， 陳

藤哲

雷，

【はじめに】前腕の多発性骨軟骨腫は主に尺骨遠位

部に発生し，上肢の機能・外観に大きな障害をも

たらすことが多い．変形の内容は，尺骨の相対的

短縮に伴う尺屈変形，僥骨の尺屈弩曲，榛骨頭の

脱臼などが主であるが，腫瘍の局在により程度は

様々である．

【目的】多発性骨軟骨腫による前腕変形に対して仮

骨延長を行った症例の治療成績と問題点を述べる

こと．

【対象と方法】1996年以降，当院で手術を施行し

た5例5肢を対象とした．内訳は，男性1例，女性

4例，右2肢左3肢,Masadaの分類typeIが3肢，

ypelIBが2肢だった．手術は腫瘍切除十僥骨矯

正手術十尺骨仮骨延長を行い，腫瘍切除のみの症

例は無かった．手術時年齢は3～18歳，追跡期間

は3ケ月～3年3ケ月だった．

【結果】全例，腫瘍再発，骨癒合不全はなく，目的

長の骨延長を得ることができ，瘻痛，前腕可動域

の改善を認めた．radialarticularangle,carpal

slipは術後の手関節の尺屈偏位の指標となるが，

成績との関連は不明だった.TypellBの1例では

僥骨頭脱臼が再発し2回の追加手術を行った．合

併症は，このTypellBの症例で軽度のピン周囲感

染とピン破損を認めたが，それ以外は大きな問題

はなかった．

【考察】腫瘍切除が前腕長差の進行を防ぐ．ことがで

きるか，早期の手術が機能的な成績の改善に有効

か，などは議論の分かれるところだが，瘤痛や腫

瘍に伴うインピンジや前腕可動域障害のある症例

については腫瘍摘出が有効と思われる．本症例で

は，僥骨矯正骨切りと尺骨仮骨延長を一期的に行

っており，患者の満足度は高かった．腫瘍の局在

と変形の状態によっては，再発の危険性を視野に

入れ手術時期も含めた治療計画をたてることが重

要と思われた．

－SlO1－
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骨軟骨腫による前腕変形，榛骨頭脱臼の手

術的治療

OperativeTreatmentfOrForearmDeformitywith

DislocationofRadialHeadduetoOsteochondroma

会津中央病院整形外科

○古月顕宗，原孝，

サッキャ・イソラマン，高須

坂本和陽

誠，

【はじめに】骨軟骨腫による前腕変形，榛骨頭脱臼

に対して，矯正手術後，一年半以上経過した症例

について，術式，術後結果について検討報告する．

【対象および術式】対象は7例7肢，そのうち6例

は多発性骨軟骨腫．男4例，女3例．手術時年齢は

3歳から11歳平均5．4歳．経過観察期間は1年半

から13年平均6.1年．前腕変形について政田の分

類では,typellaが1肢,Typellbが6肢．手術

に関しては全例に腫瘍の切除と尺骨の延長術を行

っている．尺骨延長術については5肢は一期的に

延長と同時に骨移植を，そのほかの例に対しては

まず創外固定器で十分の延長を行った後で骨移植

を行った．榛骨の矯正骨切り術は5例に行った．

Typellaの1肢は僥骨頚部の腫瘍の切除後，同部

位において矯正骨切りを行っている．手術の回数

は6例2回以上の手術を行った．

【結果】榛骨頭の脱臼について最終時，成長に伴っ

て1肢は脱臼が見られた．またそのほか一期的に

尺骨延長と骨移植を行った5肢中2肢に脱臼，1肢

に亜脱臼が見られた．UInarvarianceに関しては

腫瘍がより遠位で骨端線にかかっている例では著

明な短縮が見られた．肘関節の可動域は僥骨頭の

脱臼が残存していた2例に制限が見られ，そのう

ち1例にADL上の不便を訴えていた．術後，美容

上の不満がある1例はやはり榛骨頭脱臼の残存に

よる肘の変形があることであった．

【考察】年幼児において矯正術後，成長に伴って変

形，僥骨頭の脱臼が再発する可能性がある事を考

慮する必要がある．また榛骨頭の整復には，尺骨

の一期的延長と同時骨移植を行う事では，十分な

延長が得られないことがあるので，まず創外固

定器を用いて十分延長が得られてから骨移植を行

う事が好ましいと考えられた．また関節の適合性

が不良であるため，完全な整復が得られない事も

考えられる．

1Pc4

SurgicaITreatmentforOsteochondroma-
tosisCausingLimitationoftheForearm
Rotation

DepartmentofOrthopedicSurgery,SeoulNational

UmversityCollegeofMedicine,Seoul,Korea

○GooHyunBAEK,HyunSikGONG,

MoonSangCHUNG,JinYoungKmI

Purpose:OsteochondromatosisinvoIvingthe
fOrearmcancauseⅡmtationofthefOreannrotation.

However,thisli皿tationhasreceivedlittleattention

asitiseasilyoverlookedduetothecompensationof

theshouldermotion.Thepurposeofoursmdyisto

evaluateradiologicandclinicaloutComesofthe

surgicaltreatmentforthemultiplehereditary

osteochondromatosiscausinglimitationofthe

fOreannrotation・

MaterialsandMethods:Weretrospectively

reviewedlOupperextremitiesin7patients(4males

and3females)withmultiplehereditaryosteo-

chondromatosiswhohadlimitedrotationofthe

fOrearmandunderwentsurgicaltreatmentfromJan.

2001toJan.2005.Themeanfollow-upwas39

months.Threepatientshadbilateralinvolvement.

Theageatoperationaveraged7years8months.

Indicationofthesurgerywaswhenthepatienthad

osteochondromaintheforearmcausinglimited

fOreannrotationoflessthanlOOdegreesbuthadno

radialheaddislocation.Weexcisedthetumorinall

casesandpelionneduharlengthemngsin4fbrearms

andradialcorrectiveosteotomesin2fbrearms.

Results:Postoperatively,themeansupinationand

pronationimprovedfrom39and36degreesto65.5

and61．5degreesrespectively.Themeantotal

rotationincreasedfrom75degreestol27degrees

afteroperation.In4fOrearmswhichunderwentthe

ulnarlengtheningprocedure,themeanulnarvariance

improvedfrom-15.2mmto-1.5mmandin2
forearmswhichunderwenttheradialcorrective

osteotomy,themeanradialinclinationimproved

from38.5tol8degrees.

Conclusion:Surgicaltreatmentforosteo-

chondromatosisofthefOreannisrewardingnotonly

intumorresectionbutalsoinimprovingthefbrearm

rotationbyremovingthemechanicalblock.
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1Pc5

前腕骨急性塑性変形(AcutePlasticDe-

formity)の5例

FiveCasesofAcutePlasticDefOrntyoftheFoleann

'金沢大学整形外科，2富山県立中央病院整形外科

○多田薫'，池田和夫'，坪内英樹'，

富田勝郎'，橋本二美男2

前腕骨急性塑性変形の5例について報告する．

【症例1】2歳女児，高所からの転落で，僥骨の急

性塑性変形および尺骨骨幹部骨折を認めた．受傷

当日に全身麻酔下に榛骨を緩徐に徒手整復したと

ころ，尺骨の骨幹部骨折も整復されたため，ギプ

ス固定とした．受傷後9か月の現在,変形や可動

域制限はない．

【症例2】6歳男児，高所からの転落で，尺骨の急

性塑性変形および僥骨骨幹部骨折を認めた．受傷

当日に全身麻酔下に徒手整復したところ，僥骨は

整復できたが，尺骨は十分な矯正を得られず変形

が残存した．受傷後半年の現在，尺骨の変形が残

存しているが可動域制限はない．

【症例3】21歳男性，転倒して受傷し，尺骨の急性

塑性変形および僥骨骨幹部骨折を認めた．受傷後

4日に榛骨の骨接合術を行った．尺骨は変形して

いたが可動域制限はなかったため，尺骨には処置

を行わなかった．受傷後2年の現在，可動域制限

はない。

【症例4】24歳女性，ローラーに上肢を巻き込まれ

受傷．僥骨および尺骨の急性塑性変形を認め，回

内制限が出現していた．受傷後1か月に尺骨に対

してのみ骨切り術を行ったところ，回内は可能と

なった．受傷後半年の現在，可動域制限はない．

【症例5】12歳男性，柔道中に受傷し，近医で尺骨

の急性塑性変形および榛骨頭脱臼と診断された．

受傷当日に尺骨の骨切り術を施行されたが，矯正

不足から榛骨頭脱臼が残存した．受傷後2か月に

当院で再度骨切り術を施行し，僥骨頭は整復でき

たが，回内および伸展可動域制限が残存している．

前腕骨急性塑性変形の報告は小児例が多いが，我

々の症例のように成人例も存在する．看過すると

可動域制限が残存することがあり，注意が必要で

ある．

1Pc6

小児外傷性僥骨頭脱臼にulnarplastic
bowingを来たした症例の治療経験
TraumaticRadialHeadDislocationwithUInarPlastic

BowingofChildren

1大阪大学整形外科，2関西労災病院整形外科，3大

阪市立大学大学院整形外科，4鎌田クリニック整形

外科

○岡田潔1，田野確郎2，堀木充2，

米田昌弘3，多田浩一4

【はじめに】小児外傷性榛骨頭脱臼にulnarplastic

bowingを伴ったものは,MonteggiaTypel

equivalentfi･actureに分類される比較的稀な外傷

である．今回我々は，この小児外傷性僥骨頭脱臼

にulnarplasticbowingを伴った症例を経験した

ので報告する．

【対象と方法】2002年から2006年までに経験した

3症例で，いずれも男児，平均年齢は7.7歳であっ

た．これらの症例に対して，初診時から診断確定ま

での期間，僥骨頭，尺骨の徒手整復の可否を調査し

た．また単純X線での尺骨の変形の評価として，

maximumulnarbow(MUB)を測定し,CT,MRI

の撮影の有無と所見を調査した．手術治療を要し

た症例について手術方法を調査し，最終経過観察

時の肘関節，前腕の可動域，僥骨頭の再脱臼の有

無，その他術後合併症の有無について調査した．

【結果】初診時から診断確定までの期間はそれぞれ

1日，3日，21日であった．いずれの症例も榛骨頭

は前腕回外位で整復出来るものの，回内すると容

易に脱臼し，またulnarplasticbowingの徒手整

復は不可能であった．単純X線でのM[肥は3mm,

4.5mm,5.5mmであった．いずれもCTの撮影は

行なわなかったが，1例でMmを撮影しており，尺

骨近位1/4の部分に骨膜損傷を伴わない骨折様所

見を認めた．手術方法として，尺骨矯正骨切りが

2例，尺骨観血的整復術が1例で，いずれも輪状靱

帯の再建は行わなかった．最終観察時に1例で-10

度の伸展制限を認めたが，その他の可動域制限は

認めず，僥骨頭の再脱臼や感染などの合併症も認

めなかった．

【考察】今回の症例では，徒手的なulnarplastic
bowingの矯正は不可能であり，いずれも観血的治

療を要した．徒手的整復と外固定のみの治療報告

もあるが，今症例からは,ulnarplasticbowingの

矯正のために，早期の観血的治療が必要なのでは

ないかと考えられた．
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1Pc7

開放性前腕骨骨折(Gustilo分類Type3)の
治療経験－7例報告一

OpenFracturesoftheForeann,7CasesReport

福島県立医科大学整形外科

○川上亮一，江尻荘一，高橋洋子，

矢吹省司，菊地臣一

【はじめに】開放性前腕骨骨折7例に対する手術治

療の成績を検討したので報告する．

【対象と方法】対象は，2004～2006年までに，手

術治療を行った開放性前腕骨骨折の7例である．

手術時年齢は25歳から89歳(最多年代層20歳台）

であった．経過観察期間は，平均18.1ヶ月（最短

6ケ月，最長32ケ月）であった.Gustilo分類で，

Type3Aが2例,3Bが4例,3Cが1例であった．

検討項目は，1)骨癒合率，2)骨癒合までの期間，

3)手術方法4)合併症や追加手術5)他部位合併

損傷の有無とInjuryseverityscore(以下ISS)に

よる重傷度評価，および6)TheDisabilityofthe

Arm,Shoulder,andHandQuestionnaire(以下

DASH)による術後評価である．単純X線写真によ

る骨癒合の判定は，直接診療に関わっていない整

形外科医3人が行なった．

【結果】1)骨癒合は，全例で得られた．2)骨癒合

までの期間は，平均6.8ケ月であった．3）骨接合

には，6例にプレートを使用した．他の1例には，

K=wireを使用した．軟部組織の修復は，遊離鼠径

皮弁2例，有茎筋弁1例，および前腕骨短縮2例で

あった．4)深部感染が2例，偽関節が1例，プレ

ート折損が1例に認められた．自家腸骨移植3例，

血管柄付き腓骨移植術1例が行われた．5)多発外

傷の合併は4例であった.ISSは,17～34であっ

た.6)DASHは,0.0～85.0であった．

【考察】遊離皮弁や局所筋弁で治療したGustilo

Type3Bの3例では,DASHが低値であった．この

事実は，広範な軟部組織損傷に対する積極的な治

療の有用性を示唆している．一方,ISS30以上で，

かつ両上肢損傷の2例では,DASHが高値であっ

た．この事実は，開放性前腕骨骨折における治療

上の限界を示している可能性がある．

1Pc8

前腕両骨骨幹部骨折に対する外科的治療成

績一メタアナリシスー

'ITeatmentofDiaphysealFracturesofbothForearm

Bones:AMeta-Analysis

大阪府済生会中津病院整形外科

○安藤佳幸，安田匡孝，大橋弘嗣

【目的】前腕両骨骨幹部骨折の治療法，特に手術療

法については内固定材料の選択に意見の別れると

ころである．我々はメタアナリシスの手段を用い

て，小児および成人に対するプレート固定と髄内

釘の手術法につき臨床成績を比較した．

【方法】MEnmNE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

た．症例対照研究にはMantel-Hanzel法と95%信

頼区間によるオッズ比を，半定量研究には95％信

頼区間によるオッズ比を用いて，骨癒合率，可動

域制限（軽度，高度)，合併症（重度，総数)，変

形治癒について比較，評価した．

【結果】検索された2920論文の中で45論文が適格

基準に合致した．症例対照研究は小児に対する報

告のみの6論文で，全ての項目において有意な差

を認めなかった．半定量研究は小児に対する報告

が24論文で，合併症（重度）と可動域（軽度，高

度)の項目でプレート固定が有意に劣っていた.成

人に対する半定量研究は15論文で，可動域(高度）

と変形治癒の項目で髄内釘が有意に劣っていた．

【結論】本研究により，小児に対しては髄内釘，成

人に対してはプレート固定が優れている傾向が示

された．多数のバイアスおよび限界の存在や前向

きコホート研究のなかったことから，今後FIRM精

度の高い論文の増加が期待される．

－SlO4-



1Pc9

尺骨骨幹部疲労骨折の治療経験

StressFractureoftheUInarDiaphysis

'兵庫医科大学整形外科,2高島整形外科

○戸祭正喜'，高島孝之2，田中寿一'，

吉矢晋一’

【目的】今回我々は，尺骨骨幹部疲労骨折の5例を

経験したので，若干の文献的考察を加えて報告す

る．

【方法】X線像にて尺骨骨幹部の骨膜反応もしくは

骨折線を認め，明らかな外傷歴のない5例を対象

とした．男性3例，女性2例．年齢は，15～18歳

(平均16.4歳)．スポーツ種目は，ソフトボール投

手2例，剣道2例，空手1例，利き手はいずれも右

手であったが，罹患肢は，右3例，左2例であった．

診断後直ちにスポーツ休止を指示し，理学療法と

超音波骨折治療器（オステオトロンIII)を用いた

保存的治療を行った．ギプスシーネによる外固定

は，骨折線を認めた1例に対し2週間行った．

【成績】症状発症から初診までの期間は2～8週(平

均4.2週)，治療期間は1～10週（平均5.6週）で

あった．いずれの症例においてもX線像で骨修復

が確認され，瘤痛は消失し，元のスポーツに復帰

していた．ソフトボール投手の1例で約1年後に同

部位での瘻痛の再発を認めた．

【結論】非荷重肢である前腕に疲労骨折が発生する

のは稀であるが，疲労骨折に対する知識を持って

いれば，現病歴，局所所見,X線像から診断は容易

であるので，正しく診断を行い，早期より適切な

治療を行えば，重症化することなく治癒させるこ

とが期待できる．また，我々の経験から，早期復

帰に超音波骨折治療器を用いることは有用であっ

たと思われる．しかしながら，スポーツ種目によ

り発生機序は異なり，剣道の2例は，競技歴が短

く，技術が未熟であることが原因であったのに対

し，ソフトボールの2例は，競技歴が長く，反復動

作と骨への直接的な外力が原因ではないかと推測

されたことから，症例ごとのスポーツ特性を鑑み，

再発予防の指導をしながら経過を観察していくこ

とが必要であると思われた．

1PclO

前腕bipolarinjury/longitudinalradio-
ulnardissociation(単独のGalea/'i骨折，

Monteggia骨折は除<)に対する治療

TieatmentfOrBipolarlnjuriesoftheForearmand

LongitudinalRadio-ulnarDissociations

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，

察栄美，山野慶樹

【目的】いわゆる前腕bipolarinjury/longitudinal
radio-ulnardissociationでは前腕を近位･遠位榛

尺関節・靭帯・骨間膜の複合体と考えて診断・加

療することが重要である．当科での治療について

報告する．

【対象と方法】対象は2002年9月以降の5例，年

齢19～56歳(平均34.2歳)，受傷機転は交通事故

2例，労災事故2例，転落1例，経過観察期間は7

～18ケ月（平均14ケ月)，損傷状態は症例1:手関

節脱臼骨折（遠位榛尺関節掌側脱臼，尺骨茎状突

起骨折)，肘関節LCL損傷，症例2:榛尺骨遠位端

開放骨折,Monteggia骨折，症例3:手関節脱臼

骨折（僥骨遠位端関節内骨折,SLIL損傷),榛尺

骨骨幹部開放骨折，症例4：榛尺骨遠位端骨折，

TFCC損傷，肘関節脱臼・MCL損傷，症例5:"

骨遠位端関節内骨折,TFCC･ST｣TT,損傷，肘関節

MCL･LCL損傷といずれも3箇所以上の損傷を認

めた．肘関節靱帯損傷はストレスX線,MRI,関

節造影で評価，手術はアンカーを用いた靱帯縫合

術を施行，僥骨遠位端骨折に対しては掌側プレー

ト固定，関節内骨折に対しては手関節鏡視下に整

復固定，手関節靱帯損傷は関節鏡視下に評価し，適

宜処置を施行した．関節可動域制限が残存する症

例に対しては観血的関節受動術（手関節背側関節

包の切離，骨間膜の切離など）を3例に施行した．

骨癒合，関節可動域を調査，臨床評価はGrace

andEversmzmnの評価を使用した．

【結果】全例で骨癒合を得た．関節可動域は肘関節

伸展0～－10度，屈曲120～140度，回内60~

75度，回外75～90度,GraceandEversmann

の評価ではexcellent:3例,good:2例であった．

【考察】前腕bipolarinjury/longitudinalradio-
ulnardissociationでは回旋制限，特に回内制限が

生じる傾向にあるが，観血的関節受動術を追加す

ることにより改善が得られ，最終的に満足すべき

結果であった．
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1Pcll

前腕骨変形治癒矯正における三次元実体模

型を用いた手術シュミレーションの経験

SurgicalSimulataionontheThree-dimentionalFull

ScaleModelfOrtheCorrectiveOsteotomyofthe

ForearmMalunion

'千葉大学大学院整形外科，2城東社会保険病院

○国吉一樹'，松戸隆司'，山田俊之'，

高橋仁'，斎藤 忍 2

【目的】2005年4月以降，前腕骨変形治癒症例に対

して三次元実体模型を作製し，手術治療に利用し

てきたので，その有用性について検討すること．

【対象】前腕骨の骨幹部もしくは骨端部変形治癒6

例．骨幹部例は4例で全例，前腕回旋障害を伴っ

ていた．

【方法】3D-CTデータをもとに患側および健側の

ミラーイメージ（＝受傷前）による石膏製三次元

実体模型を作製．骨幹部例では骨性アライメント

の不良に伴う回旋障害の病態を確認後，手術

Simulationを行った．変形の中心を求め，健側ミ

ラーイメージ模型上に同部を中心として最も乗り

のよい面にプレートをベンデイングして置いた後

に，プレートに骨切りした患側模型を合わせて矯

正アライメントを確認，そのプレートを実際の手

術に使用した．手術では骨切りの位置とプレーテ

ィング面がsimulationとの再現性を持つよう留

意した．骨端部例ではともに計画通りの矯正が可

能であるかの確認と，矯正が前腕回旋を障害しな

いかどうかの徒手的な確認に使用した．

【結果】全例で計画通りの矯正が可能であった．骨

幹部例においては回旋不足角（回旋arcの健患差）

は術前平均105･が，術中は平均15。まで改善した．

術後平均1年の最終診察時には平均回旋不足角は

28.で，改善率は73％であった．骨端部例では，榛

骨頚部変形治癒例では矯正により僥骨頭脱臼は改

善したが，回内位での亜脱臼は残存した．肘頭変

形例では矯正により外反肘は改善し，内側側副靱

帯再建により動揺性は消失した．

【考察】前腕骨変形治癒の治療において三次元実体

模型は病態の理解に極めて有用であり，特に骨幹

部変形治癒の手術sinmlationでは健側ミラーイメ

ージ模型を鋳型としてプレペンディングしたプレ

ートを使用することにより，変形中心が単一であ

れば，様々な三次元的な変形に対応可能であると

思われた．

1Pcl2

内側型野球肘のX線学的検討

RadiographicEvaluationofLittleLeagueElbow

'関西労災病院整形外科，2よしだ整形外科，

3鎌田クリニック

○中川玲子'，田野確郎'，堀木充'，

吉田竹志2，多田浩一3

【目的】我々 は，2003年から2005年にかけて尼崎

市内の少年軟式野球チームの上肢検診を行ってい

る．この検診により異常を指摘された選手のうち，

内側型野球肘の骨軟骨障害についてX線学的検討

を行ったので報告する．

【対象と方法】一次検診で要精査とされた31人男

子を対象とした．平均年齢10.7歳(9～12歳)，平

均野球歴3.3年(1～6年)，ポジションは投手8人，

捕手8人，内野手6人，外野手9人であった．全例

にて肘関節内側部に圧痛を認め，同時に外側部の

圧痛を伴うものを4例に認めた．受診時，両肘関

節のレントゲン撮影（正面・側面･tangential

view)を行い,carryingangleの測定，骨軟骨変

化の有無，およびその変化について検討した．ま

た骨端核分離を認める症例において，検診後も

mllowしえた14例につき，早期(2カ月以内）骨

癒合群(7例)，骨癒合遅延群(7例）にわけて，そ

れらの分離骨片の位置について検討した．

【結果】全例において，明らかな外反肘を認めたも

のはなかった．内側部に圧痛があるが，レントゲ

ン上明らかな変化を認めなかったものは5例（内

野手2人・外野手3人）であった．レントゲン上，

骨軟骨変化を認めたものは全て内側型で，内側上

頚部の骨端核肥大を21例に，骨端線離開を7例(投

手1人，捕手2人，内野手2人，外野手2人）に，

骨端核の分離を19例（投手7人，捕手6人，内野

手2人，外野手4人)に認めた．骨端核の分離骨片

の位置については，早期骨癒合群に比し，骨癒合

遅延群では，骨片は骨端核の遠位に位置していた．

【考察】内側型野球肘において，レントゲン上，骨

端核の分離を認めた症例については，投手・捕手

のポジションで多く見られた．また，骨端核にお

ける分離骨片の転位の程度は，尺側側副靱帯損傷

の程度との相関が示唆された．
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1Pcl3

肘離断性骨軟骨炎に対する骨軟骨柱移植術
の治療成績

TreatmentofOsteochodralGraftfromtheKneeJoint

againstOsteochondralDissecansintheElbowJoint

'鈴鹿回生病院整形外科，2名古屋大学手の外科，

3三重大学整形外科

○森田哲正'，平田仁2，国分直樹'，

辻井雅也3，藤澤幸三’

【目的】我々は進行期の肘離断性骨軟骨炎で骨軟骨

欠損が大きい場合には膝からの骨軟骨移殖を積極

的に行ってきた．今回はその治療成績を報告する．

【対象】2002年以降に骨軟骨柱移殖を行った10例

を対象とした．全例男性利き手で(右8左2）手術

時年齢は12～20歳（平均15.5歳）であった．ス

ポーツ種目は野球8例，ソフトボール1例，砲丸投

げ1例であった．罹病期間は2～120ケ月（平均25

ケ月）で，病期は分離後期6遊離期4であった．骨

軟骨の欠損は7×7mmから15×16mmであり，

4.5mmから8mmの骨軟骨柱を1-3本（平均2本）

打ち込んだ．術後観察期間は6～48ケ月（平均23

ケ月)で，元のスポーツへの復帰率，痙痛の有無，

可動域,X-P,MRIでの骨軟骨の修復状態や変形

の進行を検討した．また膝の瘤痛の有無と5例で

サイベックスを使用した下肢筋力の推移を観察し

た．

【結果および考察】術後肘の運動時痛は9例で消失

し，1例で軽度残存した．全例術前と同じスポー

ツに一旦復帰し，術前と同じレベルまで改善した

が，3例は障害以外の理由で他のスポーツに変更

していた．また可動域は伸展が術前－18．3．が術

後-3.3.,屈曲は術前123･が術後135.へと改善し

た.XFPでは全例で骨軟骨の修復を認めたが,2例

では上腕骨小頭の形成不全を認めた．またMRIで

は全例で術後3ケ月に遊離骨軟骨移殖片の癒合を

確認できた．膝の愁訴は術後約3ヶ月で消失して

いた．サイベックス検査では膝の屈曲機能は術後

早期より改善を認めたが，伸展機能は術後5ヶ月

以上要する症例もあった．しかし筋力低下に関し

ては本人の自覚はなくこのことがスポーツ中の新

たな外傷の発生につながることが危‘倶された．肘

の機能としては術後短期の成績は良好であった

が，今後関節の変形や神経の障害などを注意深く

観察していく必要があると思われた．

1Pcl4

上腕骨小頭離断性骨軟骨炎に対する骨軟骨

柱移植術の検討

OsteochondralgraftfOrOsteochondritisDissecans

oftheHumeralCapitulum

福岡大学整形外科

○荒木剛，副島

佐伯和彦，内藤

修，唐島大節，

正俊

【目的】成長期のスポーツ障害として発生した上腕

骨離断性骨軟骨炎に対して，骨軟骨柱移植術を施

行した5例を検討した．

【対象】5例5肘で，手術時年齢13歳から15歳(平

均14.0歳)，全例男性で右肘4例，左肘1例であっ

た．スポーツは野球4例，ソフトテニス1例であっ

た．全例，遊離体期・外側型であった．手術は遊

離骨片を摘出後，同側膝非荷重部より4.5mmない

し6.5mmの骨軟骨柱を1本～3本採取し，欠損部

へ移植した．1例では，軟骨下骨を有する病巣を新

鮮化した後に元位置に戻し，骨軟骨柱にて固定し

た．

【検討項目】手術前後の瘻痛･肘可動域･JOAscore

(スポーツ）・ドナー側となる膝関節の愁訴・肘関

節単純X線(tangentialview)所見より腕僥関節

の適合性を評価・検討した．

【結果】術前全例に認めた瘻痛は，術後消失した．

肘可動域は術前伸展平均-10.,屈曲平均133･で，

最終調査時には術前の状態まで回復した．JOA

score(スポーツ)は術前平均48.3点から，術後85.8

点へ改善した．腕榛関節の適合性は，術前平均27.8

％であったのが，最終調査時77.6％(健側77.1％）

と関節面は良好に再建されていた．

【考察】病巣切除・ドリリング・骨釘移植術は，進

行した病期の症例や，病巣部の比較的大きい症例

では，その成績が経時的に悪化する傾向にあると

の報告がある．そのため他の治療法にて成績が期

待できない症例に対して，近年骨軟骨柱移植術を

応用し良好な成績が散見される．今回のX線所見

による検討より，腕僥関節の適合性は健側と比較

しても良好に再建可能であった．これよりスポー

ツ時における不安定性を解消し，関節症変化を防

止し，長期成績についても期待できると思われた．
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1Pcl5

分離型上腕骨小頭離断性骨軟骨炎に対する

吉津法における骨軟骨柱移植術の適応につ

いて

Closed-WedgeOsteotomyandOsteochondIalGraft-

ingfOrOsteochondritisDissecansoftheCapitellum

'京都大学形成外科，2角谷整形外科病院形成外科，

3角谷整形外科病院整形外科

○石河利広1，川勝基久2，岩崎一夫3，

鈴木茂彦’

【はじめに】分離型上腕骨小頭離断性骨軟骨炎の

ICRS3に吉津変法を行う場合，分離骨軟骨片の軟

骨下骨が少ない部位に骨軟骨柱移植術を追加する

ように術式を改良した(吉津変法+OCA).その手

術手技，適応と治療成績について報告する．

【対象と方法】ICRS3に対して吉津法を行った19

例のうち5例に吉津変法+OCAを行った．障害の

契機となったスポーツは全例野球であった．経過

観察期間は平均1年2ヶ月であった．吉津変法

+OCAは，病変部が上腕骨小頭の外側から中央，内

側におよぶ比較的広範囲のものに行った．病変部

の面積は,2.5cm2から4.3cm2,平均3.3cm2であ

った．術式は分離骨軟骨片を翻転または切離し壊

死骨を掻爬，海綿骨を移植し軟骨下骨が多い部位

は骨釘またはポリ乳酸ピンで固定，少ない部位に

は骨軟骨柱移植を行った．評価は，肘45度屈曲正

面X線像,JOAsportscore,スポーツ復帰状況に

より行った．

【結果】X線像の評価は，優2例，良2例，不可1

例で，良2例については膝軟骨の厚みによる不整

像，不可1例については移植した骨軟骨柱が癒合

せず遊離体を生じた.JOAsportscoreは不可例の

み術前53から術後58にとどまり，他は術前平均

55から術後平均95.5と改善した．不可例は，野球

を中止し陸上部に転部，他は野球に復帰した．

【考察】分離骨軟骨片が比較的大きい場合には，軟

骨下骨が多い部位と少ない部位が混在している．

それを一塊として切除するのでなく軟骨下骨が多

い部位は骨釘等で固定し少ない部位には骨軟骨柱

移植を行うことが治療困難な小頭外側の欠損例を

少なくし骨軟骨柱採取による膝への侵襲を減らす

ために有用と考える．不可例については，手術中

に骨軟骨柱採取に使用するリーマーが偏心してお

り骨軟骨柱のプレスフイットが得られなかった．

その為に癒合不全が生じたものと考えている．

1Pcl6

変形性肘関節症および外傷性肘関節拘縮に

対する肘関節形成術の経験

DebridementArthroplastyoftheElbowJointfOr

OsteoarthritisandPosttraumaticContracmre

'静岡県立総合病院整形外科，2丹後中央病院

○松岡秀明'，石田治'，佐野禎一'，

丸木仁'，西島直城2

【目的】肘関節の変形は可動域制限，運動時痛，肘

部管症候群などのADL上障害を生じることが多

い．当科で行っているdebridement肘関節形成術

の方法および成績を報告する．

【対象】症例は13例13肘で変形性関節症11肘，外

傷性肘関節拘縮2肘であった．変形性関節症は観

血的手術を行った群(OA群)9肘，関節鏡視下手

術を施行した群(鏡視下群)2肘に分類し，外傷後

拘縮に観血的手術を行った群（外傷群）の3群間

の比較を行った．観血的手術では，原則として内

側進入とし，前方，内側，後方の骨鰊を切除し，軟

部組織の解離を行った．上腕骨小頭や僥骨頭など

外側の骨鰊形成が著明な症例では外側進入を追加

した．若年者やスポーツ選手で伸展時の瘤痛が主

訴の2例では関節鏡視下に後方の遊離体および骨

鰊を切除した.OA群は，手術時年齢は平均61歳

で，術前の平均屈曲/伸展角度は105./~26.,内側

単独進入6肘，内側外側進入3肘であった．鏡視下

群は手術時年齢は平均40歳，術前の平均屈曲/伸

展角度は118○ん18.であった．外傷群では手術時年

齢は35歳，術前の平均屈曲/伸展角度は98./~35.,

内側外側進入2肘であった．

【結果】術後の平均の屈曲/伸展角度はOA群，鏡

視下群，外傷群でそれぞれ132.人17.,128･ん8.,

133。/~18.であった．屈曲/伸展の改善角度はOA

群で24./11.,鏡視下群で10./10.,外傷群で35.／

17.であった．

【考察】可動域の改善は，伸展よりも屈曲が良い傾

向があり，基礎疾患では,OA群よりも外傷群のほ

うが成績が良好な傾向があった．術前には，単純

X線,CTなどを用いた骨性要素の評価が必要であ

るが，手術時には軟部組織の要素も考慮しなけれ

ば良好な成績は得られない．また，若年者や短期

間の後療法を希望する症例では関節鏡視下手術の

適応がある．
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1Pcl7

小児の上腕骨外穎骨折後の偽関節･変形治
癒に対する手術治療

SurgicalneatmentfOrNonunionandMalunionof

FracturesoftheLateralHumeralCondylein
Children

'北海道大学整形外科，2信州大学整形外科

○大泉尚美'，末永直樹'’三浪明男'，

岩崎倫政'，加藤博之2

【目的】小児の上腕骨外穎骨折後の偽関節では，外

反肘,遅発性尺骨神経麻痒や肘関節不安定性など

がしばしば問題となる．今回我々は，上腕骨外穎

偽関節･変形治癒に対して行った手術治療の中･長

期成績を報告する．

【対象および方法】対象は6例6肘で，外穎骨折後

偽関節4肘，変形治癒1肘，外・内穎のT字骨折

後変形治癒1肘であり，男児4例，女児2例，手術

時年齢は2-8歳，受傷後手術までの期間は4-27カ

月（平均11ヵ月）であった．初回治療は保存治療

4肘，観血的骨接合術2肘であった．術前1肘に内

反肘，1肘に外反肘を認め，外反肘例では尺骨神経

麻埠を合併していた．術前平均可動域は，肘伸展-

6.7｡(-25｡～10｡)，屈曲98.3｡(45｡～140。)，回

内80.0｡(30｡～110｡)，回外90.0｡(全例90･）で

あった．手術は，2肘に変形治癒部の矯正骨切り

術，3肘に偽関節部の骨接合術，1肘に偽関節部の

骨接合術・内反矯正骨切り術・尺骨神経前方移所

術を行った．術後経過観察期間は39-193ケ月（平

均88カ月）であった．

【結果】全例で骨癒合が得られ，1肘を除き瘻痛お

よび内外反変形は消失した．最終観察時の平均可

動域は，肘伸展乳.2｡(-25｡～0.)，屈曲130.0｡(110｡

～145｡)，前腕回内84.0｡(70｡～90。)，回外78.0｡

(30｡～90｡）であった．最終観察時の単純X線に

て5肘でfshtail変形を認めた.1肘で術後に小頭

の壊死を生じ外反変形が進行，瘻痛が残存した．

【考察】上腕骨外穎骨折後の偽関節･変形治癒に対

しては，偽関節部の骨接合術，変形矯正骨切り術，

外反矯正骨切り術などが行われおおむね良好な成

績が得られているが，外穎の過成長による内反変

形や小頭壊死などの合併症も報告されている．本

症例では比較的早期に手術治療を行い，小頭壊死

の1肘を除き良好な成績が得られた．

1Pcl8

僥骨頭骨折の治療経験

ClinicalExperiencesofRadialHeadFractures

'岡崎市民病院整形外科，2名古屋大学手の外科

○鬼頭満'，鳥居行雄'，大脇義宏'，

杉浦 昌 ' ， 平 田 仁 2

【目的】僥骨頭骨折は，整復固定が非常に困難なこ

とが多い．観血的骨接合術を行った症例について

治療方針，治療成績を比較検討すること．

【対象および方法】2002年2月から2006年10月

までの約5年間に経験した僥骨頭骨折症例のうち

観血的治療を行い，追跡調査可能であった11例11

肘を対象とした．男性6例，女性5例，受傷時平均

年齢27歳であった．骨折型分類はMorrey分類を

用い1型：1例，2型：5例，3型：2例，4型:3例

で全例観血的骨接合術を行った．受傷から手術ま

での期間は1～17日（平均4.5日）で，使用した

内固定材料はKiT･schner鋼線9例,Herbertscrew

l例,Herbrtscrew+アンカリングシステム1例

であった．肘関節可動域訓練開始時期は術後7～

28日（平均23日）で，治療成績は日整会肘機能評

価法(以下,JOAscore)を用いて評価し検討した．

【結果】レントゲン上，骨癒合はほぼ全例に得られ

た．最終診察時に肘関節瘻痛を訴えた症例は4例，

平均肘関節可動域は伸展-13度，屈曲130度，回内

64度，回外58度であった．最終診察時のJOAscore

は平均85点であった．1例は精神障害のためリハ

ビリが困難であった．

【考察】榛骨頭骨折は，強固な内固定が極めて困難

である．内固定材料には様々なものがあり，様々

な報告がある．当院ではできるだけ僥骨頭を温存

に心掛けて骨接合を行ってきたが,Kirschner鋼

線が多く使用されてきた．時間経過とともに緩ん

で抜けてくるため，痛み・皮膚トラブルを起こし

てくることが多い．よって，治療法について検討

が必要と考えた．

－S109－
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高齢者上腕骨遠位端骨折に対するONIplate
の治療成績

TreatmentofDistalHumerusFractureinElderly

PatientwithONIPlate

'長崎県立島原病院整形外科,2愛野記念病院整形

外科

○辻本律1，貝田英二2，宮崎洋一2

【目的】ONIplateによる高齢者上腕骨遠位端骨折

の治療成績を検討した。

【対象と方法】2004年以降ONIplateによる治療

をおこなった75歳以上の8例（男性3例，女性5

例）を対象とした．手術時平均年齢は82.1歳（79

～85歳)，術後経過観察期間は6.5ケ月（4～11ケ

月)であった．骨折型はAO分類でA2-36例,C1-

21例,C1-31例であった．外側からONIplate

で固定し，内側からは6例でCCS固定,2例でZug

固定した．関節内骨折ではHBSを併用し，骨欠損

部には1例には自家骨．1例ではオスフェリオンを

使用した．受傷から手術までの期間は18.6日(4～

69日）であった．術後はシーネ固定とし，術後1

週間から自動運動開始（リハビリ時のみシーネ除

去)，2週後より継ぎ手つき肘装具装着とした．

【結果】8例中7例で骨癒合が得られた．可動域は

屈曲106.9度（90～125度)，伸展-18.8度（－45

～0｡),JOAスコアーは84.25点(71～85点）で

あった．内側からZugで固定した2例でZugの緩

みを認め,Zugの緩みを認めた1例で骨癒合が得

られていない．

【考察】上腕骨遠位端骨折は骨片が小さく，特に高

齢者では固定に難渋することが多い．本シリーズ

では，痴呆を理由に手術までの期間が長くなった

症例があったにもかかわらず比較的良好な結果が

得られていた．穎部にロッキングスクリューを挿

入するONIplateは高齢者に対しても有用であっ

た．内側からの固定はZugではバックアウトして

くることがあり,挿入可能ならばCCSを使用すべ

きと思われた．

－S110－
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先天性多数指屈曲拘縮例に対する母指の機

能再建について

ReconstructionoftheThumbinCongenitalFlexion

ContractureofMultipleFingers

'国立成育医療センター整形外科，2東京都立清瀬

小児病院整形外科

○森澤妥'，高山真一郎'，日下部浩'，

高木岳彦'，斉藤治和2

【はじめに】先天性多発拘縮症･Freeman-Sheldon

症候群などの先天性多数指拘縮症の母指の障害に

対しては，一般に装具治療および手術が行われる

が治療成績は必ずしも良好でない．我々は有効な

母指の伸展・外転力が得られないことが成績不良

の原因と考え，近年この点を考慮して治療してき

たので，過去4年間の手術例を検討した．

【症例】症例は11例15手で，男性8例女性3例，

手術時年齢は3－19歳，平均8歳，1例は他院で

初回手術が行われていた．第1指間拘縮に対し，内

転筋切離・第一背側骨間筋筋膜切離に加えsliding

flapを10手にopposedZplastyを3手に施行し

た．拘縮が強い症例では指背側からの皮弁および

遊離皮膚移植を追加した．母指の屈曲拘縮に対し

ては屈筋腱剥離に加え，必要に応じて短母指屈筋

切離・長母指屈筋腱延長を行った．母指MP関節

伸展および回内･掌側外転力の再建目的で，短・長

母指伸筋腱剥離後，短母指外転筋のMP関節尺側

への移行を13手に施行した.APBが低形成の2手

では移行腱を長母指伸筋腱に縫合した．MP関節

適合性が著しく不良な1手ではMP関節固定術を，

母指回外位拘縮が強い1手では基節骨の回旋骨切

りを行った．

【結果および考察】血管神経束の緊張が強かった2

手では十分な他動伸展が得られなかった．また1

手では第1指間の搬痕拘縮のため再手術を要し

た．その他の例では母指内転屈曲拘縮の改善は良

好であった.APB移行術はMP関節の伸展維持に

有効で，母指回内。掌側外転も得られ，指腹つま

み動作も可能となり日常動作上の改善も認められ

た．本疾患群の母指伸展力の再建に対して，これ

まで伸筋腱剥離・示指伸筋腱移行術などを行って

きたが，術中に得られたMP関節伸展の維持は困

難であった．我々のAPB移行術はMP関節伸展力

獲得に有効であったが，拘縮再発に関し今後長期

間の経過観察が必要と考えている．

2-1-2

当科で加療を行った先天性絞拒輪症候群の

検討

TheStudyofTreatmentinCongenitalConsrtiction

BandSyndrome

'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

○阿久津祐子'，射場浩介'，青木光広2，

織田崇'，和田卓郎’

【はじめに】先天性絞拒輪症候群は，1.絞拒輪，2．

リンパ浮腫，3.先端合指，4.切断を4徴とし，こ

れらの種々の組み合わせで症状が出現する．治療

法はそれぞれの症状に対して絞拒輪切除，指間分

離，指延長などが行われる．今回は当科で手術を

行った手部先天性絞掘輪症候群の所見について日

本手の外科学会機能評価表に基づき調査した．ま

た，手術方法と術後結果についても検討をおこな

ったので報告する．

【対象と方法】対象は当科で手術を行った絞掘輪症

候群患者18例28手，男児13例20手，女児5例

8手であった．右13手，左15手，手術時平均年齢

18.5カ月であった．合併奇形として内反足を6例7

足に認めた．形態的所見,X線所見および手指機能

(つまみ，握り動作の可否)については日本手の外

科学会機能評価法に基づき調査した．手術方法と

術後結果についても検討をおこなった．

【結果】罹患部位は母指1指，示指22指，中指23

指，環指26指，小指14指であった．形態的所見

では絞拒輪18例26指，リンパ浮腫8例12指，先

端合指9例11手，指基部の合指14例46指間，切

断15例68指であった．手術内容では絞拒輪切除

(+Z形成)12例13指2手，合指分離3例3手，指

間形成14例42指間であった．術後，多くの症例

でつまみ動作，握り動作が改善した．

【考察】今回調査した症例の特徴として，1.多くの

症例で指間基部合指を認めた．2.母指に異常を認

めず，つまみ動作が可能な症例が多かった．3.骨

間筋の機能が保たれている症例が多く，皮膚性合

指症と同様に指間形成術で握り動作やつまみ動作

の改善を得ることが可能であった．先天性絞拒輪

症候群では絞拒輪，リンパ浮腫先端合指，切断

以外に上記所見について検討することも治療計画

をたてる上で有用であると考えられた．

－Slll－
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CongenitalConstrictionRingSyndrome

-ASeriesof34CasesinSouthTaiwan

Yuan-ChengCHIANG

DivisionofPlasticSurgery,ChangGungMemorialHospital-KaohsiungMedicalCenter

ChangGungUniversityCollegeofMedicine,Kaohsiung,Thiwan

Purpose:Thecongenitalconstrictionringsyndrome(CCRS)isa

rarebutintriguingentityinCongenitalLimbAnomalieS(CLA).The

goalofthisstudyistoreviewitsclinicalpresentationsinamedical

center,whichislocatedatsouthpartofrlniwan､andcomparethedata

withotherregionalreports.

MaterialsandMethods:Aretrospectivereviewofthechartsand

thephotographsofthepatientsdiagnosedastheCCRSandCLA

betweenJulyl989andJune.2006wereperfbrmed.Thepatient'sbasic

data,involvementsites,associatedanomalies,gestationalhistory,familyhistoryandoperative

procedureswerecollectedandanalyzed.AveragefOllow-upwas59months.

Results:Thirty-fourCCRSpatientswerecollectedinatotalof687CLApatients.In

CCRSgroup,higherincidencewasnotedinfemale,upperlimbsandcentraldigits.The

severityvaried廿omsubtledepressionlinetocompleteamputationoflimbs.Morethanhalf

ofthepatients(62%)hadassociatedanomalies､whichinvolvedlimbs,craniofacialregion,

visceraandothers.Fourpatientswithringsatlowerlegorfbrearm/wristhaddistalneuropathy.

Fourpatientshadfamilymembersorrelativespresentedwithcraniofacialanomaly,cleftlip/

palate,polydactylyandtoetipamputation.Nopredilectiononseasonwasnoted,aswellas

theparentalages.

Discussion:Theincidence,associateddiseases,feto-matemalfactors,involvementsites

willbediscussedandbecomparedtootherreports.

Conclusion:CongenitalconstrictionringsyndromeisararediseaseentityinTtliwanese

population.Theincidenceofassociatedanomaliesinthisseriesishigherthanotherreports.

Althoughmostofthedataaresimilartootherreports,therearestillsomedifferences,which

maybeduetoracialorgeographicalfactors.

－Sll2－
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Low-doseMethotrexateUseforTreatmentofSevereKeloid

ScarringoftheUpperExtremity

○ScottOISHI,PeterCARIER,MarybethEZAm

TbxasScottishRiteHospitalfbrChildren,Dallas,TX,USA

Keloidscarringoftheupperextremitycanbeaverytroublesomeproblem・Besidesthe

cosmeticappearance,itcanalsoleadtoseverelimitationoffUnction.Standardconservative

careveryoftendoesnotyieldSatisfactoryresolutionofthedefOrmity.Wehavehadthe

opportunityoftreatingseveralpatientswithseverekeloidscaningwithlow-dosemethotrexate.

Ourresultshavebeenverypromising.Wehavenotseenanymorbiditiesassociatedwiththe

treatment,andhavehadmarkedimprovementinboththeappearanceandfimctionofthe

upperextremlty.

－Sll3－
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当科で加療をおこなった母指多指症の検討

TheStudyofOurneatmentinThumbPolydactly

'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

○射場浩介'，和田卓郎'，青木光広2，

織田崇'，山下敏彦’

【目的】母指多指症の術前病型分類には主に単純XP

に基づくWassel分類が用いられる．手術は過剰指

の切除，靭帯，関節包の形成，短母指外転筋の移行，

伸筋腱，屈筋腱の移行，軟骨頭の部分切除を症例に

あわせておこなっている．しかし，術前の病型診断

と手術中所見の異なる症例を経験することがある．

今回は手術前の病型分類と手術中の所見が異なっ

ていた母指多指症例について検討した．

【対象と方法】対象は当科において母指多指症の診

断で手術を行った68例中調査可能であった62例

65指である．男児40例41指，女児22例24指，右

37例，左22例，両側3例であった．手術時平均年

齢12.9カ月であった.Wassel分類に基づき母指

多指症の術前病型診断を行った．術前病型診断と

手術中所見が異なっていた症例について詳しく検

討し，術前診断時における留意点と手術方法につ

いて考察した．

【結果】術前のWassel分類では1型2指,2型20

指，3型2指，3型三指節1指，4型28指，5型6

指，6型1指，6型三指節2指，7型(浮遊型)2指，

8型（分類困難）2指であった．術前診断と術中所

見の異なった症例は65指中13指で全体の20％で

あった．その内訳は術前診断で分離していると判

断した僥尺側の指節骨が軟骨性に連続していたも

の6指，関節を共有していると判断したが，2頭骨

頭あるいは1側の軟骨性癒合で関節が分離してい

たもの6指，連続していると判断した関節面が分

離していたもの1指であった．手術では骨膜，伸

筋腱など周囲軟部組織を用いた側副靱帯の再建，

切除部位の変更，予定外の矯正骨切り術を予定手

術に追加しておこなった．

【考察】母指多指症の術前病型診断はWassel分類

によるが骨核未熟時期の単純XPに基づくため正

確な判断には限界がある．そのため母指多指症手

術の際にはこのことを念頭に手術計画をたてるこ

とが大切である．

2-1-6S

Type3母指多指症再建の工夫
SurgicallnventiOnfOrReconstructionofType3

ThumbPolydactyly

'名古屋大学大学院手の外科，2名古屋第一日赤病

院整形外科

○馬島雅高'，堀井恵美子2，平田仁'，

中尾悦宏'，建部将広’

【はじめに】母指多指症の中でもWassel分類type3

の再建方法は難しく予後不良となりやすい．我々

は骨切除を最小限にとどめて安定性を維持する再

建方法を行ってきたので，その治療成績について

報告する．

【対象および方法】1996年以降,type3,10例に対

してこの手術方法を行った．僥側過剰指を切除す

るが，基節骨は斜め骨切を行い，腱の停止部の異常

を矯正し,IP関節の僥側側副靱帯を修復した．伸筋

腱･関節の低形成の著明な1例に対しては，一期的

chondrodesisを行った．症例は男児6例，女児4例

で初回手術時年齢は平均12ヶ月であった．1例に対

して二次的に中節骨切除，基節骨骨切術の手術を

施行した．平均経過観察期間(最終経過観察時年齢

5歳8ケ月）は4年8ケ月である．日手会母指多指機

能評価に基づいて，関節の可動域と不安定性，レン

トゲン所見による変形，整容面について検討した．

【結果】IP関節の屈曲可動域の減少あるいは軽度

の伸展不全を全例認めたが，機能的に問題となる

IP関節の不安定症は1例認めたのみであった．外

観上，爪変形は少なく，爪の大きさは健側と比較

すれば小さいが，整容面での受け入れは良好であ

った．レントゲン上指軸の軽度の偏位を認めた症

例もあるが，現時点では矯正の必要を認めていな

いも短期経過観察ではあるが，総合成績は，良9例，

可1例であった．

【考察】Type3多指症では，過剰指と温存母指が同

等大で,Bilhaut法による再建が行われることが

あるが，爪変形，太い指，可動域制限の欠点があ

げられる．一方，通常の僥側指切除では，細く不

安定な母指が機能的に問題を生ずることが報告さ

れてきた．我々の方法では,MP関節の安定性と可

動域を温存できること,IP関節の不全に関しては

二次的再建も可能である．などの利点があり，

type3多指症の再建方法として有効であると考え
られた．

－Sll4－
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皮層性合指症に対するわれわれの治療法の
変遷と術後評価

OperativeProceduresforSyndactylyandPost-

operativeEvaluation

大津赤十字病院形成外科

○石川浩三，澤辺一馬，樋上敦

【目的】皮層性合指に対するわれわれの治療法の変

遷と各手術法に対する術後評価を行い報告する．

【対象と方法】1986年から2005年までに演者自信

が手術を行いしかも直接術後評価しえた皮膚性合

指症に限った．短合指症やApert症候群に伴う非

典型例は除外した．調査項目は，合指が完全か不

完全か，手術時年齢，手術法，採皮部，経過観察

期間，2次修正手術の有無について，術後の評価項

目は，可動域制限，懐痕拘縮(水かき形成)，変形，

色素沈着とした．手術法は，以下の項目に分けて

調査した．（1）完全合指の場合に，末節の強固な

癒合を先に分離し，後に残りの癒合部を分離する

2期的手術法と，全長を一度に分離する1期的手術

法，（2）一方の指は皮弁で被覆し他方の指は植皮

で被覆する手術法と，両方の指ともに植皮で被覆

する手術法，(3)切開をジグザグにする方法と，ほ

ぼ直線にする方法，（4）指間皮弁を三角皮弁にす

るか，矩形皮弁にするか，（5）採皮部がソケイ部

か，内果下部か．術式ごとに術後評価した．

【結果】対象症例は16手28指間，完全合指13指

問，不完全合指15指問，手術時年齢は9ケ月から

6歳，経過観察期間は4ケ月から15年，2次修正手

術は2例3指に施行した．(1)，（2）は明らかな差

はなかった．（3）完全合指で直線切開した2指間

に嬢痕拘縮が生じ2次修正手術を施行した（ただ

し初回手術から5年と10年経過していた)．(4)三

角皮弁は指間が狭くなる傾向があった．（5）ソケ

イ部からの植皮は1例をのぞいて色素沈着が目立

ったが，内果下部の植皮はすべて色調が良好であ

った．

【結語】指間は先細りしない矩形皮弁，合指分離の

切開は完全合指の場合にはジグザグ切開，植皮の

採取部は内果下部がよい．

2-1-8S

裂手症の手術的治療

SurgicalmeatmentofCleftHand

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

【はじめに】裂手症手術の目標はManskeTypell,
IIIに対する把持機能の改善と裂閉鎖や合指の分

離による整容面の改善を両立させることにある．

われわれの最近の術式とその成績について述べ

る．

【症例と方法】1999年から2006年に裂手症に対し

手術を行ったのは18例23手で，男児10例女児8

例，右8例左5例両側5例であった．分類は1指列

欠損型8手，2指列欠損型3手,複合裂手6手，骨

性合指1手で,ManskeTypell3手,Typellal

手,TSrpellb3手,Typelll6手であった．術式

は三角弁を組み合わせたわれわれの裂閉鎖を8

手，裂閉鎖とSnow-Littler法7手，合指分離5手，

母指化術2手などであった．手術時年齢は8カ月か

ら10歳，平均約2.3歳，術後経過観察期間は4か

ら66カ月，平均2年4カ月であった．

【結果】裂閉鎖では自然なdorsalslopeが形成され，
整容的に良好な結果を得た.Snow-Littler法では

皮弁は全例完全に生着し,ManskeTypellでは全

例で良好な第1指間が形成された.Wpelllの2例

では十分な指間が得られず，植皮術を追加して母

示指間での把持が可能となった．

【考察】ManskeTypell,Ⅲでは第1指間形成を
行って把持機能の改善を図る．裂隙部の皮膚を第

1指間形成に利用する方法には掌側から皮弁を挙

上するSnow-Littler法と背側から挙上する方法が

ある．Snow-Littler法は他の方法に比べ，背側に

羅痕を残すことが少なく整容的に優れている．し

かし原法では裂隙部の中央から背側へ細長い皮弁

を挙上するため，皮弁先端の壊死をしばしば経験

する．われわれは皮弁を指側面に作成し，皮弁壊

死はなかった．裂閉鎖術についてはほぼ純粋に整

容的な手術であることを認識し，整容面に配慮し

た術式を行う必要がある．
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巨指症の治療

TreatmentofMacrodactyly

'広島市立広島市民病院整形外科，2広島大学整形

外科，3広島手の外科・微小外科研究所

○石田治1，砂川融2，越智光夫2，

生田義和3，津下健哉3

【目的】巨指症は比較的稀な疾患であるが，その病

態はいまだに不明で治療法の選択に難渋すること

が多い．演者らはこれまで症例に応じて試行錯誤

しつつ治療してきた．これまでの症例の治療成績

を検討した．

【症例】過去30年間で経験した30例の内訳は，男

16例，女14例，右17例，左13例であった．複数

指罹患は18例で，示中環指に多発していた．手術

的治療を行ったものは26例で，初回手術時年齢は

2カ月から37歳に及んでおり，5歳以下で初回手術

を受けていたものは13例であった．手術内容は様

々で，脂肪切除，肥大神経切除，骨端線閉鎖術な

どは若年者に行われ，骨切り術，手根管開放術，関

節形成術などは成人に行われていた．13例(50％）

には複数回の手術が行われていた．最終的に切断

に至ったものが4例あった．術後経過を行方不明

の5例を除く21例に対して観察した．初回手術か

らの経過観察期間は42カ月から35年で，平均23

年であった．

【結果】患指の長さは健側比で102％，周囲径はPIP

関節部で121%,DIP関節部で124%であった．関

節可動域はMP関節65｡,PIP関節57｡,DIP関節

37.と制限が認められた．早期の関節症性変化が2

例に見られ，肥大神経を切除した症例には知覚障

害が存在した．

【考察】個々の手術を比較検討して定量的に評価す

ることは困難であったが，以下のことが示唆され

た．年少時においては肥大神経の切除のみでは過

成長を阻止しえなかったが，骨端線閉鎖術は長軸

方向の成長防止に効果的であった．成長期を過ぎ

た年長児では脂肪切除によって治療可能であった．

また，幅の広い手指では指骨の辺縁を切除するこ

とで整容的な満足が得られる症例もあった．巨指

症の治療では，病状を把握して適切な治療を選択

することが大切であるが，骨端線閉鎖術と脂肪切

除術を年齢に応じて行うのが最も効果的である．

2-1-10S

母指形成不全症の治療

TreatmentofHypoplasticThumb

'国立成育医療センター整形外科，2川崎市立川崎

病院整形外科

○高山真一郎'，森澤妥'，日下部浩'，

高木岳彦'，堀内行雄2

母指形成不全症では機能再建が重要な要素を占め

る．機能再建のポイントは，（1）第1指間の十分

な開大（2）母指の掌側外転・回内(3)MP関節・

IP関節の安定性などで，これらを考慮して再建を

計画する必要がある．今回われわれが開発した再

建術を中心に，母指形成不全症の治療について検

討した．

母指形成不全BlauthllおよびIIIaでは一般に小

指外転筋移行術による対立再建(Huber-Littler

法)が行われているが,MP関節の動揺性が著しい

と，つまみ動作で母指MP関節が榛屈し良好な機

能は得難い．また指腹つまみには母指の回内が重

要である．演者はこれらの問題点を解消する目的

で，移行筋腱末梢部をMP関節尺側に縫合する改

良法を考案した．19例に対して施行したが，移行

筋の壊死･線維化などはなく,MP関節の安定性と

母指の十分な回内効果が獲得された.Blauthlllb

の重症型およびIVでは一示指の母指化術が勧め

られているが，本邦では母指の温存を希望する家

族が多い．この様な症例に対し，われわれは骨端

線を含む第4中足骨頭の遊離移植と小指外転筋移

行術を組み合わせて再建を行ってきた．適応は母

指のサイズが小指と同等以上としているが，1980

年以後本手術を施行した症例は18例であった．全

例移植骨と第1中手骨末梢部の骨癒合が得られ，

移植骨片の骨端線は長期間開存し成長も得られ

た．母指は対立位で安定し整容的満足度も高かっ

た．一方Blauthllの軽症型では，対立機能障害障

害例でも，母指球筋の筋腹は比較的保たれている

ことがある．この場合短母指外転筋(APB)の掌

側偏位が主因と考え，小指外転筋移行術改良法と

同様な発想でAPB腱をMP関節尺側に移行する対

立再建(APBtransfbr)を考案した.7例の母指

形成不全症に本法を施行したが，移行筋の筋力が

不十分な1例を除き良好な対立機能が獲得され

た．
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血管柄付き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

MobilizationofaCongenitalProximalRadioulnar

SynostosiswithUseofaVascularizedFascio-fat

Graft

琉球大学整形外科

○金谷文則，普天間朝上，伊佐智博，

大城亙，金城正樹

【目的】先天性近位榛尺骨癒合症は前腕が中間位～

回内90｡で強直を呈する疾患であり，単なる分離

授動術では高頻度に再強直を来す．近年，遊離血

管柄付き筋膜脂肪弁移植を用いた授動術(金谷法）

により，分離授動術が可能になったが，微少血管

吻合術を要するため手術を行える施設が限定され

る．今回，前腕の有茎筋膜脂肪弁移植を用いた先

天性榛尺骨癒合症の分離授動術を行い，遊離血管

柄付き筋膜脂肪弁移植法と比較した．

【症例と術式】血管柄付き筋膜脂肪弁移植を行った

のは25例26肢，手術時平均年齢は8歳（5歳3カ

月～13歳5カ月)，片側19例，両側6例，榛骨頭

脱臼は後方16肢，前方8肢，榛側1肢，なし1肢

であり，全例に僥骨骨切りを行った．平均経過観

察期間は45カ月（24～111カ月）であった．有茎

筋膜脂肪弁移植を行ったのは8例10肢，片側例6

例，両側例2例であった．手術時平均年齢は7歳6

カ月（4歳3カ月～12歳）であった．榛骨頭脱臼

は後方5肢，前方4肢，なし1肢であり，脱臼を伴

う9肢には骨切り術を行った．経過観察期間12カ

月～27カ月（平均14カ月）であった．

【結果】血管柄付き筋膜脂肪弁移植群では全例で再

癒合を認めず，平均可動域は89｡(回外25.,回内

64｡)であった．榛骨頭の術後過成長による後方脱

臼を9例に認めた．有茎血管柄付き筋膜脂肪弁移

植群では1例で再癒合を疑い経過観察中であり，

平均可動域は75｡(回外21.,回内54｡）であった．

2例で榛骨頭の後方亜脱臼を認めた．36肢中3肢

で術後一過性の榛骨神経麻揮を認めたが3カ月以

内に改善した．主な改善は，頂戴と食事・運動動

作であった．

【結語】先天性榛尺骨癒合症の分離授動術は可能で

あり，患児のADLを改善するが，術式にはさらに

改善の余地がある．
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ReconstructionofUpperExtremityFunctioninlもtraplegia-

WhatIStillDo,WhatINoLongerDo

○VincentR.HENTZ,CarolineLECLERCQ

RobertA.ChaseCentel･fbrHandandUpperLimbSurgery,StanfbrdUniversity,PaloAlto,CA,USA,

InStitutdelaMain､Paris､France

SurgerytorestorefUnctiontotheupperlimboftetraplegicpatients

isnowwellacceptedandoperations,suchastendontransfersand

tenodesisprocedureshavebecomestandardized.Ourcombined50

yearsofexperiencehasledustoabandonsomeproceduresand

modifyingothers.

Proceduresformerlyfrequentlyperformedbutnowabandoned

includefUsionoftheinteIphalangealjointofthethumbtoprovide

stablepinch.ThesplitFPLtoEPLtransferisafarbetterprocedure.

WerarelyfullyreleasetheAlpulleyatthethumbMPjoint.Thisledoftentoseverebow-

stringingandthedevelopmentofanMPjointflexioncontractureProceduresmostly

abandonedincludeactivetendontransferstorestoredigitalextension.EDCandEPLtenodesis

totheradiusisadequateanddoesnot"waste''atransferablemusclethatshouldbeusedfOr

amorevaluabletask.Werarelyperformstandard(Bunnell-type)oppositiontransfersaspart

ofrestoringastrongpinch.Thisleadsoftentothethumbbecomingoverlyabductedsothat

pinchbetweenthumbandindexissub-optimal.

OurtreatmentprotocolshaveevolvedtowardperfbrmingfewerstandardMobergkeypinch

procedures.WeitlvoractivethumbpinchviabrachioradialistoFPLtransfer.Reversingthe

normaldigitalHexioncascadebyappropriatesidetosidesuturingoftheFDPtendonsprior

toECRLtransferminimizesthelikelihoodofthefifthfingerdevelopinganexioncontracture.

Wehaveleamedthattendontransfertorestorefingernexionmustbetensionedmoreloosely

thanfbrnon-spinalcordiIUuredpatientsWecontinuetoencouragesurgerylbrthesepatients

andencouragesurgeonstoworkwithandeducateourrehabilitationcolleaguesregarding

thevalueofthissurgery.
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DistalRadioulnarJointlnstability

RobertM.SZABO

UniversityofCaliibrnia,DaviS,Sacl･emento,CA､USA

Thedistalradioulnarjointisinherentlyunstable.Pathologic

instabilitycanbeacuteorchronic,dorsalorpalmarormultidirectional

andcanresultprimarilyfromsofttissueinjuryorbonymalunion.

Recognitionofthekindandcauseofinstabilityisfundamentalin

ordertoprovideeffectivetl･eatment.AcutedislocationsoftheDRUJ

shouldbereducedpromptlyandtreatedwithcastimmobilization・If

ilTeducible,openreductionofthedislocationiswarranted・Inchronic

instability,firstattemptsshouldbedirectedatTFCCrepairbutcareful

assessmentibranybonymalunionsalongthefbrearmaxismustalso

becorrected.IfTFCCrepairiSnotpossibleandtheosteologyisnormf

presentconsideraligamentreconstructionbutcarefullyevaluatethe

‐

隆些

里
ｊ
琴

』

夢

齢
一 一

becorrected.lf'1'IH,CCrepairiSnotpossibleandtheosteologyisnormal,andnoarthritisis

presentconsideraligamentreconstructionbutcarefullyevaluatethecompetencyofthe

sigmoidnotch.IftherearearthriticchangesattheDRUJ,thinkaboutaSauve-Kapanqi

procedurebutstabilizetheproximalstumpwitheitheraslipoftheFCUorECU.
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ChangesIMadeinMyPracticeofHandSurgery

JaiyoungRYUご

WestVil･giniaUniversity,Morgantown,WV,USA

Thepurposeofthispresentationcelebrating50thanniversaryof

JSSHwillbetosharethechangesImadeduringthelast22yearsof

handsurgerypractice.Irealizethatlrarelydoanythingthesameway

asldidwhenlbeganmypractice,butthefollowingfewimportant

oneswillbediscussed:

l.Useofboneanchorsinirreduciblemalletfinger

2.UsageofosteochondralgraftfromhamateinPIPjointre-

constructlon

3.TbndoninterpositionarthroplastyofthumbCMCjointusingFCRandboneanchors

4.ChangesintreatmentofKienbOck'sdisease

5.Radiolunatefusionwithexcisionofthescaphoidandtriquetrumintreatmentof

radiocarpalarthrosisfollowingmalunionofintraarticularfractureoftheradius

6.Dorsalapproachforthefmctureornonunionofthescaphoid

7.UseofarthroscopeinreducingStener'slesioninskier'sthumbinjury

8.Evolutionintreatmentofdistalradiusfi･actures
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SLAC,SNACwristの発生機序

PathogenesisofSLAC,SNACWrist

和歌山県立医科大学整形外科

○谷口泰徳

WatsonとBallet(1984年）が4,000枚以上のX

線写真を詳細に分析した結果，最も多く見られる

手関節症変化をSIACwrist(ScapholunateAd-

vancedCollapsewrist)と命名した.IGakauer,

BishopそしてCooneyら(1994年）は，舟状骨偽

関節後に発生したSLACwristはSNAC(Scaphoid

NonunionAdvancedCollapse)wristと呼ぶほう

がより正確であると述べた.WatsonとRyu(1984
年)によると,SLACwristは舟状骨掌屈回旋を原

因として発生し，まず榛骨舟状骨間に関節症変化

を来し，そして有頭骨月状骨間が著明に狭小した

特徴的終末像を呈するとされている．この発生機

序を，彼らは2本のティースプーンを利用し解説

している．しかし，このテイースプーン説に科学

的根拠はなく，さらに，舟状骨掌屈回旋の何％が

SLACwristに至るのかについては，現在なおその

詳細は不明である．SLACwristは進行性であるの

か，また全てのSLACwristの症例がstagelから

stageIIIまで進行するのか依然不明である．現実

的に，舟状骨掌屈回旋が存在しても,SLACwrist

様の関節症変化を取らない症例を経験する．さら

に陳旧性舟状骨偽関節による変形性手関節症で

も，有頭骨月状骨間関節が温存され,SIACwrist

の形態を示さない症例も存在する．そのため，

SIACwristの発症機序には舟状骨掌屈回旋，舟状

骨偽関節以外に複雑な要因の関与が示唆され，真

の病態ついて解明される必要がある．

2-1-16S

SLACおよびSNACwristに対する種々 の
手術治療

SurgicalOptionsfOrtheTifeatmentofSLACand

SNACWrist

北海道大学整形外科

○岩崎倫政，三浪明男

Scapholunateadvancedconapse(SLAC)wristの

典型的進行パターンは，まず榛骨茎状突起部の先

鋭化(stagel)が生じ，次に僥骨舟状骨関節の関

節症変化をきたし(stagen),最終的に有頭月状骨

関節にも関節症変化が及ぶ(stagelll).Scaphoid

nonunionadvancedcollapse(SNAC)wristでは，

舟状骨遠位・榛骨茎状突起関節の関節症変化

(stagel)に始まり，舟状骨近位・有頭骨関節の変

化(stagell)へと進行し，最終的にはSLACwrist

と同様に有頭月状骨関節に関節症変化が及ぶ

(stagelll).両疾患の関節症性変化の進行パター

ンは基本的には同様であり，榛骨月状骨関節には

関節症変化が生じないのが特徴である．手術に関

しては，瘻痛を主とする有症候性のSLACおよび

SNACwxistが適応となる．術式の選択は，一般的

に上述したstageを基に決められ,stagelでは，

(SNACwristであれば）舟状骨骨接合術などの原

疾患の治療が優先され，同時に榛骨茎状突起切除

も行われることが多い.Stagell以上の進行例では

関節症に対する手術法が主体となる.Stagellでは

有頭月状骨関節が温存されているため近位手根列

切除術が適応となることが多く,stagelllでは

hur-cornerfinsionなどの部分的手関節固定術が選

択されることが多い．本発表においては，これらの

手術法の治療成績等について文献的検討を加え，

SLACおよびSNACwristに対する治療戦略につ

いて考察する．

－Sl21－

I



2-1-17S

舟状骨偽関節による変形性手関節症の治療

SurgicalTifeatmentsfOrOsteoarthritisoftheWrist

jointduetoScaphoidNonunion

'大阪市立大学大学院整形外科，2大阪府済生会中

津病院

○香月憲一1，安田匡孝2，安藤佳幸2，

米田昌弘'，佐々木康介’

舟状骨偽関節が放置されると手根骨の生理的運動

が損なわれ，徐々 にSTjACwristと呼ばれる手根

不安定症の状態となり，手関節の変形性関節症に

陥る．治療法として保存療法に抵抗する症例には

手術が行われるが，外科的手術法は関節固定術と

骨切除術の二つに分類される．いずれの方法にも

シリコンインプラント置換術が併用されていた時

代があるが現在では行われていない．

1．関節固定術:全手関節固定術と部分手関節固定

術があり，いずれも舟状骨は切除される．近年，全

手関節固定術が第一選択となることは殆どない．

部分手関節固定術は手根中央関節を固定するもの

であるが，有頭有鉤月状三角骨間関節固定術

(fbur-cornerfi,sion)と月状有頭骨間関節固定術

がある．偽関節発生率低下の意味からfbur-corner

filsionが行われることの方が多いが，関節軟骨と

軟骨下骨を十分に切除して良好な海綿骨を露出さ

せることが重要である．そのためには切れの良い

ロンジュール等の手術器械を準備することであ

る．また，関節固定時に月状骨の背屈変形を十分

矯正しておかないと術後に手関節の背屈制限が生

じる．

2．骨切除術としては近位手根列切除術が広く行

われてきた．関節固定術に比べて手術操作の簡便

性が利点であるが，新しくできた有頭骨僥骨間の

関節の二次性関節症の問題が残る．最近では舟状

骨遠位骨片のみの切除で良好な成績を得たという

報告があるが，問題点は手根中央関節の関節症変

化が発生あるいは進行する例があることである．

部分手関節固定術は術後の僥骨手根間関節症への

進行も見られず，変形性手関節症に陥った舟状骨

偽関節に対して長期にわたって安定した手関節機

能再建が行える有力な救済手術である．舟状骨遠

位骨片切除術は手根中央関節症の無い症例で，大

きな手術侵襲を避けなければならない症例に適応

がある．

2-1-18S

手根不安定症による手関節障害の観血的治
療

SurgicalTifeatmentfOrCarpallnstability

'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

○中尾悦宏'，平田仁'，建部将広'，

山本美知郎'，中村蓼吾2

【はじめに】骨折や脱臼を伴わない手根不安定症に

遭遇することは本邦では比較的稀であるが，時に

舟状月状骨不安定症(SLI)や月状三角骨不安定症

(LTI)などに出くわす．関節症進行以前であれば

安定性の再獲得をめざし靱帯修復・再建術を行う

が，長期間の手根骨配列異常で関節症に進行した

症例は，手関節部分固定術(LD)や近位手根列切

除術(PRC)などの適応となる．当科で施行した

観血的治療をまとめ，手関節症症例について治療

成績を報告する．

【対象と方法】観血的治療を行ったSLIは15手で，

全例男，手術時年齢19～77歳（平均37歳),SL

"pinning:2手，靱帯修復術:4手，靱帯再建術:3

手，榛骨茎状突起部分切除(RS):2手（うち1手

は後にPRC),LD:3手,PRC:2手であった.LTI

(尺骨突き上げ症候群によるものは除く）は14手

で，男13女1，16～36歳（平均24歳)，鏡視下

滑膜切除2手，鏡視下靱帯部分切除1手,LTH

pinning:5手，靱帯再建術:3手,LT固定術:3手で
あった．これらのうち手関節症症例はSLIのRS,

LD,PRCで,LTIで手関節症に進行していた症例

はなかった．

【結果】RSでは背屈時痙痛の緩和は得られたが可

動域は改善せず，効果は限定的で1手で再手術を

要した.LDでは瘻痛は改善し，平均掌背屈80｡(術

前比1.0)，榛尺屈40｡(1.1)，健側比握力0.83(1.2）

であった．PRCでは瘻痛はほぼ消失し，平均掌背

屈95｡(術前比1.3)，榛尺屈48｡(0.9)，握力0．82

(1.3）であった．日手会機能評価基準ではRS良1

可1,LD良3,PRC優1良1であった．

【考察】SLIによる関節症症例に施行したLD,PRC

で瘻痛は緩和，握力も増加し，肌Cでは加えて掌背

屈可動域の改善も得られた．症例数が少なく更な

る症例の蓄積を要するが，可動性のある関節を固

定するLDに対し,PRCでは関節包は緩み術後固定

期間が短期ですむことが原因として推察された．

－Sl22－



2-1-19S

キーンベック病による変形性手関節症に対
する腱球移植術の成績

TreatmentofOsteoarthritisduetoKienbOck's

diseasewithTbndonRolllmplantation

'奈良県立医科大学整形外科，2医真会八尾病院

○矢島弘嗣'，小畠康宣'，村田景一'，

面川庄 平2

【目的】キーンベック病においては徐々に月状骨の

圧壊が進んで分節化し，最終的には変形性手関節

症を呈する．月状骨の形態が比較的保たれている

stageにおいては，月状骨を温存する種々の手術方

法が適応となる．月状骨の圧壊が著明で分節化し

ている状態（前関節症）や関節症性変化が現れて

いるような症例においては月状骨の切除が余儀な

くされる．そのような症例に対してわれわれは腱

球移植術を行ってきた．今回その成績を報告し，本

法の適応について検討する．

【方法】今回対象とした症例は25例で，全例月状

骨を摘出し，腱球移植術を行った．さらにできる

だけcarpalheightを維持するために仮手根骨間

固定を24例に対して施行した．男性は11例，女

性は14例で，年齢は24歳から72歳，平均54歳

であった．Lichtman分類ではstagelllb(前関節

症）が12例,stageW(関節症）が13例であった．

術後の経過観察期間は9ケ月から69ケ月，平均29

ヶ月である．

【結果】術後手関節痛は11例に消失を，14例に軽

快を認めた．手関節掌背屈域は，術前平均88度か

ら術後平均100度に改善した．握力は術前平均

106kgから術後16.4kgに回復した．なお仮固定し

た鋼線のlooseningは8例に認め，その鋼線のみを

早期に抜釘した．レントゲン計測において術前の

carpalheightは0.47であったが，術後平均は0.46

と少し低下を示した．

【考察および結論】進行期のキーンベック病に対す

る腱球移植術はいわゆる関節形成術として一定の

効果が期待できる．ただし術後のcarpalheightの
低下が問題となるが，仮手根骨固定術を併用する

ことによりある程度carpalheightを維持するこ
とができた．

2-1-20S

僥骨手根関節の変形性関節症に対する部分

手関節固定術

PartialWristArthrodesisforRadiocarpalJoint
Arthrosis

'国保中央病院整形外科，2医真会八尾病院

○小野浩史'，古田和彦'，藤谷良太郎2，

面川庄平2

【目的】榛骨手根骨(RC)関節の月状骨(RL)面

と舟状骨(RS)面ではその変形性関節症(OA)に

対する治療がRC関節固定と手根中央関節固定と

大きく異なる．今回，両固定術の成績を比較検討

したので報告する．

【対象】OAで部分手関節固定を行った35例，男25

例女10例，平均年齢53歳，右28手左7手，一次

性OA10例外傷後OA25例を対象とした．Ⅲ関節

のOA(榛骨遠位端骨折後8;月状骨骨折後4;一

次性OA;5)でRL固定を行ったのが17例(RL

群),SLAC(5例)やSNUC(13例)でFourcorner

固定十舟状骨切除を行ったのが18例(4C群）で

ある．これらの症例に対して術前後の瘻痛・掌背

屈･握力・就労状況につきCooney評価法で両群を

比較した．最終調査時のX線で手関節のOA変化

を調査した．平均追跡期間は3年4月である．

【結果】術前の手関節痛は術後全例で消失ないし軽

度へと改善した．手関節掌背屈は術前73/84｡(以

下RL群/4C群）が術後71/70｡となり両群に差は

ない．握力は術前40/58％が術後72/80％と術前の

有意差が術後なくなった.Cooney評価では両群と

も平均77点で，優2/2，良7/6，可7/9，不可1/1例

であった.4C群で術後にRL関節にOAを認めた

例は無かったが，月状骨変形を残したRL群の1例

にCL関節のOAを認め成績不良である．

【考察】両群とも障害関節を固定し除痛は良好であ

り，手関節可動域もⅢ群では手根中央関節の,4C

群ではRC関節の可動域が残り，掌背屈70.を確保

できADL上問題はない．握力も除痛の結果，有意

差無く良好な改善を認めた．しかし他関節に変形

を残すとOA進行し成績不良となり注意を要する．

【結語】部分手関節固定はOA関節のみの固定で除

痛と可動域確保が可能で有用である．
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僥骨遠位端骨折後の手関節障害の治療
ResidualProblemsaftertheDistalRadiusFracmres

IncludingOsteoarthritis

'(財)新潟手の外科研究所，2新潟中央病院整形外

科

○坪川直人'，吉津孝衛'，牧裕'，

成澤弘子'，幸田久男2

【目的】変形治癒によるDISI,外傷性関節症，僥骨

短縮による尺骨突き上げ症候群，尺骨茎状突起偽

関節，遠位僥尺関節(DRUJ)障害などのため2次

的手術が必要であった僥骨遠位端骨折症例を検討

した．

【対象症例】1988～2006年に手術を行った2次的

手術を行った僥骨遠位端骨折53関節，男22女31,

右33左20,13～82歳，平均45.7歳，観察期間平

均1年6カ月．1．僥骨骨切り群(RO群)21,2.尺

骨短縮骨切り群(USO群)16,3.僥骨，尺骨茎状

突起偽関節を含むDRUJ群16の3群に分類．S皿th

型骨折6,Colles型骨折47で関節外骨折28,関節

内骨折25である．

【結果】RO群は関節外骨切り20,関節内骨切り1.

関節外骨切りではDISI変形は存在するが外傷性関

節症の程度は軽かった．Smith骨折はslidng骨切

り,Colles型骨折ではFernandez法11関節，高齢

者やmnavariance(UV)が10mmを超える7関

節では閉鎖骨切りにDarrach法,Sauve-Kapandji

法を追加した．Radialinclmation,Dorsaltiltは

改善し伸展屈曲，回旋ともに可動域は改善した．

Fernandez法でUVが平均3mm残存し5関節で痙

痛が残存した.USO群は関節鏡で月状骨軟骨変化

を認め，平均3.7mmの尺骨短縮でUVO.5mm,E

痛軽減し握力も改善した．DRUJ群では尺骨茎状

突起肥大性偽関節，榛骨偽関節,DRUJ脱臼例で関

節拘縮が強くCRPSの症状を示し,1関節で手関節

症のため榛骨手根骨固定術を行った．

【考察】榛骨関節内骨折で2mln以上の関節面の不

適合は高率に変形症を引き起こすと報告されてい

る．今回強い手関節症例は少なかったが青壮年層

の男性で関節面の大きな転位が残存する症例では

関節面を整復し骨移植などの適応がある．僥骨短

縮による尺骨衝突症候群,DRUJの脱臼，不安定性

による手関節尺側部痛の問題が大きいため，特に

短縮変形を残さないようにプレート固定や骨移植

が必要である．

2-1-22S

リウマチ肘関節の手術

SurgicalReconstructionfOrRheumatoidElbows

'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

○水関隆也'，児玉祥'，角西寛'，

津下健哉2

【目的】リウマチ肘に対する代表的手術として滑膜

切除術（以下,S術）と人工肘関節形成術（以下，

TEA)がある．両者にはそれぞれ利点,欠点があ

り適応の決定には迷うことが多い．今回，5年以上

経過症例を術式別にまとめ問題点を考察した．

【対象および方法】当センターで94年10月にTEA

を開始以降，01年末までの間に行われたTEAは工

藤式TEA,33例43肘,CoonradMorrey式TEA,

2例3肘,S術は15例17肘であった．これらのう

ち，物故者9肘，行方不明者3肘を除く全症例を対

象とした．これらについて可動域,JOAscore,X

線所見等につき調査した．術後経過期間は5年～

12年（平均，工藤式TEA7年10月,S術8年10

月）であった．

【結果】TEAではX線学的に工藤式尺骨コンポー

ネント周辺の強いloosenmgが5肘にみられ,4肘

に再置換術が行われた．軽度のlooseningは他の4

肘に認められているがsubclinicalである．MolTey

式TEAでは認められていない.S術ではLarsen分

類術前平均3.6から術後4.1に進行していた．工藤

式TEA群では再置換例を除く症例の屈伸可動域

が術前-34/108。から術後-39/128｡と屈曲域に改

善が維持されていた．S術群では術前-33/122.か

ら術後-31/118.とやや減少していた.JOAscore

は工藤式TEA群では術前47±12点から術後77r

10点で維持されていた．S術群では術前55±13

点から67±16点と改善していたが，ばらつきが

大きかった．

【まとめ】TEAでは再置換例以外安定した術後成

績が保たれていた．しかし，工藤式TEAでは散見

されるポリエチレン尺骨コンポーネントの緩みが

深刻な問題である．S術では結果に個人的ばらつ

きが大きかったが，平均的に関節破壊が進行し成

績は劣っていた．
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RA手関節障害の機能再建:尺側部安定化と

筋腱リアライメントの有用性

DisabledRheumatoidWrists.SignificantContribu-

tionofMusculo-tendinousRe-alignmentandStabi-

lizationofUInarPartintheRestoration

'山形大学大学院リハビリテーション医療学講座，

2済生会山形済生病院整形外科

○高木理彰'，清重佳郎2

【背景および対象・方法】RA手関節障害の進行に

は遷延する滑膜炎による骨軟骨破壊に加えて関節

動揺性や筋腱のアンバランスが大きく関与する．

これに対して全身病型，薬剤反応性，関節動揺性，

骨欠損・破壊の程度を考慮しながら，滑膜切除の

みならず，軟部組織修復や筋腱アライメントの矯

正による関節安定性の再獲得を目的とした機能再

建を行っている．手順は1）背側伸筋支帯と伸筋

腱，2）遠位僥尺関節･尺骨頭，3）僥骨手根関節，

4）手根骨間関節，5）尺側部の安定化と伸筋腱の

リアライメントとしている．尺骨遠位僥尺関節面

の可及的部分切除と関節形成術で対応できない場

合は，骨移植による部分固定術，全固定術を行っ

ている．滑膜切除，筋腱のリアライメントと尺側

安定化に尺骨部分切除ないしは部分固定術を併用

し24カ月以上経過観察可能であった41関節(尺骨

部分切除32,部分固定9，女32,男9,IES5,MES

32,MUD4),手術時平均年齢56歳，術後平均観

察期間76カ月について検討した．

【結果】瘤痛は全例で改善していた．可動域は尺骨

部分切除群では比較的保たれていたが，部分固定

術で有意に減少していた．両群でLarsenスコア

の進行,Carpalheightratioの減少が認められた

が,Carpaltranslationindex,Palmarcarpal

subluxationratioの有意な増悪傾向はなかった．

術後の著明な手の回外変形，掌側亜脱臼，尺側偏

位の進行はなかった．

【結論】筋腱リアライメントと尺側部安定化に配慮

した我々の方法は，尺骨部分切除群においては関

節機能の温存が可能で，部分固定術群とともに比

較的進行したRA手関節障害においても有用であ

った．今後の薬物治療の進歩と合わせて将来的な

変形の抑制を目的に試みて良い方法と考える．

2-1-24S

リウマチ手に対するインプラント関節形成

術後のADL機能評価

EvaluationofADLAbilityfbrPatientswithRheuma-

toidArthritisafterlmplantArthroplasty

'国立病院機構相模原病院整形外科，2慶應義塾大

学整形外科

○関敦仁'，丸谷龍思'，十字琢夫'，

越 智 健 介 2

【目的】リウマチ手指のインプラント関節形成術

によるADL動作改善について論じた文献は少な

く，調査を行ったので報告する．

【方法】2003年5月から2005年5月までにMP関

節形成術を行ったRA患者15例16手62関節を対

象とした．男性2例2手，女性13例14手で，平均

年齢59.6歳(32-78歳).RA罹病期間は24.8年(8-

46年)．術後経過観察期間は12.3カ月（8-18カ月）

であった．評価項目は，手指の機能評価表（日本

手の外科学会発行第三版)からドア，持ち運び，洗

顔整髪，歯磨き，水道，爪切り，タオル，箸，フ

オーク，茶碗保持，コップでの飲水，書字，用便

の後始末，前開き服の着用，服をかぶる，スカー

ト着用，靴装着，靴下着用，ボタン留め，ファス

ナー開閉，ホック脱着，ひも結び，袋の開封，カ

プセル，座薬挿入の26項目を抜粋し，0－3までの

4段階評価を行った．また，示指から小指までの尺

側偏位角,MP関節の伸展･屈曲角，側方ピンチカ，

母指一示指指腹ピンチカ，母指一中指指腹ピンチ

カ，握力を評価し，手術に対する満足度を調査し

た．手術前後の差の検定はWilcoxon検定(対応の

ある2群）を用いた．

【結果】術前に困難であった動作は，洗顔･爪切り・

タオル・箸・茶碗保持・ボタン・ホック・座薬挿

入で，平均1点台であった．術後有意に改善した

のは，洗顔･箸・ファスナー・ホックであった．尺

側偏位は，術前平均26.7.から術後平均5.2｡と改

善した.MP伸展角は，術前平均-44.8･から術後

平均-13.4.と改善し,ROMは，術前平均28.4･か

ら術後平均41.7･と改善した．筋力は，母指中指ピ

ンチカと握力が改善した．満足度は全例満足以上

で，手の外観の改善に満足した例が多かった．

【結論】シリコンインプラントを用いたMP関節形

成術では，12ヵ月の観察で，洗顔・箸・ファスナ

ー・ホック操作に関する手の機能が改善した．
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リウマチ手指の再建術

FingerReconstructionfOrRheumatoidArthritis

'岡山大学人体構成学，2岡山大学整形外科

○西田圭一郎1,2,橋詰謙三2，藤原一夫2，

門田康孝2，尾崎敏文2

関節リウマチ(RA)手指の外科的再建においては，

その変形あるいは機能障害が薬物療法や理学療法

によっても不可逆的となった際に可能な限り早期

に行う方が，変形が完成してから行うよりも術後

成績はよい．一方で，変形にもかかわらず慣用的

機能を有し，患者が満足して手指を使用している

場合には手術適応はない．従って，術前後の手指

機能評価は今後も益々重要となってくる．手術術

式は他の関節と同様，滑膜切除術，関節固定術，関

節形成術に分けられる．滑膜切除術も最近の生物

学的製剤をはじめとする薬物療法の進歩により，

今後は以前よりも安定した成績を残せる可能性が

高い．母指IP関節，第2-5指PIP関節の脱臼に対

する関節固定術は良好なつまみ動作の再獲得に有

効である.RA手指の関節形成術は，特に早期には

腱・靱帯といった軟部組織の再建術で十分である

が，その重要性は骨・関節破壊の進行した末期に

おける人工関節置換術の実施においても変わらな

い．早期のボタン穴変形に対する軟部組織再建は

有効であるが，末期においては手指の屈曲はよく

温存されるため，手術適応は限られる．一方スワ

ンネック変形は関節機能が残存していれば浅指屈

筋腱固定術で，関節軟骨が消失した状態では関節

固定術で把持機能の再獲得をねらう．また，母指

では将来的な関節破壊も考慮して2関節以上の関

節固定はなるべく避け，人工関節や腱形成術で関

節可動性を温存する．手指の尺側偏位に対しては，

MP関節の再建はもちろん，手根骨の僥側回転に

対する手関節のアライメント矯正も必要となるこ

とがある．さらに伸筋腱断裂は多くの場合手術の

絶対的適応となるが,MP関節部での伸筋腱の脱

臼や関節の掌側亜脱臼を合併していることがあ

り，注意を要する．

2-1-26S

リウマチ母指の手術

SurgicalTreatmentfOrtheRheumatoidThumb

新潟県立リウマチセンターリウマチ科

○石川肇，村澤章，中園清，

阿部麻美，柏木聡

母指は“手の中央に立つ柱”として，手の機能全

体の40％を担う重要な指とされている．関節リウ

マチ(RA)では母指の罹患が約70%にみられるが，

母指には無痛の支持性とともに，他の指と対立で

きる十分な長さと，いくらかの可動性が必要であ

る．

RAの早期で，指関節の不安定性のために指先に力

が入りにくい場合や，変形が生じつつありピンチ

しにくい場合には，関節を保護し機能を維持する

ために母指関節固定用の装具が用いられる．しか

し，変形が進行性で関節破壊(Larsengradelll,

Ⅳ)がみられる有痛性MP,IP関節に対しては，関

節固定術が勧められる．ただし，ムチランス変形

の場合以外は1関節のみの固定にとどめることが

望ましい．

母指ボタン穴変形は，持続するMP関節炎が原因で

MP関節屈曲,IP関節過伸展(僥屈）となる発生頻

度の高い変形である．この変形に対して,MP,IP

関節がともにgradelll,Ⅳである場合には,MP関

節にインプラント（趾用Swansonなど）を用いた

関節形成術とIP関節固定術が行われる．母指スワ

ンネック変形は,CM関節炎が原因で,CM関節僥

側亜脱臼（第1中手骨内転),MP関節過伸展,IP

関節屈曲となる変形である．この変形に対して，

CM関節がgradellI,Ⅳである場合には，切除関

節形成術(Thompson法など）が行われる．CM関

節固定術は母指(分回し)運動を奪ってしまい他指

との対立困難となることが多いため勧められな

い．高度の骨吸収によって動揺関節となったgrade

V(ムチランス変形）のMP,IP関節に対しては，

腸骨ブロックを挟み込み指の長さを確保し，骨内

締結鋼線法で固定する方法がとられる．

リウマチ母指の再建では,CM,MP,IP関節ごとに

痙痛の有無と関節破壊の程度をチェックし，術後

に他指との対立がうまくできることを想定したう

えで術式を決定していくことが重要である．
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リウマチ上肢の末梢神経障害

PeripheralNeuropathyintheUpperLimbrelatedto

RheumatoidArthritis

'山口大学整形外科，2関門医療センター

○村松慶一'，重冨充則'，伊原公一郎2，

小笠博義'，田口敏彦’

【目的】慢性関節リウマチ（以下RA)は関節のみ

ならず心血管系にも炎症病変が及ぶが，末梢神経

に対する影響はあまり知られていない．また,RA

上肢例の絞拒性神経障害は日常診療でも時々診る

が，その診断，治療に注目した報告はあまり多く

ない．最近経験したRA上肢の末梢神経障害例か

ら，その原因，診断や治療法の問題点について検

討した．

【対象】過去5年間にRAと診断され上肢神経障害

に対して演者が手術的加療を行った20例21肢で

ある．性別は女性18例，男性2例，手術時年齢は

43から72歳で，術前診断は手根管症候群13肢，肘

部管6肢，正中神経，後骨間神経麻揮各1例であっ

た．診断は，理学的所見,MRIによる滑膜炎や圧

迫部位の評価と電気生理学的に行った．

【結果】手術は，手根管症候群には滑膜炎が高度で

あった8肢に手関節を越えた神経剥離と滑膜切除

を，滑膜炎が少ない5例では小切開で横手根靱帯

切離のみ行った．全例で症状の改善を認め再発例

はなかった．肘部管例では5肢で滑膜襄腫と

Osborne靱帯の絞槐,1例で肘頭のGeodesが圧迫

病変となっていた．全例に滑膜襄腫切除と尺骨神

経皮下前方移行術を行ない,Geodes圧迫の1例を

除き神経障害の改善を認めた．正中神経例では滑

膜襄腫と円回内筋とで絞掘されており，術後手指

の源れが消失した．後骨間神経例は滑膜襄腫と

FrohseAcadeで絞拒されており，術後手指の伸展

が可能となった．

【考察】RA例は血管炎に伴う壊死と脱髄性変化の

ため末梢神経障害を不顕性に有しており，軽度の

圧迫でも症状を引き起こすと考えられる．神経障

害の診断は，手指の変形や伴う例では理学的所見

が取りにくく積極的にMRIによる画像診断と電

気生理学的検査を行うべきである.RA上肢には様

々な末梢神経障害が発生しうる事を念頭に置き，

早期の診断と適切な手術的加療が重要である．

2-1-28S

関節リウマチの手指腱皮下断裂の治療

OurTifeatmentsfbrTbndonRuptureintheRheuma-
toidHands

'慶應義塾大学整形外科，2いしぐろ整形外科，

3川崎市立川崎病院整形外科，4荻窪病院整形外科

○池上博泰1，石黒隆2，堀内行雄3，

西脇正夫4，中道憲明’

【目的】関節リウマチ（以下RA)の手指腱皮下断

裂症例に対して，私たちが行っている再建方法と

治療成績について報告する6

【症例および術式】1984年以降，再建を行い経過

観察し得たRA屈筋腱断裂は,18例（男6,女12),

22指，手術時年齢35～76歳（平均58）である．

断裂した腱は長母指屈筋腱が9例と最も多く，他

は，深指屈筋腱9(示2,中2,環2,小3)，浅指屈筋

腱4（示1，中1，小2）であった．屈筋腱の再建に

は，腱移植を11例に腱移行を8例に行った．1987

年以降，再建を行ったRA伸筋腱断裂は,70例(女

62,男8)，156指，手術時年齢は34から78歳（平

均57）である．伸筋腱断裂は，母指の5例を除く

と多数指断裂が多く，環・小指の組合せが最も多

く31，次いで中・環･小指が14例である．伸筋腱

再建には，原則として隣接指との端側縫合後減張

位早期運動を行った．

【結果】手術に対する患者の満足度は，屈筋腱

(83%:good以上),伸筋腱(96%:good以上）とも
非常に高かった．しかし，屈筋腱では術後の可動

域は，46％がElir･以下と悪かった．伸筋腱では術

後の可動域はほぼ良好であったが，腱移植を行っ

た例のうち術前の手関節可動域制限が著しい例で

は，術後MP関節の可動域制限が残存する例があ

った．

【考察】RA手指屈筋腱皮下断裂の再建術後の可動

域は，決して良好とはいえないので，腱断裂の予

防が大切である.RA手指伸筋腱皮下断裂では，

gripmotionが重要である環・小指の断裂が多い

ので，再建後にMP関節の屈曲制限を生じないよ

うに伸筋腱を修復することが，手の機能にとって

大切である．屈筋腱，伸筋腱とも断裂した腱が増

えるとその治療も難しくなり成績も低下するの

で，なるべく早く手術治療を行うべきである．可

動域の不良な例でもQOLの改善により患者の満

足度は高いので，腱断裂に対しては積極的に再建

を行うべきと考える．
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母指CM関節症に対する手術療法と装具療

法の治療成績

SurgicalTTeatmentandSplintingfOr'Irapezio-

metacarpalArthritis

国立病院機構長野病院整形外科

○松木寛之，中 士 幸 男 ， 立 岩 裕

【目的】我々は母指CM関節症に対し関節形成術を

施行してきたが，最近では病期の進んだ症例も含

めて装具療法も積極的に行っている．今回それら

の追跡調査を行い両療法の治療成績を比較検討し

た．

【対象および方法】手術を行った症例は21例21関

節，平均年齢は61歳であった.EatonのX線分類

でstage3が3例,stage4が18例であった．術後

経過観察期間は平均11ヵ月であった．術式は大菱

形骨を全摘出後，半切した僥側手根屈筋腱にて靱

帯再建を行い，さらに大腿筋膜より作製した腱球

を充填した．術後評価は瘻痛，可動域，ピンチカ，

X線像での大菱形骨摘出後の空隙の変化にて行っ

た．一方，装具療法症例は，9例10関節，平均年

齢は64.7歳であった.Eaton分類でstagelが1例，

stage2が5例,stage3が2例,stage4が2例であ

った．装具の装着期間は平均16ヵ月であった．装

具装着前後でのVASによる瘻痛,ADLについて調

査した．

【結果】手術症例では全例で術前の瘻痛は改善し，

また母指対立運動が可能になった．ピンチカは術

前平均394kgから術後平均3.7kgへ改善した．大菱

形骨摘出後の空隙距離は，第1中手骨に対する比

で評価したが，術直後平均0.21に対し最終経過観

察時平均0.18と一定期間経過後も距離は十分保た

れていた．装具療法症例では,VASは装着前7.9か

ら装着後3.9へと改善し，10関節中9関節で瘻痛

の改善が認められた．

【結論】母指CM関節症に対する関節形成術は徐痛

とピンチカの回復において有効であった．大腿筋

膜による十分量の腱球を充填したことで術後の空

隙の維持とピンチカが得られたと考えられた．一

方，装具療法も除痛に有効であり，ステージの進

んだ症例に対しても適応があると考えられた．

z-2-2

Watson法による母指CM関節形成術の治

療経験

TheWatson'sArthroplastyfOrThumbCMJoint

Arthritis

'済生会下関総合病院整形外科，2小郡第一総合病

院整形外科，3島根県立中央病院整形外科

○安部幸雄1，土井一輝2，服部泰典2，

勝部浩介3

【目的】母指CM関節症の観血的治療には大菱形

骨摘出関節形成，人工関節置換，関節固定など

の治療が施行されているが，当科では可動域の

温存，効果の永続性を期待して関節形成術を採用

し，なかでもWatsonにより考案されたtendon

arthroplastyを行っている．今回，少数例ではあ

るがこの術式の利点について検討した．

【対象･方法】症例は15例（男4，女11)，年齢54

歳～79歳でRA1例を含み,Eaton分類stagelI

1例,III10例,IV4例であった．術式は僥側手

根屈筋腱を半切して中枢を切離し，遠位へ剥離し

第2中手骨基部に付着させたまま母指中手骨基部

に僥背側末梢から尺掌側近位に斜めに穿孔した骨

孔を通過させたのち，残った腱を通過腱に巻き付

け腱球を作成する．

【結果】経過観察期間は6～39ケ月（平均23ケ月)，

瘻痛は，全くなし12例，力が入ると軽度生じる3

例でVASは術前10点が術後平均1.3点，術後の

可動域は健側比で掌側外転97.5％，僥側外転94.3

％，握力は93.3%,keypinch力は健側比，術前

82.5％が術後86.4％へ改善していた．サスペンジ

ョン効果はX線における第一中手骨長と大菱形骨

摘出後のスペース比で検討した．術直後0．26に対

し術後平均6ケ月で0．18と低下していたが他の文

献と比較し，遜色ないサスペンジョン効果を維持

していた．

【考察】各種術式の中で長期成績が安定しているの

は現状ではBurton法のみである.Burton法の軸

圧負荷時の母指外転，関節腔の温存，サスペンジ

ョン効果の増強を目的に開発されたWatson法に

より短～中期にわたり良好な術後成績が得られ

た．
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母指CM関節症に対する関節形成術の成績

ArthroplastyofCarpometacarpalJointoftheThumb

duetoOsteoarthritis

山形大学整形外科

○井上林，高原政利，土田浩之，

荻野利彦

【目的】母指CM関節症に対して，大菱形骨摘出後

の間隙に腱球を挿入する必要性については，不明

な点が少なくない．演者らは，大菱形骨摘出と靭

帯再建を行った場合に，腱球を挿入した例としな

かった例の治療成績を比較したので報告する．

【対象と方法】2000年6月から2006年4月までに

上記手術を施行した9例9手(男性2例，女性7例）

を対象とした．手術時年齢は50から85歳（平均

67歳)，手術側は右手5手，左手4手,Eaton分類

ではstage3が4手,stage4が5手であった大菱

形骨を摘出し，第1中手骨の近位への移動を防止

するために，僥側手根屈筋の半切腱を用いて靱帯

再建行った．大菱形骨摘出後の間隙には長掌筋腱

の腱球を充填したものが4手であり，5手では何も

充填しなかった．Kwireにて第1中手骨を隣接骨

に仮固定した．術後平均3週間のギプス固定を行

った．術後平均4週間で第1中手骨を仮固定してい

たK戸wireを抜去し，可動域訓練を開始した．経過

観察期間は6カ月から2年6カ月（平均1年5カ月）

であった．

【結果】瘻痛は全例で消失していた．握力は術前平

均16.9kgから術後19.2kgに改善し，ピンチカは

術前平均4.2kgから術後4.7kgに改善していた．第

1中手骨近位から舟状骨遠位までの距離を測定す

ると，腱球を挿入した症例では術前平均123mm

から経過観察時6.0mmであり，腱球を充填しなか

った症例では術前11mmから経過観察時6.3mm

であり，差を認めなかった．

【考察】本術式の成績は良好であった．腱球を充填

した症例と充填しなかった症例とでは，大菱形骨

摘出後の間隙の距離の変化に差は認められなかっ

た．腱球を充填する必要性は少ないと考えられる．

2-2-4

表面置換型母指人工CM関節手術の工夫

TheDevicesofApplyingtheCementedSrTifapezium-

metacarpalProsthesistotheTreatmentofThumb

CarpometacarpalOsteoarthritis

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，

南川義隆

【目的】母指CM関節症に対し関節を固定すると，

術後に瘤痛は軽減しても可動性が制限されるた

め，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．そこで当院では可動性を再

建するための按関節の形状を有する表面置換型人

工関節AVANTASRTMCImplantSystemを40

例に施行してきた．しかし本術式には難しい点が

多く，かつ形状的にも疑問があることがわかり種

々の工夫をしてきたので報告する．

【方法】平成15年9月よりこのインプラントを用

いた40症例41指（男7指，女34指）を対象とし

た，手術時年齢は48～81（平均60.5）歳，術前

のEaton分類でstage3が6指,stage4が35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18.8ケ月であった．再手術は1例で人工関節抜

去後interpositionalarthroplastyを施行した．

【結果および考察】本人工関節は表面置換型である

ので自然な母指の運動が再獲得され，また再置換

術も容易で60歳以下の現役世代にも適応がある

と考えられた．しかし術後の瘤痛が約50％にみら

れ，その瘤痛の原因にはいくつかの点が考えられ

たが，おもには中手骨コンポーネント基部の背側

および掌側の形状がやや突出しすぎているためと

考えられた．そこで両側を約2.5mmずつ削り，さ

らに辺縁を滑らかにする工夫をした．さらに中手

骨コンポーネントのステムは角錐状の形状と平滑

な表面でありすぎるため骨セメントで固定しにく

く術後のルースニングの原因になりやすいと考え

られた．そこで背側から掌側に直径約3mmの円柱

状の穴を作成しここに骨セメントを入れてアンカ

ーとして固定性を強化した．その他いくつかの工

夫により術後瘤痛は減少した．
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母指変形性CM関節症に対する各種治療法

の主観的評価

SubjectiveEvaluationofOutcomesafterSurgical

TifeatmentfOrOsteoarthritisofThumbBasalJoint

北海道大学整形外科

○末永直樹，石川

岩崎倫政，三浪

淳一，大泉尚美，

明男

母指変形性CM関節症に対する各種治療法の治療

成績の報告のほとんどは客観的評価であり，その

成績には差がないとする報告が多い．近年患者サ

イドからの主観的評価の検討の必要性が報告され

ているが本症例に対する各種手術法の主観的評価

の報告は少ない．本研究の目的は母指変形性CM

関節症に対する表面置換型人工関節,Burton法お

よび関節固定術の主観的評価について比較検討す

ることである．

【対象と方法】当科および関連病院において母指変

形性CM関節症に対し，手術を行い1年以上経過

し,DASHスコアを調査可能であった17例17指

を対象とした.AVANTAのSRハンドシステムを

用いた表面置換型人工関節を行ったのは男2例，

女4例で手術時年齢は，44歳～73歳(平均66歳）

であった.Burton法を用いたのは男1例，女6例

で手術時年齢は，44歳～71歳（平均57歳）であ

った．関節固定術は男2例，女3例で手術時年齢は，

28歳～71歳（平均48歳）であった．主観的評価

としてDASHスコアについて調査した．経過観察

期間は14-68か月（平均37．2か月）であった．

【結果】DASHスコアの平均と標準偏差を比較検討

すると表面置換型人工関節例では平均26±15，

Burton法では平均37±34,関節固定術では平均

25±24であり,Burton法で劣っていた．また，表

面置換型人工関節置換術例で標準偏差が少なかっ

た．左側に人工関節，右側にBurton変法を施行さ

れていた1例では人工関節側に対する満足度が高

かった．

【考察】母指変形性CM関節症に対する各種治療法

の短期における主観的評価を比較検討した結果，

表面置換型人工関節置換術，および関節固定術例

で満足度が高く，表面置換型人工関節置換術例は

主観的評価にばらつきが少ない手術であるといえ

る．

2-2-6

指節関節における変形性関節症と握力の検

討-Hizen-OshimaStudyよしノー

ACrossSectionalStudyoftheAssociationofGrip

PowerwithOsteoarthritisoftheHandinHizen-

OshimaStudy

'中間市立病院整形外科，2産業医科大学整形外科

○戸羽直樹1，酒井昭典2，大茂壽久2，

中村利孝2

【はじめに】我々は40歳以上の女性を対象とした

コホート研究であるHizen-OshimaStudyを行っ

てきた．その結果，指節間関節の変形性関節症(以

下OA)の存在様式は左右対称性で，かつ同側他指

の同じ関節に存在する傾向が強いこと(2005年の

本学会にて発表)，内的因子の検討では，年齢が総

ての指節間関節OAの因子であり，母指IP関節に

のみBMIの関与が示唆されたこと(2006年の本

学会にて発表）を報告してきた．

【目的】今回の研究の目的は，握力と指節間関節の

OAとの関係を検討することである．

【対象・方法】Hizen-OshimaStudyの参加者のう

ち，540人(平均64.1歳）の利き手を対象とした．

検討項目は，母指から中指の各指節関節（母指の

IP,MCP/CMC,示指と中指のDIP,PIP,MP)

においてOAの有無による握力の差である.OAは

Kellgren-Lawrencegrade2以上のradiographic

OAとした．

【結果】母指IP,母指MCP/CMC,示指と中指の

DIP,PIPの各指節間関節で,OA有り群が,OA

無し群より有意に握力が低下していた．MP関節

については両群間で有意差は認められなかった．

またこの結果を年齢で調整すると，総ての指節間

関節で有意差は認められなくなった．

【結論】握力低下の要因はradiographicOAの存在

ではなく，年齢であった．

【考察】今回の検討結果では，握力の低下にradio-

graphicOAの存在は関与していなかった.OAに

よる瘻痛は握力低下に影響すると思われるが今回

は検討していない．握力低下とsymptomaticOA

の存在との関連についてさらなる解析が必要であ

ると思われた．
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観血的に加療したHeberden結節の術後経
過

OperativeneatmentfbrHeberdenNodes

'広島大学整形外科，2広島市民病院整形外科

○鈴木修身'，砂川融'，横田和典'，

越智光夫'，石田治2

【はじめに】Heberden結節は従来ほとんどの場合

保存的に加療され，手術が行われるとしても高度

変形例に対する関節固定術が主体であった．当科

では関節固定に加え，症例によっては背側の骨鰊

および増生滑膜を切除して可動域を温存する関節

形成術も行っているので成績を報告する．

【対象】1995年以降の手術例のうち，経過を追跡

できた18人（女性17人，男性1人）の22指を対

象とした．手術時年齢は47から74歳(平均59歳）

で，発症から手術までの期間は2カ月から4年であ

った．罹患指は中指が10,示指が6，環指が3，小

指が2，母指が1指であり，粘液膿胞があったのは

5指であった．手術方法は，5指に関節固定術を，

17指に関節形成術を行った．

【結果】関節固定例では調査時に瘻痛を訴えた例は

なかったが，小さな物の把持が難しい，包丁を握

るのが難しいなどの愁訴を有する例が多かった．

関節形成例では，術後早期には一部の症例で瘻痛

や関節の腫脹が軽度存在したが，それらの症状は

経時的に軽減した．関節形成例における調査時の

DIP関節の可動域は平均22･で，反対側は平均49.

であった．可動域が保たれているほど，小物体の

把持などでの日常生活動作での障害は出にくかっ

た．しかし術前に伸筋腱停止部の骨練形成により

伸展機構の伸長がある症例では，調査時もそのま

ま伸展制限が残存していた．関節形成例では骨鰊

を切除したことによる，整容的満足度の高い例が

あった．

【まとめ】関節形成術は関節固定術に比較して，小

さい物の把持などでの日常生活動作上の障害が少

ない点で優れていた．また骨鰊切除による整容的

改善も期待できる．伸展制限が残存するという問

題があるが,Heberden結節の手術を行うとき選

択肢として考えてよい術式である．

2-2-8

表面置換型PIP人工指関節の手術術式関す
る一考察

一掌側アプローチと背側アプローチー

OperativeTbchniqueofSurfaceReplacementArthro-

plastyofthePIPJoint

土浦協同病院整形外科

○石突正文，白坂律郎，山田哲也，

佐藤哲也

【目的】我々は表面置換型PIP人工指関節を開発

し，臨床成績を報告してきた．その後の経過観察

結果と手術術式の変遷などを報告する．

【方法】17例18関節に人工関節置換を行った．内

訳は外傷後関節症例:10関節，変形性関節症:3関

節，新鮮外傷:5関節であった．経過観察期間は18‐

120ケ月，平均49ケ月であった．

【結果および考察】術後成績は可動域を評価する

Mayocriteriaでgood:8関節,fair:6関節,poor:

4関節であった．痛みの主観的評価は痛みがない

ものは12関節，運動時痛があるものが6関節，常

に痛みのあるものが0関節であった．従来の術式

は掌側アプローチで側副靱帯を可及的に温存し

て，骨頭を切除した後に関節を過伸展させて人工

関節置換操作を行い，操作中に側副靱帯が剥離し

た場合には掌側板を利用して側副靱帯を再建して

いた．しかしながら，陳旧性側副靱帯損傷例の経

験から斜支靱帯や横支靱帯などの伸展機構に損傷

がなければPIP関節の側方不安定性は問題となら

ないことが分かった.その後は側副靱帯の起始部

を剥離し，関節の過伸展を容易にして手術操作す

ることにした．関節置換後側副靱帯を元の位置に

戻し，逢着することなく創閉鎖し，痛みの許す範

囲で可及的に早期から可動域訓練を開始する．こ

のような術式を採用してからも術後PIP関節の側

方動揺性は生じていない．また，背側からの外傷

で関節拘縮が起きた症例では背側に腰痕が在り，

伸展機構の再建が必要となるため，背側アプロー

チを採用せざるを得ない．このような症例では関

節置換を行った後,uttler法で伸展機構を再建す

る．術直後，可動域は良いが，拘縮の再発が起き

るので，関節授動術が必要となるが授動術後の成

績は良い．
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手指関節可動域訓練用CPMロボットの試

作

TheCPMRobotfOrRehabilitationoftheFingerjoint

'近畿大学整形外科，2近畿大学生物理工学部知能

システムエ学科

○大谷和裕'，斉藤政克'，福田寛二'，

浜西千秋'，渡辺俊明2

【目的】各種関節手術後の後療法用CPMが用いら

れている．しかし，手指関節手術の後療法には

dynamicsplintやK1einert法に代表される自動，

他動訓練が主流である．今回，我々は癌痛による

抵抗に対するインピーダンス制御を応用した手指

関節用CPMロボットの試作を行った．

【方法および結果】(1)CPM機構の構造手指関

節手術後の後療法を，中手骨が略固定と想定し，手

指の動作を，3リンク･3関節の単純化した機構で，

手指関節の運動可能な姿勢範囲で,CPM動作を行

うシステムを構築した．関節駆動は装置のコンパ

クト化および低コスト化を意図し，リモコン用減

速機構付小型DCモータを採用した．CPM機構で，

リハビリ動作の対象となる手指把持部には直交3

軸X,Y,Z方向の力を検出する高感度の力センサ

ーが設けられ，その合成力を正確に検出し，患者

の手指に作用する瘻痛を低減する力制御を行って

いる.(2)CPM装置の動作の教示と力制御の原理

医師または理学療法士により，患者の手指関節で

瘻痛を感じない手指の可動域を確認し，これを制

御用マイクロコンピュータに教示し，教示した可

動域範囲で実際のリハビリ動作を繰り返す．術後

初期にはリハビリによる瘻痛のために指が抵抗を

示す場合があり，この抵抗を力センサーが検出し

制御用コンピュータにプログラムされたインピー

ダンス制御方式により教示さ

れたプログラムより少ない屈曲角度に自動的に制

限し，過度の疾痛を与えないような力制御を行な

う．患者の回復状況により，コンピュータへの可

動域の教示を順次改変し治療効果を高める工夫が

求められる．

【結論】手指関節可動域訓練用CPMの試作を行っ

た．患者の手指の関節運動を認識させることによ

り個々の患者に合った（オーダーメイド)CPMの

作成が可能と思われる．

2-2-10

当科におけるDupuytren拘縮の手術例の検
討

StudyofDupuytren'sContractureinOperatedCases

'順天堂大学医学部整形外科，2束京労災病院整形

外科，3順天堂東京江東高齢者医療センター整形外

科，4順天堂浦安病院整形外科

○有冨健太郎1，楠瀬浩一2，岩瀬嘉士3，

原章4

【目的】Dupuytren拘縮の手術治療は通常，部分腱

膜切除が行なわれ，当科では以前よりzig-zag切

開・V-Y前進法によるclosedmethodにより手術

を行なってきた．今回，演者らが経験した33例に

ついて検討を行った．

【方法】症例は最近14年間に当科および関連病院で

行なったDupuytren拘縮手術例25例（全例男性）

33手を対象にした．術前の重症度はMeyerding変

法のFIinarssonの分類，術後成績はTubianaの評

価基準を用いた．これによると術前の重症度は0,4

度はなく，1度は5手，2度は11手，3度は17手

であった．

【結果】Verygoodまたはgoodに相当するものは

重症度2,3度では全例であり,Fairとなったのは

術後同側に上腕骨外科頚骨折を受傷しリハビリテ

ーションが進まなかった1手であった．合併症は

恒久的に知覚障害を残した例はなかったが，1手

にCRPSを認め回復に1年を要した．

【考察】Dupuytren拘縮に対する外科的治療はopen

methodをはじめとして近年様々報告されている

が，術後合併症を防ぐには神経剥離が重要であり

当科で長年行ってきたzig-zag切開にV-Y前進術を

加えるclosedmethodでは広い術野が得られ神

経・血管を確認できることでより安全に手術が行

なわれた．あと術後成績の評価としてTubianaの

手全体の評価法がよく用いられるが,Tonkmらの

指の機能評価の方法と比較検討も付け加える．
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当科におけるDupuytren拘縮の手術成績
OperativeResultsofDupuytren'sContracture

山梨大学整形外科

○佐藤信隆，渡邊

穴山聡 ，浜田

寛，長澤晃樹，

良機

【目的】Dupuytren拘縮の術後成績を検討した．

【対象および方法】当院で1990年以降手術治療後

3ケ月以上経過観察を行えた男性19例22手，女性

1例1手の20例23手を対象とした．手術時年齢は

41歳から80歳，平均63．5歳であった．罹患側は

左側7例，右側10例，両側3例であった．また，指

別では母指1指，示指4指，中指14指，環指20指，

小指20指の計59指であった．術前合併症は6例

に高血圧，4例に糖尿病，1例に母指弾撲指をみた．

手術はzig-zag切開を基本とし複数指に及ぶもの

に対してはSkoog切開を併用することで，広く展

開し病的手掌腱膜の可及的全切除を行った．また，

PIP関節の高度な拘縮に対しては関節包および，

側副靱帯を一部切離した．閉創は,V-Y前進法と

Z形成を用いた．生じた皮層欠損部に対しては，遊

離植皮を行った．術後評価はTubianaの評価およ

Ur,Tonkinらの方法に準じた指別および関節別改

善率を用いて検討した．

【結果】術後3ケ月～10年(平均30.6ケ月）の術後

成績はTubiangの評価では，優10手，良11手，可

1手，不可1手であった．指別の平均改善率は母指

67％，示指85％，中指90％，環指85％，小指78

％で，関節別ではMP関節92%,PIP関節74%で

あった．術後合併症は皮膚壊死2例，感染,CRPS,

再発を各1例ずつ認めた．

【まとめ】zig-zag切開による展開では広い視野が

得られ，また皮層欠損部に遊離植皮を行ない,PIP

関節の高度拘縮例に対しては，必要に応じて関節

包および，側副靱帯を一部切離することで良好な

成績が得られた．

2-2-12

Dupuytren拘縮に対する横切開を用いた開
放療法

OpenPalmMethodwithMultipleTransverselnci-

sionsfOrDupuytren'sContructure

'星ケ丘厚生年金病院整形外科，2つゆく”ち整形外

科

○樋口晴久'，河井秀夫'，田宮大也'，

露口雄一2

【目的】Dupuytren拘縮に対する治療では術野を

充分に展開して病的手掌腱膜を切除することが重

要である．我々は指皮線あるいは手掌皮線に沿っ

た数カ所の横切開を用い，術後創を開放とする方

法で治療を行ってきた．今回その術後成績につい

て検討したので報告する．

【対象と方法】1993年から2005年に手術を施行し

た20例（全例男性)，23手（右側13手，左側10

手）を対象とした．手術時年齢は55～83歳，平

均67歳であった．合併症は糖尿病9例(45％)，高

血圧6例（30％)，足底線維腫2例（10％）であっ

た．術前の拘縮度はMeyerding分類でgradelが

3手,grade2が11手,grade3が9手であった．

手術は指腹部および手掌の皮線に沿った充分な長

さの横皮切を5～6カ所に加えて病的手掌腱膜を

切除し，術後は開放創として翌日より他動的可動

域訓練を行った．術後観察期間は3カ月～6年2カ

月で平均1年6ヵ月であった．創治癒までの期間，

術後合併症と各指における拘縮改善率を算出し評

価した．術後機能評価としてはTubianaの評価基

準を用いた．

【結果】創部は全例上皮化し治癒には13～50日，

平均27日を要した．術後合併症としては2例に術

後一過性のしびれを認めたが，皮膚の壊死･感染・

神経損傷は見られなかった．拘縮改善率はgradel

で100%,grade2で91%,grade3で87%であっ

た．Tubianaの評価基準ではvelygoodl3手,good
8手,fair2手であった．

【考察】横切開を用いた手掌腱膜切除は展開が不十

分との報告もあるが，充分な長さの皮切を数カ所

に置くことで確実に切除することが可能である．

開放療法と早期可動域訓練を併用することで拘縮

の強い症例であっても充分な可動域改善が得られ

た．
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外傷後に発生したDupuytren拘縮症例の検
討-G6falseもしくはnon-Dupuytrenspal-
marfascialdisease''と分類するべきか？

DupuytrensDiseaseFollowingAcutelnjuryinthe

IpsilateralUpperLimbinJapanesePatients;IsIt

FalseorNon-DupuytrensPalmarFascialDisease？

'熊谷総合病院整形外科，2千葉市立青葉病院，

3佐倉整形外科，4千葉大学整形外科

○阿部圭宏1，六角智之2，江畑龍樹3，

徳永進3，山田俊之4

【目的】同側上肢の外傷，手術などを契機に

Dupuytren拘縮が発生することが知られており，

Andersonは"FalseDupuytren'scontraction-

tra,,maticfbrm"と,Rayanは"Non-Dupuytren's

PalmarFascialDisease"と称し,Rayanは

Caucasoid以外の人種に発生するDupuytren拘縮

の殆どはこのCategoryに分類されると述べてい

る．当研究の目的は日本人患者の外傷に続発した

Dupuytren拘縮を検討し，通常のDupuytren拘縮

との差異を検証することである．

【対象】Elliotの診断基準に従い，外傷後に発生し

たDupuytren拘縮と判定された14例16手を対象
とした．

【結果】男性8例，女性6例，発症時年齢は24-72

歳（平均56歳）であった．5例は外傷，1例は感

染，8例は手術を契機にDupuytren拘縮を発症し

ていた．罹患指は，環指9，中指6，小指3，示指

2，第一指間部1であった．14例中，6例に糖尿病

の合併を認めた．また3例に若年発症，2例に両手

罹患，2例にKnucklepadのDupuytrendiathe-

sis関連のriskbctorを認めた.10例は非進行性

で手掌に限局していたが，進行が見られた4例で

は,Dupuytrendiathesis関連したriskbctorの

少なくとも1つを合併していた．

【結語】外傷に続発するDupuytren拘縮は，日本

人においても海外の文献と同様に，中，環指に好

発，糖尿病の合併が多い，若年者にも発症し性別

に依存しない，殆どが片側で非進行性の限局病変

である，といった特徴を有し通常のDupuytren拘

縮とは異なる病態を示した．しかしながら組織学

的には通常のDupuytren拘縮との差異はなく，

Dupuytren拘縮のsubtypeと考えるべきで"blse

ないしnon-Dupuytren'sPahnarFascialDisease"

との呼称は適切でないと考えた．
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小児前腕両骨骨幹部骨折に対する治療

-PIatingの適応一
PlateOsteosynthesisfbrForearmFacturesinYoung

Patient

高知医療センター救命救急センター

○黒住健人

【目的】小児の骨折は，自家矯正が期待できること

や外固定による拘縮が少ないことから保存的治療

が選択される場合も多い．しかし，転位が大きく

不安定な場合は手術的加療を選択される場合もあ

る．さらに仮に手術的治療が選択された場合にも，

経皮的鋼線固定などで対処することが多い．一方

前腕骨骨折は，その解剖学的特徴から成人におい

ては関節内骨折と同様に扱い解剖学的整復を要す

るともいわれている．今回，小児前腕両骨骨幹部

骨折に対する治療におけるplatingの位置づけに

ついて検討した．

【対象および方法】2004.4より2006.9までに加療

した小児前腕両骨骨幹部骨折は7例であった．男

児5例，女児2例，受傷時年齢は4から12歳（平

均8.7歳)，受傷原因は遊具よりの転落3例，自転

車事故3例，スポーツ事故1例で，開放骨折は2例

であった．

【結果】両骨ともplatingを行った症例は2例，徒

手整復のみ2例，尺骨のみplatingl例，両側経皮

的鋼線固定1例，僥骨のみ経皮的鋼線固定1例であ

った．髄内ピン固定を行った症例はなかった．

【考察】小児の旺盛なリモデリングにおいても回旋

変形の矯正は得られにくいとされている．僥骨に

おいては，骨折部が遠位骨幹端部に近い症例では

経皮的鋼線固定で安定性の得られる場合もあった

が，尺骨ではなかなか困難である．それゆえ小児

前腕骨両骨骨幹部で，徒手整復においても安定性

の得られにくい症例にplatingの適応があると考

える．年少児には徒手整復を基本としたが，年長

児の場合にはその自家矯正能力にも限界があり

platmgの適応は多いと思われた．髄内ピンは骨端
線を横切るため，基本的には行わない方針である．

【まとめ】小児前腕両骨骨幹部骨折では,platingの

適応となる症例があると考えた．
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前腕における仮骨延長法の検討

CallotasisfOrForeannDefOnnity

奈良県立医科大学整形外科

○前川尚宜，矢島弘嗣，小畠康宣，

村 田 景一，河村健二

【はじめに】前腕の僥骨と尺骨の不均衡に対して仮

骨延長法は有用な手術でありが行われている．今

回は当科にて施行した前腕に対し仮骨延長を施行

した症例について検討し報告する．

【対象および方法】1989年より2006年までに当科

にて前腕骨長の不均衡にて仮骨延長を行った症例

は15例15肢で男性7例，女性8例であった．15

肢に対しのべ18回仮骨延長を行った．延長時の平

均年齢は10.5歳（3～19歳）であった．原因疾患

は外傷後僥骨短縮が4例6回，多発性骨軟骨腫によ

る尺骨短縮が10例11回，先天性尺骨短縮症1例

1回であった．創外固定器はOrthofixM-100が

16肢19回で，1肢1回ではIlizarovMiniFixator

M-4を使用した．術後経過観察期間は8～130カ月

(平均48カ月）であった．

【結果】4肢は榛尺骨の不均衡が生じたため，4～

5年後に再度仮骨延長術を要した．1回での骨延長

量は1.7～3.7cm(平均2.4cm),固定期間は82~

178日（平均127日）で，固定期間を骨延長量で

割ったfixationindexは31.4～76.4(平均52.9)

であった．全例とも整容的に改善したが延長後の

回内制限を3例に，回外制限を1例に認めた．また

僥骨矯正骨切り術が2肢で併用された．合併症と

して創外固定器の破損，抜釘を要するピン刺入部

感染，仮骨の成熟不良がそれぞれ1肢であった．抜

釘後の骨折は3肢で見られたが全例保存的加療に

て骨癒合が得られた．

【考察および結語】前腕骨延長の目的は榛尺骨の不

均衡の補正することにより，前腕の短縮のみなら

ず，手，肘関節の機能障害を改善することである．

しかしその際には可動域制限などの合併症に留意

する必要があると考えられた．

2-2-17

小児前腕への血管柄付き腓骨移植術後の骨
延長術の経験

CallotasisoftheForearmafterVascularizedFibula

GraftinginChildren

'奈良県立医科大学整形外科，2奈良手の外科研究

所

○小畠康宣'，矢島弘嗣'，村田景一'，

前川尚宜'，玉井進2

【はじめに】小児において先天性や腫瘍，感染など

の原因により前腕部に通常の骨移植では対処困難

な大きさの骨欠損が生じた場合,oneboneへの手

術が選択されることが多い．しかし可能であるな

らば骨延長や血管柄付き骨移植により，解剖学的

な再建も考慮すべきであると思われる．今回，小

児の前腕部に生じたsegmentaldefectに対し，血

管柄付き腓骨移植術(VFG)にて再建後，成長に

より生じた変形を仮骨延長にて矯正した2例を経

験したので報告する．

【症例1】生下時よりの左前腕部乳児性線維肉腫に

より尺骨の大部分の切除を受け処理後に置換され

たものの徐々に吸収され著明な内反肘変形をきた

した．そのため5歳時に創外固定器にてアライメ

ントの調整を行った後に,11cmのVFGにて再建

を施行した．骨癒合は良好に得られたが，再建尺

骨の相対的短縮が見られたためVFG後10ヵ月時

および6年後に2Cmずつの仮骨延長を施行した．延

長は移植腓骨上にて施行し良好な骨形成がみられ

た．

【症例2】新生児期に僥骨遠位部骨髄炎を生じ，僥

骨遠位部の吸収のため内反手変形となった．まず

創外固定器にて軟部組織の延長を行った後7cmの

血管柄付き腓骨頭移植により僥骨の再建を施行し

た．術後は良好に経過したが僥尺骨間の骨長差が

生じたため，術後1年の時点で,2.6cmの骨延長術

を施行した．良好な骨形成が得られ術後5年にて

手関節可動域は110度と良好であるが，不安定性

が残存している．また僥尺骨に約2cmの骨長差が

再発しており，前腕長は健側と比較し4.5cmの短

縮がみられた．

【考察および結論】小児前腕部の大きな骨欠損に対

する再建法は，成長を考慮に入れる必要がある．適

応は限られるがVFGによる再建も骨延長を計画

に入れておくことで選択肢の1つとなり得ると考

えられた．延長の時期や量についてはさらなる検

討の必要がある．
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前腕回旋安定性に重要な骨間膜の解剖学的

部位についての基礎的研究

TheAnatomicalPortionofthehterosseousMembrane

oftheForeannResponsiblefbrtheRotationalStability

大阪大学大学院整形外科

○野田和王，森友寿夫，岡久仁洋，

有光小百合，村瀬剛

【目的】正常な前腕回旋運動は,DRUJ･PRUJ自

体の構造やTFCC,骨間膜，輪状靱帯，一部の肘

関節周囲靱帯による静的拘束および前腕筋群によ

る動的拘束によって円滑に行われる．なかでも骨

間膜は前腕両骨を直接連結した構造物であり，正

常な回旋運動において本質的に重要な存在である

と言える．今回，この骨間膜上のどの部位が回旋

運動の安定性に最も重要であるのか，回旋軸との

関係性から調べた．

【方法】まず保存屍体前腕10体を用いて骨間膜の

構成要素を詳細に調べた後，回内外による各構成

要素の緊張の変化を観察することで，回旋軸と関

係があると思われる構成要素付着部の位置を榛尺

骨全長に対する僥骨頭および尺骨頭からのパーセ

ンテージで表し，定量化した．次に，生体健常前

腕9例のCTデータ（回外位・中間位・回内位の3

肢位を撮影）から，榛尺骨モデルを作成し，さら

に阪大で独自に開発されたソフトを用いて，回旋

運動を可能ならしめる一軸を算出した．この軸は

概ね尺骨小窩と僥骨頭中心を通っており正常な回

旋軸と仮定できた．この軸が榛尺骨モデルの骨間

縁側でモデルを貫通する点を同様の方法で定量化

し，これらの結果を比較した．

【成績】骨間膜は主に，骨間中央の複数の線維から

なる腱様部とその遠近位の膜様部，および背側の

1本の腱様線維から構成されていた．そして遠位

膜様部の尺骨付着部(尺骨遠位端から10-20％の領

域）と近位膜様部の僥骨付着部（榛骨近位端から

20-30％の領域）がほぼ回旋軸と一致したのに対

し，腱様部では一致しなかった．

【結論】骨間膜上で回旋軸と一致する部位は遠位膜

様部の尺骨付着部と近位膜様部の僥骨付着部であ

った．骨間膜膜様部が前腕回旋運動の安定性に重

要な解剖学的部位であると思われた．
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ManagementofPeripheralNervelnjury

DavidChwei-ChinCHUANG

DepartmentofPlasticSurgery,ChangGungMemol･ialHospital,ChangGungUniversit)

Thipei,Taiwan

４
月
印
日

第
２
会
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Ihavebeendoingnumerousoperationsfbrperipheralnerveinjury

sincel985tillnow,includingbrachialplexusinjury(>1500cases),

obstetricalbrachialplexuspalsy(>150casesofinitialOBPPand>

300sequelaeOBPP),facialpalsy(>250casesbyfreemuscle

transplantation),fUnctioningfreemuscletransplantation(>700cases)

fbrreconstructionfOrdifferentperipheralnerveinjury,numerouslimb

maiornerveilliuries,numerousoperationsfOrcompressionneuropathy

(thoracicoutletsyndrome,cubitaltunnelsyndrome,carpaltunnel

syndrome),andnervesheathtumorsetcetera.Asuccessofnervemasyndrome),andnervesheathtumorsetcetera.Asuccessofnervemanagementepair(direct

suture)ornervereconstruction(nervegrafts,nervetransfer,orfunctioningfreemuscle

transplantation)shouldconsideritacomplexphenomenon,notjustanerverepair.This

complexphenomenoninvolvesnerveanatomicalarrangement,pathophysiologyofnerve

degenerationandregeneration,degreeofnerveiniury,preoperativeevaluationordiagnosis,

microsurgicalskills,postoperativemanagement,rehabilitationandregularfollow-up,and

palliativereconstructionfbrthesequelaedefbnnity.Nerveanatomyincludesgrossandinternal

anatomy(orintemaltopography).Pathophysiologyofnerveinjuryincludessiteoflesion,

proximalanddistalstump,cellbodyandendorgan,involvingWalleriandegeneration,

chromatolysis,andaberrantregeneration.Degreeofnerveinjuryinvolvesneurapraxia,

axonotmesisandneurotmesis.Preoperativeevaluationincludesmechanismofiniury,motor

andsensoryexamination,Tinelsign,electl･odiagnosis,plainX-rayandimagingstudies.Those

canhelpjudgetimingofsurgery.Nervesurgicalproceduresincludeobservation,

microneurolysis,directnerverepair,nervegrafts,nervetransfer,functioningfreemuscle

transplantation.Postoperativemanagementandrehabilitationincludeimmobilization,electric

stimulation.sensoryreeducationetcphysicalandoccupationaltherapy.Palliative

reconstructionstotreatsequelaenerveiIUuryinvolvetendonormuscletransfer,arthrodesis,

osteotomy,anddifferentdevicesoforthotics.Somecommonquestionsrelatedtonerveinjury

willbelistedandanswered,includingwhyperipheralnervesurgeryisdisappointedinresults,

timingofnerverepair,techniqueofnerveapproximation,directrepairornervegraftand

end-to-sideneurorraphy.
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FunctioningFree-MuscleTransferforDelayPresentation

BrachiaIPlexusinjuryPatients

○PanupanSONGCHAROEN,SaicholWONGTRAKUL,

BanchongMAHAISAVARIYA,TbrpOnVATHANA

DepartmentofOrmopaedicSurgery,FacultyofMedicineSmrajHospital,MahidolUniversity,

Bangkok,Thailand

Tifaumaticbrachialplexusinjurypatientswhocametoseekmedicaltreatmentlaterthan

12monthafterinjuryisagreatchallengetohandandupperextrentysulgeon.Theresultof

reinnervationoftheaffectedmuscleisgenerallypOorbecauseoftheirreversiblechangesin

themusclecells.AtpresenttheonlyreliablemethodfOrreconstructionoftheaffectedlimb

isthefUnctioningfreemuscletransfer.

Onehundredandonefimctioningfreemuscletransferfbrdelayedcasesofbrachialplexus

injurywasperfonneddu血91985-2005d

ThefreemUscletransferswereusedfbrreconstructionofelbowflexionin22cases,fOr

reconstructionofelbOwflexionandhandfimctionin52cases,fOrelbowextensionand

fingerflexionin4cases,fbrfingerflexionin6cases,fOrfingerextensionin7cases.Eighty

sixpercentofthecaseshadMRCmorbettermotorrecovery.TheaverageMRCIIIrecovery

timewasl5.5months.Complicationsincludedvascularanastomosisfailure,skinindicator
necrosisandinfections.

ー
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当科における手の腫瘍の検討

一過去23年の分析一

TumorsoftheHandandUpperExtremity:Analysis
inOurClinicfOrThese23Years、

荻窪病院整形外科

○田崎憲一，池田

岡崎真人，斎藤

崇，西脇正夫，

治和

【目的】当科において手術治療を行った肘部から遠

位の骨・軟部腫瘍症例を分析した．

【対象と方法】過去23年間当科で手術し病理診断

の確定した肘関節部から遠位の腫瘍について疾患

別頻度，予後などを検討した．なお，末梢神経腫

瘍は腕神経叢を含む上肢発生例を対象とした．骨

腫瘍は49例，軟部腫瘍は反応性腫瘍様病態も含め

225例で，男性114名，女性160名，年齢は7～

90歳（平均47.0歳）であり，悪性腫瘍は3例であ

った．

【結果】骨腫瘍患者は，男27女22例で年齢は8～

83(平均42.7)歳，疾患別では内軟骨腫33例，骨

膜下軟骨腫2例，骨外軟骨腫1例で；骨巨細胞腫

(GCT),骨襄腫骨内ガングリオン，血友病偽腫

瘍はそれぞれ2例あり，その他外骨腫，類骨骨臘

転移性がんなどであった．軟部腫瘍は男86女139

例で年齢は7～90（平均47.9）歳で，ガングリオ

ンを除くと血管腫34例，神経鞘腫33例，腱鞘巨

細胞腫(GCT)27例,epidermalcyst23例,glo-
mus腫瘍16例，脂肪腫16例，線維腫9例と続い

た．悪性は腋窩に生じた悪性神経鞘腫1例，環指

に生じた皮層癌であった．予後は悪性疾患では皮

層癌を除き不良であった．良性腫瘍ではガングリ

オンや血管腫を除くと，腱鞘GCTと手関節PVSで

再発例がそれぞれ2例と1例あったが，骨腫瘍では

再発例はなかった．骨関節に浸潤した腱鞘GCTの

3例は関節機能を傷害し，うち1例では腫瘍切除の

さい一次的に関節固定術を行った．神経鞘腫は核

出術を行ってきたが，約1/3に支配域にわずかな知

覚鈍麻を残したが，運動機能に障害を残したもの

はなかった．

【考察】手･前腕の腫瘍はほとんどが良性で原発性

であるため，手の機能を考慮した治療が可能であ

る．しかし，稀に悪性腫瘍がみられ腫瘍専門医と

の連携も重要である．

2-2-22

手,前腕腫瘍摘出時における血管柄付き組

織移植について

VascuralizedTissuernansferafterExcisionofthe

TilmoroftheHandandForearm

松江赤十字病院形成外科

○梶彰吾，梶ひろみ,中川浩志，

林田健志

【目的】手や前腕に発生する皮層および軟部組織腫

瘍の摘出に際しては，機能的，整容的配慮が必要

となる．近年，腫瘍摘出後の組織欠損の再建には，

血管柄付き組織が適用され良好な結果が得られる

ようになった．今回当科で行われた症例について

検討したので報告する．

【方法】血管柄付組織移植を適用した症例は11例

で，悪性腫瘍が8例(悪性黒色腫4例，扁平上皮癌

1例，平滑筋肉腫1例，軟骨肉腫1例，脂肪肉腫1

例)，良性腫瘍が3例（偽痛風結節1例，内軟骨腫

1例，黄色腫1例)であった．再建に用いた組織は，

前外側大腿皮弁3例（巨大悪性黒色腫，平滑筋肉

腫，脂肪肉腫例)，浅側頭筋膜弁2例(扁平上皮癌，

内軟骨腫例)，逆行性前腕皮弁2例（悪性黒色腫，

軟骨肉腫例),Wraparoundflapl例（悪性黒色

腫例)，第2足趾移植1例(悪性黒色腫例)，逆行性

前腕筋膜弁1例（巨大偽痛風結節例)，逆行性指動

脈脂肪弁1例（黄色腫例）であった．

【結果】11例中10例が完全生着し，機能的，整容

的にもほぼ良好な結果を得た．透析中患者の手背

扁平上皮癌に浅側頭筋膜弁移植を適用した1例

で，動脈の鍾縮が原因で壊死となった．全例に腫

瘍の再発は認めていない．

【結論】手，前腕の広範な欠損となる例では，前外

側大腿皮弁が有用であった．また軟部組織欠損の

充填などには筋膜弁移植が腱の癒着防止策となり

得ると考えられた．また指末節の軟部組織欠損例

に逆行性指動脈脂肪弁移植を適用し，良好な指尖

形態が得られた．

－Sl39－



2-2-23

手に発生した動静脈奇形に対し経動脈的塞

栓術と外科的摘出を施行した1例

ACaseReportofrlifeatmentfbrArteriovenousMal-

fOnnationinHandwithTheansarterialEmbolization

andSurgicalResection

'公立藤岡総合病院整形外科，2伊勢崎市民病院整

形外科，3群馬大学医学部整形外科

○長谷川仁'，高橋敦志2，鎌田真彦'，

高岸憲二3

【緒言】近年，血管系病変の概念が確立し動静脈奇

形(AVM)は今日では高流速の血管奇形に分類さ

れ，その治療方針も確立されつつある．我々は手

内に発生したAVMに対し経動脈的塞栓術(TAE)

と外科的摘出を併用して治療を行った症例を経験

したので，若干の文献的考察を加え報告する．

【症例】34歳，女性．軽微な外傷から左手背に腫瘤

が出現し，近医にて穿刺を受けたのちに腫瘤の増

大と痙痛，手指の冷感が出現した．当院にて精査

の結果，巣状部を有する高血流型血管奇形である

AVMと診断された.AVMは手部に存在し，尺骨

動脈および榛骨動脈の両方より流入動脈を認め

た．放射線科医に協力を依頼しTAEおよび経皮的

硬化療法を施行した．これによりAVMは退縮傾向

を示したが，1年後には再発を生じた．再度,TAE

を施行し2日後に手術にて塞栓にて硬化した巣状

部と流入動脈や流出静脈を切除した.TAEおよび

手術後に手指の血行は改善し瘻痛も消失した．術

後10ヶ月経過し，整容的，機能的にも問題なく再

発徴候を認めていない．

【考察】AVMは先天的に病的な動静脈短絡を有す

る高流速の血管奇形で全身のあらゆる部位に発生

しうる．思春期や妊娠期，外傷を契機に病期が進

行するといわれているが，安易に治療的介入を行

うと病期の進行や病巣の拡大，再発などにより治

癒を得られなくなる可能性もある．近位動脈の結

紮は禁忌とされており，またAVMの部分切除や

TAEのみの治療では病状の悪化を招く恐れがあ

る．AVMが手部に発生した場合に，治療は手指の

機能･形態の温存とAVMの根治性を考慮し，より

高い水準での治療ゴールを念頭におく必要があ

る．本症例では永久的液体塞栓物質を用いたTAE

と48時間以内の外科的切除がAVMの治療として

奏効したため報告する．

2-2-24

手部に発生したタイプCFast-flowVascu-

larMalformationの治療経験

SurgicalManagementOfTypeCFast-flowVascular

MalfOrmationsintheHand

虎の門病院形成外科

○太田栄一，谷知子，大原鐘敏

【目的】いわゆるArterioVenousMalhrmation

(AVM)の治療は硬化療法，塞栓療法そして外科治

療の集学的治療が有効であるとされている．しか

し，現実には手部の場合，壊死に陥る可能性が高

く,InterventionalRadiologyの適応がないと判

断される症例や，施行後に早期再発を生じる報告

もある．一方，外科治療も手指切断となることも

少なくない．そのため臨床では治療に難渋するこ

とが多い．症例を供覧し文献的考察を加えて報告

する．

【症例】1994年から当科にて治療を行った3例(男

1例，女2例)，19歳から60歳の症例で，母指，示

指，尺側列の発生例であった．

【結果】患者の希望，社会的背景等を考慮し治療方

法を選択した．19歳男性には,AVM全切除のため

示指列切断術施行．51歳女性には，姑息的切除術

を施行．その後にAVMの増悪を認め，小指の切断

を含む尺側列AVMを可及的に切除，有茎魚径皮弁

による再建術施行．その後AVMの増悪はみていな

い．60歳女性も同様に姑息的切除術術後にAVM

の再発を認めたため，母指軟部組織全切除，拡大

有茎鼠径皮弁にて再建術を施行した．術後AVMの

再発はみとめていない．

【考察】Schobingerの分類では，われわれの症例

はいずれもStagelllであった．Uptonらは，上肢
に生じるAVMを発生形態から3タイプに分類して

いる．切断術にいたることの少ないタイプA,Bに

対して,Cは治療に難渋することが多く,14例中

10例で切断となったと報告している．われわれの

症例は，画像診断よりタイプCであると考えられ，

3例中2例で切断術も施行せざるを得なかった．一

方，魚径皮弁による治療は，十分な量の組織で再

建でき，有用な治療法のひとつであると考えられ

た．
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月状骨の襄腫様骨透亮像の検討

RadiolucentSpotintheLunate

北里大学東病院整形外科

○小林明正，森口尚生，井村貴之，

河村直，二見俊郎

【目的】X線像で手根骨に襄腫様の骨透亮像をまれ

に認めることがある．今回われわれは，手関節正

面X線像において月状骨に発生した周囲に硬化像

を有する襄腫様骨透亮像に関し，そのX線像と臨

床症状について検討したので報告する．

【対象･方法】症例は関節リウマチ，血液透析施行

例など全身疾患例を除く男性6例，7手，女性8例，

9手の計14例，16手で年齢は16～68歳であった．

初診時，襄腫様骨透亮像に起因すると思われる手

関節痛を訴えていた(有症状群)のは8手で，他の

疾患や偶然にX線撮影して骨透亮像が認められた

(無症状群)のは8手であった．以上の症例で，骨

透亮像の位置と臨床症状の有無，経過観察例での

X線上の骨透亮像の変化,手術症例での病理組織

学的診断などに関し検討した．

【結果】月状骨骨透亮像の位置に関しては，舟状骨

側に存在する例(S型),月状骨のほぼ中央に存在

する例(C型),三角骨側に存在する例(T型）の

3型に分類された.S型は10手で有症状群7手，無

症状群3手,C型は3手で各々 1手,2手,T型は

3手でいずれも無症状群であった．無症状群中，手

術せず1年以上（1～11年）経過観察し得たのは

6手で,S型2手,C型1手,T型3手であった．観

察期間中,X線像で骨透亮像の拡大･縮小などの変

化は認めなかった．手術はS型の有症状群5手に

行い，全手症状は改善した。病理組織学的診断は

3手がガングリオンであった．

【結論】月状骨の骨透亮像の発生位置は3型に別け

られた．S型が最多(63％）で,CおよびT型に比

し有症状群の頻度が高い傾向を認めた．月状骨の

骨透亮像はX線像陰影が類似していても症状の有

無に差異を認めた．

2-2-26

手指腱鞘巨細胞腫の臨床，画像所見

AssessmentofMRIImagingofGCTofT℃ndon

Sheath

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】腱鞘巨細胞腫は手指に好発する軟部腫瘍で

あるが，骨浸潤像を伴うことはまれである．骨変

化を伴う手指腱鞘巨細胞腫の画像および臨床所見

について調査したので報告する．

【対象と方法】2000年以降に手術を施行した腱鞘

巨細胞腫28例のうち，術前の単純X線像で骨変化

を認めた5例を対象とした．男性2例，女性3例で，

平均年齢は36歳（20～52）であった．発生部位

は母指2例，示指，中指，小指がそれぞれ1例です

べて掌側にあった．全例に骨外腫瘍の切除と骨の

単純掻爬術を施行した．術後経過観察期間は平均

8カ月（4～18）であった．これらの症例について

発生率，術前後の単純X線像における骨変化の形

態,MRIおよびCTにおける描出状態を調べた．ま

た，臨床所見として自覚症状，腫瘤の大きさ，可

動域制限や術後再発の有無などを調査した．

【結果】発生率は17.8％で，腫瘍の大きさは平均

15.6mm(5～40)であった．骨変化は骨皮質の肥

厚と骨圧痕像を示す骨圧排型が2例，リング状の

骨透亮像を示す骨浸潤型が3例であった．また，骨

内病巣の描出はMRIに比べマルチスライスCTで

より明瞭であった．全例とも瘻痛はなく，2例に

DIPまたはPIP関節の屈曲制限を認めた．術後再

発例はなかった．

【結語】手指の腱鞘巨細胞腫の骨変化としては骨圧

排型と骨浸潤型を認め，いずれも腫瘍切除と骨単

純掻爬で経過良好であった．
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特発性手根管症候群の手術例における電気

生理学的検討

EvaluationofElectrophysiologicalFollow-upStudy

intheOperativePatientsofldiopathicCarpalnnnel

Syndrome

'京都府立医科大学大学院運動器機能再生外科学，

2明治鍼灸大学整形外科

○逸見聡一郎'，勝見泰和2，藤原浩芳'，

北條達也'，久保俊一’

【目的】特発性手根管症候群(CTS)では，知覚神

経伝導速度や運動神経終末潜時を測定できない場

合も多い．そこで,CTS手術例における術前後の

電気生理学的検査値の経時的変化と治療成績との

関連について検討した．

【対象および方法】CTS手術例のうち,経時的に

電気生理学的検索を行った87手（61±15歳，男

性10名，女性60名，右50手，左37手）を対象

とした．浜田分類による術前の臨床評価はGrade

I42手,Gradell24手,Gradelll21手であっ

た．電気生理学的検査として，術前および術後経

時的に，短母指外転筋終末潜時(DL-APB),環指

一手関節間知覚神経伝導速度(SCV),第2虫様筋

と骨間筋の遠位潜時(DL-2LとDL-INT)を測定

し，その潜時差(2L-INTDIFF)を求めた．

【結果】Kellyによる治療成績評価では,Excellent

57手,Good30手であり,FairやPoorはなかっ

た．術前のSCV(29.1±7.34m/s)測定不能例は

31例であった．そのうち9例がDL-APB(7.16st

2.18ms)測定不能で，さらに4例がDL-2L(6.65

±1.98ms)測定不能であった．DL-INT(3.17

0.31ms)の測定不能例はなく,2L-INTDIFFは平

均3.49±1.94msであった．DL-APB,SCV,2L-

INTDIFFはいずれも術前に対し術後1ヵ月で有

意差があり，1カ月以降は経時的に緩やかに改善

した．

【考察】術前のSCV,DL-APB,2L-INTDIFFの

測定可否は，術前評価と関連していたが，術後成

績とはかならずしも一致しなかった．術後評価に

際しては，運動神経障害が優位な症例などがある

ために，3項目とも経時的に検討することは有用

であると考えた．

2-2-28

手根管症候群重症例に対する電気生理学的
検討の試み

TheUsefUlnessofMWaveMeasurementafter

PalmarStimulationoftheMedianNervefbrAssess-

mentofSevereCarpalTunnelSyndrome

'神戸労災病院整形外科，2神戸大学整形外科

○金谷貴子'，山崎京子'，藤岡宏幸2，

黒坂昌弘2

【目的】短母指外転筋複合筋活動電位(CMAP)お

よび感覚神経活動電位(SNAP)が測定困難な手根

管症候群(CTS)重症例に対し，手掌部の手根管

遠位で刺激によるM波を検討した．

【対象と方法】2003-2005年に臨床上CTSと診断

され，手関節刺激CMAPおよびSNAPが導出不能

であった35手のうち，手根管開放術を行い術後経

過観察しえた22手を対象とした．右12手，左10

手，平均年齢67.1歳（男性2名，女性16名）であ

った．手根管遠位で電気刺激を行い，短母指外転

筋のM波導出を試みた．また樺れ，夜間痛，母指

筋萎縮について術前後を比較した．

【結果】M波は1手を除く全例で導出可能であった．

術後6-12ケ月にCMAPが18手,SNAPが12手に

導出可能となり，平均終末潜時は5.8ms,平均感

覚神経伝導速度は46.3m/sであった．溥れ，夜間

痛は平均6ケ月，3.3ケ月で改善し，母指球筋萎縮

も改善した．一方,M波導出不能であった1手は

術後の母指球筋萎縮の改善は軽度でピンチ動作困

難が残存し，2年経過後もM波導出不能のままで

ある．

【考察】手関節刺激でCMAPおよびSNAP導出不

能のCTSでは，高度な圧迫による伝導ブロックを

示唆している．今回の検討では，ほとんどが手根

管遠位での刺激によるM波導出が可能であり，手

根管部での圧迫は高度なものの軸索変性は軽度で

あったと考えられ，術後の症状改善も良好であっ

た．一方,M波導出不能であった1例は圧迫によ

る軸索変性は高度であったと考えられ，術後の回

復も悪かった．このようにCTS重症例には手根管

遠位刺激でのM波導出を試み，導出可能ならば手

根管開放術による症状改善が期待でき，導出不能

なら母指対立再建術を一期的に検討しても良いと

考えられた．
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手根管症候群におけるAPB-CMAP導出不
能例の検討

CarpalTimnelSyndromewithUndetectableAPB-

CMAP

佐倉整形外科病院

○江畑龍樹，今井克己，大渕聡巳，

徳永進

【目的】短母指外転筋の神経支配には個人差があ

り,MMTによる筋力評価は正中神経反回枝の障

害を必ずしも反映していない場合がある．手関節

部で正中神経に刺激を加えて得られる短母指外転

筋の複合筋活動電位(以下APB-CMAP)が導出不

能であった症例の手根管開放術前と術後1年以上

経過後の評価を行った．

【対象･方法】透析例などを除く特発性手根管症候

群で，術前にAPB-CMAPを測定した175手のう

ち導出不能手は59手で,Typel(筋萎縮有対立障

害有),Type2(筋萎縮有対立障害無),Type3(筋
萎縮無対立障害無針筋電図で神経原性変化有)，

Type4(筋萎縮無対立障害無神経原性変化無）に

分類した．また術後1年以上経過例に対しAPB-

CMAPの潜時，振幅，術前罹病期間，年齢につい

て検討を加えた．

【結果】Typelは52手88%,TSrpe2は5手8.5%,

Type3は1手1.7%,Type4は1手1.7%であった．

1年以上経過観察し得たのは36手，平均経過観察

期間3年1ケ月，全例TypelまたはType2で術前
に筋萎縮を認めた．筋萎縮が消失20手56％，筋萎

縮残存16手44％，萎縮残存手でAPB-CMAP導出

可能7手19％，導出不能9手25％であった．罹病

期間では萎縮消失手と残存手に有意差を認めず，

年齢別では50歳未満で全例萎縮が消失していた．

【考察】APB-CMAP導出不能例でも症例より対立

機能に大きな相違が認められたのはRiche-

Cannieu吻合の存在による．特に術前Type4の症

例では電気生理学的な重症度評価が困難で，慎重

な臨床所見の見極めが重要である．また50歳未満

では全例に良好な回復が認められ，罹病期間にか

かわらず原則として対立再建術の適応はないと考

えられた．

2-2-30

術前SNAP導出不能であったCTSに対する

ECTRの成績一電流知覚閾値検査を用い

た定量的評価一

QuantitatiVeEvaluationusingCurrentPerception

ThresholdTbstingofEndoscopicCarpalTilnnelRelease

fOrPatientswithCamalTunnelSyndromewhichhad

AbsentSensoryNerveActionPotentialsPreoperatively

'西陣病院整形外科，2京都府立医科大学大学院運

動器機能再生外科学

○牧之段淳'，辻吉郎'，藤原浩芳2，

久保俊一2

【目的】手術を必要とする手根管症候群(Carpal

TunnelSyndrome:CTS)では，知覚活動電位

(SenSoryNerveActionPotential:SNAP)が導

出不能であることが少なくない.SNAP導出不能

は電気生理学的には重症を意味するが，その重症

度を数値化できないため，術後経過を定量的に評

価できない．一方，電流知覚閾値検査(Current

PerceptionThreshold:CPT)ではSNAP導出不

能例でも数値化することができる．そこで，術前

SNAPが導出不能であったCTS症例の鏡視下手根

管開放術(EndoscopicCarpalTunnelRelease:

ECTR)の術後経過を,CPT検査を用いて定量的

に調査した．

【対象と方法】対象は平成15年5月以降ECTR(two

portal法）を施行した56例68手のうち，術前正

中神経SNAPが導出不能であった26手中，術後6

カ月経過観察し得た18例22手である．内訳は全

例女性，年齢は53歳から89歳，平均70歳であっ

た．術前に行ったCPT検査では，全例で異常を認

めた．内訳は重い知覚鈍麻を意味するgrade9が

5手，中等度知覚鈍麻を意味するgrade8が10手，

軽度知覚鈍麻を意味するgrade7が5手，非常に軽

い知覚機能障害を意味するgrade3が1手，とるに

たらない知覚機能障害を意味するgradelが1手で

あった．

【結果】2手を除き術後6カ月の時点でSNAPは導

出可能であった.CPT検査では，いずれも術前に

比べて改善を認めた．内訳は正常化したものが7

手,gradelが4手,grade7が11手であった．CPr

値が正常化したものでもSCVが正常化したもの

はなかった．

【考察および結論】症状が軽快した症例でも神経伝

導検査では必ずしも正常化しないことが知られて

いる.SNAP導出不能例の定量的評価にCPT検査

が有用であった．
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知覚評価が軽症な手根管症候群に対する振

動覚閾値検査の有用性

EfficacyofVibrationThresholdTbstforCarpal

mmnelSyndromePatientswithNormalResultsof

SensoryEvaluation

'香川大学整形外科，2新潟県立吉田病院整形外科

○加地良雄'，今泉泰彦'，田中英城2，

山本哲司’

【目的】我々は手根管症候群の術前検査および術後

の神経機能改善の評価に振動覚閾値(Ⅵ)検査を

用いており，これまでに本検査の診断感度が

Semmes-Weinsteintestテスト(SW)Ra2点識別

能検査(2PD)よりも高いことを報告してきた．今

回知覚障害が軽度の手根管症候群の診断，術後の

経過観察にVTがどの程度有効であったかを検討

した．

【対象および方法】平成8年以降に鏡視下手根管開

放術を施行した102手のうち，術後6ヶ月の時点で

適切な知覚評価，電気生理学的検査を行い得た特

発性手根管症候群50手を対象とした．このうち感

覚神経伝導速度(SCV)が異常であったにもかか

わらずSWや2PDが正常値であった症例数および

その中でVTが異常を示した症例数を調査した．ま

たこれらの症例における術前後の振動覚閾値の推

移を評価し，術後の知覚機能改善の評価にも有効

に利用できているかを評価した．なお振動覚閾値

はテクノローグ社製SMV-5を用い,219Hzでの

加速度を評価し，11×10_2G以上を異常値とした．

【結果】50症例のうちSCVが異常でSWおよび2PD

が正常だったものは8例あり，そのうち3例でVT

の異常（平均14.1×10-2G)を認めた．術後3例

ともVTは改善した（平均9.0×10-2G)．SWの正

常域を3.61(blue)まで拡大した場合,2PDが正

常であったものは16例あり，そのうち8例でVT

の異常（平均18.5×10_2G)を認めた．術後8例

ともVTは改善した（平均8.3×10-2G)･

【考察】手根管症候群の補助診断として知覚評価が

行われるが，これらが正常だった場合診断に迷う

ことがある．今回の結果から知覚評価に振動覚閾

値検査を加えることで診断精度を高め，術後の知

覚機の改善の評価にも利用できる可能性が示唆さ

れた．

2-2-32

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

QuantitativeAnalysisofSensoryFunctionFonowing

CarpalCannalReleaseinCarpal'IilnnelSyndrome

PatientsusingCurrentPerceptionThresholdTbsting

札幌医科大学整形外科

○大木豪介，和田卓郎，井本憲志，

竹 林庸 雄， 山下 敏彦

【目的】手根管症候群(以下CTS)の手術後の知覚

改善を客観的に評価した研究は少ない．今回我々

は,Neurometerを用い，手根管開放術前後の電流

知覚域値をA6,A&Cの各線維ごとに評価し，自
覚的改善度と比較した．

【方法】対象はCTSの臨床症状を有し，正中神経終

末運動潜時≧4.5ms,あるいは知覚神経伝導速度

≦45m/sのいずれかを満たす症例で，手根管開放

例20例(男2，女18,平均年齢55歳）である．術

前，術後2週および術後3カ月で,Neurometer

(Neurotron社製）を用い，中指のCPT値を測定

した．年齢，性別をマッチングさせた健常者20例

を対照群とした．また術後2週での源れ，痛みの

改善度を自覚症状で改善群と残存群の2群に分け

た．検討項目は1術前のCPT値2術後のCPT値3

改善群と残存群のCPT値4各群と対照群のCPr値

とした．

【結果】術前CPT値は対照群では129/54/52(2000/

250/5Hz)が患者群は251/120/110と有意に高値だ

った．術後CPT値は術後2週で207/88/85となり，

有意に改善していた．さらに術後3カ月でも改善し

ていた．改善群と残存群のCPT値は術前，術後2

週，術後3ヵ月全ての段階で，改善群で低値だった．

各群と対照群のCPT値の比較では，改善群では術

後2週の2000,250Hzに対するCPT値が対照群と

有意差なしとなり，さらに術後3カ月で5HzのCPr

値も有意差なしとなった．残存群では術後3ヵ月で

も対照群と有意差ありのままだった．

【考察】絞拠性神経障害では大径有髄線維の障害が

主であるといわれていたが，術前CPT値はC線維

のCPT値も対照群より有意に高値だった．また術

後2週で全ての線維で術前よりも有意に改善して

いた．また残存群では改善群よりも高度な障害が

存在していた．

【まとめ】Neurometerは神経線維ごとの評価が可

能で，自覚症状とも良く相関しており，有用な検

査であった．
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70歳以上の重度手根管症候群に対する小

皮切開放術の治療成績一第2虫様筋複合
筋活動電位との関連性一

ClinicalResultsinSevereCarpalTunnelSyndrome

andCompoundMuscleActionPotentialfrom

SecondLumbricalMuscle

'石巻赤十字病院整形外科，2平鹿総合病院整形外

科

○長谷川和重'，松原吉宏2

【目的】高齢者の手根管症候群(CTS)は，対立障

害があり短母指外転筋複合筋活動電位(APB-

CMAP)が導出不能な場合は重症例と考えられ，

開放術に加えて対立再建術が選択される場合があ

る．我々は神経伝導検査(NCS)でAPB-CMAP

が導出不能であっても第2虫様筋複合筋活動電位

(SL-CMAP)の導出可能例は回復可能な病態と考

え，原則として開放術のみで対応している．高齢

者にもこの方針が妥当であるかを検討した．

【対象と方法】70歳以上の対立障害を伴うCTSで，

APB-CMAP導出不能かつSL-CMAPを評価でき

た手術例21例を対象とした．手術時年齢平均75歳

(70～87)，経過観察期間6～20M(平均10M).

術後1,3,6,12Mで臨床所見（自覚的しびれ感，

母指掌側外転筋力）とNCS所見(APB-DL,SL-DL,

示指SCV)を評価した．SL-CMAP導出可能例17

例(A群),導出不能例4例(B群）でNCSの回復

状況を比較した．

【結果】臨床所見,NCS所見は全例で経時的に改善

した．A群のSL-DLは術前平均8.7ms(5.1～15.9),

術後1M平均5．9ms(4.0～7.7)と早期から全例

で改善した.APB-DLの導出可能例[()内は導出

可能例を示す]はA群1M(0)3M(5)6M(12)

12M(17)で最終的に全例導出可能となったが,B

群は1M(0)3M(0)6M(1)12M(2)で手術

後1年でも導出されない例があった．最終調査時

の母指掌側外転筋力はA群Fair2例,Goodll例，

Normal4例,B群poorl例,Fair2例,Goodl例

であった．

【考察】高齢者の重度手根管症候群は，対立障害が

ありAPB-CMAP導出不能でも,SL-CMAP導出可

能であれば母指掌側外転筋力はかなり回復するの

で対立再建術の適応は少ない．SL-CMAP導出不

能例でも筋力はある程度回復するが，対立再建を

考慮すべき場合がある．

2-2-34

虫様筋が原因と考えられた両側手根管症候

群の1例一症例報告と病態研究一

BilateralCarpalTunnelSyndromeCausedbythe

LongstandingThirdLumbricalMusclelncursion

intotheCarpalTunnelInducedbyFingerFlexion:

ACaseReportandUltrasonographicStudy

l杏林大学救急医学，2赤心堂病院整形外科，3東京

医科大学第1解剖学

○山田賢治'，関谷繁樹2，山口芳裕'，

伊藤正裕3

【症例と目的】平成13年夏以降頻回にバッティン

グセンターに通うようになってから両手指の源れ

感が出現した販売業の47歳男性が，手指を屈曲す

ることで庫れ感が増強するため徐々に指を完全に

屈曲出来なくなり，平成14年1月に来院した．既

往歴，家族歴ともに特記すべきことはなく，手根

管部のnnel様徴候，正中神経領域の知覚障害，母

指球筋の軽微な萎縮が両側に認められ，運動神経

伝導速度検査の結果，正中神経の遠位潜時は右

6.84msec,左6.99msecと著明に延長していた．両

側の手根管症候群の診断で，局所麻酔下に手掌内

皮切により手根管開放術を施行し，直後に指の完

全屈曲力可能となった．術前指最大屈曲位にて，両

側性に第3虫様筋が手根管内部に侵入したため本

例の原因と考え，さらに病態について検討を加え

た．

【対象と方法】健常群と患者群において，虫様筋の

手根管内への陥入頻度，指伸展時・屈曲時の手根

管遠位部断面積変化を超音波断層検査にて調査

し，本例にみられた虫様筋周囲の慢性炎症性組織

と手根管との関連を解剖学実習用検体にて調査し

た．健常群24例43手（男性11例19手，女性13

例24手，平均42.5歳)，患者群17例19手（男性

9例11手，女性8例8手，平均65歳）を対象とし

た．患者群の内訳は，透析性10例10手，特発性

7例9手であった．

【結果と考察】虫様筋の陥入は健常群の40％，患者

群の68％に観察され，虫様筋の陥入自体は病的な

現象といえなかった．健常群で指伸展時の断面積

は身長と強い相関を示し，ほぼ体格に規定されて

いた．患者群では健常群と比較し断面積は有意に

大きく，腱鞘滑膜炎の存在の可能性を示した．本

例では，第3虫様筋の陥入が虫様筋周囲に'|曼性腱

鞘滑膜炎を惹起し，手根管症候群の発生に関与し

た可能性がある．

－Sl45－



2-2-35

Kienb6ck病を伴った手根管症候群

CarpalTunnelSyndromeAssociatedwithKienb6ck

Disease

'国立病院機構長野病院整形外科，2信州大学整形

外科

○松木寛之1，加藤博之2，内山茂晴2，

中村恒－2，山崎宏2

【目的】Kienb6ck病を合併した手根管症候群（以

下CTS)の報告は散見されるが,10例以上の報告

はなく，その臨床像，発症機序はほとんど検討さ

れていない．これらを明らかにする目的で自験例

11例の臨床像を分析した．

【対象と方法】症例は11例11手で，男性4手，女

性7手,CTSの発症年齢は46～86歳(平均66歳）

であった．職業は農業5例，土木2例，製造業2例

であった．これらにおいてCTS発症時の手関節部

の愁訴,Kienb6ck病の病期,X線像，両側の正中

神経の伝導速度を後ろ向きに調査した．

【結果】全例でCTS発症時に手関節痛の訴えは無

かった．10例で過去に手関節痛の既往を認めた

が，痙痛は一過性であったためKienb6ck病の手術

治療を受けた症例は無かった．Kienb6Ck病の病期

別内訳は,Lichtman分類stagelllbが1手，Ⅳが

10手であった．CHRは0.40～0.52(平均0.48)

であった.X線側面像にて，月状骨の掌側突出像を

8手に認めた．罹患手正中神経の運動神経遠位潜

時は全手で測定不能あるいは遅延を認めたが，症

状のない健側手においても6手で遅延（4．6～

7.Omsec)を認めた．

【考察】臨床像としては，軽微で一過性の手関節痛

の既往，末期のKienb6ck病が特徴的であった．

CTSの発症要因としては，手関節の構築変化によ

る手根管の狭少化に加えて，中高年という年齢，手

の過度使用，さらには従来注目されていなかった

健側の伝導速度遅延が示す潜在的CTSの存在な

どが示唆された．Kienb6Ck病では手関節痛が一過

性で軽微のため未治療のまま長期間経過しても自

然経過が良好な例が存在するとされている．しか

しそれらの中にはCTSを発症する可能性のある

症例もあり注意を要する．
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手根管症候群における母指球部の知覚異常

症例の病態の検討

InvestigationoftheSensoryDisturbanceofthe

ThenarEminenceinCarpalTunnelSyndrome

'札幌医科大学整形外科，2札幌医科大学理学療法

学科

○小笹泰宏'，和田卓郎'，射場浩介'，

織田崇'，青木光広2

【目的】母指球部の知覚を支配する正中神経掌皮枝

(PCB)は手根管外を走行する．従って手根管症候

群(CTS)では母指球部の知覚は正常に保たれる

はずである．我々はCTSの34.1%に母指球部の知

覚異常が認められることを報告した（第44回本学

会)．今回は,PCB異常のあるCTSの病態を詳細

に検討した．

【方法】対象:PCBの知覚評価がなされたCTS手

術例11例，16手を対象とした．男性3例，女性8

例．年齢は平均61.2歳であった．頚椎椎間板ヘル

ニア,DM合併例は除外した．手術までの罹病期間

は平均10ヶ月，術後平均経過観察期間は12ヶ月で

あった．手術は全例手掌内皮切を用いた手根管開

放術を施行した．知覚評価はs-2PD,Semmes-

Weinsteintestを用い,PCBの知覚が健側，或い

は小指球部より低下しているものを知覚異常あり

とした．解析方法:PCBの知覚異常の有無によっ

て対象を知覚異常群と正常群の2群に分類した．2

群間で年齢，罹病期間，母指球の萎縮の有無，正

中神経(MCV)の終末潜時を比較した．また，術

前後のVAS,DASHを比較した．

【結果】16手中5手（31.3％）にPCBの異常が認

められた．これら5手では手根管開放術後にPCB

の知覚異常も消失した．知覚異常群では年齢が有

意に高かった(70.2歳vs57.1歳,p=0.05).また，

母指球筋萎縮の頻度が高く，正中神経の終末潜時

が延長(7.4msvs5.8ms)する傾向にあった．術

前後のDASH(31.3vs42.5,31.7vs37.4),術

前VAS(51.4vs30.0)には差が見られなかった

が術後のVAS(28.4vsO.71)は有意に高かった

(p=0.01).

【考察】CTSの31.3%にPCBの知覚異常が認めら

れた．PCBの知覚異常の原因としては，走行や支

配領域の解剖学的破格，他の絞掘性神経障害の合

併，手根管内神経浮腫の近位への波及などが考え

られる．本研究より神経の障害程度も関与してい

る可能性が示唆された．
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内視鏡下手根管開放術における術前･術後

のGuyon管内圧変化
Guyon'sCanalPI℃ssureMeasurementResultsbefOre

andafterEndoscopicCarpalCanalReleaseinCarpal

TunnelSyndrome

'おくつ整形外科クリニック，2筑波メディカルセ

ンター病院

○奥津一郎'，浜中一輝'，吉田綾2，

田邊恒成’

【はじめに】我々は，手根管症候群に対してUSE

systemを用いた内視鏡手術を7,030手に施行して

きた．この中で術後，尺骨神経の運動神経単独障

害1手，運動神経と知覚神経障害3手，知覚神経障

害1手を経験した．これらの障害は，いずれも一

過性で，保存療法で改善した．

【目的】手根管症候群の内視鏡手術後に，尺骨神経

の圧迫麻痒を生じるほどGuyon管内圧に変化が

生じるか否かを内圧測定結果から検討する．

【症例および方法】手根管症候群の内視鏡手術は，

エピネフリン入りの1%lidocainelOmlの手根管

内局所麻酔下に空気止血帯は用いずに行った．

Guyon管内圧測定に際してGuyon管に16G

VEnulaを安全かつ正確に挿入するために作成した

直径4mmの溝付き鈍棒を挿入，溝を用いてVenl]1a

をGuyon管内に15mm挿入した．そして手根管完

全開放・完全除圧前と術後にcontinuousinflsion

techniqueを用いて安静位と指最大自動屈曲位で

各々30秒間測定し最大値を記録値とした．術前・

術後の有意差検定はWilcoxon'smatched-pairs

signed-rankstestで行った(p<0.01).

【結果】平均Guyon管内圧は，安静位では術前

6.9mmHg(0～17),術後5.5mmHg(0～19),

指最大自動屈曲位では術前22.2mmHg(3～75),

術後16.9mmHg(1～49)であった.Guyon管内
圧は安静位と指最大自動屈曲位共に術前と術後に

有意差がなかった．

【考察】今回,Guyon管内圧を術前と術後に測定し

たが’いずれの肢位においても有意差はみられな

かった．しかし，一部の症例においては指最大自

動屈曲位において術前は30mmHg未満の値を示

したが，術後30mmHg以上を示す症例があった．

術後の患部の腫脹に加えて，自動運動練習中に高

値が繰り返し尺骨神経に加えられた場合には，一

過性の尺骨神経麻揮がおこる可能性があると考え

られた．
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手根管内注射の刺入部位による正中神経損

傷回避

SafeLocationtoAvoidMedianNerveDamageby

IntracarpalTilnnellnjection

'信州大学整形外科，2諏訪赤十字病院整形外科

○内山茂晴'，中村恒一'，加藤博之'，

百瀬敏充2，林正徳2

【目的】手根管症候群(CTS)や手指の手術などで，

手根管内に局所麻酔剤やステロイド剤を注入する

ことがある．刺入部位によっては正中神経損傷の

可能性があり，それを回避するために様々な刺入

部位が提唱されている．われわれはMRIの横断面

像を用いて，いくつかの手法に従って刺入した場

合の正中神経を損傷する確率について検討した．

【方法】後ろ向き研究で正常42人,CTS患者109

人の計151人151手に対して行なった神経伝導速

度と手根部MRIを検討した．電気生理学的重症度

は，正常42人，軽度から中等度35人，重度50人，

最重度24人であった．MRIは遠位僥尺関節遠位部

での,T2*,あるいはT1,T2横断像を用いた．刺

入部位の検討は，遠位榛尺関節遠位部レベルで，

A:針を45度僥側に傾けて榛側手根屈筋(FCR)腱

を貫く,B:長掌筋(PL)腱の尺側から垂直,C:

PL腱と尺側手根屈筋(FCU)腱との中間点から垂

直,D:FCR腱とFCU腱間距離のFCUより1/3の

点から垂直，の4刺入点を評価した．それぞれの

手法で針を刺入したときに，正中神経と明らかに

接触すると判断した場合を損傷ありとし，その確

率を求めた．画像解析はNIHImageを使用した．

【結果】正中神経損傷の確率は，正常例およびCTS

例において，それぞれ,A:17%,12%,B:34%,

65%,C:0%,4%,D:0%,4%であった．Bで有意

差が認められた．

【考察】今回の結果から，最も正中神経損傷をさけ

る確率の高い刺入点はFCUとPLの中間点または

FCR-FCU間でFCUより1/3の点であるが確実で

はない．手根管内注射を考盧するにあたり,CTS

患者においては，正中神経が手根管近位まで著明

に腫大していることが多いことを念頭において，

適応を決定すべきである．手根管内注射で正中神

経損傷を回避するためには，画像診断をあらかじ

め行なうか超音波ガイド下に行なうことが望まし

い．
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鏡視下手根管開放術における術中トラブル

TroubleinEndoscopicCarpal｢IimnelRelease

1名越整形外科医院，2笠岡第一病院，3岡山赤十字

病院整形外科，4尾道市立市民病院整形外科，5寺

岡記念病院整形外科

○名越充1，橋詰博行2，小西池泰三3，

廣岡孝彦4，織田道広5

【目的】手根管症候群の手術治療法の中で鏡視下手

根管開放術(ECTR)は，安定した成績が多く報告

され，平成18年4月からは単独で保険認定された．

本法を行うには手技の獲得の他，解剖や観血的手

術(OCTR)などの知識が必要である．また，安全

に手術を行うには，術中生じうる事態の認識が重

要である．今回，奥津法によるECTRを行った症

例で術中に遭遇したトラブルとその対処法につい

て検討した．

【対象と方法】過去10年間に演者が執刀した奥津

法によるECTRは188例229手あり，そのうち術

中手術記録，ビデオを閲覧できた98例125手(男

32例，女66例，平均年齢53.4歳，特発性34例40

手，透析性64例85手）を対象とした．検討項目

は，1.外套管の挿入位置の適切性（屈筋支帯下の

中，環指の浅指屈筋腱間）と.鏡視の際の視野の程

度(屈筋支帯の鮮明度:3段階)，2.手術の中断(出

血，屈筋腱走行異常など)，3．OCTRへの変更,4.

神経，血管，腱損傷の有無であった．

【結果】1.2手で最初に尺骨神経管内，2手で皮下に

挿入された後，適切な位置に再挿入されていた．滑

液包内に挿入され視野不良が10手(8％)，滑液包

内に挿入されたが手術可能が28手（22.4％)，良

好な視野が89手（71.2％）であった．2.出血8手，

腱の走行異常3手,pullkni企の操作困難6手によ

る中断があった．3.視野不良3手，外套管の手根

管内への挿入不能3手，外套管の破損2手による

OCTRへの変更があった．4.神経，血管，腱損傷

はなかった．術後の滑膜炎症状が強く出現した2

例の他の成績は良好であった．

【結論】透析例では，滑膜増殖のため視野が不良に

なる率が高い．視野不良の場合の良好な視野を得

る工夫，出血の際には圧迫，待機など臨機応変に

トラブルに対処することが必要である．対処でき

なければ無理することなくOCTRに変更すべきで

ある．
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医原性末梢神経損傷例の検討

IatrogenicNervelnjuriesfromSurgery

和歌山県立医科大学整形外科

○谷口泰徳，北野岳史，下江隆司，

吉田宗人

【目的】本邦において，手術操作による末梢神経損

傷のまとまった報告は，散見されるのみである．今

回我々は，手術操作により末梢神経が損傷された

症例について検討を加えたので報告する．

【対象】過去15年間に当科で治療を行った外科医

による医原性末梢神経損傷例を対象とした．症例

は16例で，男8例女8例であった．年齢は5歳か

ら79歳であった．

【結果】整形外科医により12例，耳鼻科医により

2例，そして皮膚科医，一般外科医によりそれぞれ

1例ずつ神経損傷行為が行われていた．神経損傷

の原因となった手術は，腱鞘切開術が3例で，骨

折の観血的整復固定術，ガングリオン摘出術，リ

ンパ節生検術，腫瘍摘出術がそれぞれ2例，骨折

にたいする経皮ピンニング，鏡視下手根管開放術，

腱縫合術，腫瘍生検術がそれぞれ1例であった．損

傷神経は指神経が6例，正中神経が3例，副神経，

尺骨神経がそれぞれ2例，榛骨神経，後骨間神経，

尺骨神経手背枝がそれぞれ1例であった．神経損

傷に対して外科的治療を15例に行った．他の1例

は指神経損傷後10年経過し外科的治療を希望し

なかったため，経過観察とした．外科的治療の内

訳は，神経縫合が8例で，神経移植3例，そして腱

移行術，神経剥離がそれぞれ2例であった．外科

的治療が行われた症例の術前の症状は，術後全例

で改善していた．

【結論】手術操作後の末梢神経損傷例では，出来る

だけ早期に損傷神経を観血的に確認し，その損傷

状況に応じて修復術を行う必要がある．神経損傷

予防のためには，術前の入念な手術計画，神経の

解剖の熟知，手の外科基本手技の徹底が重要であ

る．
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求心路遮断性瘻痛（幻肢痛,CRPS,腕神
経叢損傷）に対する鏡療法

MirrorVisualFeedbackAlleviatesDeafferentation

Pain

'尼崎中央病院整形外科，2大阪大学医学部付属病

院痙痛治療センター，3行岡病院リウマチ科

○三木健司'，住谷昌彦2，赤堀脩'，

春日慎一'，行岡正雄3

【目的】CRPS(末梢神経損傷後瘤痛)や幻肢痛は，

現在まで多くの治療法が試みられたが，現時点で

も決定的な治療法は存在しない．Ramachandran

らが開発した鏡を用いたリハビリテーション（以

下，鏡療法とする）は，幻肢痛に効果があるとさ

れている．今回われわれは，鏡療法を行い,幻肢

痛とCRPS(末梢神経損傷後痙痛),腕神経叢損傷

を含む求心路遮断性痙痛にたいする治療効果の検

証を試みた．

【方法】対象症例は，四肢切断5人，腕神経叢損傷

4人，末梢神経損傷2人，脊髄部分損傷1人．鏡療

法：1日1回10～15分間，健側四肢を鏡に映しな

がら自由に運動させ，患側四肢が鏡の中で動いて

いるような映像を観察させた．これを患者の希望

に応じ数週間～数ヶ月継続した．その際，自発的

に述べる痛みの性質を適宜記録した．

【成績】鏡療法によって，瘤痛軽減50％以上:5人，

25-50％軽減:3人，0-25％軽減:4人であり，有意

な瘤痛緩和が得られた(VAS:6.4+/~1,6→4.3+/

-2.2,p<O.01).自発的に述べる痛みを外(皮膚）

受容感覚に関連した痛み(EX群)(例：針で刺さ

れるような）と固有知覚に関連した知覚(PR群）

な性質（例：絞られるような）に分類すると，鏡

療法はPR群に対して有意に痙痛緩和を示した(p
＜0.01)．

【結論】鏡療法は，求心路遮断性瘤痛に対して有用

である．特に自己受容感覚に関連した痛みの痙痛

緩和効果が強い．皮層受容器（外受容器）は運動

への関与が少ないことが知られており，鏡療法は

求心路遮断による知覚運動協応（身体表象）の破

綻を，視覚を介して代償・補正する治療であると

考えられる．（謝辞:大阪市立大学文学研究科太城

敬良元教授,NiCT(情報通信研究機構未来ICT研

究センター）宮内哲先生に深謝いたします）
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当科における上肢CRPS患者の治療成績

OutcomeofComplexRegionalPainSyndromein

theUpperExtremity

'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，3札幌第一病院整形外科

○相木比古乃'，和田卓郎'，村上孝徳'，

青木光広2，横串算敏3

【目的】CRPS(Complexregionalpainsyndrome)
は四肢の神経や組織の損傷後に発症する慢性痙痛

症候群である．当科における上肢CRPS患者の治

療成績を調査した．

【対象･方法】当科および関連病院で治療を行った

上肢CRPS患者30例を対象とした．男性7例，女

性23例で初診時平均年齢は54歳(21-78歳)，平

均経過観察期間は27.8カ月（1127カ月）であった．

診断は1993年国際癌痛学会の定義に沿った．

CRPStypelは24,type2は6例であった．原因は

上肢手術後8例,頚部捻挫6例，採血･点滴後6例，

打撲･捻挫3例，指切断2例，切創2例，骨折，装

具，心臓手術後が各1例であった．発症から初診

までの期間は1カ月以内5例，1-3カ月11例，3－6

カ月6例，6カ月以上8例であった．薬物療法，神

経ブロック，リハビリテーションなどの保存治療

は全例に行い，手術は7例に行った(神経剥離2例，

神経腫切除5例)．治療成績は境らの評価を用い

た．またDASHを12例に行った．

【結果】治療成績は優がなく良が13例，可が5例，

不可が12例であった．発症から初診までの期間と

治療成績に関連性はみられなかった．保存治療は

23例中良12例，可・不可11例であった．手術を

行った7例中良1例，可･不可6例であった.DASH

は平均51.1で良例では平均40.1,可・不可例では

平均62.1点であった．

【考察】薬物療法，神経ブロック，リハビリテーシ

ョンなどの保存治療により約50％の例で良の成績

を得た．過去の報告では治療開始が早期であるほ

ど予後が良好とされるが，当科の症例では関連性

はみられなかった．神経剥離術や神経腫切除術を

行った例の成績は不良であった．手術治療では損

傷神経全切除術など，損傷された神経を嬢痕も含

めて広範に切除する術式も考慮に入れるべきであ

る．
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手指神経因性瘻痛ならびに複合性局所瘻痛

症候群に対する局所神経損傷所見と手術治

療成績

OperativeMacroscopicFindingsandEachSurgical

ResultsfOrtheTreatmentofNeuropathicPain

SyndromeandComplexRegionalPainSyndrome

intheHandandDigit

1稲田病院整形外科，2京都大学再生医科学研究所

臓器再建応用分野，3奈良県立医科大学麻酔科

○稲田有史1，中村達雄2，諸井慶七郎3

33例33指の神経因性瘤痛ならびに複合性局所瘤

痛症候群(CRPS)患者に対して，手術を行いその

局所所見を分類し，個々に対応した治療結果を検

討する．

【症例】指神経損傷後神経因性痙痛8例,指神経損

傷後のCRPStypellが24例であった．拘縮，異

痛症の合併を認めた．個々の手術所見によって6

群に分類された.Grouplは，神経切断群9指

(27%),GToup2は，神経腫群10指(30%),Group

3は，神経腫に絞拒性神経障害合併4指（12％)，

Group4は肉眼的神経腫形成を認めない群8指

(24%),Group5は，神経骨癒着群1例(3%),

Group6はtensionneuropathy群1指(3%)で

あった．各Groupで，術中電気生理学的検討を行

V,,Groupl,2,3は全例指神経損傷部間での活
動電位(NAP)が導出されず，切除とPGA-Ctube

による架橋形成された（平均33mm).Group5,6

ではNAP導出され，皮弁形成･腫瘍切除･神経剥

離が行われた．Group4では,2指がNAPが測定

できず異常発芽部分のみの切除とPGA-Cでの再

建(4-1),NAP導出可能で神経剥離術で対応した

群4指(4-2),NAP導出できずPGA-Ctubeでの

再建例1指(4-3)，絞掘性神経障害例の部分症状群

1指(4-4）であった．評価はYamashitaの評価基

準を用いた．

【結果】Groupl,2,3,5,6は全例Good&Excel-

lentで,Group4の術中電気診断の不可能であっ

た4-1群の2例の1例がFair,1例がPoor,4-4群

の1例がFairであり3例中2例がCRPS長期罹患

例であった．Fair,Poor例でもADLの改善を認め

た．全体の91％がGood&Excellentで，拘縮，異

痛症の改善並びに社会復帰を果たした．

【結論】こららの患者の局所所見は多彩で，合併す

る絞拒性神経障害の存在を念頭に置くべきで，術

中電気診断は治療方針決定に必要不可欠である．

－Sl5卜
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筋膜付き遊離皮層移植におけるヒト末梢血
由来AC133陽性細胞移植の効果
AdministrationofACl33+cellsfOrNon-

vascularizedFasciocutaneousGraft

'広島大学病院整形外科，2広島大学大学院整形外

科

○中西美紗'，砂川融'，横田和典'，

石川正和2，越智光夫2

【目的】AC133陽性細胞は血管内皮前駆細胞を含

む分画で，その高い血管新生能・分化能や，環境

改善因子の分泌促進能が注目されている．この細

胞を添加することで，血管を吻合することなく全

層皮層より厚い組織の生着が可能となるのではな

いかと考えた．今回の研究の目的は筋膜付き遊離

皮膚移植にヒト末梢血由来AC133陽性細胞移植

を併用することで生着に差があるかどうか比較・

検討することである．

【方法】8週齢のヌードラットを使用した．ラット

の腹部から2×5cmの腹直筋前鞘をふくむ皮膚片

を採取後直ちに同部位に縫合し定点筋膜下に細胞

(計105個）を注入した．対象群にはリン酸緩衝生

理食塩水のみを注入した．評価は1)LaserDop-

plerlmagerで皮層片全体の血流を測定(3day)
2）画像解析ソフトを用いてデジタル画像におけ

る生着領域を計測(5day)3)MassonTrichrome

染色で組織学的に評価(7day)4)RT-PCR,Q-PCR

を行いVEGFの発現を測定(3day)した．

【結果】実験群において血流量，生存領域の増加を

認めた．組織学的に血管組織数に差はなく，両群

において炎症細胞の浸潤，繊維芽細胞による繊維

の産生を認めた.Q-PCRの結果，実験群でVEGF

の約2倍の発現量を認めた．

【考察・結語】当初AC133陽性細胞がもつ血管新

生の効果により移植組織の生着が向上することを

期待していた．しかし，実際には移植組織の血管

形成の促進を認めなかった．分子学的評価を追加

して行ったところ実験群においてVEGFの発現が

約2倍に増加しており，移植組織の生存の差は

AC133陽性細胞が成長因子などを含む環境改善

因子の分泌を促進することで，創傷治癒機転が促

されたためではないかと考えられた．

2-3-2

1CG蛍光リンパ管造影法を用いた上肢リン

パ浮腫に対するリンパ管静脈吻合術

Lymphatico-venousAnastomosisusingFluorescence

ImagingwithlndocyanineGreenfbrLymphedema

intheUpperExtremity

'岡山大学大学院形成再建外科，2寺岡記念病院整

形外科

○長谷川健二郎'，杉山成史'，山下修二'，

木股敬裕'，小坂義樹2

【目的】上肢リンパ浮腫に対するリンパ管静脈吻合

術(LVA)において，インドシアニングリーン

(ICG)蛍光リンパ管造影法を用いることにより，

リンパ管の同定，静脈との吻合がより確実になっ

たので，その有用性について報告する．

【対象】対象は2006年4月にICG蛍光造影法を導

入した後にLVAを施行した上肢リンパ浮腫症例5

例である．全例女性で，乳癌術後に発症していた．

年齢は42～87歳で，左上肢4例，右上肢1例であ

った．発症より手術までの期間は3～36年であっ

た．

【方法】手背，手関節掌側，前腕部にICGを皮内注

射し，特殊な赤外線カメラ(PhotoDynamicEye:
PDE浜松ホトニクス社製）にて観察した．この

カメラは皮下約2cmの深さまでICGの流れを観察

することが可能で,ICGがリンパ管へ取り込まれ，

リンパ流に乗り広がっていくのが観察出来る．リ

ンパ管はICGの線状の流れとして観察され，同部

を切開し顕微鏡下にリンパ管を探して確認し，皮

静脈と吻合した．

【結果】全例においてPDEでリンパ管を確認する

ことが可能であった．吻合出来たリンパ管の直径

は約0.3～1.0mmであった．吻合本数は1本が3

例，2本が2例であった．術後1～2ケ月の短期成

績ではあるが全例に手レベルの周囲径で2．0～

3.5cmの縮小が認められた．

【考察】従来リンパ浮腫に対するLVAにおけるリ

ンパ管の同定は術者の経験に左右されるところが

大きく，またLVA後のリンパ液が確実に静脈内に

入っていることを確認することは困難であった．

しかし今回PDEを用いる事により，リンパ管の同

定，吻合後のリンパ流の確認がより確実になって

きた．特に皮切を加えた後もリンパ管をPDEで観

察しながら追いかけられることは特記すべき点で

ある．
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上肢電撃傷の臨床的検討

ClinicalFeaturesofElectricInjuryofUpper

Extremity

北里大学病院救命救急センター

○根本充，秋本峰克，石川心介，

青柳和也，柏木慎也

【はじめに】電撃傷は熱傷の範嬬として扱われてい

るが，一般的な熱傷とは病態が異なるため，手術

を含めた治療方針にも特別な配慮が必要である．

われわれは過去約10年間に経験した上肢電撃傷

の臨床像を調査し，上肢電撃傷に対する治療上の

問題点について検討したので報告する．

【対象と方法】対象は1997年1月から2006年10

月までの間に入院加療を要した上肢電撃傷症例

10例を対象とした．方法は電撃傷の受傷機転，分

類，損傷程度，合併損傷，治療法などについて調

査を行い，上肢電撃傷の臨床的特徴や治療上の問

題点について検討した．

【結果】入院加療を要した電撃傷の受傷機転は10

例すべてが労働災害で，そのうち1000V以上の高

圧電位による受傷は5例であった．電撃傷10例の

組織損傷の深度は真皮から皮下組織，筋層に至る

ものまで様々であり，いずれの症例も熱傷のいわ

ゆるII～III度の状態であった．損傷面積は小指指

頭大から15%burnsurfaceareaに相当する症例ま

であった．治療は手術を行った症例が4例(縫縮1

例，植皮1例，縫縮十植皮1例，植皮十皮弁1例）

で，複数回の手術を要した症例もあった．保存的

治療を行った症例は6例で，そのうち1例は耀痕拘

縮を生じて後日植皮術による拘縮の解除を行っ

た．合併損傷は2例に認め，脛骨骨折の合併を1例，

急性硬膜外血腫と頚髄損傷の合併を1例に認め

た．

【考察】電撃傷は体表面の損傷程度に関わらず深部

組織が損傷されている可能性があり，受傷早期で

は組織損傷の評価ができないことが問題点であ

る．早期に手術を行い，可動域訓練を行って機能

回復を目指す一般的な上肢の熱傷とは違い，深部

組織損傷の範囲を見極める必要がある．再建手術

までに時間を要するような場合には拘縮予防のた

めに術前からの可動域訓練も重要である．

2-3-4

ヒートプレス損傷に対する治療経験

TreatmentfOrHeatPresslnjuryoftheHand

'吉本整形外科・外科病院整形外科，2奈良県立医

科大学整形外科

○中西昭登'，矢島弘嗣2，木佐貫修'，

小畠康宣2，村田景一2

熱圧挫傷(heatpressinjury)は，プレスやロー

ラーなど工業機械の高熱物体に挟まれておこる特

殊な損傷であり，経過観察中に壊死範囲の進行を

認めることが多く，治療に難渋する．そのため皮

弁や植皮による治療を要する事が多い．今回我々

は過去18年間に皮弁を用いて治療した指の熱圧

挫傷の8例について検討を行ったので報告する．

【症例】対象とした症例は男性6例9指，女性2例

4指であった．患側は右4肢，左4肢で，平均年齢

は40歳（28～64歳）であった．全例労働災害で

あった．受傷時損傷の深達度は，田島の分類で第

2度が13指であった．2指に伸筋腱の欠損を認め

た．皮弁はdigitalislandflapを7指に,peroneal

flapを4指に,radialfbrearmflapを2指に用い
た．伸筋腱の欠損した症例に対しては，1例に関節

固定術を行い，1例に腱移植(長掌筋腱)による再

建を行った．

【結果】皮弁は全例で一期的に生着した．皮弁採取

部への皮膚移植も全例で問題なく生着した．追加

手術としてperonealflapで被覆した4指にdeht-

tingを行った．

【考察および結論】損傷の深度が深筋膜(腱）まで

達する第2度損傷例では，腱滑走やその再建を考

慮して皮弁による治療が必要である．さらに損傷

部位が手指の再建であるため，できるだけ薄い皮

弁を選択する必要がある．我々の症例では4指に

defattingを要したが，その他はいずれも皮下脂肪
が少なく有用であると考えられた．指背側損傷例

では，腱自体の欠損や腱膜損傷による指伸展機能

の保持が困難であるため再建の要否が治療上問題

になる．我々の症例では1指に腱移植を用いた再

建を行ったが,PIPおよびDIP関節とも屈曲位を

呈し，可動域の減少を認めた．
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ExperienceofManagementofHandBurnContracturesinChina

○L､K.HUNG,RCLEUNG

rhePrinceofWalesHospita1,TheChineseUniversityofHongKong,HongKong､China

Intheremotemountaincountriesopenfirecookingandheatingis#

awayoflife.Children廿equentlyhavetheirhandsandfaceburnedi/｢'･劉雪■~ー〆声』.』－－．

1fromfallingintothefires.Thelackofpropercareofthehandbums〃'垂圭、’ョ静容、；′奪殉

resultinuniquepatternsofseverecontracturesnotseeninthecities:,蕊
：，‘･

ThreepatternsarerecognizedTheClawedHandiscausedbya#:’

罵霊、
*、

predominantdorsalscarcontracture.Thereisextensionadduction篭
i溝拳辮.、'･”
造嘩f,

contractureofthefirstweb,syndactylyandSwan-neckfingers・The：『麹､‘,3
~";"!,U4'1

FlexedHand(orWrappedHand)iscausedbyapredominantpalmal･…”‐“

contracture.Thereisfirstwebcontracture,andthethumbandfingersarenexedand

syndactylizedtothepalm.TheCocoonedHandisthemostsevereform.ItiS$$adactylouT

andclublike.CIoserexaminationshowedthatpartofthedigitsispresentbutarewrappedin

abagofskin.Theseseverefblmsofcontractureswerelikelycausedbyimproperbandaging

duringthehealingphaseofseverehandburninchildhood.Theprimaryaimoftreatmentis

toprovideapincerbyrestoringandrecreatingthefirstwebandathumbpostwithreasonable

lengthandmobility.Thesecondaimistoreleasethefingersandthepalmtoprovideabasic

graspTheuseofskingraftsorskinflapsdependsonthestatusofiniuryinthelimbandthe

statusofthewoundafterrelease.Postopel･ativerehabilitationismostimportantfOrrecovery

offunctionbutisfrequentlydifficulttomonitorinthoseremoteareas.Theexperienceof

treatingthisconditioninChinaispresentedandtheexperiencecanbegeneralizedtoother

geographicalareaswithsimilarsocioeconomicsituations.

4

月
釦
日
第
３
会
場

3
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CM･MP関節鏡の現況と展望

ApplicationofCarpometacarpalandMetacarpo-

phalangealJointArthroscopy

'にしかわ整形外科・手の外科クリニック，2弘前

大学整形外科

○西川真史'，藤哲2

演者は手の外科に関節鏡を積極的に導入する目的

の一環として1992年より指関節鏡の臨床応用に

取り組んできた．本学会では指関節鏡の臨床応用

の現状を紹介し，今後の可能性について考察する．

手根中手骨（以下CM)関節鏡(19mm内視鏡使

用):25例に施行，対象疾患は変形性関節症14,関

節内骨折8，靭帯損傷3例で，対象関節はほとんど

第1CM関節(23/25例）である．母指を牽引して

長母指伸筋腱の両側からportalをつくり鏡視を行

う．この関節は鞍関節のため関節鏡を入れ換えな

がら観察する必要がある．関節面と関節間レベル

で走行する靱帯が観察される．関節内骨折の診断

と整復位の確認に有用である．また，変形性関節

症では鏡視下に関節軟骨を切除して，小スクリュ

ーを2本以上用いて切除面を固定する鏡視下関節

固定術や長掌腱を切除した関節裂隙に引き込む自

家腱移植による関節置換術を行なっている．

中手指節骨(以下MP)関節(1.9mmまたは1.5mm

内視鏡使用）：79例に施行，対象疾患は靭帯損傷

25,滑膜炎16,関節内骨折13,変形性関節症3，

その他13例である．対象指は母指51,中指8，小

指6，示指5，環指1例であった.MP関節は背側

の伸筋腱の両側からportalをつくり鏡視を行う．

この関節は牽引で容易に関節間が開くので鏡視は

他の指関節に比べて容易である．関節軟骨の観察，

側副靱帯損傷や掌側板損傷の診断が可能で，断裂

部位のインピンジメントは鏡視下に切除可能であ

る．原因不明のMP関節のクリックやロッキング

の診断と治療に有用であった．外傷後の関節炎の

滑膜切除や軟骨遊離体も容易に切除可能であっ

た．

指関節鏡の最大の利点は関節構造を温存した状態

で関節内の観察が可能なことである．関節鏡視下

手術に際しては直接関節切開した場合に比較して

どのような利点があるかを十分検討することが必

要である．

2-3-7S

僥骨遠位端骨折に対する鏡視下手術の実際

ArthroscopicAssessmentfOrDistalRadiUsFracmre

、

済生会下関総合病院整形外科

○ 安 部 幸 雄

【目的】僥骨遠位端骨折に対する鏡視下手術の有用

性が論じられて久しい．固定方法が創外固定やピ

ンニングからプレート固定に移行している昨今，

関節鏡導入のタイミングや方法に工夫を要する．

現在我々が行っている鏡視下手術の実際と成績に

ついて報告する．

【対象･方法】今回対象としたのは2003年以降，当

科にて僥骨遠位端骨折整復術の際に手関節鏡を行

った76例（男16，女60)，年齢は17～84歳，平

均59歳，骨折型は関節外21,関節内55，固定方

法はプレート64（掌側ロッキング：29，非ロッキ

ング27,掌僥側：4，背側：2，掌背側：2)，創外

固定：9，ピンニング：3．プレート固定の際の鏡

視方法は，骨折部を直視下に整復して鋼線にて仮

固定したのち，デイストラクションホールを使用

してプレートをおおよその位置に固定し，軟骨下

骨に仮止めホールから鋼線を3本刺入する．この

際プレートの正確な位置を決定する．次に牽引下

に関節鏡を行い関節面，軟部組織損傷を評価し整

復が不十分であれば先に刺入した鋼線を抜去ある

いはjoy-stiCkとして，また背側からの髄内突き上
げにより鏡視下に関節面を整復し再度鋼線固定す

る．整復が得られたら軟部組織の処置を行う．牽

引を除去し残りのスクリューを固定する．

【結果】軟部組織損傷は舟状骨月状骨間靱帯41,月

状骨三角骨間靱帯18,三角線維軟骨50，6ケ月以

上経過観察が可能であった68例の最終成績は

Green&O'Brien評価にてexcellent:36,good:

24,fair:7,poor:1例であった．

【考察】関節面の2～3mm程度の転位も長期的に

は予後不良因子とされている．さらに軟部組織損

傷の予後への影響も危'具されており，プレート固

定においても鏡視下手術の併用が必要である．
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外傷性手関節拘縮に対する鏡視下授動術

ArthroscopicMobilizationfOrmaumaticContrac-

tureoftheWrist

’名古屋第一赤十字病院整形外科，2つのだクリ

ニック，3中日病院名古屋手の外科センター，

4名古屋大学手の外科

○服部達哉1，角田賢二2，中村蓼吾3，

平田仁4，堀井恵美子’

【目的】我々 は，手関節部外傷後の拘縮例に対して，

僥骨手根関節内に形成された隔壁を鏡視下に切除

して，可動域の改善をはかることを試みてきた．こ

の鏡視下関節授動術の治療効果と病理組織を検討

したので報告する．

【対象と方法】対象は11症例11手関節(男性9例，

女性2例）で，手術時年齢は16歳から65歳（平

均40歳)出あった．外傷の内訳は榛骨遠位端骨折

8例,Galeazzi骨折1例，月状骨周囲脱臼1例，手

根部損傷1例で，受傷から授動術までの期間は4ヶ

月から16ケ月（平均9ケ月）であった．全例に関

節造影を行い11例中9例に榛骨手根関節内に隔壁

の存在を推測，関節鏡で全例に隔壁を確認した．

11例中10例には舟状月状骨靱帯の近位線維軟骨

部より僥骨中央隆起(midradialridge)にかけ存

在する隔壁(radiocarpalseptum)を認めた.9例

は榛骨手根関節を完全に区切る隔壁(typeA)で，

1例は部分的な隔壁(typeB)であった．残り1例

は近位手根列切除例であり榛骨手根関節内に多く

の索状の隔壁を形成していた(typeC).

【結果】手関節可動域は術前背屈平均47度，掌屈

平均29度が術後背屈平均56度，掌屈平均42度に

改善した．掌背屈全体で平均22度(背屈9度，掌

屈13度）の改善を得た．1例では術前と比較し一

時的改善はみたが最終的に改善しなかった．隔壁

の病理組織所見には病的細胞増殖や活動性の炎症

はなかった．

【考察】手関節部の損傷において手関節可動域制限

を生じた症例には僥骨手根関節内の隔壁形成を考

慮する必要がある．隔壁の確認には関節造影が有

効である．typeBの隔壁においても榛骨手根関節

内での造影剤の浸潤の遅延がありこれは隔壁の存

在を推測させた．隔壁形成に伴う外傷性手関節拘

縮は鏡視下手関節授動術により可動域の改善が期

待できる．

2-3-9S

TFCC尺側部損傷に対するoutside-in手技

による関節鏡視下縫合術の治療成績

ArthroscopicRepairusingOutside-inTbchniquefOr

UlnarSideTFCCTbar

'東住吉森本病院リウマチ科・整形外科，2大阪市

立大学大学院整形外科

○恵木丈'，金城養典'，明石健一'，

岡田充弘2，香月憲一2

【目的】TFCC尺側部損傷に対して鏡視下縫合術を

施行しており，最近は膝半月板損傷に対するall

inside修復用suturebarを用いることで，より簡

便な手技ながら強固に縫合しているので，治療成

績を報告する．

【方法】対象は,ulnarvarianceが2mm以下で理

学所見,MRI,関節鏡でTFCC尺側部損傷と診断

した14例（男性9例，女性5例）である．平均年

齢30歳(14～75歳)，受傷から手術までの期間は

平均3.5ヶ月（1～9ヶ月）であった．受傷原因は

一度の外傷が9例，反復動作が5例であった．単純

X線像でのulnarvarianceは平均+0.6mm(0~

+2mm)であった．手術手技はZachee法が7例，

suturebarを用いたのが7例であった.knotもし

くはbarをoutside-in手技で2～6個設置し，遠

位僥尺靱帯がhveaに圧着するように尺骨茎状突

起基部の関節包外で縫合した．術後外固定は6週

間施行した．術後経過観察期間は平均8.5ケ月（3

～22ケ月）であった．

【結果】術後瘻痛は10例が無痛となり4例に負荷

時の痛みが残存した．術後機能は11例が制約なく

仕事が可能，2例は制約があるが可能，1例は不可

能だった．不可能な1例は遠位榛尺靭帯再建術を

要した.DRUJballottementtestは術前9例から

術後1例,ulnocarpalstresstestは術前14例か

ら術後3例で陽性であった．可動域は術前後で変

化なかった．握力（健側比）は，術前平均65％か

ら術後平均81％に改善した.Mayowristscoreは，

術前平均47点から術後平均84点に改善した．

【結論】直視下縫合術や尺骨に骨孔形成を行う鏡視

下縫合術の報告があるが，手技は煩雑で侵襲は大

きい.Suturebarを用いることで縫合糸にかかる

力は分散するので，強固な縫合が簡便に可能とな

った．本研究結果から,TFCC尺側部損傷に対す

るoutside-in手技による関節鏡視下縫合術は，術

後成績は良好で推奨される術式の一つである．
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FoveaでのTFCC損傷に対する鏡視下縫合

の実際

ArthroscopicRepairofTFCCDetachmentatFovea

'関西電力病院整形外科手の外科センター，2関目

病院整形外科，3長吉総合病院整形外科

○藤尾圭司'，照喜納光信'，村井正和2，

梁瀬義章3

【目的】TFCCのFoveaでの損傷が原因で起こる遠

位僥尺関節不安定症の治療については確立しつつ

ある．手術法については鏡視下または直視下で行

う方法が報告されているが正確性では鏡視下が勝

ると考える．我々は鏡視下に縫合する方法を考え

出し，さらに最近では比較的初心者でも手術がし

やすいよう術式を改良しているのでその術式と成

績を報告する．

【対象および方法】症例は105例（男性68例，女

性37例)，平均年齢32.3歳，受傷から手術までの

期間は平均152.5日，術後平均観察期間は865日

であった．手術方法は65例で鏡視下にTFCCの中

央を円状に開窓し,Foveaの部分をデブリードマ

ン，尺骨骨幹部に骨孔をあけてinside-out法で縫

合した．15例は開窓せずにDRUJ鏡下に縫合部を

デブリードマンして縫合した．最近の25例では

Hybrid法と称して縫合部位は鏡視下で,Foveaは

DRUJ側から開窓して縫合する方法を行った．上

腕ギプスで3週間固定した．これらの症例につい

て，瘻痛，可動域，握力，仕事，スポーツへの復

帰を調べた．

【結果】瘻痛は20例で負荷時の一時的な痛みがあ

り，85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例で術前にあった不安定性が残存し

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での損傷に対する

手術はSennwald法など直視下縫合が報告されて

いるが，我々は鏡視下の縫合方法を考案し，さら

に改良を加えた．この方法で正確にTFCCの縫合

が可能で良好な成績を得ており，積極的に選択す

べき治療法の一つと考える．

2-3-11S

肘関節鏡視下の拘縮解離

ArthroscopicReleasefOrElbowContracture

'昭和大学整形外科,2MayoClinic,3日本鋼管病

院整形外科，4佐々木病院整形外科

○稲垣克記',ShawnW.O'Driscoll2,

渡辺幹彦3，石川大樹4，宮岡英世1

肘拘縮の治療概念は近年変化しつつある．1990年

代以降はMayoColumnprocedure等による低侵

襲解離，1990年後半からは関節鏡視下手術へと進

歩している．過去10年間に教室において経験した

肘拘縮は80例であるがMayo法を導入した1999

年以降手術を行い1年以上経過観察し得た関節鏡

視下手術例を対象とし手術術式とその成績につき

検討した．

【対象および方法】肘関節鏡視下拘縮解離術30例

を対象とした．外傷性肘拘縮の術前重症度分類は

VerySevel℃:2,Severe:7,Moderate:12,Mini-

mal:9例であった．手術はMayoClinic法とし体

位は側臥位，肘拘縮の病態に応じて主たる側から

アプローチした．前方ポータルはWissinger

switch-back法を基本とし関節包の解離を主とし，

後方は後方中央から肘頭骨鰊と異所性骨化の切除

を行った．肘拘縮期間は6か月から2年，平均11

ヵ月であった．

【結果】肘関節可動域は術前平均屈曲92．伸展

-45｡(arc:47｡)から術後平均屈曲129･伸展-28。

(arc:101｡)に改善した．術前後の改善度は屈曲平

均37.伸展平均22.可動域では平均54｡の改善であ

った．術後のMayoElbowPerformancescoreは，

Excellent:12,Good:14,Fair:4であった．

【考察】肘拘縮の原因は異所性骨化と内側側副靱帯

(MCL)および前方関節包の拘縮である．前方ポー

タルでは異所性骨化切除と関節包の解離は可能で

あるがMCLの解離が不可能であった．一方，後方

ポータルでは中等度までの拘縮に対応可能である

が重症例ではopenでの解離の方が侵襲が少ない

ことも多い.AS下授動で術中ROMの獲得が容易

に得られなければ鏡視下手術に固執せずopen

surgeryを追加すべきである．肘関節鏡視下手術
は術後の痛みもなくリハビリテーションも容易で

あるが，重症度の高くない肘拘縮に対し有用であ

る．
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変形性肘関節症に対する鏡視下関節形成術
の手技と成績

TEchnicalPearlsandOutcomesofElbowArthro-

scopyfOrOsteoarthritis

'市立大町総合病院整形外科，2波田総合病院整形

外科

○下川寛一'，杉本良洋2

【目的】我々は手術の低侵襲化を目的として肘関節

鏡による関節形成手術を行ってきたが，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

績について検討した．

【対象および方法】対象は24例24肘関節，男性15

例女性9例で手術時平均年齢は63.3歳（31歳から

85歳)，利き手側が18例，非利き手側が6例であ

った．術前罹病期間は平均34カ月（24から240カ

月）で，術後経過観察期間は平均18.9カ月（6から

48カ月）であった．手術は全身麻酔または斜角筋

間ブロック下に側臥位で行い，尺骨神経麻輝徴候

がある場合は関節鏡に先立って直視下にOsborne

法または皮下前方移動による神経除圧を行った．

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

49.6点が術後84.0点に，関節可動域は伸展-20.6

度が-8.8度に，屈曲94.4度が114度に，また握力

患健比は術前66％が術後114％に，それぞれ有意

に改善していた．QuickDASH機能障害／症状ス

コアを用いた上肢障害評価は術前平均50.0点が術

後4週で25.3点，術後6カ月では24.4点にそれぞ

れ有意に改善していた．平均入院期間は3.3日間で

あり，特に理学療法を行うことなく，平均術後4.9

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・血管損傷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の処置が困

難などといった技術的限界もあるが，術後瘤痛が

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．可動域改善は軽度であっても，

QuickDASHを用いた機能改善は術後4週で有意

に得られており，術後早期の機能改善が得られて

いた．

2-3-13S

変形性関節症およびリウマチ肘に対する肘

関節鏡視下手術の現況

PresentStatusofElbowArthroscopyfOrthe'neat-

mentofOsteoarthritisandRheumatoidArthritis

りんくう総合医療センター市立泉佐野病院整形外

科

○島田幸造

演者はこれまで肘関節に対する関節鏡視を200例

以上行ってきた．約4割は診断的鏡視で6割が治療

を主目的とした鏡視であった．今回，肘関節鏡下

手術の現況について報告する．

【対象と方法】調査症例は，1）スポーツ障害肘群

(離断性骨軟骨炎，関節内インピンジメントなど）

71例，2）変形性肘関節症群（加齢変性，外傷性，

拘縮肘など)34例，3)肘関節炎群（関節リウマチ

など)14例であり，手技としては滑膜切除，遊離

体切除，骨鰊切除，関節包切雛を行った．体位は

腹臥位で患肢を下垂位とするPoeling法を基本と

しているが，関節面形成術など直視下に追加手技

を予定している場合には仰臥位で行った．術後平

均12ヶ月の経過を検討した．

【結果】1）に対する遊離体や骨鰊切除の多くは鏡

視下に可能(完全鏡視下手術率34/71)で，除痛と

その結果の可動域改善も優れていた．前方関節腔

への処置を小侵襲で行えることが最大のメリット

で，後外側の病変は必要に応じて直視下に処置し

た．2)では劇的に改善した例もあるが,多くの例
は除痛は得られたものの可動域の改善は十分では

なく，また外傷性拘縮では鏡視そのものが困難で

あった（完全鏡視下手術率15/34)．長期経過によ

り再手術例を4例(12％)，また追加手術を要する

合併症を2例(後骨間神経損傷，異所性骨化)経験

した．3）ではLarsengradellまでに適応してい

るが，完全鏡視下手術率15/20で全例術後に除痛

が得られ，経過は概ね良好であった．平均2年の

経過で1例のみTEAに移行した．

【考察】スポーツ障害肘は病巣が比較的限局してい

るため，鏡視下手術の最もいい適応である．変性

が広範におよび，かつ一部軟部組織の病態も含む

変形性関節症に対する肘鏡視下手術には，まだ手

技上改善の余地が大きい．リウマチ肘では初期の

滑膜炎に対する鏡視下切除術は効果的であった．

－Sl57－



2-3-14S

上腕骨外側上穎炎に対する鏡視下手術

ArthroscopicSurgeryfOrLateralEpicondylitisof

theElbow

'札幌医科大学整形外科，2札幌医科大学保健医療

学部

○辻英樹'，和田卓郎'，射場浩介'，

織田崇'，青木光広’

【目的】上腕骨外側上穎炎(以下外上穎炎）で症状

が慢性化した難治例には手術療法が適応になる．

今回，演者らが行っている外上穎炎に対する鏡視

下手術について手術手技を中心に概説する．

【手術方法】手術は側臥位で行っている．まず近位

内側portalから前方鏡視を行い，外側関節包の断

裂,腕榛関節滑膜ヒダ病変の有無，程度を観察す

る.前者をBakerらの分類で，後者をMullettら

の分類によって評価している．これらの鏡視診断

の後，近位外側portalよりECRB腱切除を行う．

肘関節外側では関節包,ECRB腱,ECRLが関節

内から関節外に向かって層状構造をなしている．

まず関節包を切除してECRB腱を露出し切離を行

v,,ECRLの筋腹が露出したところでECRB腱の

完全な切離がなされたと判断できる．滑膜ヒダが

腕僥関節にimpingeする例では，滑膜ヒダの切除

を行う．滑膜ヒダが後方まで大きく存在する場合

には，後で後方鏡視により切除を追加する．最後

にECRB腱の上腕骨起始部のdebridementを行

い，骨皮質の新鮮化を行う．術後外固定は行わず，

術翌日より自動運動を許可している．

【対象と結果】対象は13例15肘（男6例女7例）

である．平均年齢は48.7歳(28-60歳)，平均罹病

期間は24カ月(6-120カ月)，平均観察期間は7．5

カ月(4-16カ月）であった．滑膜ヒダを10肘(66.7

％）に認めた．運動時の瘤痛(VAS)は術前平均

7.5点から1.7点と改善し,JOAscoreも術前平均

30点から術後79点と改善した．自覚的改善度は優

が8例，良が5例，可が2例，不可が0例であった．

【考察】鏡視下手術は,EC肥腱起始部の病巣の切

除(Nischl法）を関節内から低侵襲に行うことが

出来，さらにBosworth法に準じ，腕頭関節の滑膜

ヒダ病変を切除することが可能である．鏡視下手

術を重ねていくことによって，外上穎炎の病態が

更に明らかになる可能性がある．
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HemangiomaandVascularMalformations:

TheirDiagnosisandTreatmentAIgorithm

○Kwan-ChulTARK

Depal･tmentofPlastic&ReconstructiveSurgery､YOnseiU11iversityCollegeofMedicine､Seoul.Korea

４
月
即
日
第
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場

Inl982,MullikenandGIowakiclassifiedvascularanomaliesinto

twom"orcategories:/le"1α"g/o""and"'"libr"!α"D"sbasedon

endothelialcharacteristicsandnowthisclassificationisincommon

use.Inhemangiomathereisactiveendothelialproliferationduring

theproliferativephase,butinmalformationonlyabnormalor

hypertrophicvascularchannelsappear.

Amongthevascularlesions,thereforestrawberrytypehemangioma

wouldbeonlyrealhemangiomaoriginatedfromthecapillarieswhich

growsbyendothelialcellproliibl-ation.

Itisclinicallyimportanttoseparatethevascularmalfbrmationsint
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ltlscllnlcallylmportanttoseparatethevascularmalibrmationsinto､clowHow''or､6high

How''categories.Portwinestain,venousmalfOrmationandlymphaticmalibrmationsare
includedinthelowHowcategorV.

ーヴ

Portwinestainisactuallycapillarymalformation.Oldnamecavernousol･venous

hemangiomaisactuallyvenousmalformation.Inextremitiesvenousmalformationisthe

mostcommonvascularlesionandibllowedbycapillaryhemangioma.

Lymphangiomaisactuallylymphaticmalfol･mationandcanbeclassifiedintosimple,

cavemous,cysticandhemangio-lymphangioma.Howevel･terminologyisstillconfUsing.

Amongthehighnowvasculal･malfbrmations,arteriovenousmalfbrmation(AVM)isone

ofthemosttroublesomelesiontomanage.

Wecandiiferentiatehemangiomaandmalfbrmationswithgrossandclinicalfindingsas

wellwithDiascopetest,Tc-RBCScanning,angiography,MRIandultrasonography.Among

themMRIandangiographyaremostvaluablediagnostictoolsfbrvasculal･lesions.

Forthetherapeuticandsulgicalpl･oceduresfbrvascularlesionswecanapplysteroidtherapy,

Lasel･therapy,sclerotherapy,embolization,excision,pediclednaptransfer,freenaptransfer
andsoforth.

Inthispresentation,diagnosisandtreatmentalgorithmfbrthevascularlesions,indications

andspecifictherapeuticandsurgicalproceduretechniques,postopmanagementandlong

termclinicalandhistologicfbllowupresultswillbereviewedbasedontheauthol･'sclinical

experiencesmainlyinhandandextl･emitiesareas.

－Sl59－



2-3-16L

ManagementofDistalRadiusFracture,WhatistheEvidence？

○KevinC.CHUNG

SectionofPlasticSurgery,DepartmentofSurgery,UniversityofMichiganHealthSystem,

AnnArbol･､M1､USA

Despiteover200yearsoftreatingdistalradiusfractures,the

managementofthisilUuryisstillrathercontroversiaLOurrecent

systematicreviewshowedthattheevidencesupportingcurrent

treatmentoptionsisweakandisnotbasedonrigorOuSlyconducted

researchstudies.Thegoalofthislectureistopresentrelevantoutcomes

studiestoprovideevidencetotheevolvingmanagementofdistalradius

fractures.

Iwillalsopresentdatafromalargeprospectivecohortstudyliom

theUniversityofMichigantohighlightthecurrentstatusofdistalra,

intheUS.

４
月
即
日
第
３
会
場

radiushacturetreatment
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TheUseofBoneGraftSubstitutesandGrowthFactors

forFractureHealing

○RobertWBUCHOLZ

DepartmentofOrthopaedicSulgery,UniversityofTbxasSouthwesternMedicalCenter,Dallas,TX,USA

Purpose:Tbreviewthecurrentusesofbonegraftsubstitutesandgrowthfactorsinfifacmre

healing.

Discussion:Syntheticbonegraftsubstitutesareclassifiedaccordingtotheirmineral

composition(calciumphosphate,calciumsulfate,crystallinehydroxyapatite),their3-

dimmensionalmorphology(porous,cement),andtheirclinicalusages(filler,onlaygraft,

carrier).Mostsubstitutesareonlyosteoconductiveandshouldnotbeappliedinclinical

problemsnecessitatinganosteoinductiveorosteogenicstimulus・Therateofbiodegradation

varieswiththeporosityandmineralcompositionofthesubstitute・Manyofthesubstitutes

havebeenusedascamersfbrvariousphannaceuticalsincludinggrowthfactorsandantibiotics.

Theelutionrateofphannaceuticalsfromthesematerialsisquitefavorableinmostclinical

applications,andthus,currentresearchonsubstitutesisfbcusedontheirsafetyandefficacy

asdrugcaniers.
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屈筋腱縫合部の抗張力について

TbnsilePropertiesofFlexorTbndonRepair

'札幌医科大学，2ワシントン大学医学部整形外科

○青木光広',PaulManske2

【はじめに】Bnnnellが「Noman'sland」の概念

を提唱した後，屈筋腱断裂の治療は腱縫合法と後

療法の進歩に伴い変遷した．1967年にK1einertが

腱縫合後の他動運動が癒着のない治癒をもたらす

事を報告した．これ以後，非侵襲的な腱縫合（2‐

strand縫合）と腱鞘の修復が重要視された．

【目的】近年，術後の合併症である再断裂と癒着を

回避する目的で，屈筋腱縫合法が改良され縫合部

張力が増加した．本報告の目的は，屈筋腱縫合部

の抗張力を増加させる試みを文献的に渉猟し，実

験状況を示す事で理想的な腱縫合法を考察する事

である．

【方法および結果】縫合部張力を増加させるために

は，縫合糸の数を2本より，4本，6本，8本とす

る，縫合糸が腱線維を把持するlock縫合を用いる，

縫合糸のサイズを4－0より3－0，2－0とする，腱上

膜縫合を工夫する，強固な縫合材料を使用する方

法が挙げられる．これらの要素で手の外科医に普

及しているものは腱縫合糸の数を増やすことであ

り，理論的に糸の数が増えると抗張力は2倍，4倍，

6倍となる．次に利用可能な方法は腱上膜縫合を

クロスステッチあるいはマットレスとすることで

あり，抗張力が2倍に増加する．これらの応用に

より抗張力が5kgfを超える縫合法が普及した．こ

の3年，縫合糸の材質が改良され縫合部の抗張力

が増加した．代表的な縫合糸にファイバーワイア

などがある．縫合糸素材の差，人と動物腱の質の

違いによる破断状態を実験的に確認することで抗

張力計測の実際が明らかになる．

【考察】早期自･他動運動が行われた動物実験では，

術直後の縫合張力は3週まで維持され，6週で1.2

から1.3倍に増加する．これからも，腱縫合部の抗

張力は成績向上に極めて重要な要素であることが

わかる．
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腱縫合とハンドセラピイ

TbndonSurgeryandHandTherapy

'聖隷浜松病院手の外科･マイクロサージャリーセ

ンター，2聖隷浜松病院リハビリテーション科，

3聖隷浜松病院ハンドセラピイ部門

○大井宏之'，齋藤英彦'，森谷浩治'，

高橋勇二2，奥村修也3

腱は動かなければ何の存在価値もない．しかし損

傷を受けると腱と周囲組織はすべてが癒着し治癒

しようとする．早期運動が癒着を少なく抑えるこ

とができるのもまた事実である．我々はどの疾患

でも早期運動が可能かどうか考え治療を行ってき

た．屈筋腱損傷は強固な縫合法の開発と運動下で

も腱は治癒することに支持され縫合後の早期運動

が広まり，多くの手の外科医が早期運動を考える

時代となった．屈筋腱滑走は大きく，少しの範囲

の癒着が大きな滑走の障害を来す．また訓練で多

少の滑走の改善があっても大きな機能獲得にはな

らない．一方伸筋腱は薄く弱いので十分な縫合が

できず，いまだに縫合後は一定期間の外固定が行

われている．たとえ固定法が行われてある程度癒

着したとしても，特に膜様部では伸筋腱自体が少

ない滑走で大きな関節可動域を引き出さなければ

ならない特徴や，腱自体の特殊性があるために，訓

練により少しの癒着が改善するだけで大きな可動

域を得ることができることを考えると固定法もよ

いのかもしれない．しかし損傷を受けた部分の運

動を制限しながらある程度の運動をすることも可

能と考え早期運動も試行中である．腱縫合後のハ

ンドセラピィは不可欠であり，これを行うハンド

セラピストも不可欠である．特に早期運動はセラ

ピスト抜きで治療はできない．当センターの5人

のハンドセラピストは，それぞれに知識･技量･個

性が違うが，同じ目標に向かって治療している．医

師とセラピィストはよく話し合い，セラピストの

考えも極力受け入れ訓練をすすめている．今回は

腱縫合のハンドセラピィについてセラピストと共

に考え行ってきた屈筋腱・伸筋腱の早期運動の方

法・成果・問題点・その改良点等について述べる．
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末梢神経損傷や障害に対するMRIの応用

TheApplicationofMRImagingtoPeripheralNerve

InjuryandNeuropathy

'筑波大学大学院整形外科，2首都大学東京健康福

祉学部放射線学科

○西浦康正'，原友紀'，吉井雄一'，

新津守2，落合直之’

MRIは非侵襲的検査であり，軟部組織の描出にす

ぐれている．このため，近年，その普及はめざま

しく，整形外科領域の補助診断法として，もはや

欠くことのできない検査法となっている．末梢神

経は径が細いため，解像度の問題から形態的に明

瞭に描出することが困難であったが，近年,MRI

の解像度の進歩により，末梢神経の損傷や障害に

対しても，その応用が実用的となってきた．今回

われわれが行ってきた末梢神経の損傷や障害に対

するMRIの応用について報告する．

(1)腕神経叢損傷における神経根引抜き損傷に

対するMRmyelography

機器とコイルの進歩により，短時間で，解像度が

よく，より強い水強調画像であるMRmyelogra-

phyを撮像できるようになり，根糸像の描出が可

能となった.MRmyelographyは腕神経叢損傷に

おける神経根損傷の診断に十分有用であり，非侵

襲的,filllcolumnを描出可能という点では，従来

の脊髄造影に優る検査法と言える．

(2)マイクロスコピーコイルを用いた末梢神経

障害に対するMRI

障害部位が限局している絞掘性神経障害に対して

は，マイクロスコピーコイルを用いて撮像してい

る．マイクロスコピーコイルを用いることで高解

像度の画像が得られるため，末梢神経を良好に描

出することが可能である．現時点では，神経の走

行に合わせた長軸方向の画像を撮像することは困

難なので，主に横断像を撮像している．手根管症

候群では，病態を反映する手根管内屈筋腱滑膜の

肥厚と正中神経の関係や正中神経の径の変化がよ

く描出される．また，肘近位の正中神経幹内に神

経束のくびれがあった症例で，神経束の径の変化

が描出された症例を経験している．
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手の外科領域におけるIockingplateの応用
ApplicationofLockingPlateinHandSulgery

済生会山形済生病院整形外科

○清重佳郎，石垣大介，江藤 淳

【目的】plateにScrewがロックされるlockingplate

systemは,condylarplateとして使用すればsub-

chondralsupportによる安定性を獲得でき，創内

の創外固定的に使用すれば回旋安定性が得られ

る．これらの特徴を利用した手の外科領域(AO/

ASIF-DRPを用いた榛骨遠位端骨折を除く）にお

けるlockingplatesystemの応用を紹介する．

【方法】subchondralsupportと創内創外固定の応

用として,plateを方形回内筋とFPLの問に設置

する僥骨遠位端骨折に対する「intermuscular-

layerLC-DRP法」:5例,plateを筋間中隔上に設

置する「上腕骨穎上骨折に対するcondylarstabi-

lizing法」:3例．創外固定が可能な前腕骨及び上

腕骨骨幹部骨折に対しplateを筋間中隔上に設置

する「皮下プレート法」：10例.subchondral

supportを応用した僥骨遠位端骨折変形治癒矯正

骨切り術：3例．Kienb6ck病榛骨短縮術7例と尺

骨短縮術3例には，古典的圧迫固定後にlocking

screwによる回旋安定性を加えた．全例外固定は

行わなかった．

【成績】intermuscular-layerLC-DRP法，上腕骨

穎上骨折に対するcondylarstabilizmg法，皮下プ

レート法では骨から筋を剥がさないため術後瘻痛

が少なく，仮骨も早期から出現した．外固定を行

なわなかったため機能低下は最小限に抑えられ

た.Kienb6ck病僥骨短縮術においては，術直後か

ら月状骨部の瘻痛が消失することが明らかとなっ

た．

【結論】lockingplateの特徴を最大限に生かせば，
低侵襲に手術を行うことができ，早期機能回復が

得られる．
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腱・靱帯骨付着法

-TJscrewsystemの開発
ReconstructionoftheLigamentandTbnodesisUsing

TbndonJunction(TJ)SysteminHandSurgery

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

【開発経緯】手指関節の靱帯損傷の再建術は，8の

字移植やPull-out法が一般的であった．しかしこ

れらの方法では，初期には硬すぎ，経過中に緩ん

だりし，変形性関節症に増悪する例も見られ，満

足のいく結果が得られないことも多かった．一方，

膝ACL再建で最も好成績をあげている手技の一

つに,interfrencescrewで固定する方法がある．

この方法は，1)元の付着部に，2)適当な太さで，

線維方向が一致し，3）適度の緊張を有し，4）強

固な固定力がある有用な方法であると認識されて

いる．そこで，本法を手の外科領域に応用した．小

関節用のinterferencescrew(TJscrew)を開発

し，手技を簡素化・均一化するための附属器械を

作成し,"TJscrewsystem''として利用出来るよう

にした．また，臨床応用と並行して，基礎実験(初

期固定力と経時的な力学的・組織学的変化）を行

い，本法は，初期の強固な固定力と早期に生理的

に正常と類似した腱‐骨付着部の再建が可能であ

ることを証明した．

【方法・症例】術式は，靱帯再建と腱固定があり，

このsystemを従来の再建法に用いることにより，

より低侵襲で確実な腱‐骨付着ができた．症例数

は，1997～2006.10で246例である．

【考察】1991年の第1例目よりsystem完成までに

7年の歳月を要した．これは，わが国の医療器械メ

ーカーが弱小であり，自社開発の意欲・能力に乏

しいこと，日米貿易協定により米国の高い医療材

料を輸入し使用することを暗に強いられているこ

とがある．しかし，この開発を通じ，わが国の技

術力は高く，適切な会社に，我々が求めているも

のを的確に提示すれば，ものの見事に出来上がる

ことがわかった．我々は，欧米の中古品の払い出

しの受けⅡ国に甘んじずに，医療産業を育てるた

めに，従来の医療企業の枠を超えた，より積極的

な働きかけが必要と思われる．
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上肢手術における3Dコンピューターシ

ミュレーションの応用

ClinicalApplicationof3DComputerSimulationfOr

UpperLimbSurgery

'大阪大学整形外科，2りんくう総合医療センター

泉佐野市立病院整形外科

○村瀬剛'，森友寿夫'，岡久仁洋'，

有光小百合'，島田幸造2

【はじめに】我々は，上肢の変形矯正を主な対象と

して3次元コンピューターシミュレーションの臨

床応用に取り組んできた．本発表では，独自に開

発したシミュレーション技術・手術方法について

述べるとともに，その成績と有用性を検討する．

【対象】コンピューターシミュレーションに基づく

上肢の変形矯正手術を行い，1年以上経過観察し

た20例（内反肘4例，前腕骨折変形治癒9例，榛

骨遠位端骨折変形治癒6例，先天奇形1例，平均29

歳）を対象とした．

【方法】罹患骨全長を含むCTデータからコンピュ

ーター上で骨表面モデルを作製し，罹患骨を健側

の同名骨の鏡像にマッチングさせることにより3

次元変形軸を求め，最適な骨切面と矯正量をシミ

ュレーションした．シミュレーションに忠実な骨

切を行うための骨切スリットを持ち，骨切部の骨

表面にフィットするカスタムメイドテンプレート

と，矯正位を保持するための矯正ガイドをコンピ

ューター上で設計して原寸大のプラスティックモ

デルを作製した．手術では，テンプレート通りに

骨切して整復ガイドで整復位を保ちながら必要に

応じて骨移植を行なった後，内固定した．術前後

のレントゲン計測値と最終調査時の隣接関節可動

域，瘻痛の程度を評価した．

【結果】シミュレーションに従い14･から67。の変

形矯正を行い，平均14週で全例骨癒合を得た．レ

ントゲン上の変形角度は健側比で3．以内に改善

し，前腕骨折変形治癒の前腕回旋可動域，僥骨遠位

端骨折の手関節掌背屈可動域はいずれも健側比87

％に改善した．瘻痛は全例で軽快ないし消失した．

【考察】本システムは上肢変形矯正手術を行う上で

非常に有用な方法である．3次元的に正確な矯正

を行えば，従来予想されていた以上に良好な臨床

成績を得られる．

(平成18年度JST大学発ベンチャー創出推進助成

研究）
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上肢の骨接合術における工夫（はめ込み固
定）

TheAlternativeFixationTbchnique(Tblescoping

Fixation)inOsteosynthesisoftheUpperExtremity

山形大学整形外科

○高原政利，佐々木淳也，渡邉忠良，

菊地憲明，荻野利彦

【目的】演者らは，骨接合の際に近位骨片と遠位骨

片が重なり合うように，はめ込み固定を行ったの

で，その成績を報告する．

【対象】はめ込み固定を行ったのは上腕骨･前腕骨

の13例14骨である．男8例，女5例であり，年齢

は5から70歳（平均27歳)，罹患側は右が6手，

左が7手であった．疾患は上腕骨顎上骨折の変形

治癒5例，上腕不全切断1例，上腕骨偽関節1例，

月状骨軟化症3例，榛骨遠位端変形治癒2例，およ

UFTFCC損傷1例であった．手術部位は上腕骨:7

骨，僥骨：5骨，および尺骨：2骨であった．手術

の内訳は矯正骨切り：8骨，短縮骨切り：4骨，お

よび骨接合：2骨であった．

【はめ込み固定】骨片端の皮質骨に骨溝を作成し，

両骨片をはめ込んで固定を行った.両骨端が数

mmから数cmはめ込まれた．骨移植は行わなかっ

た．内固定具にはプレートを10骨，スクリューを

4骨に用いた．術後ギプス固定を3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12週(平均5週)で観察された．骨

癒合は術後6から20週（平均11週）で認められ

た．スポーツや就労へは6から28週（平均13週）

で復帰した．2例にプレートの抜去を術後5カ月時

に施行した．

【結論】はめ込み固定を行うと，骨切り端や骨折端

が重なり合って固定され，骨接合部がより強固に

なる．プレート抜去後の再骨折の危険が少ないと

考えられる．はめ込み固定は固定性と骨接触面積

の点で，骨癒合に有利に働くと考えられる．

2-3-25S

手根骨壊死に対する血管柄付き骨移植術

VascularizedBoneGraftfbrCarpalBoneNecrosis

'医真会八尾総合病院整形外科，2奈良県立医科大

学整形外科，3奈良国保中央病院整形外科

○面川庄平'，藤谷良太郎'，矢島弘嗣2，

小野 浩 史 3

【目的】手根骨壊死に対する各種の血管柄付き骨移

植術を紹介する．キーンベック病に対して背側進

入で施行した3つの術式の臨床成績を比較し，そ

れぞれの術式の手技上の工夫について述べる．さ

らに，適切なアプローチの選択について言及する．

【方法】背側進入で血管柄付き骨移植をおこなった

症例は26例で，1，2伸筋腱区画間動脈を利用した

僥骨からの移植10例，背側中手動脈を利用した中

手骨からの移植8例，第4＋5筋腱区画動脈を利用

した僥骨からの移植8例である．平均年齢は32歳，

T｣ichtmanの分類でステージ2:7例，ステージ3a:

10例，ステージ3b:9例であった．骨移植後に手

根間仮固定を平均10週間追加した．観察期間は平

均43カ月である．

【成績】瘻痛は26例中25例で改善した．掌背屈可

動域は平均95度から100度に改善し，握力は術前

平均21kgから術後31kgに改善した．ステージの

進行は3例でみられた．合併症として，移植骨の

脱転，採取部の骨折，ピンの折損がそれぞれ1例

に生じた．各群間での比較は握力，可動域の改善

率において有意な差を認めなかった．レントゲン

評価としてCarpalheightratioは術前0.52から術

後0．53とわずかに改善した．

【考察】今回報告した背側進入の移植は，いずれの

術式においても比較的良好な臨床成績が得られ

た．手技上の工夫として，筋膜（腱膜）を含めて

動静脈束を剥離挙上すること，骨採取は充分な骨

膜血行を確保すること，皮質骨を長軸方向に挿入

することがあげられる．掌側進入の骨移植法とし

て掌側手根動脈を利用したものが報告されている

が，手根骨壊死に対するアプローチの選択は，月

状骨の分節部位や壊死原因となる病巣の部位に応

じて適切におこなう必要があると考えられる．
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手指の軟骨再生

一関節軟骨再生に関する実験的研究一

ArticularCartilageRegenerationUsingGene-

EnhancedTissueEngineering

慶應義塾大学整形外科

○佐藤和毅，池上博泰，中村俊康，

奥山訓子，中道憲明

関節軟骨欠損は，手の外科領域のみならず整形外

科におけるm"orPrOblemの一つである．近年，組

織工学と遺伝子導入を結合した手法が再生医療に

大きな進歩をもたらしている．われわれは,BMP-

7遺伝子を導入した間葉系幹細胞により再生した

ウサギ関節軟骨の組織学的・生化学的検討を行っ

た．この実験的研究について報告する．

【方法】NewZealandWhiterabbit(2.6-3.8kg/4-

6months)30羽を使用した．単層培養した骨髄由

来の間葉系幹細胞にrecombinantadenovirus

(AdvBMP-7)を感染させ,4×106/担体の密度で

PGAscaHbldに植えた後，膝蓋大腿関節に作製し

た直径3.2mm,深さ2TnTnの骨軟骨欠損に移植し

た(autograft)(A群).反対側は非感染の間葉系

幹細胞を移植した(B群).1,4,8,12,24,48週後(各

n=5)に移植部を採取し，組織観察，共焦点レーザ

ー顕微鏡によるcellviability観察,RT-PCRによ

るtypel,IIcollagen,aggrecanのmRNA発現測

定を行った．

【結果】AdvBMP-7感染率は95%以上であった.A

群では12週までに隣接関節軟骨と同様の軟骨が

形成され,matrixもsafi･anin-Oで良好に染色され

た.TypeIIcollagenmRNA発現は両群とも初期
に低く，その後増加し，24週でB群では隣接軟骨

の約75％であったがA群は同レベルに達した．

AggrecanはA群では24週で隣接関節軟骨と同レ
ベルに達したがB群では低値であった．A群の組

織学的･生化学的特性は48週においても維持され

た．

【考察】一般に，関節軟骨欠損に対してはドリリン

グ，骨軟骨移植などの治療が行われる．しかし現

在，損傷軟骨を完全に修復することは不可能であ

り，軟骨再生に向けて様々な研究が行われている．

遺伝子導入法など幾つかの問題はあるが，われわ

れの行ったBMP-7遺伝子導入による組織工学は

関節軟骨再生の有効な治療法の一つになり得ると

考える．

2-3-27S

上肢の外傷性成長障害

TraumaticGrowthArrestofUpperExtremity

麻生整形外科クリニック

○麻生邦一，内田和宏，高見博昭，

加 来 信 広 ， 津 村 弘

【目的】骨端線損傷は日常よく遭遇する外傷である

が，成長軟骨が圧挫され，その後成長障害を引き

起こすことは稀である．今回骨端線損傷による成

長障害を来たした症例を調査し，その診断と治療

について得られた知見を報告する．

【対象】1994～2006年の12年間に経験した486

例の上肢骨端線損傷の内訳は，上腕骨近位5例，上

腕骨内穎17例，榛骨近位2例，僥骨遠位67例，中

手骨7例，基節骨190例，中節骨23例，末節骨171

例などであった．その中で成長障害を来たしたも

のは，僥骨遠位が6例と最も多く，上腕骨近位1例，

僥骨近位1例，尺骨遠位1例の計9例であり，圧倒

的に多い指節骨には生じなかった．損傷型をみる

と,Ogdep分類typelC:2例,ype2D:4例,type
5:1例，不明2例であった．手術は，2例には矯正・

延長骨切り術(骨移植)を，1例には仮骨延長法を，

1例には仮骨延長法+Langenskiold法(2回）を

行った．

【結果】14歳，17歳の2例に行った矯正・延長骨

切り術(骨移植)は1回の手術で矯正が可能で，再

発はみとめない．14歳で矯正･仮骨延長法を行っ

た1例は短縮変形はよく矯正され，再発はみとめ

なかった．3歳で受傷した症例は，7歳時と9歳時

に仮骨延長法とLangenskiold法を行うも，再短縮

を来たし，再手術を予定している．

【考察】現在のMRIをもってしても受傷時に軟骨

の圧挫，壊死を証明することは困難であるために，

発生頻度の高いSalter-Harrisl型,2型にも生じ

る(Ogden分類1C,2D)ことを念頭に置き，経過
を慎重に観察すべきである．治療としては，早期

に発見して骨性架橋を取り除き，脂肪を充填する

Langenskiold法を成功させることが最良である．
短縮が高度であれば，骨延長を行わねばならない

が,growthspurtの前であれば頻回の手術になる
ことはやむをえない．
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短指症・斜指症の診断と治療

DiagnosisandTreatmentfOrBrachydactylyand

Clinodactyly

大阪府立母子保健総合医療センター整形外科

○川端秀彦，田村太資，和田麻由子，

高木瑠以子

指長は中手骨長・基節骨長・中節骨長・末節骨長

の総和として規定されるものである．短指症は文

字通り指が短い状態を，斜指症は指が冠状面で曲

がった状態を指し，これらは日手会先天異常分類

では小手症とともに「低成長」の項に分類されて

いる．今回の発表では診断における注意点と，整

容的・機能的障害を伴う短指・斜指の治療につい

て述べる．

【診断】孤発性の短指･斜指の診断は難しいもので

はなく，その程度によって正常か異常か迷う症例

があるとはいえ，そのような症例における正常･異

常の議論はあまり実りがあるものとは思えない．

また，他の手の先天異常の中で一表現形として短

指や斜指が認められることも多く，同一手のなか

に多発する症例も稀ではない．日手会先天異常分

類によれば，その場合の診断は合併した元の先天

異常に帰するとされている．注意すべきは，骨系

統疾患の中に短指を呈する疾患が多数存在し，他

の徴候が目立たない場合に短指・斜指を主訴とし

て手の外科外来を受診することがある点である．

このような臨床経緯を経験した疾患にはBrachy-

dactylytypeA～E,Trico-rhino-phalangealsyn-

drome,Albrightheredetaryosteodystrophy,

Scheiesyndrome,Geleophysicdysplasia,

Metachondromatosisなどがある．

【治療】治療の目的は整容的改善と機能的改善であ

る．骨延長術・指節骨移行術などは短かい指その

ものの長径を増加させる治療法であり，ものの把

持やつまみ動作の改善が期待できる．これらの手

術を行えない重度の短指には遊離足趾移植術を考

慮する．通常の斜指に対しては矯正骨切り術を骨

幹部または骨端部で行うが,longitudinalbrack-

etedepiphysisに対してはOgden法が推奨され
る．
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Madelung変形に対する手術治療

SulgicalTreatmentfOrMadelungDefOrmity

'名古屋第一赤十字病院整形・手の外科，2愛知県

厚生連昭和病院，3名古屋大学附属病院手の外科

○堀井恵美子'，服部達哉'，岩田佳久2，

馬島雅高3，平田仁3

Madelung変形は特徴的な手関節の変形を呈する

が，その再建方法はまだ確立されていない．当院

で手術的治療を行った11例について，その臨床

像，手術成績を示し治療方法について考察した．

【対象と方法】手術治療を行った11例12手(男性

2，女性9)について，術前後のXp,臨床所見につ

いて検討した．手術時平均年齢は26.8歳（11-57）

で，全例両側手関節変形を示したが，両側手術を

施行したのは1例のみであった．治療方法は，僥

骨骨切十尺骨短縮術を8手，僥骨あるいは尺骨単

独骨切を各1手，僥骨月状骨固定(RL固定)2手

であった．術後経過観察は平均47ケ月である．

【結果】肌固定例を除くと，可動域に関しては，掌

背屈可動域は術前119.から108.,回内外可動域は

125.から123.と変化は見られなかった.RL固定

2例の，掌背屈可動域は術前平均82.5･から67.5。

と約15｡減少した．握力に関しては軽微な増加を

認めたのみであったが，主訴である変形および手

関節痛の改善は全例得られた．榛骨骨切術を施行

した症例のXp上の変化は,radialinclincationは

48.から35.,volartiltは15.から12｡,ulnarvari-

anceは6.6から2.4に改善したが，僥骨月状骨間

関節の変化は遣残してしていた．

【考察】手術により，瘤痛および手関節変形の改善

はみられたが，可動域・握力などの改善は症例に

より異なった．短期的には，レントゲン上の改善

が必ずしも手関節機能の改善にはつながらず，外

傷性の手関節変形に対する治療成績とは異なっ

た．僥骨月状骨間固定後でも，術前すでに可動域

制限が著明であったためか，可動域の減少も大き

くなく，この部位の瘻痛・不安定性が主症状の場

合は，考慮してよい手術方法と考えられた．
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先天性異常手の成長障害に対する遊離脂肪

移植を用いた矯正術

CorrectionSurgerywithFreeFatGraftfOrGrowth

DisordersinCongenitalHandDefOnnities

'済生会山形済生病院整形外科，2山形大学整形外

科

○石垣大介1，荻野利彦2，高原政利2，

菊地憲明2，渡辺忠良2

演者らは先天異常手に伴う成長障害のうち，三角

指節骨やMadelung変形などの骨端線障害に対し

て,Vickersの方法を応用した骨端線切除と遊離脂

肪移植を行ってきた．また骨性合指症に対しては，

癒合部を分離した後の再癒合防止の目的で，分離

部に遊離脂肪移植を行っている．今回これらを行

った症例の成績を報告する．

【対象と方法】三角指(趾）節骨に対し縦走する骨

端線を切除して脂肪移植を行ったのは9例13指で

ある．このうち7例9指では矯正骨切り術をあわせ

て行った．手術時年齢は平均4.9歳であり，術後経

過観察期間は平均3.5年であった.Madelung変形

では2例2肢に対して僥骨尺側縁の骨端線切除と

脂肪移植を行った．手術時年齢は12歳および11

歳，術後経過観察期間は1年および2年であった．

骨性合指症に対し癒合部の分離後に脂肪移植を行

ったのは5例5手である．手術時年齢は平均6.4歳

であり，術後経過観察期間は平均3.2年であった．

【結果】三角指節骨の形態は術後改善し，正常に近

い骨幹部が形成された．骨端線の早期閉鎖により

指偏位が悪化した例はなかった．指偏位角は術前

平均33.8.であったものが経過観察時は20.1.であ

った．Madelung変形の2例では，僥骨遠位の尺側

傾斜角は術後経過観察時8.および4｡の改善を認め

た．骨性合指症の分離を行った例では，5手中1手

で再癒合したが，4手では再癒合を認めなかった．

【考察】三角指節骨やMadelung変形では，縦走す

る骨端線を切除することにより骨端線の傾斜が改

善し，自然矯正が期待できる．この際切除部に脂

肪移植を行うことで骨端線早期閉鎖を回避でき

る．骨性合指症は単純に分離しても再癒合するこ

とが多く治療が難しいが，脂肪移植を併用するこ

とで再癒合の防止に役立つと考えられた．しかし

長期経過中に再癒合する例があり，更に工夫が必

要である．

2-3-31S

前腕・手における骨延長による再建

ReconstructionusingBoneLengthemngintheHand

andForearm

'弘前大学整形外科，2青森市民病院整形外科，

3市立函館病院整形外科

○藤哲'，神裕道'，湯川昌弘'，

坪健司2，中島菊雄3

【目的】骨延長法は，骨欠損ならびに骨の成長障害

に対する治療法の一つとして常に考慮すべきもの

である．前腕・手の成長障害に対する骨延長によ

る再建について，当科の症例を紹介し，その適応，

手技および注意点などについて報告する．

【症例・方法】前腕延長例：多発性骨軟骨腫症（6

例),Madelung変形(1例）外傷後発育障害など
(2例)，榛側列または尺側列形成不全(3例）先天

性切断（1例)，その他（2例）の15例（女10例，

男5例)．手術時平均年齢は9．2（3～17）歳，僥

骨・尺骨同時延長5例，僥骨または尺骨のみ延長

10例であった．1例を除き仮骨延長を行った．指

骨延長例:先天性形成不全7例，腫瘍性疾患1例(男

5例女3例）の計8例14指である．手術時平均年

齢は7.3（2～12）歳，延長部位は全例中手骨であ

り，延長方法は初期の2例に骨移植を行ったが残

り6例では仮骨延長法を行った．

【結果】初期の指骨延長1例を除き目的とする延長

が得られた．多発性骨軟骨腫症の1例で，僥骨頭

の脱臼が再発し初回延長後1年7ケ月後に再延長

を行った．内反手の1例に2度の延長を行った．

【考察およびまとめ】前腕延長の場合，僥骨および

尺骨の長さの不均衡を矯正し，近位または遠位僥

尺関節の適合性を正確に再建することは難しい．

延長中の角度矯正などの追加手技が必要となるこ

とも多い．成長に伴っての変形の再発も問題とな

る．指骨延長では，その指を延長することによっ

て目的とする機能が得られるかどうか，延長部位・

ピン刺入点・延長方向などを含め術前に十分検討

する．成長障害に対する骨延長の成績は概ね良

好であり，特に骨移植を必要としない仮骨延長法

は第一選択となりうる有効な手技と考える．
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小児多発性骨軟骨腫による前腕変形に対す

る手術治療一一変形矯正の効果についての

X線学的検討一

SurgicalTreatmentofForearmDeformitywith

MultipleOsteochondromasinChildren

1北海道大学整形外科，2信州大学整形外科，3長野

県立こども病院整形外科

○石川淳一'’三浪明男'，岩崎倫政'，

加藤博之2，藤岡文夫3

【目的】多発性骨軟骨腫による前腕変形に対して行

った腫瘍切除(Tumorexcision:TE),尺骨延長

(mnarlengthening:UL),radialhemiepiphysio-
desis(RE)の変形矯正効果についてX線学的検討

を行ったので報告する．

【方法】2年以上の経過観察ができた33肢を対象と

した.TEのみを行ったのが14肢,TE+ULが12

肢,TE+UL+REが7肢であった．手術時平均年齢

はそれぞれ7.5歳，9．4歳，9.5歳であった．腫瘍

の存在部位により2つのグループに分類した．

Grouplは腫瘍が尺骨遠位のみに存在し腫瘍の圧

迫により僥骨が弩曲しているもの,Group2は腫瘍

が尺骨および僥骨遠位の両方に存在し，近接して

いるものとした．GrouplはTEのみ:6,TE+UL:6,

TE+UL+RE:3肢であった．Group2はTEのみ:8,

TE+UL:が6,TE+UL+RE:4肢であった.X線学

的計測はulnarshortening(US),radialarticu-

larangle(RAA),radialbowing(RB),carpal

slip(CS)について行い，術前，最終時での変化

を検討した．

【結果】腫瘍切除のみはGrouplではUSで8.3が
6.5％に,RBで10.2が7.6%に改善したのに対し

てGroup2ではUS:5.4が5.8%,RB:6.9が8.0%と

悪化し,RAAは35が43.へ進行していた．尺骨延

長併用ではGroup1,2ともUSの改善を認め，

RAA,RBは不変であった.RE併用例ではRAA,

CSの改善を認めたが，過度に矯正された例を1例

認めた．

【結論】Grouplでは腫瘍切除のみでも変形矯正効

果があった.Group2では腫瘍切除のみでは変形が

悪化する場合があるため，尺骨延長の併用が進行

防止になると考えられた．
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特発性手根管症候群における超音波下正中

神経断面積測定の診断的価値

一第4報:神経伝導速度検査との併用によ

る診断能の改善効果一

UltrasonographicMeasurementofMedianNerve

Cross-sectionalAreaCombinedwithNerveConduc-

tionStudyfOrtheDiagnosisofldiopathicCarpal

TimnelSyndrome

虎の門病院整形外科

○中道健一，立花新太郎，喜多島出

【目的】これまでにわれわれは，特発性手根管症候

群(CTS)において正中神経が腫大し，超音波検

査(US)による腫大の検出が本症の診断に有用で，

その診断能は神経伝導速度検査(NCS)と同等で

あることを報告した(第42,45,46,48回日手会)．

今回,NCSとUSの併用が,NCS単独より診断能

を改善するか否かを検討した．

【対象と方法】臨床的に診断した特発性CTS527(男

73,女454）名754手(40-70(平均56)歳）と同

年代の対照575（男134，女441）名575手を対象

とした.NCSでは運動および知覚神経遠位潜時

(DML,DSL)を測定した.USでは3レベル（手

根管近位，中央，遠位)で正中神経断面積を測定し，

各レベルの腫大を反映し診断能の高い指標として

第46回日手会で報告した3レベルの平均断面積

(MeanCarpalNerveArea,MCNA)を算出した．

各パラメータ単独および併用について，一般的な

臨床検査と同様に特異度が95％となる異常値を定

義した診断基準を設け，感度の比較により診断能

を比較した（x2乗検定；有意水準,p<0.05).

【結果】DML>4.2ms,DSL>3.4ms,MCNA>

11mm2各単独の感度(%)は68,69,67で同等

であった．前二者の併用(DML>4.3msまたは

DSL>3.5ms[注：特異度が95%になるよう異常

値を変更])では感度は71％となったが，改善は有

意ではなかった．三者の併用(DML>4.4msまた

はDSL>3．5msまたはMCNA>12mm2[注：前

同]）で感度は82％と有意に改善した．

【考察】特発性CTSにおいて，正中神経は機能的

(最大伝導速度の低下）にも形態的（腫大）にも変

化するが，本結果は両者の検出が診断能を改善す

ることを示している．診断上問題となるのは，臨

床的にはCTSであるもののNCS上正常（偽陰性）

な場合であるが,USの併用により正診率を改善で

きることが明らかとなった．

【結論】NCSとUSの併用は,NCS単独より特発

性CTSの診断能を改善する．

2-4-2

高分解能MRIを用いた手根管症候群にお

ける手根管内形態変化に関する研究

一手根管症候群患者と中年健常女性におけ

る相違について－

StudyoftheMorphologicalChangesintheCarpal

CanalwithHigh-resolutionMRI:theDifference

betweenCarpalTunnelPatientsandMiddle-aged

HealthyWomen

'筑波大学大学院整形外科，2首都大学東京健康福

祉学部放射線学科

○西浦康正'，原友紀'，吉井雄一'，

新津守2，落合直之’

われわれは手根管症候群症例で高分解能MRIを

撮像し，手指運動による手根管内屈筋腱滑膜およ

び正中神経の動的形態変化について報告してき

た．今回特発性手根管症候群患者と中年健常女性

の手根管部MRIにおける相違について検討した

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特発性手根管症候群症

例(以下，患者群)13例15手，全例女性，年齢51

～77（平均64.2）歳と手のしびれの既往のない中

年健常女性(以下，健常群)15例15手，年齢は46

～59(平均52.5)歳である．MRIは手関節中間位

で47mm径マイクロスコピーコイルを手根管部掌

側に当て撮像した．撮像条件はFOV50mm,スラ

イス厚2.0mm,スライス間隔0.2mmである．手

指伸展位と手指屈曲位で,T2強調像,T2astfeld

echo(FFE)像の手根管の横断像を撮像した．正

中神経と軟性手根管の形態変化の観察および正中

神経の前後径・断面積と軟性手根管面積の計測を

行い比較した．

【結果】軟性手根管面積は2群とも手指伸展時より

も手指屈曲時の方が有意に大きかった．横手根靱

帯の掌側への張り出しは患者群で有意に大きかっ

た．正中神経は健常群では特に伸展時に三角形を

していて，手指屈伸時の形態変化が大きい例が多

かったのに対し，患者群では横長で，形態変化が

小さかった．また，正中神経の最大面積・前後径

は健常群に対し患者群で有意に大きかったが，最

小面積・前後径に2群間で有意差はなかった．

【結語】健常群では手指屈伸に伴う屈筋腱の圧に対

し正中神経は変形して圧を逃れている．患者群で

は屈筋腱及び滑膜の浮腫・肥厚によって正中神経

は常に圧を受ける状態にある上，手指屈伸により

動的圧迫を受け偽性神経腫を生じているものと考

えられる．
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手根管症候群の腱滑膜内血管病変における

tenascin-Cの役割

RoleofTbnascin-CintheVascularLesionof

T℃nosynovialSwellingofCarpalTilnnelSyndrome

'三重大学整形外科，2名古屋大学大学院手の外科，

3鈴鹿回生総合病院整形外科

○辻井雅也1，平田仁2，森田哲正3，

藤澤幸三3，内田淳正’

【緒言】私達は以前より手根管症候群(CTS)にお

ける腱滑膜腫脹のメカニズムについて報告してき

た．その中でCTS腱滑膜の特徴的な病変として小

動脈の増殖性動脈硬化という悪性高血圧等で認め

る病変について述べた．今回,PTCA後の再狭窄

や肺高血圧の際などで発現され,その発生に関与

するtanascin-C(TN-C)の腱滑膜での役割につい

て検討した．

【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．D群の症例は軽微な症状を長

期間認めていたが，症状が急性増悪したものが多

かった．組織学的検討としてHE染色,elastica

vanGieson染色を行った．腱滑膜内のTN-Cは免

疫染色を行い，画像解析にて評価した．

【結果】組織学的に血管壁の中膜と内膜に肥厚を認

め，増殖性動脈硬化が明瞭に示された．TN-Cの免

疫染色で小動脈の血管壁は早期群であるA群での

発現は外膜，中膜内膜の3層すべてで高く，血管

腔は保たれていた．B群でも発現は全層で強かっ

たが，内膜肥厚を認めた.C群では内膜肥厚は著明

であったが,TN-C発現は低下していた．しかし内

膜では比較的明瞭に認めた．またD群ではTN-C

発現が再上昇する傾向であった．結合織でもTN-

C発現は認めたが，各群間で差は認めなかった．

【考察】今回,TN-C発現は病期の進行と関連があ

り，冠動脈，肺動脈での報告と同様にCTS滑膜で

も血管内皮に他の疾患と同様にCTSでも血管病

変に強く関与することが示された．以前MRI用い

た検討でCTS腱滑膜腫脹の程度が，早期の症例で

より強く，夜間痛など自覚症状と相関することを

報告した．これらのことからTN-Cは血管病変の

発生だけでなく,Freelandらが述べたように虚血

を引き起こすことで臨床症状にも関与する可能性

が示唆された．

2-4-4

血液透析手根管症候群患者における横手根

靱帯一ペントシジンからの病態検討一

RelationshipBetweentheLevelsofPentosidineand

theSeverityofCarpaltunnelsyndromewithpatients

UndergoingHemodialysis

'浜松医科大学整形外科，2浜松赤十字病院整形外

科

○大村威夫'，佐野倫生'，澤田智一'，

荻原弘晃'’2，長野昭’

【目的】血液透析患者の手根管症候群(CTS)の横

手根靱帯におけるペントシジン蓄積量は特発性

CTS患者と比較し有意に高値である報告されてい

るが，蓄積量と重症度を比較した報告はない．今

回我々はCTSにおける横手根靱帯のペントシジ

ン測定と電気生理学的検査とを行い，ペントシジ

ン量とCTSの重症度との関係を検討した．

【方法】血液透析CTS患者21例(HD群47-79歳，

平均60.9歳)，特発性CTS患者30名(ID群35-

76歳，平均55.8歳）を対象とした．電気生理学的

検討として，術前に正中神経を手関節で電気刺激

し，短母指外転筋記録での遠位潜時(DML)を測

定した．また手術時に横手根靱帯，手掌腱膜の一

部を採取，加水分解後，高速液体クロマトグラフ

ィー(HPLC)にてペントシジンを測定した．

【結果】HD群における横手根靱帯中のペントシジ

ン量はID群より有意に高値であり，またnML値

と有意な相関を認めた(r=0.897,p<0.0001).一

方ID群ではペントシジン値とDML値間に明らか

な相関を認めなかった．手掌腱膜でのペントシジ

ンとDML値では,ID群,HD群共に相関関係を

認めなかった．

【考察】ペントシジンはadvanceglycationend-

products(AGE:糖化タンパク最終生成物）の一

つであり，血液透析患者の皮膚，靱帯，軟骨など

の種々の組織に蓄積することが知られている．

CTSの病態として，手指屈筋腱腱鞘の浮腫，肥厚，

滑膜炎が指摘されているが，我々の検討より，血

液透析患者においては滑膜炎のみならず，ペント

シジンの蓄積による横手根靱帯の弾力性の低下，

肥厚が,CTS病態に深く関与することが示唆され

た．

【結語】血液透析患者ではペントシジンの蓄積が

CTSの病態に深く関与していた．
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透析性頚椎症手術例における手根管症候群

合併の臨床的検討

CarpalTunnelSyndromewithSpondyloticCervical

MyelopathyofLong-termHemodialysisPatient,

PostOperation

'名古屋第二赤十字病院整形外科，2名古屋大学手

の外科学，3前田整形外科クリニック

○馬渕まりえ'，佐藤公治'，平田仁2，

前 田 登 3

【目的】長期透析患者が手指の蝉れを主訴として外

来を受診する原因として，透析性頚椎症と手根管

症候群が挙げられるが，実際にはその両者を合併

している事が多い．今回，長期透析に伴う透析性

頚椎症に対して手術を行った症例のうち両手の輝

れを訴えている者を対象として，手根管症候群の

合併について検討した．

【症例および方法】両手の淳れを主訴として来院

し,Xp,MRI,臨床症状，脊髄造影にて透析性脊

椎症に伴う頚髄症と診断，2000年1月～2006年

5月の間に手術を行った69例(女性21例，男性48

例，手術時の年齢は48～75歳，平均年齢60.8歳，

透析期間は8～33年，平均透析期間22年）を対

象として，手根管症候群の合併の有無，手根管症

候群の手術治療の有無とその時期，頚椎術後の経

過（日本整形外科学会頚髄症治療成績判定基準に

よる）を調査した．また，画像と臨床症状から脊

髄の障害高位を調査した．

【結果】頚椎手術前に手根管開放術を行っており，

頚椎術後に手根管開放術を行っていない症例は28

例(41.2％)であった．頚椎手術後に手根管開放術

を行った症例は17例（25.0％）であり，うち8例

(11.8％）は頚椎術前にも手根管開放術を行ってい

る症例であった．手根管症候群の合併を認めるも

のの主病変は頚椎であると判断し，頚椎のみ手術

を行い症状が軽減した症例を4例（5.9％）認めた．

また，頚椎手術により手の源れが軽減し，手根管症

候群の合併も認めなかった症例は19例(27.9％)で

あった．頚椎術後に手の陣れが残存したため手根

管開放術を要した症例は25％であった．

【考察】頚椎症と手根管症候群が認められる場合に

は手根管症候群から手術すべきであるとの報告も

ある．しかし，長期透析患者における両手の溥れ

では，頚髄症が主病変であるものも多く認められ

るため神経所見を吟味して治療にあたる必要があ

る．

2-4-6

手根管症候群の外科的治療における自記式

QOL評価法(DASH,CTSI)と神経伝導速
度の関連性

RelationshipbetweenselfassessedQOLevaluation

(DASH,CTSI)andNerveconductionstudiesin

follow-upofSurgically-TreatmentCarpalTunnel

Syndrome

l信州大学整形外科，2諏訪赤十字病院，3塩川病院

○伊坪敏郎'，内山茂晴'，百瀬敏充2，

安富隆3，加藤博之’

【目的】手根管症候群(CTS)に対する手術治療前

後における自記式QOL評価法(quickDASH,

CTSI)と正中神経伝導速度検査との間に関連性が

あるのかを検討する．

【対象】2005年1月から2006年7月に試行したCTS

に対する手術症例92名116手のうち，手根管開放

術前および術後3カ月におけるCTSI,quick

DASH,神経伝導速度(MDL･SCV)を全て計測

し得た45例を対象とした．男性8例女性37例，平

均年齢64.8歳（21－86歳）であった．

【方法】対象全員にCTSI日手会版のsylnptom

score(SS)とfhnctionalscore(FS),quickDASH,

正中神経伝導速度(MDL,SCV)を術前，術後3カ

月に調査した．正中神経伝導速度の値はPaduaの

分類（1997）を参考にして5段階に重症度分類し

た．それぞれの計測法について，反応性をStan-

dardizedresponsemeans(SRM)とEMctive

size(ES)で評価し，術前術後の変化量の相関係

数を評価法問で求めた．

【結果】反応性(SRM/ES)はそれぞれCTSI･SS:

-1.01/-1.09,CTSI･FS:-0.78/_0.75,quick

DASH:-0.63/-0.62,MDL:-0.72/=0.52,Padua

分類:-0.87卜1.44であった．自記式評価法と正中

神経伝導速度との間に強い相関関係は認められな

かった（相関係数0.4以下)．

【考察】自記式評価法と正中神経伝導速度検査のど

ちらも高い反応性が認められたが，それぞれの問

に強い相関関係は認められず,CTSを別の観点か

ら評価していると思われた．自記式評価法に加え，

神経伝導速度検査も行うことによりCTS治療の

多面的評価が可能である．
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高齢者手指屈筋腱滑膜炎の病因論の検討

ClinicalReviewofTbnosynovitisoftheFlexorsin

Elders

熊本整形外科病院

○田嶋光

【目的】近年高齢者の片側性に，前腕遠位から手掌

までの手指屈筋腱滑膜炎による手指運動痛・運動

障害，手根管症候群を主徴とした例を散見する．病

因として加齢労作性では説明できず,RA'性手関

節単関節炎の随伴症状や何らかの代謝障害を背景

としており，屈筋腱滑膜切除，手根管開放により

軽快している．自験例から臨床的特徴，治療法，病

因論について検討する．

【対象・方法】この2年間で多発し，年齢は59歳

から86歳，男5例女13例，右7手左10手両側1

例の18例19手で，女性に多発し片側性で全例屈

筋腱滑膜炎の症状と手根管症候群を示した．X線

上Steinbrockerのstage分類では1:13手2:4手

3：2手で,MRI施行例15手中屈筋腱滑膜炎14手

手関節炎11手,CRP上昇12/18例,RF陽性1/18

例，滑膜炎の活動性を示すMMP-3陽性7/10例，組

織所見は15手中3手がRAの所見で他は非特異性

滑膜炎であった．

【結果】症状が軽いか軽快傾向の3例を除き，前腕

遠位から手掌部MP関節部までの滑膜切除とA1

pulley切離を行った．正中神経症状は1例を除き

軽快し，全例で手指運動障害・運動痛も改善した

が，長期経過例では改善が悪く2例は前腕での滑

膜炎が遷延した．

【考察】病因論として，1群：確定したRA2例,2

群：関節症に随伴した2例，3群：炎症所見軽度で

手関節炎の無い6例，4群:炎症所見が強く手関節

炎合併例6例および5群：コントロール不良の糖

尿病に合併した2例の5群に大別した.RAとは区

別すべき加齢，女性を背景とした何らかの代謝異

常を病因として考えた．
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腱鞘炎組織のCycIooxygenase-1(Cox-1)
の発現

TheExpressionofCyclooxygenase-1(Cox-1)inthe

PulleyofTriggerFingers

'藤田保健衛生大学第二教育病院整形外科，2仁科

整形外科

○寺田信樹'，山田光子'，仁科哲雄2

【はじめに】腱鞘炎の発症にはovemseなどの機械

的刺激が重要な要因になっていることは周知のこ

とであるが，その機械的な刺激から発症に至るメ

カニズムは不明である．我々はこれまでに細胞接

着分子の一つであるE-selectinに着目し，バネ指

腱鞘での発現状況を研究してきたが，今回

cyclooxygenase-1(Cox-1)の発現を酵素組織学的

手法を用いて検討した．

【対象および方法】バネ指手術の際に切除したA1

プーリーを用いた．手術時に採取したA1プーリー

26検体を腱鞘炎群として評価した．一方，2例の

別件手術の際，必要に迫られ切除したA1プーリー

を正常群として比較検討した．採取した腱鞘は

10%Formaldehydeで固定後パラフィン包埋し連

続切片を作成した.Hematoxylin-Eosin(HE)染

色,Cox戸1染色を行ない光学顕微鏡下に観察した．

【結果】正常群のA1プーリーは薄い結合組織で構

成されており，その組織のどの部分にもCox-1陽

性細胞は認められなかった．腱鞘炎群のA1プーリ

ーは厚く肥厚しており，腱鞘の中層部にCox-1発

現が認められ，強く発現している例ではCox-1陽

性細胞の細胞塊を形成していた．

【考察】Cox-1の発現部位は腱鞘の中層に強く，こ

の結果はその発現部位からも発症要因との因果関

係が強いと考えられる．Sampsonらはバネ指腱鞘

の病理組織学的研究からその病態を変性による化

生であると結論付けたが，それだけでは,NSAID,

ステロイドなどの薬物有効性を説明できない．今

回明らかになったCox-1の発現は，腱鞘内部の炎

症・腫脹の根拠となり，薬物有効性と作用機序の

裏づけとなり，発症機序の解明につながるものと

考えられる．
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PAPulleyの重要性
ImportanceofKnowledgeaboutPAPulley

埼玉成恵会病院・埼玉手の外科研究所

○児島忠雄，平瀬雄一，福本恵三，

岩瀬わかな，金田藤香

【目的】1983年,MaskeがA1puneyの中枢側の

Palmaraponeurosispulley(以下PApulley)の

解剖学的研究を行った結果を報告し，その後，

Doyleが詳細に述べているが本邦では，その存在

について注目されていない5PApUlleyは，ばね指

の原因となることもあり,Dupuytren拘縮にも関

係する．その存在と病的意義についての認識は必

要であり，演者らが経験した症例をもとにPA

pulleyの重要性を述べる．

【対象と方法】2004年9月からPApulleyに原因が

あり，手術を行った症例は13例，うち2例は他病

院でA1pulleyのみの切開手術が行われていた．男

3例，女10例，50～73歳，中指12例，環指1例

であった．経過観察中の4例がある．ばね指を合

併した手掌部のDupuytren拘縮が3例に見られ，

手術を行った2例でPApulleyの関与を確認した．

指屈曲拘縮を呈するDupuytren拘縮においても

A1pullyばかりでなくPApulleyの形成に関与す

る手掌腱膜のverticalfibersであるLegueu-

Juvarasepta(以下SLJ)のcord化を5例に認め
た．

【結果】PApulleyが関係するばね指はA1pulley

の部のみに原因があるものに比較して，経過観察

中の症例を含めて，ステロイド・局麻剤の腱鞘内

注射が有効でなく再発する傾向が多い．手術を行

った症例の結果は良好である.Dupuytren拘縮の

手術の際も,PApulleyとcord化したSLJを切離

することにより,MP関節の拘縮の解除が得られ

る症例がある．

【考察】ばね指の診断に際しては,PApuneyの存

在を念頭において，ばね現象を起こす部位を注意

深く確認し，手術の際もPApulleyの肥厚が認め

られた場合は，切 離 を 行 っ た 方 が よ い ．

Dupuytren拘縮手術の際もPApulleyとともに，

関係するSLJに注意を払う必要がある．
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A2腱鞘でのバネ指

SnappingFingerinA2Pulley

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，

亀田雅博

狭窄製腱鞘炎が悪化し，指の屈伸に際してバネ現

象を生じたものはバネ指と呼ばれる．バネ指は普

通A1腱鞘に発生するため，投薬と安静で改善し

なければ同部にステロイド注射をする．それでも

改善しなければ手術療法となる．当然手術では

A1腱鞘の切開術をすることになるが，それでも

バネ現象が改善しなければ，次は手掌腱膜

(palmarpulley)を切開することになる．しかし
これでもバネ指が続いたとすればA2腱鞘という

ことになるが，もしこれを切開すれば屈筋腱は浮

き上がり重大な障害が残ってしまう．A2腱鞘で

のバネ指はA1腱鞘でのバネ指と症状は全く同じ

である．特に腱鞘炎症状が強い時期には区別する

ことは全く困難である．当院では最近5例のA2腱

鞘でのバネ指を経験したので報告する．

【症例】男性4例女性1例，示指3例中指1例環指

1例．男性4人は全例50歳以上で平均54,5歳で，

仕事でも趣味でもパソコンのマウス操作を1日中

していた．女性の1例は74歳で右環指で三味線を

急激に練習していた．このうち手術は2例に施行，

3例はケナコルトを腱鞘内に注射して改善した．

男性の手術例ではA1腱鞘と手掌腱膜を切開した

後にA2腱鞘であることに気づき，手掌からPIP関

節部まで皮膚を展開して,A2腱鞘に切れ込みを入

れて腱鞘内腔を拡大した．既に切開してしまった

A1腱鞘はゆるめに再縫合し，術後3日からリハビ

リを施行した．

【考察】A2腱鞘でのバネ指はA1腱鞘と全く同じ症

状であり，近位指皮線の深部でバネ現象があるた

めMP関節を含めて指の屈曲伸展をさせてしまう

と触診が困難である．そこでMP関節を伸展位で

固定して末梢を屈曲伸展させ，側方から観察する

と腫隆がA2腱鞘を通過するのが観察でき触診も

容易となる．A2腱鞘は最も重要な腱鞘であり，的

確な診断が重要で保存療法が望ましいと考える．
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ばれ指に対するトリアムシノロン注入量の

検討

ADoseResponseStudywithTriamcinolone

AcetonidelniectionfOrThiggerFinger

日本大学整形外科

○山口太平，長岡正宏，永井多賀子，

龍順之 助

【目的】ばね指に対し10mgと4mgのトリアムシノ

ロン注入療法を行い，その再発までの期間を検討

した．

【対象と方法】症例は2000年5月より2006年5月

までの6年間に当科で，ばね指に対しトリアムシ

ノロン注入を行った323例のうち，注入量が10mg

と4mgであった226例286指である．性別は男性

64例，女性162例であった．罹患指は母指134例,

示指27例，中指91例，環指58例，小指10例で

あった．注入時年齢は33歳から93歳で，平均61.6

歳であった．薬剤はトリアムシノロン10mgと1%

リドカイン1.5ml(10mg群),またはトリアムシ

ノロン4mgと1%リドカイン1.5ml(4mg群）を

使用した．刺入部位は手掌指節皮線で，注入部位

はA1pullyである．経過観察期間は1ヵ月から51

カ月で平均15.7カ月であった．発症から初診まで

は2週から120カ月で平均5.7カ月であった．年齢，

罹患指，性別で両群に有意な差はなかった．

【結果】10mg群は139例で，再発は40例(28.8%),

2回の再発は16例（11.5％）であった.4mg群は

147例で，再発は37例(25.2％)，2回の再発は11

例（7.5％）であった．手術が必要となった症例は

10mg群で9例(6.5%),4mg群で8例(5.4%)で

あった．再発までの期間は,10mg群で平均5.3r

3.7ケ月,4mg群で平均5.7±3.1ケ月であり，注

入量の違いで有意な差は見られなかった．

【結語】ばね指に対しトリアムシノロン注入療法を

行い，注入量の違いで再発に差がないか検討した．

10mg群と4mg群で再発率と再発までの期間に有

意な差は見られなかったことより，トリアムシノ

ロンの注入量は4mgで十分であると考えられた．
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母指の狭窄性腱鞘炎における鏡視下腱鞘切

開手術の有用性

EndoscopicTbndonSheathReleasefOrTrigger

Thumb

'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束京都済生会中央病院整形外科，

4杉村記念病院整形外科，5麻生整形外科クリニッ

ク

○仲尾保志1，堀内行雄2，亀山真3,

内田和宏4，麻生邦－5

【目的】狭窄性腱鞘炎に対する内視鏡手術は，その

低侵襲性から徐々に普及しつつあるが，母指への

適応は，その解剖学的特性から慎重な意見も少な

くなかった.今回我々は，母指手術例を分析し，技

術的な問題点や有用性について検討した．

【対象と方法】これまで行った鏡視下腱鞘切開手術

は671例1015指であり，そのうち母指は247例(女

163,男84）262指（26％）で，手術時年齢は平

均52.4歳であった．初診時，弾発現象は223指，

A1pulleyの圧痛は238指,IP関節の拘縮は55指，

糖尿病の基礎疾患を96例に認めた．手術は,A1

pulleyの前後2カ所に数mmの皮切を加え,side

windowを有したcannulaを腱の直上に挿入し，鏡

視下にフック型メスで腱鞘切開を行った．

【結果】母指は，最初のCannnla挿入で良好な視野

が得られる確率は136指(52％）で他の指(74％）

に比べて少なく，プロービングによっても視野が

確保できずcannulaを再挿入したものは57指(22

％）あったが，最終的に直視下への変更を要した

ものは3例であった．術後，創は4-7（平均5.1）

日で閉鎖し，弾発現象は全例で消失，指の拘縮は

2例を除いて改善し，早期のADL復帰が可能であ

った．合併症は，一過性の指の溥れが3例あった

のみで，神経や血管，腱断裂は認めなかった．

【考察】母指は，解剖学的特性から，良好な視野を

確保するために手技上の慣れを要するが，高い確

率で施行可能であることがわかった．また心配さ

れる指神経損傷も，母指を最大外転位に保持し皮

切部位を正確にとることで回避できると思われ

た．従来の直視下の手術に比べ，侵襲の軽減や創

の早期癒合がもたらすメリットは大きく，母指に

も積極的に応用されるべき手術と考えている．

－S175－
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弾発指母指以外の小児弾発指の治療成績

TriggerFingerinChildren

'信州大学整形外科，2長野県立こども病院整形外

科，3諏訪赤十字病院整形外科，4波田総合病院整

形外科

○塩澤律'，加藤博之'，藤岡文夫2，

内山茂晴3，杉本良洋4

【はじめに】母指以外の小児弾発指における保存治

療の効果，屈筋腱破格の頻度，手術方法と適応な

どに関しては意見の一致は得られていない．これ

らを明らかにする目的で以下の調査を行った．

【対象と方法】母指以外の小児弾発指28例40手53

指を対象とした．治療開始時年齢は生後1カ月か

ら9歳(平均1歳8カ月）であった．両側罹患は11

例で，複数指罹患は13例24手であった．指別で

は示指5手，中指33手，環指11手，小指4手であ

った．重症度分類はI型（腫瘤型）1指,II型（自

動弾発型）28指,III型（他動弾発型)17指，Ⅳ

型(強直型)8指であった．治療法別内訳は，経過

観察のみ23指，装具あるいは両親による徒手的他

動伸展19指，手術20指であった．手術方法は，ジ

グザグ皮切でA1pulley全切除術を行い，その後に

A1pulley近位あるいは手関節部で屈筋腱を近位

に引き，指の完全屈曲が得られない場合はA2

pulleyの部分切除を行なった．治療開始から調査

までの期間は2～18年（平均5年3カ月）であっ

た．調査時に指の自動可動域に制限がなく揮発現

象を認めなければ治癒とし，重症度分類が軽症型

に移行した場合は改善とした．

【結果】調査時の評価は，治癒45指，改善2指，不

変6指であった．治療法別成績は，経過観察のみ

では不変56％，改善9％，治癒35％であった．装

具or徒手他動伸展では，不変27%,改善10%,治

癒63％であり，手術では治癒100％であった．手

術所見では腱の局所的紡錘状肥厚が全例で認めら

れたが，腱の解剖学的破格は見られなかった．

【考察】装具あるいは徒手他動伸展などの保存治療

は効果が期待できるが，Ⅲ型，Ⅳ型においては最

終的に手術治療を要した．手術では従来報告され

ている浅指屈筋腱の中節骨付着部の破格や分岐異

常は認めなかったが，60％の例でA2pulleyの部

分切除を要した．

z-4-14

NaturaIHistoryofCongenitalTTigger
Thumb

DepartmentofOrthopedicSurgery,SeoulNational

UniversityCollegeofMedicine,Seoul,Korea

○GooHyunBAEK,HyunSikGONG,

MoonSangCHUNG,JiHyeungKIM

Purpose:Congenitaltriggerthumbisarelatively

uncommonconditionshowingnexiondefOrmityof

theinterphalangealjointandNotta'snodule.The

treatmentremainscontroversial.Ouraimisto

analyzethechangesoftheflexiondefOrmityand

eventuallytocomprehendthenamralhistoryof

congenitaltriggerthumb.

MaterialsandMethods:Weretrospectively

reviewed73thumbsin55patients.Thedateoflst

visitrangedfromAprill994toMarch2004・Patients

diagnosedashavingcongenitalmggerthumbattheir

firstvisitwerefbllowed-upwithoutspecificmanage-

mentslikepassivestretcmngorsplinting.Thedegree

ofHexiondefOrmitywasmeasuredregularly・Thirty-

onecaseswerebilateral,andtherightthumbwas

involvedinl5casesunilaterallyandtheleftin9

cases・

Results:Of73thumbs,45thumbs(61.6%)showed

completedisappearanceofthenexiondefOrmity.The

meantimefromtheinitialvisittoresolutionwas

47.9months.Inremaining28thumbswithout

spontaneousresolution,theflexiondeformity

improvedin20thumbs(71.4%)atthefinalfOllow-

up.Theamountofimprovementwasstatistically

greaterinthefirst4yearsoffOllow-up・Afterwards,

therewerenosignificantdifrerencesinthechanges

oftheflexiondefbnnity,butadecreasingpatternwas

observed.

Conclusion:Weobservedcompletespontaneous

resolutionoftheflexiondefbr皿tyinmorethan60%

ofpatientswithcongenitaltriggerthumb.When

spontaneousresolutionwasnotachieved,thenexion

deformityshowedanimprovingpattern.Incon-

genitaltriggerthumb,webelieveAlpulleyrelease

seemstoberarelyindicated.
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2-4-15

深部組織に至る手部咬傷の手術的治療経験

InfectionofDeepLayersofHands

岡山済生会総合病院整形外科

○三輪啓之，今谷潤也，雑賀建，

近藤秀則

【目的】手部咬傷で深部に至る創の場合であって

も，早期に適切な治療を行うことで症状の軽快が

得られることも多い．しかし，安易な初期治療な

どでタイミングを逃すと重症化し大きな機能障害

を残す．今回，当科で加療した手部挫創のうち深

部組織に至る手部咬傷症例について創の種類，治

療方法，予後などについて検討したので報告する．

【対象および結果】1996年7月から2006年10月

までの当科で手術的に加療を行った手部深部感染

症例は42例(男性27例，女性15例)，手関節2例，

手背3例，手掌部2例，指35例であった．このう

ち咬傷は19例で，創の深度は腱筋肉(2例)，関

節内（5例)，骨髄内（12例）であった．5例は受

傷後直接当院を受診し緊急手術となったが，3例

が受傷24時間以降初診，他の11例は他医にて十

分な初期治療が行われずに当科を受診した症例で

あった．起炎菌の特定では，外傷ではS.aureusの

割合が高かったが，咬創では多岐にわたった．治

療法としては，徹底したデブリードマン，洗浄，ド

レナージを行った後，集中的なリハビリテーショ

ンを施行した．成績不良例のうち1例はcentral

bandが消失しており，ボタンホール変形残存,1

例は術後CRPSを呈し,manipurationを3回要し
た．

【考察】深部組織に至る手部咬傷は初期治療が不十

分となり，深部感染を発症する症例が多くみられ，

深部にまで達した汚染巣がドレナージされ得なか

った可能性が示唆された．また起炎菌も多岐に渡

り，適切な抗生剤治療が行われにくかったことも

要因として考えられた．したがって，感染を防ぐ”

ためには，創の大きさに関わらず，深部感染の可

能性を考慮しつつ，早期に十分なデブリードマン

およびドレナージが重要であると考えられた．

2-4-16

化膿性肘関節炎に対する筋弁移行術の治療

成績

OutcomeoftheMuscleTiansferfOrthelnfectious

arthritisoftheElbow

山口大学大学院整形外科

○重冨充則，村松慶一，小笠博義，

吉田佑一郎，大野晃靖

【目的】化膿性肘関節炎に対する筋弁移植術の有効

性につき，治療成績を検討したので報告する．

【方法】対象は化膿性肘関節炎に対して筋弁移植術

を行った6例6肘．男性3例女性3例．手術時年齢

は53歳から70歳．経過観察期間は，6カ月から7

年である．原因は，人工肘置換術後感染2例，肘頭

骨接合術後感染3例，頚髄損傷四肢麻痒患者の褥

瘡1例であった．原因菌は6例中5例がMRSAで

あった．使用した筋弁は，広背筋4例，腕僥骨筋2

例．手術は，当科で施行したTEA術後の1例では，

早期に発見しMRSA感染でなかった為人工物の

抜去無しに，病巣掻爬と一期的な広背筋皮弁の有

茎移行術を行った．他院から紹介のTEA術後感染

例は,MRSA感染であったことから掻爬と抗生剤

セメントビーズ挿入術後に二期的に広背筋皮弁の

有茎移行術を行った．骨接合術後感染の3例は，全

例MRSA感染であり感染性偽関節部を切除し，肘

関節切除関節形成術に筋弁(広背筋2，腕僥骨筋1）

移行を行った．頚髄損傷四肢麻痒例は,MRSA感

染であり切除関節形成と腕僥骨筋移行術を行っ

た．

【成績】6例中5例は感染の鎮静化が得られ長期経

過も感染再発は認めないが，頚髄損傷四肢麻漉例

は筋萎縮が著明で筋体量が不十分であった為か感

染の鎮静化が得られず，他部位からの遊離筋移植

も筋萎縮のため選択できず上腕切断に至った．

【結論】化膿性肘関節炎に対する筋弁移植術は，感

染鎮静化の面では有用である．
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2-4-17

上肢に発症した壊死性筋膜炎の臨床経過と

予後

ClinicalCourseandResultofNecrotizingFasciitis

inUpperExtremity

'日本赤十字社和歌山医療センター整形外科，

2日本赤十字社和歌山医療センター集中治療部

○麻田義之'’百名克文'，玉置康之'，

栗山新一'，辻本登志英2

【目的】壊死性筋膜炎は治療に難渋する重篤な感染

症であるが，上肢の報告例は稀である．今回，手

部の外傷や感染から発症した上肢壊死性筋膜炎の

経過，治療および予後に関して調査し，考察を加

え報告する．

【対象および方法】対象症例は2000～2006年に当

院で加療した7例（男5，女2)，年齢は平均62歳

(47～76）である．これらの発症機転と当院受診

までの経過，当院での治療経過，予後について調

査，検討した．

【結果】発症機転は，手部の軽微な外傷5例，手指

阻血性壊死からの感染2例であった．5例が他施設

からの紹介であり，発症から当院搬送または受診

までは2～10日（平均4.7日）であった．5例が

入院時には既に敗血症合併の重篤な状態であっ

た．治療は，多剤併用の抗生剤投与と，一期的肩

関節離断術1例，一期的肘関節離断術1例，初回洗

浄十デブリードマン施行後に感染が拡大したため

の肩関節離断術2例，洗浄十デブリードマン3例で

あった．全例，救命には成功したが，患肢温存に

成功したのは3例で，内2例は上肢の機能障害を残

した.起因菌は,A群溶連菌2例,B群溶連菌1例，

MRSA1例,Aeromonashydrophlial例，

Enterobacterl例,Enterobacter+E.colil例で

あった．

【考察】今回の経験から，上肢の壊死性筋膜炎の治

療に関して，以下の教訓を得た．・発症機転は軽

微だが進行が早く，初期治療の遅れが重篤な全身

状態の悪化をもたらす，・外科的処置の際，外観

上の病変部位より，かなり広範囲なデブリードマ

ンが必要である，・発症後時間が経過し，病変が

肘関節より近位に及んでいる場合は，救命のため

一期的切断が望ましい，・集約的な全身管理を必

要とし，集中治療部医師との連携が不可欠である．

－S178－



2-4-18L

LimbSizeDifferences-differentialDiagnosis:

FewerthanTbn-patternRecognitioninUpperLimbMalformation

○MarybethEZAKI

T℃xasScottishRiteHospitalibrChildren,Dallas,TX,USA

Thedifferentialdiagnosisoflimbsizedifferencesduetovasculal･

andneurologicetiologiesandtumorousconditionswillbereviewed.

Iwillbeginwithadiscussionofsymmetryandasymmetryinthehuman

bodyandlimbs.Theremainderofthelecturedealswithlimbsthatare

abnormallylargeorabnonnallysmall,andwhetherthetissueisnormal
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2-4-19

欠指症の形態と機能再建

FunctionalRestorationofCongenitalOligodactyly

Hand

東京慈恵会医科大学形成外科

○栗原邦弘，武石明精，宮脇剛司，

牧野陽二郎

【目的】欠指症はほぼ正常範囲の指運動機能を持つ

1指列欠損から浮遊型の2指，あるいは1指と，更

に全指を欠く多くの形態をみる．個々の形態と残

存機能，発育能を考慮した治療法を選択した結果

について報告する．

【結果】裂手症，合短指症，絞掘輪症候群末梢形成

障害の指欠損例を除く，長軸形成障害の欠指症37

例中低形成（浮遊指型を含む）2指と1指型は4症

例であった．症例1．尺側列形成障害，2指型．尺

側短縮転位に対して創外固定延長器を用い手関節

の脱臼を矯正後に浮遊指は腹部有茎皮弁で増大制

動術を行った．固定肢としての機能に加え，側方

ピンチの再建を行った．症例2．尺側列形成障害1

指型．固定肢として使用し，更なる外科治療は希

望していない，症例3．合指2指型．合指分離し側

方ピンチならびに固定肢として使用している．症

例4．浮遊1指型，僥側列形成障害．肘関節屈曲拘

縮に対し軟部組織延長，創外固定延長器による肘

関節伸展の後に浮遊指固定術を行った．対立装具

を用いピンチ動作訓練を行った．本症例は協調性，

理解力が高く4歳から筋電電動義肢装用開始し，

活発な園児活動を得た．個々の症例に対してのク

リニカルパスと成績について報告する．

2-4-20

母指化術例の検討

FollowupStudiesofthePolicizationofCongenital

ThumbHypoplasia

東京慈恵会医科大学形成外科

○栗原邦弘，武石明精，宮脇剛司，

森克哉

【目的】母指形成不全Blauth分類Ⅳ,V型14症例

の治療成績から術式の検討を行った．

【結果】母指形成不全14症例15手の母指化手術は

1歳から6歳，平均2.96歳に行った．男8例，女

6例であった.Blauth分類はIII-b型;2手，Ⅳ型；

9手,V型;4手に行った．術式はGramucko法に

準じた示指移行とBlauth法に準じた腱再建を用

いた．更に母指対立運動再建にHuber-Littler法に

よる小指外転筋移行術を2例に追加した．

【考察】母指化手術の注意点として再建母指の対立

方向とCM関節形成が強調されている．しかし，移

行する多くの示指ならびに中・環・小指は本来の

DIP,PIP,MP関節の運動域を欠くために再建母

指と指先ピンチ能を得る難しさがある．したがっ

て，再建母指との指腹ピンチを再建することとな

る．このために，移行する示指の中手骨を短くし

たCM関節再建では指腹ピンチも獲得されないこ

とがある．また，再建母指と小指の指先ピンチに

十分な運動域を欠落するか否かの術前評価が重要

である．日本手の外科学会評価基準とADL動作の

比較により，母指化術の要点について報告する．
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2-4-21

長軸形成障害の手関節形成について

WristJointPlastyfOrLongitudinalDeficiencies

東京慈恵会医科大学形成外科

○西岡弘記，宮脇剛司，武石明精，

栗原邦弘

【目的】榛側列形成障害，尺側列形成障害にみられ

る内反手，あるいは外反手変形の機能再建として

centralization,radializationとして手関節固定が

行われている．これら長軸形成障害は肘関節屈伸

運動，前腕回内外運動，手関節屈伸･榛尺屈運動，

さらには各指運動制限を伴うことが多い．これら

の合併症を考慮し，個々治療方針が求められる．手

関節形成を行った16症例について検索し，それぞ

れの適応について報告する．

【結果】手関節の長軸方向の短縮を伴う脱臼変形に

対し，創外固定延長器を用い長軸延長を行った後

にcentralizationを行う．施行年齢は1歳から6歳，

平均3歳であった．その内の6例はさらに母指化術

を行った．したがって，創外固定延長器は第3中

手骨と榛骨にhalfpinを刺入し装着した．手関節

固定は1例，15例は腱性制動術であった．榛側よ

り形成障害では身体発育に伴い尺骨の榛側弩曲変

形，長軸発育遅延に加え手関節の脱臼再発がみら

れるため成長完了年齢まで全例外固定矯正装具の

装用を行っている．

【考察】radializationは内反手変形再発を予防する

手関節形成として効果を期待されるが，長軸発育

に伴う変形がみられる．肘関節運動能によって手

関節固定の適否が判定されるが，低形成肢の機能

維持として手関節固定に代わり腱性制動術を選択

している．16症例の経過につき報告する．

2-4-22

巨指症に対する骨端線閉鎖術の成長抑制効

果の検討

ResultsofEpiphyseodesisfOrMacrodactyly

'名古屋大学手の外科学，2名古屋第一赤十字病院

整形外科，3あいせい紀年病院整形外科，4掛川市

立総合病院整形外科

○篠原孝明1，堀井恵美子2，鈴木正孝3，

洪淑貴4，平田仁’

【はじめに】巨指症に対する長軸成長抑制手術とし

て，関節固定術，骨端線閉鎖術などがあげられる．

今回我々は骨端線閉鎖術の成長抑制効果を手術手

技による違いに注目して検討した．

【対象および方法】骨端線閉鎖術を行い，1年以上

経過観察可能であった8例（男性4例，女性4例）

を対象とした．手4例5指（指節骨9，中手骨2)，

足4例4趾（指節骨3，中足骨1）に骨端線閉鎖術

を行った．指別では，母指2，示指1，中指1，環

指1指，第1趾2，2趾1，3趾1趾であった．手術

手技は，骨端線を尖刀やKwireで損傷させる手技

(D群）を9指節骨,2中手骨に，骨端線を切除し

てピンニングする手技(P群）を3指節骨,1中足

骨に行った．手術時平均年齢は3歳8カ月（5カ月

～8歳4カ月)，経過観察期間は平均4年10カ月（1

年10カ月～12年2カ月）であった.Barskyの

progressivetypeがD群で64%,P群では75%を

占めていた．骨成長の評価はX線正面像において

術直後と最終評価時の骨長を測定し，1年間あた

りの骨の成長率(成長量/骨長）を算出して，健側

と比較した．

【結果】D群における1年間の平均成長率は，患側

11.2％（6.6～19.8％)，健側10.1％（4.4～18.2

％)で,P群は患側5.8%(2.5～11.6%),健側10.5

％（6.7～15.3％）であり,P群で骨成長が強く抑

制されていた．

【考察】巨指症は症例により過成長の程度は様々で

あるが,P群はprogressivetypeの割合がD群よ

り高率であるにもかかわらず，骨成長の矯正が良

好であった．骨端線を尖刀などで損傷させる手技

は効果が不十分であり，確実な骨端線切除を行う

べきと考えた．
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ResultsofSingleStageReductionProcedureforMacrodactyly

○Poong-'IhekmM',In-hoJEON',荻野利彦2
'Dept.ofOrtho.Surgery,SchoolofMed.,KyungpookNationalUniv.,Daegu,Korea,

2Dept.ofOrtho・Surgery,SchoolofMed.,YamagataUniv.,Japan

PurpoSe:Theresultsofsinglestagereductionprocedurefbrmacrodactylyarereported.

Method:Alateralzigzagskinincisionontheconvexsideoftheaffecteddigitswasused.

Thedistalandconvexsideofthenailwereremovedinadditiontosubcutaneousfattytissue.

Inordertocorrectthelengthofthedigit,resectionofthedistalpartofthetem血alphalanx

andresectionofthedistalinterphalangealjoint(DIP)combinedwitharthrOdesiSoftheDIP

jointorangulationosteotomyofthemiddlephalanxwereperfonned.Inordertonarrowthe

digit,defattingandresectionoftheenlargeddigitalnervewerepelfOrmedonthesideofthe

digitcombinedwithresectionoftheskinwheretheresectednerveinnervated・Fourpatients,

4hands,6macrodactylydigitsweretreatedwithaboveprocedure・TheindexEngerin4

cases,thenddlefingerinlcase,andthethumbinlcase.Theageatinitialsurgerywas9

years,14years,18yearsand39years.ThefOllow-upperiodwas8years.

Results:Atfbllow-up,lengthofthedigitswascorrectedsatisfactoryinall.Thickemngof

thedigitsstillremainedbutsignificantcosmeticimprovementwasachievedinallcases.

Satisfactorythicknesswasachievedinalldigits.Therewasmildsensorychangeinasmall

areaononesideofthedigit,howevertherewasnosensorychangeonthepulpofthefinger

tip.

Conclusion:SatisfactoryresultsofsinglestagereductionprocedurefOrmacrodactyly

wereachieved.
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マイクロスコピーコイルを用いた母指多指

症の高分解能MRI

HighresolutionMRIwithaMicroscopyCoilfOr

DiagnosisofThumbPolydactyly

'長崎大学形成外科，2長崎大学歯学部放射線科

○安楽邦明'，田中克己'，秋田定伯'，

平野明喜'，角美佐2

【目的】母指多指症は，手術時年齢が1歳前後ので

あるため指骨が骨化しておらず単純レントゲン検

査では関節軟骨の形態を評価することは困難であ

る．関節形成を要する症例では，術前に母指多指

症の関節軟骨の形態を把握することは手術計画に

重要であるが，現在その評価法は確立されていな

い．従来，我々はWasselの分類に代表される単純

レントゲンによる評価が行なってきたが，術前診

断と術中所見が異なり治療方法が変更となること

や，成長後に思わぬ骨関節の変形が見つかること

もあった．そこで，今回マイクロスコピーコイル

を用いた高分解能MRIによる母指多指症の術前

評価行い，手術時の所見と比較を行なった

【対象と方法】症例は男性2例，女性3例の5例6

指（両側1例）で手術前の評価ではWasselの分類

では，2型が1例，4型が4例，痕跡型が1であっ

た．年齢は，10ケ月～1歳3ケ月（平均1歳2ケ月）

であった．撮影は，鎮静を行ないPhilips社製

GyroscanNTIntral,5テスラMRIで行なった．

47mmのマイクロスコピーコイルを使用し条件は

T1W1,T2W1,脂肪抑制T2W1で，約40分かけ

て行なった．

【結果】術前評価では,Wasselの2,4型では関節

軟骨の形状，関節の共有性が描出されており手術

時所見と一致していた．また，4型のうち1例は基

節骨基部で癒合しており3型の形状であることが

術前に把握が可能であった．

【考察】今回行なった高分解能MRIによる母指多

指症の術前評価では，関節の形状を術前に把握で

き，手術計画に有用であった．母指多指症では，単

純レントゲンをもととしたWassel分類が用いら

れている．従来問題点として指摘されていた手術

前の所見と手術所見による分類が異なることの解

決法となりうると考えられた．

2-4-25

母指多指症Wassel分類Ⅳ型の治療成績

ClinicalResultsofWasselType4ofThumb

Polydactyly

山形大学整形外科

○渡邉忠良，荻野

菊地憲明，伊藤

利彦，高原政利，

和生

【目的】母指多指症Wassel分類Ⅳ型のIP関節と

MP関節偏位に対する手術方法と術後成績につい

て検討した．

【対象･方法】1991～2005年に同一術者が一定の

治療方針の元に初回手術を行った母指多指症

Wassel分類IV型は42症例であり，その中で術前

後の単純X線画像や実写像が使用可能な28症例を

対象とした．初回手術時年齢は0.4～1.4歳(平均

1.0歳）で，手術方法は2分併合法が2例，榛側母

指切除が26例であった.MP関節の矯正は全例に

行い,IP関節の矯正は8例で必要であった(IP関

節矯正群).MP関節に対する操作として短母指外

転筋と僥側々副靱帯の再縫着が各28例，中手骨骨

頭幅の調節が26例，および軟骨のshavingが3例

で施行された．IP関節に対しては尺側々副靱帯の

縫縮が6例，長母指伸筋腱移行が5例，および軟骨

のshavingと末節骨部分切除は各1例で認められ

た．鋼線刺入期間は17～90日（平均29日）で，

初回手術後の経過観察期間は8.8～186カ月（平均

57カ月）であった．

【結果】術後変形残存に対する再手術は,MP関節

ではなく,IP関節で4例認められた．再手術はIP

関節矯正群で8例中3例(33％)，非矯正群は20例

中1例（5％）であった．再手術の内容は2分併合

法，基節骨骨切り術と尺側々副靭帯縫縮，骨端形

成術，およびIP関節固定術が各1例ずつであった．

IP関節矯正群の術前のIP関節の偏位度は尺屈26

～35度，僥屈17～64度で，非矯正群は僥屈-11

～53度であった．再手術群4例の術前のIP関節

の偏位度はそれぞれ尺屈35度，榛屈28，53，お

よび64度で，非再手術群は僥屈-26～31度であ

った．

【結語】MP関節の偏位の矯正は良好であったが，

IP関節で偏位の遣残した例で再手術を要した．再

手術を要する症例は約30度以上の偏位の大きな

例であった．
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AestheticAspectofExtraThumbSurgery

○RCHO,LKHUNG,WLTSE

DivisionofHand&MicrosLIrgery,DepartmentofOrthopaedic&Tl･aumatology,PrinceofWalesHospital.

ChineseUniversityofHongKong,HongKong,China

Purpose:Ofthemultiplefactorsaffectingtheaestheticoutcome
2G,凸

ofextrathumbsurgery,placementofsurgicalscaraswellas零乎#s:

〃
correctionofpulp＆nailasymmetrycanhavesignificantbearing．｡~

i,､¥---曙

Theauthorsproposetwosurgicaloptionstoaddresstheseproblems. 鷺･鱈．‐、

Method:Adorsallybasedskinnapwithproximalanddistalf

zigzagextensionisdesignedonthethumbcenteredonthesiteof'~

bifilrcation.Areciprocalconcavelydirectedincisionismarkedon

thevolarside.Forextrathumbwithsignificantpulpandnail，ふ
asymmetry,aneurovascularislandpulpandnailbednapisraisedfromtheablateddigit

basingonitssingleneurovascularbundle.Theresultantscarwouldlietowardsthemore

inconspicuousvolarsurfaceofthethumb.

Results:26patientswithdorsallybasedskinnapapproachwerereviewedataverage7.7

years.Therewasnonapfailure.Therewaslscarhypertrophyand2scarpigmentations.

Scarwasnoticeableduringwritingin2,feedingin3andnotedbyfriendsin3.Overallscar

satisfactionwas68.8%.

Neurovascularislandflapwasperformedin5patients.Allflapssurvivedwithno

complication.Reviewedataverage22.2months,pulpandnailsymmetrywasrestoredor

improvedinallcases.Nailwidthdiscrepancyreducedfrom2.1mmto0.4mm.Nailridge

waSmildin3andminimalin2cases・ScarwasinconspicuoLIs.Allparentsweresatisfied.

Conclusion:Thedorsallybasednapdesignplacesthescaroutofthesociallypresenting

surfaceofthethumbwithoutcompromisingfunctionandmajorcomplicationandis

recommendedformostextra-thumbsurgery.Inselectedcasewithsignificantpulpandnail

asymmetry,neurovascularpulpislandnapisasafeandetfectiveoptiontorestoresymmetry.

４
月
即
日
第
４
会
場

4
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"横走骨”に伴って出現する隣接指の骨格
異常の解析

AnalysisofAbnonnalChangesofAdjacentSkeletal
BoneAssociatedwithCrossBone

山形大学整形外科

○伊藤和生，渡邊

高原政利，荻野

忠良，菊地憲明，

利彦

裂手では，しばしば横位をとって隣接する指列の

骨格と癒合あるいは関節を形成する骨を認めるこ

とがある．このような骨は"横走骨"と称されて成

書に記載されているが，その名称の定義について

はいまだ一定の見解はない．この"横走骨，，に隣接

する指列の骨格にはさまざまな形態の異常が出現

するが，それらを詳細に記載した報告はない．そ

こで我々は,“横走骨"に伴って出現する隣接指の

骨格の異常に焦点をあて，その解析を行ったので

報告する．

【対象と方法】"横走骨，'は裂手にしばしば認められ

るが，他の手の先天異常でも認められることがあ

る．従って調査の対象を指列誘導異常に拡げ，形

態学的に独立した指列の間を横切る，あるいは指

列の間を跨ぐ．ように存在する骨を僅横走骨''とし，

この基準に合致する症例とした．このような症例

のX像の解析を行った．

【結果】対象症例は約180例であり，そのなかで基

準に合致したものが10例（男4，女6）存在した．

最も多い異常とその出現する部位は，1;隣接指列

中手骨の長径と横径の異常2；隣接指列のMP関

節との関節形成3；隣接指列基節骨およびそれよ

り遠位の指節骨の横径の異常4；中指列の中手骨

の長径と横径の異常，などであった．

【考察】裂手で認められる"横走骨"は，一般に中

指の多指成分が隣接指と不完全に癒合する場合

に，多指成分の痕跡として遺残する骨であると考

えられている．しかし，我々の調査では，他の手

の先天異常にも存在していた．また"横走骨"に隣

接する指列の骨格にはさまざまな形態の異常が出

現していた．これらの異常を解析し,“横走骨"の

成因，およびその用語の定義について改めて考察
した．

2-4-28

創外固定器を用いたside-distraction分離
法に先天異常手の指形成手術

Side-distractionneatmentfbrBonySyndactylyand

FloatingThumb

’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慶應義塾大学病院整形外科，4荻

窪病院整形外科

○仲尾保志1，堀内行雄2，奥山訓子3，

田崎憲一4，佐藤和毅3

【目的】骨性合指症やApert症候群の複数指短合指

症，母指形成不全の指分離手術は，軟部組織の不

足から分離が困難なことも少なくなかった．今回

我々は，創外固定による骨の横延長により，あら

かじめ十分な軟部組織を確保した後に指分離を行

う新しい手術方法を試みたので報告する．

【対象と方法】対象は，骨性合指症2例2手,Apert

症候群(Typel)4例8手，母指形成不全(Wpe4)
2例2手（男3，女5）で，初回手術時年齢は10カ

月～17歳であった．骨性合指症は，初回手術で，

爪の分離，指先部より皮下に骨性癒合部分の分離，

再癒着防止シートの挿入，創外固定器の指骨への

設置を行い，その後0.5mm/日で横方向に延長し，

第2回手術で合指の完全分離を行った.Apert症候
群では，示・中指，中･環指は2回に分けて手術を

行った（合計3回)．母指形成不全の1例では，初

回手術で骨盤骨の移植と創外固定器設置を行い，

横延長によって1stwebを獲得後,floatingthumb

の神経血管柄付き移植により母指を形成した．

【結果】骨性合指症では，十分なグリップのできる

健側に匹敵する太さの指が獲得できた．Apert症
候群でも十分な軟部組織を有した分離指が獲得で

き,MP関節のROMは伸展-10～-20.屈曲55~

65.であった.Floatingthumbでは，ピンチ動作

可能の有用な母指が形成できた．

【考察】Side-distraction分離法のコンセプトは，小

児の軟部組織の増生が旺盛であることを利用し

て，骨性合指を結合組織性合指にしてから分離す

るものであるが，程度の強い骨性合指症やApert症

候群の指分離に有用であるほか,floatingthumb

での母指形成にも有用である可能性が示唆され

た．

－S185－
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フォーカル･ジストニアの音楽家の脳皮質

活動一機能的MRIによる解析

BrainCorticalActivationofMusiciansAffectedwith

FocalHandDystonia:AnalysisUsingFunctional

MRI

'横浜市立大学整形外科，2宇都宮大学工学部バイ

オメカニクス研究室，3防衛医科大学校整形外科，

4国立身障者リハビリテーションセンター研究部

○酒井直隆1,2，根本孝一3，有野浩司3，

中島八十一4

【目的】音楽家の手のフォーカル・ジストニアにつ

いて，機能的MⅢ(fMRI)を用いて病態の解明を

試みたので報告する．

【方法】対象は手のフォーカル・ジストニアと診断

された職業音楽家11例で，内訳は男5．女6例，平

均年齢は33歳であり，全員が右利きで演奏楽器は

ピアノ5，管楽器4，ギター2例であった．使用機

種は東芝製1.5Teslaの伽RICGPianissimo''であり，

EPI方式でTRﾉTE=6000/40msecのT2強調伽RI

を撮像した．各例で(1)右母指と示指を叩き合う

右手タッピング，（2）左手タッピング，（3）両手

タッピング，（4）楽器を模した木製板または棒を

持たせ演奏を想定した両手運動をさせる，の4種

類の運動を行わせ，この際の脳伽RIを各々30秒

間撮像した．統計解析はSPM99(WelcomeDept.

ofCognitiveNeurology,UK)により,5%の危険

率で有意差を検定した．

【結果】9例は右手タッピング時に左脳運動野，左

手タッピング時に右脳運動野，両手タッピング時

に両側運動野の有意な活動性が見られるという，

正常パターンを示した．演奏を連想させると運動

野だけでなく，体性感覚野，聴覚野や前頭葉を含

む脳内の多くの部位で同時に有意な活動性を認め

た．これに対し残りの2例（フルート奏者1，ピア

ニスト1例，いずれも女性）では右タッピング時

に左脳だけでなく両側脳の運動野において有意な

活動性を認めた．この2例では錐体外路症状が陽

性であり，同症状は他の9例では2例に認めたのみ

であった．

【結論】右手タッピング時に両側脳運動野の活動性

を認めることは，右利きでは極めて稀である．本

所見および錐体外路症状の有無は，本症に複数の

パターンが存在すること，音楽家のフォーカル･ジ

ストニアが脳皮質にも関連することを示唆するも

のと考えられた．

2-4-30

イラスト付き上肢障害評価表の開発

IllustratedQuestionnareforDisabilityofUPper

Extremity

'中津川市民病院，2藤田保健衛生大学公衆衛生学，

3名古屋第二赤十字病院,4安城更生病院5加茂病

院

○神谷実佳子1，今枝敏彦2，馬渕まりえ3，

加藤宗一4，稲垣弘進5

【目的】上肢障害評価表としてDASHの使用が広ま

ってきているが，欧米以外の地域では実生活と乖

離した質問項目が多く含まれる，文章が難解で小

児や高齢者に対して使いにくい，などの問題が指

摘されている．我々はこれらの点を考慮し，より

文化的影響を受けにくく，知的レベルに関わらず

理解しやすい上肢障害評価表の開発を試みた．

【方法】作成には整形外科医と作業療法士約60名

が参加した．任意に上肢機能を評価する質問を

145項目抽出し，理解しやすさ，妥当性，反応性に

配慮して絞込みを行ない，最終的に20の質問項目

からなる障害評価表（前向き20)を作成した．こ

の際，前腕から手の障害を感度よく評価できると

思われる項目を優先し，機能だけではなく社会性

評価項目も含めた．質問は文化的，社会的背景に

影響されにくいものとし，平易な用語と短文で構

成するよう心がけた．更に，イラストを添付する

ことで質問に対し共通のイメージを持てるように

した．

狭窄性腱鞘炎に対しステロイドの腱鞘内注射療法

を受けた患者85名を対象として前向き20と

DASHの反応性を比較した．前向き20とDASHを

用いて腱鞘内注射前と注射後1週間の時点で評価

を行った．反応性の指標は標準反応平均(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)とした.DASH

は4項目以上の欠損，前向き20は3項目以上の欠

損を計算不可とした．

【結果】全85例中DASHは術前15例，術後13例

が計算不可であったのに対し，前向き20は術前，

術後とも5例が計算不可であった.DASHと前向

き20における反応性(SRM/ES)はそれぞれ-0.63/

-0.41,-0.64/~0.50で中等度であった．

【考察】作成した前向き20はDASHと同程度の反

応性を有し，より理解しやすい質問表である事が

示された．
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イラスト付き20項目質問表の信頼性及び
妥当性の検討

ValidityandReliabilityofthelllustratedQuestion-
naire

1岐阜社会保険病院整形外科，2加茂病院，3中日病

院，4中津川市民病院，5藤田保健衛生大学

○栗本秀1，稲垣弘進2，三ツロ秀幸3，

神谷実佳子4，今枝敏彦5

【目的】現在上肢機能評価に広く用いられている

DASH日手会版は設問がやや難解であり，小児や

高齢者における信頼性に疑問がある．そこでより

簡潔な文章構成とイラストを負荷した20項目か

らなる質問表（以下20項目）を新たに作成し，信

頼性と妥当性，高齢者への適応しやすさをDASH

と比較した．

【方法】信頼性及び妥当性の評価は症状のほぼ固定

した上肢障害患者66名を対象とした．患者は平均

7日の間隔を置いて20項目とDASHを用い2回上

肢の状態を自己評価した．それ以外に高齢患者

(66歳以上）36名に同様のテストを行い，高齢者

における理解しやすさを比較した．信頼性は内的

整合性と再テスト法による再現性により，患者の

理解度は欠損項目の比率により評価した．欠損値

が10％を超えるものは評価不適例とした．

【結果】20項目とDASHのCronbach-α係数はそ

れぞれ0.95,0.96,級内相関係数は0.85,0.91と

ほぼ同等の信頼性を示した．主成分分析の結果，尺

度の一次元性を確認した．同時的妥当性の検討で

は20項目とDASHに高い相関を認めた(r=0.89,

p<0.001).基準関連妥当性の検討では性差は無

く(p=0.43)年齢との相関も低かった(r=0.12,

p=0.33)．20項目とDASHの高齢者における評価

不適例はそれぞれ12例（1回目)，11例（2回目）

と22例（1回目)，21例（2回目）であった．欠損

項目の平均比率（％）はそれぞれ10％，9％と21

％，22％であった．

【結論】20項目はDASHと同等の信頼性，妥当性

を示した．また，高齢者のように理解度の低下し

た対象にも適応可能な評価表であることが示され

た．20項目の欠損値は社会性評価項目に集中して

おり，この点の改善が今後の課題と考えられた．

2-4-32

舟状骨偽関節後の舟状骨遠位端切除後の応
力分布の変化

ChangeofForceDistributionafterScaphoidDistal

PoleResectionfOrScaphoidNonunion

'名古屋大学手の外科，2名古屋第一赤十字病院，

3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2，元田英一3，

中尾悦宏'，平田仁’

【目的】舟状骨骨折偽関節例で骨接合術の困難な症

例に対して，舟状骨遠位端切除を行う報告が散見

される．舟状骨骨折後の舟状骨遠位端切除を

simulationし，手関節応力分布の変化につき解析

した．

【方法】健常成人の手関節中間位で1mm間隔のCT

横断像を得た．3次元剛体バネモデルを用い正常

モデル(N),舟状骨腰部骨折モデル(F)を作成

した．遠位骨片の剛性を2倍（モデル1)，1/5（モ

デル2)，1/20(モデル3）と変えることにより，遠

位端切除のみ，あるいはスペーサーをいれた状態

をsimulationした．舟状骨遠位端とSTTを結ぶ靱

帯は切離した．各々での手関節の応力分布の変化

につき解析した．

【結果】遠位端切除モデルでは，いずれも舟状骨近

位は月状骨とともに背屈し,DISI変形の傾向をと

り，大・小菱形骨は軽度掌屈転位した．また，舟

状骨窩での応力集中がより背側に移動した．この

傾向はモデル3でより強く出現した．手関節での

荷重負荷の舟状窩／月状窩比はNで1.1,Fで0.9,

モデル1で1．2，モデル2で1．0，モデル3で0．9だ

った．

【考察】遠位端切除をシミュレーションすると，

STT関節部の支持を失った近位手根骨列は背屈

(DISI変形)を示し，大･小菱形骨が掌屈かつ近位

へ転位した．また，これに伴い，月状骨窩での応

力分布が増加した．切除後に，剛性の高いスベー

サーを挿入することにより，その支持性を回復す

れば，応力分布を正常に近づけることが可能であ

った．

【結論】舟状骨偽関節後の舟状骨遠位端切除はsal-

vageの一法だが,radiocarpaljointのOAやDISI

変形を生じる可能性があり，適切なスベーサー，ま

たは部分固定術を行うことにより支持性を維持す

る対策が必要と考えられた．
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舟状骨遷延治癒・偽関節に対しての

DynamicMRIによる検討
AnalysisofDynamicMRIfOrDelayedUnionand

NonunionofScaphoid

信州大学整形外科

○中村恒一，内山

石垣範夫，加藤

茂 晴村上成道，

博之

【目的】舟状骨遷延治癒･偽関節の治療法選択には

骨片の血流状態が重要なポイントと考えられてい

る．今回，術前の舟状骨の血流状態をdynamic

MRI(dMRI)で評価し単純MRIと比較した．ま

た全例に単一の手術方法を行いその成績を検討し

た．

【対象と方法】舟状骨遷延治癒または偽関節と診断

した10例を対象とした．平均年齢は25歳（16歳

～63歳）で，手術までの期間は2～27カ月であっ

た．近位部骨折が2例，中央部骨折が6例，遠位部

骨折が1例であった．Gd-DTPAによるdMRIを術

前に施行し，近位，遠位骨片の血流を評価し単純

MRIと比較した．手術は全例に腸骨移植と内固定

を施行した．骨癒合とMayowristscore(MWS)

で臨床成績を検討した．

【結果】遠位骨片では全例dMRIによる造影効果を

認めた．近位骨片では3例に造影効果を認めなか

ったが，そのうち2例は近位骨折，1例は中央部骨

折であった．単純Mmとの比較では7例にdMRI

と一致した所見を認めたが，3例に不一致を認め

た．すなわち,T1で高信号であるがdMRIでは造

影されない症例が1例,T1で低信号だがdMRIで

は造影効果を認めた症例を2例認めた．造影効果

の有無に関わらず，全例で骨癒合が得られ，術後

MWSは80～100点であった．

【考察】舟状骨骨折骨片の血流評価にdMRIが用い

られるようになったが，その有用性については十

分に検討されていない．今回の結果では単純MRI

所見との不一致があることがわかり，舟状骨骨片

の血流状態についてはdMRIを用いても単純に評

価できない可能性がある．MRI所見に関わらず，

骨移植十内固定で骨癒合が得られたことからも

dMRIによる骨片の血流評価の意義について更な

る検討が必要である．

2-4-34

舟状骨偽関節の治療

一三次元コンピュータシミュレーションと

実物大立体模型による術前計画一

SurgicalTreatmentofScaphoidNonumon:Preoper-

ativePlanningwithThree-dimensionalComputer

Simulationandrapidprototyping

大阪市立大学大学院整形外科

○佐々木康介，香月憲一，米田昌弘，

明石健一，高岡邦夫

【目的】舟状骨偽関節に対して，より正確な整復位

を獲得する目的で行っている三次元シミュレーシ

ョンによる術前計画と実物大立体模型を用いたコ

ンピュータ支援手術の有用性について検討した．

【対象】対象は7例7手(全例男性，平均26.4歳)，

平均罹患期間5年9ケ月（3ケ月～17年)，いずれ

も中央1/3の偽関節(新Herbert分類D2:1例,D3:

6例)である．コンピュータ支援手術を行わなかっ

た5例5手（男性4例，女性1例，平均22.8歳)，

平均罹患期間7ケ月（6～10ケ月)，いずれも中央

1/3の偽関節（新Herbert分類全例D3)を対照群

とした．

【方法】市販のソフトを用いCTdataから舟状骨の

三次元像を再構築し，健側の舟状骨の鏡像に重ね

合わせることで骨片の偏位の程度を評価し，画像

上での整復および骨欠損部形状の算出を行った．

舟状骨および骨欠損部の実物大立体模型を作成

し，手術室に持ち込むことで術中の三次元評価や，

採取した移植腸骨のトリミングを行う手助けとし

た．全例掌側模状腸骨移植とスクリューによる内

固定を行い，整復の正確性評価の指標として手関

節単純X線側面像で舟状月状骨角を計測した．

【結果】舟状月状骨角は術前平均65.7.が術後平均

49.9･に改善した（対照群は54.8.から50.4･に改

善)．術後の舟状月状骨角を健側の値と比較する

と，角度差の絶対値の平均は2.7｡(対照群5.6｡)，

相関係数は0.727,P<0.1(対照群0.350,P>0.1)

であり，有意にばらつきが小さかった．

【結論】舟状骨偽関節の治療に本法を用いること

で，より正確な整復位が獲得される傾向を認めた．

本法は，市販の機器を用いて，骨折部の詳細な評

価や偽関節部掻爬後の骨欠損形状の算出が可能，

採取腸骨の採型が容易，スクリューの刺入方向を

計画できる，など多くの利点がある．
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小児における舟状骨偽関節の治療

『IifeatmentofScaphoidNonunionsinChildren

神戸大学整形外科

○国分毅，牧野

豊川成和，藤岡

健，名倉一成，

宏幸

【目的】小児舟状骨偽関節の治療経験を報告する．

【対象および方法】対象は手術を行った，手術時年

齢15歳以下（9－15歳）の舟状骨偽関節5例であ

る．受傷原因は，転倒して手をついた例が4例，け

んかで殴った例が1例であった．受傷から手術ま

での期間は，4ケ月から1年2ケ月であった．初診

時に骨傷なしと診断された例が1例，捻挫として

放置していたのが3例，残り1例は舟状骨骨折と診

断されギプス治療が行われていたが骨癒合が得ら

れていなかった．全例，嗅ぎタバコ窩に圧痛があ

り，可動域は1例で掌背屈40度と制限されていた

が，その他の症例では80度と軽度制限されてお

り，全例で最大背屈時に瘻痛が誘発された．レン

トゲン上，骨硬化を伴う偽関節を認めたため手術

を行った．術後経過観察期間は，6ヶ月から2年で

あり，術後経過を検討した．

【結果】手術は，偽関節部を掻爬した後，腸骨移植

を行いHerbertscrewおよびDTJscrewを用いて

骨接合術を行った．全例骨癒合し，癒合までの期

間は6週から8週であった．最終診察時に，手関節

部の痙痛は認めず，関節可動域は掌背屈90度で術

後経過は良好であった．

【考察】骨端線が閉鎖していない小児患者では，舟

状骨は軟骨成分に富む状態であるので，骨折をお

こしにくい．また，骨癒合能が旺盛であるため偽

関節に至ることは少ない．しかし，放置例や，受

傷直後より適切な診断および保存的治療が行われ

たにもかかわらず偽関節となる例もある．小児に

おいても舟状骨偽関節の危険性を念頭において治

療にあたる必要があると考えられた．手術所見は

小児でも成人例と同様の所見であったことより，

小児舟状骨偽関節に対しても強固な内固定材料を

用いて，腸骨移植を併用した観血的骨接合術を行

うことが重要であると推察された．

ﾌー 4-36

舟状骨骨折偽関節における治療方法の選択

nfeatmentfOrNonunionoftheScaphoid

小郡第一総合病院整形外科

○坂本相哲，土井一輝，服部泰典，

山崎宏，守屋淳詞

【目的】舟状骨骨折偽関節の定義は他部の骨折に比

べて，期間,X線上の診断基準で明確でない．

Herbert分類においても,CとD1の区別は暖昧で

あり，治療法の選択も不明瞭であった．今回，当院

で遷延治癒・偽関節として手術を行った症例を対

象に術前のレントゲン評価を行い,Filan-Herbert

分類(以下FH分類）を参考に治療方法の選択を検

討した．

【方法】1996年から2005年の10年間において当

院で手術を行った舟状骨偽関節は44例で，調査可

能であった41例を対象とした．男性39例，女性

2例，14-74歳（平均38歳)，右16例，左25例で

あった．初回手術として行った症例は35例で，2

回目以降であった症例は6例であった．手術方法

はスクリュー固定のみ（以下H法）7例，骨移植

十スクリュー固定(B+H法)18例，血管柄付骨移

植(V法)7例，救済手術(S法）として茎状突起

切除術が7例，近位手根列切除2例であった．これ

らの症例を対象にレントゲン評価を行った．

【成績】初回手術で骨癒合は30例中28例に得られ，

救済手術例5例においては全例に除痛効果が得ら

れた．初回手術前のFH分類の結果はD1が13例，

D2が16例,D3が2例,D4が3例であった．成

績良好例における術式別分布は,D1,D2はH法，

B+H法に多く,D3はV法,S法で,D4はS法の

みであり，分布に統計学的有意差がみられた．

【結論】今回の結果より,FH分類からの基本的な

術式選択はD1,D2ではH法．B+H法,D3で骨

温存するならV法，温存しないならS法,D4はS

法と,D1-D4で段階的に選択すべきである．最終

的には，舟状骨の変形やSNACなどの他の要因を

加え考慮し決めるべきである．
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舟状骨偽関節に対する血管柄付き骨移植術

の内固定材の検討

-K-wireかscrewか－

InternalFixationMaterialsinVascularizedBone

GraftfbrtheScaphoidNon-union

-K-wirevs・Screw-

日本医科大学整形外科

○澤泉卓哉，南野光彦，堀口元，

林央介，伊藤博元

【はじめに】近年舟状骨偽関節に対する血管柄付き

骨移植術の有用性の報告が散見されてきたが，内

固定材の選択に関しては，使用しないとする報告

から,wireのみの固定，Screwによる強固な固定

まで報告によって異なる．我々は本偽関節の手術

の際にKFwireとScrewを使用してきたのでその治

療成績の比較検討を行い，問題点を抽出した．

【対象と方法】1999年3月からの7年間に舟状骨偽

関節に対して血管柄付き第2中手骨基部骨移植術

を行った31例を対象とした．手術は全例ひとりの

術者が行った．これらを内固定材にK戸wireを使用

した15例(W群）とScrewを使用した16例(S群）

に分類した．治療成績は日手会手関節機能評価法

を用い，さらに手術時間，骨癒合期間，手術回数

を比較した．

【結果】両群間で年齢，性差，罹病期間，偽関節部

位に有意な差はなかった．治療成績はW群がEx-

cellent7例,Good6例,Fair2例,S群が各々 7

例，7例，2例であった．平均手術時間はW群が115

分,S群が98分で，平均骨癒合期間はW群が7.5

週,S群が8.2週であった．内固定抜去はW群で

は全例に行ったが,S群では希望者の3例のみであ

った.W群では7例でwire刺入部の腫脹，瘤痛が

あり,wire抜去まで軽快しなかった．

【考察･結論】本偽関節に対しては，血行のある骨

移植を行えば強固とは言えないwire固定でも骨

癒合は同様に得られることが確認された．両群と

も安定した治療成績が得られていたが,S群では

Screw刺入の困難さにより手術時間がやや長くな

るのに対し,W群では手術は比較的容易で手術時

間も短縮されたが,wire刺入部の癌痛により抜去

を余儀なくされることが欠点として考えられた．

2-4-38

舟状骨偽関節に対する手関節背側からの血

管柄付き骨移植術の治療成績

TreatmentofScaphoidNonunionUsingaVascular-

izedBoneGraftfromtheDistalDorsalRadius

京都大学大学院整形外科

○柿木良介，池口良輔，中山憲，

山川知之，中村孝志

【目的】僥骨背側より採取した血管柄付き骨移植に

治療した症例18名18症例につき，その手術術式，

治療成績その問題点について報告する．

【方法】受傷後6ヶ月以上経ったと考えられる舟状

骨偽関節症例18名18症例である．手術時平均年

齢は28．9歳，術後平均観察期間は16ケ月であっ

た．左手6例，右手12例．受傷より手術までの期

間は6ヶ月から35年であった．舟状骨骨折に対し

手術を受けているものが3例あった．近位型骨折

が5例，遠位型骨折が13例．術前DISI変形を9例

で認めた．

【手術】全例背側侵入とした.DISI変形のあるも

のには，偽関節部組織を十分に切除後，月状骨を

約10度掌屈位として，舟状骨の骨欠損量を測定す

る．榛骨背面より1-2supraretinacularintercom-

partmentalarteryを含めて移植骨を採取する．偽

関節部に移植し,C-wire2-3本，またはミニハー

バード型スクリューで固定する．DISI変形の無い

ものには，中枢より順行性にC-wire,またはミニ

ハーバード型スクリューで偽関節部を固定．偽関

節部をまたぐように幅5-6mm長さ10-12mm深さ

5TnTnの骨溝を作成し，その骨溝に適合するような

血管柄付き移植骨を僥骨背面より採取，移植する．

【成績】1例を除き全例骨癒合した．最終観察時の

手関節の可動域は，平均背屈62度，掌屈55度，僥

屈11度，尺屈28度であった．骨癒合しなかった

1例を除いた術後の平均骨癒合期間は3.9ケ月．術

後1例で過矯正によるⅥSI変形を呈した．近位骨

折型の1例で近位骨片の萎縮を認めた．

【結論】舟状骨偽関節に関しては，掌側骨移植を勧

める論文もあるが，手関節掌側靱帯を切離したま

まになる可能性もあるため，我々は背側骨移植を

行っている，
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舟状骨偽関節に対する有茎榛骨移植術

VascularizedRadiusGraftingfbrthemFeatmentof

ScaphoidNonunion

'広島大学病院整形外科，2広島大学大学院整形外

科，3土谷総合病院整形外科

○砂川融'，鈴木修身'，梶原了治3，

杉岡敏博2，越智光夫2

【はじめに】舟状骨偽関節に対しては，遊離骨移植

を併用した内固定がgoldstandardと考えるが，こ

の方法では中枢骨片の壊死や分節化が存在すると

骨癒合を得るのが困難な場合がある．このような

難治性と考えられる症例に対し当科では，僥骨か

らの有茎血管柄付き骨移植術を行い良好な結果を

得ているので報告する．

【対象と方法】本法を行ったのは6例でいずれも手

関節痛が主訴であり，年齢は23～47歳であった．

その内4例が長期（7年以上）放置例で，残りの2

例は新鮮骨折に対する内固定術後偽関節であっ

た．放置例4例の内1例は中枢1/3骨折後の中枢骨

片の著明な分節化のある症例で，残りの3例はい

ずれも腰部骨折で，術前のレントケン像,MRIで

いずれも中枢骨片の壊死が疑われ，特にその内1

例は中枢骨片内の襄胞状変化が著明であった．新

鮮骨折術後偽関節の内1例は再手術時初回刺入

Screwに沿って広範囲の骨吸収があり，掻爬によ

り卵殻状となったために本法を行った．もう1例

は手術時に中枢骨片に初回手術時に挿入された

Screwに沿って縦割れが存在しかつ象牙様となっ

ていたために本法を行った．レントゲン像上軽度

の関節症性変化を1例に認めた．手術は背側から

偽関節部を展開，掻爬し,Zaidenbergの方法に準

じ血管柄付き骨を挙上し偽関節部にinlay移植し

た．また5例にScrew固定を追加し,1例では舟状

骨の長さを回復するために腸骨移植を併用した．

術後は約6週間のギプス固定を行った．

【結果】レントゲン像上術後2～3カ月で全例で骨

癒合を確認した．術前の瘻痛は軽快し,Cooneyの

評価基準ではgood4例,fair2例で可動域制限が

残存する傾向にあった．

【結語】有茎僥骨移植術は，中枢骨片の壊死が疑わ

れたり，分節化があり難治性と考えられる舟状骨

偽関節症例に対して，非常に有用な方法と考える．
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中・環・小指MP関節屈曲モーメントにお

ける内在筋の機能

IntrinsicMuscleContributiontotheMetacarpo-

phalangealJointFlexionMomentoftheMiddle,

Ring,andLittleFingers

'掛川市立総合病院整形外科，2テキサス州立大学

ガルベストン校

○洪淑貴',WilliamL.Bufbrd,Jr.2,

StevenF・Viegas2

【目的】中・環・小指MP関節の屈曲モーメントに

内在筋がどのくらい寄与しているかを明らかにす

ること．

【方法】新鮮屍体標本11肢（男性6肢，女性5肢，

平均年齢71歳）の中・環・小指へ停止する全ての

筋腱にワイヤーを縫着し，これをexcursiontrans-

ducerへ接続した．MP関節の他動運動を行いつつ

腱滑走距離と関節角度を同時に記録し，両者より

各腱のモーメントアーム(MA)を計算した.Brand

らの報告した各筋のtensionhactionを「力」の比

と考えMAと掛け合わせることで各筋のモーメン

ト寄与率を計算した．また，各種神経麻揮時に失わ

れる屈曲モーメントを各指について計算した．

【結果】MP関節屈曲0｡での屈曲モーメントにおけ

る内在筋の寄与率は，中･環･小指でそれぞれ8％，

13％,28％であった．小指球筋は骨間筋と比較して

有意にMAが大きかった．中・環・小指MP関節

の屈曲モーメントは，低位尺骨神経麻揮ではそれ

ぞれ7％,13％,28％減少し，高位尺骨神経麻庫で

は7％,64％,82％減少する．

【考察】中・環･小指のMP関節屈曲0.の屈曲モー

メントにおける内在筋の寄与率について,Liらは

内在筋を一つの筋肉と仮定して計算し，それぞれ

5.4％,2.3％,15.4％と報告しているが，我々 の結果

とは大きく異なる．これは，彼らがmU加oに測定

を行っているため，各筋が計算の前提となってい

る最大収縮を行っていない可能性があり，また，特

に独立性の乏しい環指で低い値が出たと考えた．

【結論】内在筋のMP関節屈曲時のモーメント寄与

率は指によって異なる．小指は小指球筋のMAが

大きいため，相対的に寄与率が他指より大きかっ

た．本研究で用いた手法は各種神経麻揮時の手指

変形の理解に有用である．

2-5-2

2次元3指節剛体リンクモデルを用いた内

在筋麻痒指に対する各種腱移行術の手術シ

ミュレーション

SimulationofTbndonTransferReconstructionsof

theUInarNervePalsyusingTwo-DimensionalLink

Model

'慶應義塾大学整形外科，2慶應義塾大学理工学部

機械工学科

○中村俊康1，豊田平司郎2，山崎信寿2，

桐山善守2，池上博泰’

昨年度本学会でわれわれは2次元3指節剛体リン

クモデルを開発し，内在筋麻痒時についてシミュ

レーションした．今回は本モデルを用いて腱移行

術などの手術シミュレーションを行った．

【方法】2次元3指節剛体リンクモデルを設定し，駆

動筋はEDC,FDP,FDS,僥側および尺側骨間筋

(IO),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．ま

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．FDS,PL,ECRL,ECRBの

各腱を用いたFourtail法およびLasso法を想定

し，各指関節を駆動可能な範囲(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(安定姿勢領域)，中立位での指

先から最大外力（指把持力）を求めた．

【結果】内在筋麻痒により自動可動域は極めて制限

された.Fourtail法では自動可動域は各筋でほぼ

正常化したものの，安定姿勢領域はそれぞれ正常

に比較してPL77%,ECRL81%,FDS85%と良好

であった．筋力の強すぎるECRBでは53%と減少

した．指把持力は対健常比PL25%,ECRL54%,

FDS38%,ECRB101%であった．Lasso法では

指可動域は制限され，安定領域も健常の10％であ

った．しかし，指把持力は健側の78％を得ること

ができた．

【まとめ】内在筋麻揮に対する手術シミュレーショ

ンを2次元3指節剛体リンクモデルで行った．Four

tail法はECRLを用いると可動域，安定領域，指

把持力に優れていた.EC肥は強力すぎ,FDS,Ⅲ』

は指把持力が弱かった．TaSSO法は指可動域，安定

領域には余り影響しないが指把持力の向上が予想

された．本法は麻揮指の手術シミュレーションに

有用であった．
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原因不明の限局性手内在筋拘縮症例の7症

例

IdiopathicContractureoftheHandlntrinsic

Muscles.Experienceof7CaseswithlOIntrinsic

PlusHands

'徳島大学整形外科，2高松赤十字病院整形外科，

3阿南医師会中央病院整形外科，4医療法人椅山会

きたじま田岡病院

○浜田佳孝'，菅沼勝義'’4，安井夏生'，

宮本雅文2，高井宏明3,4

【目的】手内筋拘縮は，手部の外傷･血行障害・浮

腫，腱バランスの障害，手内筋の痙性，炎症性疾

患，まれに筋緊張症，精神・神経疾患などで生じ

るまれな疾患である．最近4年間で経験した原因

不明の手内筋拘縮を分析した．

【方法】当院および関連施設で経験した24～48歳

(平均35歳）の7症例（女性:5例，男性:2例）10

手を対象とし，病歴，現症，治療方法，経過など

を分析した．

【結果】症例は大きく2群(A群,B群）に分類でき

た.A群:1晩の意識消失（大量のアルコールまた

は睡眠薬)後，手部に限局した虚血によると推察さ

れた男性:2例，3手.B群:誘因なく症状の進行し

た女性:5例，7手．経過は,A群では腫張の軽減と

ともに，母指の内転拘縮を伴う全指(1手で尺側指

のみ）のMP関節拘縮を伴ったintrinsicplus拘縮
を認めた.B群では，示指･中指に多く，初期には

MP関節での弾発現象やロッキング症状を認め，解

除不能,MP関節拘縮は伴わないintrinsicplus拘
縮に至っていた．治療は，保存療法では限界があ

り，4手を除き手術（骨間筋前進術と側索切離,A

群はさらに母指内転拘縮解離と，1手で掌側進入の

関節授動術）を要した．術後経過は良好である．

【考察】手に炎症性変化が限局することはまれで，

A群でも1晩の意識消失というまれな背景があっ

た．B群は，いずれの症例も，痩せた体型(BMI=

平均14.2身長=150～164cm体重=28～43kg)
で，30歳前・後の女性であり，先に報告された特

発性限局性手内在筋拘縮例とも合致する．神経内

科医は，筋緊張が強くなく，ミオトニアは考えに

くく，症状の進行もあり，ストレス等に伴う精神

的要因の関与も否定できないとの意見であった．

神経性食欲不振症・るいそう.ホルモンバランス

障害との関連が推測された．前駆症状のMPロッ

キングは，手術所見，筋肉の病理から，内在筋の

線維化・拘縮が進行し，緊張の増加した側索と中

手骨骨頭部の間で生じていた．

2-5-4

スポーツ選手の手内筋の定量的筋力測定

QuantitativeMeasurementoflntrinsicMuscle

StrengthintheAthletes

山形大学整形外科

○高原政利，渡邉

菊地憲明，荻野

忠良，鈴木智人，

利彦

【目的】短母指外転筋，第一背側骨間筋，および小

指外転筋などの手内筋の筋力については，徒手筋

力検査のみで定量化の報告はない．私たちはマイ

クロフェットを用いて手内筋の定量化を試みてき

たが，その再現性は握力やピンチカと同等以上で

あった．今回は，野球，バスケットボール，およ

び柔道選手における手内筋の筋力について検討し

た．

【方法】上肢に外傷を有しない男子大学生51人を

対象とした．7名(対照群）は運動部に所属してお

らず，野球部員が14名，バスケットボールが20名，

および柔道が10名であった．握力，ピンチカを測

定し，マイクロフェットを用いて短母指外転筋力，

第一背側骨間筋力および小指外転筋力を測定し

た．利き手と非利き手の差を調査した．野球選手

の投球力と筋力，バスケットボール選手のシュー

トカと筋力，および柔道選手の得意技の種類と筋

力との関係を検討した．

【結果】利き手の方が非利き手より有意に強かった

筋力は，対象群では母示指間のピンチカ，野球選

手では第1背側骨間筋力，バスケットボール選手

では握力と小指外転筋力，および柔道選手では第

1背側骨間筋力であった．投球力の優れた野球選

手ではピンチカが有意に強かった．シュートカが

優れたバスケットボール選手では握力，母小指間

ピンチカ，および第1背側骨間筋力が有意に強か

った．背負い投げを得意とする選手では釣手の母

示指間ピンチカが強い傾向があり，内股・払い腰

を得意とする選手では釣手の小指外転筋力が有意

に強かった．

【考察】投球，シュート，あるいは技などのパフオ

ーマンスが優れた選手は，そうでない選手に比べ

て，握力やピンチカのみならず，第1背側骨間筋

や小指外転筋などの手内筋の筋力が強いことが明

らかになった．これらのスポーツパフォーマンス

における手内筋の重要性が示唆された．
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僥骨遠位端骨折の機能評価法に関する検討

ValidationoftheClinicalScoringfOrFracturesof

DistalRadius

'日本医科大学整形外科，2日本手の外科学会機能

評価委員会

○林央介'，澤泉卓哉'，今枝敏彦2，

藤哲2，伊藤博元’

【目的】今回我々は現在使用されている榛骨遠位端

骨折に対する治療成績評価法の有用性と妥当性を

検討し，今後の新しい評価法への展望を開くため

に，本学会の機関誌である「日本手の外科学会雑

誌」に掲載された本骨折の治療成績評価法とその

治療成績について調査した.

【対象と方法】1996年から2005年までの10年間

に雑誌「日本手の外科学会雑誌」に掲載された本

骨折に関する論文のうち治療評価が記載された論

文を抜粋し，使用された評価法の種類とその頻度，

治療成績を調査した．

【結果】本雑誌に掲載され治療成績評価の記載され

ていた論文89編のうち4段階で評価され統計の明

記があったのは79編で，またこのうち9編では2

つ以上の評価法が用いられており，合計で100編

であった．内訳は齋藤の評価法73編（73％)，続

いてGartlandの評価法8編(8%),Sarmient,

Cooneyの評価法がそれぞれ7編(7%),Mayoの

評価法5編（5％）であった．骨折総数は2808例

で，優62.4％，良31.5％，可5.5％，不可0.8％と

優が最多であった．斉藤の評価法は優が66.5％と

他の治療評価法と比較して優の占める割合が最多

であったが，最も成績を分散していたのはMayo

分類で，優28.1％，良35.2％，可29.7％，不可7.0％

であった．

【考察】今回の結果から治療評価法は斉藤の評価法

を使用していた論文が多かったが，全体的に高評

価となっており治療成績の評価法としてはその差

を分散しきれているとは言い難い．最も治療成績

を分散しえたのはMayo分類であったが汎用され

るに至っていない．近年の治療成績の向上を鑑み，

本骨折の治療成績評価法として今後評価法を吟味

し，改訂していくことが望ましいのではないかと

考えた．

2-5-6

僥骨遠位端骨折後に生じた手関節拘縮に対

する鏡視下授動術の検討

ArthroscopicMobilizationfOrWristContractures

afterDistalRadiusFractures

興生総合病院整形外科

○河野正明，竹葉淳，丸石晃，

森 實 圭 ， 石 丸 雅 巳

【目的】榛骨遠位端骨折では，いかなる治療を選択

しても手関節に可動域制限を生じる症例は少なか

らず存在する．この手関節拘縮に対して我々はこ

れまで積極的に鏡視下授動術を施行してきたの

で，その詳細につき検討する．

【対象および方法】1995年4月より2006年8月ま

でに当院で再鏡視を行った僥骨遠位端骨折193例

中，僥骨手根関節内に何らかの隔壁を認めこれを

鏡視下に切除した（授動術を施した）症例58例を

対象とした．尚成績評価の都合上両側罹患および

健側に外傷等の既往があるものは除外した．男20

例，女38例．平均年齢59（16-83）歳．初回手術

から再鏡視までの平均期間は69（42-214）日．術

後平均経過期間は2ケ月～3年5ケ月．全例，腋窩

伝達麻酔下に，鏡視下授動術直前後の他動可動域

を計測．更にこれを最終調査時の他動可動域と比

較した．

【結果】腋窩伝達麻酔下での授動術直前の平均他動

可動域（健側比）は掌屈41％・背屈55％・直後の

可動域は掌屈86％･背屈87％と著明に改善してい

た．最終調査時（術後2ケ月～3年5ケ月）の平均

可動域は掌屈79％･背屈82％と比較的維持されて

いた．また舟状骨窩および月状骨窩のmidcarpal

ridge周辺に生じた隔壁を切除した症例では得ら

れる可動域は大きく，榛骨茎状突起周辺の隔壁や

TFCC周辺の隔壁は切除しても大きく可動域が変

化しない傾向にあった．また手根中央関節内の癒

着の強い症例では得られる可動域が少ない印象が

あった．

【考察】僥骨遠位端骨折後に骨折線より隔壁が形成

されることが手関節内拘縮の主たる原因であり，

これを切除することで可動域を獲得できるものと

考えられる．さらにこの隔壁が中央付近にあるほ

ど切除により得られる可動域が大きいことが推測

された．
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榛骨遠位端骨折後の手関節内隔壁形成

RadiocarpalSeptumafterDistalRadiusFracture

市立豊中病院整形外科

○ 山 本 浩司，栗山幸治

【目的】手関節外傷後に僥骨手根関節内に隔壁状の

組織が形成されることがある．またこの隔壁が手

関節拘縮の原因になることが報告されている．わ

れわれは僥骨遠位端骨折手術例の術後に再鏡視を

行い，骨折型，合併する靱帯損傷と隔壁の関係に

ついて検討を行った．

【対象および方法】2005年10月から2006年9月

までの1年間に当科で僥骨遠位端骨折手術後に再

鏡視を行った28例を対象とした．男性8例，女性

20例．僥骨遠位端骨折に対する初回手術時の年齢

は20から81歳，平均57歳．右側16例，左側12

例．僥骨遠位端骨折の骨折型はAO分類A2;3,A3;

1,B1;2,B3;1,C1;8,C2;6,C3;7例であっ

た．全例で初回手術時に手関節鏡を行い，榛骨関

節面の骨折と骨間靱帯の損傷を評価した．僥骨遠

位端骨折に対してはplate固定を行った．再鏡視ま

での期間は7から16ケ月，平均12ケ月．再鏡視後

の経過観察期間は1から11ヶ月，平均4ヶ月であ

った．

【結果】再鏡視にて隔壁をみとめたものは19例(68

％）であった．隔壁は舟状月状骨間靱帯と僥骨中

央隆起をつなぐように存在しており，小さなもの

から僥骨手根関節を二つの関節腔に完全に区切る

ものまであった．このうち隔壁によって榛骨手根

関節が完全に区切られていたものは9例(32％)で

あった．関節内骨折の割合は隔壁（＋）群で84％，

隔壁（－）群では89％であった．Geissler分類

grade2以上の舟状月状骨間靭帯損傷の割合は隔

壁（＋）群で53％であったのに対し隔壁(-)群で

は11％であった．

【考察】隔壁は舟状月状骨間靱帯と僥骨中央隆起の

間にあり，舟状月状骨間靱帯損傷例において高率

に形成されていた．榛骨遠位端骨折の術後に手関

節拘縮を残す場合は僥骨手根関節の隔壁形成が考

えられる．

2-5-8

僥骨遠位端骨折後CRPS発生要因の検討

PreventionofCRPSTj/pelFollowingtheDistalEnd

FractureoftheRadius

小郡第一総合病院整形外科

○土井一輝，服部泰典，花岡篤哉，

坂 本相 哲， 守屋 淳詞

【目的】僥骨遠位端骨折後CRPSのypel,RSDは

治療に難渋する疾患であるが，その発症要因につ

いて，特に，術後のギプス固定，リハビリの関与

についての研究は少ない．自験例の分析を行い，榛

骨遠位端骨折後CRPSが予防可能であるか検討す

る．

【方法】当院病歴コードより1996～2006年6月ま

でに当科で診療を行った僥骨遠位端骨折，成人例

533名中,RSD診断名は43名であった．診療カル

テ,X線より国際瘻痛学会およびGibbonsの診断

基準を満たす症例31名を抽出し予備調査を行っ

た．

【結果】対象症例の年齢分布は47～85歳，性別は

1;5で女性に多く，大多数が転倒受傷である．骨

折型は特徴的なものはなく，矯正手術適応となる

変形治癒は11例であった．初回治療医は他院整形

外科専門医:17，当院整形外科研修医:7，一般外

科開業医:7で，他医治療例の受傷から当院受診ま

での期間は9～190日であった．初回治療は徒手

整復・ギプス固定のみが22例，観血整復・ギプス

固定を追加した症例は9例であった．全例が術後

ギプス固定を受けており，固定範囲を病歴，紹介

状,X線で判定した結果,MP関節完全固定24例，

MP関節不完全固定（完全屈曲不可)6例,MP完

全フリー1例（しかし，術後運動なし）であった．

RSDはGibbonsスコアで3～7,Lankford病期は

I期:10,11期:11,111期:10であった．平均6ケ

月の治療を行うも，最終成績はMayoWristScore

でFair4,Poor25(2例脱落）であった．

【結論】RSDの治療成績は不良であり，予防が重要

で可能である．術後のギプスとリハビリの完遂度

が大きな影響因子である．一方，単なる拘縮例や

変形治癒例をRSDと診断する傾向があった．
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僥骨遠位端骨折変形治癒に対する矯正骨切

ﾚﾉ術の経験

CorrectiveOsteotomyofMalunitedDistalRadial

Fractures

'弘前大学整形外科，2にしかわ整形外科・手の外

科クリニック

○湯川昌広'，藤哲'，神裕道'，

陳雷'，西川真史2

【目的】我々は，僥骨遠位端骨折変形治癒に対して，

2004年4～11月まではHC-50プレートを使用し，

それ以降はスペーサー付きHC-50プレートを開発

し，矯正骨切り術を行っている．スペーサー付き

HC-50プレートは，骨切り部にスペーサーを挿入

することにより初期固定強度が増し，手技が簡便

である．本発表ではその臨床成績を比較検討する．

【方法】HC-50プレート使用群（以下,HC-50群）

は4例（男1，女3）で，平均年齢58.5歳，スペー

サー付きHC-50プレート使用群（以下，スペーサ

ー群）は4例（男1，女3）で，平均年齢56.5歳で

あった．手術はHC-50群，スペーサー群とも，背

屈変形には背側アプローチ，掌屈変形には掌側ア

プローチによりopenwedgeosteotomyを行った．

スペーサー群では矯正角度に応じて8,10,12mm

のスベーサーを選択し，骨切り部に挿入して矯正

位を保持した．骨切り部にはリン酸カルシウムペ

ーストを充填した．経過観察期間はHC-50群が平

均27.8カ月，スペーサー群が平均24.3カ月であっ

た．臨床成績は，し線評価およびFernandez法を

修正した井上らの臨床評価法を用いて比較した．

【成績】最終経過観察時のし線評価では，両群とも

矯正位を維持していたが，術後からの矯正位の保

持にはスペーサー群の方が優れていた．臨床評価

は両群とも全例excellentまたはgoodであった．

【結論】スペーサー付きHC-50プレートは，スペー

サーを骨切り部に挿入するだけで目的とする矯正

位を保持することができるため，従来の方法より

も手技が簡便である．また，固定が強固となり，矯

正位の保持に優れる．リン酸カルシウムペースト

を併用することで採骨の必要もなく，有用な方法

である．

2-5-10

僥骨遠位端骨折変形治癒に対する新しい骨

切ﾚﾉ法による矯正骨切ﾚﾉ術

AModifiedOpeningWedgeOsteotomyfOrMal-

unitedFracturesoftheDistalRadius

大阪労災病院整形外科

○川端確，中塚洋直，橋本英雄

【はじめに】僥骨遠位端骨折変形治癒に対する矯正

骨切り術として，矯正後に骨接触部を残すことが

できるように僥骨遠位をほぞ状に切る新しい骨切

り方法を考案し，それによる人工骨移植を用いた

openwedgeosteotomyを施行したので報告する．

【対象と方法】症例は男性1例，女性4例．平均年

齢60.2歳．骨折型は全例Colles型で関節外骨折で

あり，受傷から矯正骨切り術を受けるまでの平均

期間は10年5ケ月，平均術後追跡期間は8.6ケ月で

あった．新しい骨切り方法として，僥骨遠位をほ

ぞ状に骨切りし，矯正を行った．これにより僥骨

骨切り部の一部に骨接触部を残すことが可能であ

った．矯正角度，移植骨の形状をレントゲン正面，

側面にて，健側と比較して決定した．移植骨は人

工骨(6-TCP)を使用し，術前計測したように術
中に作成した．プレートは背側プレート

(SYNTHESLockingDistalRadiusSystem2,4)

を使用した．

【結果】可動域は平均で術前後，背屈は80度から

57.5度へ低下，掌屈は37.5度から55.,回外は65。

から71.3.,回内は67.5.から71.3。へ改善した．レ

ントゲンでは平均でvoraltiltは-23.6.から+6.0.,

ulnarvarianceは+6.2mmから+0.5mm,radial

inclinationは20.2･から22.3.となり良好な矯正位

を得た．合併症は全例で認めなかった．

【考察】今回用いた骨切り法は，骨接触部を残す為，

比較的早期に仮骨の形成がみられ，骨癒合も早い

印象であった．背側のロッキングプレートの固定

力も良好であり，術後の矯正損失は認めなかった．

この方法を用いることにより，自家骨を用いず，人

工骨のみの骨移植でも，良好な結果が得られ，有

効な方法と考えられた．
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術前に三次元切削加工した連通多孔体人工

骨を用いた僥骨遠位端変形治癒骨折に対す
る矯正骨切ﾚﾉ術

ColTectiveOsteotomyoftheMalunitedDistalRadms

FracturesUsingPrefabricatedArtificialBoneGraft

大阪市立大学大学院整形外科

○米田昌弘，香月憲一，佐々木康介，

岡田充弘，高岡邦夫

【目的】榛骨遠位端変形治癒骨折に対して行ってい

る，術前に三次元的に切削加工した人工骨を用い

た新しい矯正骨切り術の有用性および治療成績に

ついて報告する．

【対象】対象は僥骨遠位端変形治癒骨折7例（男4

例，女3例)，年齢は平均54歳（31～70歳)．骨

折型はColles型5例,Smith型2例，実施した手

術は関節外矯正骨切り術6例，関節内矯正骨切り

術1例，術後観察期間は平均9ヵ月（1カ月～1年

9カ月）である．

【方法】患者のCTデータから，市販のソフトウエ

アを用い，健側の鏡像をもとにコンピュータシミ

ュレーションによる三次元くさび開き骨切り術を

行った．骨切り後に生じた骨欠損部には新たにデ

ータを作成し，三次元切削機を用いて移植人工骨

(連通多孔体人工骨使用)を作成した．手術はこれ

らの計画をもとに作成した実物大立体模型を参考

に行い，骨切り部に移植人工骨を挿入し，プレー

トとスクリューで内固定した．術直後のレントゲ

ン像を健側の像と比較して手術精度を検討し，術

後6カ月以上経過した5例について臨床成績を調
査した．

【結果】術後の各レントゲンパラメータと健側のそ

れとの差の平均はpalmartiltで4.7｡,radialincli-

nationで1.5｡,radiallengthで1.8mm,ulnarvari-

anceで0.7mmであった．臨床成績は経過観察時

に手関節痛を訴えている例はなく，手関節掌背屈

可動域は術前平均60.から術後平均93.に，回内外

可動域は術前平均107.から術後平均166.に，握

力は術前平均15kgから術後平均32kgに改善し
た.Mayowristscoreは術前Fairl例,Poor4例

が，術後Excellentl例,Good3例,Fairl例に

改善した．

【結論】術前三次元切削加工した移植人工骨は榛骨

遠位端変形治癒骨折に対する矯正骨切り術におい

て，正確な矯正角度を獲得するために重要な役割

を果たし，良好な術後成績が期待できる．

2-5-12

手関節背側部の慢性瘻痛について

－診断と治療に苦慮した症例の検討一

ChronicDorsalWristPain-DiagnosisandSurgical
Tifeatment-

市立札幌病院整形外科

○平地一彦，佐久間隆

【目的】手関節背側部の慢性瘤痛は様々な原因で発

症する．しかし，他覚所見で異常がない場合は診

断に苦慮する．今回は診断まで時間を要し，最終

的に手術を行った症例を分析し，本症の原因と鑑

別疾患について検討した．

【方法】手関節背側部の慢性痙痛で他医療機関で診

断がつかず当科を受診し，診断まで検査や時間を

要し，最終的に手術を行った症例を対象とした．症

例は18例19手（男性12,女性6)，年齢は17～

50歳（平均29歳)，罹患側は右12手，左7手であ

った．これらについてi)自覚症状,ii)画像診断，

iii)診断と手術方法，術後経過を調査した．

【結果】i)安静時痛は11手に，運動時痛は19手全

例（背屈時痛19手，掌屈時痛6手）に認めた．ii)

19手の初診時X線では月状骨内嚢胞の1例を除き

異常はなかった．14手にエコーを行い，9手にガ

ングリオン，2手に異常筋が描出された．3手では

異常がなかった．6手でMmを撮像し，関節炎，伸

筋腱腱鞘炎各2手，月状骨壊死，骨内嚢胞各1手と

診断した.iii)オカルトガングリオンと診断した

9手はガングリオン切除を行い全例瘤痛は消失し

た．4手はDorsalwristsyndromeと診断し，後

骨間神経の脱神経を行なったが，2例は瘤痛が遷

延化した．異常筋(manusbrevis)の2手では腱

鞘の一部開放と滑膜切除を施行し，月状骨内ガン

グリオン1手は掻爬骨移植を，キーンベック病の

1手は僥骨短縮術を行ない除痛が得られた．2手は

経過よりリウマチ手関節単関節炎と診断し，薬物

療法の後，滑膜切除，部分手関節固定を施行し改

善した．

【結論】手関節背側部の慢性瘤痛は第4コンパート

メント内で圧迫された後骨間神経が瘻痛の原因に

関与する例が多かった．しかし，キーンベック病

(stagel),リウマチ単関節炎，異常筋の存在など

は鑑別疾患として念頭におく必要がある
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キーンベック病に対する僥骨骨切ﾚﾉ術の治

療成績と関節鏡所見の検討

ArthroscoPicFindingsandChnicalResultsofRadial

OsteotomyfOrmenb6ck'sDisease

'名古屋大学手の外科，2中日病院整形外科名古屋

手の外科センター，3整形外科つのだクリニック

○建部将広'，平田仁'，中尾悦宏'’

三ツロ秀幸2，角田賢二3

【目的】キーンベック病の治療法についての報告は

多々あるが，関節鏡による評価についての報告は

散見される程度である．今回我々はキーンベック

病の僥骨骨切り術前後の関節鏡所見と治療成績を

検討したので報告する．

【方法】当院でキーンベック病に対し僥骨骨切り術

および抜釘術を行った際関節鏡を行った44例(男

性37例・女性7例，平均年齢29歳）を対象とし

た．術前の掌背屈可動域は平均89度，握力は健側

比平均63％・平均経過観察期間は榛骨骨切り術か

ら抜釘術までは21ヶ月，抜釘術から最終経過観察

時までは27ケ月であった．鏡視では部位ごとに

fbrillationやerosionなど障害を確認し，その有

無にて分類し成績と比較検討した．

【結果】最終経過観察時の掌背屈可動域は100度，

握力は87％と改善が見られ,ModifedGreenand

O'Brianscoreによる評価ではExcellent:6,Good:

13,Fair:22,Poor:3であった．関節鏡所見上，榛

骨骨切りの際全例で月状骨の軟化が認められた．

骨切り時に僥骨の月状骨窩軟骨面に障害を認めた

のは18例で，認めなかった26例と比較して有意

に最終経過観察時の掌背屈可動域が低下してお

り，また骨切り時に手根中央関節において軟骨面

に変化を認めた15例では有意に最終経過観察時

の握力が低下していた．骨切り時と比べ抜釘時は

軟骨面の性状変化を認める例は増加していたが，

抜釘時の関節軟骨の状態と最終経過観察時の臨床

成績の間には有意な相関は認められなかった．

【考察】現在まで榛骨骨切り術の予後について年齢

による影響が大きいとされてきた．これに加え，今

回の結果から，骨切り術時の関節面の障害の有無

が予後に関与することが考えられた．

2-5-14

キーンベック病における血管柄付骨移植と

併用した有頭骨短縮と舟状有頭骨仮固定の

治療成績

ComparisonoftheSurgicalOutcomeofCapitate

ShorteningwiththatofT℃mporalScapho-capitate

FusionafterPedicledBoneGraftfbrKienb6ckDisease

京都大学整形外科

○池口良輔，柿木良介，中山憲，

森本佳秀，中村孝志

【背景】僥骨遠位端からの血管柄付骨移植を用いて

キーンベック病を治療する際に，舟状有頭骨仮固

定，舟状大菱形小菱形骨仮固定，有頭骨短縮など

併用する減圧術については，さまざまな方法があ

る．今回われわれは，血管柄付骨移植を用いて治

療したキーンベック病のうち，併用した有頭骨短

縮もしくは舟状有頭骨仮固定を，術後の手関節の

可動域やXp上のパラメーターなどについて比較
検討したので報告する．

【方法】1998年1月から2004年10月までに僥骨

遠位端からの血管柄付骨移植を用いて治療したキ

ーンベック病のうち，術後2年以上追跡しえた21

患者21手を対象とした．そのうち，血管柄付骨移

植を有頭骨短縮と併用して行ったものが11手，舟

状有頭骨仮固定と併用して行ったものが10手で

あった．術後の手関節可動域，握力，原職復帰ま

での期間,MayoWristScore,Stahl'slndex,Car-

palHightRatio,Scaph-lunateangleについて，

この2群を比較検討した．

【結果】術後の手関節掌背屈可動域については，舟

状有頭骨仮固定と組み合わせて行ったもののほう

が有意に改善していた.Stahl'slndexとScaph-

lunateangleについては，有頭骨短縮と組み合わ
せたもののほうが術前術後を比較すると有意に改

善していた．

【考察】血管柄付骨移植と併用する有頭骨短縮は，

有頭骨を短くすることによって月状骨への

mechanlcalStressを減少させXp上での改善も認

められるが，骨癒合不全，術後の可動域制限など

の合併症がある．一方，舟状有頭骨仮固定と併用

した場合は,Xp上での改善は良好とはいえない

が，手技も簡便で術後の可動域も良く患者の満足

度も高い傾向にあった．
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手関節運動時における生体3次元靱帯計
測：僥骨舟状有頭骨靱帯

I"W1ﾉoThree-dimensionalMeasurementofthe

RadioscaphocapitateligamentDuringWristMotion

'友紘会総合病院整形外科，2大阪大学整形外科

○後藤晃1，森友寿夫2，岡久仁洋2，

有光小百合2，村瀬剛2

【目的】手関節における靱帯計測は主に新鮮屍体標

本を用いた加U"、実験によって研究されており，

生体での手関節の3次元靱帯計測の研究報告は少

ない．また手関節運動時における靭帯の長さ変化

を計測するのは困難であると考えられている．今

回我々は大阪大学で行っている生体3次元動態解

析および独自に開発したコンピューターソフトを

用いて，3次元MRIの動態撮影で得られた画像か

ら生体手関節での3次元靱帯計測ならびに動作時

での靱帯の長さ変化を非侵襲的に解析したので報

告する．

【方法】健常者5名の5手関節．前腕回内外中間位，

肘関節屈曲90度の状態で手関節の掌背屈，榛尺屈

運動で20度間隔の各7ポジションでMRI撮影を

行った．撮影条件はTE2.3TR33とした．得られ

た3次元MRIから大阪大学式動作解析システムを

用いて各手根骨並びに僥骨，尺骨の3次元骨モデ

ルを作成した．異なる肢位での画像をsemiauto-

maticに重ね合わせる事によって，各手根列群の

動きを測定しさらに靭帯計測ソフトを用いコンピ

ューター上で榛骨舟状有頭骨靱帯(RSC靱帯）の

3次元計測ならびに手関節の掌背屈運動，榛尺屈

運動での靱帯の長さ変化を測定した．

【結果】榛骨舟状有頭骨靱帯(RSC靱帯）は掌背屈

運動では最大掌屈位で19.1mm(SD=±1.2mm),

中間位で21.6mm(SD=±1.3mm),最大背屈位

で26.2mm(SD=±3.2mm)と手関節の肢位で靱

帯の長さは増加したが，榛尺屈運動では最大尺屈

位で23.5mm(SD=±2.8mm),中間位で22.5mm

(SD=±2.5mm),最大僥屈位で21.5mm(SD=

2.3mm)と長さはほぼ均一であった．

2-5-16

月状骨周囲損傷における発症機転と治療成

績

TraumaticMechanismsandTherapeuticResultsof

thePerilunateIIljuries

東京医科大学整形外科

○高瀬勝己，吉野聡一，諸橋彰，

山本謙吾

【目的】月状骨脱臼や月状骨周囲脱臼は比較的稀な

外傷である．その発症機転をMayfieldらは，

Perilunateinstability(PLI)として4段階に分類

し報告している．我々は，脱臼あるいは骨折を含

む月状骨周囲損傷を20例経験し，それらの病態お

よび治療法を検討したので報告する．

【対象および方法】症例は20例．その内訳は男18

例女2例，左12例右8例，受傷時年齢は20から

65歳（平均31.3歳）である．損傷形態は，背側月

状骨周囲脱臼2例，舟状骨骨折を伴った背側月状

骨周囲脱臼10例(うち1例は両側同時発生例)，舟

状骨骨折および僥骨茎状突起骨折を伴った背側月

状骨周囲脱臼4例，舟状骨骨折および尺骨茎状突

起骨折を伴った背側月状骨周囲脱臼2例，舟状骨

骨折後偽関節症例に発生した三角骨骨折を伴った

背側月状骨周囲脱臼1例，骨片が関節外に転位し

た月状骨骨折1例と様々であった．全例に対して

観血的治療を施行した．骨折を伴わない背側月状

骨周囲脱臼2例には背側進入で整復操作のみを行

い，他の18例は全例掌側進入にて骨接合および損

傷靱帯縫合術を行なった．骨接合は舟状骨に対し

てはHerbertscrewあるいはAcutrakscrew,三

角骨や月状骨に対しては皿croscrewを用いた．術

後経過観察期間は平均4年2ケ月である．

【結果】発症機転をMayfieldらの分類で評価する

と，19例はstage3として分類できたが関節外に骨

片が転位した月状骨骨折の1例はstage2の亜型で

あると考えられた．術後成績では，舟状骨偽関節

1例を含めて全例に骨癒合を獲得できた．平均手

関節可動域は背屈52.5.,掌屈68.7.,握力は健側

比で平均89.2％で，術後に変形性関節症性変化や

手関節不安定性を認める症例はなかった．

【結語】本疾患は手関節背屈強制により発症する

が，手関節への前腕骨の軸圧負荷の時期や強度に

より様々な損傷形態を呈する．
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SLACwristに対する4-CornerFusion

4-CornerFusionfOrSLACWrists

'成田整形外科病院，2聖マリア病院整形外科，

3久留米大学整形外科，4整形外科八木病院

○山田康人1，吉田健治2，坂井健介3，

井上英豪3，八木雅春4

【はじめに】1984年にWatsonが提唱したscap-

holunateadvancedcollapsewrist(以下SLAC

wrist)に対する外科的治療は種々の方法が報告さ

れている．今回，有頭月状有鉤三角骨固定術＝4‐

cornerhlsionを施行し，検討を加え報告する．

【対象】症例は6例で男性5例，女性1例，手術時

の年齢は平均52歳（41～70歳)．患側は右3例，

左3例で舟状骨偽関節後のSNACwrist(scaphoid

nonunionadvancedcollapse)は4例であった．手

術時のstageはIが1例,IIが3例,IIIが2例で

あった．骨折または手関節痛出現までの期間は平

均17年（5年～33年)，3例に手根管症候群を合

併していた．術後経過観察期間は平均14ケ月(4ケ

月～3年）であった．

【手術法】手関節背側を切開し，舟状骨を摘出する．

次に有頭月状有鉤三角骨の軟骨をエアトームにて

除去し海綿骨を移植しキルシュナー鋼線で固定す

る．2例は術後の外固定期間短縮の為,HBS

screw,Acutrakscrewを使用した．

【結果】全例手関節痛の軽減を認めた．握力は術前

健側比34.8％から術後66％へ改善し，掌背屈の

ROMは術前平均75度より67.5度に悪化した．骨

癒合は全例に獲得できた．

【結論】SIACwristの手術療法には僥骨茎状突起

切除，各種の部分関節固定，近位手根列切除など

が施行されている．部分関節固定の一つである4‐

cornerfilsionはすべてのstageでも施行でき，成

績も比較的安定している．関節固定部の表面積が

多い事により，他の部分関節固定と比べ偽関節も

生じにくい．術後の固定期間が長い事が懸念され

るが，強固な内固定材料を使用することにより固

定期間の短縮も可能と考える．
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手の外科領域における保険診療

CurrentStatusofMedicallnsurancefOrHandSurgeryinJapan

○立花新太郎

虎の門病院整形外科
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僥骨頭骨折の治療成績の検討

TreatmentofRadialHeadFracture

'国家公務員共済組合連合会東海病院整形外科，

2あいせい記念病院3社会保険中京病院,4安城厚

生病院

○三ツロ由紀子'，牧野仁美'，鈴木正孝2，

夏目唯弘3，新井哲也4

【目的】僥骨頭骨折は肘関節に軸圧と外反力が作用

して生じる．外力の程度によって内側側副靱帯損

傷，鈎状突起骨折，肘頭骨折などを合併した複合

損傷を生じることもある．今回我々は僥骨頭骨折

の治療成績について検討したので報告する．

【方法】対象は過去5年間に僥骨頭骨折の治療を行

い，3ケ月以上経過観察可能であった44症例（開

放骨折1例)である．内訳は男性29例，女性15例，

受傷時の年齢は4歳から80歳（平均38.8歳）であ

った．受傷機転は転倒19例，転落14例，スポー

ツ6例，交通事故3例，その他2例であった．骨折

型はMasonTypel･10例,Type2･20例,Type3･

7例,Type4．7例であった.TypelとType2で転

位の小さい症例11例に対しては保存療法をおこ

ない，その他33例に対しては手術療法を行った．

Type3では，摘出例はなく全例骨接合を行った．ま

た，内側・外側靱帯，鈎状突起骨折などの合併損

傷を伴い不安定性があるものについては修復をお

こなった．治療成績の評価は日整会肘機能評価法

(JOAscore)で検討した．

【成績】JOAscoreは骨折型別にみるとTypel(10

例)が平均93.8点,Type2(20例)が92.6点,Type3

(7例）が82.4点,Tirpe4(7例）が83.8点であっ

た．また治療法別にみると保存療法例（11例）は

平均94.7点，僥骨頭骨接合単独例(21例）は90.0

点，合併損傷の修復例（12例）では85.1点であっ

た．

【結論】僥骨頭骨折44例について治療成績を検討

した．Type3.4と修復を必要とする合併損傷を伴

った症例では成績が不良となる傾向がみられた．

2-5-20

AOminicondylarplateを使用した僥骨頭粉
砕骨折・頚部骨折の治療成績

AOMinicondylarPlateFixationfOrRadiusHead

andNeckFractures

'愛知医科大学整形外科，2っぽい整形外科・内科

○山崎豊弘'，臼井透'，橋本晋平'，

佐藤啓二'，壺井朋哉2

【目的】AOminicondylarplate固定を行った僥骨

頭骨折Morrey分類Type2,3の術後成績，問題点

を検討した．

【対象と方法】症例は10例，男性7例，女性3例で，

年齢は平均30.7(16～54)歳,Morrey分類でType

2:2例,Type3:8例であった.3例にMCL損傷，

5例に他部位の骨折を認めた．固定法はAO

minicondylarplate2.0を全例に,PLLAピン，

Herbertbonescrew(以下HS),wiringを必要に

応じて使用した.MCL損傷については修復術を行

った．合併骨折5例の内，上腕骨小頭骨折の1例及

び内上穎骨折の1例は観血固定を，他は保存的治

療を選択した．外固定は2日から2週でシリンダー

キャストを除去し,Type3の全例には両側支柱付

き装具を装着し可動域訓練を行った．治療成績は

Wheelerの成績評価法とJOAscoreを用いた．

【結果】最終経過観察では骨癒合を9例に認め，プ

レートの折損をきたした1例は偽関節となった．

関節可動域は屈伸が126.0±18．2度，回内外が

131.5±33.8度.Wheelerの評価基準ではExcel-

lent:4例,Good:3例,Fair:2例,Poor:1例であっ

た.Fairは合併骨折例であり,PoorはType3の粉

砕例と合併骨折例であった．又,JOAscoreは平

均91．7（±5.93）であった．

【考察】AOminicondylarplateによる固定は角度
安定性を得ることが可能である．しかし挿入時･形

状について問題があると共に，今回折損例も生じ

たことから，僥骨頭の解剖学的形状に合った複数

のlocking機構を持ったplateが望ましい．
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僥骨近位端骨折を伴った肘関節脱臼の治療
成績について

TifeatmentofElbowJointDislocationwithFracture

oftheProximalRadius

'社会保険中京病院整形外科，2東海病院整形外科，

3安城更生病院整形外科，4岡崎市民病院整形外科

○夏目唯弘1，三ツロ由紀子2，新井哲也3，

鬼頭満4

【目的】肘関節脱臼は前腕近位端骨折を伴った場合

には高度不安定性と可動域制限を認め成績不良例

が多い．我々は頻度も多く再脱臼率が高いといわ

れる僥骨近位端骨折を合併した肘関節脱臼の治療

成績について検討した．

【対象および方法】2004年9月から2006年9月ま

での僥骨近位端骨折を伴った肘関節脱臼症例8関

節（右4例，左4例)，男性7例，女性1例,年齢

は19～67（平均37.9）歳，受傷機転は高所より

の転落3例，スポーツ時の転倒4例，その他1例で

あった．僥骨近位端骨折の骨折型はMolT印の分類

で2型が2例，3型が6例であった．合併損傷はMCL

損傷5例,LCL損傷5例，鉤状突起骨折2例，肘

頭骨折2例であった．全身状態不良の1例を除きす

べて観血的治療を行った．僥骨近位端骨折の固定

方法はHBS3例,DTJ2例,KW1例，骨片切除1

例であった．鉤状突起は全例固定せず，側副靱帯

は不安定性強いものは縫合した．

【結果】観血的治療を行った症例のJOAscore(肘）

は平均78.3点であり全例骨癒合し不安定性を残す

ものはなかった．保存的治療の1例は僥骨偽関節，

肘関節不安定性高度でJOAscore42点と低く，後

日他院にて手術を行った．可動域は観血的治療を

行った例では屈曲平均132.5度，伸展-11.5度，回

内54度，回外72度であった．

【考察】保存的治療の1例を除き不安定性を残す症

例はなくMorrey分類2型の2例はJOAscore平均

87点で可動域も比較的良好だったが3型について

は強固な固定が難しく外固定期間も長くなり

JOAscoreは平均74.2点で可動域に関してもやや

不良であった．肘関節脱臼に合併した僥骨近位端

骨折は外反動揺性を制御する重要な因子と考えら

れ，強固な固定を行うことで安定性を得て早期可

動域訓練を行うことが重要である．

2-5-22

尺骨鉤状突起骨折(Regantype2,3)13例
の検討

Treatmentofl3UlnarCoronoidProcessFractures

豊橋市民病院整形外科

○ 入澤太郎，井上五郎

【背景】尺骨鉤状突起骨折はまれな骨折であり，ま

とまった報告も少ない．

【目的】Regan分類type2または3の尺骨鉤状突起
骨折13例の経験より治療法と臨床成績について

検討した．

【対象】1988年から2006年の13例を対象とした．

内訳は，男性10例，女性3例，年齢は平均47歳，

受傷原因は転落が7例，転倒が6例,Regan分類

はtype2:10例,type3:3例であった．手術を要し

た合併損傷は，僥骨頭骨折:8例，上腕骨外穎骨折

:1例，側副靱帯損傷6例，榛骨遠位端骨折:1例，尺

骨骨幹部骨折:1例であった．

【方法】榛骨頭骨折，その他の合併骨折に対して内

固定を行う．後方不安定性が残存する場合のみ鈎

状突起を内固定する．骨片が大きさにより

HerbertscrewまたはK鋼線を選択する．側方不

安定性が残存する場合には，靱帯再建を行う．

【結果】外固定は1～3週であった．経過観察期間

は平均3.25であった．尺骨鉤状突起骨折の治療内

容は，保存療法が3例，手術療法が10例で，内固

定材料は,K鋼線6例,Herbertscrew3例,mini

screwl例であった.受傷から手術まで平均5.1日

(0日～7日）であった．可動域の平均値は，屈曲

131｡(115｡～140｡）伸展－7｡(-25｡～0｡）回外72。

(25｡～90｡）回内71｡(30｡～90｡）であった.JOA

scoreは平均92点であった．

【考察】鉤状突起骨折は合併する損傷の影響が大き

いため，治療法と予後との関係は端的に示しにく

い．諸家らの報告では，治療法はRegan分類,骨

片の大きさや転位の程度を主な基準として選択し

ている．我々はさらに術中の後方不安定性の有無

を重要視して治療法を選択し，良好な成績を得た．

【まとめ】鉤状突起骨折は，合併する骨折の内固定

後，肘関節が後方不安定性を認める症例のみ可及

的強固な内固定を行い，外固定を短期間とする治

療法が適当と考えられた．
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小児陳旧性上腕骨外穎骨折の治療の経験

ExperienceinTreatmentoftheOldFracturesof

theLateralHumeralCondyleoftheHumerusin

Children

ボリビア国サンタクルス，サンフアン病院整形外

科

○仁田原憲二

【目的】小児上腕骨外穎骨折は小児肘関節の16.9％

を示し，上腕骨穎上骨折に次いで多い．骨折は関

節面の約，1/2，1/3および，外穎骨片は転位しや

すく，遷延治癒や偽関節になり肘関節動揺性を起

こす．診断に遅れることが多く，症状が少なく，患

者自身も診察に遅れてくる事が多く，陳旧性にな

り，結果として外反動揺性を起こし，肘のROMに

問題を引き起こす．合併症として遷延治癒，偽関

節，内反肘，外穎骨片の無腐性壊死，遅発性尺骨

神経麻揮を引き起こす．今回，3週間以上経過し

た，小児陳旧性上腕骨外穎骨折の手術的治療をお

こない，良好な結果を得たので報告する．

【対象】小児陳旧性上腕骨外穎骨折の6例で2001年

1月～2004年6月で3歳～10歳，男性4：女性2，

手術的治療をおこなった,MilchTypellが主で

Jacobの分類でStagelllが4例,StageIIが1例，

偽関節が1例である．手術は後外側切開(Kocher)

で進入，骨折面を尖鋭かし，2本，3本のKwireで

固定（伊藤法）し,TBWを追加する．

【結果】良から優で肘関節可動域は術前と比べ正常

に近く，痛みはなく，患者自身が不自由さを感じ

ていない．1例に軽度内反肘があり，後，1例に外

穎骨片の壊死を見られたがその後のXpで回復が

みられ，特別問題はなかった．

【結語】小児上腕骨外穎骨折はORIFの可能性が高

く，保存的治療はStagelでCartilageHmgeが保

存されている例だけに限る.Flynn&Richardsは

保存的治療として骨片転位がXpのAP,Latで

2mTn以内としている．手術的治療は2本,3本の

KwireとTBWで強固な固定を行い，外穎骨片の安

定をはかり，肘の早期運動をおこない良好な結果

が得られた．長期Followは必要で外穎骨片の無腐

性壊死，外反肘，内反肘を検討する必要性がある

と思われた．

2-5-24

上腕骨骨幹部骨折および偽関節に対する創

外固定法の治療経験

ExternalFixationforFracturesandNonunionsof

theShaftsoftheHumerus

防衛医科大学校整形外科

○尼子雅敏，根本孝一，有野浩司，

土原豊一，山元浩治

【目的】上腕骨骨幹部骨折および偽関節に対する創

外固定法の術後成績を検討した．

【方法】上腕骨骨幹部骨折および偽関節に対して創

外固定法を行った28例を対象とした．新鮮骨折19

例，偽関節8例，プレート固定術後感染1例であっ

た．男性21例，女性7例で，手術時年齢は17～

78歳(平均35歳)であった．受傷時の合併症は多

発外傷14例，末梢神経障害8例（腕神経叢損傷1

例，僥骨神経5例，尺骨神経2例),RA1例であっ

た．創外固定はOrthofx固定器とハーフピンを用

いた．遠位ピンは大野らの方法に準じ上腕骨滑車

部および穎上部外側に刺入し，近位のピンは上腕

骨の近位1/3に刺入した．独自に考案した透視下骨

折整復器を用いて十分に正確な整復を行った後に

固定した．偽関節例には創外固定に加え，骨移植

と超音波刺激法を行った．感染例には病巣掻爬，持

続潅流を追加した．

【結果】新鮮例は全例で骨癒合が得られ，仮骨形成

が26-129日（平均66日)，創外固定器抜去が59‐

426日（平均174日）であった．骨癒合後の再骨

折が1例発生したが，再度の創外固定で骨癒合を

得た．偽関節例も全例骨癒合が得られ，仮骨形成

が24～104日（平均50日)，創外固定器抜去が98

～250日（平均178日）であった．

【考察および結論】上腕骨骨幹部骨折に対し，当科

では原則として保存療法を行っているが，多発外

傷合併例や偽関節には創外固定法を行っている．

術直後より良好な固定性が得られ，装着期間中の

ADLに支障はなく，良好な骨癒合が得られた．ピ

ンを神経血管束から離れた位置に刺入するので安

全であり，僥骨神経に対する処置も行いやすい．本

法は多発外傷，感染，神経損傷などの合併を伴う

場合には極めて有用な方法である．
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ArthroscopicECRBReleaseforLateral

Epicondylitis:AnAssociatedintra-

ArticularPathology

DepartmentofOrthopaedicSurgery,Kyungpook

NationalUniversityHospital,Daegu,Korea

○In-HoJEON,Seung-ManLEE,Woo-KieMIN,

Poong-ThekmM

Introduction:Althoughsurgicaltreatmentoflateral

epicondylitisisconsistsofvarioussurgicalprocedures

intheliterature,morerecently,arthroscopyhasbeen

reportedasasurgicaloptionfOrthiscondition.

MaterialsandMethods:Atotalof25patientswere

treatedsurgicallyandwerefOllowedupminimumof

12months.Therewe1℃20maleandfivefemalepatients

withanaverageageof43(35-50years).Theaverage

durationofsymptomswasl2months・Undergeneral

anesthesia,allpatientshadinspectionofthejointwith

arthroscopy,fOllowedbydebridementofthedegenera-

tivetissueandorreattachmentofextensorcarpiradialis

brevis(ECRB).Datawereprospectivelycollectedon

allpatientswhounderwentarthroscopicdebridement

ofchroniclateralepicondylitisfOrthelast2years.

Results:Thearthroscopicjointinspectionrevealed

frayingofthecapsule/tendonundersurfacewithouta

distincttear(Bakertypel)intwo,lineartearsalong

theundersurfaceofthecapsuleandECRB(Bakertype

II)inl8andinfivepatients,nnimallyretractedpartial

avulsionofthetendon(Bakertypenl).Anassociated

intra-articularlesionwasfOundover50%AGlocalized

synovitisover90%,gradel-IIchondromalaticchange

intheradialhead50%intypel&I1,100%intypelll.

Gradel-IIchondromalaciainthecapitellumwasfbund

in50%intypel&11,67%intypelll・Thereweretwo

plicaswhichrequiredsurgicalrelease.Thegripand

pinchstrengthachievedwere97%respectivelyofthe

oppositelimb.TwentythreepatientshadachievedfUll

rangeofmotionandtwopresentedlOdegreesof

extensionloss.Themeanpreoperativepainscorewas

7.8(range,5-10),whereasthemeanpostoperativescore

wasl.2(rangeO-2).

Summary:ArthroscopicECRBreleaseisareliable

procedurewitharemarkablefUnctionalrestorationand

paincontrol.Highincidenceofintra-articular

pathologiessuchaschondromalaciaandsynovitiswere

notedwitharthroscopyinthelateralepicondylitis.

2-5-26

上腕骨外側上穎炎に対する肘関節鏡視下手
術

ArthroscopicSulgeryfbrtheLateralEpicondylitis

聖マリアンナ医科大学整形外科

○新井猛，清水弘之，里見嘉昭，

安藤亮，別府諸兄

【目的】上腕骨外側上穎炎の難治例では関節内病変

の関与も示唆される．関節鏡を用いた治療では関

節内外病変双方への同時処置が可能である．上腕

骨外側上穎炎の鏡視下手術を行うための関節内か

らの解剖学的所見について検討を行ったまた実

際の臨床例についても報告する．

【対象および方法】対象は屍体標本30体60肘関節

である．内訳は男女共15例で平均年齢は79歳で

あった．関節内から肘外側部を観察し，短榛側手

根伸筋（以下,ECRB)の腕榛関節レベルでの幅，

厚さについてや肘関節90.屈曲位でECRBがどの

位置に見えるかについて，さらにSynovialfringe

について存在率と存在部位や大きさについても計

測した．実際の臨床例は4例であった．臨床例の

診断は理学的所見と画像は単純X線,MRI,超音

波検査で行い関節内と関節外病変を確認した．

【結果】ECRBの幅は10.86±3.0mm.厚さは1.25

0.7mmであった．またECRBは肘関節90.屈曲

位で全例榛骨軸に対して上方に位置していた．

SynovialfiFingeは全例に存在し，肘関節後内側か

ら後外側にかけて存在していた．臨床例ではSyn-

ovialfigingeの切除やECRBのデブリードメント

を施行し全例で痙痛が改善した．

【考察および結論】上腕骨外側上穎炎を中心とした

肘外側部痛を来す疾患は鑑別を要する．理学的所

見では圧痛部位とThomsentest,Middlefinger

extensiontestに加え，われわれは肘伸展，前腕回

内位で肘に伸展ストレスを加えると腕僥関節に瘻

痛を誘発するFringeimpingementtestを施行し

その存在と病態の関与を検討している．今回の解

剖学的検討が鏡視下手術に有用であった．
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上腕骨外上顎炎に対する筋膜切開術と短僥

側手根伸筋腱延長術の検討

ExtensorFasciotomyandElongationoftheECRB

TbndonfOrLateralEpicondylitisoftheElbow

'屋島総合病院整形外科タ2香川県済生会病院整形

外科，3坂出市立病院整形外科，4倉敷成人病セン

ター整形外科

○香川好男1，杉田英樹2，中村修2，

三上貴司3，吉原由樹4

【目的】伸筋筋膜切開術および短榛側手根伸筋

(ECRB)の腱延長術は，ともに上腕骨外上穎周辺

の病巣部より遠隔部において操作を行い,病巣部

への牽引力を軽減する術式である．これらの術式

における成績とその比較検討をしたので報告す

る．

【対象】2002年10月以降に筋膜切開術変法(F群）

を施行した19例20肘(男4例,女15例）と腱延

長術(E群）を施行した7例8肘（男6例，女1例）

で，各群はそれぞれ同一の術者が施行した．年齢

はF群32～56歳(平均43．3歳),E群39～70

歳（平均52.4歳）で，術後経過観察期間はF群2

カ月～4年（平均1年9カ月),E群1年3カ月～

3年1カ月（平均2年1カ月）であった．

【術式】両群とも局所麻酔下に施行した．F群では

上腕骨外上穎から約5cm遠位において約2cmの縦

皮切を加え，伸筋筋膜を総指伸筋，腕僥骨筋との

筋間中隔まで横切した．術後外固定は行わなかっ

た.E群では前腕榛背側で長母指外転筋と短母指

伸筋腱が榛骨と交差する部位から近位に約4cmの

縦皮切を加え,ECRB腱を同定後約1.5～2cmの

Z延長を施行した．術後は約1週間の手関節固定シ

ーネを装着した．

【結果】Nirschlの術後機能評価基準では,F群は

優11肘，良6肘，可2肘，不可2肘,E群は優5

肘，良2肘，不可1肘であった．E群の不可例は術

後1年での再発例であり，不可であった3肘は全て

再手術を施行した.F群の85.0%,E群の87.5%

に良以上の成績が得られ，そのなかの各70.1％と

85.7％は4週以内に良以上となった．またこれら

に両群間の有意差はなかった．

【考察】両術式とも成績に有意差はなく，小侵襲で

早期から概ね良好な成績が得られ有用と考える

が，一部は不満足な経過をたどり今後の検討を要

する．

2-5-28

肘関節後方障害に対する鏡視下手術

ArthroscopicSurgeryfOrPosteriorElbowLesion

慶友整形外科病院

○辻野昭人，伊藤恵康

【目的】肘関節後方障害に対する鏡視下手術は，滑

膜ヒダ障害と変形性関節症が主である．滑膜ヒダ

障害は，ヒダが肘関節に陥入して痙痛と弾発現象

を呈するものであり，変形性肘関節症は，肘頭と

肘頭窩の骨鰊がインピンジして瘻痛を来すもので

ある．今回，病態と治療につき検討した．

【対象と方法】肘関節滑膜ヒダ障害または変形性肘

関節症で肘関節後方痛を訴え，保存療法に制限あ

るものを鏡視下手術の適応とした．手術症例は35

例（13～35歳）で，男性32例，女性3例，滑膜

ヒダ障害は22例，変形性肘関節症は13例あった．

両者の合併では，弾発現象が主訴となるものは滑

膜ヒダ障害とした．滑膜切除は師やシェーバーを

使用し，骨練切除はそれにノミの使用を追加した．

数日のシーネ固定後，自動運動を開始した．

【結果】滑膜ヒダ障害は，腕僥関節の陥入が6例，

腕尺関節の陥入が10例，両者の合併が6例であっ

た．腕尺関節ヒダのうち7例はヒダ部に骨鰊の増

生を認め，骨鰊切除術も行った．すべての症例で

弾発現象は消失した．変形性肘関節症13例のう

ち，肘頭骨鰊に骨折片のあるものが9例あった．痙

痛は術後消失したが，2例では1年後と3年後に瘻

痛の再発を認めた．

【考察】肘関節滑膜ヒダ障害は決してまれな疾患で

はなく，外傷，スポーツ，労働等の炎症で肥厚硬

化すると考えられる．報告は後方腕榛関節ヒダが

多いが，後方腕尺関節にもみられた．鏡視下手術

は，ヒダ部の皮膚に切開が入らないため，術後の

羅痕も軽度で早期運動に有利である．変形性肘関

節症は関節全体に骨鰊がみられることが多く，今

回鏡視下手術の適応とした後方限定の症例は少な

い．このような症例では，骨鰊の折損しているこ

とが多かった．鏡視下で骨練を切除できる量には

限度があるため，再発に注意が必要である．
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上腕骨小頭離断性骨軟骨炎に対する外側模

状骨切ﾚﾉ術（吉津法）の治療成績

ClinicalResultofLateralWedgeOsteotomyfor
OsteochondritisDissecansoftheElbow

濁協医科大学整形外科

○亀井秀造，長田伝重，亀田正裕，

玉井和哉，野原裕

【目的】上腕骨小頭離断性骨軟骨炎に対する外側模

状骨切り術（吉津法）の治療成績を検討する事．

【方法】1992年から当科で行った外側模状骨切り

術23例中術後1年以上経過観察を行った14例を

対象とした．全例男性で野球を原因として発症し

た．手術時平均年齢は14.3歳，三浪分類で透亮期

1例，分離期7例，遊離期6例であった．手術前の

平均肘関節可動域は伸展－9．，屈曲129･であった．

8例は骨切り術に加えて骨釘移植を追加した．後

療法は術後約4週間の外固定後可動域訓練を開始

し，投球はX線像上離断部の癒合が確認されてか

ら開始した．術後平均経過観察時間は21.9カ月で

あった．以上の症例に対して，離断部癒合時期と

スポーツ復帰時期，手術前後の関節可動域の変化，

痙痛の変化，不安定性の有無，スポーツ能力の回

復度，画像所見の変化について検討を行った．

【成績】術後平均7カ月にてX線像上離断部の癒合

が得られ，スポーツに復帰していた．最終観察時

の平均関節可動域は肘伸展-2.9.,屈曲131｡で投

球時の痙痛が残存した症例は4例だった．術後肘

関節不安定性を認めた症例は無かった．スポーツ

能力は7例で低下を認めた．X線像上榛骨頭の肥大

化，変形性関節症性変化の認められたものがあっ

た．

【結論】上腕骨小頭離断性骨軟骨炎に対する外側模

状骨きり術は有効な治療法である．

2-5-30

上腕骨小頭離断性骨軟骨炎に対する治療成

績

TheOperativeTreatmentforOsteochondritis

DissecansoftheHumeralCapitellum

医療法人友和会鶴田整形外科

○鶴田敏幸，可徳三博，青柳孝彦，

笠原貴紀，北川範仁

【はじめに】上腕骨小頭離断性骨軟骨炎に対し，1

期(透亮期):壊死骨掻爬後，腸骨移植をゥ2期(透

亮～分離前期);軟骨が温存できる場合で，壊死骨

掻爬･腸骨移植に加えて軟骨接合術を，3期(主に

分離後期～遊離期）：軟骨が温存できない場合で，

MosaicPlastyをおこなっている．今回はこれらグ

ループの術後成績を比較検討した．

【対象】2000年7月から2006年7月までの43例

43肘（全例男性)，平均年齢13.9歳，平均術後経

過観察期間は25.0ケ月であった．

【結果】1期は12例12肘で，肘ROMは，術前屈

曲126.9度から術後130.0度，伸展-18.1度から

-9.4度へ，握力は34.8kgから37.4kg,痙痛（日

整会）は術前平均20.0点から29.6点と改善した．

スポーツ能力は低下なし11名，軽度低下0名，か

なり低下1名であった．2期は18例18肘で，肘ROM

は，術前屈曲126.6度から130.0度，伸展－9．4度

から-5.6度へ，握力は29.4kgから31.0kg,瘻痛

は術前平均19.7点から29.2点と改善した．スポー

ツ能力は低下なし16名，軽度低下0名，かなり低

下0名，スポーツ変更2名であった．3期は13例

13肘で，肘ROMは，術前屈曲128.5度から128.8

度，伸展-8.8度から－4．6度へ，握力は27.2kgか

ら29.8kg,瘤痛は術前平均19.6点から27.1点と

改善した．スポーツ能力は低下なし12名，軽度低

下1名，かなり低下0名であった．

【考察】これら3グループ間に術前の進行度に差は

あるものの，術後成績に差はなかった．これらの

方法は肘関節のalignmentを変える方法ではない

ため，術後より再発予防を目的として，メディカ

ルチェックの上，全身的な問題点，投球フォーム

等を改善していく必要がある．
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尺骨付着部でのTFCC断裂が遠位撲尺関節

不安定性に及ぼす影響一未固定保存標本

を用いたバイオメカ解析一

Ulnar-sidedniangularFibrocartilageComplex

TbarsEffectonDistalRadioulnarJointStability:

ABiomechanicalStudy

'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

○森谷珠美'，和田卓郎'，射場浩介'，

山下敏彦'，青木光広2

【目的】三角靱帯が尺骨小窩付着部で断裂すると遠

位榛尺関節の不安定性が生じる．本報告の目的は，

未固定上肢標本を用いて，三角靱帯の尺骨付着部

切断前後において，前腕および手関節の他動運動

による遠位僥尺関節の不安定性を評価することで

ある．

【方法】70歳以上の手関節に異常のない未固定標

本5上肢を用いた．標本を肘関節90度にてジグに

固定し，尺骨頭の周囲を僥骨が可動する回内・回

外可動性を確保した．切断前，続いて三角靱帯の

尺骨小窩付着部を掌側より切断，最後にさらに三

角靱帯の尺骨茎状突起付着部を切断した．全段階

において尺側側副靭帯は温存した．手関節他動運

動（前腕中間，30度・60度・最大回内位，30度・

60度・最大回外位にてそれぞれ手関節を最大掌

屈，背屈，僥屈，尺屈)，ピアノキー徴候,ulno-

carpalストレステストを施行した．遠位僥尺関節

の不安定性の評価は，遠位僥尺関節レベル軸写面

での尺骨小窩に対する榛骨(DRUJ関節面）の移

動距離（以下，僥骨移動距離）を用い，解析は

3Spaceを使用した．

【結果】切離前の僥骨移動距離は少なく前腕回内・

回外を通して最大4.5mmであった．切離後は回内

位よりも回外位において，ピアノキー徴候よりも

ulnocarpalストレステストにおいて，僥骨移動距

離は大きく最大10.5rnmであった．また，特に回

外位において，三角靱帯の尺骨小窩付着部切断十

茎状突起付着部切断は，尺骨小窩付着部切断より

も榛骨移動距離が増加する傾向にあった．

【考察･結論】手関節レベルでの前腕回旋軸は尺骨

頭小窩を通過するため，僥骨の尺骨小窩に対する

移動距離が，遠位僥尺関節の不安定性を的確に表

現すると考えられる．三角靱帯の尺骨小窩部断裂

が遠位僥尺関節の不安定性をもたらす可能性が示

された．

2-5-32

手根運動における尺骨手根靱帯の生体3次

元靱帯距離変化

I"vivo,3-DimensionalLengthChangeofthe

UInocarpalLigamentsduringVariousCarpal

Motions

大阪大学整形外科

○森友寿夫，村瀬剛，田中啓之，

岡久仁弘，有光小百合

【目的】これまで手関節運動中の靱帯距離の変化を

計測するには屍体標本を用いるしかなかったが，

屍体には生理的筋緊張がなく正確な計測は困難で

あった．われわれは非侵襲的に生体の関節運動中

の靱帯距離を3次元的に計測する手法を開発し，

三角線維軟骨複合体(TFCC)の掌側成分である尺

骨手根靱帯の靱帯距離の変化を計測したので報告

する．

【方法】健常ボランティアの15手関節の掌背屈，榛

尺屈，ダーツスロー運動(各5手関節)に伴う尺骨

三角骨靱帯，尺骨月状骨靱帯，掌側僥尺靱帯の3次

元的靱帯距離変化を求めた．まず各運動の屈曲角

度を変えた6ポジションでMRIを撮影し，独自に

開発した生体3次元運動解析システムを用いて3

次元骨モデルのアニメーションを作成する．次に

各骨モデル上に計測する靱帯の起始・停止点を設

定し運動中の3次元空間内での距離を計測する．

すべての靱帯の起始を尺骨小窩に設定した．運動

中，靱帯が骨に押されても骨の中を貫通しないよ

うに骨表面に沿って迂回させて計測できるツール

を用いた．

【結果】手関節掌屈位から背屈位にかけて尺骨三角

骨靱帯，尺骨月状骨靱帯は靱帯距離がそれぞれ平

均4.4mm,6.4nnn増大した．尺屈位から僥屈位に

かけてはそれぞれ2_2mm増大,2.2mm減少した．

尺掌屈位から僥背屈位ではそれぞれ3.4mm,

0.5mm増大した．掌側榛尺靱帯はいずれの運動中

も大きな距離変化はなかった．

【結論】近年,TFCC尺側断裂において尺骨小窩付

着部での断裂が本質的な病態であることがわかっ

てきた．その受傷機転としては前腕回内外強制よ

る榛尺靱帯の断裂が考えられてきたが，手関節伸

展によって尺骨手根靱帯の緊張が高まるという今

回の結果から手関節過伸展も受傷機転の要因のひ

とつであることが示唆された．
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手関節尺側部痛に対するFoveaSign手技
の統計学的検証

TheG6FoveaSign''fOrDefiningUlnarWristPain:

AnAnalysisofSensitivity,Specificity

’昭和大学整形外科，2昭和大学病院附属豊洲病院

整形外科,3BiomechanicsLaboratory,Divisionof

OrthopedicResearch,MayoClinicCollegeof
Medicine

○富田一誠',RichardA.Berger3,Shian-
ChaoTAY3,瀧川宗一郎2,宮岡英世1

【目的】近年DrBergerが提唱しているFoveaSign
（尺骨小窩で誘発された圧痛)は，手関節尺側部痛

の原因を同定する上で有用な臨床検査手技であ

る.FoveaSignは，圧迫点から三角線維軟骨複合

体(TriangularFibroCartilageComplex)の
Foveaでの剥離と尺骨三角骨(UlnoTriquetral)"

帯損傷という2つの尺側部痛の病態を反映すると

考えられている．しかし今日までこの手技の信葱

性を確認するための統計学的特異度と感度を評価

した報告はない．今回我々は客観的なカルテ調査

を元に，この検査手技の特異度と感度について調

査する機会を得たので報告する．

【方法】対象は1998年から2005年の8年間に，1

人の手の外科専門医が施行した手関節鏡症例272

例（男性146名，女性126名，平均年齢33.7歳）

である．術者以外の手の外科医2人が，客観的な

カルテ調査から関連した臨床症状，術中所見を抽

出し検証した.FoveaSignとは尺骨茎状突起と尺

側手根屈筋腱の間，尺骨頭の掌側面と豆状骨の間

を検者の母指で押し上げて行う手技である．健側

に比して鋭く激しい痛みが再現されたときに

FoveaSign陽性とした．

【結果】手関節鏡視の結果，90例にFoveaでの

TFCC剥離,68例にUT靱帯損傷を認めた．Fovea

Signは156例が陽性であった．FoveaSignの上記
2つの病態いずれかに対する感度は95.2％でその

特異度は86.5％であった．

【考察】FoveaでのTFCC剥離とUT靱帯損傷を診

断するためにFoveaSignは大変有用な臨床検査

手技であった．この手技は手関節尺側部痛の原因

の中で上記2つの病態を強く反映していた．これ

らの2つの病態の区別は困難であるが，遠位僥尺

関節が安定している場合はUT靭帯損傷で，不安定

性を伴っている場合はFoveaでのTFCC剥離であ

ることが臨床的に多かった．

2-5-34

TFCC尺骨小窩損傷に対するCTarthrogra-
phy

CTArthrographyoftheFovealDisruptionofthe
TFCC

1関目病院整形外科，2関西電力病院整形外科，3京

都大学整形外科

○村井正和'，廣岡淳'，宮崎義雄'，

藤尾圭司2，森本佳秀3

【はじめに】TFCC尺骨小窩損傷の病態は，その診

断方法を含めまだ不明な点が多い．関節造影で診

断するには遠位榛尺関節の造影が必要であるが，

それだけで3次元的な構造を把握することは困難

である．診断の確定および病態の把握のために遠

位僥尺関節のCTarthrographyを施行したので，
その所見を報告する．

【対象および方法】2006年1月より10月までの期

間に手術を施行した6例を対象とした．男性2例・

女性4例，手術時年齢は18歳から43歳(平均25.7

歳）であった．臨床症状・MRI所見よりTFCCの

損傷の診断を行い，最終的にCTarthrographyを

行った．1例はulnarpositivevariantでありTFCC

の縫合と尺骨短縮骨切りを行ったが，残りの5例

はTFCC縫合のみ施行し，いずれも術中に尺骨小

窩での損傷を確認した.CTarthrographyの手順
は，透視下に遠位僥尺関節の造影を行い，関節造

影の状態を確認した後にCT撮影を行った．3次元

的に画像を再構築し，各断面にて損傷の状態を検

討した．

【結果】6例全例で尺骨小窩部分が造影され，同部

での損傷が確認された．他の所見としては，遠位

僥尺関節の関節包の広がりに変化が見られ，関節

包の緩みと考えられる所見も認められた．

【考察】尺骨小窩へのTFCC付着部は微細な構造で

あり，臨床症状,MRIや関節造影を組み合わせる

ことによりTFCC尺骨小窩損傷と診断しても，客

観的な画像所見として描出するには困難な部分も

あった．CTarthrographyは,axial方向の断面で

その損傷を診断できるものもあるが，スライス方

向の変更や再構築を行うことで更なる評価が可能

であり，損傷部を描出することができる．それだ

けでなく，遠位榛尺関節の関節腔の広がりなど，病

態解明に重要な情報を与えてくれるものと思われ

る．
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ストレスMRI撮影による遠位僥尺関節の

不安定性評価の試み

StressMRIEvaluationofDRUJInstability

慶應義塾大学整形外科

○斉藤毅，中村俊康，池上博康，

牧田聡夫，別所祐貴

【はじめに】生体での遠位榛尺関節の不安定性の評

価は主に徒手検査によっておこなわれており，定

量的な評価方法は確立していない．今回われわれ

は,MRIガントリー内で圧測定ができるセンサー

を開発し，遠位榛尺関節のストレスMRIを試み

た．

【対象･方法】手関節に外傷の既往がなく愁訴を有

さない健常者11例（全例男性，年齢27～34歳，

平均30.4歳）を対象とした．アクリル製の手関節

固定台内に圧センサーを設置し，光ファイバーで

アンプ，パーソナルコンピュータに接続した．手

関節を固定し，尺骨頭に背掌方向または掌背方向

へ持続的に12～24Nの負荷を加えた状態でMRI

撮影を行った．圧センサーはアクリル製プリズム

が変形する際に光がひずむ現象を利用したもの

で，センサー本体に金属や電子回路を一切含まな

いため，磁場に影響されずに負荷した力を測定し

ながらMRI撮影をおこなうことができる．

Axigl像で僥骨に対する尺骨頭の偏位をWechsler

の方法に準じて計測した．

【結果】手関節axialMRI撮影は正常に可能であっ

た．尺骨頭の偏位は平均0.18mm(0～1mm)で

あり，12～24Nの負荷の範囲で尺骨頭のtrangla-

tionはほとんど認められなかった．遠位僥尺関節

のstinlessがlinearな性状であると仮定すると，

30.8N/mmであった．

【まとめ】遠位僥尺関節に加えた負荷を持続的に測

定しながらストレスMRI撮影を行うことができ

た．今後TFCC損傷などに起因する遠位僥尺関節

の不安定性を有する患者に本検査を行い，健常者

のデータを参考に不安定性を定量化することがで

きれば，遠位僥尺関節不安定性の正確な診断と治

療方針決定に有用な検査になると考えている．

2-5-36

MRIマイクロスコピーコイルを使用した

TFCC病変に対する読影者間の比較

TheDifferenceofTFCCEvaluationinMRImaging

withMicroscopyamongtheObservers

'キッコーマン総合病院整形外科，2ブリングハム

ウーマンズ病院放射線科，3岩手医科大学放射線

科，4日立製作所日立総合病院放射線科，5筑波大

学院大学整形外科

○田中利和1，吉岡大2，植野映子3，

高橋信幸4，落合直之5

【目的】三角線維軟骨複合体(TFCC)を対象とし

たmicroscopycoilを併用した高空間分解能MR画

像について，評価の観察者間変動とその要因につ

いて検討する．

【方法】対象は49歳以下の75名（患者35人，40

人ボランティア）であった．使用MR装置は1.5T

GyroscanNTIntera(Philips)で,microscopy
coil(径23mmまたは47mm)を用いた．Radial

attachment,discproper,triangularligament,

DRUL,PRUL,UTL+ULLの6部位について,2段
階評価（0:断裂なし＋変性のみ，1：部分断裂十完

全断裂）を行った．評価は1名の整形外科医と2名

の放射線科医（1名はTFCCに経験豊かな医師と

経験の少ない医師）で行った．観察者内の変動は

Kappa統計量を用いて比較した．

【結果】Radialattachment,discproper,trian-

gularligament,DRUL,PRUL,UTL+ULLの順
で整形外科と経験のある放射線科医との間の

Kappa値は0.471,0.496,0.534,0.082,0.137,

0.099整形外科医と経験の少ない放射線科医では

0.307,0.393,0.280,0.253,-0.050,0.085,そして

放射線科医同士では0.133,0.356,0.184,0.085,

0.146,0.104であった．

【結論】経験の有無に関係なくdiscproperとradial

attachnlentの部分は観察者間で比較的差の少な

い読影がなされた．経験とともにtriangularliga-

Inentの読影率は上昇し，その他の部位の一致率は

低くかつた．
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Palmer分類に該当しない三角線維軟骨損
傷一新分類の提案一

TheAtypicalTFCCIIUurymPalmer'sClassification

済生会下関総合病院整形外科

○安部幸雄

【目的】三角線維軟骨（以下TFCC)損傷には従来

Palmer分類が用いられてきたが，自験例におい

てこの分類に該当しない損傷形態も少なからず存

在した．そこで今回，この分類を見直し新たな分

類方法を考案した．

【対象・方法】127例，128関節を対象とした．男

性46例，女性81例，年齢は14～84歳，平均52

歳であった．

【結果】Palmer分類に従った損傷の内訳は外傷性

断裂78関節，変性断裂46関節，摩耗のみ3関節，

肥厚1関節であり，外傷性断裂78関節のうち

Palmer分類に該当するのは1A:56関節,1B:

18関節,1C:3関節,1D:1関節であった.Palmer

分類に該当しない断裂は尺骨小窩；6関節，背側

部：6関節，水平断裂：3関節，背側遠位僥尺靱帯

実質部:1関節であった．また損傷が重複して存在

した複合損傷が16関節にみられた．

【考察】今回の分析を元に新分類を以下の如く作成

した.I.痙痛性(外傷性）断裂:1.実質部損傷(a.

裂状,b.弁状，c､水平),2.周辺部損傷(a・遠位

部,b.掌側部，c､背側部,d・榛側部剥離，e・尺骨

茎状突起剥離,f尺骨小窩剥離,g･遠位榛尺靱帯),

3.複合損傷,II.変性断裂（軟化，線維化，穿孔，

大断裂):a.尺骨突き上げ症候群を伴うもの,b.尺

骨突き上げ症候群を伴わないもの．この分類の特

徴は1）実質部と周辺部損傷では遠位僥尺関節へ

の意義が異なるために区別した，2)外傷歴の明ら

かでない外傷性断裂の存在から，損傷形態による

外傷性，非外傷性の区別をやめ瘤痛性断裂とした，

3)尺骨小窩断裂，背側部断裂などの新たな損傷形

態を加えた，4)変性断裂を尺骨突き上げの有無に

より単純化した，5)昨今の治療法と直結した分類

としたことである．

2-5-38

反復性遠位僥尺関節掌側脱臼の治療経験
RecurrentPalmarDislocationoftheDistal

RadioulnarJoint

慶應義塾大学整形外科

○中村俊康，西脇正夫，斉藤毅，

福岡昌利，高山真一郎

反復性遠位僥尺関節（以下DRUJ)掌側脱臼は前

腕回外位で尺骨頭が掌側に脱臼するが，その他の

肢位では整復位をとる．今回自験例を検討した．

【対象および方法】症例は21例21手，20～77歳

(平均47歳)，男3，女18,右7，左14手であった．

20手で背屈型僥骨骨幹部または遠位端骨折の既

往があった．骨折後1年以内に脱臼した例は4手

で，16手では骨折後2から48年後に脱臼を生じた．

全例回外位でクリックとともに尺骨頭が掌側に脱

臼し，回内していくと回外45度から中間位付近で

整復された．術前症状，画像所見，治療法を検討

した．

【結果】強い瘻痛は4手，中程度の瘻痛は9手で認

め，他の8手では癖痛はなかった.DRUJ不安定

性は全例で認めた．単純X線で僥骨dorsaltiltは

5度以下11手，15度から20度9手，26度1手で，

尺骨茎状突起偽関節は5手認めた．関節造影,MRI

では19手でTFCC小窩剥脱損傷を認めた．手術は

19手に行い，初期の2手では僥骨矯正骨切り術や

尺骨茎状突起再固定を行った．最近はTFCCの再

建を7手，直視下縫合を5手に行い，追加手術とし

て茎状突起偽関節再接合，僥骨矯正骨切り術，尺

骨短縮術を行なった.DRUJ不安定性のなかった

4手では尺骨模状背屈短縮骨切り術3手，尺骨短縮

術を1手に行い,DRUJ重度変形例1手ではSauv6-

Kapandji手術を行った．術後TFCC再建例1手で

反復脱臼が再発し,TFCC縫合例1手ではDRUJ

不安定性と瘤痛の残存を,TFCC再建例1手では

軽度の回外制限を認めた．術後成績は優13,良3，

可1，不可2であった．

【まとめ】習慣性DRUJ掌側脱臼は僥骨背屈変形に

よるbonyalignmentの変化，尺骨切痕掌側縁の

abutment効果の減少,TFCC小窩剥離損傷により

生じると考えられる．治療はTFCC再建または直

視下縫合が中心で，榛骨変形が強い場合には矯正

骨切り術を要する．
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有痛性尺骨茎状突起偽関節に対する骨接合

術

OsteosynthesisforSymptomaticUlnarStyloid

Nonunion

'土谷総合病院整形外科，2広島手の外科・微小外

科研究所

○梶原了治'，木森研治'，河越宏之'，

津下健哉2，生田義和2

【目的】尺骨茎状突起の有痛性偽関節については，

摘出を勧める説と骨接合を勧める説の双方があ

り，見解の一致はみていない．演者らは積極的に

骨接合を行ってきているのでその成績について報

告する．

【対象】対象は1998年以降当科で骨接合を行った

有痛性の偽関節症例11例（男性8例，女性3例）

で，年齢は平均29歳，骨折型は中村の分類で中央

部1例，基部6例，基部から骨端部4例であった．

5例は榛骨遠位部骨折を合併，6例は単独骨折であ

り,ulnavarianceは平均-0.3mm(-3～+1mm)

であった．術前にCTで遠位僥尺関節の不安定性を

認めたのは4例で，1例に尺側手根伸筋腱腱鞘炎を

認めた．受傷から手術までの平均期間は41カ月(3

カ月～20年）であり，全例tensionbandwiring

法による骨接合を行い，10例に榛骨遠位からの骨

移植を併用した．また骨接合後も不安定性の残存

した2例に対して1例はTFCCの修復を，他の1例

には尺側手根屈筋を用いた制動術を追加した．術

後平均経過観察期間は15ヵ月であった．

【結果】外固定に耐えられず術後早期に患肢を酷使

して偽関節となった1例を除く10例に骨癒合が得

られ，再骨折は生じていない．10例で瘻痛は消失

していたが，長時間の書字で手関節の違和感を訴

える症例があった．1例に一過性の尺骨神経背側

皮枝領域の知覚障害を認めた．前腕の回外可動域

は術前平均81.6度から89度に，回内可動域は術前

平均67．5度から術後平均80度にそれぞれ改善し

ていた．

【結語】尺骨茎状突起偽関節に対する骨接合は除痛

に有用であった．骨移植の併用は骨癒合の獲得に

効果的で，骨接合のみで不安定性が解消されない

症例には制動術の追加が必要である．

2-5-40

尺骨短縮術の治療成績

UInarShorteningOsteotomyusingCompression

DevicefOrUlnarlmpactionSyndrome

'札幌医科大学整形外科，2札幌医大保健医療学部

理学療法学科

○織田崇'，和田卓郎'，射場浩介'，

金谷耕平'，青木光広2

【はじめに】尺骨短縮術において，正確な骨切りや

確実な骨癒合を目指した種々の術式が報告されて

いる．我々 は,LeandBowenが考案したAOcom-

pressiondevice(CD)を使用した術式を行ってお
り，その成績を報告する．

【対象と方法】尺骨短縮術を施行した40手のうち，

榛骨遠位端骨折変形治癒や手根骨壊死の合併例を

除く尺骨突き上げ症候群25手（男13，女12,手

術時年齢平均34.6歳）を対象とした．手術適応は

単純X線像や関節鏡視で月状骨，月状三角骨靱帯

の変性所見を認めた例とした．手関節中間位正面

像でのulnarvariance(UV)が2mm以上の例で

はUVOmmを,UVが2mTn未満の例では2mmの

短縮を目標に骨切りを行った．フリーハンドでの

骨切り後,3.5mmDCPとCDにより仮整復した．

X線像によりUVと遠位僥尺関節の適合を確認し,

DCPで内固定した．合併症，術前後単純X線像，

瘻痛，手関節可動域，握力,modifedMayowrist

scoreを評価した．術後観察期間は平均9.9カ月で

あった．

【結果】術後合併症はなく，全手で骨癒合した．短

縮量は平均3.6mmで,5mm以上が4手であった．

UVは術前平均2.8mmが術後平均-0=8mmとなっ

た．遠位僥尺関節症を呈した例はなかった．平均

瘻痛スコアは術前18点が術後23点に改善した．術

前平均可動域は掌屈69．，背屈70．，回内75.,回

外80.．術後平均は，掌屈75.,背屈77.,回内77.,

回外76.であった．平均健側比握力は術前77％が，

術後87％に回復した.ModifiedMayowristscore

は術前75点が術後86点に改善した．

【考察】CDを使用した尺骨短縮術の成績に関する

報告はない.5mm以上の短縮でも整復保持が容易

で，プレート固定前にUVや遠位僥尺関節の適合

性をX線像で確認できる利点がある．フリーハン

ド骨切りであるが，術中の短縮量評価と圧迫固定

により目標とした短縮と骨癒合を得た．
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吸収性ピンを用いたS｡Kapandji法
AbsorbablePinFixationfOrS.KapandjiProcedure

'近畿大学堺病院整形外科，2近畿大学堺病院リハ

ビリテーション部，3近畿大学附属病院整形外科

○菊池啓'，嶋田亘'，辻本晴俊2，

大谷和裕3，斉藤政克3

【目的】1995年以降，遠位僥尺関節障害に対する

関節形成術(Sauve-Kapandji法:SK法）の固定

材料に吸収性ピン(taperOrthosorbpin:2本，
Johnson&Johnson)を用いて，固定材料による

骨占拠率の減少とフレキシブルな固定を行った．

今回5年以上を経過した本術式の長期成績を報告
する．

【方法】1995から2001年にかけて近畿大学関連グ

ループ病院でSK法を行った症例は80例で，経過

観察できた症例29例37手(RA24例32手，外傷

後3例3手OA2例2手．男性7例，女性22例．年

齢19-82歳，平均61歳）を対象とした．手術時伸

筋腱断裂を合併していたRA症例は9例であった．

全例術後2週間のギプス固定を行い,RA以外では

切除した尺骨片で遠位僥尺関節に骨移植を行っ

た．術直後と術後5年-11年（平均7.6年）経過し

た最終時の画像診断(X線:骨癒合）と臨床評価を

行った．

【成績】画像で骨癒合が確認された症例は37手中

27手(73%:RA24手，その他3手),繊維性癒合

10手(RA8手，その他2手),異常可動性を示し

た症例はなかった．終診時臨床評価は全例除痛獲

得し，可動域は再癒合を示したRA2手以外で改善，

握力低下はRA4手，尺側部違和感を示した症例が

5手(RA3手，その他2手)認められたが，再手術・

骨折・感染を示した症例はなかった．臨床評価の

低下は主にRA活動性によるもので，術式(対象手

の活動性）とは関連しなかった．

【結論】SK法に用いる固定材料は種々 の報告があ

るが，吸収ピンによるSK法は5年以上経過しても

許容される方法であった．

－S213－



2Pal

キーンベック病に酷似した月状骨内軟骨腫

EnchondromaoftheLunate,whichisSimilarto

Kienb6ck'sDisease

'埼玉医科大学病院整形外科，2東京大学整形外科，

3東京都立広尾病院整形外科，4名戸ケ谷病院整形

外科，5東芝病院整形外科

○河野慎次郎1,2,筋野隆2,3,辰巳徹志1,2,

大江隆史2,4,極井隆2,5

【緒言】手根骨に発生する内軟骨腫の報告は少な

く，その中でも月状骨の内軟骨腫は病的骨折のな

い2例のみが報告されている．またキーンベック

病は手関節の瘻痛を主訴とする月状骨に無腐性壊

死を生じる疾患であり，単純X線写真で月状骨の

圧潰像や分断化像を呈する．今回我々は単純X線

写真でキーンベック病と同様な月状骨の圧潰像や

分断化像を呈する月状骨内軟骨腫による病的骨折

を2例経験したので報告する．

【症例】症例は18歳男性と17歳女性であり，2症

例とも手関節痛を主訴に近医受診し，キーンベッ

ク病の診断を受け紹介受診となった．単純X線写

真正面像にてキーンベック病様の月状骨の圧潰が

あるが単純X線写真斜位像にて骨嚢胞像を認め，

CTにて骨嚢胞内に石灰化が確認された．内軟骨腫

の疑いで切除生検行い，術中所見と迅速病理診断

により内軟骨腫と診断し，掻爬後圧潰した月状骨

を整復して遊離骨移植おこなった．術後月状骨は

癒合し手関節痛も消失した．

【結語】病的骨折を起こしている月状骨内軟骨腫は

症例数自体も少ないと考えられるが，その単純X

線写真の類似性よりキーンベック病と診断され見

過ごされている可能性もあり，注意深い鑑別が必

要である．

2Pa2

MRスペクトロスコピーによる関節内骨壊

死の検討第2報:長期経過観察，回復期脂
肪水信号比の測定

MRSFindingsoftheNecroticBoneintheJoint.

TheSecondReport:Long-termFollowUpCases

慶應義塾大学整形外科

○小原由紀彦，中村俊康，池上博泰，

長田夏哉，戸山芳昭

【目的】MRIでみられるKienb6ck病や月状骨脱臼

後の骨の信号変化については，未だその要因は明

らかではない．昨年の本学会において我々は，

Kienb6ck病に近いモデルとして関節内骨壊死モ

デル(短期例）を作成し,MRIの信号変化を比較，

検討し，報告した．今回，20週までの長期経過例

について報告する．

【方法】生後8－12週，体重1.2-1.8kgの日本白色

家兎15羽を用いた．麻酔下にて第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4,8,12,16,20週後に各3羽

ずつ屠殺し，挿入した第4足根骨を摘出した．ま

た，健常な日本白色家兎の第4足根骨をコントロ

ールとした．摘出後，各モデル群，コントロール

群のMRI撮影(SE法T1,T2強彫像)を行い,Line

scanを用いた1次元のMRスペクトルスコピー(以

下,MRS)で骨髄内の脂肪と水の信号比の測定を

行なった．測定後HE染色,VillanevaGoldner染

色で組織像を検討した．

【結果】MRSで測定した脂肪と水の信号値から脂

肪信号比を計算したところ（脂肪信号比（％）＝

脂肪/脂肪十水×100)，4週群は9.3％，8週群は

6.2％，12週群は18.6％，16週群は14.4％，20週

群は28.7％’であり,コントロール群の82.4％と

比較して低下を認めた，経過を追う毎に増加する

傾向となった．

【考察】骨壊死疾患においてMRIT1強調像での信

号変化は病期評価に有用とされている．今回作成

した回復期骨壊死モデルでは，経過と共に壊死骨

内の脂肪信号比の増加を認めた．骨髄内脂肪の増

加を客観的に捕らえることは,Kienb6ck病などの

骨壊死疾患の術後評価法として有用であると考え

る．
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Kienb6ck病における月状骨内血行動態の

僥尺側間差に関する検討

-DynamicMRIを用いて－

AssessmentofVascularSupplyDifferencebetween

RadialandUlnarSideofLunateinKienb6ckDisease

usingDynamicMRI

'千葉大学整形外科，2千葉市立青葉病院整形外科，
3上等社会保険病院整形外科

○松戸隆司'，國吉一樹'，山田俊之'，

高橋勇次2,斉藤忍3

【目的】われわれはKienb6ck病に対してdynamic
Mmにて血行動態の予測を行い，治療方針決定の

一助としてきた．一方，発症初期例の中にX線変

化もしくはMRI輝度変化が月状骨内で偏在する

症例を経験したことから，月状骨内における血行

動態が部位により差異がある可能性を考え，検討

したので報告する．

【対象】画像所見・臨床症状にてKienb6ck病と診

断された患者のうち，ステロイド投与や外傷歴が

なく，手術治療を行っていない12例を対象とし

た．男性9例，女性3例．T｣ichtman分類ではStage

lが1例,Stagellが5例,Stagelllbが6例で

あった．また，対照群として外傷や手関節疾患の

罹患歴のない成人男性6例を用いた．

【方法】DynamicMRIは，脂肪抑制T1強調像冠

状断において月状骨の榛側半分，尺側半分に2ケ

所の関心領域(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

成した．SIR-timecurveはカーブの形状で分類し

比較検討した．すなわち，急峻な立ち上がりでピ

ークが健常部より大きいもの(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

(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(TypeC)とした．

【結果】対照群のカーブは，月状骨の榛尺側で全例

同じtypeを示した．患者群でtypeが一致したの

は9例，一致しなかったのは3例であった．3症例

の示したカーブパターンのうち，榛・尺側のどち

らか一方はTypeCであり，他方は1例でTypeA,

2例でTypeBであった．

【考察】月状骨の血管解剖は詳細に検討されてきて

おり，われわれの過去の検討でも血管孔の部位と

数については掌背側ともに尺側に集中していた．

SIR-timecurveの僥尺側間差はKienb6ck病の発

症機序として，限局した血行路の破綻を示唆する

可能性があると考えられた．

2Pa4

Kienb6ck病における僥骨骨切ﾚﾉ術の治療

成績一手根中央関節面の影響について－

ClinicalResultsofRadialOsteotomyfOrmenb6ck

Disease-InnuenceofLunatohamateArticulation-

'聖マリアンナ医科大学整形外科，2川崎市立多摩

病院整形外科

○清水弘之'，新井猛'，泉山公'，

別府諸兄'，松下和彦2

【目的】KienbOck病発症の一因には僥骨遠位端関

節面のみならず手根中央関節面の形態の関与が報

告されている．今回，手根中央関節面の形態力轤骨

骨切り術後の成績に影響するか否かを検討した．

【対象と方法】榛骨骨切り術を行った20例21手を

対象とした．内訳は男性15例，女性5例，右手12

手，左手9手，手術時年齢は平均38歳,Lichtman

分類stagel:1手,stage2:4手,stage3A:16手であ

り,ulnaminusの14手には僥骨短縮術を,ulna

nullの7手に僥骨模状骨切り術を行った．術後経

過観察期間は1年～19年（平均5年2カ月）であ

った.X線で手根中央関節面において月状骨の有

鉤骨に対する関節形成のないもの（有頭・三角骨

間の最短距離3mm未満)を'rypel,関節形成のあ

るもの(3mm以上）をType2と定義した.X線学

的にcarpalheightratio(CHR),stahlindex

(SI),月状骨の形態，関節症の有無と中村の評価

法に基づき術後成績を調査し,Typel．2の骨形態

について比較検討した．

【結果】瘤痛，可動域，握力ともに1手以外は全手

で改善していた．術前後のCHRは52%から51%,

SIは38%から34%と有意ではないが低下してい

た．月状骨分節化の悪化を4手に認め，関節症変

化は遠位僥尺関節6手，僥骨手根関節2手に認め

た．術後の総合評価は優6手，良12手，可2手，不

可1手であった．術後成績をType別に比較する

と,Type2(11手：平均18点）がTypel(10手：
平均22点）に比べ低下していたが，術式,CHR,

SIの間には有意な差はなかった．しかしType2に

は月状骨分節化の悪化した4手を含み,'rype2の
3例では平均13年で反対側に発症していた．

【考察】stage3Aまでの榛骨骨切り術の臨床所見の

改善は良好であった．しかし手根中央関節におい

て月状骨の有鉤骨に対する関節形成のあるType2

では榛骨骨切り術の成績を悪化させる可能性が示

唆された．
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Kienb6ck病に対する僥骨遠位端からの有

茎血管柄付き骨移植術の短・中期成績

ClinicalResultsoftheKienb6ck'sDiseaseUsing

PedicleVascularizedBoneGraftfromtheDistal

Radius

'西奈良中央病院整形外科，2奈良県立医科大学整

形外科

○重松浩司1，矢島弘嗣2，小畠康宣2，

村田景一2，高倉義典2

【目的】2003年本学会でKienb6ck病に対する僥骨

遠位端からの第1．2背側区画間動脈を茎とする血

管柄付き骨移植術を紹介した．今回はその臨床成

績について報告する．

【方法】1999年以降，血管柄付き骨移植術を用い

て治療したKienbOck病患者は15例で，このうち

1年以上経過観察し得た12例を対象とした．男性

9例，女性3例で手術時平均年齢は33歳（19～37

歳)であった．罹病から手術までの期間は平均15.1

カ月（2～36カ月）で，術前のLichtman分類で

はstage2が2例,3aが4例,3bが6例であり，月

状骨の分節化を9例に認めた．経過観察期間は平

均28.3カ月（12～56カ月）であった．

【結果】瘻痛は全例で消失もしくは改善した．握力

は術前18.7kgから術後32.8kgに回復した．手関

節掌背屈可動域は術前91.3.から術後1113.6･に改

善した．全例でもとの職場に復帰していた.Mayo

modifiedwristscoreはexcellent7例,good3例，

hir2例であり,fairの2例はいずれも著しい可動

域制限を認めていた.X線学的にはcarpalheight

ratioは術前50%から術後51%に改善しその状態

は最終観察時まで維持されていた（健側58％)．

radio-scaphoidangle(健側53｡)は術前の60｡

から術直後は52｡に改善したが，仮STT固定の終

了とともに低下し62｡となった.SLangle(健側

38｡）は術前の53.から43.に改善したが同様に仮

STT固定除去後に51･に低下した．

【考察】僥骨遠位端からの有茎血管柄付き骨移植術

は，術後短・中期にわたって月状骨の圧潰を予防

し臨床的には瘻痛が速やかに消失・改善する優れ

た術式であると考えられた．また，レントゲン学

的には仮STT固定除去によりRS,SLangleが低

下していることより，月状骨周囲の靱帯の破綻が

推測された．

2Pa6

小児期に発生したKienb6ck病に対する仮

ST『固定による治療

TreatmentofKienb6ckDiseaseinPediatricPatients

withTbmporaryFixationoftheScaphotrapezio-

trapezoidalJoint

'奈良県立医科大学整形外科，2西奈良中央病院

○大田大良'，矢島弘嗣'，小畠康宣'，

村田景一'，重松浩司2

【目的】Kienb6ck病は，以前より成因として月状

骨への過剰な負荷が考えられており，青壮年期の

男性で大工などの手をよく使う職業の人に発生

し，小児期に発生するのは稀である．今回我々は，

小児期に発生したKienb6ck病の患者に仮STT固

定を行い治療したので報告する．

【対象】当院にて治療した2症例3手を対象とした．

男性1例（両側例)，女性1例であった．手術時年

齢は14歳と11歳であった．初診時のX線で

Lichtman分類は,stage2が1手,stage3Aが2手
であった．これらの手に対し経皮的に大菱形骨と

舟状骨の間および小菱形骨と舟状骨の問をワイヤ

ー固定し，皮下にワイヤーを埋没させた．術後は

ギプス固定を施行し，その固定期間は28日から39

日（平均33日）であった．術後から抜釘までの期

間は8週から12週（平均10週）であった．

【結果】すべての手で，術後に手関節可動域の改善

及び手関節痛の改善が認められた．術後X線では，

Stage3Aで月状骨の圧壊を認めた症例を含め，徐
々に月状骨のリモデリングが認められた．また，術

後にMRIを施行した例では壊死した月状骨の再

血行化も認められた．

【結論】今回の結果で小児期では，青壮年期と異な

り仮STT固定をおこない月状骨の負荷を減じるこ

とで壊死した月状骨が再血行化しリモデリングさ

れることが示された．つまり，小児期では壊死し

た月状骨に再生能力があると考えられた．非常に

稀な小児期の両側罹患例も経験したが，青壮年期

とは異なる病態であることが示唆された．
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舟状骨不顕性骨折のCT所見

一顕性骨折との比較一

CTfindingsoftheOccultScaphoidFracture

'富永草野病院整形外科，2新潟手の外科研究所

○草野望'，水谷善弘'，中禮康雄'，

草野恒輔1,2，牧裕2

【目的】舟状骨骨折の中には受傷早期のx線で骨折

線がない不顕性骨折がしばしば認められる．我々

はMRIで早期に不顕性骨折を診断し,CT所見で

治療方針を決定してきた．本研究ではこの不顕性

骨折がなぜ受傷早期のx線写真で骨折線を認めな

いのかを知る目的で，不顕性骨折と顕性骨折を転

位の有無による骨折の重症度と骨折面の方向の点

で,CT像をもとに比較したので報告する．

【方法】治療方針:手関節外傷でsnufmoxに圧痛の

ある症例は全てX線撮影（舟状骨特殊撮影）を行

い，骨折線が無ければMRIを行い，骨折像があれ

IJCTを追加．X線で骨折があればCTのみ施行．

治療はCTで骨折線があれば骨接合かギプス固定，

なければギプス固定とした．骨癒合はCTで確認し

た．対象：1999年から2006年まで富永草野病院

で加療した新鮮舟状骨腰部骨折の40例．平均年齢

は25．5（11-80）歳．不顕性骨折が23例，顕性骨

折が17例．受傷からCTまでの日数は10日以内で，

不顕性，顕性骨折とも平均3.8日．検討項目:不顕

性骨折と顕性骨折を以下の点で比較した.1.CT

上の骨折の重症度(転位，転位なし，骨折線なし)．

2．骨折面の方向(中村分類)．3．骨折面の方向(3D

CTで).

【結果】1．転位，非転位，骨折線なしの症例数:不

顕性骨折は，3，17，3，顕性骨折は3，14，0で有意

差なし．2．中村分類のdorsaltypeとvolartype:
不顕性骨折は9例と14例，顕性骨折は9例と8例

で有意差なし．3.3DCT像の検討可能な症例は11

例であった.X線写真で骨折線が最も描出されや

すい肢位は，不顕性骨折では側面像5例と回外中

間位2例であり，顕性骨折は各々1例と3例であっ

た．

【結論】不顕性骨折は骨折の重症度，骨折面の方向

(中村分類）の点で顕性骨折と有意差がなかった．

3DCT像より不顕性骨折での不顕性の主要因は側

面像での他骨との重複と推測された．

2Pa8

舟状骨骨折の不顕性癒合

OvertUnionofScaphoidFracture

'中日病院名古屋手の外科センター，2岐阜社会保

険病院整形外科

○三シロ秀幸'，中村蓼吾1，栗本秀2

【目的】舟状骨骨折陳旧例に対して，レントゲン所

見から骨折の未癒合や偽関節と判断して手術を行

うと，時に骨性癒合を肉眼的に認めることがある．

このような不顕性癒合例について検討した．

【方法】過去11年に手術を行い，受傷後1ヶ月以上

経過した舟状骨骨折156例（偽関節を含む）のう

ち，不顕性癒合16例と対象として偽関節30例を

検討した．性別は男性41例女性5例であり，平均

年齢25.1歳であった．受傷後期間は1ケ月から最

長10年（平均12.2ケ月）であった．性別，年齢，

外固定の有無，骨折部位の分布，術前可動域，握

力の健側比，レントゲン所見について不顕性癒合

群（以下F群）偽関節群（以下G群）について比

較検討した．レントゲン所見は主に正面最大尺屈

位を使用して検討を行った．

【成績】性別,平均年齢ともに両群間に差を認めな

かった．外固定の既往はF群50%G群17%であり，

F郡では外固定の既往が多い結果であった．骨折

部位では中央3分の1が多く,F群81%G群81%

であり差は認めなかった．関節掌背屈可動域F群

113±20度G群115±12度，握力の対健側比は

F群82±31%G群86±28%であった．いずれも

有意な差を認めなかった．レントゲン所見では骨

折部に1Tnm以上のギャップがある例はF群19%

G群32％であった．骨折部のcyst形成はF群44

%G群63%・骨折線が骨折部の全長にわたり判読

できる例はF群13%G群36%,骨折部の硬化像は

F群19%G群47%,骨折部の蜂巣状陰影はF群56

%G群12%であった．骨折部の蜂巣状陰影は，レ

ントゲン所見では比較的特異性がある所見であっ

た．

【結論】舟状骨不顕性癒合16例について偽関節30

例と比較検討した．レントゲン所見において，骨

折部の蜂巣状陰影は舟状骨の不顕性癒合に比較的

特異性がある所見であった．
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小皮切による舟状骨骨接合の治療成績

TreatmentofScaphoidFracturesUsingSmall

IncisionMethod

'神戸大学整形外科，2神戸労災病院整形外科

○名倉一成'，牧野健'，藤岡宏幸'，

金谷貴子2，山崎京子2

【目的】近年，比較的転位の少ない新鮮舟状骨骨折

に対してスクリューによる内固定を行うことによ

り，早期社会復帰を目指す報告がされている．我

々は新鮮舟状骨骨折に対して，小皮切でDouble

threadedscrewJapan(以下DTJscrew)を使用

して内固定を行った症例の治療成績について検討

を行った．

【方法】対象は2002年から2006年までDTJscrew

を使用して小皮切で内固定を施行した舟状骨骨折

25例（男性21例，女性4例）で右10手，左15手

であった．手術時年齢は13歳から73歳(平均25.7

歳）で，術後観察期間は3ケ月から4年（平均1年

6ケ月）であった.受傷時の骨折型はHerbert分類

でA222手,B23手である．手術方法は，掌側舟

状大菱形骨間関節の小切開からイメージ透視下に

DTJscrewで骨接合術を行った．術後はthumb

spicacastによる外固定を2週行った．

【結果】手術時間は10分から55分（平均26.6分）

であった．再手術を要した1症例以外で骨癒合は

得られ，骨癒合までの期間は43日から94日（平

均9.6週)であった．また最終経過観察時に，手関

節の可動域制限や運動時痛，握力低下を認めた症

例は無かった．

【考察】安定型のHerbertA2を主とした新鮮舟状

骨骨折に対する小切開でのDTJscrew固定は，ガ

イドピンの使用により短時間で手術を行うことが

できる．またスクリューによる骨片間の圧迫も強

いため良好な骨癒合が得られたと考えられた．ス

クリューによる内固定を用いることで外固定期間

を短縮することができ，早期から可動域訓練や社

会復帰が可能であった．従って比較的転位の少な

い新鮮舟状骨骨折に対する小皮切でのDTJscrew

固定は有用な治療法であると考えられた．

2PalO

経舟状骨月状骨周囲脱臼に対する治療法の

検討

Surgical｢IreatmentfOrTransscaphoidperilunate

dislocation

京都府立医大大学院整形外科

○小田良，藤原浩芳，辻原隆是，

長岡孝則，久保俊一

【目的】近年，舟状骨骨折の治療として掌側進入に

よる低侵襲な経皮的スクリュー固定が普及してき

た．われわれは月状骨周囲脱臼に伴う舟状骨骨折

に対し，掌側進入によるスクリュー固定を行い，遷

延治癒や偽関節を呈した症例を経験し，以後CTに

よる骨折線の正確な把握と背側進入によるスクリ

ュー固定で良好な成績を得たので報告する．

【対象と方法】2003年から2006年までの3年間で

経舟状骨月状骨周囲脱臼で手術療法を行った7例

を対象とした．男性6例，女性1例で平均23.6歳，

受傷機転は6例がバイク事故で1例はスノーボー

ドであった．全例，徒手整復後に3例が掌側進入，

4例は背側進入により舟状骨骨折に対してスクリ

ューによる圧迫固定を試み，手根骨の不安定性に

対してmrschner鋼線によるピンニングを併用し

た．術後骨癒合までの期間，可動域，握力につい

て検討した．

【結果】術後平均経過観察期間は1年6カ月で，掌

側進入をもちいた1例で偽関節を生じ，2例は遷延

癒合を呈した．背側進入をもちいた症例は全例4

ヵ月で骨癒合を得た．術後平均手関節可動域は背

屈68.,掌屈60.,握力は健側比で90％であった．

【考察】経舟状骨月状骨周囲脱臼は徒手整復後に舟

状骨骨折が良好に整復されることが多く，ピンニ

ングや掌側進入による簡便なスクリュー固定が選

択されることがある．しかし,CTによる術前評価

において，骨折線が掌側近位から背側遠位に存在

していていることが多く，掌側からのスクリュー

固定では近位骨片背側骨皮質を押し上げる形とな

り，骨片間の圧迫が得られない．経舟状骨月状骨

周囲脱臼では術前にCTで舟状骨骨折を詳細に評

価し，症例によっては背側進入でスクリュー固定

を行い，正確な整復位と確実な骨片間の圧迫を得

ることが重要である．
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2Pall

舟状骨骨折再手術例の治療経験

RevisionSurgeryfOrScaphoidFractures

広島大学整形外科

○來嶋也寸無，砂川

杉岡敏博，越智

融，鈴木修身，

光夫

【目的】舟状骨骨折に対するハーバートスクリュー

(以下,HS)固定法は確立された手術方法である

が，ときに骨癒合が得られず再手術を要する．今

回HS固定術後偽関節に対し再手術を行った症例

を検討した．

【対象】対象は6例6手で男性5例，女性1例.初

回手術は新鮮例5例，偽関節1例で全例腰部での骨

折であった．月状骨周囲脱臼を2例に認めた．再

手術時年齢は15～47歳（平均30歳）であった．

再手術までの期間は7～48カ月（平均21カ月）で，

再手術は腸骨からの骨移植に加えHS固定1例,K

wire固定1例,HSとK戸wire固定2例,AO中空

裸子固定1例，および血管柄付き骨移植と皿niRS

固定1例であった．術後経過期間は11～50ヵ月(平

均24カ月）であった．

【結果】術後70～90日（平均82日）の時点で全

例に骨癒合を得た．臨床評価はCooneyらの評価を

用いてexcellent3例,goodl例,poorl例（月

状骨周囲脱臼例）であった．初回手術失敗の原因

として不適切なスクリューの設置3例，月状骨周

囲脱臼の合併2例，原因不明2例であった．

【考察】再手術例に対しては偽関節部の十分な掻爬

に加え海綿骨移植および模状骨移植と内固定を併

用することで骨癒合を得たが，再手術術式の選択

については掻爬後の骨欠損の大きさや骨片の大き

さを考慮した上で，初回手術時のHS設置不良例に

は挿入方向を変えるなど再度HS固定を，さらに骨

欠損が大きい場合や，骨内血行障害が疑われる例，

十分な内固定ができない例，中枢1/3の偽関節例で

は血管柄付き骨移植術が推奨される．

2Pal2

舟状骨偽関節におけるMRIと病理組織所

見との関係

CorrelationofMagneticResonancelmagingand

HistologytoAssessScaphoidNonunions

大阪市立大学大学院整形外科

○明石健一，香月憲一，佐々木康介，

米田昌弘，高岡邦夫

【目的】舟状骨偽関節では骨壊死の術前評価のため

にMRIが施行されている．そこで実際の病理組織

所見とMRIにおける近位骨片の輝度変化との関

係について検討した．

【対象および方法】対象は舟状骨偽関節の11例11

手で，男性10例，女性1例，年齢は17歳から34

歳(平均24歳),偽関節型は新Herbert分類D1が

1例,D2が4例,D3が6例であり，受傷から手術

までの期間は6ケ月から10年（中央値3年，1例

は不明)であった.MRIの輝度変化はT1およびT2

強調像のCoronal像にて判定し，周囲の手根骨と

比較して高信号(H),軽度高信号(SH),等信号

(I),軽度低信号(SL),低信号(L)の5段階に評

価した．また，偽関節部を掻爬した後に近位骨片

中の海綿骨を採取して，病理組織学的に評価し，

MRIの輝度変化との関係について検討した．

【結果】MRIではT1･L,T2･Lが2例,T1･L,T2･

SLが2例,T1･L,T2・Iが3例,T1．SL,T2・SL

が1例,T1･SL,T2・Iが1例，また,T1．I,T2･

Iが2例であった．病理学的な骨壊死は3例に認め

られ,MRIのT1･L,T2．L例,T1．L,T2・SL

例およびT1･SL,T2･I例のそれぞれ1例であっ

た．骨壊死例の全例で骨修復像が観察された．骨

壊死の有無とは関係なく，線維組織は全例に，軟

骨様組織は10例に，脂肪組織の残存は4例に認め

られた．

【考察】一般にMRIでT1およびT2強調像がとも

に低信号の場合は骨壊死と考えられている．しか

し，本研究では2例中，1例で病理学的に骨壊死が

確認できたが，他の1例では一部に生きた骨梁を

認めた．病理学的に骨壊死を呈していた症例の

MRI像はさまざまであり,MRIのみでは骨壊死の

確定診断はできなかった．多彩なMRI像を呈する

一因として脂肪組織の残存や軟骨様組織の存在が

考えられた．
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舟状骨偽関節に対する円形骨切レノドリル

(ボウラー）の使用経験

neatmentfOrScaphoidNonunionUsingCircular

DrillC6Bowler''

岩手医科大学整形外科

○齋藤良輔，古町克郎，田島克巳，

亀井陽一，嶋村正

【目的】骨移植の必要な舟状骨偽関節手術は，舟状

骨の立体的な形状のためにドナー側とレシピエン

ト側の形状を合致させるのに多くの労力が費やさ

れる．今回我々は採骨と骨移植を行う際に円形の

骨切りドリル（以下ボウラー）を用いることによ

り良好な成績を得られたので報告する．

【対象と方法】対象は舟状骨中央部の偽関節10例

10手で，年齢は17歳から54歳，男性9例女性1

例，骨折から手術までの期間は50日から4年，術

後外固定期間は8週，術後観察期間は1年であっ

た．手術方法は手関節掌側より舟状骨を露出し，骨

軸に垂直になるよう偽関節部をボウラーにて円柱

状に切除し，腸骨より1mm大きいボウラーにて皮

質骨と海綿骨を採骨した．移植骨は長さをトリミ

ング後偽関節部に移植し，アキュトラックスクリ

ュー等で固定した．手術時間は50分から2時間で

あった．術後骨癒合の有無と日本手の外科学会手

関節機能の評価基準（以下日手会基準）による評

価を検討した．

【結果】手術後6ヵ月までに全例の骨癒合が認めら

れた．同時期に行った日手会基準は優が7例，良

が3例，可と不可の症例は無かった．

【考察】我々が舟状骨偽関節に対して骨移植を行う

場合四角や模形の骨孔を作成して骨移植を行って

いたが，移植骨と骨孔の形状を適合させること難

渋することが少なくなかった．円形のドリルによ

って円柱状の偽関節部切除と採骨をするLeungら

の報告を元に，0.5mmごとに直径が違う独自のボ

ウラーを作成した．このボウラーを使用すること

により母床の骨孔と移植骨の適合が容易になり，

手術時間も短縮傾向にあった．しかし骨折部位に

よっては適応が難しくなる症例もあり，また観察

期間も短いため今後の経過観察と手術方法の改良

が必要と思われる．

【結論】円柱状に骨切を行うボウラーを舟状骨偽関

節に使用し良好な成績が得られた．

2Pal4

血管柄付き骨移植による舟状骨偽関節の手

術成績

ScaphoidNonunionTreatedwithVascularizedBone

Graft

'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亀田総合病院整形外科

○川崎恵吉1，稲垣克記2，瀧川宗一郎2，

忽那岳志3，宮岡英世2

【目的】舟状骨偽関節のうち，骨接合不成功例や受

傷後経過の長いもの,MRI上近位部骨壊死を強く

疑う難治性偽関節では，血管柄付き骨移植術によ

る治療の適応である．2004年我々は本学会で従来

法と血管柄付き骨移植術の比較検討し，血管柄付

き骨移植術の有用性を報告したが，最近は同一術

野で行えるメリットもあり，難治性以外の偽関節

例にも応用している．症例に応じて偽関節部位，血

管柄の血流,MRI所見により採骨部位や移植骨片

の設置，内固定材料を変えているので，術式とそ

の成績につき報告する．

【対象と方法】6ケ月以上経過観察しえた25症例を

対象とした．男性20例，女性5例で，平均年齢は

32.1歳（17～65歳)，外傷後手術までの期間は3

ケ月から約20年で，平均4年8ケ月であった．採

骨部位はZaidemberg(Z)法に準じて僥骨背側，も

しくはMakino(M)法に準じて第2中手骨背側か

ら挙上した．移植骨片は背側もしくは掌側に移動

させて設置した．内固定材料はk-wireのみ，もし

くはHerbertscrewを使用した．偽関節部位は近

位7例，腰部から近位にかけて3例，腰部13例，遠

位2例であった．術後の後療法はギプス固定期間

は5～6週間，その後スプリント固定とし，10週

から自動運動を開始した．

【結果】全例に骨癒合が得られた．採骨方法はz法

が22例,M法が3例で，移植骨の設置部位は背側

20例，掌側5例であった．使用した内固定材料は

K戸wireのみの群が16例,Herbertscrewを使用し

た群が9例であった．平均可動域は背屈55.9.,掌

屈50.5.,握力は患側:健側比は88.9％であった．

Cooneyの評価法ではFairの2例以外は全てEx-

cellentとGoodであった．

【考察】舟状骨偽関節に対して，僥骨背側および第

2中手骨背側からの血管付き骨移植を用いて全例

癒合し，良好な結果を得た．症例に応じて採骨部

位や設置部位，内固定材料を考慮すべきと考えた．
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2Pal5

血管柄付骨移植術を施行したPreiser病の
7例

SevenCasesofPreiser'sDiseasemeatedwith

VascularizedBoneGraft

'慶應義塾大学整形外科，2国立成育医療センター

整形外科

○清水国章'，佐藤和毅'，中村俊康'，

池上博泰'，高山真一郎2

血管柄付骨移植術を施行したPreiser病の7例につ

いて報告する．

【症例】年齢は25-57歳，男性4，女性3名，右6，

左1例であった．いずれも明らかな外傷歴がなく，

手関節痛が出現した．発症から当科受診までの期

間は2ケ月-2年であった．初診時，手関節痛のほ

か手関節可動域制限，握力低下などを認めた．術

前の手関節可動域は平均で伸展30度，屈曲27度

であった．全例に血管柄付骨移植術を施行した．

Donorsiteは僥骨遠位背側6例，第2中手骨基部

1例であった．術後経過観察期間は10ヶ月-3年で，

7例中6例で瘤痛が消失したが1例は運動時痛が残

存した．術後関節可動域は伸展45度，屈曲40度

であり，全例で改善を認めた．

【考察】Preiser病の定義に関しては様々 な混乱が

あるが，本報告では，明らかな外傷の関与がなく，

偽関節に続発する例を除き，舟状骨全体に及ぶ壊

死像を呈するもの，をPreiser病とした．診断には

単純X線のほかMRIが有用であり,7症例全例に

T1強調で舟状骨全体の著明な低信号を認めた．本

疾患に関するまとまった症例数の報告は多くない

ため，スタンダードと呼べる治療法はない．われ

われが血管柄付骨移植術を施行した7例は，全例

臨床症状の改善を認め,X線上舟状骨のさらなる

conapseを認めなかった．この結果より，血管柄付

骨移植術はPreiser病の標準的な治療法の1つとな

り得ると考えた．しかしいずれの症例も，術後

MRIは術前と比べintensityに大きな変化は認め

なかった．これは,Preiser病の症状の改善とMRI

の変化は必ずしも一致しないことを示唆するもの

と考える．7例はいずれも短中期の経過観察であ

り，今後さらなる臨床症状ならびにX線,MRIに

よる観察を続ける必要があると考える．

2Pal6

手の挫滅損傷に対する前腕部の持続的末梢
神経ブロック

ContinuousBlockadeofPeripheralNervein

ForeannfOrHandTrauma

'富山大学整形外科，2富山労災病院整形外科

○長田龍介'，小坂英子'，高木寛司2

【目的】手における切断や挫滅創の治療に際して，

激烈でかつ持続的な瘻痛のコントロールに難渋す

ることがある．このような症例に対して当科では

2005年6月以降，前腕の末梢神経を持続的にブロ

ックすることによる瘻痛管理を行っているので報

告する．

【方法】高度の挫滅や複数指切断の症例において，

緊急手術の終了前に正中神経，尺骨神経に対して

持続硬膜外ブロックと同じ要領で瘻痛管理を行っ

た．対象症例は5例5手で，外傷の内訳は複数指の

切断が2例，手の高度の座滅，多発性骨折が2名，

手関節部切断が1名である．手術終了前に前腕屈

側遠位約1/3の部位に約4cmの縦皮切を加え，展

開した神経の神経鞘内に硬膜外カテーテルを挿入

した．カテーテルは皮膚に縫合固定し，ブロック

は0.75％アナペインを1時間1ccの流速で8-28日

間持続注入した．術後の瘤痛はVASで1-3/10であ

り鎮痛剤の投与は少なかった．カテーテル抜去ま

でに感染，血腫，神経損傷などの合併症を生じな

かった．また除去後痙痛が悪化したり,CRPSの

症状を呈する症例はなかった．前腕に創を残すこ

ととなったがこれに対する不満は聞かれなかっ

た．

【考察】急性期の苦痛緩和および慢性瘤痛症候群の

予防に頚部硬膜外ブロックや腋窩ブロックを持続

的に用いることがあるが，効果が不十分な場合が

あるのみならず，感染や血腫などの合併症は別の

重大な問題になりうる．今回行った末梢神経にお

ける持続ブロックは手技が容易で有効，かつ安全

な痙痛管理手段であるといえる．激烈な瘤痛を持

続的に抑えられる長所は前腕に創を生じる短所を

上回るものと考える．
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手の腫れ評価研究一第1報一

HandEdemaEvaluationfOrTherapy

1NPO法人ハンドフロンティア,2星城大学リハビ

リテーション学部

○岡野昭夫1'2，平田仁1，今枝敏彦1，

稲垣弘進'，牧野仁美’

【目的】NPO法人ハンドフロンティア活動として，

腫れ評価の基準構築を目的に調査を実施したので

報告する．

【方法と対象】手の外科疾患130例を対象に腫れ評

価を実施．主観的評価(3段階:なし･軽度･重度）

とその判断基準項目（1；しわ2；色調3；光沢4；

熱感5；硬さ6；圧痕7；手指伸展）を調査し，同

時に客観的評価（指周径測定）を実施した．また

この内，統計学的に有効と考えられた120例を対

象に多変量解析を実施した．

【結果】主観的評価を目的変数とし，判断基準7項

目（説明変数）の内，何が主観的評価を最も決定

する要因となっているかを順序ロジスチック解析

で分析した．また合わせて，8；年齢9；性別10；

評価手11;罹患指12;神経損傷の要因も検討した．

結果；1；しわ：オッズ比=15.9(95%CI:4.5-

56.8),2；色調：オッズ比＝3．2（1.3-8.3)，6；

圧痕：オッズ比＝4．2（1.3-13.3）となり主観的

評価への影響が示唆された．3～5及び7に関して

は，影響を及ぼす要因とはならなかった．また12

がオッズ比=0.26(95%CI:0.08-0.81)となりマ

イナスの関係性が示唆された．8～11は影響を及

ぼす要因とはならなかった．次に客観的評価（指

周径計測左右差）を目的変数とし，主観的評価と

性別，年齢，評価手を説明変数として重回帰分析

を行った．結果;主観的評価の標準化係数が約0.43

(P<0.001)となり，腫れの程度が大きいほど客

観的指標も大きくなることがわかった．また評価

手の準化係数が約-0.21(P=0.007)で左手の方が

差の平均が小さくなった．性別・年齢には優位差

は出なかった．

【結論】主観的評価の判断項目として，しわの有無

が最も影響があり，次に圧痕，色調が影響要因と

考えられた．また神経損傷があれば主観評価は低

く出やすいことも示唆された．客観的評価は主観

的評価と評価手に強い影響をうけることがわかっ

た．

2Pal8

術後のCRPS-typel(RSD)は予防できる
か？

IsitPossibletoPreventCRPS-typelAfterSurgery？

'岡山赤十字病院整形外科，2岡山大学整形外科

○小西池泰三'，梅原憲史'，廣岡孝彦2，

名越充2，西田圭一郎2

外傷や術後に生じるCRPSは，初期には浮腫など

の炎症症状が主であるが，時間の経過とともに浮

腫は消退し，末期には皮膚や筋肉の萎縮を生じ治

療困難となる．古瀬は初期CRPSに対してステロ

イド療法の有用性を報告した．我々も平成12年よ

り上肢の手術後の浮腫に対して，早期ステロイド

療法を行ってきたので報告する．

【対象および方法】平成12年よりの5年間に当科

において上肢の手術を行った1464例(男928例女

536例)に対して，術後4週の時点で手に著明な浮

腫のあったものに対して経口ステロイド療法を行

うという方針で治療を行ってきた．ステロイドは

30mg/day,1-2週間の投与とした．手に著明な
浮腫が生じたのは14例（男4例，女10例）であ

った．原疾患は僥骨遠位端骨折3例（3/130)，指

節骨折1例（1/47)，舟状骨骨折1例（1/49)，バネ

指2例(2/125),CTS3例(3/209),伸筋腱断裂1

例（1/38)，腱板断裂3例（3/66）であった．

【結果および考察】腱板断裂の1例を除き全例にお

いて浮腫は2週以内に消失した．3例にMP関節の

軽度拘縮は残存した．末期CRPSに至った腱板断

裂の1例は多発外傷による肩関節脱臼後の腱板断

裂で受傷時から数えると8週後からのステロイド

の使用であった．糖尿病や消化管出血を考慮する

必要はあるが，早期ステロイド療法は有用な治療

法と考えられた．
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注射･採血に関わる神経損傷例と医療事故
の検討

IatrogenicllljuryofPeripheralNerveCausedby

InjectionNeedle

'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，3野中整形外科内科病院

○堺慎1，柴田定2，高畑直司2，

田村文雄3

【目的】注射，採血に関わる障害はしばしば遭遇し

時に医療訴訟に発展する．今回は当科で経験した

神経損傷例や神経損傷がなくともインシデント報

告された例について，その傾向と結果，さらには

当院で行っている予防対策について報告する．

【対象】注射，採血時に関わるものとして注射針に

よる末梢神経の機械的刺激で注射時･後の痙痛･知

覚障害・麻痒をおこした例と化学的なメカニズム

による神経障害として血液・注射薬剤・造影剤漏

れによる障害を対象とし，抗ガン剤などによる重

度な局所障害の事例などは今回の検討対象からは

省いた．2001年度の当院での外来部門での採血件

数は41290件，入院での検体件数は43340件であ

る．2003年度は外来部門が48124件，入院が約同

数ある．2004年度は外来部門が48314件，2005年

度は外来部門が45989件である．入院の場合は検

体の件数だけでなく点滴などによる行為も実際に

はあるがこれは実情を把握できない．一方インシ

デント報告例は医療安全室によると2001年度が5

件で採血数に対する比では0.006％，2002年度で

は12件，0.014％，2003年度が11件，0.01％で

ある．2004年度が4件，0.008％である．2005年

度は3件，0.003％である．行為別の内訳をみると

2002年度までは採血時のインシデントは3件であ

るが静脈内注射2件，筋肉内注射時1件，検査･処

置行為時の医師によるもの2件であったが，2003

～2005年度では18件中16件が採血時のインシデ

ントである．傾向としてはより日常的かつ健診を

含めて健常人あるいは正常時に行われる採血時に

トラブルが生じている．

【結果と考察】当院の事例で損害賠償までに至った

ものはないが休業補償をしたものが1件ある．他

院からの紹介事例であるが6件が紛争例となっ

た．当院では2002年から予防のための啓蒙，学習

活動と採血時の予防対策を行っている．

2Pa20

手の外科に関する医療裁判の検討

LegalCasesConcerningHandSurgery

板橋中央総合病院整形外科

○小久保亜早子

手の外科に関する手術あるいは処置についての判

例9例（1993-2004年判決)について検討した．出

典はインターネット上の判例データベース(LEX/

DB)からである．

内訳は，手術の失敗や術後の後遺症に関するもの

6例と，治療法選択に関するもの，処置に関するも

のおよび感染症で死亡した例，それぞれ1例ずつ

である．全例原告勝訴していた．慰謝料のみの一

部認容は3例で，他6例は1207万から4226万円

と高額な賠償が決定されていた．そのほぼ全面勝

訴している6例について以下に記述する．

手術例：鏡視下手根管開放術例では，手術で総掌

側指神経を切断したことと，すみやかにペインク

リニックに紹介しなかったことがCRPSの被害を

拡大させたと認定された．変形性肘関節症につい

て行われた関節授動術のうち，僥骨頭切除は不必

要とされ，同時に行われた尺骨神経の前方移行術

は失敗と考えられた．両僥骨遠位端骨折に観血的

手術が行われたが，手術を失敗と認定し，抜釘も

遅すぎるとされ，さらに舟状骨骨折を見逃したこ

とを過失とされた．上腕骨遠位端骨折の観血的手

術のあと感染し，それによって関節機能の障害を

残したのは注意義務違反とされ，術後の尺骨神経

麻揮は手術操作で発症したと認定された．手術以

外の例：僥骨遠位端骨折に対して手術でなくギプ

ス固定としたのは，治療法の選択を間違っている

と認定され，ギプスがMP関節を超えていたため

に手指の拘縮を発生させたとされた．手の圧挫創

後に敗血症で死亡したのは，細菌感染を予見し予

防措置を講ずべき注意義務を尽くさなかったため

と認定された．

手の外科に関する裁判の多くがこの数年間で判決

されており，最近の傾向なのかもしれないが，医

療側に厳しい判断が多いことがわかった．
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QuickDASHによる僥骨遠位端骨折治療後

早期ADLの検討

EvaluationofEarlyADLafterDistalRadiusFracture

withUseofQuickDASHQuestionnaire

'諏訪赤十字病院整形外科，2信州大学整形外科

○池上章太'，内山茂晴2，百瀬敏充'，

林正徳'，加 藤 博 之 2

【目的】近年榛骨遠位端骨折治療の選択肢は増えて

いるが，それが治療後早期ADLの改善につながっ

ているかは明らかではない．今回我々は骨折治療

後早期ADLに関連する因子は何であるか，特に治

療法選択によって機能,ADLに違いがあるのかに

ついて，患者立脚のADL評価法であるQuick

DASHを経時的に計測，比較することで検討した．

【方法】僥骨遠位端骨折20人20関節．治療法とし

てロッキングプレート群10関節，キャスト固定群

10関節．受傷時平均年齢は58.8歳．各症例につい

て手関節・前腕ROM,手関節単純X線像での

Radiallnclination,mnarVariance,VolarTiltの

整復位損失量,QuickDASHを1か月ごとに計測

し，ロッキングプレート群とキャスト固定群間で

比較した．

【結果】対象症例全例がCooney評価斉藤評価Good

以上となった．治療直後から3か月間での整復位

損失はロッキングプレート群でほとんど整復位損

失がなかったが，キャスト固定群には大きく転位

している症例があり，両群間に有意差を認めた．3

か月目までのROMは両群間に優位差を認めなか

った．3か月目までのQuickDASHスコアの推移

についても両群間に有意差を認めなかった．受傷

側（利き手/非利き手)，年齢(60歳以上/未満）で

の比較では利き手受傷群，受傷時年齢60歳以上群

で3か月目のスコアが約10ポイント悪かったが，

有意差を認めるまでにはいたらなかった．

【結論】僥骨遠位端骨折治療におけるロッキングプ

レート固定は治療後の整復位損失を防ぐためには

有効である．しかし，それが治療後早期のADL獲

得に直結するかというと必ずしもそうではないこ

とが示唆された．

2Pa22

僥骨遠位端骨折治療における手の機能回復

とその指標

TheFunctionalRecoveryandRelatedParameter

AfterCollesFracture

大雪病院整形外科

○中村智

【はじめに】僥骨遠位端骨折治療では，受傷前の握

力や可動域を正確に推定することは難しく，また

治療による手の機能への要求度が低い傾向のある

高齢者の受傷が多いことから，機能的に十分な回

復をどのように設定するかが問題となる．そこで

僥骨遠位端骨折の治療状況について患者の主観的

評価より調査を行い，手の機能推移とこれに関連

する指標についてprospectiveな検討を行った．

【対象・方法】榛骨遠位端骨折の片側受傷例36例

(男4例，女32例，平均年齢65歳)，右14例，左

22例，骨折型A2:9,A3:6,B1:1,B2:4,B3:

5,C1:1,C2:9,C3:1を対象とした．治療は保

存例：17手，手術例：19手であった．自動運動開

始後より，毎回診察時に1）手の機能アンケート

(Levine機能評価),2)握力,3)可動域の計測を，

機能スコアの正常化または患者本人が受診を終了

した時点まで行い，臨床成績を斎藤評価にて評価

した．

【結果】経過観察期間：6.3か月，臨床成績:優71

％，良26％，可:3％,機能スコアの減少，握力及

び背屈角の増加傾向に対して掌屈角，回外角及び

回内角は早期に一定値に達した．最終機能スコア：

平均5．0，握力：平均14.6kg背屈角：平均55.4｡,

掌屈角：平均41.6.,回外角：平均88.6.,回内角：

平均84.5.で機能スコアと，握力及び背屈角に有為

な相関を認めた．(p<0.05)正常群：最終機能ス

コア；0と，障害群：機能スコア；3．1以上，にお

いて握力のみに有意差を認めた(p<0.05).さら

に利き手・非利き手別の正常群と障害群において

も，握力が12kg未満で機能の低下傾向を認めた．

【考察】日常生活に不便がない時点での治療終了例

が多く，その機能成績は長期の報告に劣らなかっ

た．手の機能回復に重要な握力は，最低限12kg以

上が治療上必要と考えられた．
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榛骨遠位端骨折術後におけるCooneyの評
価と日本手の外科学会僥骨遠位端骨折評価
基準の比較検討

FunctionalEvaluationfOrtheTreatmentofDistal

RadiusFracture,ComparedMayoWristScorewith
JSSHScore

'奈良国保中央病院整形外科，2医真会八尾総合病

院整形外科

○古田和彦'，小野浩史'，藤谷良太郎2

【目的】僥骨遠位端骨折術後の評価法として

Cooneyの評価基準（以下Cooney)と日本手の外

科学会榛骨遠位端骨折の治療成績評価基準（以下

日手会評価）を用い比較･検討したので報告する．

【方法と対象】僥骨遠位端骨折に対し掌側型プレー

トを用いて手術加療した54例を対象とした．術後

1～2カ月時および骨癒合時にCooneyと日手会評
価を用いて臨床成績を評価した．

【結果】全例合併症なく骨癒合が得られた．術後1

～2カ月時のCooney/日手会評価は，優:10/22例，

良：17/32例，可:16/O例，不可:11/O例，平均値

rSDは75.6±13.2/減点4.09±2.12であった．

Cooneyの優:10例は日手会評価でも優であった

が，可・不可：27例は日手会評価で全て良と評価

された．またCooneyの良:17例は，日手会評価

では優：11例，良：6例と上昇した．骨癒合時で

のCooney/日手会評価は，優:28/42例，良:18/

12例，可：6/0例,不可：2/0例，平均値±SDは

85.9±10.6/減点2．5±2．1であった.Cooneyの

良：18例は，日手会評価では優：12例，良：6例

となった.Cooneyの可・不可:8例のうち6例は

日手会評価で良と評価された．

【考察】プレート固定術後であるため，日手会評価

におけるX線計測による遣残変形は評価への影響

が少なかった．仕事・瘻痛等の自覚的評価と握力

の点数比率が両評価法で大きく異なる.Cooneyで
は自覚的評価が全体の50％に対し，日手会評価で

は31％である．特に握力はCooneyの25%に対し

日手会評価では最大でも減点2点(7.6％）のため，

継時的に改善する両項目が評価に反映されにくい

傾向にあった．これによりCooneyを用いた臨床成
績よりも日手会評価による臨床成績が，より高め

に評価されるものと考えた．

【結語】榛骨遠位端骨折の術後評価として，日手会

評価はCooneyの評価法に比べて臨床成績が高め

に評価される傾向があった．

2Pa24

僥骨遠位端骨折に対する保存療法の適応と
限界

ConservativeTreatmentoftheDistalRadialFracture

'滋賀医科大学整形外科，2近江草津徳洲会病院整

形外科，3多根総合病院整形外科

○児玉成人'，今井晋二'，松末吉隆'，

佐々木英幸2，本城昌3

【目的】今回我々は榛骨遠位端骨折に対する保存療

法の治療成績を調べ，その適応と限界について検

討した．

【対象･方法】2000年以降当科で加療を行い，6ケ

月以上経過観察可能であった，27例27関節を対象

とした．内訳は保存治療で加療し得た16例16関

節（以下C群)，矯正骨切り術に至った11例11関

節（以下0群）である.C群は男性1例，女性15

例，年齢は19から88歳(平均60歳)，一方,0群

は男性1例，女性10例，年齢は19から74歳（平

均57歳）であった.C群,O群それぞれについて

X線評価はvolartilt(以下Vr),radialinclina-

tion(以下RI),ulnarvariance(以下UV)を計

測し，手関節機能評価はMayoWristScoreを，患

者のADLは日本語版DASHを用い評価した．検

討項目は両群についてのX線評価，機能評価,AⅢ』

評価を比較検討した．またX線評価とMayoWrist

Score,DASHとの相関関係についても検討した．

【結果lC群の最終調査時のX線評価と0群のX線

評価ではⅦ,UVで有意差を認めた．同様にMayo
WristScore,DASHにおいても有意差を認めた．

一方,C群において，最終調査時のVT,RIとMayo

WristScore,DASHとの間に相関は認めなかった

が,UVとDASHには相関を認めた．

【考察】近年，僥骨遠位端骨折に対する種々の内固

定材の開発に伴い，その手術適応は拡大されつつ

ある．しかし，今回の結果から保存療法でもある

程度の矯正損失は手関節機能やADLには影響が

少ないことが推測される．僥骨遠位端骨折に対す

る保存療法を再考するとともに，手術療法につい

ても患者の年齢や職業，社会的背景も加味した適

応を明確にする必要がある．
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僥骨遠位端骨折における関節鏡所見--初回

手術時と抜釘時の比較

ComparativeStudyofArthroscopicFindingsof
ArticularSurfaceandTFCCinCasesofDistalEnd

FracturesoftheRadius

'横浜市立市民病院整形外科，2横須賀北部共済病

院整形外科，3横浜市立大学付属病院整形外科

○岡崎敦'，坂野裕昭2，中澤明尋'，

瀧上秀威2，齋藤知行3

【はじめに】我々は，僥骨遠位端骨折に対し初回手

術時および抜釘時に手関節鏡(AS)を行い，僥骨

関節面およびTFCCについて評価，比較検討を行

ったのでこれを報告する．

【対象と方法】対象は榛骨遠位端骨折に対する手術

時および抜釘時にASを行った17例17手であり，

男3手，女14手，年齢は平均60歳，経過観察期

間は平均50週であった．榛骨遠位端骨折はAO分

類でA2が1手,A3が1手,B3が2手,C1が2手，

C2が1手,C3が10手であり，尺骨茎状突起骨折

は14手（82％）に認めた．僥骨は全てロッキング

プレート固定を行い，尺骨茎状突起の内固定は行

わなかった．X線評価としてUV,RIA,PTを計

測し，臨床評価は齋藤およびMayoの評価基準を

用いた．

【結果】16手(94%)にTFCC損傷を認め,Palmer

分類1A+1Bが2手,1B+1Dが13手,1B+2Aが1

手であった.ASで確認できたTFCC損傷12手の

うち，抜釘時10手(83％)で損傷は残存していた．

僥骨関節面のgapは初回手術時平均0.5mm,抜釘

時1.0mmであった(N.S.).UVは受傷時平均

4.1mm,術直後1.4mm,調査時2.0mm,RIAは

受傷時16.9.,術直後23.3｡，調査時24.4｡,PTは

受傷時-11.5.,術直後10.3.,調査時9.9･であった．

齋藤の評価基準でExcellentが14手,Goodが3手，

Mayoの評価基準でExcellentが2手,Goodが10

手,Fairが5手であった．

【考察】抜釘時ASでは，僥骨関節面のgap,TFCC

損傷は残存しているにもかかわらず，良好な臨床

成績が得られた.ASの異常所見と臨床症状は必ず

しも一致しないと考えた．

2Pa26

僥骨遠位端骨折における創外固定症例の検
討

ExaminationofCasesafterExternalFixationof

DistalRadiusFracture

'東海病院整形外科，2あいせい紀年病院整形外科，

3前田整形外科クリニック

○牧野仁美'’三ツロ由紀子'，鈴木正孝2，

前田登3

【目的】不安定型僥骨遠位端骨折の治療として，創

外固定法は有効な手段の一つである．しかし，創

外固定器除去後に骨折部の再転位を生じる場合も

稀ではなく，変形治癒により機能障害をきたす症

例もみられる．再転位を生じる原因を明らかにす

る目的で，当院における創外固定法施行症例の検

討を行った．

【対象および方法】1991年9月より2006年8月の

15年間に当院を受診した僥骨遠位端骨折のうち，

手術治療を行った症例は329例であり，そのうち

創外固定法を施行し，術後3カ月以上の経過観察

が可能であった症例53例を対象とした6男性20

例，女性33例，右30例，左23例，受傷時平均年

齢は男性41.1歳，女性65.4歳であった.Colles骨

折42例,Smith骨折11例で，骨折型のAO分類

はC219例,C321例,A23例,A310例であっ

た．受傷機転は交通事故3例，高所からの転落7例，

スポーツ外傷4例，自転車での転倒6例，転倒が33

例で，手術方法は経皮ピンニング併用例41例，プ

レートによる内固定併用例11例，創外固定器によ

る固定のみ1例であった．創外固定器装着期間は

平均6週であった.このうち創外固定器除去後に

radialinclmation(RL)5．以上,ulnarvariance

(UV)3mm以上,palmartilt(PT)10.以上のい

ずれか一つ以上の転位をきたした症例を再転位群

とした．

【結果】再転位群はColles骨折15例,Smith骨折

8例の計23例でSmith骨折における再転位例が有

意に多かった．再転位群での変化の平均は

RL5.3｡,UV3.5mm,PT9.1.であった．男性に比

べ，女性では転倒などの軽微な外力で受傷する症

例が多かった．

【考察】Lahntaineらが述べている僥骨遠位端骨

折における5つの不安定要素は，我々の創外固定

症例においても当てはまり，さらにSmith型骨折

も不安定要因のひとつであることが推測された．
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創外固定器を用いた僥骨遠位端骨折治療の
一工夫

ExtemalFixatorofBridgingtypeandNon-Bridgmg

typefbrDistalRadiusFracture

川崎病院整形外科

○澁谷亮一

【目的】Bridging型とNon-bridging型の創外固定
器の両方を用いて僥骨遠位端骨折を治療し，比較

的早期より良好な可動域が得られたので報告す

る．

【対象，方法】2003年10月から2006年3月まで

当科で治療している21例，受傷時平均年齢は54.8

歳．骨折型はAO分類でA2:1例,A3:6例,C1:

6例,C2:6例,C3:2例であった．使用したのは

ACECollesFixator:9例,Hoffinannllcom-

pact:12例．手術は，まずBridging型創外固定器

を装着して牽引しながら遠位骨片に1～3本の

Screwを刺入しNon-bridging型創外固定器を追加

した．後療法は3～6週間（平均3.9週）後，中手

骨のScrewを抜去しNon-bridging型創外固定器の

みの固定とし手関節の可動域訓練を開始した．術

後6～10週（平均8.0週）でNon-bridging型も抜
去した．追跡機間は平均11ヶ月であった.X線評

価，可動域評価とCooney法の臨床評価を行った．

【結果】創外固定器装着中は全例で矯正位損失を認

めなかったが1例で創外固定除去後の再転位を認

めた．最終調査時で平均volartiltlO.3｡,radial

inclination24.9｡,ulnarvarianceO.6mmであっ

た．臨床成績はexcellent:8例,good:11例,fair:2

例であった．可動域は創外固定除去直後（術後平

均8.0週)では平均で背屈62.3.,掌屈55.6.,僥屈

10.2.,尺屈23.2.,回内64.7.,回外70.6｡で最終

調査時では背屈81.8.,掌屈74.7.,僥屈16.2.,尺

屈32.9.,回内78.2.,回外82.1.であった．

【考察とまとめ】1）創外固定装着中の固定力は強

固であった.2)Bridging型創外固定器のみよりも

早期に良好な可動域が得られた．3)Non-bridging
型創外固定器のみより整復が容易であった．4)創

外固定除去後再転位の可能性があり除去の時期に

は注意を要する．

2Pa28

Coneheadscrewと倉ﾘ外固定による僥骨遠

位端骨折の治療

TreatmentwithConeheadScrewandExternal

FixatorfOrFracturesoftheDistalRadius

'岩手医科大学整形外科，2近藤整形外科医院

○古町克郎'，薄井知道'，斎藤良輔'，

田島克巳'，近藤晃弘2

【目的】高齢者の僥骨遠位端骨折では不安定型が多

く，また骨粗繧症の合併などが問題である．また

解剖学的整復と臨床成績の間には乖離もある．

coneheadscrewを用いたintrafbcal法による整復

固定にbridging型創外固定を併用することにより

アライメント維持が可能か否か検討した．

【方法】対象はunstableextraarticularまたは

minimaldisplacedintraarticularの榛骨遠位端骨

折11例11肢（男性2例，女性9例，48-81歳）で，

coneheadscrewを用いたintrahcal法による整復

固定後,bridging型創外固定を併用した．骨折型

はAO分類にてA2:5例,C2:5例,C3:1例，受

傷より手術までの期間は1-7日，創外固定は4週間

である．検討項目は術前，創外固定抜去時，術後

3カ月のX線計測(inclination,tilt,variance)と

日本手の外科学会成績判定基準である．

【成績】術前，創外固定抜去時，術後3カ月のulnar

inclinationはそれぞれ平均20度,25度,23度，

pahnar伽はそれぞれ平均-2度,10度,9度,ulnar

varianceはそれぞれ平均3.6mgm,2.1mnl,2.2mm

であった．日本手の外科学会成績判定基準は優3

例，良4例，可3例，不可1例であった．

【結論】x線計測では関節面のアライメントは良好

であったが，僥骨の短縮変形は創外固定を併用し

ても維持困難であった.ligamentotaxisは関節内

転位には無効と思われた．複数のconeheadscrew

により骨移植なしに整復位保持が得られる本法は

高齢者等に適応を選べば有効な方法である．今後

さらに短縮変形に対してはペースト型の骨移植や

nonbridging創外固定の併用も考慮すべきと思わ
れた．
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僥骨遠位端骨折に対するnon-bridging創
外固定-TechnoFⅨの70例報告一

Non-bridgingExternalFixationfOrDistalRadius

Fractures-AReportof70TbchnoFIXCases-

'済生会宇都宮病院整形外科，2松村外科整形外科

○越智健介'，松村崇史2，阿部耕治’

【目的】僥骨遠位端骨折に対する低侵襲non-bridg-

ing創外固定法の成績を検討する．

【対象および方法】2003年以降にTechnoFIX(フ

ツロ社）を用いて本法を施行した背側転位型榛骨

遠位端骨折70例を対象とした．男18例女52例，

年齢平均51歳であった．骨折型はAO分類でA2:6,

A3:23,B2:2,C1:10,C2:8,C3:21であった．骨

折の整復は全て透視下で閉鎖的に行い，ピン刺入

方向は術前CT等により最適化した．手術翌日から

積極的に患肢を使用させた．経過観察期間は平均

31週，評価項目は斉藤の評価,Coon即の評価，早

期ADL,復職状況とした．

【成績】全例に骨癒合が得られ，創外固定器は平均

約5週で除去した．斉藤の評価は優69，良1，

Cooneyの評価は優49,良17,可4であった．現

職復帰はほぼ術後3週間程度で，重労働者でも4カ

月以内に原職復職した．

【考察】本固定法の特徴は，遠位ピンが細いため低

侵襲で遠位骨折を直接牽引保持できること，閉鎖

的に整復・固定し骨移植を行わないこと，様々な

骨折型に対応して自由に複数の遠位ピンの刺入方

向を最適化できるため骨粗瘻例や多彩な関節内骨

折にも適応できること，超早期にADLを再開させ

得ることである．その結果骨移植を行わなくとも

早期に骨癒合し，日常生活や社会復帰を早期に達

成できた．遠位ピンを最適化したポイントから関

節面直下に刺入するため固定性が向上し，瘤痛や

矯正損失もわずかであった．問題点として，掌側

皮質の粉砕例では短縮が進行する傾向がみられた

こと,DRUJ不安定例の治療の限界が上げられた．

【結論】本法は多くの背側転位型僥骨遠位端骨折に

適応でき，低侵襲にもかかわらず早期ADL･社会

復帰を可能にした．

2Pa30

背側転位型僥骨遠位端骨折に対する掌側

Lockingplate,non-Lockingplate固定の
比較

ComparisonofPalmarLockingandNon-locking

PlatingforDorsallyDisplacedDistalRadius

Fractures

市立豊中病院

○栗山幸治，山本浩司

【目的】背側転位型榛骨遠位端骨折に対し，掌側

Lockingplate(L群）と掌側Non-lockingplate(N
群)を用いて治療し，2群の臨床成績,X線評価の

比較検討を行ったので報告する．

【対象と方法】掌側プレートを用いて治療した背屈

転位型僥骨遠位端骨折のうち，術後6ケ月以上経

過観察し得た59例を対象とした.L群は31例，男

性2例，女性29例，手術時平均年齢68.3歳，骨折

型はAO分類でA2:5例,A3:3例,C1:7例,C2:

14例,C3:2例,N群は28例，男性7例，女性21

例，手術時平均年齢62.1歳，骨折型はAO分類で

A2:2例,A3:3例,C1:8例,C2:9例,C3:6例

であった．臨床評価は術後6ヶ月の時点で手関節

前腕可動域と握力を測定し，日手会手関節機能評

価基準を用いた．X線評価は術前，術直後，術後6

ヶ月の時点でPalmarTilt(PT),Radiallnclina-

tion(RI),mnarVariance(UV)を測定した．

【結果】全例に骨癒合が得られた.N群の1例に

CRPSが生じた．臨床成績はL群がExcellent:27

例,Good:3例,Fair:1例,N群がExcellent:20

例,Good:5例,Fair:2例,Poor:1例，平均可動

域はL群が掌屈：50.8。背屈：62.7.回内：76.8.回

外:84.5｡N群が掌屈:45.9。背屈:60.7.回内:77.0.

回外：85.2.握力健側比はL群が73.1%,N群が

68.3％であった.CRPSを生じた1例を除くと掌

屈にのみ有意な差を認めた．術直後と術後6ヶ月

のX線評価はL群がPT:7.5.→6.5｡RI:21.9.→

21.7.UV:0.1mm→0.8mm,N群がPT:3.7.→

1.3｡RI:22.3。→22,1･UV:0.6mm→1.6mmとPTと

UVで有意な差を認めた．

【考察】背側転位型僥骨遠位端骨折に対しては掌側

LoCkingplateの方がNon-lockingplateより，良
好な成績が得られた．
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不安定型背側転位僥骨遠位端骨折に対する
掌側プレート固定の検討(ノンロッキング
プレートVSロッキングプレート）
TreatmentofUnstableCollesFracturewithNon-

lockingandLockingVblarTypeRadiusPlate

山口労災病院整形外科

○山本久司，藤真太郎，黒川陽子

【目的】今回，背側転位型僥骨遠位端骨折の不安定

型（関節内骨折を含む）に対してノンロッキング

タイプとロッキングタイプの掌側プレートを使用

し，その結果を比較検討した．

【方法】対象は50歳以上の背側転位型僥骨遠位端

骨折に対して掌側プレートを使用した40例で，そ

の内訳はノンロッキングタイプ20例，ロッキング

タイプ20例であった．ノンロッキングタイプは，

AO分類でA3,13例,C2,6例,C3,1例，男3例，女

17例，平均年齢は67.5歳(55～77)，罹患側は右

9例左11例，受傷機転は転倒が16例で，ロッキン

グタイプは,AO分類でA3,14例,C2,4例,C3,2

例，男3例，女17例，平均年齢は66.4歳（53～

84)，罹患側は右10例左10例，受傷機転は転倒が

14例であった．検討項目は斉藤のポイントシス

テム（斉藤の評価法),Green&Obreien(G&O)

の評価法を使用し，術後可動域，レントゲン所見，

合併症および手術時間，骨移植や追加処置などの

手術内容についても詳細に検討した．

【成績】ノンロッキングタイプは，斉藤の評価法に

てE16例,G2例,F2例,G&OではE9例,G5

例,F4例,P2例，ロッキングタイプは，斉藤の評

価法にてE16例,G3例,F1例,G&OではE10

例,G5例,F3例,P2例であった．

【結論】背側転位型榛骨遠位端骨折の不安定型に対

しては，ノンロッキングタイプとロッキングタイ

プの掌側プレートとも正確な整復，強固な固定が

獲得出来，術後の機能評価においても有意差は見

られなかったが，ロッキングタイプにおいて手術

における骨移植や鋼線固定などの追加処置が減

り，手術時間の短縮やリハビリの開始時期が早く

なっており，より簡便に完成度の高い手術が可能

になっていると思われた．

2Pa32

背側転位型僥骨遠位端骨折に対する背側プ
レート固定による治療成績

TTeatmentoflnternalFixationwithDorsalDistal

RadiusPlateandLockingDistalRadiusSystemfbr

theDorsallyDisplacedDistalRadiusFractures

近森病院整形外科

○西井幸信，衣笠

道中泰典，鄭

清人，西田一也，

明守

【目的】背側転位型僥骨遠位端骨折に対して当院で

は徒手整復が不可能な関節内骨折や整復可能でも

整復位の保持が困難，再転位を来した症例に対し

て手術治療を行っているが，遠位骨片に対して内

固定が可能な限りプレート固定を行い，術後早期

からROM訓練を行っている．今回，本骨折に対す

る背側プレート固定の治療成績を検討したので報

告する．

【対象】骨折型はAO分類で背側転位型のA2,A3

とB2およびC1,さらに遠位骨片に対して内固定

が可能なC2,C3で,H17年1月からH18年10月

までに手術治療を行った57例である．

【結果】AO兀プレート固定が47例,LockingDistal
Radiussystem(LC-DRS)の背側用プレート固定

が10例であった．感染，偽関節はなく，全例一期

的に骨癒合を得た．斉藤の評価を用いた治療成績

は全例がexcellent,goodで，斉藤の評価で遺残変

形となるような症例はなく，神経損傷，腱断裂は

認めなかったが，手指拘縮を4例に認めた．

【考察】背側へのプレート固定は伸筋腱，特にEPL

に対する障害が危‘|具される．兀プレートによるEPL

損傷の報告もあるが，当院では骨折部を骨膜下に

展開して整復，内固定を行った後に腱が直接プレ

ートに接することがないようにして閉創してお

り，腱損傷は認めていない．背側転位型骨折に対し

ては遠位骨片の転位の方向を考慮すると，背側へ

のbuttressPlate固定が力学的に理にかなってい

る．兀プレートでは遠位のピンのみがロッキングさ

れるが,LC-DRSではすべての孔でロッキングが

可能であり，さらに強固なangularstabihtyが得
られるため，粗露骨や粉砕骨片に対してもより強

固な固定が可能である．伸筋腱の取り扱いを丁寧

に行えば，背側プレート固定は有効な治療方法で

あると考えられる．
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掌屈型榛骨遠位端骨折に対する観血的整復

固定術の治療成績一Lockingplate群と

Non-Iockingplate群の比較一
ClinicalResultsofPlatefixationfOrVolarFlexed

FracmresoftheDistalRadius-Comparisonbetween

LockingPlateandNon-lockingPlate-

'太田西の内病院整形外科，2昭和大学横浜市北部

病院整形外科，3昭和大学整形外科

○上野幸夫1，川崎恵吉2，稲垣克記3，

瀧川宗一郎3，宮岡英世3

【はじめに】掌屈型僥骨遠位端骨折の治療に際して

は，整復位を保持することが困難であることから

掌側にプレート固定を行われることが多い．しか

し掌屈型榛骨遠位端骨折に対してlockingplateを

使用した報告は少ない．我々はAO分類C型関節

内榛骨遠位端骨折に対するlockingplate(L群）と

non-lockingplate(N群）の比較検討を行い，

lockingplateの有用性を報告してきた．今回我々

は，掌屈型榛骨遠位端骨折に対する掌側プレート

固定において,Lockingsystemの有無による術後

の整復位の保持の優劣と臨床成績について調査し

た．

【対象と方法】今回，掌屈型僥骨遠位端骨折に対し

てプレート固定を施行し，6ヶ月以上経過観察し

得た63例を対象とした.L群34例と,N群29例

で，平均経過観察期間は10.4カ月，15.4カ月であ

った．AO分類A:B:C型の割合は,L群2:5:27,

N群6:6:17例であった．単純X線評価とCooney

評価を用いた治療成績について比較検討した．

【結果】単純X線評価では,L群とN群に有意な差

を認めなかった．しかし60歳以上の群とAO分類

C型の群で比較検討すると，それぞれVTの術後と

最終診察時の差でL群とN群の間に有意差を認め

た．Cooney評価では,ExcellentとGoodを合わ

せるとL群N群ともに90％を占めており，両群と

もに良好な成績であった．

【考察】掌屈型榛骨遠位端骨折に対して,L群とN

群ともに良好な結果が得られたが，60歳以上およ

UrAO分類C型については，ロッキングプレート

の使用が望ましいと考えられた．

2Pa34

掌側転位型不安定僥骨遠位端骨折に対する
掌側ロッキングプレートの治療成績
ClincalResultsoftheVblarLockingPlatinginthe

TifeatmentofVblarDisplacedFractureoftheDistal

Radius

'横須賀北部共済病院，2横浜市立大学整形外科

○福村英信'，坂野裕昭'，瀧上秀威'，

河原芳和'，斎藤知行2

【目的】掌側転位型の不安定型僥骨遠位端骨折の治

療法はプレート固定が選択されることが多い．今

回，われわれは掌側ロッキングプレート固定を行

い，特に粉砕Smith骨折を中心にその術後成績を

検討したので報告する．

【対象と方法】対象は掌側転位型僥骨遠位端骨折に

掌側ロッキングプレート固定を行った17例で，平

均年齢58歳，骨折型はAO分類でA型2例,B型

6例,C型9例で,C型は全例粉砕Smith骨折であ

った．使用したプレートはStellarplateを13例，

DRVplate3例,Acu-locl例であった．これら症例
に対し，受傷時，術後，調査時でRadiglInClinntion

(RI),PalmarTilt(PT),UlnarVariance(UV)

を計測しX線評価をするとともに,MayoClimcal

ScoreとDASHを用いた臨床評価を行った．関節

内骨折15例中鏡視可能であった12例に関節面の

gapとstepoffを計測した．術後平均追跡期間は8.9
ヵ月であった．

【結果】RIは受傷時17.7度が術後24.5度(P<

0.01)，調査時24.2度,Prは16.5度が11.2度(P

＜0.01)，11．9度で,UVは4.2mmが0.8mm(P

<0.01),1.4mm(P<0.01)であり整復位は良好

に獲得･保持された.Mayoscoreは平均85.3point

で，さらに6カ月以上経過し評価可能であった11

例のDASHscoreは平均6．9と良好な結果が得ら

れた．粉砕Smith骨折は,RIは受傷時16.8度が

術後25.6度(P<0.05),調査時25度,PTは15.6

度が9.4(P<0.05),10.6度で,UVは4.8mmが

0.9mm(P<0.05),1.4mm(P<0.01)であり整

復位は良好に獲得･保持された.Mayoscoreは平

均86.6point,さらに6カ月以上経過し評価可能で
あった8例のDASHscoreは平均6.5と良好な結果

が得られた．関節面はgap平均0.9mm,stepoH平

均0.3rnmと良好に整復された．

【結論】掌側転位型僥骨遠位端骨折に対して，粉砕

Smith骨折も含め掌側ロッキングプレート固定に

て良好な術後成績が得られた．
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僥骨遠位端骨折に対する掌側プレート固定
の治療成績

一小侵襲手術と従来手術との比較一

ClinicalResultofVolarPlatingfOrDistalRadius

Fracture-ComparisonbetweenMinimallylnvasive
MethodandConventionalMethod

'城東社会保険病院整形外科，2千葉大学大学院整

形外科

○国司俊一'，斉藤忍'，国吉一樹2

【目的】僥骨遠位端骨折に対する掌側プレート固定

による手術治療において，小侵襲手術が注目され

報告が散見される．今回我々は小侵襲手術による

治療と従来の手術治療の成績について比較検討し

たので報告する．

【対象･方法】2004年1月以降，当院で僥骨遠位端

骨折に対する掌側プレート固定を施行した46例

46手(男性10例女性36例，年齢31歳～87歳）を

対象とした．小侵襲手術は僥側手根屈筋腱直上に

約1.5cmの皮切を置き，方形回内筋は切離せず，軟

部組織の侵襲を最小限にとどめて内固定を行っ

た．従来の手術はHenryのアプローチで内固定を

行った．方形回内筋は切離したのち縫合した．小

侵襲手術を行った群と従来の手術を行った群の間

には性別，年齢,左右，骨折型(AO分類),尺骨

骨折の有無について差はなかった．斎藤のスコア，

経時的な自動関節可動域（掌屈，背屈回内，回

外，僥屈，尺屈)，握力（健側比）につき比較・検

討を行った．検定にはMann-Whitneytestを用い
た．

【結果】術後1ヶ月の背屈において，両群間に統計

学的有意差を認めた．掌屈，回内，回外，僥屈，尺

屈握力については有意差を認めなかった．術後

2ケ月，3ケ月の時点では，すべての項目において

有意差を認めなかった．斎藤のスコアについても

両群間で有意差を認めなかった．

【考察】方形回内筋の温存は回内・回外関節可動域

に関連すると思われたが，術後1，2，3ケ月すべて

において両群間に有意差を認めなかった．ADI』卜

重要である背屈可動域については術後早期の時点

では小侵襲手術を行った群が従来の手術を行った

群より成績がよかった．小侵襲手術の是非につい

ては，今後さらなる検討が必要と考えられた．

2Pa36

掌側用ロッキングプレートを使用した僥骨

遠位端骨折の治療成績

TheOutcomeofDistalRadiusFracturesTreated

withWlarLockingPlateFixation

燕労災病院整形外科

○宮崎義久，松崎

武田宏史，玉川

浩徳，登石聡，

省吾

【目的】僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプ

レート固定の治療成績を報告する．

【方法】症例は14例（男性3例，女性11例）で，

受傷時平均年齢は66.5歳(35～85歳)であり，骨

折型はAO分類でA2型3例,A3型1例,C1型4

例,C2型4例,C3型2例であった．全例ともHenry

apProachで進入し，掌側よりStellarLocking

Plate(日本ユニテック社）で固定した．尺骨茎状

突起骨折による遠位僥尺関節の不安定性を認める

場合は，同部の骨接合を追加した．術翌日より手

指可動域訓練を開始し，抜糸までの外固定の後,手

関節可動域訓練を開始した．これらの症例に対し

てX線写真撮影や手関節可動域計測，瘤痛や知覚

異常の有無の確認を行い，治療成績を日手会手関

節機能評価基準で評価した．また，当科で以前使

用していたNonlockingタイプのプレート固定群

(N=6)とでX線像および術後安静期間について

比較検討した．

【結果】術後平均10.8週で全例に骨癒合が得られ

た．手関節平均可動域は伸展46．8度（健側比

89.7％)，屈曲45．9度（82.7％)，回内83．6度

(94.8％)，回外88.6度（99.0％）で，問題となる

ような瘻痛や知覚異常を訴えた症例はなかった．

X線学的評価では術直後と最終診察時で,radial

inclination(RI)が平均24.5度から25.4度+0.9

度),ulnarvariance(UV)が平均1.4mmから

1.8mm(+0.4mm),volartilt(Vr)が平均12.0

度から13．5度（+1.5度）とわずかに変化したが，

関節症性変化等は認めなかった．手関節機能評価

は優6例，良8例，斉藤評価は優11例，良3例で

あった．従来プレート固定群との比較では，ロッ

キングプレート群はRIおよびUVの保持に優れ，

外固定期間も有意に短縮されていた．

【結論】掌側ロッキングプレートは骨折型を問わ

ず，確実な整復位保持により術後早期の可動域訓

練が可能で，良好な治療成績が得られた．
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僥骨遠位端骨折に対する掌側Iockingplate
固定の治療成績と問題点

ManagementofFracturesoftheDistalRadiususmg

VolarLockingPlate

1駒沢病院整形外科，2荻窪病院整形外科，3済生会

神奈川県病院整形外科，4朝霞整形外科

○吉川泰弘1，西脇正夫2，松井秀和3，

市川亨4

【目的】僥骨遠位端骨折に対して掌側lockingplate

による手術療法を行った症例について，治療成績

と問題点について検討したので報告する．

【対象と方法】僥骨遠位端骨折に対して掌側ロッキ

ングプレート（ユニテックStellar)による手術療

法を行った30例（男11例，女19例）を対象とし

た．年齢は14～89歳（平均56歳）で，左16例，

右14例，経過観察期間は平均8.4カ月であった．骨

折型はAO分類でA2型2例,A3型9例,B3型3

例,C1型2例,C2型1例,C3型13例であり，掌

側転位型の骨折は8例であった．合併する尺骨骨

折に対して内固定術を併用したのは12例であっ

た．以上の症例に対し，治療成績,X線評価，手技

上の注意点や問題点について検討した．

【結果】全例で骨癒合が得られた.X線評価では，

VT(volartilt),RI(radialinclination),UV

(ulnarvarience)の値はいずれも術直後から最終

調査時まで良好に保たれていた.UVの増加が明

らかだった症例は，尺側関節面のsubchondral

supportが不十分であった．治療成績はCooneyの

評価基準でExcellentおよびgood28例,fair2例

と良好な成績であった．術後の合併症は一過性の

軽度正中神経麻揮が1例，榛側縁のプレート突出

が1例であった．

【考察】僥骨遠位端骨折に対する掌側lockingplate

による固定法は，強固なsubchondralsupportが

可能であり，骨粗瀧症を有する症例に対しても十

分な固定性が得られ，有用な手術法と考える．し

かしながら，関節面尺側のsubchondralsupport

が不十分になると矯正損失をきたす点に留意し，

術中には近位斜方向に入射したX線あるいは透視

側面像で確認することが重要である．

【まとめ】僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキング

プレートによる固定法は，術後も安定した固定性

が得られ，治療成績も良好であった．

2Pa38

掌側ロッキングプレートによる榛骨遠位端
骨折の治療成績

ClinicalResUltsintheTreatmentfOrFracmreofthe

DistalRadiususingPalmarLockingPlate

'世田谷下田病院整形外科，2町田市民病院形成外

科，3藤村病院整形外科

○石橋嘉津雄1，松浦慎太郎2，佐藤吏3

【目的】僥骨遠位端骨折に対して，アラタ社製DW

ロッキングプレートを使用したので治療成績につ

いて検討した．

【対象・方法】2005年4月から2006年8月までに

治療した23例24手を対象とした．年齢は19～85

歳，平均60歳，骨折型のAO分類はA-2が3例,A-

3が14例,C-1が4例,C-2が3例であった．術中

に骨粗潅症が強いと思われた8例には人工骨（オ

スフェリオン）を充填した．尺骨茎状突起骨折は

5例に合併しており3例についてtensionband

wiring法を行った.Handtherapyは術後数日か

ら開始し，固定も術後数日で簡単な手関節用装具

とした．術後の関節可動域を調査し,X線評価は術

後のRadiallnclinasion(RI),VolarTilt(VT)

で行った．最終評価は日手会機能評価を用いた．

【結果】骨癒合は全例に得られた．関節可動域は平

均で背屈59.2。，掌屈57.2｡,RIは平均18.4｡,VT

は平均12.4.であった．最終評価はexcellentが8

例,goodが16例であった．

【考察】掌側ロッキングプレートは榛骨遠位端骨折

に対して有用性が高いと報告されており多くの種

類のプレートが使用されている．今回，我々が使

用したアラタ社製DWロッキングプレートは，掌

側ロッキングプレートであり，プレートの中央部

が大きく開窓されているために，プレートで内固

定後に掌側から充分に人工骨を充填することが可

能である．そのため，高齢者の骨粗霧症が強い症

例においても，術中術後の整復位保持が良好で術

後早期のHandtherapyが可能となり大変有用で

あった．今後の改良点としては，プレートのサイ

ズバリエーションが少ないため，体格の小さな女

性の手術や，今後より低侵襲に手術を行うために

はサイズバリエーションを増やす必要があるこ

と．近位にもロッキングスクリューが使用できる

ようにすることが挙げられる．
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ACU-ROCDistalRadiusPlateSystemを
用いた僥骨遠位端骨折の治療成績
ClinicalResultsofACU-ROCDistalRadiusPlate

SystemfOrFracturesoftheDistalRadius

長崎労災病院

○川原奈津美，角光宏

【目的】我々はAO分類C型の榛骨遠位端骨折に対

し，より関節近傍からスクリューを刺入でき，且

つ，榛骨茎状突起にも2本のスクリューを刺入可

能な新しい掌側ロッキングプレートであるACU-

ROCDistalRadiusPlateSystem(以下ACU-

ROC)を使用し，治療を行ってきたので，その短

期成績を報告する．

【対象と方法】対象は2006年6月からACU-ROC

を用いて治療した僥骨遠位端骨折14手（男5手，

女9手）で，年齢は29～84歳（平均62.6歳),A

O分類ではC1:2手,C2:5手,C3:7手であり，

そのうち僥骨茎状突起骨片を有するものは8例で

あった．これらに対し,X線学的評価として術直後

と最終観察時のⅦ,RI,UVを計測し，また斎藤の

ポイントシステムによる臨床評価を行い，本プレ

ートの有用性を検討した．

【結果】VTは術直後平均7.1.から最終観察時平均

6.9｡,RIは術直後平均19.4｡から最終観察時平均

20.4｡,UVは術直後平均_O.1mmから最終観察時

平均+0.1mmと骨癒合まで術直後の整復位が良

好に維持されていた．また，斉藤評価でも全例良

以上の成績で，不可は1例もなかった．

【考察】短期成績はおおむね良好であり，僥骨遠位

端関節内骨折で，骨折線が関節面に近い症例，僥

骨茎状突起骨片を有する症例においても本プレー

トは有用な治療手段となりうると考えられた．

2Pa40

掌側ロツキングプレート(Acu-Locdistal

radiuspiatesystem)を用いて治療した僥
骨遠位端骨折の短期成績

ShortTbrmResultoftheDistalRadiusFractures

whichTieatedwiththeVolarLockingPlate(Acu-

LocDistalRadiusPlateSystem)

九州労災病院整形外科

○藤村謙次郎，畑中均，戸澤興治

【目的】Acu-Locを用いて当院で治療した僥骨遠位

端骨折の短期成績を報告する．

【方法】対象は，当院でAcu-Locを用いて治療を行

った16症例16手中，12週以上経過した段階で評

価し得た15症例15手．男性3例，女性12例．右

10手，左5手．受傷時年齢は平均52.7歳（16～

75歳)，追跡期間は平均130.6日（84～205日)，

手術までの期間は平均6.3日（1～17日)．骨折型

はAO分類でA3が2手,B1が1手,C1が1手，

C2が8手,C3が3手.8手にオスフェリオンを使

用．2手に背尺側骨片を認め，1手で背尺側から

intra-fbcalpmningを行いK-wireを留置した．臨

床評価は関節可動域，握力,Cooneyscore,DASH
scoreで評価した.X線評価はradialinclination

(RI),volartilt(VT),ulnarvariance(UV)を
計測した．

【成績】全例で骨癒合を認めた．平均可動域は掌屈

56.2｡(健側比82.4％)，背屈55.7｡(同83.4％)，平

均握力は18.3kg(同70.7%)．Cooneyscoreは優
3手，良1手，可7手，不可4手．平均DASHscore

は10.7点（1手で評価不能）であった.X線評価

は術前→術後→最終でRIが17.1→23.3→24.1｡,

VTが-15.3→4.3→3.7｡,UVが-0.4→-0.8→

-0.4mmであった．

【結論】Acu-Locの特徴は，術中操作が容易なター

ゲティングガイドがあることと，榛骨茎状突起骨

片にロッキングピンが刺入できることの2点であ

る．従前のロッキングプレートでは榛骨茎状突起

骨片を固定できない場合，補助的にK戸wireを留置

するなどの処置をしていたが,Acu-Locではその

必要がない．一方で背尺側骨片を確実に固定でき

ないことは従前のものと変わりなく今後の改良に

期待する。良好な整復位保持は過去の報告と同様

であった．臨床評価の回復が遅れた症例もあるが，

術後短期の評価であるためと思われる．1手で臨

床評価が顕著に不良で今後注意深い経過観察を要

する．
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Acu-Locdistalradiusplateを用いた僥骨
遠位端骨折の治療経験

Acu-LocDistalRadiusPlatefOrtheRadiusDistal

EndFractures

'岡山済生会総合病院整形外科，2美作市立大原病

院整形外科

○今谷潤也'，近藤秀則'’三輪啓之'，

雑賀建多'，島村安則2

【目的】近年，プレート骨接合手術においては内固

定材料の構造上の工夫により高い初期固定性を得

る方向で開発が進んでいる．僥骨遠位端骨折にお

いても最近さまざまな掌側lockingplateが開発導

入され良好な治療成績が報告されてきている．今

回我々は僥骨遠位端部の解剖学的形状に適合した

新しいtypeのlockingplate(Acu-Locdistalra-

diusplate)を用いて治療した不安定型僥骨遠位
端骨折の治療成績を検討するとともに本plateの

有用性について考察する．

【方法】対象症例は20例で男性7例，女性13例，

手術時年齢は17歳から78歳（平均53歳）であっ

た．骨折型はAO分類でtypeAが9例,typeBが

5例,typeCが6例であった．手術は原則として

掌側アプローチのみで骨折部の整復および本プレ

ートによる内固定を行ったが，関節面の陥没を有

する症例の一部には経皮経骨髄的整復法による整

復もしくは背側小皮切からの観血整復に人工骨移

植を追加した．一方，僥骨茎状突起骨片の追加固

定を要した症例はなかった.X線学的検討では

radialinclination,palmartiltについては全例術

直後のアライメントが最終調査時まで維持されて

いた．またulnarvarianceについても1mTnを越

える変化を認めた症例はなかった．

【考察・結語】これまでの掌側用lockingplateに

おいては，遠位骨片が小さい症例への適応の限界，

榛骨茎状突起を確実に固定できないなどの問題点

が存在した．本plateの構造上の特徴として1)"

骨遠位端部分の解剖学的形態に沿った形状を有す

る，2）遠位骨片に02.3mmのスクリューを最大7

本刺入できる，3)榛骨茎状突起部にも最大2本の

スクリューを挿入できる等が挙げられる．本plate

はその構造上の特徴から適応症例の拡大などが期

待できる点で有用であり，今後もさらに追試を行

っていく予定である．

2Pa42

60歳以下の僥骨遠位端関節外骨折に対す
る治療

TreatmentofDistalRadiusExtra-articularFracmre

fbrunder60YearsOldPatients

'明野中央病院整形外科，2大分中村病院形成外科，

3大分中村病院整形外科

○中村英次郎1，亀渕克彦2，園田広典3，

田中美由紀3，池田真一3

【目的】僥骨遠位端関節外骨折はギプス治療が可能

でその成績も安定しているが近年，活動性の高い

症例ではギプス固定を希望しないケースが増えて

いる．我々は60歳以下の症例で，ギプス固定と骨

接合の治療成績を比較するとともに，アンケート

調査を行い，患者サイドより望まれる治療は何か

を検討したので報告する．

【対象と方法】榛骨遠位端関節外骨折65例，男性

22例，女性43例，年齢は18歳より59歳(平均38.5

歳）を対象とした．骨折型はAO分類で,A2:40

例,A3:25例であった．治療方法は,1.ギプス

群(ギプス固定のみ:25例)，2．ピンニング群(ピ

ンニング＋ギプス固定:20例)，3．プレート群(掌

側ロッキングプレートによる骨接合術で外固定な

し：20例)，の3群であった．経過観察期間は3ケ

月～28ケ月（平均8.5ケ月）であった．レントゲン

計測としてpalmartilt(PT),radialinclination

(RI),ulnarvariance(UV)を測定し，臨床評価

として，斉藤のポイントシステムを用い評価した．

またアンケート調査を行い，治療に対する不満に

ついて調査した．

【結果】ギプス群はレントゲンパラメータの変動を

認め，特にA3型に対してRIの変動が大きかった．

臨床成績は3群ともおおむね良好であったが，ギ

プス群の1例，ピンニング群の1例にRSDが発生

し成績不良となった．アンケートの結果は，ギプ

ス固定を行った45例のうち32例（71％）に不満

が強くその原因として，匂い，痒みが挙げられた．

【考察】活動性の高い方にはギプス固定は嫌忌され

る傾向あり，保存的治療を勧める医師側と大きな

感覚の隔たりがあった．外固定の不要なロッキン

グプレート治療は支持されるケースが多かった．
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骨密度でわけた女性患者における榛骨遠位

端骨折に対する掌側ロッキングプレートの
検討

VolarLockingPlatefOrDistalRadiusFracturesin

ComparisonwithBoneMineralDensity

'済生会唐津病院，2佐賀社会保険病院整形外科，

3佐賀大学整形外科

○石井英樹1，浅見昭彦2，園畑素樹3

【はじめに】掌側ロッキングプレートの有効性を示

した報告は多数認められ，高齢者に対しても有効

性が報告されている．しかし高齢者の骨質は様々

であり，年齢のみでの比較検討では正確に骨質を

反映させにくいと考え，女性の僥骨遠位端骨折に

おけるこの治療法の有用性を骨密度により2群に

分け，比較検討したので報告する．

【対象･方法】2004年3月以降この治療を行った51

症例のうち，前腕での骨密度を測定できた女性患

者26例を対象とした．骨折型はAO分類でA3:5

例,C2:17例,C3:4例であった．単純X線写真

で術直後と骨癒合時のpalmartilt(PT),radial

inclination(RI),Ulnarvaliance(UV),を計測

し，その矯正損失を求めた．またこの結果を%YA

で70％未満の骨粗霧群とそれ以外の非骨粗繧群

にわけ比較検討した．骨粗霧群(平均年齢72.7歳：

61－85歳）のBMDは平均0.429g/Cm2で，非骨

粗霧群(平均年齢61.5歳:35-81歳)は平均0.593g/
cIn2であった．非骨粗繧群のうち4人は70歳以上

の高齢者であった．総合成績をCooneyの評価基準
にて評価した．

【結果】術直後の単純X線写真では両群ともPT,

m,UVとも良好に整復されていた．骨癒合時の矯

正損失も骨粗議群で,PTが平均0.5度,RIが1.1

度そしてUVが0.6mmと良好に保持されていた．

両群間に有意な差を認めなかった．総合成績も骨

粗霧群がExcellent:8例,Good:4例で，非骨粗

霧群はRxcellent:10例,Good:4例と良好な成績

であり，両群ともに良好な結果であった．長母指

伸筋腱の皮下断裂を1例に認めたが，感染，偽関

節，正中神経障害などは認めず，骨粗潅患者にも

有効な内固定材の一つと考えられた．

2Pa44

高齢者不安定型関節外Colles骨折に対す

る掌側ロッキングプレート固定術の臨床成
績

VolarLockingPlatingforDorsallyDisplaced

UnstableExtra-articularFractureoftheDistal

RadiusintheElderlyPatients

東住吉森本病院整形外科

○前田剛，恵木丈，金城養典，

明石健一

【目的】高齢者における不安定型関節外Colles骨折

に対して,prOspectiveに1種類の掌側ロッキング

プレートを用いて観血的骨接合術を施行してきた

ので，臨床成績について報告する．

【方法】対象は,2005年1月から2006年2月まで

の期間に，1）僥骨背屈傾斜10度以上,2)Ulnar

varianceが健側より3rnm以上転位,3)骨折部掌

側骨皮質の粉砕，のいずれかを満たす上記を受傷

した30例（男1例女29例）である．受傷時年齢

は平均73歳(60～95歳）であった．骨折型はAO

分類でA2:19例,A3:11例であった．全例ナカシ

マメディカル社製プレートを用いて観血的骨接合

術を行い，外固定は併用しなかった．以上に対し

て臨床成績,X線学的評価，合併症について検討し

た．術後経過観察期間は平均6.6ヶ月(3～12ヶ月）

であった．

【結果】術後痙痛は，19例が無痛，9例が軽度，2

例が中等度であった．術後機能は，制約なく可能

が19例，制約はあるが可能が9例，可能だが復職

しないが2例であった．術後平均可動域は，背屈

63度，掌屈59度であった．術後握力（健側比）は

平均75％であったdMayowristscoreは，平均82

点(60～100点）であった.X線学的には全例骨

癒合を獲得した.Volattiltは術前平均-15.7度か

ら，術直後3.9度，最終経過観察時2.6度であった．

Ulnarvarianceは術前平均3.3mmから，術直後

-0.5mm,最終経過観察時0.0mmであった．1例

を除けば，術直後の整復位が最終観察時まで概ね

維持された．合併症は5例に正中神経領域の樺れ

を認め，1例は残存した．屈筋腱損傷は認めなかつ

た．

【結論】プレートが厚く二次性手根管症候群の発生

が危愼されたが，正中神経症状と関節面からのプ

レート設置位置との関連性は認めなかった．高齢

者においても本システムは良好な固定性を示し，

優れた臨床成績を獲得したので，推奨できる術式

の一つである．
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AdvantageofusingBreak-awayScrewsfor

DistailnterphalangealJointArthrodesisof

theDigits

DepartmentofHandSulgery,StrasbourgUniversity

Hospitals,Strasboulg,France

○PhilippeLivemeaux,S.Facca,S.Gouzou

Purpose:Distalinterphalangeal(DIP)joint

arthrodesisusuallygivesgoodresultsinthetreat-

mentoffingerosteoarthritis・However,alltechniques

arefraughtwithcomplications・Themainproblem

withwiresandstaplesisnon-union.Themain

problemwithscrewsisprotrusionintothefingerpad.

Thegoalofthisworkistodesignatechniquethat

retainsthecombinedadvantagesofbothtechniques

withouttheirdrawbacks.

MethOds:OurseriesinvolvedlOpatients,eachof

whomunderwentanaverageof3DIPjoint

arthrodeses.Thefirststepconsistedindecortication

ofthearticularsurfacesusingadorsalapproach,

fbllowedbypercutaneousinsertionofthescI℃wfrom

avolarsubungualapproach.Theimplantwasa

headlessscrewwithacortical/cancellousdistal

threadandacorticalproximalthread.Theshankof

thescrewwasdrivenusingapowerdrillandthen

brokenoffbybending・Theheadlessscrewwas

buriedinbone・Thedifferentthreadsatthescrew

endsprovidedthenecessarycompression.Although

countersunk,thescrewcouldstillberemoved,if

necessary,usingaspecialscrewextractor.

Results:MeanfOllow-upwas4months・Wedidnot

achieveprimaryhealinginonlyloutofthe31DIP

jointarthrodeses.Actually,itwasduetoatechnical

error:theselectedscrewwastoolongandan

interfragmentalgappersisted.Thepatientwas

reoperatedonusingthesametechnique・Alltheother

arthrodeseshealeduneventfullywithnopad

discomfOrt.

Discussion:Providedpropersurgicaltechniqueis

fOllowed,thisheadlessbreak-awaycompression

screwgivesverygoodresultsinDIPjoint

arthrodesis.IthaSthedoubleadvantageofproviding

effectivecompressionofbonefragmentswithout

protrudingintoadjacentsofttissues.

2Pa46

掌側Lockingplateを用いたAO分類C型
僥骨遠位端関節内骨折の治療成績

TheResultofVolarLockingPlateFixationfOrAO

TypeCIntra-articularDistalRadiusFracmre

済生会山口総合病院

○大野晃靖，岸本

大藤晃，大中

哲朗，三原修三，

博司

【目的】僥骨遠位端骨折，特に関節内骨折に対する

掌側ロッキングプレートの有用性が数多く報告さ

れ，いくつかの句peのプレートが発売されている．

今回，当院で行った僥骨遠位端骨折AO分類typeC

に対し，掌側ロッキングプレートを用いた症例に

ついて治療成績を検討し報告する．

【方法】対象は2005年8月より行った骨折型AO分

類でtypeC2が7関節,C3が10関節で男性6例，

女性11例，手術時平均年齢64歳であった．経過

観察期間は9ヶ月であった．ロッキングプレート

として,stellar(STL)(日本ユニテック）を12関

節に，僥骨茎状突起へのスクリュー挿入可能な

aculocdistalradiusplate(ADRP)(小林メディ

カル)5関節に用いた．検討項目は，術直後，調査

時のX線評価(UInavarience(UV),Radial

inclination(RI),Volartilt(VT)),Mayomodi-

fiedwristscoreを用いた臨床評価とした．

【結果】全例骨癒合が得られた．X線評価で術直後

から調査時の矯正損失の平均はSTL郡でUV

Omm,R10.8｡,VT0.3｡ADRP群でUVOmm,RI

0｡,VT0.5であった．STL,ADRPの臨床成績は

excellent+goodが9例,4例,fair+poorが3例,1

例で，特に両群間に優位な差は認めなかった．し

かし,chauffburtype様の僥骨茎状突起骨折を伴

うものが5例あったが,STL群のKwire追加固定

を行った1例にRIの損失と，術後しばらくの痛み

を認めた．

【考察】いずれのロッキングプレート良好な成績を

得ることが出来た．不安定型骨折ではスクリュー

と軟骨下骨間の距離を少なくすることで骨片転位

を防止に重要であるが，スクリューで全ての骨片

を支えることは難しく，特に榛骨茎状突起の骨折

をスクリュー固定するにはプレートのデザインに

よっては困難であるため追加手術が必要であっ

た．しかし，茎状突起へスクリューを挿入できる

ADRPは有用であった．
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関節内天蓋状骨片を伴う僥骨遠位端骨折の
検討

FractureoftheDistalRadiuswithDorsalRoof

Fragment

'済生会神奈川県病院整形外科，2芦田整形外科

○山中一良'，佐々木孝'，松井秀和'，

芦田多喜男2

【目的】手関節背側関節内に天蓋状に転位した骨片

(dorsalrooffiPagment)を伴う僥骨遠位端骨折は，

全榛骨遠位端骨折の1％未満と稀である．この骨

折の発生機序，治療法につき検討した．

【対象および方法】調査対象はdorsalrooffrag-
mentを伴う僥骨遠位端骨折22例（新鮮例20例，

陳旧例2例)である．症例の内訳は，男性5例，女

性17例，年齢は23歳から80歳（平均54歳)，右

側10例，左側12例である．受傷機転．骨折型，骨

片の発生部位，施行した治療法について検討した．

【結果】受傷機転は，高齢者では通常の転倒で発生

していたが，青壮年ではスノーボード，スキー中

の転倒や転落など高エネルギーの外傷が多かっ

た．骨折型は，いずれも背屈転位型骨折で背側に

粉砕骨折を有していた．骨片の位置は，2例が関節

内背側に遊離したもので，他の20例は背側関節内

から榛骨背側に連続していた．骨片の発生部位は，

関節から1-2cm離れた背側皮質骨であった．新鮮

例の治療は，骨片の大きさに応じて元位置への整

復または骨片の摘出を行い，16例に創外固定を，4

例に掌側プレート･intrafbcalpinning併用法を行

った．骨欠損の大きいものには骨移植，骨ペース

ト補填を行った．陳旧例については，関節内突出

部の切除を行った．

【考察および結語】Dorsalroof廿agmentを伴う僥
骨遠位端骨折は，骨粗霧症や高エネルギー外傷を

背景として，粉砕骨折を伴う背屈転位型僥骨遠位

端骨折に発生する．関節内背側に転位する骨片は，

背屈強制時に骨幹端部の骨片が関節内に押し込ま

れることにより特異な転位形態を生じる．骨片の

遺残は可動域制限の原因となるため，骨片の大き

さに準じて適切な手術法が選択されなければなら

ない．

2Pa48

僥骨遠位端関節内骨折に対するHC50Uni-

versalRadiusPlateを用いたFragment
SpecificFixation

FragmentSpecificFixationofIntra-articularDistal

RadiusFracturesUsingHC50UniversalRadius

Plate

'淀川キリスト教病院整形外科，2東住吉森本病院

整形外科

○金城養典1，恵木丈2，日高典昭2

【目的】Medoffは榛骨遠位端関節内骨折の関節面

を5つの骨片に分類し、各々を小プレートで固定

する方法を提唱した。本邦でも同様のコンセプト

から、掌側ロッキングプレートと背側、僥側骨片

専用プレートから構成されるHC50Universal

RadiusPlate(HC50)が開発された。平成17年

1月から手術適応のあるすべての僥骨遠位端関節

内骨折に対してHC50を用いてきたので、治療成

績を報告する。

【対象と方法】対象症例は、HC50を使用し術後3

ケ月以上経過観察可能であった41例（男性19例、

女性22例）である。受傷時平均年齢は平均56歳

で、骨折型はAO分類C1:14例、C2:5例、C3:

22例であった。手術方法は、原則として掌側進入

からプレート固定を行い、整復固定が不十分な骨

片に対して僥側あるいは背側進入を追加して専用

プレートで固定した。掌側骨片の転位が軽度であ

れば，榛側、背側進入のみ用いた。検討項目は術

後X線評価と臨床成績とした。

【結果】プレートの固定部位は、掌側:30例、掌側

十榛側:4例、掌側十背側:3例、僥側十背側：1例、

背側2箇所：1例、榛背側：1例、掌側十僥側十背

側：1例であった。良好な整復位が39例で獲得さ

れ、最終経過観察時まで維持されていた。整復不

良であった2例はいずれも背側皮質骨片から関節

内骨片にかけての高度粉砕症例であった。最終経

過観察時のMayoscoreは、優:8例、良:21例、

可：10例、不可：2例（平均81点）であった。

【総括】HC50を用いることで、2例を除いてhag-
mentspecificfixationが可能で、従来の固定法で

は不十分な固定力だった小骨片に対しても良好な

固定性を獲得し、臨床成績は良好であった。しかし

背側皮質骨片が粉砕した症例では、HC50を用い

ても十分な整復固定は困難であり、このような症

例に対する治療法は検討を要する。
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バートン型骨折に対するロッキングプレー

トの使用経験

一高齢者での有用性について一

AClinicalResultsfbrBarton'sFractureswithLock-

ingPlateSystem

'目蒲病院整形外科，2昭和大学整形外科

○平原博庸1,2，瀧川宗一郎2，稲垣克記2，

藤井惠悟2，宮岡英世2

僥骨遠位端骨折のうち，掌側Barton型骨折は手術

的に治療される骨折であり，その成績も安定して

いる．今回我々は，掌側Barton型骨折に対してプ

レートとスクリュウがロッキング機構をもってい

る内固定材（ロッキングプレート）を用いて観血

的整復固定をおこなったので，報告する．症例は

7例，（男性3例，女性4例，右手3例，左手4例）

であり年齢は17歳，42歳，57歳，62歳，62歳，

77歳，79歳であった．器材は，日本ユニッテク製

Stella(以下ST)2例,Arata社製DistalWindow

(以下DW)1例,Stryker社製Matrix(以下MT)
4例であった．それぞれのプレートの遠位掌側へ

のベンド角度はST約22度,DW18度,MT20度

に設計されている6全例とも掌側からの展開で方

形回内筋を縦切開し，まず近位のスクリュウを固

定してバットレス効果にて遠位骨片を整復し，そ

の後必要に応じて遠位骨片に対し，ロッキングス

クリュウを刺入した．掌側バートン型の骨折に対

してロッキングプレートを使用する場合，プレー

トの遠位掌側へのプレベンド角度が強く，十分な

バットレス効果が得られにくいとの意見がある．

今回使用した三社のプレートのうち,ST,DWで

は，大きな問題ではないが最遠位部において骨面

とプレート間のわずかな隙間が気になった．それ

に対しMTはロッキングホールを保護しながらプ

レートを自由にベンデイングできるベンダーが同

梱されており，プレベンド角度を戻す事で良好な

圧着感が得られた．今回のMT4例の術後プレー

トの遠位掌側ベンド角度は平均約12度に戻され

ていた．また，高齢者の症例ではMRI検査にて掌

側関節内骨折のみならず，関節外の骨折を合併し

ていた．術後早期からの関節可動域訓練を開始す

る上でも高齢者の掌側バートン型骨折には有用と

考えられた．

2Pa50

70歳以上の高齢者の僥骨遠位端骨折(AO
分類C型）に対する新しいタイプの掌側
ロッキングプレート固定の治療成績

NewTypeVOlarLockingPlateFixationfOrover70

YearsoldPatientswithAOtypeCDistalRadiusFrac-

ture

三浦市立病院整形外科

○天門永春，石川博之，折戸啓介

【目的】70歳以上の高齢者の僥骨遠位端骨折(AO

分類C型）に対して早期社会復帰を目的に新しい

タイプの掌側ロッキングプレートを用いた手術を

施行した．このプレートは薄型のLoCkingPlateで

AnatomicaldesignのためSubcondylarbonesup-

portが充分に可能で骨粗瘻症の進んだ高齢者にも
十分に対応できる特徴を持つ．その治療成績につ

いて報告する．

【対象と方法】2005年6月より70歳以上の高齢者

の僥骨遠位端骨折の内，術後16週以上経過観察で

きた8例で，全例女性であった．手術時年齢は70

から79歳，平均75.4歳であった．骨折型はAO分

類でC1:3例,C2:1例,C3:4例であった．使用し

たプレートは日本ユニテック社製,VolarDistal

RadiusPlatingSystemで骨セメントは全例使用
しなかった．術後1週間のギプスシーネ固定のの

ち関節可動域訓練を開始した．経過観察期間は16

週から34週，平均22.4週であった.X線評価は術

直後，最終調査時のVolarTilt(VT),Radialln-

clination(RI),mnarVariance(UV)を測定し

た．臨床評価はCooneyのwristscoreとDASH

scoreを用いた．

【結果】X線評価は術直後:最終調査時でVT10.4:

9.3,RI18.7:18.3,UVO.1:1.0であった．Cooney

の評価法でExcellent2例,Good3例,Fair3例

で,DASHscoreは0から9．8点，平均5.3点であ

った．

【考察】Cooneyの評価法での主な減点項目は握力
の回復程度であった．従来のプレートと比べて

AnatomicaldesignによりSubcondylarbonesup-

portが向上し，骨粗霧症が進んだ高齢者に対して
も初期整復位を維持することができたと考えた．

これにより早期の可動域訓練開始が可能となり，

可動域制限はほとんど認めず良好な成績が得られ

た．
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高度の粉砕を伴う僥骨遠位端関節内骨折に
対する治療

SulgicalTifeatmentoftheSeveleCom皿nutedIntra-

articularFractureoftheDistalRadius

1多根総合病院整形外科，2多根第二病院，3滋賀医

科大学整形外科

○本城昌1，福田眞輔2，松末吉隆3，

今井晋二3，児玉成人3

【目的】関節面および骨幹端の高度な粉砕を伴う僥

骨遠位端骨折に対し掌背両側からの内固定を行い

前向きに検討する．

【方法･対象】手術適応は，転位を伴う榛骨遠位端

関節内骨折に掌背側骨皮質の粉砕を伴い一側の内

固定では十分な整復固定が得難いと判断されるも

のとした．対象は2004年3月から2006年6月ま

での6例．女性2例，男性4例，手術時年齢は18‐

62歳（平均47.0歳)．平均経過観察期間は13.8カ

月．全例にX線･CT検査を施行．僥骨骨折型はAO

分類でC3-2;4例,C3-3;2例，遠位僥尺関節の

破綻も検討．手術方法は，背側はRikliらの方法に

準じたdoubleplating法を，掌側にはlowprofile
なT型またはストレートプレートによる内固定を

施行．X線評価は経時的に各パラメーターを計測．

臨床評価はCooneyの基準その他を用いた．

【結果】全例で骨癒合を得た．X線評価で，術直後

と3ケ月時との矯正損失量は,RTO.50｡(21.7-'

22.2),PTO.83｡(7.8→8.3),RLO.17mm(11.8

→11.7),UVO.25mm(0→0.25).最終診察時の

関節可動域･握力は対健側比で各々 85-98％･78％

に回復.Cooney評価で，優3例，良3例であった．

【考察】高度な関節内骨折の整復には視野の得やす

い背側法が有利と考えるが，掌側骨皮質の粉砕を

合併する場合，術後の矯正損失が危倶される.また

掌側法で十分な整復を得るには，掌側靱帯の切離

や榛骨近位部の翻転など，侵襲が大きくなる．そこ

で，背側法の欠点を補う目的で，掌側にlowprome
plateを追加し安定化を図った．これにより，従来

は整復困難が予想された症例でも，整復位の獲得

保持が得られ易く矯正損失が少なかった．

【結論】高度な粉砕･転位を伴う僥骨遠位端関節内

骨折は，掌側の安定化策と背側からの整復内固定

が一考に値する．

2Pa52

僥骨遠位端関節内骨折に対する複数プレー

トによる治療

Treatmentofthelntra-articularDistalRadius

FractureusingDualorniplePlateFixation

鹿児島市立病院整形外科

○牧信哉

【目的】当科では榛骨遠位端関節内骨折内に対して

Medoffの言う5個の要素について骨端プレートを

用いて整復固定しているが，その内複数のプレー

トを用いて固定した症例について調査したので報

告したい．

【対象と方法】2004年7月～2005年12月に当科

にて僥骨遠位端関節内骨折に対して複数プレート

を用いて治療した15例を対象とした．症例の内訳

は男9例，女6例，受傷時年齢は19～72歳（平

均；46歳）で骨折型はAOﾒASIF分類でC2;4例，

C3;11例であった．掌側プレート;14例背側プ

レート；11例，榛側プレート；6例を用いて，最

も多い組み合わせは掌側，背側プレート;9例であ

った．手術方法は掌側進入で骨折部を確認し

intrafbcalpinning法にて骨折部を整復，まず掌側

プレートにて固定，その後固定が不十分と判断し

た場合，掌側皮膚切開を延長し僥側プレートにて

固定，もしくは背側切開を加え背側プレートにて

固定した．術後2日間は痙痛対策のため前腕～手

のギプスシーネをしたが，その後除去し患肢は自

由に使ってもらった．評価項目は，術前，術直後

および最終調査時のX線評価(palmartilt,radial

tilt,radiallength,ulnarvariance,榛骨関節面の

stepoff),日手会の手関節障害の機能評価基準及

び僥骨遠位端骨折治療成績判定基準を用いた．

【結果】術後X線評価は概ね良好で骨折部の整復位

は良好に保たれていた．日手会の手関節障害の機

能評価基準，僥骨遠位端骨折治療成績判定基準に

ても良好な成績であったが，壮年期以降の背側プ

レートを使用した7例で手関節の可動域制限が残

存した．腱断裂などの合併症は無かった．

【考察】僥骨遠位端関節内骨折に対して複数プレー

トを用いて治療した場合，良好な整復位が得られ

るが，その高侵襲のため壮年期以降の症例では可

能な限り単一のプレートで固定すべきだと考え

た．
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僥骨遠位端骨折に合併する尺骨遠位端骨折

に対するMinicondylarplateを用いた整復
固定法

PlatingTbchniquewithMiniCondylarPlatefOr

FracturesoftheDistalUInaAssociatedwith

FractureoftheDistalRadius

'津山中央病院整形外科，2津山中央クリニック整

形外科

○福田祥二'，加藤久佳'，宮本久士2

【目的】榛骨遠位端骨折に合併する尺骨遠位端骨折

に対して，現在当科では榛骨をvolarlocking

plateで固定した後に尺骨をSYNTHES社製mini

condylarplate(以下MCP)で固定し，早期可動
域訓練を行っている．その手術方法と術後成績に

ついて報告する．

【対象と評価】過去4年間に手術を要した成人榛尺

骨遠位端骨折17例のうちMCPを使用したのは6

例である．そのうち5か月以上の経過観察が可能

であった5例を対象とした．全例女性で，平均経

過観察期間は7．4か月，平均年齢は69．4歳，右2

例，左3例であった．骨折型はBiyaniの分類を用

I'､,X線評価としてmnarVariance(UV)を計測

し，治療成績には日本手の外科学会・手関節機能

評価とDASHscoreを用いた．

【手術法】Condylarstabilizing法を模して，尺骨

茎状突起近位部からMCPのbladeを軟骨下骨に刺

入後plateを骨幹部に合わせることで整復固定を
行う.Bladeの刺入角度は目的とした整復位をイ

メージして決定する．回旋防止のために遠位僥尺

関節を避けて末梢からScrew固定を追加する．粉

砕が強い例には2週間の外固定を追加する．

【結果】全例に骨癒合を得た．骨折型はTypel:3例，

Type2:1例,Type4:1例で,UVは平均0.3mmで

あった．平均可動域は伸展59.,屈曲50.,回内74.,

回外76.で，握力の健側比は平均66.9％であった．

日手会評価ではExcellent:3例,Good:2例であっ

た．DASHscoreは0.83から42.2平均22.2であ

った．

【考察】尺骨遠位端の骨折部は骨脆弱性が強く，骨

片が小さい上に関節近傍のために内固定に苦盧す

ることが多い．末梢骨片をsubchondralsupport

する方法は，尺骨遠位端骨折にも適していると思

われた．ただし骨端面の損傷が強い症例には適応

はなく，茎状突起骨折の合併例や粉砕が強い症例

にはtensionbandwiring等との併用が必要と思

われた．

2Pa54

中年女性の背屈転位型檮骨遠位端骨折変形
治癒に対する矯正骨切ﾚﾉ術

OpeningWedgeOsteotomyfOrDistalRadius

MalunioninMiddle-agedPatients

福井県済生会病院整形外科

○山内大輔，天谷信二郎

【目的】僥骨遠位端骨折変形治癒に対しては様々な

治療法が報告されている．若年者には矯正骨切り

を，65歳以上の高齢者にはSauve-Kapandji(S-

K)法を勧める報告が多いが,65歳未満の中年女

性では術式の選択に苦慮することも多い.我々は

Openingwedgeosteotomyを第一選択に行ってお
り，その成績を検討した．

【方法】対象は女性の背屈転位型僥骨遠位端骨折

の4例である．手術の理由は主に前腕の回内制限

と瘤痛であった．全例に背側への腸骨移植を行っ

た．プレートは背側用Aceシンメトリープレート

3例，掌側プレート(MizuhoDRV)1例であった．

術後は2-3週間のギプスシャーレ固定を行った．

【成績】平均年齢は61歳であった.Radialtiltは

術前平均14.5度が20.3度に,Volartiltは術前平

均-24度が術後11.8度に改善していた．術後mnar

shorteningは平均0.8mmであった．術後の手関節
の平均可動域は屈曲51度，伸展65度，回内78度，

回外90度であった．斉藤の評価ではExcellent2

例,Good2例,Mayowristscoreでは全例Good

であった．刺肖骨片の背側転位と圧潰力落しく，背

側からの固定が困難と考えられた1例にvolartilt

を保つように仮固定して末梢骨片をプレート固

定，次に楕円ホールを利用してradialtiltと榛骨

長を矯正するModifiedCondylarstabnization法

を応用した掌側プレート固定を行った．4人の患

者の満足度は高く，追加手術の必要はなかった．

【結論】今回の検討では症例数は4例と少ないが臨

床成績は良く，中年女性にもOpeningwedgeos-

teotornyを行い，愁訴が残れば尺骨短縮やS-K法

を行う方針でも問題はないと考えられた．
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外傷性僥骨遠位骨端線早期閉鎖に対し，骨
端線解離術および遊離脂肪移植術を施行し
た3例

EpiphyseolysisandFreeFatGraftfOrEpiphyseal

CIosureCausedbyEpiphysealllUuryofDistal

Radius-AReportof3Cases

琉球大学整形外科

○伊佐智博，普天間朝上，大城亙，

岳原吾一，金谷文則

【はじめに】僥骨遠位骨端線損傷後の骨端線早期閉

鎖は，成長とともに手関節の変形や可動域制限を

きたすため，骨移植術や仮骨延長術が行われるこ

とが多い．しかし骨端線の残存する若年者の場合，

単なる骨延長術だけでは榛骨の短縮変形が再発す

ることがあるため，私たちは骨端線解離術および

遊離脂肪移植術を併用し良好な成績を得たので報

告する．

【症例1】7歳，男児,Salter-Harris(S-H)分類

4型，手関節の可動域は伸展45./屈曲50｡と制限さ

れ,X線像上，骨端線に変形治癒と骨性架橋を認め

たため受傷後3ヵ月で手術を行った．骨端線解離

術，骨接合術に加えて遊離脂肪移植術を施行した．

術後8年で可動域は伸展55./屈曲75｡と改善し，

ulnarvarianceは+3mm(健側-4mm)の変形に

留まった．

【症例2】15歳，男児,S-H分類5型,ulnarvariance

は+10mmで，受傷後7年で手術を行った．骨端

線解離術および遊離脂肪移植術後,10mmの一期

的骨延長術を施行し，術後1年でzerovaianceで

あった．

【症例3】13歳，男児，僥骨遠位端骨折,ulnar

varianceは+16mmで，受傷後6年で手術を行っ

た．骨端線解離術および遊離脂肪移植術後，

OrthofHx創外固定器を装着し19mnlの仮骨延長術

を施行した．術後4年でzerovaianceであった．

【考察】骨端線早期閉鎖に対する骨端線解離術およ

び遊離脂肪移植術の報告は海外で散見される程度

である．本法は骨端線の残存する若年者に対する

有効な治療法と考えられる．また，術前に僥骨短

縮がある例では本法に加え骨延長により術前の

ulnarvarianceを矯正する必要があると思われ

た．
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ProteinKinaseC(PKC)8の骨格筋再生・

修復に関わる新しい役割

NewRolesofPKC(theta)inRegeneratingMuscle

ofRats

'京都府立医大大学院整形外科，2京都府立医大大

学院法医学

○徳川誠治'，藤原浩芳'，平田美幸'，

安原正博2，久保俊一’

【目的】ProteinKinaseC(PKC)は細胞の増殖と

分化，細胞骨格の制御，免疫反応の調節，アポト

ーシスなど多くの細胞機能に関与する細胞内信号

伝達分子である．骨格筋のインスリン抵抗性発現

に関わるPKCβや，神経突起伸張に関わるPKC6

など多くのサブタイプが存在するが，われわれは

神経筋接合部以遠にあるtargetorganでの分子動

態が重要と考え,PKCeに着目した.PKC8は骨格

筋に最も多く発現し，圧挫後の再生筋で発現が増

加すると報告されている．しかし，再生筋での発

現の局在などまだ不明なところが多い．われわれ

はPKCeが骨格筋の修復・再生に重要な役割を果

たしている可能性があると考え，再生筋での

PKCeの変化を経時的に観察した．

【方法】10週齢のⅦstar系ラットを使用し，前脛

骨筋(TA)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．損傷後1,2,4,6,10および14日

目に損傷側のTA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PKC8の

局在を明らかにするため，蛍光二重染色を行った．

【結果および考察】Westernblot法では，筋肉内の

PKCe蛋白は損傷後翌日から減少し,4日目から徐

々に増加した．PKCemRNAは損傷後1日目から

6日目にかけて増加を認めた．蛍光染色法では，筋

再 生において重要な役割を担う筋衛星細胞

(satellitecell)のマーカーであるMyogenin,C-

Metを用いることにより，筋再生の増殖・分化期

を通じてPKCeとsatellitecellとの共在および局

在の変化を確認できた．以上の結果から筋損傷後

の修復過程とPKC8には密接な関係があると考え

た．

2Pd2

骨腱移行部の修復は，移行部に仮骨が形成
され修復が起こる

CallusFormationduringHealingProcessofthe

Repaired'Ibndon-boneJunction

徳島大学整形外科

○日比野直仁，浜田佳孝，油形公則，

安井夏生

【導入】骨腱移行部を再建した場合，生物学的にど

のように修復が起こるか完全には解明されていな

い．修復過程をみるためにratの脛骨遠位に骨孔を

作製し，長趾屈筋腱をonlayするsutureanchorに

よる縫合に類似した骨腱移行部再建モデルを作製

し，組織学的，レントゲン的，力学的に検討を加

えた．結果として骨腱移行部に著明な仮骨形成が

行われ修復が行われた．力学的には6Wでの引っ

張り試験で骨腱再建部では破断が起こらず治癒し

ているとみなすことができた．しかし，組織学的

には正常で見られる4層構造は形成されなかっ

た．

【目的】仮骨形成が骨腱移行部の修復に重要な役割

を果たすと考え，仮骨の形成に関わる因子に関し

以下の4groupを作製し検討を加えた．腱断端の

存在の効果をみるために，骨孔のみを作製し腱に

は侵襲を加えない群(drillingonlyG),腱断端の

生物学的影響をみる為に，腱断端を液体窒素にて

壊死させた群(necrosisG),mechanicalstressの

関与を検討する為に骨腱縫合部にstressが懸から

ないように筋腱移行部でfiPactionaltenotomyを行

った群(fi･actionaltenotomyG),脛骨の近位で縫

合した(proximalsutureG)を作製し比較検討し
た．

【結果】drillingonlyG,necrosisG,fractional

tenotomyG,proximalsutureGのいずれも優位

差をもって仮骨の形成が減少していた．

【結論】骨腱移行部の仮骨形成には腱断端の存在，

腱断端の生物学的なviability,mechanicalstress

が重要な役割を果たすことがわかった．

【考察】生物学的癒合に関して一般的に良いとされ

る腱のviability,mechanicalstressを減じること

で仮骨の形成が抑制されたことより，仮骨は癒合

に関しbeneficialな効果を持っていることが予想

されるが，仮骨の骨腱修復における役割は今後の

更なる研究が必要である．
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健常者における握力，ピンチカの利き手・
非利き手差の検討

EvaluationofGripandPinchStrengthDifference

betweenintheDominantandNon-dominantHand

千葉大学整形外科

○鈴木崇根，国吉

山田俊之，高橋

一樹，松戸隆司，

仁

【目的】手の外科疾患において手指筋力の評価は重

要であり，臨床では健側比として表現されること

が多い．しかし，正常でも利き手・非利き手の筋

力差が存在し，健側値が必ずしも患側の発症前の

値を示さず，『健側比jの評価に迷うことがある．

握力に関しては健常者における利き手・非利き手

の筋力比の報告は認めるものの，ピンチカについ

てはほとんどない．そこで健常者における手指筋

力の利き手・非利き手差を中心にピンチカを含め

て検討した．

【対象と方法】対象は20～30代の健常者45名で，

男性23名（平均30.1歳）女性22（平均27.9歳）

である．肢位は同一肢位とし，利き手と非利き手

における握力・ピンチカ差を比較し，身体的因子

として身長・体重・中手指長・母指長との相関に

ついて検討した．統計学的解析にはpairdt-test,

Spearman'scorrelationcoefficientを使用し,p<

0.05をもって有意差ありとした．尚，ピンチはキ

ーピンチとした．

【結果】男性では利き手・非利き手の平均握力は

39.2（±5.0)kg,35．5(±5.4)kg,女性では23.3

(±3.54)kg,21.1(±3.5)kgであり，非利き手

は利き手よりもそれぞれ9.3％，9.5％有意に下回

っていた．男性で利き手・非利き手の平均ピンチ

カは11．5(±1.5)kg,10.8(±1.3)kg,女性で

は8．0（±1.0)kg,7.5(±1.1)kgで，非利き手

は利き手よりもそれぞれ6.2％，5.9％有意に下回

っていた．身長･体重，中手指長･母指長と握力・

ピンチカについては相関を認めなかった．

【考察】握力の利き手･非利き手差は従来の報告を

裏付ける結果となった．ピンチカについても有意

な差を認めたが，その程度は握力ほどではなかっ

た．

2Pd4

手関節の背屈･掌屈角度の違いによる母指
筋力への影響

TheEffectofThumbMuscleStrengthontheDiffer-

enceofDorsalFlexionandPalmarFlexionAngleat

theWristJoint

'金沢大学大学院保健学，2吉村整形外科医院

○西村誠次'，生田宗博'，柴田克之'，

犬丸敏康'，中山幸保2

【目的】我々はこれまで三次元解析による母指筋力

測定システムを開発し，母指の屈曲，伸展，外転，

内転運動による押し力と関節トルクを計測し，昨

年は母指手根中手関節（以下母指CM関節）の僥

側外転角度の違いによる各押し力への影響を報告

した．今回はさらに手関節の背屈，掌屈角度の違

いによる母指筋力への影響を検討した．

【対象と方法】対象は，健常女性12名12手の右母

指で，年齢は21.8±1.7歳，上肢長は，69.6±3_2cm

であった．本システムは，自作センサー部を三分

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，母指CM関節僥側外転20度とし，

手関節角度は背屈40度と20度，中間位，掌屈20

度と40度の5通りで固定した．各測定は，センサ

ー部を母指の末節骨部に当て計測し，母指の屈曲，

伸展，外転，内転の各押し力を最大努力下で3回

計測し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】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，掌屈40度の屈曲と内転

は，背屈40度と20度，中間位より有意に小さく

(P<0.05),手関節角度が背屈40度,20度，中間

位，掌屈20度，40度の順で押し力は小さくなる傾

向を示した．伸展と外転は，手関節の角度の違い

による有意差はなかった．また掌屈40度を除いた

4通りの計測肢位での二元配置分散分析は有意な

差は認めなかった．つまり掌屈40度の屈曲と内転

は，他の計測肢位と異なり，寄与する長・短母指

屈筋，母指内転筋の作用効率の変化が押し力に影

響したと考えられた．
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腱移行による指伸展機能再建の手術成績

TbndonTransferfOrReconstructionofFinger

Extension

2Pd5

遠位僥尺関節症に合併した伸筋腱皮下断裂

の治療経験

ClinicalResultSoftheSubcutaneousRupmreofthe

ExtensorsComplicatedwiththeOsteoarthrosisin

theDistalRadio-UlnarJoint

名古屋披済会病院整形外科

○佐久間雅之，渡邊健太郎，矢島弘毅，

佐々 木宏 ，水 島秀 幸

熊本整形外科病院

○田嶋光

【目的】指伸展障害例に対する腱移行術の成績を検

討し知見を得たので報告する．

【対象】後骨間神経損傷(以下麻痒群)3例(12指)，

伸筋腱引き抜き損傷例（以下挫滅群）9例（31指）

を対象とした．この2群において，指伸展再建に

使用した移行腱の力源，合併損傷,MP関節可動

域,%TAM,腱剥離の有無につき検討した．症例

の内訳は男10例女2例平均年齢42歳である．

【結果】1：麻揮群受傷原因は前腕部への直達外

力で後骨間神経の直接の損傷である．受傷から腱

移行までは2か月，力源はFCR3例でEDCを再建

した.MP関節の可動域は84度で,%TAMは90%

であった．なお術後の平均加療期間は4か月であ

り腱剥離術を要した症例はなかった．2:挫滅群

受傷原因は回転物への巻きこまれ事故8例，交通

事故1例であった．骨折合併は7例，皮膚欠損6例

で，受傷から腱移行までの期間は平均7か月であ

った．力源はFCR5,FDS(3)1,FDS(4)2,EDM1

であった．腱移行後平均4か月で7例に腱剥離術を

おこなった．腱剥離前後での%TAMは74%,84

％，剥離により平均29度の可動域の改善が,MP

関節可動域は37度から57度，20度の改善が得ら

れた．

【考察】外傷性の指伸展障害例でも，後骨間神経損

傷例と伸筋腱引き抜き損傷例では，腱移行の成績

は大きく異なる．後骨間神経損傷例では力源は

FCRで，腱剥離せずとも良好な結果がえられる．

一方引き抜き損傷例では骨折，皮膚欠損を合併す

ることも多く，腱移行までに長期間を要する．

FCRは届かず,FDSを用いる場合がある．また腱

剥離はほぼ必須であり,MP関節の可動域は制限

が残る．

【目的】慢性関節リウマチを除いた遠位榛尺関節症

(以下DRUJ関節症)に続発した伸筋腱皮下断裂の

治療では,DRUJの処置，腱再建法および術後運

動療法について多少の異論が有る．自験例より治

療法，結果について検討する．

【対症･方法】99年から2006年までの症例は49歳

から85歳，男6例女11例17例で，全例DRUJ関

節症による伸筋腱皮下断裂例である．損傷腱は

EDM:2例（内1例はEDC5欠損)EDM･EDC5:

7例EDM･EDC4,5:8例で，腱再建法は石黒法に

よる端側･側側縫合12例EDC4のみへの端側縫合

1例EIP腱移行3例PL腱移植1例．側々縫合では

EDC2までとしてEIP腱は独立腱として残し，後

療法は術直後より手関節のみ固定しテーピング下

に伸展運動を開始し5週でheeとした．DRUJの

処置はSaUve-Kapandji法8例,Darrach法6例

DRUJ未処置3例で，最近では活動性の低い高齢

者ではDarrach法を選択する例が多い．

【結果】再断裂はなくMP関節伸展は平均-10.屈曲

は平均70.まで得たが，2例で手背縫合部での皮膚

拘縮・癒着を生じた.S-K法では全例癒合を得た

が，数例にTFCC部での痛みを遣した．近年はS-

K法Darrach法での尺骨近位断端はECU半切腱

で固定し，痛みは軽減している．

【考察】DRUJの処置は当初はS-K法を第1とした

が，高齢者では手技の容易なDarrach法が増加し

ているが問題はない．殊に尺骨突き上げ症状を伴

う例に対するS-K法では，僥骨をより近位で新た

に掘り下げて尺骨を適合させる等工夫をを要す

る．高齢者では総指伸筋全体を力源とする石黒法

は，合理的で早期運動により伸展回復が早い．
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長母指伸筋腱皮下断裂未治療例の検討
EvaluationofthePatientswithNon-treatedSubcu-

taneousEPLRupture

1千葉大学整形外科，2千葉市立青葉病院，3佐倉整

形外科病院

○高橋仁'，國吉一樹'，松戸隆司'，

六角智之2，江畑龍樹3

【はじめに】手関節部外傷後の長母指伸筋腱(以下

EPL)皮下断裂は日常診療でしばしば遭遇し，再

建術により加療することが多い．しかし，中には

ADL障害の訴えが少なく，経過観察のみ行う症例

もある．そこで，受傷後6ケ月以上経過した未治療

例における母指機能およびADLについて調査し

たので報告する．

【対象と方法】症例は男性4例，女性3例，平均年

齢61.4歳（51～73)．外傷の内訳は榛骨遠位端骨

折4例，捻挫1例，不明2例．受傷側は利き手4例，

非利き手3例．受傷後期間は平均14.8ケ月(6～25）

であった．調査項目は握力，ピンチカ,IP関節・

MP関節の伸展lag,DASHscoreに加え，各個人

が毎日の日常生活で特に不便と感じる動作を任意

に聴取すると同時に独自アンケートによる調査を

行った．

【結果】握力は健側比で平均88.4％（81.0～97.1）

と低下した例が多く，ピンチカは健側比で平均

98.3％（87.5～114.3）ほぼ変化を認めなかった．

伸展lagはIP関節で平均12｡(0～30),MP関節

で平均18｡(0～45）であった.DASHscoreは平

均6.3点（0～19.6）であり，任意の聴取およびア

ンケートでは，洗顔，財布からのコインの出し入

れ，ごく小さいもののピンチなどで軽度の困難感

を認めたものが多かった．

【考察】今回の調査では，全ての患者で日常生活全

般においてはそれほどADL障害を自覚していな

いものの，多くの患者で個々の細かい動作では若

干の不自由さは自覚していた．IP関節･MP関節

の伸展lagは，軽度の症例がある一方，かなり大き

なものまであり，一定の傾向は認められなかった．

また，患者の訴えから想定されうるものとは異な

り，ピンチカ低下よりも握力低下が著名であった．
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僥骨遠位端骨折後の長母指伸筋腱皮下断裂
例の検討

SubcutaneousRuptureoftheExtensorPollicis

LongusTendonFOllowingFracmreoftheDistalend

oftheRadius

l寺岡記念病院整形外科，2名越整形外科医院，3公

立雲南総合病院整形外科，4笠岡第一病院整形外

科

○織田道広'，小坂義樹'，名越充2，

田中日出樹3，橋詰博行4

【目的】僥骨遠位端骨折後の長母指伸筋腱（以下

EPL)皮下断裂例を検討したので文献的考察を加

え報告する．

【対象と方法】男性4例，女性6例（右手4例，左

手6例）の計10例，年齢は18歳から77歳（平均

53歳）であった．骨折型はColles骨折6例，関節

内粉砕Colles骨折2例,Smith骨折1例,chauffbur

骨折1例,EPL断裂までの期間は0日から240日

(平均58.8日）であった．手術方法は，8例に固有

示指伸筋腱移行術，2例に端々縫合術を施行した．

術後経過観察期間は3ケ月から84ケ月（平均13.8

ヶ月）であった．

【結果】骨折部の転位の軽度な症例が10例中7例

で，全例6週間以内（平均24日）に断裂をきたし

た．転位の大きい2例では，受傷後180日と240日

で断裂に長期間を要した．Chauffur骨折の1例

のみ，手関節掌屈位を強制されZone8で引き抜か

れていた．腱移行術8例の治療成績は，癒着をき

たした1例を除き，母指の伸展は良好であったが，

MP関節屈曲制限を1例,IP関節屈曲制限を3例

に認めた.Riddellの評価基準では,ExCellent2

例,Good5例,Poorl例であった．示指の独立伸

展制限は1例に認めた．日常生活動作は，タオル

がしぼりにくい，コップが持ちにくいという愁訴

を1例ずつに認めた．端々縫合の2例は，母指の伸

展は良好であったが,IP関節の屈曲制限(10。と

50｡）を認めた．

【結論】受傷当日に断裂をきたした1例は，手関節

背屈位で第3中手骨の茎状突起とLister結節との

間でEPLが圧挫したものと推測した．10例中2例

のみ,Lister結節部で骨性隆起を認め，機械的摩

擦が主因と考えられた．術後の母指伸展は良好で

あったが，屈曲制限をきたす症例を認め，母指伸

展位でのtension決定にはより厳密な評価が必要

であると思われる．また，1例に癒着による可動域

制限をきたしており，早期の運動療法も検討して

ゆきたい．
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側索解離術および屈筋腱剥離術を要した手

指伸展拘縮の治療成績

LateralBandReleaseandFlexorTbnolysefbrExten-

sionContractureofthelnterphalangealJoint

1荻窪病院整形外科，2きくち整形外科，3慶應義塾

大学整形外科

○西脇正夫'，田崎憲一'，菊地淑人2，

池上博泰3，中村俊康3

【目的】手指PIP･DIP関節の伸展拘縮が保存療法

によっても改善しない場合には，側索解離術が行

われる．しかし，重度の拘縮例では側索解離術に

よって他動屈曲が良好になっても時に屈筋腱癒着

のために自動運動が行えず，さらに屈筋腱剥離術

を要することがある．われわれは手指基節骨骨折

後に生じたPIP･DIP関節の重度伸展拘縮に対し

て側索解離術に加え,屈筋腱剥離術まで要した症

例について検討した．

【対象・方法】手指基節骨骨折後のPIP･DIP関節

伸展拘縮に対して側索解離術および屈筋腱剥離術

を行った5例7指を対象とした．症例は男性4例，

女性1例，年齢は16～67歳,罹患指は，示指3，

中指1，環指3であった．4例は側索解離術と屈筋

腱剥離術を同時に行い,3指罹患の1例では側索解

離術の6ヵ月後に屈筋腱剥離術を行った．術前の

自動運動可動域はPIP関節の屈曲/伸展が平均25｡/

-20｡,DIP関節の屈曲/伸展が平均18%17。であ

った．術後経過観察期間は4～12カ月であった．

【結果】術後成績をPIP関節とDIP関節の自動運動

域の和で評価すると，術前と比べて平均88.の改

善を認めた．最も改善度が大きかった症例は，側

索解離術と屈筋腱剥離術を二段階に分けて行った

3指罹患例であり，示指127.,中指113.,環指111。

の改善を認めた．最も改善度が小さかった症例は，

基節骨開放骨折に指神経，指動脈，伸筋腱損傷を

伴った挫滅例であり，側索解離術と屈筋腱剥離術

を同時に行ったが20･の改善であった.

【考察】術前の軟部組織の損傷程度が術後成績に大

きく影響を与えた．関節や軟部組織の状態が比較

的良好であれば複数指罹患の重度伸展拘縮であっ

ても側索解離術とその後のリハビリテーションに

より十分に他動屈曲が可能になってから屈筋腱剥

離術を行うことで，良好な成績を得ることが可能

であった．

2PdlO

特発性手根管症候群と母指CM関節症との

関係

RelationshipbetweenldiopathicCarpalTunnel

SyndromeandOsteoarthritisoftheCMCJointof
theThumb

'鈴鹿回生病院整形外科，2名古屋大学手の外科

○國分直樹'，森田哲正'，平田仁2，

佐野哲也'，藤澤幸三’

【目的】母指CM関節は手根管の底部に位置し，関

節症による手根管の狭窄が特発性手根管症候群

(以後CTS)の一因と複数の論文で指摘されてい

る．欧米ではCTSと母指CM関節症の合併は4%-

43％に見られるとされるが，本邦での報告はな

く，日常診療でCTS患者が母指CM関節痛を訴え

ることは少ない印象を持っている．今回我々は本

邦におけるCTSと母指CM関節症の合併の状況お

よびその特徴を検討したので報告する．

【対象および方法】当院で2005年1月から2006年

6月までにCTSに対し手術が行われた患者のうち

50歳以上の女性で術前レントゲン,MRI,神経生

理学的検査が施行された20例を対象とした．単純

レントゲンにて母指CM関節に関節症性変化

(EatonStage)を認めたのは10例(CM群）で，

Stage27例,Stage33例であり発症率は50%で
あった．そのうち瘻痛を訴えていたものはStage2

の1例のみであった．これらの群と関節変化のな

かった症例10例（非CM群）との間で，手術時年

齢，発症から手術までの期間,神経伝道速度,MRI

における手根管の形態などの項目に対し相関をみ

た．

【結果】平均年齢はCM群64歳，非CM群56歳と

CM群のほうが高かった．発症から手術までの期

間はCM群3ケ月，非CM群4ケ月と有意差はなか

った．電気生理学的検査のうち終末潜時(ms)で

はCM群平均6.15,(Stage26.85,Stage35.12)

非CM群6.98でありこれも有意差がなかった．

MRIにおける手根管の縦横比はCM群1.90,非CM

群1．85であり，両群間に有意差を認めなかった．

【結論】当科でのCTS患者の母指CM関節症合併

は50％で，その90％は無症候性であった．2群間

では術前の臨床症状，電気生理学所見重症度に差

を認めず,CM関節症のCTS発症への関与は示唆

されなかった．
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特発性手根管症候群のMRI所見

MagneticResonancelmagingofCarpalTunnel

Syndrome

産業医科大学整形外科

○大茂壽久，酒井昭典，益本真太郎，

中村利 孝

【目的】現在，手根管症候群の診断は，自覚症状や

他覚所見，電気生理学的診断にて総合的に判定さ

れている．最近，高分解能を有したMRI装置の開

発により補助診断にMRIを用いる報告が散見さ

れる．今回，我々は,MRIにおける形態学的変化

を定量化し,MRI検査が手根管症候群の診断に有

用であるか否かを検討した．

【対象と方法】対象は，臨床症状および電気生理学

的所見より，特発性手根管症候群と診断され手関

節MRIを撮影した20手関節，男性4手，女性16

手である．平均年齢は69歳であった．MⅢ装置は，

GESignaExiteHD3､0テスラMRIを用いて，正

中神経の形態（月状骨中央と有鉤骨鈎レベルでの

正中神経横断面の圧迫率）および輝度変化(T2強

調像での尺骨神経との比較）を計測し，正中神経

伝導速度，臨床症状との関連を調査した．圧迫率

は，手根管内での正中神経横断面での短径／長径

で表した．

【結果】有鉤骨鈎レベルでの正中神経の圧迫率は，

遠位潜時と負の相関を示した(p<0.01).正中神

経の圧迫率と輝度変化の間には相関を認めなかっ

た．また，有鉤骨鈎レベルにおいて正中神経の圧

迫率が大きく（0.5未満)，かつ,T2強調像にて低

輝度の群では，圧迫率が小さく（0.5以上),T2強

調像にて高輝度の群と比較して，有意に遠位潜時

が延長していた．

【考察】高分解能を有したMRI装置は，正中神経

の形態や，輝度変化を精細に撮影することが可能

であり，特発性手根管症候群を非侵襲的，客観的

に評価することに有用であった．

2Pdl2

手根管症候群の発症における手内在筋の関

与について（第1報）
FlexorRetinaculumAttachedlntrinsicMuscles

InvolvementastheCauseofCarpalTilnnel

Syndrome

日本医科大学整形外科

○堀口元，青木孝文，澤泉卓哉，

伊藤博元

【目的】近年，手根管症候群の発症は手根管内の滑

膜腱鞘炎の関与とそれによる内圧上昇が関与する

との報告が多い．我々は手根管外の因子の関与を

検討する目的で，屈筋支帯に停止する母指球，小

指球の筋電図学的発火様式の変化を検討した．

【対象と方法】対象は筋萎縮が明らかでない手根管

症候群患者10例である．方法は母指と小指を対立

位でピンチさせ，母指対立筋，短母指外転筋，短

母指屈筋，短小指屈筋，小指対立筋，小指外転筋

から最大随意収縮時の表面筋電図を記録した．得

られた筋電波形を高速フーリエ変換し，周波数特

性の分析と実効値を測定し，患健側の比較を行っ

た．また，最大収縮時のピンチカも測定し比較検

討した．

【結果】患側は母指球筋群と小指球筋群ともに健側

に比し筋電波形の振幅低下を認めた．高速フーリ

エ変換の周波数解析では，高周波数成分の若干の

低減が一部の筋に認められ，実効値は全筋群にお

いて健側に比べ患側の数値が著明に低下してい

た．

【まとめ】周波数分析の変化は，今回の結果では，

筋群の発火様式の変化を意味するが，正中神経支

配筋のみだけでなく，尺骨神経支配筋にまで及ん

でいた．これは，屈筋支帯に停止する筋群の伸展

性が不良となって発火様式に変化がもたらされて

いると推定される．この状態の遷延化による屈筋

支帯の弾力性の低下が，初期手根管症候群の手根

管内圧上昇に関与していると示唆された．今後さ

らに検討を進める予定である．
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手根管症候群における腱滑膜組織のせん断

ストレスに対する特性

MaterialPropertiesofTbnosynoviuminCarpal

TilnnelSyndromeinResponsetoShearStress

'金沢医療センター整形外科，2メイヨクリニック

バイオメカ研究所

○納村直希',PeterAmadio2,

ChunfbngZhao2,Kai-NanAn2

【目的】手根管内の腱滑膜損傷が手根管症候群の原

因の一つとして考えられている．我々は，手根管

症候群患者と新鮮凍結屍体の腱滑膜組織のshear

stressに対するmaterialpropertyを測定し，比較

検討したので報告する．

【方法】特発性手根管症候群と診断され，手根管開

放術を施行された8例10手（男2例，女6例，平

均年齢45歳)の中指浅指屈筋腱上より幅5mm,長

さ10mmの滑膜を採取した．手根管症候群の既往

のない新鮮凍結屍体5例(男3例，女2例，平均年

齢82歳)の中および環指浅指屈筋腱上の滑膜を同

様に採取しコントロール群とした．幅3mm,長さ

20mmのプラスチックプレートを準備し，一方の

先端5rnmの部位にsyanoacrylateを使用し，腱滑

膜の表裏にそれぞれ滑膜を挟みこむように接着し

た．滑膜に接着されたプレートをそれぞれnlotor

とloadcellに取りつけた.nlotorにより一方のプ

レートを1mm/sで牽引することにより，滑膜に

shearstressを与え,loadcellでその値を測定し

た．shearmodulus,maximumshearstressを

求め,Student'st-testを用いて各群を比較した．

【成績】患者群，コントロール群それぞれ,shear

modulus22.8±4.9kPa,2.7±0.6kPa,maxi-

mumshearstress54.8±6．4kPa,23．3±3.4kPa

であり，両計測値とも有意に患者群の方が高値を

示した(p<0.05).また,maximumshearstress

に達するまでのshearstrainはそれぞれ,10.9*

2.4％，30．1±6.2％と，患者群の方が有意に低か

った．

【結論】本研究より手根管症候群患者の滑膜の

shearmodulusは通常より高値であった．これは，

手指の異なった動きによって滑膜に生じるshear

stressが，手根管症候群では滑膜の損傷を生じさ

せやすいことを示唆している．本研究の結果は，滑

膜損傷が手根管症候群の発生に関与しているとい

う仮説を支持するものであった．

2Pdl4

手根管症候群の屈筋腱滑膜ではHeatShock

Proteinが減少している

InCarpalTunnelSyndrome,HeatShockProtein

DecreaseinSynoviaofIntraCarpalCanal

金沢大学整形外科

○坪内英樹，池田和夫，多田薫，

富田勝郎

【目的】HeatShockProtein(HSP)は細胞内の恒

常性を保つために働く蛋白で，外的細胞障害スト

レスに対して抵抗性を示すとされている．手根管

症候群(CTS)患者の屈筋腱滑膜のHSPを調べる

ことで,CTSに対する滑膜炎の関与を検討した．

【対象と方法】特発性手根管症候群の15例で，65

歳未満が9例（平均50歳)，65歳以上が6例（平

均70歳）であった．標本は手根管内(I-HSP)と

手根管外(E-HSP)から採取し,HSP-70(ng/g

tissue)はFIT,TSAキット(Stressgen,カナダ）を

用いて測定した．手根管内圧(mmHg)は，手術

時にwickcathetertechniqueを用いて測定した．

【結果】65歳未満群では,I-HSP(838±376)は

E-HSP(1442±867)より有意に低値(p=0.047)

であった．手根管内外のHSP-70の差(A-HSP)と

手根管内圧との間に強い相関関係(0.782）を示し

た‘65歳以上群では,I-HSP(1715±491)とE-

HSP(2202±1261)間に有意差はなく,A-HSP

と手根管内圧の間に相関関係もなかった．

【考察】CTSの病因として，屈筋腱滑膜炎による滑

膜腫脹が手根管内圧を高める事に起因するとの説

がある．今回，計測した滑膜のHSP-70は，手根

管内圧の上昇による細胞傷害に抵抗するため消費

されたと考えられる．65歳未満では,I-HSPはE-

HSPよりも低値であり，この滑膜炎を主因とする

説に合致する．したがって,HSP-70を薬剤で増加

させることができれば,CTSの症状を軽快させる

可能性がある．しかし，65歳以上では手根管内外

で有意差はなく，滑膜炎以外の主因が存在すると

考えた．
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第二虫様筋遠位潜時(SL-DL)が短母指外

転筋遠位潜時(APB-DL)よﾚﾉ遅延してい

るCTSの検討

AnalysiswithDelayedTbnninalLatencyofSecond

LumbricalismorethanthatofAbductorPollicis

BrevisMuscle

'済生会前橋病院整形外科，2群馬大学大学院機能

運動外科学

○足立智'，後藤渉'，中島一郎'，

小林勉2，高岸憲二2

【目的】手根管症候群では,APB-DLが著明に延

長，もしくはAPBのM波が導出不能でも,SL-DL

のM波の導出が容易であるのが一般的であるが，

今回,SL-DLがAPB-DLより遅延（逆転）してい

る症例に着目し，その臨床的特徴について検討し

たので報告する．

【症例および方法】臨床的にCTSが疑われ,APB-

DLが4.0msec以上のものをCTSと診断した．2004

年7月から2006年7月まで神経伝導検査を施行し

て手術に至ったCTS症例で,APBあるいはSLの

M波が導出不能の症例を除外した47例58手を対

象とした.APB-DLがSL-DLより遅延しているも

のをA群(n=51,APB-DLの平均7.69msec,SL-

DLの平均6.17msec,APB-DL-SL-DL《潜時差》

の平均:1.52msec),APB-DLよりSL-DLがより

遅延しているものをB群(n=7,APB-DLの平均

6.14msec,SL-DLの平均7.05msec,潜時差の平

均:-0.91msec)とし，両群での年齢，性別，術前

のしびれの部位・程度・臨床症状･APBの萎縮お

よび，透析や糖尿病などの合併症の有無について

それぞれ比較検討した．また，術後のしびれの回

復期間と，術後に神経伝導検査を行った症例につ

いてはその回復の程度について比較検討した．

【結果】両群の男女比はA群1:9.2,B群1:1.3でB

群に男性例が多く，平均年齢はA群59.4歳,B群

65.1歳であった．両群での術前のしびれの部位・

程度・臨床症状･APBの萎縮および，透析や糖尿

病などの合併症の有無について差は見られなかっ

た．術後のしびれの平均回復期間は,A群で7.4週

(1週～6ケ月),B群で2.0週(1週～1ケ月）であ

りB群の方が早期に回復した．潜時差は,A群で

は1．51msec→0.94msecと差は小さくなり,B

群では－1.14msec→0.73msecと潜時の逆転は消

失した．

【考察】B群はA群に比べより男性例が多く，潜時

が逆転する原因として男性のCTSの病態との関

連が示唆された．

2Pdl6

特発性手根管症候群における性別による臨

床症状回復期間の比較

AStatisticalComparisonofClinicalRecoveryin

MaleandFemaleldiopathicCarpalTunnelSyn-

dromePatients

'おくつ整形外科クリニック，2筑波メディカルセ

ンター病院整形外科，3日本赤十字社医療センター

整形外科

○浜中一輝'，奥津一郎'，吉田綾2，

本村朋英3，森本修平3

【目的】特発性手根管症候群(ICTS)患者の臨床

症状回復状況を男女間で比較検討する．

【症例および方法】1995年8月から2003年3月の

間にUSEsystemを用いて屈筋支帯とdistalhold-

fastfibersoftheflexorretinaculum(DHFFR)

を切離する手根管完全開放･完全除圧術を行い，手

根管内圧測定結果と術後1年以上データを完全に

追跡調査できた586手を検討対象とした．臨床症

状は，全正中神経領域における自覚的なしびれの

消失期間,3g痛覚計,2g触覚計による正常への回

復期間を調べた．男女間における手術時平均年齢，

術前後の安静位平均手根管内圧値，術前有症状率，

臨床症状回復率と期間について比較検討した．検

定にはWilcoxon'srank-sumtestとFisher'sex-

acttestを用いた(p<0.05).

【結果】術前にしびれ，痛覚，触覚の知覚異常があ

った症例は女性群が377手，男性群が55手の合計

432手で，手術時平均年齢は，女性群57.2歳，男

性群61.8歳であった．手術時平均年齢に有意差が

あった．術前平均手根管内圧値は女性群

56.0mmHg,男性群63.9mmHgで男女間で有意差

があった．術後は女性群3.1mmHg,男性群

3.9mmHgで有意差は無かった．術前有症状率に

有意差は無かった．術後6ヶ月の時点では，女性群

はしびれ76.4％，痛覚87.0％，触覚80.6％が回復

し，男性群は同様に58.2％,76.4％,72.3％であっ

た．しびれ感の回復率は術後2,3,4,6,8,12,24

週の時点で両群間に有意差があった．痛覚の回復

率は術後6，8，12週の時点で両群間に有意差があ

った．触覚の回復率は両群間で有意差が無かった．

【結語】しびれ感と痛覚の回復は女性群が早かっ

た．男性群における術前安静位の手根管内圧が高

いことから，男性ICTSの発症要因は女性と異なる

可能性がある．
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特発性手根管症候群における手根管内圧上

昇部位の解剖学的調査

一超音波圧測定ワイヤーの応用一

MeasurementoflnternalPressureoftheCarpal

TilnnelusingtheUltrasoundPressureWire

奈良県立医科大学整形外科

○村田景一，矢島弘嗣，小畠康宣，

前川尚宜，土肥義浩

【目的】特発性手根管症候群の病態は手根内圧の上

昇による正中神経の圧迫である事はよく知られて

いる．しかしながら手根管の部位別の神経圧迫の

程度を調査した研究は少なく，その結果も一致し

ていない．今回の我々の研究目的は心臓冠動脈内

圧測定用に開発された超音波圧測定ワイヤーを用

いて手根管開放術の術前後に手根管内圧を測定

し，手根管内の圧分布を調査する事，さらに屍体

標本手を用いて表層解剖および手根管掌側靱帯構

造を解剖学的に調査し，特発性手根管症候群にお

いて屈筋支帯のどの部位を切離するべきかを調査

する事である．

【対象と方法】臨床症状および電気生理学的検査に

て特発性手根管症候群と診断された6例に対して

2portal鏡視下手根管開放術(ECTRAIISystem,

Dionics社製)を行なった．麻酔は局所麻酔あるい

は全身麻酔にて行い，術前後に中枢皮切から超音

波圧測定ワイヤー(SmartWirell,Volcano

Corporation)を挿入しDWC(DistalWrist

Crease)を基準にして-10mmから+40mmまで

5mm間隔で11部位にて安静位手根管内圧を測定

した．また屍体標本手8手を用いて屈筋支帯の詳

細な解剖学的構造を調査した上で,DWCおよび有

鉤骨の鉤部末梢端から屈筋支帯の中枢・末梢端へ

の距離を測定した．

【結果および考察】術前の手根管内圧測定では，安

静位および自動最大屈曲位の両方とも全症例で

DWCから5-20mmで最高圧を記録し，手根管中

枢部で神経がより強く圧迫されている事が明らか

になった．術後は0-12mmHgと全例十分な除圧が

得られていた.解剖学的調査ではDWCおよび有鉤

骨鉤部と屈筋支帯の位置の関係はほぼ一定してお

り，両者は屈筋支帯の位置の指標として有用であ

ることがわかった．

2Pdl8

手根管症候群における両側罹患，両側手術

例の検討

ComparisonwithBilaterallyAffectedCasesand

BilaterallyOperatedCasesinCarpalTunnelSyn-

drome

'慶應義塾大学整形外科，2東京先進医療センター・

整形外科

○奥山訓子'，仲尾保志2，池上博泰'，

中村俊康'，佐藤和毅’

手根管症候群の両側罹患例，両側手術例について

検討した．

【対象と方法】1994年4月から2006年8月までに

当院で手術を行った手根管症候群286例，352手

を対象とした．全症例の平均年齢は58.8歳（8歳

から93歳)．内訳は女性290手，男性62手，右207

手，左145手であった．これらをA・両側手術群，

B・両側罹患・片側手術群,C・片側罹患群の3群

にわけ，手術記録と診療録を基に，頚椎症，透析，

ばね指の合併の有無，術前症状として筋萎縮，知

覚障害．直視下手術施行例については滑膜炎，腱・

神経の癒着，正中神経の扁平化，横手根靱帯の肥

厚など術中所見を調査した．

【結果】A群は140手,B群31手,C群181手であ

った．頚椎症の合併はA群で14.2%,B群;38.7%,

C群5.5％，ばね指はA群29.6%,B群22.6%,C

群10.5％で合併し，ともにC群で少なかったs・透

析例はA群20.7%,B群3.2%,C群9.9%とB群

で少なかった．筋萎縮はA群34.8%,B群51.6%,

C群31.5％で認め，知覚障害はA群18.6%,B群

38.7%,C群12.2%で明らかであった．滑膜炎や

腱・神経の癒着はA群67.6%,B群70.6%,C群

61.2％で観察され3群間に差はなかった．神経の

扁平化は,A群51.0%,B群5.9%,C群50.4%,横

手根靱帯の肥厚はA群15.7%,B群0%,C群16.5%

とともにB群で少なかった．

【考察】今回の比較検討では両側罹患例で片側罹患

例に比して強い炎症を示唆する所見がみられた

が，同じ両側例でも片側手術例では横手根靱帯の

肥厚や神経圧迫を認めなかった．このことから高

度の炎症を基礎とするもの，機械的･物理的要因，

特発性など3群の成因もしくは病期，病態は異な

ると考えている．
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手根管症候群に対する手根管内ステロイド

注射の経験

一経過中の再発，悪化例について－

SteroidllljectionintoCarpalTunnelfOrTreatment

ofCarpaltunnelSyndrome

井上整形外科

○井上貞宏

【目的】手根管症候群(CTS)軽症例に対する手根

管内ステロイド注射（注射）の成績を検討し，再

発や病期の進行について考察した．

【対象および方法】浜田による病期分類Gradelの

CTS45例に対して注射を行い効果の認められた

40例45手(男性8例，女性32例，平均年齢57歳）

を対象とした．注射はGelbermanの方法に準じて

局麻薬とトリアムシノロン5mgを手根管内に注入

した．症例を注射後の経過が良好で再発のないA

群(17手)，再発はしたが病期は進行せず注射を追

加したB群（22手)，病期が進行したC群（6手）

に分類し，各群を比較した．成績判定には浜田の

評価法を用いた．経過観察期間は6ケ月から36ケ

月，平均15ケ月であった．

【結果】A群はGoodが11手,Fairが6手であった．

B群はGoodが5手,Fairが10手,Ppprが7手で

3手に手術を行った.C群は5手に手術を行った．

術後成績は良好であった．注射の回数はA群が平

均1.5回,B群が4.0回,C群が4.7回であった．再

発の回数はB群が平均1.9回,C群が1.8回で，再

発までの期間はB群で平均4.9ケ月,C群で5.7ケ

月であった．正中神経の遠位潜時はC群ではA群，

B群よりも遅延していた．罹病期間はA群が短く，

次いでB群,C群の順であった.2回以上再発した

ものにはPoorが多かった．注射による副作用は認

めなかった．

【考察】注射は正中神経の周囲環境に対する治療で

あり,GradelのCTSには適応があり，再発時に

も注射を追加することで有効な例も多かった．し

かし，罹病期間が長い例や遠位潜時の遅延の大き

い例，overuseを避けられない例では再発を繰り

返して成績不良のものが多くなる．従って，病期

が進行する症例とともに2回以上再発する症例は

手術適応であると考えられた．

2Pd20

手根管症候群に対する装具療法の長期成績

LongTbrmResultsofSplintingfOrCarpalTunnel

Syndrome

日本大学整形外科

○豊泉泰洋，長岡正宏，長尾聡哉，

永井多賀子，龍順之助

【目的】われわれが1995年日本手の外科学会で報

告した手根管症候群装具療法症例の予後を調査す

ること．

【方法】調査方法は電話と直接検診である．1995年

の報告では36例41手，男性1例，女性35例，当

時の年齢は34歳から80歳平均54.6歳であった．

経過観察期間は12カ月から31カ月，平均17カ月

であった．その結果は，しびれ感が完全に消失し

たものは7手(17％)，残存したものは25手(61％)，

後に手術となったものは9手（22％）であった．

【結果】今回の調査では3例が追跡できず，33例38

手について検討した．経過観察期間は，経過中に

手術例となった群では12カ月から151カ月，平均

80.4カ月，1995年より引き続いての装具療法群で

は32カ月から151カ月,平均107.8カ月（約9年）

であった．しびれ感が完全に消失したものが10手

(26％)，残存したものは16手(42％)，後に手術と

なったものは12手（32％）であった．すなわち，

前回の報告後しびれ感が再発あるいは軽快せず3

手が手術となった．その3手の初診から手術まで

の期間は50カ月，60カ月，144カ月であった．し

びれ感が完全に消失した症例では装具は使用して

いない症例が多かった．残存している例では，現

在もしびれが増強した時にのみ，自己判断で夜間

装具を使用している症例もあった．経過中に手術

移行した群では初診時のしびれが持続的であっ

た．すべての症例にしびれ感の完全な消失を期待

することはできないが，装具療法は手術を希望し

ない症例や，初診時のしびれの程度が間欠的であ

る症例には長期的にみても有用な治療法のひとつ

であると考えられた．
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手根管症候群手術症例の検討

--神経伝導速度と臨床症状一

AnalysisofOperatedCaseofCarpalTunnel

Syndrome-ClinicalStudyandNerveConduction

Study-

熊本機能病院整形外科

○寺本憲市郎，中島英親，星野秀士，

高橋幸司

【はじめに】特発性手根管症候群において電気生理

学的検査の値に比べ臨床症状が強い場合，手術を

選択すべきか悩む症例を経験することがある．今

回我々は当科での手術例を分析し治療上の問題点

を検討する．

【対象】平成16年1月から平成18年8月までに当

科にて手術を行った症例は526例であり，その内

電気生理学的検査にて正中神経終末運動潜時時が

4.5ms以下の症例10例12手を対象とした．男性

3例3手，女性7例8手で平均年齢は43.8歳（31

歳～59歳)であった．症状の自覚から初診までは

平均6.9ケ月（1ケ月から24ケ月）であり，初診か

ら手術までは平均4．8週であった．

【結果】初診時の臨床所見ではしびれに加えて,特

に夜間の手関節を中心とした前腕部痛が強いとい

う訴えが多くみられた．術前の正中神経終末運動

潜時は平均4.20ms(3.90ms～4.40ms),知覚神

経伝導速度は平均44.7m/s(36.3mJs～51.9m/s)

であった．手術所見は，横手根靱帯の肥厚硬化が

強く手根管内の滑膜の増生が見られた．全例術後

数日でしびれ，痛みともに消失し，手の使用によ

り症状の再発も認められなかった．

【考察】当科では特発性手根管症候群に対して手術

を選択する場合，正中神経終末運動潜時で4．5ms

以上を基本としているが，今回の結果のように電

気生理学的重症度と，臨床症状や手術所見に差が

みられることがある．今後手術適応については

MRI,超音波などを加え形態的な判断も行ってい

きたいと考える

2Pd22

極小皮切による手根管開放術

OpenCarpalTunnelReleasewithanExtraMinnum

Incision

高知大学整形外科

○喜安克仁，野口

谷脇祥通，谷

政隆，松崎浩，

俊一

【目的】手根管症候群に対する神経徐圧術は，より

低侵襲な手段が求められるようになってきた．我

々は，約1cmの手掌内皮切で手根管開放術を行っ

ており，後療法も簡略している．今回，その手術

手技と臨床成績について報告する．

【手術方法】1％リドカインでの局所麻酔下に，遠

位手首皮線の約2cm遠位から,1cmの縦皮切を加

える．皮下組織を筋鉤で展開し，正中神経の枝が

ないことを直視下で確認しながら，粘膜剥離子を

少しずつ横手根靱帯の深層に挿入し，尖刃刀で靱

帯を切開してゆく、神経徐圧後は皮下を6-OPDS

糸で縫合し，表皮は縫合せず,Dermabondを塗布

して終了する．ガーゼは不要で，術後は3～4日で

水仕事を許可している．

【症例および方法】症例は16例19手（男4例，女

12例)，手術時平均年齢62.8歳（30～80歳)，平

均経過観察期間は17.6週（4～48週）であった．

調査項目として，手術時間，術中･術後の合併症，

Semmes-Weinstein知覚テストによる改善度，

短母指外転筋の運動神経終末潜時を調べた．

【結果】手術平均時間は33分，合併症として神経

損傷，血管損傷などは認めなかった．1手におい

て，皮下脂肪が厚く，数mmの切開延長を行った．

術後は強い創痛やしびれの増強，創癒合不全を認

めた症例はなく，早期に日常生活に復帰した．

Semmes-Weinsteinテストでは,13手(68.4%)が

改善を，6手(31.6％）が不変であった．運動神経

終末潜時は，術前平均7.1msが術後5.4mgと改善

されていた．

【考察及びまとめ】手根管症候群は女性に多い疾患

であり，術後に水仕事を含めた家事に制限が生じ

ることを心配し，手術を避ける症例も少なくない．

我々の極小切開による手根管開放術は，早期に手

を使用できる利点があり，比較的安全で，手術懐

痕もめだたず，特に女性向けである．
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手根管症候群の術後手根管内圧値による短

母指外転筋筋力回復の相違

AbductorPollicisBrevisMuscleStrengthRecovery

TYmefOllowingCompleteorlncompleteEndoscopic

DecompressionoftheCarpalCanal

'筑波メディカルセンター病院整形外科，2おくつ

整形外科クリニック，3日本赤十字社医療センター

整形外科

○吉田綾1，奥津一郎2，浜中一輝2，

森本修平3

【目的】USEsystemを用いた内視鏡下手根管開放

術後の手根管内圧と短母指外転筋筋力回復の関係

について検討する．

【対象および方法】USEsystemを用いた内視鏡下
手根管完全開放術（屈筋支帯とDistalHoldfast

FibersoftheFlexorRetinaculum:DHFFRを切

離）を行った症例の，指最大自動屈曲位における

術直後の手根管内圧の平均値十標準偏差を算出

し，この値を境界として症例を高圧群と低圧群に

わけた．術前の短母指外転筋が徒手筋力テストで

0,1,2を示した症例を抽出し（運動神経遠位潜時

が測定できないものを除く），それらが術後1年以

内に4，5に改善した日数を両群で比較した．有意

差検定はWilcoxon'srank-sumtestで行った(p<
0.05).

【結果】平均手根管内圧±標準偏差(n=907)は11.5

rlO.4mmHgで22mmHg以上を高圧群，

22mmHg未満を低圧群とした．高圧群(n=33)に

おける手術時平均年齢は58歳，術後平均手根管内

圧は59mmHgであり，平均回復期間は150日，低

圧群(n=308)は同様に59歳,9mmHg,109日

であった．両群問の回復期間に有意差があった(p
＜0.05)．

【考察】われわれの内視鏡を用いた手根管症候群手

術症例では，屈筋支帯の単独切離例よりも屈筋支

帯とDHFFR切離例の知覚回復が早いこと，また

透析例では再発率を低下させ，再発期間を延長す

ることがわかっている．今回，術後の手根管内圧

と短母指外転筋筋力回復期間の関係を検討したと

ころ，屈筋支帯とDHFFRの両者を切離する完全

除圧が良好な筋力回復に結びつくことが明らかと

なった．

2Pd24

手根管症候群術後愁訴原因の検討

ScarComplaintsafterSurgeryfOrCarpalTunnel

Syndrome

済生会新潟病院整形外科

○牧野正晴

【はじめに】手根管症候群手術後に創部を中心とす

る蝉れ，瘻痛，圧痛等が発現し，数か月持続する

症例が時折経験される．その原因に関し2002年に

Ahcanは母指球および小指球の問に存在する神経

枝を確認温存した群と，その配慮をしなかった群

で術後の嬢痕愁訴発現頻度が異なると発表した．

演者はこれに啓発され，術中，神経枝の確認に心

掛け，術後経過を観察し，病因を検討した．

【方法および症例】2005年1月から2006年9月ま

での手術例は25例30手であった．男性9例，女

性16例，年齢は46から83歳，平均63歳，右18

手，左12手であった．血液透析患者3例，関節リ

ウマチ1例以外は特発性手根管症候群であった．

手術は局所麻酔下に拡大鏡を用い，遠位手首皮線

から3cm遠位に及ぶ皮膚切開を加え，まず皮下脂

肪組織を展開し神経枝の剥離を試みた．神経枝が

確認できた例ではその所見を観察し，慎重に操作

して手根管の解放をおこなった．術後は手関節を

5日間程副子固定し，創治癒状態愁訴発現等の経

過を観察した．

【結果】11例14手，47％に神経枝が確認された．

13手では遠位手首皮線から遠位2cm以内,1手は

それより遠位にあり，外径は1Tnm以下であった．

これらの症例は通常の創治癒経過を辿り，嬢痕部

の愁訴は1か月以内で消失した.しかし，神経枝

力確認できなかった症例で，発赤，腫脹，痙痛，圧

痛が5か月間持続した1例を経験した．

【考察】神経枝の存在は，約半数に認められ，これ

を不注意に損傷した場合には愁訴が持続する可能

性があると推測できた．しかし，それが確認でき

なかった症例中に愁訴の持続を見たことから，神

経枝損傷以外の原因，例えば手根管開放操作に随

伴する病因も考慮する必要があると考えられた．
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手根管症候群重症例の鏡視下手根管開放術

と母指対立再建術適応の検討

ThelndicationofOpponensplastywithEndoscopic

CarpalTunnelReleasefOrtheSevereCarpalTilnnel

Syndrome

聖マリアンナ医科大学整形外科

○新井猛，松下和彦，清水弘之，

泉山公，別府諸兄

【目的】母指球筋萎縮を伴った手根管症候群に施行

した鏡視下手根管開放術の治療成績について調査

し，母指対立障害の回復が期待できるかを知るた

めの術前のパラメーターについて検討する．母指

対立再建術の適応について検討する．さらに，鏡

視下手根管開放術と同時に施行できる低侵襲な母

指対立再建術法について検討する．

【対象および方法】特発性手根管症候群と診断し，

鏡視下手根管開放術(2-portal法）を施行後1年以

上経過観察が可能であった男性7例，女性22例の

29例を対象とした．手根管症候群の診断は理学的

所見に加えて電気生理学的検査，超音波検査，

Semmes-Weinsteinmonofilamentstest(SW

test),静的，動的2点識別覚(2-PD),で行った．

母指対立障害の程度は短母指外転筋のMMTで評

価した.母指対立障害が回復した群(A群)と回復

しなかった群(B群)に分類し，比較検討した．術

前後のDASHによる評価で母指対立再建術の適応

について検討した．解剖実習用屍体標本を用いて，

低侵襲な母指対立再建法についても検討した．

【結果】A群は17例でB群は12例,A群の平均年

齢は59歳,B群は61歳で両群間に有意差はなか

った．両群間で有意差があったのは罹病期間でA

群では平均1年2カ月,B群は2年8カ月であった．

解剖所見では環指の浅指屈筋腱を使用すれば鏡視

下手術のexitportalを利用し，母指対立再建術が

低侵襲で可能であった．

【考察および結論】罹病期間が2年以上で母指対立

障害の回復は不良であった．従ってDASHでの評

価と罹病期間が2年以上の症例で母指対立再建術

も行う必要がある．母指対立障害が高度な例では

鏡視下手根管開放術と母指対立再建術の同時手術

が可能である．

2Pd26

重度手根管症候群に対する母指対立再建術

と神経伝導検査

OpponensplastyfOrSevereCarpalTunnelSyndrome
andMotorNerveConductionStudies

'東北労災病院整形外科，2東北公済病院宮城野分

院整形外科，3坂総合病院整形外科

○信田進吾'，勝碕讓児'，宮坂芳典2，

中川智刀2，藤野英俊3

【目的】母指球筋萎縮と母指対立運動障害を伴う重

度手根管症候群(CTS)において，短母指外転筋

(APB)の複合筋活動電位(CMAP)が導出不能で

第2虫様筋(SL)のCMAPの遠位潜時が10ms以

上に延長する症例はより重症で，手根管開放術後

に症状が残存する可能性が高いことを我々はすで

に報告した．これら重度CTSで母指対立再建術を

希望する症例に対してCamitz法を一期的に行い

(Camitz群),希望しない症例には手根管開放術の

みを行った(開放群)．今回その治療成績と神経伝

導検査所見を比較検討した．

【対象と方法】2002年以後に手術を行った18例21

手(男6例8手，女12例13手)を対象とした.Camitz

群が13手，開放群が8手であり，術後経過観察期

間は平均13カ月である.Camitz群と開放群の間

に年齢，罹病期間，経過観察期間の差はなかった．

術前と術後にAPB-CMAPとSL-CMAPを導出し，

2群の治療成績と神経伝導検査を比較した．

【結果】2群ともに術前にAPB-CMAPは全例が導

出不能でSL-CMAPは全例が導出可能であった．

術後成績(Kellyらの評価基準）は,Camitz群が

優2手，良10手，可1手，開放群が優1手，良2

手，可5手であり，母指対立運動が回復した優･良

はCamitZ群が12手．92%,開放群が3手・38%

であった．ピンチカはCamitZ群が術前平均5.2kg

から術後7.7kgに，開放群が術前4.1kgが術後

5.0kgに改善し,Camitz群は術後のピンチカが有
意に大きかった．術後のAPB-CMAPはCamitZ群

が10手．77％，開放群が7手・88％に導出され，

遠位潜時は開放群の平均6.8msに対しCamitZ群

は5.6msと短縮を示した．

【考察と結論】重度CTSに対するCamitZ法は，母

指対立運動とピンチカの改善が得られる有用な手

術であり，母指球筋枝の回復も得られると推察さ

れた．
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ギオン管をpulleyとした母指対立再建術を
行った重度手根管症候群の治療成績

ResultsofOpponensplastyfbrSevereCarpalmmnel

Syndrome

'愛野記念病院整形外科，2愛野記念病院リハビリ

テーション科，3愛野記念病院形成外科，4長崎県

立島原病院整形外科

○宮崎洋一1，田崎和幸2，山中健生3，

辻本律4，貝田英二’

【目的】我々は重度手根管症候群に対する母指対立

再建術の有用性について第46，47，49回本学会に

て報告してきた．今回術後1年以上経過した症例

について治療成績および筋萎縮，筋電図所見の回

復について調査したので報告する．

【対象】術前の短母指外転筋の活動電位が導出不能

であった完全変性型の重度手根管症候群のうち，

母指対立障害のためADL障害を訴える例に対し

対立再建術を行った．これらの症例のうち，術後

1年以上経過した例を対象とした．対象は17例18

手，手術時平均年齢66.1歳(48～83歳)，平均経

過観察期間は27.5ケ月（12～45ケ月）であった．

【調査項目】筋力の評価を指腹ピンチカで，母指対

立の評価をKapandjitestで行った．これらを術

前，術後4W,6W,8W,12W,最終調査時と経時的

に調査した．また母指球筋の萎縮をnonnal,mnd,

moderate,severeの4段階に分け評価し，短母指

外転筋の終末潜時の回復についても調査した．

【結果】Kapandjitestは術前平均2点であったが，

最終調査時平均9．4点と良好な対立位が得られて

いた．指腹ピンチカは術後8週で術前の171％,最

終調査時で182％に改善しており，術後8週でほぼ

プラトーに達していた．終末潜時は5例6手，33.3％

で導出不能であったが，他の12手では平均4.86ms

と良好な改善が見られた．筋萎縮は術前は全例

severeであり，最終調査時導出不能例では全例

severe，他はmoderate8例,mild4例と筋萎縮の

残存が認められた．

【考察】重度手根管症候群では，術後1年以上経過

しても終末潜時導出不能例が1/3に認められ，終末

潜時回復例でも筋萎縮の残存を認めた．しかし対

立再建術を併用することで，ほぼ全例が術後早期

より良好な対立位とピンチカを獲得できており，

有用な治療法であると考えられた．

2Pd28

末期Kienb6ck病に合併した手根管症候

－11例報告一

Carpal'nmnelSyndromeinKienbOck'sDisease

会津中央病院整形外科

○高橋洋子，古月顕宗，

サッキャイソラマン，坂本和陽

【はじめに】手根管症候群(以下CTS)は，種々の

原因で発症する．しかし,Kienb6ck病に合併した

報告は少ない．今回我々は"menb6ck病に起因す

る二次性のCTSを11例経験したので報告する．

【対象】対象は，本疾患に対し手術を施行した11

例，男性1例，女性10例である．年齢は54～83

歳（平均70歳）であった．これらの症例に対し，

Kienb6ck病の罹病期間,X線学的所見，握力，手

関節の可動域，手関節の瘤痛の有無，及び手術所

見につき検討した．

【結果】全例CTSに対し，手根管開放術を行った．

罹病期間は8例で調査可能であり，13～40年(29

年)であった.X線学的所見では,Lichtman分類

で,Stage3Bが1例,Stage4が10例であった．手

根骨と第3中手骨の長さの比(CHR)は0.45～0.55

(0.47）であった．握力は6例で，健側比30～92

％（64％）であった.手関節の可動域は，屈曲20

～50度(32度:健側比56％)，伸展15～50度(32

度：健側比52％）であった．9例は瘻痛の訴えが

無く，他2例は時々手関節の痙痛を生じるのみで

あった．可動域及び瘻痛でADL上支障をきたして

いる症例は無かった．手術所見では全例，骨遠位

端の骨鰊，あるいは破壊された月状骨が掌側に突

出し正中神経を押しあげ，屈筋支帯近位で正中神

経が圧迫されていた．手術後症状は改善した．

【考察】以上の結果より，本疾患の特徴は，高齢の

女性で，罹病期間が長く,Stageのわりに瘤痛が少

ないことである．手術所見において近位での圧迫

があり，手関節部の骨性隆起と屈筋支帯との間で

正中神経が挟みこまれていることが考えられる．

また,CHRの減少から，正中神経のたわみが何ら

かの絞やくの原因となっていることが示唆され

る．
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同一家系に発症し手根管症候群を呈した家

族性アミロイドポリニューロパチーの3例

CaseReportsofCarpalTunnelSyndromewith

FamilialAmyloidPolyneuropathy

旭川医科大学整形外科

○入江徹，研谷智，三好直樹，

松野丈夫

【はじめに】家族性アミロイドポリニューロパチー

(FAP)は常染色体優性遺伝による多発性神経炎

で，臨床的には下肢から発症して上行性に広がる

I型FAPが多い．しかし手根管症候群で発症して

後に多発神経炎を呈するII型FAPも存在する．今

回，まれなII型FAPの患者を家系内で追跡して治

療したので報告する．

【症例1】68歳男性．20年前より両手指のしびれを

自覚していたが，徐々に増強し近医を受診．レイ

ノー様症状もあり膠原病精査のため当院内科へ入

院となった．両前腕～手指の皮層硬化と両手全体

の感覚障害を認めた．正中神経終末潜時(DTL)測

定では波型は導出できなかった．診断確定のため

右手根管を開放し屈筋支帯の生検を施行した．ア

ミロイド免疫染色にてTransthyretinが陽性であ

り,FAPの診断が確定した．術後，右手のしびれ

は改善せず左手の手術は希望していない．

【症例2】54歳男性．5年前より両手指のしびれを

自覚しており兄（症例1）がFAPの診断をうけ精

査のため入院となった．正中神経領域の感覚障害

を認めるも巧綴運動障害はなくDTLの延長もな

かった．両手根管開放／屈筋支帯生検術を施行し，

FAPの診断が確定した．術後，両手のしびれは改

善している．

【症例3】60歳女性．10年前より右手指のしびれを

自覚していたが，兄(症例1）と弟(症例2)がFAP

の診断をうけ受診となった．右手の手術を施行し，

FAPの診断が確定した．術後，右手のしびれは改

善している．

【考察】11型FAPの家系を追跡することにより，手

根管についてはより早期に治療を行い症状の改善

が期待でき，心筋障害など他のアミロイドーシス

症状も早期発見･治療が可能となると考えられた．

手根管症候群の診断において，両側罹患や家族歴，

心症状などがあればII型FAPの存在も念頭におく

ことが重要である．

2Pd30

長期血液透析に伴う手根管症候群に対する

観血的治療の主観的評価一患者立脚型ア

ウトカムを用いた比較対象研究一

SuhjectiveEvaluationofCarpalTunnelReleaseon

LongTもrmHaemodialysisPatientsusingOutcome

Measure

虎の門病院整形外科

○喜多島出，立花新太郎，中道健一

【目的】近年，手の外科領域でも患者立脚型アウト

カムを用いて患者の自覚的評価がなされるように

なってきている．今回われわれは，長期血液透析

患者のうち，手根管症候群に罹患していない患者

をcontrolとし，他覚的評価および自覚的評価を行

い，手根管開放術を施行された患者のものと比較

検討した．

【対象と方法】対象は2001年1月より2006年3月

までに長期血液透析に伴う初発手根管症候群に対

し，当院にて手術治療を施行された症例のうち，ア

ンケート調査に協力を得られた51症例(ECTR24

症例:OCTR27症例）と，手根管症候群に罹患し

ていない患者15症例(control)で，他覚的評価

(NCV,握力，母指外転筋力,static2-PD,)と自

覚的評価(日手会版DASH,日手会版quickDASH,

日本語版SF-36)を行った．透析年数，年齢，追

跡期間をもとに各郡のmatchingを行い,15例ず

つを選択しcontrol群(平均年齢68.8歳，平均透

析年数20．0年),ECTR群（同65.8歳，同

22.6年，平均追跡期間12ケ月),OCTR群（同

65.6歳，同22．0年，同15ケ月）を作成した．

各群の術前後の他覚的評価および自覚的評価を統

計学的に比較検討した．統計学的検索には

student'st-test,Wilcoxonsigned-rankestestお

よびMann-Whitney'sUtestを用いた．

【結果】術前後の他覚的評価および自覚的評価にお

いてECTR群,OCTR群ともに有意に改善してい

た．しかしcontrol群を含めて3群で比較すると他

覚的評価ではcontrol郡に対しECTR群,OCTR群

ともに有意差があるにもかかわらず，自覚的評価

に有意差は認めなかった．

【考察】長期血液透析患者に合併する手根管症候群

を質問調査票によって評価すると，臨床成績の経

時的変化の評価は可能だが，患者間の評価は難し

い．長期血液透析患者は合併症を多数有しており，

自覚的機能評価は困難である．
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2Pel

神経成長促進因子を産生する骨芽細胞を用

いた液性因子による末梢神経側副発芽の検
討

ExannationofCollateralSproutingfromPeripheral

NervebylmplantationofOsteoblastsExpressing

Brain-DerivedNeurotrophicFactor

'村山医療センター整形外科，2成育医療センター

生殖医療部，3成育医療センター整形外科，4川崎

市立川崎病院整形外科

○新井健1，梅澤明弘2，高山真一郎3，

堀内行雄4，臼田修二’

【目的】末梢神経端側吻合における移植神経片への

軸索進入のメカニズムは明らかでない．我々は，神

経成長因子BDNFを放出する骨芽細胞KUSA-A1

を用いて持続的にBDNFを投与することにより健

常神経から軸索を誘導可能か検証した．さらに，神

経再生抑制因子分解酵素であるchondroitinase

ABCの効果も調べた．

【方法】8週齢雌C3H/Heマウスを用い，以下の5群

を作製した．A群:左大腿部で，坐骨神経の神経周

膜に約0.5mmの縦切開を加え,KUSA-A1(3×107)

を含む培養液0.1mlを滴下.B群：大腿筋層から，

坐骨神経を展開することなくKUSA-A1培養液を

坐骨神経の存在する筋間に注入.C群:坐骨神経を

展開後，ガラス微細管を用いて神経周膜内に

chondroitinaseABC(1U/ml)を注入後,KUSA-A1

培養液を滴下．D群:坐骨神経に神経周膜切開のみ

施行したもの.E群：坐骨神経にchondroitinase

ABC注入のみ施行したもの.4週間後に坐骨神経お

よび移植細胞が形成した骨組織(以下,KUSA組織）

を一塊として採取し，抗neuro-filament抗体など

を用いた免疫組織学的評価を行った．

【結果】A群では,KUSA組織内に多くの神経線維

が進入したが,B,C群ではKUSA組織への神経線

維の進入は認めなかった.D群では坐骨神経から

周囲組織への神経線維の進入を認めたが,E群で

は認めなかった．

【考察】A群では，神経周膜切開により周囲組織に

進入した軸索をKUSA組織由来のBDNFが誘導し

たと考えられた．一方,B,C群の結果から,BDNF

のみでは神経の側副発芽は起きず,chondroitinase

ABC投与を行っても同様であり，側副発芽には神

経周膜に影響を与える因子が必要と考えられた．

【結論】骨芽細胞由来のBDNFは，神経周膜切開によ

り周辺組織に進入した神経の伸長は促進したが，健

常神経からの側副発芽は誘導せず,chondroitinase

ABC投与による効果もなかった．

2Pe2

直流電気通電による軸索再生促進効果の分

子機構解析

MolecularAnalysisoftheFacilitatoryEffectsof

AxonRegenerationbyDirect-currentElectrical

Stimulation

'京都府立医科大学整形外科，2明治鍼灸大学附属

病院整形外科

○平田美幸'，藤原浩芳'，北條達也'，

勝見泰和2，久保俊一’

【目的】末梢神経はその再生の環境を整えても軸索

再生速度は非常に遅く，標的組織に到達するには

長時間を要するために，筋肉を中心とする効果器

官は萎縮変性を生じて，軸索再生後も機能回復が

困難となる．この問題を解決するために，直流電

気通電による軸索再生促進効果に着目した．末梢

陰極方向に通電することで軸索再生が促進される

ことは既知の事実であるが，その要因に関しては

まだ不明なところが多い．われわれは埋込み型刺

激電極を考案し，通電実験を行い，その効果につ

いて検討した．

【方法】10週齢のWistar系雄ラットを使用し，片

側の坐骨神経を大腿中央部で5分間圧挫すること

により坐骨神経圧挫損傷モデルを作製した．それ

らをcontrol群，損傷のみ与えた群，損傷後翌日か

ら毎日15分間30_Aの直流電気刺激を末梢陰極方

向で与え続けた群，末梢陽極方向で与えた群の4

群に分類した．手術後7日および14日後にそれぞ

れの群の手術側の坐骨神経損傷部，前脛骨筋(TA)

を摘出した．筋萎縮の程度は筋湿重量を測定する

ことで評価した．また，免疫組織化学法,Westenl

blot法，により各サンプルの解析を行った．

【結果および考察】坐骨神経を損傷するとTAの筋

湿重量は7日目，14日目と経時的に減少した．一

方，損傷後直流電気通電した群では筋重量の減少

の割合が少なかった．さらに，末梢陰極方向で通

電した群は末梢陽極方向で通電した群と比較して

筋重量の減少を抑えることができた．またWest-

ernblot法ではNeuregulin-1,GDNFなど神経栄

養因子の変化を確認できた．以上より末梢陰極方

向の直流電気通電による軸索再生には細胞の増

殖・維持に関わる神経栄養因子が重要な役割を果

たす可能性があることが示された．
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2Pe3

IL-1βはRhoの活性を抑制して神経細胞の
突起伸展を促進する

IL-lbetaPromotedNeuriteOutgrowthbySuppress-

ingActivationofRho

大阪大学大学院器官制御外科学

○韓法輪光，岡田潔，田中啓之，

森 友 寿 夫 ， 村瀬剛

【目的】炎症性サイトカインの一つであるinter-

leuhn-16(IL-16)は末梢神経損傷後に損傷部周

囲にて発現が増加する．神経細胞の突起伸展に対

するIL-1βの影響に関して，我々 は昨年の本学会

においてIL-1βがmyelinassociatedglycoprotein

(MAG)の効果を打ち消して突起伸展を促進する

ことを報告した．本研究の目的は，神経細胞にお

いて突起伸展を制御する肋oに対するIL-1βの作

用を調べることである．

【方法】7から10日齢Wistarラットより小脳穎粒

細胞を単離・培養し,MAGやIL-1βを加えて，

control,IL-16,MAG,MAG+IL-1βの4群を作

成した．細胞溶解液の一部を全Rho検出のために

用い，残りをRhobindmgdomain結合GSTbeads

と反応させてpull-down法により活性化Rhoを採

取し,Westernblottingにて全および活性化Rho

を検出した．また，細胞内シグナル経路を検討す

るために,p38MAPKの阻害剤であるSB203580

を使用した．

【結果】RhoはMAG群で活性化を認め,MAG+IL-

1β群ではcontrol群と同レベルにまで抑制されて

いた.IL-1β群ではcontrol群と有意差を認めなか

った．また,SB203580とSB203580+IL-1βで

は，溶媒のDMSOと比べRhoの活性化を認めた．

【考察】IL-1βは神経細胞の突起伸展を促進する
が，これがRhoの活性化を抑制することによりも

たらされることが示された．この効果はp38

MAPKを介しており，突起長計測による結果と同

様であった．以上より,IL-1βは突起伸展を促進

し，末梢神経再生に寄与することが示唆された．

2Pe4

ラットの神経因性瘻痛モデルに対する逆行

性軸索内輸送を介したHGF遺伝子治療の

効果

EffectofHGFGeneTherapyviaRetrogradeAxonal

ThansportfOrNeuropathicPainModelinRats

'防衛医科大学校整形外科，2防衛医科大学校臨床

検査医学

○土原豐一'，根本孝一'，中西邦昭2，

加藤直樹'，有野浩司’

【目的】われわれは安全なHVJ(Hemagglutinatig

VirusofJapan)－リポソーム法に着目し，末梢

標的組織から逆行性軸索内輸送を介した神経組織

内への肝細胞増殖因子(HGF)遺伝子導入を行い，

これまでに圧挫神経損傷および糖尿病性神経障害

に対する有効性を報告してきた．今回，神経組織

内での非常に強力な神経栄養因子として働く

HGFが神経因性痙痛に対して効果が期待できる

かを検討した．

【方法】Bennettらの方法に準じてラット坐骨神経

を絞掘するchronicconstrictioninjury(CCI)モ

デルを作成した.CCIモデル作成1週後に熱性痛

覚過敏アロディニアと機械刺激性アロディニアを

確認した後,HVJ-リポソーム法を用いて同側の

前脛骨筋にhumanHGF遺伝子を1週毎に計3回

投与した．HGF蛋白の局在性を確認した後，アロ

デイニアに対する行動学的評価，坐骨神経内と足

底の血行動態，坐骨神経の組織学的検査および

DRG,坐骨神経，足底におけるATP(アデノシン

三リン酸）受容体(P2X,P2Y)のmRNAを測定

した．

【結果】HGF遺伝子の定期的な導入により，絞拒

部の近位神経組織内にもHGFの発現を認めた．ア

ロデイニアはHGF導入後5日目より有意(p<

0.001）に改善した．また，1週目から坐骨神経内

および足底の血流量は有意(p<0.01)に増加し

ていた．組織学的にCCIモデルでは有髄，無髄神

経軸索短径は小径化するが，3週で改善傾向を示

した.Aβ線維を反映すると考えられるP2Y1は坐

骨神経の絞掘部の末梢で3週の時点で有意(p<

0.05）に改善し,DRGでも改善を示した．

【考察・結論】HGF遺伝子の逆行性神経内導入に

より熱性痛覚過敏および機械刺激性アロディニア

の改善が認められた．本法は神経因性瘻痛に対す

る有効な治療法となりうると考えられた．
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2Pe5

ポリフェノールを用いた同種神経移植にお

ける免疫抑制剤の効用

SuccessfUlNerveAllograftsusingGreenTbaPoly-

phenolSolUtionandSubtherapeuticDoseofFK506

京都大学整形外科

○山川知之，柿木

中山憲，森本

良介,池口良輔，

佳秀

【目的】ポリフェノールの抗免疫作用に着目し，ポ

リフェノール処理，保存した末梢神経片の同種移

植に際に，免疫抑制剤F筋06の使用量を減少でき

るのではないかと考え，ポリフェノール処理した

ラット坐骨神経をMHCの異なるラットの坐骨神

経に移植し，免疫抑制剤FK506の0.2mg/kg投与

群と2mg/kg投与群の神経再生を，電気生理学的，

組織学的，遺伝子的に比較検討した．

【方法】ドナーとして雄のLewisラットと雄のDA

ラットの坐骨神経をそれぞれ20mm採取した．雄

のLewisラットの坐骨神経を直ちに雌のLewisラ

ットに移植した群(Freshlsograft群）と雄のDA

ラットの坐骨神経を1ヶ月間ポリフェノール1mg

mlにて保存した後に雌のLewisラットの坐骨神経

欠損部に移植した群(Allograft群)を作成した．移

植後3ケ月間,Allograft群のLewisラットにはそ

れぞれ0.2mg/kgと2mg/kgのFK506を皮下注し

た．移植3ヶ月後，電気生理学的研究を行った後，

移植神経を採取し,Freshlsograft群,Allograft

(F筋060.2mg)群,Allograft(FK5062mg)群

の各群坐骨神経片内の雄細胞の比率をSry(Sex-

determiningregionoftheY-chromosome)に特

異的なPCR法により比較検討した．更に移植神経

の遠位部で組織学的に検討を行った．

【結果および考察】電気生理学的，組織学的には

Allograft(0.2)群,Allograft(2)群では有意な

差がなかった.Allograft(0.2)群,Allograft(2)

群，のSry/p-actinはFreshlsograftgroupのそ

れと比べて，それぞれ53％,55％であった．同種

移植されたポリフェノール処理神経は微量の免疫

抑制剤を併用することにより良好な生着，良好な

神経再生がみられた．

2Pe6

皮層痛覚線維の圧刺激反応に対するブラジ

キニンの増強作用

AugmentingEffectofBradykininonCutaneous

NociceptorResponsetoMechanicalStimulation

'名古屋大学手の外科，2名古屋披済会病院整形外

科，3整形外科つのだクリニック，4名古屋大学環

境医学研究所

○申正樹1，矢島弘毅2，角田賢二3，

佐 藤 純 4 ， 水 村 和 枝 4

炎症部位でみられる圧痛覚過敏の末梢機構はよく

分かっていない．これまでの報告では，受容野の

機械刺激に対する皮層痛覚線維の反応は各種の生

理活性物質を投与しても増強されない．しかし,こ

の結果は徒手的な圧刺激法による閾値の変化をみ

たものであり，わずかな反応の変化や閾値上の反

応の変化は検出されない．したがって，より精細

な圧刺激法を用いて検証される必要がある．我々

は，独自に開発したサーボコントロール定圧刺激

装置を用いて，健常ラットの皮膚痛覚線維(C線維

ポリモーダル受容器:CPR)の圧反応におよぼす

炎症物質ブラジキニン(BK)の影響を調べた．

Lewisラットの後肢皮層を伏在神経とともに取り

出し,Krebs液中に真皮を上にして固定した．伏

在神経の微小線維束からCPRの単一神経放電を

導出し，受容野に10分間隔で圧刺激を行った．反

応がほぼ安定した後,BK1"M溶液を2分間受容

野へ局所灌流した．BKに対し20例中8例のCPR

が反応性を示した．BK投与後の圧反応は，平均放

電数は19．7±4．8から27．9±5．7スパイクに有意

(P<0.05)に増加し，反応閾値は11.4±1.2から

8.5±1.2gと低下傾向を示したが統計学的な有意

差はなかった．以上より,CPRの圧刺激反応は炎

症物質投与により増強されることが明らかとな

り，炎症部位にみられる圧痛覚過敏の末梢機構に

各種の生理活性物質が関与することが示唆され

た．今後さらに,BKの濃度による反応の変化等を

検証していく予定である．
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エリスロポイエチンによる引き抜き損傷後

の脊髄前角細胞のアポトーシス抑制

ErythropoietinlmprovesMotorneuronApoptosis

afterRatSpinalRootAvulsion

'市立長浜病院整形外科，2京都大学整形外科

○太田壮一'，中村孝志2

引き抜き損傷後に脊髄の前角細胞のアポトーシス

が生じることはよく知られている．CarlStedtは，

引き抜かれた神経を再び脊髄に埋め込むと，前角

細胞からその神経へと軸索が進展し，臨床におい

ても機能の回復が一部認められたことを報告して

いる．しかし，軸索を進展していくものは元々存

在した細胞のごく限られた数でしかなく，多くは

アポトーシスにより死滅する．もしこれらの細胞

が減少すれば，軸索を進展する細胞が増加し，機

能が向上する可能性がある．エリスロポイエチン

は，脊髄損傷後における神経保護作用が報告され

ている．今回我々は，エリスロポイエチンによる

引き抜き損傷後の前角細胞のアポトーシスの抑制

作用について検討した．14匹のSDラットを2群

に分け，コントロール群(C群,N=7)とエリスロ

ポイエチン投与群(E群,N=7)とした．吸入麻酔

下にC5～7の左椎弓および外側塊を切除後，硬膜

を縦切し，脊髄左側を露出した．C7後根を切離後，

C7前根をマイクロフックで引き抜き，モデルを作

製した．E群では,5000umt/kgを術直後に腹腔内

投与した．術後4週目でC7レベルの脊髄の凍結切

片を作製，脊髄前角細胞をNADPH染色し，左側

(患側）の右側（健側）に対する比として残存前角

細胞数を比較検討した.C群では49.8%であった

のに対し,E群では89.3%であった．また，前述

と同様に処理した1週目のエリスロポイエチン投

与ラットのC7レベルの凍結切片に対する抗

EPOR抗体による染色で，エリスロポイエチンレ

セプターの存在を引き抜かれた前根断端で確認し

た．エリスロポイエチンは，引き抜き損傷後の脊

髄前角細胞のアポトーシスを抑制し，これには引

き抜かれた前根に出現したエリスロポイエチンレ

セプターが関与していることが示唆された．

2Pe8

腕神経叢損傷の診断におけるコンピュータ

断層撮影脊髄造影(冠状断像，斜位冠状断

像）の有用性

DiagnosticvalueofCTMyelographywithCoronal

andObliqueCoronalViewfOrBrachialPlexuslnjury

小郡第一総合病院整形外科

○山崎宏，土井一輝，服部泰典，

坂本相哲，守屋淳詞

【はじめに】腕神経叢損傷の損傷レベルの画像診断

における，コンピュータ断層撮影脊髄造影(CTM)

冠状断像および斜位冠状断像の有用性を検討し

た．

【方法】コンピュータ断層撮影脊髄造影(冠状断像）

を行った腕神経叢損傷患者25例を対象とした．損

傷の内訳は，全型22例，上位型3例である．使用

したCT装置はマルチスライスCT(東芝メディカ

ルシステムズ:Aquillionl6)であり，ヘリカルピ

ッチ15.0,撮影スライス幅0.5mmで行った．再構

成は0.5mmで行った．前根の評価は冠状断像で行

った．後根の走行に平行な斜位冠状断像を再構成

し，後根の評価を行った.CTMの画像評価は，造

影剤の漏出の有無で(M+,M-),前根の描出の有

無で(A+,A-),後根の描出の有無で(P+,P-)と

して，その組み合わせで評価した．腕神経叢展開

術を行い，肉眼的，電気生理学的，化学的に診断

が確定できた57神経根を検討した．

【結果】(M-,A+,P+)は32根で修復可能は30根，

修復不可能は2根であった.(M-,A-,P+)は4根

で修復可能は0根，修復不可能は4根であった．

(M-,A+,P-)はO根であった．(M-,A-,P-)は

11根で修復可能は1根，修復不可能は10根であっ

た.(M+,A-,P+)は4根で修復可能は1根，修復

不可能は3根であった．(M+,A+,P-)は0根であ

った．(M+,A-,P-)は6根で修復可能は0根，修

復不可能は6根であった．(M-,A+,P+)のみを修

復可能と仮定すると，感度は94％，特異度は92％

であった．

【考察】CTMは脊髄造影にくらべて根糸や小さな

髄膜瘤の詳細な画像評価ができる．さらにCTM斜

位冠状断像と組み合わせると，より詳細な根糸の

評価を行うことができる．
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DoubleFreeMuscleTransfer法後の早期

移植筋腱滑走訓練の意義

SignificanceofEarlyT℃ndonGlidingExercise

FollowingDoubleFreeMuscleTifansfer

'小郡第一総合病院リハビリテーション科，

2小郡第一総合病院整形外科

○渡邊政男1，土井一輝2，服部泰典2

【目的】外傷性腕神経叢損傷全型麻揮に対する

DoubleFreeMuscleTransfr法（以下,DFMT

法）は肘屈曲機能のみでなく手指把持機能までも

再建し得る有用な方法であるが，移植筋の回復筋

力が良好な場合でも満足すべき手指自動運動が獲

得できないことも稀ではない．この原因の一つに

遊離移植筋の回復が良好になるまでに長期間を要

し，その間安静下に置かれるための移植筋腱の癒

着がある.我々はこの癒着を予防する方法として

1999年11月より早期腱滑走訓練を導入してきた

ので，その成績について検討し報告する．

【方法】移植筋には遊離薄筋を用い，同条件下で

DFMT法を行い，術後合併症のなかった37例を対

象とした．初期の19例には術後4週間固定を行っ

た従来法とした(固定群)．残りの18例は術後1週

より肘部での移植筋の圧迫と手関節・手指の他動

運動による早期腱滑走訓練を行った（早期運動

群)．固定群は男性20例，女性2例で，平均年齢

は22歳であり，早期運動群は男性14例，女性4例

で，平均年齢は22歳であった．両群間の手指自動

可動域（以下,TAM)および二次的腱剥離術の頻

度について比較検討した．

【結果】両群間に統計学的な有意差は認めなかった

ものの(p=0.870),30度以上のTAMを獲得し

た症例は固定群が11例(58％)であったのに対し，

早期運動群では15例（83％）であり，早期運動群

の方が獲得TAMが良好な傾向にあった．二次的腱

剥離術は固定群で7例に，早期運動群で1例に認

め，早期運動群で頻度は有意に減少した．

【結論】DFMT法後に早期腱滑走訓練を施行する

ことで前腕部での移植筋腱の癒着を予防でき，二

次的腱剥離術の併用無くして良好なTAMが獲得

可能である．

2PelO

上位型腕神経叢損傷に対して行った

Oberlin法による肘屈曲機能再建

ReconstructionofElbowFlexionbyUInarNerve

CrossingtoMusculocutaneousNervefOllowing

BrachialPlexusInjury

'北海道大学整形外科，2信州大学整形外科

○久田幸由'，岩崎倫政'，石川淳一'，

加藤博之2，三浪明男’

【目的】上位型腕神経叢損傷に対する肘屈曲再建法

であるOberlin法は，神経縫合部がmotorpointに

近く，早期に極めて良好な神経再支配が生じる．当

科では2001年6月より上位型腕神経叢損傷に対す

る肘屈曲再建にOberlin法を施行しており，今回

経過観察できた8例に関してその術後成績を報告

する．

【対象症例】対象は肘屈曲機能再建のために

Oberlin法を行った8例で，男性7例，女性1例．

年齢は15～52歳（平均29歳）であった．損傷高

位はC5,6型7例.(そのうちC7,C7,8不全麻痒

をそれぞれ1例含む)C5,6,7型1例であった．受

傷から手術までの期間は5例において3～11カ月

(平均5.1ケ月）であった．1例のみ陳旧例で2年8

ケ月であった．経過観察期間は1年4ケ月～5年3

ケ月(平均3年5ケ月）であった．最終経過観察時，

上腕二頭筋の筋力および筋電図，尺骨神経の脱落

所見を調査した．

【結果】上腕二頭筋のMMTが3以上となった症例

は8例中7例であった．MMT3までに要した期間

は3から12ヶ月（平均5.7ケ月）であった．最終経

過観察時，上腕二頭筋のMMT4+:1例,4-:4例，

3:2例，2：1例であった．術後，尺骨神経切離に

よる尺骨神経の脱落所見として環指と小指のしび

れを認めた症例が1例存在したが，最終経過観察

時には症状の残存はなかった．

【考察】今回行った自験例の術前期問を検討する

と，受傷後6ヶ月以内の手術症例では成績が良好

であった．損傷高位では完全な上位型でない症例

については回復が遅い傾向があった．Oberlin法

は尺骨神経の脱落所見を考慮したとしても，上位

型腕神経叢損傷に対する肘屈曲再建法として優れ

た方法である．
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胸郭出口症候群に合併する腰痛について

LowBackPainAssociatedwithThoracicOutlet

Syndrome･

東京手の外科・スポーツ医学研究所

○阿部幸一郎，山口利仁，平田丞，

後藤 治彦

【はじめに】胸郭出口症候群(TOS)のセラピイの

一つに不良姿勢の改善が挙げられる．臨床におい

て，一時的には姿勢の改善が可能であってもなか

なか習慣化されないのが現状であり，数多くの症

例が原因として腰痛を挙げている．今回,TOSに

合併する腰痛について調査したので報告する．

【対象と方法】当院にてTOSと診断された症例で，

最後までフォロー出来た症例と現在セラピィ中の

症例の39例を対象とした.TOSの診断は立石の診

断基準に準じた．これらの症例に対して腰痛の有

無，座位姿勢の観察と姿勢矯正の可不可，セラピ

イに要した期間について調査した．

【結果】腰痛の訴えがあった例(腰痛あり群）は22

例（56.4％)，腰痛の訴えがなかった例（腰痛なし

群）は17例（43.6％）であった．腰痛あり群で画

像診断から原因があきらかな例は腰椎すべり症の

1例のみであった．姿勢が不良な例は，腰痛あり群

では21例(95.5％)，腰痛なし群では15例(88.2％）

であった．このうち，指導により一時的に姿勢矯

正が可能なのは腰痛あり群では14例（66.7％）で

あり，腰痛なし群では15例(100％)であった．セ

ラピイに要した期間は，腰痛あり群では3週から

124週(平均29.3週)，腰痛なし群では3週から68

週（平均13週）であった．

【考察】今回の調査から,TOSは全体的に不良姿勢

にあり半数が腰痛を訴え，腰痛を合併するTOSは

症状の改善に期間を要することが示された．この

ことから，腰痛合併のTOSに対しては，姿勢の改

善指導と同時進行に腰痛の運動療法が必要である

ことが示唆される．

2Pel2.

RadiologicalAnalysisoftheCubital
nmnel

DepartmentofOrthopedicSurgery,SeoulNational

UniversityCollegeofMedicine

○GooHyunBAEK,HyunSikGONG,

MoonSangCHUNG,SaeHoonmM

Purpose:Thepathophysiologyofcubitaltunnel

syndromeisnotclearlyunderstood.Bonyanatomy

ofthecubitalmnnelmayberelatedtohscondition.

Thepurposeofthisstudyistodevelopsome

radiologicalparametersofthecubitaltunnelwhich

canbeacluetounderstandthepathogenesisof

cubitaltunnelsyndrome.

Methods:228elbowsinll4adults(59malesand

55females)wererecruitedonavolunteerbasis.All

ofthemhadnohistoryofprevioussurgery,trauma,

congenitalanomaly,ordisorderoftheelbow・Their

ageaveraged21.6(range,18-53)years.Anantero-

posteriorradiographoftheelbowwiththeelbowin

filllnexionand20degreesofextemalrotationwas

takeninordertoviewtheulnargrooveofthe

humerusprecisely.Cubitaltunnelangle(CTA),

definedasananglebetweeninferiormarginofthe

medialepicondyleandmedialsurfaceofthetrochlea,

wasmeasured.DepthoftheCTA,orcubitaltunnel

depth(CTD),wasalsomeasured.

Results:Meanvaluesandstandarddeviationsof

CTAwere93.40±8.89ofOrall,91.20±7.46ofOr

male,and95.76±9.69ofbrfemalevolunteers・Mean

valuesandstandarddeviationsofCTDwere5､48i

0.97mmfOrall,6.00±0.87mmfOrmale,and4.93

zt0.76mmfOrfemalevolunteers.Thedifferences

ofCTDandCTAbetweenthemaleandfemale

volunteerswerestatisticallysignificant(p<0.0001

respectively).

Conclusion:ThedifferenceinCTAandCTD

betweenmaleandfemalepopulationmaysuggest

thatgeometryofthecubitaltunnelisrelatedto

pathogenesisofulnarnervecompression.
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肩関節外転装具によって発症した尺骨神経

麻痒症例の検討

UlnarNervePalsyafterShoulderBrace

函館五稜郭病院整形外科

○佐藤 攻

【目的】肩関節鏡視下手術後，肩関節外転装具着用

によって発症した尺骨神経麻輝に対して手術治療

を行い，術後成績，発症機転，治療法について報

告する．

【対象および方法】症例は2000年4月から2006年

9月まで肩関節外転装具(アルケア社製)着用した

300例中，着用直後から尺骨神経麻輝を発症した3

例である．全例手術翌日から患側尺骨神経領域の

知覚障害，運動障害および自発痛が出現した．尺

骨神経伝導速度低下は全例に認めた．症例1:70歳

女性，保存的に経過観察していたが症状増悪し

CRPS様の病態を呈したため術後49日で神経剥離

術を行った．症例2：71歳女性，痙痛が強く術後

7日に神経剥離術を行った．症例3:59歳女性，痙

痛増強，筋力低下が進行したため術後6日に神経

剥離術を行った．

【結果】症例1は術翌日から症状は軽減したが術後

14週現在も痙痛は残存している．赤堀第4期で赤

堀の予後は可であった．症例2は術後1日で痙痛は

消失，赤堀第3期で予後は良であった．症例3は術

後2日で痙痛は消失した．赤堀第4期で予後は良で

あった．

【考察】肩関節外転装具を着用することで肘部管が

圧迫され発症したと考えられる症例であるが，要

因として肘部管の内圧が高い，尺骨神経の脱臼，装

具の不適切な着用などが考えられる．本症例の特

徴は安静時痛を全例に認め,CRPS様の症状を呈

していることである．治療に関しては病態は

Compressionneuropathyであると考えsimple

decompressionのみを行った．手術治療が遅れた

症例1では瘤痛が残存しているが，他の2例は早期

に治療を行うことですみやかに痙痛が消失してお

り早期の手術治療の必要性を示唆するものと考え

る．

2Pel4

Guyon管症候群の手術成績

OutcomeofOperativeThFeatmentfOrGuyonTimnel

Syndrome

藤田保健衛生大学整形外科

○市瀬彦聡，鈴木克侍，柴田邦央，

重盛香苗，田中徹

【目的】Guyon管症候群の4例を経験したので報告

する．

【対象と方法】1993～2003年に手術を施行した4

例を対象とした．平均年齢35歳(30～47歳)，男

性1例，女性3例であった．全例に手術を施行した．

術前術後の知覚(S-Wtest),筋力，各種徴候

(Froment徴候,Tinel様徴候等),電気生理学的所

見などにつき検討した．術前の所見から見た津下

分類と手術所見での同分類を検討した．最終調査

時期は術後平均63カ月（36～96カ月）であった．

【結果】術前知覚障害を3例に認め,S-Wtestで小

指はそれぞれ4.81であった．術後は全例3.61に改

善した．術前に小指外転筋に筋力低下を認めたも

のが2例，骨間筋に筋力低下を認めたものは3例で

あった．術後両筋力ともMMT5に回復した．術

前Froment徴候を3例,Tinel様徴候を3例,claw

fingerを3例,Wartenberg徴候を2例に認めた．

術後は全て消失した．術前運動神経潜時が第一背

側骨間筋で遅延したものが3例，小指外転筋で遅

延したものが2例であった．術後潜時は全て回復

した．術前臨床症状から津下分類I型(運動枝十知

覚枝）2例,11型（知覚枝のみ)1例,III型（運動

枝のみ）0例,1V型（運動枝：小指外転筋枝以外）

1例であった．神経圧迫の原因は画像よりガング

リオン2例，脂肪腫1例，滑膜増殖1例であり，手

術所見も同様であった．手術所見から津下分類I型

3例,1V型1例であった．

【考察】1例は津下分類で術前後に所見の不一致を

認めた．手関節が掌屈することでganglionが末梢

へ移動し知覚枝のみを圧迫していた可能性や，当

大学の西村らがtopographyで報告したように

GUyon管の中枢で知覚枝と運動枝の成分に分離が

進んでいる場合，知覚成分のみの圧迫が発生した

可能性があると考えられる．

【結語】Guyon管症候群で手術治療を行い全例で

良好な成績を得た．
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尺骨神経切断例における神経縫合の成績

一手関節部以遠損傷例の検討一

ClinicalResultsofUInarNerveRepair-Examina-

tionofWristDistalLevellnjury

'(財)新潟手の外科研究所，2新潟中央病院整形外

科

○成澤弘子'，吉津孝衛'，牧裕'，

坪川直人'，幸田久男2

【目的】高位尺骨神経切断例の神経縫合の成績は良

好ではない．その理由として近位部は混合神経で

あるため，複雑な骨間筋への運動神経再支配がで

きないことが一因とされている．しかし神経線維

束が知覚神経優位の浅枝と，運動神経優位の深枝

に分かれている手関節部の切断例で，神経線維束

縫合を行っているにもかかわらず術後の骨間筋回

復が良好ではない症例も経験する．一方，尺骨神

経深枝単独損傷例では縫合後の骨間筋の回復は比

較的良好な症例が多いが，刺創など皮膚損傷が小

さいため初療医で損傷が見逃されている症例を少

なからず経験する．これら，診断と治療上の問題

点を有する低位尺骨神経切断例について検討した

結果を報告する．

【対象症例】1989年～2006年に手術を行った手関

節部以遠の尺骨神経切断例のうち，ガラスなどに

よる鋭利損傷例22例で，男18例，女4例，年齢

は1歳～74歳，平均42歳であった．

【結果】手関節部での完全切断は8例，うち正中神

経切断合併は3例あり，腱移行,MP関節包固定術

による再建が行われた．4例でclawingの改善が得

られていたが骨間筋の回復は不十分であった．知

覚回復不良例が3例あった．手関節部での部分断

裂は2例あり，運動・知覚とも回復は良好であっ

た．深枝のみの断裂は8例ですべてガラスなどに

よる刺創が原因で，手掌部損傷5例,Guyon管部

損傷3例であった．浅枝のみの断裂例は4例あっ

た．初診時に神経損傷の診断がされていなかった

症例は8例であった．

【考察】正中神経断裂合併例は機能障害が重度なの

で，腱移行などによる早期再建の適応が有用であ

る．手関節部完全切断の回復不良例では神経線維

束縫合が正確に行われていなかったか，運動神経

の多くが遠位知覚神経に誘導された可能性が考え

られる．手掌部の刺創では骨問筋麻痒を見落とさ

ないよう注意する必要がある．

2Pel6

腫瘍性病変による後骨間神経麻揮の治療経

験

TreatmentofthePosteriorlnterosseousNervePalsy

duetoTilmorousLesion

'昭和伊南総合病院整形外科，2国立病院機構長野

病院整形外科

○土金彰'，林大右'，中士幸男2

【目的】腫瘍性病変による後骨間神経麻揮の症例に

対してその病態の特徴および治療成績について検

討したので報告する．

【対象および方法】対象は7例（男性1例，女性6

例）で初診時年齢は37～63歳（平均47歳)，利

き手側5例，非利き手側2例であった．麻痒の原因

となった腫瘍性病変はガングリオンが4例，神経

鞘腫，海綿状血管腫滑膜襄腫が各1例であり，滑

膜襄腫の1例は慢性腎不全による長期透析患者で

あった．症状出現から診断確定までの期間は半月

～10年と大きな差があり，初発症状が痛みと神経

麻痒であった4例(ガングリオン3例，海綿状血管

腫1例）は比較的早期に受診し，診断が確定して

いたが，初発症状が肘の腫れや不全麻揮の場合に

は診断確定までに時間を要していた．診断は全例

肘屈側僥側に腫瘤を触知し，超音波検査および

MRI画像にて腫瘍の存在は明らかであった．治療

は肘関節前側方アプローチにて後骨間神経を展開

した．神経鞘腫以外の腫瘍は後骨間神経の深層よ

り発生し，神経は腫瘍とarcadeofFrohseの間に

挟まれ，拘掘されていた．榛骨神経浅枝に発生し

た神経鞘腫は榛側より強く後骨間神経を圧迫して

いた．全例腫瘍摘出と神経剥離術を行った．

【成績】腫瘍切除術後早期から麻痒は回復し，完全

回復まで要した期間は2～6ケ月，平均4ケ月であ

った．腫瘍性病変の再発は認めていない．

【考察】後骨間神経麻溥は手関節背屈時の榛側偏位

および手指の伸展障害があり，知覚障害を伴わな

いという特有な症状があるために診断は比較的に

容易である．後骨間神経麻揮を生ずる腫瘍は肘窩

のやや末梢僥側に存在するためこの部分の触診が

重要である．診断には外来で簡単に行える超音波

検査が有用である．腫瘍性病変摘出術後の後骨間

神経麻揮の回復は極めて良好であるので治療法の

第1選択は腫瘍摘出術と考える．
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上肢に発生した軟部腫瘤における術前検査

としてのMRIの意義

ReliabilityoftheDiagnosisduetoMRImagingfOr

SoftmssuemlmorinUpperExtrenties

'大阪市立総合医療センター整形外科，2大阪市立

大学大学院整形外科

○上村卓也'，日高典昭'，青野勝成'，

岡野匡志'，香月憲一2

【目的】一般に軟部腫瘍に対してMRI所見のみで

診断を確定することは困難とされている．また，上

肢に発生する軟部腫瘤はありふれた疾患であり，

ほとんどが良性疾患であることから，術前にMRI

を施行することなく手術が行われることが少なく

ない．本研究の目的は，術前MRI所見と術後の病

理組織学的診断をretrospectiveに比較することに

より，上肢軟部腫瘤に対する術前MRIの意義を検

討することである．

【対象および方法】過去7年間に,MRIを施行した

上で手術を行い，診断の確定した上肢の軟部腫瘤

55例を対象とした．性別は男性22例，女性33例，

年齢は3歳から85歳（平均45歳）であった．発

生部位は手37例，前腕11例，上腕7例であった．

それぞれの症例について,MRI所見による放射線

科医の術前診断と病理診断の結果を比較した．

【結果】全例，良性疾患であり，脂肪腫が最も多く

10例，ついで神経鞘腫9例，腱鞘巨細胞腫8例，ガ

ングリオン，血管腫，血管平滑筋腫，線維腫が各

3例，グロームス腫瘍，類表皮襄腫が各2例，その

他12例であった．術前MRI診断の正診率は，脂

肪腫，神経鞘腫が100％であったのに対し，腱鞘巨

細胞腫では50％であり，一致しなかった症例の病

理診断は，血管平滑筋腫，類上皮肉芽腫，類表皮

嚢腫などであった．また，ガングリオン，血管腫，

類表皮嚢腫なども正診率が低かった．しかし，病

巣の拡がりを正確に把握することができ，手術の

プランニングに役立った．

【結論】脂肪腫，神経鞘腫以外の上肢軟部腫瘤の

MRI所見は非特異的であり，異なる腫瘍である可

能性を念頭に入れ注意深く鑑別診断を行う必要が

ある．しかし，手術に際しては腫瘍の進展範囲や

神経･血管･腱との関係を評価でき有用であった．

2Pel8

手･前腕領域の骨軟部腫瘍および腫瘍性病

変に対するPET診断

TheRoleofPETAnalysisinPreoperativeDiagnosis

ofMusculoskeletalTilmorandTilmor-likeMassof

theHandandForeann

群馬大学大学院機能運動外科学

○小林勉，田鹿毅，山本敦史，

久保井卓郎，高岸憲二

【はじめに】近年,18Fで標識したグルコース誘導

体(FDG)およびアミノ酸誘導体(FMT)を用い

たPositronemissiontomography(PET)が骨軟

部腫瘍病変に応用されている．今回，手．前腕領

域における骨軟部腫瘍に対するFDG･FMT-PET

の診断的意義を検討したので報告する．

【対象と方法】1995年10月から2003年12月まで，

術前に患者の同意のもとFDG･FMT-PETを施行

し，組織診断が確定した骨軟部腫瘍および腫瘍性

病変335例中，手･前腕領域の17例を対象とした．

男性10例，女性7例で，手術時平均年齢は37.5歳

(6－83歳）であった．各症例のFDG･FMT-PET

集積率をStandardizeduptakevalue(SUV)値

として算出し，良性悪性腫瘍分類のカットオフ値

をFDG:1.9,FMT:1.2に設定して検討した．

【結果】良性腫瘍.腫瘍性病変14例，悪性腫瘍3例

の平均FDG･FMT-PETのSUV値はそれぞれ,2.78

±1．75．0．84±0.21,2.04±0．18．1．52±0．39で

あった．FDG-PETでは良性腫瘍.腫瘍性病変のう

ち腱鞘巨細胞腫(4.57,6.50)，術後嬢痕(2.30)が

高値を示し，カットオフ値を上回る要因となった

が,FMT-PETではカットオフ値を下回った．悪性

腫瘍群のうち滑膜肉腫の1例でFDG-PETのSUV

値が1．84とカットオフ値を下回ったが,FAMT-

PETではSUV値1.53と悪性の領域に分布した．

【考察とまとめ】FDG-PETについては，これまで

の報告と同様に，良性腫瘍の腱鞘巨細胞腫が高値

を示し軟骨肉腫は低値を示す傾向であった．特に

手の悪性腫瘍にPETを利用する際SUV値が低く

出る傾向のある軟骨肉腫が多くみられる点で注意

を要するが，今回の滑膜肉腫例のように,FAMT-

PETを組み合わせることで悪性腫瘍として鑑別

可能であった．また，良性腫瘍の腱鞘巨細胞腫も

日常遭遇する腫瘍であることを考えると,FAMT-

PETを併用して診断することが重要と思われた．
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リウマチ手関節に対する手関節滑膜切除術

の経験

SynovectomyinRheumaticWrist

倉敷成人病センター整形外科

○ 吉原 由樹

【目的】当院におけるリウマチ(RA(手関節の滑

膜切除術の短期成績を検討する．

【対象・方法】2005年1月より2006年7月までの

1年半に，手関節滑膜切除術を行ったRA患者13

例（男2例，女11例）15手（右手のみ9手，左手

のみ2手，両手2例)．平均年齢55.2歳,RA罹病

期間平均6.7年．術後経過観察期間平均1年1ケ月．

手術時のステロイド使用量はプレドニゾロン換算

で平均5mg/日，メソトレキセート(MTX)は平

均5.7mg/週で，インフリキシマブを3例に使用し

ていた.Sauve-Kapandji法を13手,DalTach法

を1手に行い，尺側手根伸筋(ECU)半裁腱によ

る尺骨近位断端固定をatrandomに4手に施行し

た．僥骨月状骨間固定術(RLF)を6手に併用し

た．手指伸筋腱皮下断裂に対する腱移行術を9手，

腱移植術を1手に,MP関節人工関節置換術を1手，

母指IP関節固定術を1手,MP尺側変位矯正術を

2手に併施した．

【結果】回内外可動域は改善したが，掌屈可動域は

悪化した．尺骨断端固定術を行っても榛尺骨間の

convergenceを予防できない症例が見られた．術

前のulnarcarpalshiftratio(e/MC)は0.18

0.05,palmarcarpalsubluxationratio(h/MC)は

0.22±0.06,carpalheightratio(CHR)は0.49

±0.07で，術後eXMCは0.20±0.06,h/MCは0.22

=tO.04,CHRは0.47±0.07で有意な改善は認め

られなかった．RLFを併施した6例では僥骨月状

骨角は-1から7.におさまっており,eXMC,h/MC

とも改善していた．また舟状骨の掌側回転を改善

する傾向が見られた．

【結語】Sauve-Kapandji手術だけでは，手根骨の
尺側移動を改善することは困難であった．RLFを

併施すると手根骨のrealignmentに有用である傾

向が認められた．今後MⅡXや生物学的製剤の使用

例が増加することが考えられ，手術のタイミング

を計る上で関節破壊の予後を予測するために症例

の蓄積と長期観察が必要である．

2Pe20

関節リウマチの屈筋腱皮下断裂に対する治

療経験

TheSurgicalTreatmentsoftheFlexorTbndon

SubcutaneousRupturesinRheumatoidArthritis

山田赤十字病院整形外科

○松本衛，細井哲

【目的】関節リウマチ（以下RA)の治療は，寛解

をめざしたステップダウンブリッジ方式が一般化

され，加えて生物学的製剤の導入により飛躍的に

進歩している．これに伴い全身倦怠感の改善など

により患者のQOLは向上している．RA患者の屈

筋腱皮下断裂の治療経験から，最近における腱断

裂の原因の変化について検討したので報告する．

【方法】1998年1月から2006年10月までに屈筋

腱皮下断裂を受傷したRA患者8例10指について

検討した．術前手関節のLarsenGradeはVが2例

4指，Ⅳが3例3指,IIIが1指,Iが2指であっ

た．受傷時年齢は，48～78歳平均58歳であった．

断裂腱は,FPL3指,FDP示指1指，中指2指，環

指1指，小指3指であった．手術方法は，長掌筋腱

を用いた腱移植を6指に，端端縫合を1指に，腱移

行を3指に施行した．腱断裂の原因は，手関節お

よび指関節変形による骨鰊形成による磨耗と診断

したもの7指，腱滑膜の腱内への侵入と診断した

もの3指であった．生物学的製剤使用例は，1例で

あった．

【成績】日手会指屈筋腱機能評価では,E4指,G2

指,P4指であった．Pの4指はT,2T･senGradeで

Vのムチランス例であり，すでに指の拘縮が存在

し，成績不良であった．しかしながら，1指を除き

患者の満足度は高かった.DMARDsや生物学的製

剤によりRAは寛解していたにもかかわらず，腱断

裂を来たした2例においては,ADLの向上による

手の使用頻度と腱の強度の間にずれが生じてきて

いた可能性が示唆された．

【結論】RA患者の屈筋腱皮下断裂の治療成績は，

ROMにおいては関節破壊の程度や筋力低下の問

題があり，良好とはいえない．しかしながら,QⅢ』

の改善においては治療効果が十分期待できる．ま

た,RAの薬物治療の進歩により関節破壊の進んだ

症例におけるQOLの改善が新たな腱断裂の原因

のひとつになりうる可能性が示唆された．
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RAにおける肘関節滑膜切除及び人工僥骨

頭置換術の経験

RadialHeadlmplantfbrRAElbow

'奈良県立奈良病院整形外科，2済生会中和病院，

3西の京病院

○福居顕宏'，吉井尚'，植田康夫2

【目的】RAの肘に対して，滑膜切除と榛骨頭切除

後にSwansonSiliconlmplantを2例2肘に

Wright製TitaniumImplantを2例3肘に使用し

た.Swansonlmplantの観察期間は20年と10年

で,Titaniumlmplantの観察期間は8年，および

6ケ月である.

【症例】症例1.80歳，旱,StagelV:左肘痛みに

対してSwansonlmplantを挿入した．術後20年

の現在，痛み，関節腫脹も無く，可動域はF/E:

130.／-10.である．X-Pでは僥骨頭挿入部で骨萎

縮を認めるが転位など起こしていない．

症例2．77歳，早,StagelV:右肘痛みに対して

Swansonlmplantを挿入した術後10年の現在，痛

みを訴えている．可動域はF/E:100｡/-10.で

ある．X-Pで榛骨挿入部でImplantの破損を認め，

肘関節の亜脱臼を示している．

症例3．67歳,3,StagellI:両肘痛みに対して

Titaniumlmplantを挿入した．術前可動域右側F

/E:120｡/-30｡から術後8年目ではF/E:120．

／-30｡でJOAScore75点である．左側は術前可

動域F/E:125｡/-25｡で術後7年目ではF/E:

115.／-25｡でJOAScore79点である．冬季に肘

痛を訴える．

症例4.36歳，旱,Stagelll:9年前に右肘滑膜切

除と僥骨頭切除術を受けた．右肘の痛みと外反肘

に対して滑膜切除とTitaniumlmplantを挿入し

た．術前の可動域はF/E:100｡/-40｡,外反は

20･で屈曲時に瘻痛を訴えている．術後6ケ月の現

在可動域はF/E:110｡/-35｡,外反は15･で痛

みは消失している.JOASCore88点である．

【考察】人工榛骨頭置換を施行した4例5肘に追跡

調査を行った．Swangon挿入の症例2.は術後4年

目でのレントゲンでは順調であったが10年では

脱臼を起こしていた.Titanium挿入例では術後8

年目でも関節裂隙の狭小化は進んでいるが痛みの

再現は少なく，滑膜切除と人工僥骨頭置換の併用

は有効である．

2Pe22

超音波検査によるばね指に対する腱鞘内ス

テロイド注射効果の画像的検討

GraphiclnVestigationoftheEffectofSteroidlnjec-

tionintotheLigamentousSheathfOrThiggerFingers

UsingUltrasonography

'筑波大学大学院整形外科，2取手医師会病院整形

外科

○國府幸洋'，西浦康正'，許表措2，

横井直幸2，落合直之’

【はじめに】ばね指における弾発現象は，腱鞘とそ

れを通る屈筋腱の不均衡が原因であり，病態に関

しては腱鞘の肥厚・狭小化や滑膜の肥厚・腱自体

の浮腫剛E大などが言われている．治療として，腱

鞘内ステロイド注射が一般によく行われており奏

功するが，どのように効いているのかは明らかで

ない．

【目的】今回，我々はステロイド腱鞘内注射による

治療を行った成人ばね指患者に対し，治療前後に

超音波検査を行い，屈筋腱の厚さと腱周囲組織の

変化を調べたので報告する．

【対象および方法】対象は，ばね指症状を主訴とし

て来院した14例16指である．年齢は44-79(平均

62）歳，性別は男性例7指，女性例9指，罹

患指は母指6指，中指6指，環指2指，小指2指で

あった．ステロイド腱鞘内注射はトリアムシノロ

ン5mgと1%リドカイン0.5mlの混合液を用い，主

訴の改善状況に応じて1～2回（平均1.5回）行っ

た．超音波検査を初診時と治療終了時(平均2.4週

後）に行った．超音波検査の探触子は8MRzリニ

ア式を使用した．基節骨基部,MP関節，中手骨頚

部の3点で超音波画像を観察し，腱の厚さを測定

した．治療成績は正常を優，ときに違和感がある

ものを良とした．

【結果】治療成績は優10指，良6指であった．腱

の肥厚(腱の厚みの最大測定値-腱の厚みの最小測

定値）は治療前に平均1.10mmであったが，治療

後は0.58mmと改善していた．また，治療前に腱

周囲に帯状の低エコー領域を10例に認めたが，全

例で消失していた．

【考察】腱周囲の低エコー領域は，滑膜の浮腫性変

化と考えられ，腱の肥厚とともにばね指の病態に

関与しているものと推察された．そして，これら

はステロイド腱鞘内注射によって可逆的に改善す

るものと考えられた．
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2Pe23

弾発指に対する経皮的腱鞘切開術

PercutaneousReleaseofTriggerDigits

'新潟県立吉田病院整形外科，2香川大学整形外科

○田中英城'，加地良雄2

【目的】弾発指に対する経皮的腱鞘切開術の成績と

問題点につき検討したので報告する．

【対象】1997年6月以降に典型的な弾発指に対して

経皮的腱鞘切開術を施行し，術後4週以上経過観

察できた107例，135指を対象とした．男性25例，

女性82例，年齢は21から86歳（平均67歳）で

あった．罹患指は母指55指，示指7指，中指43指，

環指25指，小指5指であった．直視下腱鞘切開術

後の弾発現象残存例が1指あった．経過観察期間

は28日から1084日で，平均146日であった．RA,

透析，糖尿病,Dupuytren拘縮の合併例および抗

凝固剤の使用例は除外した．

【方法】1％リドカインを3ml局所麻酔した後に，

18Gまたは19Gの注射針を用いて行った．操作は

1-2分で終了し，創部を小ガーゼで圧迫固定した．

術直後から積極的な自動運動を推奨し，2‐3日以

内には創被覆材を除去した．術後PIP関節の拘縮

を有する例には矯正装具を処方した．

【結果】101例129指(96%）は弾発現象が消失し，

再発は無かった．6指中初期に行った4指は弾発現

象がとれず直視下切離に切り替えた．その原因は

腱鞘の切離不足にあった．残りの2指は後日再度

経皮切離をやり直して治癒した．PIP関節の痛み

による運動制限が56指にみられ，23指では10｡‐

20.の可動域制限が残った．感染，指神経･血管損

傷は無かった，

【考察．まとめ】バネ現象の消失をもって屈筋腱腱

鞘の必要十分な切開と判断してよいと考えられ

た．最も懸念される神経損傷は幸い起こらなかっ

たが，切離不足とPIP関節拘縮の対処に留意する

必要があった．PIP関節屈曲拘縮に対しては装具

治療を積極的に適応すべきである．本法は感覚的

で経験にたよる技術のために汎用される方法とは

言えないが，直視下または鏡視下法と比較して手

術時間および術後処置期間も短いなどの優れた利

点を有する．

2Pe24

弾発指に対する皮下腱鞘切開術後の術後成

績に影響を与えた因子の解析

TheAnalysisofthePostoperativeResultsof

PercutaneousSurgeryfbrTi｡iggerFinger

'公立雲南総合病院整形外科，2笠岡第一病院整形

外科，3岡山大学大学院整形外科，4藤田保健衛生

大学公衆衛生

○田中日出樹1，橋詰博行2，楢崎慎二2，

西田圭一郎3，今枝敏彦4

【はじめに】我々は弾発指に18G針を用いた皮下腱

鞘切開術を行っているので，その手術成績に影響

を与えた因子の解析を行った．

【対象・方法】2005年5月より2006年7月までに

施行した症例は146例（196指）で男性31例，女

性115例で，手術時平均年齢は62歳(32～92歳）

であった．治療成績は，術後1週間で弾発症状が

消失し腫脹や瘻痛がなく正常可動域での屈伸が可

能になる場合を優，1－3週間は良，3－6週間は

可，6週を超える症例あるいは弾発の残存，腫脹・

痙痛の持続,PIP関節の屈曲拘縮など何らかの愁

訴が残る症例を不可と4段階で評価した．術前の

調査項目(Nagoshi分類，年齢性別，左右差，罹

患部位，出血時間，術前のCRP値，血液透析の有

無，糖尿病の有無関節リウマチの有無）を独立

変数とし，術後最終調査時の治療成績を従属変数

として有意水準を0.05として順序ロジステイック

回帰分析を施行した．経過観察期間は1週間～3カ

月であった．

【結果】治療成績は優67例（34％)，良64例（33

％)，可29例（15％)，不可36例（18％）であっ

た．オッズ比は術中の出血時間は1.39,右手に対

する左手は2.30,透析患者の有無は4.04,糖尿病

の有無は2.91,関節リウマチの有無は15.10であ

った．反対にGrade,年齢，性別，罹患部位，術

前のCRP値の有意差はなく危険因子とは見なさ

れなかった．

【考察】注射針による皮下腱鞘切開術は簡便，低侵

襲で患者の早期社会復帰が可能な治療法である

が，基礎疾患を合併している症例や，術中に出血

量の多くなった症例においては術後の症状改善期

間が長くなることで患者の満足度を下げる問題点

もあり，術式の選択，予想される結果に対し十分

なインフォームド・コンセントを要する．
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EPB腱特性と第1伸筋腱区画内隔壁

－－deQuervain病因の考察一

EPBFunctionanditsSubcompartment-Etiology

ofdeQuervainisDisease-

'新潟医療福祉大学医療技術学部，2済生会山形済

生病院整形外科，3新潟中央病院，4新潟手の外科

研究所

○大山峰生1，清重佳郎2，土田尚美3，

大西秀明'，吉津孝衛4

【目的】deQuervain病の原因は，伸筋腱第一区画

内に存在するEPBの隔壁である可能性が大きい

が,EPB腱特性と隔壁の存在との関係は明らかに

なっていない．本研究では,E朋腱の断面積,EPB

機能，隔壁の存在との関係を明らかにし，これら

が本疾患に関与する要因について検討する．

【方法】対象は手に整形疾患の既往のない健常成人

25名，50手.EPB腱の断面積の測定と隔壁の確

認はMRIを用いた．第1中手骨中央部でEPB腱

の断面積を測定し，中手骨断面積に対するEPB腱

断面積の割合(%EPB)を算出した．EPB機能は

母指MP関節の自動伸展可動域(extROM)と伸

展トルク(extT)を求めた．

【結果】MRI上,EPB腱欠損は2手に認め，隔壁

は27手，54％に認めた．平均EPB断面積は，

1.98mm2であった.%EPBは平均3.24%で，うち

隔壁十群は3.76％,一群は2.58％で，隔壁十群が

有意に大きかった(P<0.01)．extROMとextT

は，それぞれ隔壁十群が20.3度,3.40kgcm,一群

が9.2度,2.97kgcmで,extROMは隔壁十群が有

意に大きかった(P<O.01)．extTにおいては群間

で有意差は無かったが,%EPBとextROMとで有

意な正の相関(r=0.328,r=0.342)を認めた(P

＜0.05)．

【考察】第一区画内の隔壁存在例はEPB腱が太く，

extROMとextTも勝っていた．これらEPB機能

は靱帯性腱鞘に対する圧迫力と摩擦に関与するの

で，隔壁存在例にdeQuervain病が生じやすいこ

とが理解できる．しかし隔壁がなくともextTが大

きい場合は，相対的にEPB腱は太くextROMも大

きいので，本疾患はEPB機能の発達にも起因する

と考えられた．

ZPe26

長母指伸筋腱の走行異常によしﾉ生じたde

Quervain病の2例

DeQuervain'sDiseaseBecauseofAnomalyof

ExtensorPollicisLongus

宇和島社会保険病院整形外科

○藤田勝，松田芳郎，井上香奈子，

藤渕剛次，冨永康浩

【はじめに】deQuervain病は日常良く遭遇する疾

患であるが，今回われわれは長母指伸筋腱の走行

異常により生じたと考えられるdeQuervain病を

2例経験したので報告する．

【症例1】31歳，男性，ヘルパー．3カ月前から左

手関節痛が出現し，伸筋腱の第一区画にステロイ

ド注入を数回施行するが，症状軽快しなかった．術

前所見では長母指伸筋腱は手関節僥側を走行し，

短母指伸筋腱は認めなかった．手術所見は伸筋腱

の第一区画に長母指外転筋腱を4本認め，隔壁を

隔てて長母指伸筋腱が走行し，腱鞘は肥厚し非常

に狭窄していた．短母指伸筋腱は認めず，伸筋腱

の第一区画を開放し症状は軽快した．

【症例2】51歳，女性，主婦．2カ月前から右手関

節痛が出現し，伸筋腱の第一区画にステロイド注

入を数回施行するが，症状軽快しなかった．手術

所見では短母指伸筋腱が2本走行しており，一本

は短母指伸筋腱の働き(MP関節伸展）をしていた

が，他の一本を牽引すると母指のIP関節が伸展

し，長母指伸筋腱の役割をしていた．この症例で

は通常の部位に長母指伸筋腱も走行していた．伸

筋腱の第一区画を開放し症状は軽快した．

【考察】長母指伸筋腱の走行異常による手関節部

(第一区画)での腱鞘炎の報告は少ない．また，短

母指伸筋腱と母指IP関節を伸展させる，あたかも

長母指伸筋腱のような腱が同じ区画を走行してい

る症例の報告はない．長母指伸筋腱と短母指伸筋

腱の一本が腱間結合していたとも考えられるが，

腱を牽引した所見では別々の腱が走行していると

思われた．

【まとめ】deQuervain病の中には長母指伸筋腱の

走行異常が原因のものがあるので十分注意して手

術をおこなう必要がある
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糖尿病に伴う手指屈筋腱腱鞘炎の病理組織

学的検討

HistopathologicalStudyonDiabeticFlexor

Tbnosynovitis

'東京都済生会中央病院整形外科，2東京都済生会

中央病院病理科，3東京都済生会糖尿病臨床研究セ

ンター

○亀山真1，山崎一人2，渥美義仁3，

福岡昌利'，手塚正樹’

【目的】非感染性の，糖尿病に伴う手指屈筋腱腱鞘

炎(以下，腱鞘炎）に対し組織学的検討を行った．

【対象および方法】対象は，腱鞘炎の手術時に靱帯

性腱鞘を採取した28例（糖尿病例17例，非糖尿

病例11例）で，糖尿病例の性別は男性8例，女性

9例，年齢は50～70歳(平均60歳)，非糖尿病例

は男性3例，女性8例，38～69歳(平均56歳）で

あった．腱鞘炎の重症度を,mild:ばね指症状な

し，指関節可動域制限なし(A1部の瘤痛のみ),

moderate:ばね指症状あり，指関節可動域制限な

し,Severe:ばね指症状なし，指関節可動域制限

あり(伸展位や屈曲位でのlocking),とすると，糖

尿病例はmild3,moderate7,severe7,非糖尿病

例はmildl,moderate4,severe6であった．組織

学的には,HematoWlin-eosin,Alcianblue,Azan,

CD34,Vimentin,抗Aldosereductase抗体，抗

carboxymethyllysine抗体，抗pentosidine抗体

の染色を行った．

【結果】靭帯性腱鞘は，屈筋腱に対向する側より内

層，中間層，外層に分けられた．内層は滑膜性腱

鞘に相当し，線維軟骨化生がみられた．中間層は，

糖尿病例17例中14例（82.4％)，非糖尿病例11例

中3例（27.3％）で,CD34陽性の新生血管の散

在，巣状の肉芽組織がみられ，内層側の基質は酸

性ムコ多糖に富み硝子化していた．外層は，疎性

結合組織中に血管が散在していた．

【考察】一般に腱鞘炎では内層側に線維軟骨化生を

示し，炎症所見に乏しいとされる．しかし中間層

での新生血管や肉芽組織は糖尿病例の多くに認め

られ，糖尿病に伴う腱鞘炎の病態を示している可

能性が考えられた．

2Pe28

中年女性に生じた手指TumoralCalcinosis

TumoralCalcinosisoftheHandinMiddle-aged

Women

'愛知県厚生連昭和病院整形外科，2名古屋大学手

の外科，3名古屋第一赤十字病院整形外科

○岩田佳久1，平田仁2，堀井恵美子3

【はじめに】tumoralcalcinosisは軟部組織にハイ

ドロキシアパタイトが堆積する特徴を持つ．われ

われは中年女性の手に生じた急性発症2例，慢性

発症2例を経験したので報告する．

【症例】症例1）52歳女性，急速な小指MP関節掌

側に局所発赤，癌痛，腫脹熱感を生じた．レン

トゲンにてMP掌側に中手骨骨頭大の石灰化陰影

を認め,MmはT1T2低信号であった．腫瘤は，両

側neurovascularや周囲組織と癒着しており（神

経のcolorは一部不良)その基部は掌側板と癒着し

ていた．腫瘤はA1プーリー含めて摘出．内容は灰

白色，微小粒子状やや粘性があり，一般細菌と結

核菌培養は陰性であった．病理所見は，脂肪織に

リンパ球浸潤と同心円の層構造を示す微細な石灰

化物，腱鞘組織のガングリオン様変化巣がありそ

の中にも石灰化物を認めた．症例2）58歳女性で

10ヶ月の慢性的な手関節痛持続．レントゲンにて

手根管内に石灰化陰影を認めMRIはT1T2低信号

を示した．電気生理学的検査は異常なし．術中所

見は横手根靱帯の肥厚があり,FPLとFDS2間に

軟らかい，2．5×1．5×1.0Cm3の腫瘍を認めた．そ

の基部は有頭骨骨膜と密に癒着していた.CRP,

WBC値は症例1にて増大，症例2は正常であった．

症例3）50歳女性で急速な手根管症候群を併発し

ていた．

【考察】軟部組織の石灰化を伴う急性炎症は，肩，

肘や足関節などの大関節にて経験する．手指での

報告例は希少で，発生原因についてはFGF23遺伝

子変異などが報告されている．慢性例では特に痙

痛など併発症状が軽度であることも多いが腫瘤の

増大は進むため手術が必要となる．急性例は激烈

な痛みがあり，周囲組織の炎症を併発し手根管症

候群などの続発症状を併発すると報告がある．病

理および患者背景による発症様式について文献的

考察を加え報告する．
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当科および関連病院における手の非定型抗

酸菌感染症

Non-tuberculousMycobacterialInfectioninthe

Hand

'順天堂大学浦安病院整形外科，2東京労災病院整

形外科，3佐藤整形外科

○原章'，神澤将士'，楠瀬浩一2，

佐藤公一3，－青勝雄’

【目的】これまで当科および関連病院で経験した手

の非定型抗酸菌感染症の3例について考察した．

【方法】男性2例，女性1例．年齢は45，64，72

歳．手指化膿性腱鞘炎が2例，手の皮下腫瘤が1例

である．

【結果】症例1:64歳，男性，魚市場勤務．主訴は

左示指の腫脹．魚市場にて魚のトゲが刺さり受傷

初診時にMP関節掌側に瘻孔を認めた．滑膜切除

を施行，病理でLanghans型巨細胞を含む類上皮

肉芽腫を認め，培養にてM〃zαγ加"、と診断.CS

+EBを4ケ月間投与し，軽快した．症例2:45歳，

女性，主婦．主訴は左小指の腫脹．特に誘因なく

左小指が腫脹し，前医で加療するも改善せず受診

した．瘻孔を認め，計3回の滑膜切除を施行した．

病理では類上皮肉芽腫を認め，培養にてM.

伽”""、と診断.CAM,LVFXを6ヶ月間投与し

た．症例3：73歳，男性．母指．示指間背側皮下

に径1crn大の腫瘤を認め，腫瘤切除時，掌側母指

球皮下に連続する皮下膿瘍を認めた．手術で可及

的に切除し，培養からMc九eJo"ejと診断．術後炎

症症状が著明となったが,INH,EB,RFPを6ケ月

間投与し，軽快した．

【考察】非定型抗酸菌による化膿性腱鞘炎は，本邦

では69例報告が見られ，そのうち菌が同定できた

51例中23例がM77zαγ加叫mであった．症例1の

ようにM77zaF加邸"zは汚染された水や魚との接触

により小さな創などから経皮的に感染する事が多

い．その他の非定型抗酸菌は糖尿病などの基礎疾

患を有する症例に多いとされるが，症例2，3とも

基礎疾患はなく，感染経路も不明であった．

【結論】原因不明の炎症性変化では非定型抗酸菌症

も疑い，早急に滑膜切除（試験的切除も含む）を

施行，菌の同定と薬剤感受性検査を行う．病理検

査で類上皮肉芽腫を認めた場合，非定型抗酸菌感

染と診断し，抗菌薬の多剤併用療法を行うべきと

考える．

2Pe30

非常に稀な非定型抗酸菌(Mycobacterium
shinshuense)感染によしﾉ生じた難治性肘

頭部皮層潰瘍の1例

MycobacteriumShinshuenseIsolatedfrom

CutaneousUlcerlesionofRightOlecranon

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 ， 田 中 隆 治 ，

金田栄志

【はじめに】上肢における非定型抗酸菌感染は慢性

の経過をたどり治療に難渋することが多いが，び

まん性の腫脹や結節形成が中心となり潰瘍を形成

することは稀である．今回，私達は肘頭部に潰瘍

を形成したため，広範囲の皮膚切除，皮膚移植が

必要となった本邦6例目となる非常に稀な非定型

抗酸菌(Mycobacteriumshinshuense以下M・

shinshuense)感染症を経験したので報告する．

【症例】20歳女性．既往歴なし．海外渡航暦なし．

平成17年12月28日から誘因なく右肘頭部に発赤，

腫脹，癌痛が出現，翌年1月6日当院初診した．蜂

窩織炎を疑い抗生剤投与するも増悪傾向認めたた

め1月23日皮下廓清術を行った．術中，変色して

いる筋膜を可及的に切除し，一部を培養に提出し

た．術後，増悪傾向続くため抗酸菌検査を行った

ところ塗抹にて抗酸性の桿菌を認めた．抗結核剤

投与を開始するも術後1カ月で肘頭部に約10cmの

潰瘍を形成した．国立ハンセン病研究センターに

遺伝子検査を依頼したところ当初mycobacterium

ulcerans(以下M.ulcerans)の可能性があるとの

返答を得た．4月4日，潰瘍部を中心として広範囲

(22×12cm)に皮層，筋膜を切除し3週後，分層

植皮術を行った．術後6ヶ月現在，経過は良好であ

る．最終的な遺伝子検査(16SrRNA法)では,M.

ulceranSの類似菌であるM.shinshuenseが分離

された．

【考察】M.shinshuenseは1982年にM・ulcerans

類似菌として発表された非定型抗酸菌である.M.

ulceransはアフリカ諸国で四肢に重篤な皮膚病変

を引き起こす菌として注目を集めておりM、

shinghuenseも同様に難治性の潰瘍形成を引き起

こす．本菌による感染症は稀ではあるが，近年国

内でも報告が散見されるようになり，四肢におけ

る難治性の皮膚潰瘍に遭遇した場合，この菌の存

在を念頭にいれて治療にあたることが必要であ

る．
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mberculousTenosynovitisoftheWrist
andHand

DepartmentofOrthopedicSulgeryiCollegeofMedi-

cine,KyungpookNationalUniversity,Daegu,Korea

○In-HoJEON,Seong-ManLEE,Soo-HoonOH,

Poong-ThekmM

Introduction:Musculoskeletaltuberculosisisless

commonthanthepulmonaryfbnn.Theinvolvement

ofthenexortendonsofthewristandhandis

infrequent.Wereportourexperiencetreating

tuberculosisofthewristandhandinninepatients.

Methods:Thereweresixmenandthreewomenwith

anaverageageof63(57-68years).Thedurationof

theircomplaintsatpresentationrangedfrom3to24

months.Themostcommonpresentationwaspain

andswellingover3months.Sixpatientscomplained

symptomsofcarpaltunnelsyndrome・Theentrance

criterionwasapositivehistologicreportoftubercu-

losisfOrsurgicalspecimens.Opensynovectomy

with/withoutdrainagewaspe㎡Omedfbrallpatients.

AftersuIgerythepatientsweregivenanantitubercu-

losisregimenfOrl2monthsandwerefOllowedup

fOranaverageof20months.

Results:Noneofthepatientshadhistoryof

immunosuppressant,sixpatientshoweverreported

theirsymptomsdevelopedafterlocalsteroidinjec-

tions.Sixlesionsdevelopedinthevolarwristand

threeinthefingers・IntheMRI,non-specificdiffUse

synovialthickeningandmasslikelesionswere

observed.Sixrequiredopencarpalreleaseandone

patientwithnexortendonmptureunderwentprimary

repai正MultiplericebodieswerefOundinseven・At

thetimeofthelastvisit,alllesionsexceptonehad

healedwithoutrecurrence.

Conclusions:Tilberculosisofthehandandwristcan

bedifficulttodiagnoseintheearlystages.TherefOre,

tuberculosisshouldbesuspectedincasesoflong-

standingpain(over3months)inthehand.

2Pe32

新たな骨誘導型生分解ポリマーを用いた指

骨の再生誘導

P(LA-CL)blendwithceramiccompositesinthe

tissueengineeringofphalanx

近畿大学形成外科

○和田仁孝，楠原

朝村真一，磯貝

廣久，遠所瑞拡，

典孝

【目的】これまで，われわれは，骨･軟骨組織の再

生誘導を行う際，細胞の足場となる生分解性ポリ

マーとしてpoly(L-lactide-beta-caprolactone)(P

(LA-CL))を用いてきた．しかし,P(LA-CL)は，

力学的強度が不足していた．そこで本研究では，生

分解性ポリマーP(LA-CL)に，高い力学的強度

と骨伝導能を有するセラミックス粒子

(Hydroxyapatite,6-tricalciumphosphate)を付

加して，新しい骨誘導型の生分解性ポリマーを開

発した．さらに，この新型ポリマーをヒト指骨モ

デルに導入して，指骨の再生能と有用性について

比較検討した．

【方法】仔ウシ僥骨より採取した骨膜を，ヒト指骨

形状を有する3次元生分解性ポリマーと組み合わ

せて複合体を作成し，ヌードマウスの背部皮下に

移植した．移植後，10週，20週にて標本を取り出

し，（1）肉眼的観察，（2）単純X線写真による検

索（3）組織学的検索，（4）メカニカルテストを

行った．実験群として,(1)P(LA-CL)群(2)

HA-P(LA-CL)(3)beta-TCP-P(LA-CL)の3

群を設定した．

【結果およびまとめ】肉眼的所見では，すべての群

において3次元構造が維持されていた．しかし，単

純X線写真による所見および組織学的所見では,P

(LA-CL)群に比較して,HA-P(LA-CL)群およ

びβ-TCP-P(LA-CL)群において，著明な骨形成

が認められた．また，メカニカルテストでは,P

(LA-CL)群に比較してHA-P(LA-CL)群および

beta-TCP-P(LA-CL)群において，有意な力学的

強度の増加が認められた．これらの結果より，セ

ラミックス粒子を含有した新たな生分解性ポリマ

ーを足場とすることにより，早期の骨再生および

3次元構造の維持が可能となることが示唆され

た．
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日本語版DASHによる骨形成不全症患者の

上肢障害の評価

EvaluationoftheUpperExtremityDisordersin

OsteogenesislmperfectausingtheDASH-JSSH

OutcomeMeasure

心身障害児総合医療療育センター整形外科

○ 深澤克康，君塚葵

【目的】骨形成不全症は，1型コラーゲンの遺伝子

異常に由来する先天性結合組織性疾患であり，骨

脆弱性を主徴とするため四肢，体幹の変形を来た

す．下肢に比べて上肢の骨折，変形は少ないもの

の，歩行障害を伴う患者において上肢は，移動能

力を左右する重要な因子であり，その機能評価は

重要である．一方,DASHスコアは，筋骨格系に

障害のある患者の上肢機能に関わる能力低下を評

価するために作られたスコアリングシステムであ

り，近年様々な疾患，手術成績の評価に用いられ

ている．そこで今回我々は骨形成不全症患者に対

して，この評価法が有用であるか検討したので報

告する．

【対象と方法】対象は，当センターに通院中の骨形

成不全症患者，男3名，女7名，計10名とした．調

査時年齢は3-22歳であり，平均8.8歳であった．日

本語版DASHスコアを求め，レントケン上の上肢

変形角度（上腕，前腕の変形角度の和）と肩/肘／

前腕の関節可動域,bonequalityの指標として5段

階評価した移動能力，さらに小児の運動機能障害

における機能評価法の一つであるpediatricevalu-

ationdisabilityinventorysystemを調査し，それ

ぞれとの相関の強さを調べた．

【結果】DASHスコアの平均は,37.6(10.8-71.1)

であった．DASHスコアと上肢変形角度，移動能

力の各々 との間に相関(lrl≧0.4)を認めた．また

PEDIの構成項目であるmobility機能,selfLcare

機能とも相関(1rl≧0.4)を認めたが,DASHス

コアと可動域の間には相関はなかった(lrl<0.2).

【考察】日本語版DASHは骨形成不全症患者の上肢

機能評価に有用であった．一方，骨折の多発する

小児期が治療対象となることが多い本疾患におい

ては，小児を対象とした質問設定や年齢の相違に

よる基準値の作成が望まれる．

2Pe34

Swanson修飾分類による上肢先天異常の

分類

ModifiedSwansonClassificationofCongenital

UpperLimbAnomalies

1山形大学整形外科,2LOYOLA大学シカゴ

○金内ゆみ子',TerryR.Light2,高原正利1,
荻野利彦’

【目的】1976年国際手の外科学会が認めた

Swanson分類では，中央列多指，合指症および裂

手症はそれぞれ異なった範晴に分類されている．

しかし，臨床例ではこれらの異常は，しばしば同

一患者の同一肢や両側肢に様々な組み合わせで合

併し出現する．動物実験でもこれらの異常が，同

一の原因で同一時期に誘発されうる症候群である

ことが示され，これらの異常を指列誘導異常とい

う同一の範鴫に分類することが提唱された．この

概念は1996年に日本手の外科学会のSwangon修

飾分類に取り入れられた．しかし，本法を用いた

臨床報告は少ない､今回我々は本法を用いて臨床

例を検討した．

【患者と方法】1980年から2001年，シカゴの

LOYOLA大学およびShT･iners病院の外来を受診

した1311人，1781肢の上肢先天異常の診療録と

X線写真を用いてSwanson修飾分類を行なった．

【結果】形成障害:814肢(45.7%)，分化障害:312

肢(17.5％)，重複:136肢(7.6％)，指列誘導異常

212肢（12.0％)，過成長：16肢(0.9％)，低成長：

58肢(3.3％)，絞拒輪症候群:196肢(11.0％)，骨

系統疾患の部分症：26肢（1.5％)，その他：11肢

(0.6％）であった．新たな範鴫の指列誘導異常は

12.0％と3番目に多い頻度であった．他の報告と

比較し形成障害が多いことより，重症例の集まり

やすい病院の特徴が示された．
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当科における母指多指症の手術成績

OperativeOutcomesofThumbPolydactyly

'埼玉県立小児医療センター，2日本大学整形外科

○長尾聡哉'，佐藤雅人'，長岡正宏2，

龍順之助2

【目的】当科における母指多指症の特徴や術後成

績，問題点を明らかにすること．

【対象･方法】1983年4月以降に当科を初診した浮

遊母指を除く母指多指症は233例242手である．そ

の内訳を調査するとともに，術後成績を追跡しえ

た207例215手について手術方法・合併症などを

調査した．なお，経過観察期間は3カ月から18年

1カ月（平均4年9カ月）である．

【結果】性別は男児154例，女児79例，罹患側は

右133例，左91例，両側9例であった．Wassel分

類を調査しえた236手のうち，1型は10手，2型

は45手，3型は19手，4型は106手，5型は32手，

6型・7型は各12手であり，4型が最多であった．

併存疾患はダウン症候群が9例，対側に浮遊母指

を伴っていたものが8例，その他が17例であった．

4カ月から7歳7カ月で手術が施行されていた．手

術は全例に片側の余剰指切除を施行し，133手に

APB移行術を,16手に矯正骨切り術を併用してい

た．術後44手に指軸偏位，10手に関節不安定性，

21手に切除部の突出が残存し，18手で再手術が行

われていた．また，1手に瘻痛を伴う術後関節症性

変化を認めた．

【考察】当科では術後指軸偏位が残存する例が20.5

％と比較的多く,Wassel分類2型と4型のカニ爪

型に多い傾向にあった．特にカニ爪型は過去の報

告同様初回手術だけでは矯正できない例が多く，

近年では追加手術が必要である旨を家族に説明し

て矯正骨切りを同時に行わないことにしている．

また，経過観察の問題点としてはdropoutしてし

まう例が少なくない（106例，51.2％）ことが挙げ

られ，家族に対して長期経過観察の必要性をよく

理解してもらうことが重要と考えられた．

2Pe36

稀な痕跡型母指多指症の4症例

FourCasesofRareRudimentaryDuplicatedThumb

'山形大学整形外科，2山形県立日本海病院形成外

科

○菊地憲明'，荻野利彦'，高原政利'，

柏英雄2，渡邊忠良’

【背景目的】痕跡型多指症の報告は尺側に多く，生

下時に皮膚の小隆起性病変としてみられる．この

ような尺側列多指症はMcKuSickらによってpost-

oaxialpolydactylytypeB(痕跡型と浮遊型）と
して分類されている．しかし，母指多指症では痕

跡型の報告は渉猟しえた限り3例である．今回，我

々は稀な痕跡型母指多指症の4症例を経験し，興

味深い知見を得たので報告する．

【症例】症例1：女児．生下時から右母指MP関節

僥側に，細い繊維状の，一見乾燥した附属器を認

めた．切除し組織学的に調べた結果，平滑筋，小

血管，軟骨組織を認め，生体組織であることが判

明した．症例2:男児．右母指MP関節僥側に細い

茎部を有し，爪組織は無く，過剰指と思われる所

見を認めた．他に両側耳介形成障害，右顔面神経

麻痒を認めた．結紮処理を行った．組織学的に茎

部に拡張した小血管と軟骨組織と神経組織を認め

た．術後母指僥側の創部に小隆起が残存し，追加

手術で組織学的に神経成分を確認した．症例3:男

児．生下時から左母指MP関節僥側に細い茎部を

有し，遠位部の部分的壊死を伴った過剰指と思わ

れる所見があり紹介となる．結紮処理を行った．組

織学的には，茎部に組織学的に茎部に拡張した小

血管と軟骨組織と神経組織を認めた．症例4：男

児．生下時から左母指MP関節僥側に細い茎部を

有し，遠位部の部分的壊死を伴った過剰指と思わ

れる病変があり，小児科医により結紮され，自然

壊死，脱落に至った．

【考察】母体内で壊死切断，壊死消失に至る事が多

く，出生時には認められない母指多指症があるこ

とが推察出来た．症例2の結紮処理後にみられた

小丘疹状の変化が，小指尺側にみられる断端神経

腫として報告されているものと同様であり，この

ことから今迄推測であった断端神経腫の発生過程

が証明できた．
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Apert症候群の手に対する治療

TheTreatmentoftheHandinApertSyndrome

'大阪鉄道病院整形外科，2大阪市立総合医療セン

ター整形外科

○山本研'，日高典昭2，遠山雅彦’

【はじめに】Apert症候群は10-50万出生に1人，発

症するとされるまれな疾患であり，頭蓋骨早期癒

合症，眼球突出，上顎発育不全，合指症を主徴と

する．当科におけるApert症候群の手に対する治

療経験について報告する．

【症例および方法】症例は7例(男4例，女3例)で

Upton分類ではtypel:6手,ype2:5手,type3:3

手であった．手の手術を施行する以前に行われた

手術は平均2.7回で，主なものは頭蓋形成術(7例，

平均0歳6カ月)，気管切開（2例）であった．合

指症手術は原則として2回に分けて行ったが，初

回手術時年齢は平均1歳9カ月，2回目までの期間

は平均5ヵ月であった．手術方法は背側矩形皮弁

を用い，掌背側の皮切は直線とした．皮膚欠損部

には魚径部からの遊離全層植皮を行った．また2

例4母指の斜指症に対して矯正骨切り術を施行し

た．術後観察期間は平均18ヵ月（6-30ヵ月）であ

った．

【結果】合指症手術では骨･軟骨上に植皮を置かざ

るを得ない場合が多いため創治癒は遷延し，上皮

化に要した期間は平均34日（23-53日）であった．

1例にMRSA感染を生じたが保存的に治癒した．

機能的には，合指の分離によりつまみ動作の改善

がみられた．

【考察】Apert症候群は複数の診療科による多数回

の手術を要するため，各科で連携を取りながら総

合的に治療計画を立てる必要がある．また,Apert

症候群は多汗なことが多く周術期の感染予防には

十分注意する必要がある．

2Pe38

把持機能を考慮した裂手症裂隙閉鎖法につ
いて

IdealClosurefOrCleftHandwithUsefillGraspSpan

東京慈恵会医科大学形成外科

○森克哉，栗原邦弘，内田満，

武石明精

【目的】裂隙閉鎖に伴う隣接指との重なりは腱走行

異常，指軸変化，関節変形などいくつかの要素が

重なり引き起こされる．また，指裂欠陥を伴う症

例の裂隙閉鎖による指幅の縮小により把持幅の低

下をみる．広い把持幅を温存する裂隙閉鎖が求め

られる．

【結果】1968年より裂手症は112症例134手であ

り，骨膜又は屈筋腱腱鞘の利用による中手骨の引

き寄せおよびmultipleZ形成による皮膚閉鎖法に

ついて報告してきた．これらの長期成績から把持

幅を維持することにより隣接指との重なりを防ぐ、

方法を行う．指間を再建する指側面の短形弁から

三角弁を用いる，指列移行による把持幅の維持，腹

部有茎皮弁による裂隙の閉鎖を行っている．

【考察】把持幅を維持する局所皮弁による裂隙の閉

鎖は同部の陥凹変形を伴う．生来の指運動軸と運

動方向を維持した裂隙の閉鎖に腹部有茎皮弁を用

いた2手の結果を供覧し，利点・欠点について検

討・報告する．
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手指に発生した動静脈奇形(AVM)の手術

経験

OperativeTreatmentfOrArteriovenousMalfOrma-

tionoftheHand

広島大学整形外科

○杉岡敏博，砂川

來嶋也寸無，越智

融，鈴木修身，

光夫

【目的】動静脈奇形（以下AVM)は病変部が広範

囲に亘っていることがあり，また手指に発生した

場合，根治的切除と可及的治療のどちらを選択す

るべきか苦慮することも多い．我々がこれまでに

経験した手術症例の術後経過を検討し，手術的治

療の是非について考察を加えたので報告する．

【対象および方法】2006年までに我々が手術を行

った手指AVMのうち術後追跡調査が可能であっ

た9例を対象とした．発症時年齢は9歳から62歳

(平均30歳）で手術時年齢は19歳から71歳（平

均37歳）であった．Upton(1999)らの分類では

Fast-nowTypeA2例,WpeB6例,TypeC1例

であった．術後経過観察期間は7カ月から19年，平

均6年11カ月であった．

【結果】TypeAの全例,'rypeBの6例中2例でAVM

の完全切除を行い，最終調査時にもAVMの再発を

認めなかった.TypeBの残り4例とTypeCの1

例には部分切除を行い，4例は症状の再発を認め

なかったが，1例に術後2年目より切除部の周囲に

腫脹，拍動を認め再発と考えられた．一部の症例

には三次元CTangiographyを行い，術前は切除

範囲の決定に，術後は残存病巣部や拡張した静脈

の縮小の確認に利用した．

【考察】AVMに対しては完全切除を行えば完治が

期待できるが，手指に発生した場合，完全切除を

目指せば血管移植・吻合のみでは対応できず指列

切断まで要する場合があり，手の機能と外観の温

存を重視する場合，有症状部のみの部分切除も選

択の余地に加えるべきである．但し我々の経験で

は部分切除後の5例中1例に早期の再発を来して

おり，切除範囲の決定には個々の症例に応じ熟慮

し，且つ長期的な経過観察を続ける必要があると

考えられた．

2Pe40

類皮腫様形態を呈した先天性絞掘輪症候群

の1例

CaseofCongenitalConstrictionBandSyndrome

withDennalCyst

波田総合病院整形外科

○杉本良洋

【目的】先端合指を伴った先天性絞掘輪症候群に爪

を有する類皮腫構造を呈した稀な症例を経験した

ので報告する．

【症例】症例は生後6日初診の男児で健康な両親か

ら生まれた第3子である．家族歴に特記すべきこ

となし．妊娠経過は順調で38週1日で経膣分娩で

あった．生下時体重は30589で仮死もなく全身状

態は良好であった．右内反足，左足の2趾3趾に末

節骨欠損した有窓合趾を認めた．右手には示指に

絞掘溝，中指に絞拒輪があり，環指末節は欠損し

ていた．左手は示指中指環指にacrosyndactylyと

小指末節に欠損がみられた．

生後3ケ月で左示指中指環指のacrosyndactylyの

分離手術を行った．中指環指間を分離する際免､‐

estrationの遠位背側に皮切を入れると少量の漿

液が流出し，内部に空隙が存在していた．空隙は

環指の末梢部分におよび，爪を有する指先部が出

現した．中指尺側は内腔を裏打ちしていた皮膚で

覆い，環指は皮膚の反転部分を切離して遊離植皮

はせずに一次縫合が可能であった．余剰になった

皮層の病理検査では，外表の部分は嬢痕組織で，裏

打ちしていた皮膚は本来の皮膚構造を持った組織

であった．術後はかぐや姫のごとく現れた爪を含

んだ指先部も順調に発育していた．

【考察】Acrosyndactylyは先天性絞掘輪症候群の

表現型の一つであるが稀に類上皮腫の合併が報告

されている，その成因については先天性絞拒輪症

候群は胎生期の指放線形成後に何らかの障害が加

わって発症すると考えられていることから，

Acrosyndactylyにみられる企nestrationが皮下に

迷入したものという説もある．本症例にみられた

類皮腫の合併は先天性絞掘輪症候群の発症機序を

考える上でもきわめて興味深い知見である
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小児肘周辺骨折後の後遣障害とその治療

城山病院上肢機能再建術研究所所長

阿部宗昭

小児肘周辺骨折後にみられる後遺障害には，早期にみられるものと10数年あるいは数10

年経過してから症状がでるものがある．早期のものには，穎上骨折後の内反肘に代表される

変形と関節拘縮がある．変形の原因のほとんどは整復不良である．適切な初期治療が最も大

切であるが，生じた変形の治療は骨切り術でしか対処できない．拘縮は骨折の整復位が不良

であったり，脱臼の見逃しによって生じるが，不適切な後療法による異所性骨化によって生

じるものもある．小児の肘の拘縮は根気よい保存的治療で改善するものが多いが，中には拘

縮解離術や異所性骨化の切除が必要となることもある．

晩期に症状がでる後遣障害には，外穎骨折後の偽関節による外反肘，関節面の不適合によ

る変形性関節症，遅発性神経麻輝，不安定肘がある．外穎骨折後の偽関節は，受傷後数年以

内であれば偽関節部の骨接合でよいが，骨端線閉鎖後は骨切りによる矯正が必要となる．関

節症はまれであるが，関節面の不適合が強い例は人工関節でしか対処できない．遅発性麻痒

は外反肘や内反肘では尺骨神経麻痒が，陳1日性榛骨頭脱臼では後骨間神経が麻痒すること

がある．尺骨神経麻痒例は神経の前方移動だけで対処できるが，後骨間神経麻濾例は脱臼位

にある僥骨頭の切除が必要である．不安定肘は比較的新しい疾患概念であり，内反肘や外上

穎骨折後の偽関節では後外側回旋不安定症(PLRI)が生じることがある．内反肘ではPLRI

に似た病態である反復性僥骨頭後方脱臼が生じることもある．不安定肘は外側側副靱帯の

修復あるいは再建術で治療するが，骨切りによる変形の矯正を加えた方がよいこともある．

この講演では，上述の後遣障害の原因を含めた詳細と演者が行ってきた治療法を中心に

述べる予定である．
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講師略歴

阿部宗昭（あくむねあき）

城山病院損傷・機能再建センター上肢機能再建術研究所所長

略 歴

昭和41年3月

昭和45年5月

昭和54年11月

昭和58年5月

昭和59年1月～8月

昭和62年8月1日

～30日

平成8年4月

平成16年4月

平成18年4月

平成18年4月

大阪医科大学卒業

大阪医科大学助手

大阪医科大学講師（整形外科学教室）

大阪医科大学助教授（整形外科学教室）

TheCampbellClinic(MemphisTennessee)留学
(Dr.LeeMilfbrd)

Verona大学(Italy)ProfDeBastiani

BerufSgenossenschaftlicheUnfallklinik(Tubingen)ProfWeller
Lausanne大学(Switzerland)AssociateProf.Narakas

大阪医科大学教授（整形外科学教室）

関西大学特別任用教授（先端科学技術推進機構）

大阪医科大学学生部長（平成11年6月～平成15年5月）

同副院長（平成16年4月～平成18年3月31日）

大阪医科大学名誉教授

春秋会城山病院損傷・機能再建センター上肢機能再建術研究所所長
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CRPSについて

筑波大学大学院人間総合科学研究科

落 合 直 之

ComplexRegionalPainSyndromeは，整形外科医にとって恩ll染みがないがRSDと同義

で，外傷･疾患を期に四肢の異常な瘤痛，腫脹，関節拘縮，皮層変色を主徴とする病態であ

る.KozinがRSD症候群と呼んだように，本態は依然不明で同一原因ですべてのヒトがな

るわけではない．体質，精神，交感神経系等が複雑に絡む．

Ijankfbrdは，四肢の外傷や神経損傷の有無で分類し，末梢の感覚神経の損傷ではminor

causalgia,混合神経の本幹の部分損傷ではmajorcausalgia,神経損傷無く軽度外傷に続発

するものをminortraumaticdystrophy,手の挫滅やColles骨折後の手根管症候群を合併

するようなものをm"ortraumaticdystroPhy,肩や頸部の外傷や内臓疾患後のものをShoul-

derHandSyndromeとした．

1994年IASPは神経損傷の有無で大別し神経損傷無しをCRPStypel,神経損傷有りを

CRPSype2と分類した．Hardenは，この検証を行い1999年に新たな診断基準をだした．

日本でも日本麻酔科学会を中心に厚労省委託のCRPS診断基準作成作業がHardenに準じ

た4つの範嬬(感覚障害，皮膚温度障害，発汗障害，運動・栄養障害の症状と徴候の組合わ

せ）の因子分析で行われている．

近年，稲田有史らはpolyglycolic-acidcollagen(PGA-C)tubeからなる人工神経を用い，

CRPStype2で良好な成績をえた．もしcausalgiaが治癒するのならCRPSypelと2は

似て非なる別の症候群と考えるべきである．

今やかくのごとく診断基準，疾患概念の大転換が迫られている．現状ではCRPSTypel

に対する画期的な治療法はなく，最善はCRPSを作らないこと，初期に迅速に対応すること

である．
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講師略歴 鎌、“》，

落合直之（おちあいなおゆき）

筑波大学大学院人間総合科学研究所

｜＝略歴

昭和48年9月東京大学医学部医学科卒業

｡ゞ
昭和48年10月～東京大学医学部附属病院整形外科研修医

昭和51年7月～湯河原厚生年金病院整形外科医貝

昭和52年7月～JeffbrsonMedicalCollegeOfThomasJeffbrson

University(米国）整形外科、HandResearchFellow

昭和56年1月～虎ノ門病院整形外科医貝

昭和59年8月～三楽病院整形外科科長

昭和61年4月～東京大学医学部附属病院講師

平成3年7月 ～東京大学医学部講師

平成4年4月 ～ 関 東 逓 信 病 院 整 形 外 科 部 長

平成11年2月～筑波大学臨床医学系教授，整形外科

平成12年4月～筑波大学附属病院リハビリテーション部長併任

平成16年4月～国立大学法人筑波大学大学院人間総合科学研究科教授

平成18年10月～国立大学法人筑波大学次世代医療研究開発・教育統合センター長
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3

外傷性腕神経叢損傷の診断と治療

DiagnosisandTifeatmentofTraumaticBrachialPlexuslniury

小郡第一総合病院整形外科

服 部泰 典

腕神経叢損傷(以下BPI)は，分娩時に損傷を受ける分娩麻痒と主に交通外傷により損傷

を受ける外傷性BPIがあるが，分娩麻痒は近年の予防策の普及により新鮮例は減少してい

る．外傷性BPIは，ほとんどが若年者のオートバイ事故によるものであったが，最近では

救命医療の向上により重症多発外傷の生存者の中にも見られることが多くなった．BPIは

上肢の最も重篤な末梢神経損傷であり，早期に正確に診断し，治療方針を立てる必要があ

る．

BPIの臨床診断は，麻輝の部位により従来から全型，上位型，下位型に分類されるが，下

位型は実際の臨床で遭遇することはほとんどない．上位型はC5,6型,C5,6,7型,C5,6,7,8

型に分類されるが，麻溥の程度により診断するのは困難なことがある．診断には麻揮型とと

もに，節前損傷と神経修復が可能である節後損傷の鑑別が重要であり，特に全型損傷では

C5,6根が節後損傷であることが少なくない．上位神経根より分岐する長胸神経(前鋸筋)の

機能の有無が重要で，画像診断では脊髄造影やMRIによる髄膜瘤の存在が節前損傷を強く

示唆する所見となる．術前の検査により診断を絞り込み，最終的には展開術と電気生理学的

検査により確定する．治療法は，神経修復術が可能ならば第一選択となるが，肩･肘機能再

建には肋間神経や副神経を使用した神経交差縫合術が適応されることも多い．また，最近で

は上位型に対しては尺骨神経部分移行術による肘屈曲機能再建の有用性が報告されている．

肩･肘機能再建では神経交差縫合術により良好な機能回復が得られるが，全型損傷の手指機

能再建に対しては筋肉移植が唯一の方法である．

本講演では，外傷性BPIの診断と治療法について，肋間神経移行術など本邦の優れた先

駆者の業績から筋肉移植や健側第7神経根移行術などの最新の治療法について述べ,BPIの

診断と治療の現状について解説する．
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講師略歴

服部泰典（はっとりやすのり）

小郡第一総合病院整形外科部長
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山口大学医学部卒業

山口大学医学部附属病院整形外科

島根県立中央病院整形外科

山口大学医学部附属病院整形外科

東北大学運動機能再建学教室

山口大学医学部附属病院整形外科

小郡第一総合病院整形外科

台湾ChangGungMemorialHospital形成外科，

MicrosurgeryClinicalFellow

小郡第一総合病院整形外科

同部長

一
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4

外傷性関節拘縮の診断と治療:Splinting,Capsulotomy,Tenolysis,

DiagnosisandTreatmentofPosttraumaticContractureoftheHand

聖隷浜松病院手の外科マイクロサージャリーセンター

斎 藤英 彦

外傷性拘縮の種類と鑑別法

皮層性：皮層の緊張を減じる肢位にすると，関節可動域は増す．

関節性（関節内癒着，関節破壊):X線で関節内に及ぶ外傷の所見がある．

関節包・靭帯性:関節破壊の所見がなく，関節包，靭帯の拘縮，関節周囲の腱癒着によ

るもの．指背腱膜癒着によるPIP伸展拘縮,FDS腱癒着を伴うPIP関節屈曲拘縮．

腱性：前腕遠位，手掌・手背部の腱癒着によるもので，指関節自体の拘縮はない．

筋性:筋伸縮幅が減少するため，介在関節の位置により手指関節の可動域が変化する．

Intrinsicplusテストまたはextrinsicplusテスト陽性．

*PIP関節の屈曲障害:Intrinsicplus,extrinsicplusの他にlumbricalplusがある．

複合要因(crushinjury,pressinjury後遺症など）

■
●
●
●

Ａ
１
２
３

●
●

４
５

6．

拘縮の治療原則

浮腫の軽減:emeurage,looping,弾力包帯

Jointstretching:ROM訓練,splinting前に必ず行なう．

Splinting

l）伸展拘縮に対するsplint

a・手指の高度拘縮に対する最初のsplint:全指用Hunterstrap,一指用Capner

strap

b・個々の関節用:knucmebender,PIPflexionstrap,DIPflexionstrap

2）手指屈曲拘縮に対するsplint

a.MP～PIP関節の拘縮に対する最初のsplint:板バネ製jointjack

b・個々の関節に対するsplint:safbtypinsplint,jointjack,springsplint

3）母指内転拘縮：タイヤスプリント,turnbuckle型

ROMexercise:Active,activeassistiveが基本．Passiveはselfpassiveだけ．

■

●
●
●

Ｂ
１
２
３

4．

C.手術のタイミングと手術法

受傷後嬢痕が成熟するまで待ってから行う．不十分なハンドセラピーのまま手術をする

と，より大きな手術を要する．術後腱癒着や関節拘縮が再発しても立て続けに手術をしな

い．
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1．拘縮の種類別手術法

皮層性拘縮。Z形成，局所皮弁，全層植皮，遊離皮弁移植

関節包・靱帯性。capsulotomy,関節包。靭帯性十腱癒着=>capsulotomy+tenolysis

筋性拘縮(Volkmann)=p腱延長,flexorslide,腱切離（二次的に腱移行）

2．関節の拘縮解離と腱剥離術

関節だけの処置で済むか腱剥離を合併しなければならないかの見極めが重要．術前の

セラピーで拘縮がなくなってflexionlag,extensionlagになっていれば腱剥離だけで

よい．

3．代表的な拘縮解離術

a.MP伸展拘縮解離：伸筋腱剥離，掌側板剥離の必要性の有無の判断が重要．腱帽を

持ち上げて両側の側副靭帯索状部切離．腱剥離が不要なときはpercutaneouscap-

sulotomy

b.PIP伸展拘縮解離:指背腱膜剥離後の再癒着は必発．指伸筋腱だけを残し，側索部

を切除．

c.PIP屈曲拘縮解離:FDSslipsの剥離または切離

d・PIP伸展屈曲拘縮：同時に両方の解離は行なわない．程度の強い方から解離術を行

なう．

e｡Intrinsicplus拘縮解離：骨間筋腱切離または側索部切除

f・母指内転拘縮解離：第1背側骨間筋・母指内転筋の解離,CM関節包切開，鋼線に

よる母指最大掌側外転・焼側外転中間位に保持．

4．後療法:最小限のガーゼをあて，ギプスで矯正位を保持．術後2,3日目に矯正位保持用

splintを装着．手術創の治癒過程による術後拘縮の再発とそれに対する対策も重要．

拘縮治療中の運動訓練中に発生する問題点

CPM概念の導入による拘縮治療の混乱:CPMは拘縮解離術後，人工関節置換術後の

ROM維持のために用いられるが，拘縮関節に対する他動運動を是認するものではな

い．

手指他動屈曲による屈筋伸筋同時収縮運動障害

関節軟骨の破壊

CRPS

■
●

，
１

●
●
●

２
３
４

E｡拘縮治療の限界：外傷の大きさ（プレス外傷など）と手全体の機能からみた治療法の選

択

1．指列の機能分離：示・中指列と環・小指列の機能分離

2．PIP関節伸展拘縮に対する中央索切離十屈筋腱剥離術，二次的伸筋腱再建
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講師略歴 ；脳

斎藤斎藤英彦（さいとうひでひ こ）；:ゞ
聖隷浜松病院手の外科.ﾏｲｸﾛｻｰジｬﾘｾﾝﾀｰ長§〆

：j
雛､f i

,11
蟹 #

…

(Albany,NY,USA)整形外科レジデント

昭和49年9月（主任:ProfCrawfbrdJ.Campbell)

昭和49年10月Dr.HaroldE.Kleinert(Louisville,KY)手の外科クリニカルフエロー

昭和50年9月AmericanBoardofOrthopaedicSurgery専門医

昭和53年3月新潟中央病院院長

昭和61年1月新潟大学附属病院講師

昭和62年7月新潟大学附属病院助教授

平成5年4月聖隷浜松病院整形外科部長

平成10年4月聖隷浜松病院副院長

平成13年2月香港ChineseUniversityVisitingProfbssor

平成14年4月聖隷浜松病院手の外科・マイクロサージヤリセンター長
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5

MicrosurgeⅣを用いた手指機能再建

帝京大学整形外科

黒 島永嗣

昨今は簡単な損傷でもMicrosurgeryによる皮弁が多用される傾向にある．しかし,Mi-

crosurgeryが必須と一見して思われる症例でも，従来の方法で治療が可能な例も実際は多

く，研修では多様な治療方法を知るべきである．手の外科医は，重要な指動脈を犠牲にする

方法を安易に選択すべきではない．

Microsurgexyに習熟してくると，より高度の治療手技が可能になり，成績も向上する．こ

の成績向上を，後年に採用した手技･術式によると誤解しやすい．例えば切断指再接着の不

成功は，管理と「吻合の失敗｣である．しかし，自己の技術向上により可能となった静脈吻

合や吻合血管数（発見できる技量や損傷程度に依存）の問題にすり替えられることが多い．

失敗情報の特性は「隠れたがる」「変わりたがる」「消えたがる」であることを銘記したい．

「爪」は指らしさを決定づけている重要要素である．また指関節の中でPIP関節は重要か

つ再建が困難であった．Microsurgeryにより足趾(関節)が再建によく利用されている．し

かしdonorである足に障害を残すべきではないし，そもそも足趾（関節）の機能と形態は，

明らかに手指と異なる．そこで関節再建では，同じ手･指の中の｢関節配置換えによる機能

向上」という概念に基づいた再建法（有茎血管柄付きDIP関節移行）を考案した．また，

｢donorを一期的創閉鎖」することを主眼に1/2母趾爪皮弁の術式を考案し，高倍率顕微

鏡・高解像度超音波断層機器の開発とともに改良を重ねてきた．

従来は専門医を対象にした春期研修会だが，若い先生を対象にせよとの依頼なので，前半

はMicrosurgeryの基本手技を，後半はより専門的に，ビデオを示しながら説明する．
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黒島永嗣（くるしまながつぐ）

帝京大学医真菌研究センター教授／医学部整形外科教授

昭和53年

昭和60年

昭和63年

平成3年

平成9年

平成12年

平成13年

平成15年

東京大学卒業

同大学整形外科助手

WestVirginiaUniversity留学

東京大学医学部講師

東京都立府中病院整形外科医長

東京都立北療育医療センター整形外科医長

帝京大学医療技術学部義肢装具学科準備室教授

同大学医真菌研究センター教授

医学部整形外科教授（兼担）
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6

前腕bipolar損傷

慶應義塾大学整形外科

中村俊 康

前腕bipolar損傷は狭義には遠位僥尺関節(DRUJ)と近位僥尺関節(PRUJ)に同時に

脱臼または骨折を生じる外傷で,DRUJとPRUJが同時に脱臼するbipolardislocationと

僥骨頭の骨折とDRUJの脱臼が同時に生じるEssex-Lopresti骨折が含まれる．対象範囲を

手関節と肘関節に拡げて広義のbipolar損傷として舟状骨骨折と僥骨頭骨折の同時発生例を

含める報告もある．また,Essex-Loprestilesionとして僥骨頭の粉砕骨折と僥骨のproximal

migration(longitudinalradioulnardissociation:LRUD)を強調する研究者もある．い

ずれにしても高所などからの転落の際に前腕に長軸力と回旋力が合併して生じる外傷と考

えるとわかりやすい．前腕bipolar損傷が生じるためには力の加わる方向，骨性アライメン

ト，軟部組織損傷が深く関与する．

演者はEssex-Lopresti骨折の自験例の検討から，前腕bipolar損傷を主に長軸力主体で生

じ，榛骨頭の粉砕骨折とLRUDを生じる長軸力優位型と回旋力が主体で生じる回旋力優位

型に分類した．長軸力優位型では榛尺骨を連結する輪状靭帯,TFCC,骨間膜のいずれにも

損傷が生じ，回旋力優位型では少なくとも骨間膜には損傷が生じない．

治療は長軸力優位型ではDRUJ,PⅢ刀の治療に加え，骨間膜の再建が必要で，一方，回

旋力優位型では骨間膜の再建などを必要としないため保存療法またはDRUJの修復のみで

十分となる．

本講演では前腕bipolar損傷のみならず，本損傷で必ず損傷されるTFCCについても解説

する．前腕bipOlar損傷ほあまり頻度が多い損傷ではないが,着地した際の手関節の角度に

よってははるかに頻度の多いMonteggia脱臼骨折やGaleazzi脱臼骨折が生じうる．この点

についても検討してみたい．
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講師略歴

中村俊康（なかむらとしゃす）

慶應義塾大学医学部整形外科学専任講師

略歴

昭和63年3

11H和63年5

平成6年4

平成6年7

平成7年8

平成8年5

平成10年7

月

月

月

月

月

月

月

平成11年10月

平成12年11月

平成16年9月

平成17年

平成17年

平成18年

平成18年

6ノI

9月

3月

7月

慶應義塾大学医学部卒業

慶應義塾大学医学部研修医（整形外科）

慶應義塾大学医学部助手（専修医） 蕊&「患
#

東京都済生会中央病院出|可（平成7年7月まで）

藤田保健衛生大学医学部助手（整形外科学）

藤田保健衛生大学医学部講師（整形外科学）

ResearchFellow,OrthopaedicBiomechanicsLaboratory,
MavoC]inic/MavoFoundation

レ ン

ResearchFellow,HandCenterofWesternNewYork,

StateUniversitvofNewYorkatBuffalo
咳

慶應義塾大学助手（医学部整形外科学）

VisitingProfbssor,DepartmentofOrthopaedicSurgery,

FacultyofMedicine,ChineseUniversityofHongKong

慶應義塾大学整形外科手の外科班チーフ

慶應義塾大学医学部学部内荊師（整形外科学）

VisitingProfbssor,DepartmentofOrthopaedics,PerugiaUniversity,Italy

慶應義塾大学医学部専任講師（整形外科学）
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ADANI,Robert S42

ADDOSOOm,AhmadS63

AL-SHAWI,Anmar S60

AMADIO,Peter S248

AMORICO,M.G.S42

AN,Kai-Nan S248

BAEK,GooHyunS69,S82,S99,

S102,S176,S262

BERGER,RichardA.S209

BI R CH,RolfeS62

BROWN,W.PaulS20

BUCHOLZ,RobertW.S161

BUFORD,WilliamL.Jr. S192

CARLSTEDT,Thomas S62

CARTER,Peter S113

CHAN,Yat-faiS55

CHANG,James S16

CHIANG,Yuan-Cheng S112

CHONG,Alphonsus SI6

CHOW,Yuk-yin S55

CHUANG,DavidChwei-Chin

S137

CHUNG,KevinCS160

CHUNG,MoonSang S69,S82,

S99,S102,S176,S262

D E V ,ParvatiS20

EZAKI,MarybethS113,S179

FACCA,Sybille S32,S236

HLAN,S.L.S37

GONG,HyunSikS69,S82,S99,

S102,S176,S262

GOUZOU,St6phanie S32,S236

GRUNERmJORGs35

GSCHWIND,Claudia S60

HENTZ,VincentR．S118

H ILE,M、S37

HO,P.C、S184

HTUT,Min S62

HUNG,L.K.S153,S184

JAKUBIETS,M.S35

JAKUBIETS,R.S35

JEON,In-Ho S182,S205,S272

mM,JiHyeung S176

mM,JinYoung S102

Knm,Poong-TaekS182,S205,S272

KIM,SaeHoon S262

KLOSS,D．S35

演者索引

KORTMG,Oliver S32

L A D D , A m y L.S20

LECLERCQ,Caroline S118

LEE,SangKiS69,S82,S99

LEE,Seung-Man S205,S272

LEE,YoungHo S69,S82,S99

L E U N G , P . C .S153

LIGHT,TerryR.S19,S273

LIVERNEAUX,PhilippeS32,S236

MAHAISAVARIYA,Banchong

S138

MANSKE,PaulS162

McKENZIE,C、S37

MIN,Woo-Kie S205

O'DRISCOLL,ShawnW.S156

OH,Soo-Hoon S272

OISHI,Scott S113

PAAVILAINEN,PasiS38

PHAM,Hung S16

RIBOH,Jonathan S16

RYU,Jaiyoung S120

SEITZ,WilliamH・Jr. S56

SONGCHAROEN,PanupanS138

S T R I C K , M . J.S37

SZABO,RobertM.S119

TANG,JinBo S36

T A R A L L O , L.S42

TARK,Kwan-ChulS159

TATA,C.S42

TAY,Shian-Chao S209

TONKIN,MichaelA．S37,S60

TSE,W.L.S 184

VATHANA,Torpon S138

VIEGAS,StevenF．S48,S192

VILKKI,SimoK.S38

WAHEGAONKAR,Abhijeet

S60,S63

WALSH,W､R、S37

WILLIS,Kingsley S20

WONGTRAKUL,SaicholS138

ZHAO,Chunfeng S248

【あ】

相木比古乃

青木伸峰

青木孝文

S149

S68

S82,S247

青木光広

青野

青柳

青柳

青山

赤石

明石

勝成

和也

孝彦

広道

諭史

健一

赤堀脩

秋田定伯

秋田鐘弼

秋月種高

秋本峰克

阿久津祐子

麻 田 義 之

浅見昭彦

朝村真一

安食孝士

芦田多喜男

麻生邦一

阿 達 啓 介

足立智

足立崇

渥美義仁

穴山聡

阿部麻美

安部伊知朗

阿部幸一郎

阿部耕治

阿部正隆

阿部宗昭

安部幸雄

阿部圭宏

天門永春

尼子雅敏

天谷信二郎

綾宣恵

新井猛

新井

新井

荒木

荒木

荒木

荒田

健

哲也

剛

成彦

正成

順

S23,S111,S114,

S146,S149,S158,

S162,S208,S212

S265

S152

S207

S39

S68

S34,S155,S188,

S219,S235

S149

S183

S61

S92

S152

S111

S178

S235

S272

S70

S237

S23,S166,S175

S68

S249

S15,S64

S270

S27,S133

S77,S126

S57

S262

S228

S4

S10,S21

S128,S154,S211

S134

S238

S204

S240

Sll

S33,S88,S205,

S215,S254

S257

S87,S202,S203

S107

S53

S47

S66,S72



岩瀬わかな

岩 田 佳 久

岩本幸英

荒武正人

有薗 行 朋

有冨健太郎

有野浩司

有光小百合

磯貝典孝

板寺英一

市 川 亨

市瀬彦聡

市村晴充

伊坪敏郎

伊藤和生

伊藤聡一郎

伊 藤崇

伊藤博元

S174

S167,S270

S25

S80

S27

S132

S186,S204,S258

S76,S136,S164,

S199,S208

S29,S104,S122

S205

S71,S183

S272

S18,S47

S28,S232

S24,S51,S263

S57

S172

S183,S185

S30,S57

S4

S48,S82,S190,

S194,S247

S145

S206

S141

S156,S220,S230,

S238

S186,S187,S222

S150

S80

S243

S269

S74,S203

S251

S129

S200

S70

S23,Slll,S114,

S146,S158,S208,

S212

S127

S5

S31,S143

S225,S239

S96

S99

S44,S144

S186,S187,S194,

S222,S268

S271

S177,S234

S14,S141

S144

S256

S74,S203

S108

S78,S109,S121,

S130,S169,S261

S92,S95

S14,S93

S132

【う】

植田直樹

植田康夫

植野映子

上野幸夫

上羽康夫

上村卓也

臼井透

薄井知道

臼田修二

内田淳正

内田和宏

内田源太郎

内田満

内田龍志

内山茂晴

S21

S267

S210

S230

S8

S265

S202

S85,S227

S257

S171

S166,S175

S71,S73,S100

S275

S96

S18,S146,S147,

S172,S176,S188,

S224

S257

S222

S87

安藤

安藤

安楽

佳幸

亮

邦明

【い】

伊木秀郎

生田宗博

生田義和

池上章太

池 上博泰

伊藤

伊藤

伊藤

稲垣

裕
康
え
記

正
恵
り
克

S95,S98

S243

S10,S54,S116,S212

S224

S17,S127,S166,

S192,S210,S214,

S221,S246,S250

S58,S190,S198,

S259

S74,S103,S248

S67

S234

S31

S83,S139

S21,S117,S241

S80

S7

S235

S163,S168

S188

S54,S66,S72,S115

S78,S130,S169,

S261

S152

S77,S126

S156

S238

S151

S127

S54,S108

S28,S108,S116,

S131

S99

S131

S52,S232

S15,S64

S194

S16

S33,S215,S254

稲垣弘進

稲田有史

稲葉裕

犬丸敏康

井上香奈子

井上五郎

井上貞宏

井上林

井上英豪

井上泰一

射場浩介

池口良輔

池田

池田

池田

池田

池田

伊佐

石井

石井

石井

石垣

石垣

石川

石川

和夫

慶裕

真一

全良

崇

智博

克志

清一

英樹

大介

範夫

浩三

淳一

梅澤

梅原

浦田

弘
史
郎

明
憲
士

【え】

恵木丈 S34,S155,S235,

S237

S48

S104

S163

S26

S31,S134,S143,

S245

S272

S86

S70

純
一
淳
誠
樹

荘
龍

伊原公一郎

茨木邦夫

今井克己

今井晋二

今井龍太郎

今 泉 督

今泉泰彦

今枝敏彦

江口

江尻

江藤

榎本

江畑

心介

肇

大樹

博之

正和

隆

利広

治

石川

石川

石川

石川

石川

石黒

石河

石田

遠所

遠藤

遠藤

瑞拡

宏治

照顕

今田

今谷

井村

井本

入江

入澤

岩崎

岩崎

英明

潤也

貴之

憲志

徹

太郎

一夫

倫政

【お】

王 巍

大 井 宏 之

大泉尚美

大 江 隆 史

大川卓海

大木豪介

大茂壽久

S57

S27,S85,S93,S162

S109,S130

S16,S214

S47,S53

S144

S2,S39,S97,S130,

S247

S11

S117,S241

石田有宏

石突正文

石橋嘉津雄

石原昌幸

石丸雅巳

石山典幸

泉 山公

岩澤

岩城

岩瀬

直
修
士

幹
啓
嘉

大嶋直人

大城亙



大数加光治

太田栄一

太田壮一

太田剛

太田 憲 和

大田大良

大谷和裕

大塚弘剛

大中博司

大西量一郎

大西秀明

大野晃靖

大野義幸

大橋弘嗣

大 原鐘敏

大藤晃

大渕聡己

大迎知宏

大村威夫

大山峰生

大脇義宏

岡久仁洋

奥村

奥山

尾崎

小笹

長田

長田

長田

納村

小澤

織田

弥
子
文
宏
重
哉
介
希
剛
崇

訓
敏
泰
伝
夏
龍
直

加藤

加藤

加藤

加藤

一
樹
佳
之

宗
直
久
博

S43

S140

S260

S30

S17

S216

S132,S213

S49

S236

S79

S269

S177,S236

S79,S89

S29,S104

S140

S236

S31,S143

S76,S88,S164

S171

S269

S109

S52,S136,S164,

S199,S208

S31

S127,S177

S43,S226

S60,S83,S139

S61,S75

S103,S258

S91

S155,S197

S222

S265

S21,S241

S34

S72

S15,S64

S81

S25,S59

S6,S13,S17,S22,

S129,S165,S168,

S182jS183,S185,

S193,S273,S274

S171

S46

S68

S147,S249,S253

S88,S164

S85

S162

S61､

S166,S185,S250

S126

S146

S45,S207

S214

S221

S74,S248

S92

S23,Slll,Sll4,

S146,S158,S212

S148,S245

S218

S125,S228

S89,S94,S116,

S131,S151,S191,

S219,S276

S84

S57,S163,S170,

S210,S267

S84,S123,S165,

S225

S214

S47,S53,S123,S165

S238

S186

S62,S258

S240

S18,S109,S146,

S147,SI69,S172,

S176,S188,S224,

S261

S13

S207

S126

S124

S22,S273

S142,S218

S212

S21,S117,S241

S155,S235,S237

加藤義洋

可徳三博

門田康孝

角西寛

金内ゆみ子

金谷貴子

金 谷 耕 平

金谷文則

金 城 養 典

金田栄志

金田藤香

鎌田真彦

神谷実佳子

亀井秀造

亀井陽一

亀田雅博

亀田正裕

亀 渕 克 彦

亀山真

鴨居史樹

唐 島 大 節

河 井 秀 夫

川勝基久

川 上 裕 史

川上亮一

川口浩

河越宏之

川崎恵吉

川島秀一

川野健一

河野正明

川端確

川端秀彦

川原奈津美

河原芳和

河村健二

河村直

川村達哉

神澤将士

広
良
介
夫

道
健
光

織田

小田

越智

越智

S271

S174

S140

S186,S187

S45,S207

S220

S174

S45,S207

S234

S175,S270

S53

S107

S61,S133

S108

S80

S104

S16

S54,S212

S220,S230

S17

S25,S62

S194

S196

S167

S233

S230

S135

SI4,S141

S92,S95

S271

落合聡子

落合直之

小野浩史

小原由紀彦

面川庄平

折戸啓介

岡義範

小笠博義

岡崎敦

岡 崎 真 人

岡島誠一郎

岡田潔

緒方英

岡 田 充 弘

岡 野 昭 夫

岡野 匡 志

岳原吾一

岡本 光 史

岡本仁

小川浩司

小川太郎

沖永 修 二

荻野利彦

【か】

貝田英二

香川好男

柿木良介

S110jS255

S206

S58,S190,S198,

S259

S166

S76

S207

S139

S139

S44,S144,S268

S22,S274

S126

S152

S54,S191,S212

S149

S26,S34,S122,

S155,S188,S197,

S219,S265

S254

S67

S128

S142,S257

S12

加来信広

蔭山敬久

笠原貴紀

梶彰 吾

梶ひろみ

加地良雄

柏英雄

柏木 聡

柏木慎也

梶原了治

春日慎一

香月憲一

荻 原弘晃

奥 井伸幸

奥田 貴久

奥 津一郎

奥野宏昭

小熊雄二郎

奥村修也

勝碕

勝田

勝部

勝見

加藤

讓児

康裕

浩介

泰和

貞利

【き】

菊地臣一

菊地憲明

S104

SI3,S17,S165,



幸治

新一

正人

陽子

昌弘

一也

永嗣

健人

近藤

近藤

２
３
１
２
Ｓ
Ｓ

真
稔

栗山

栗山

黒川

黒川

黒坂

黒沢

黒島

黒住

S195,S228

S178

S98

S229

S142

S66

S70

S134

S168,S183,S185,

S193,S274

S213

S246

S90,S152

S271

S219,S276

S236

S207

S170,S256

S148

S98

S88

S87,S109,S203

S229

S65

S21

S151

S273

S30

S70

S54,S212

S252

S267

S125,S163,S269

S192

S40,S83

S21,S117

菊池啓

菊地淑人

木佐貫修

岸 和彦

來嶋也寸無

岸本哲朗

北川範仁

喜多島出

北 野岳史

北 山稔大

橘川薫

鬼頭満

衣笠情人

木野義武

木下光雄

木股敬裕

君塚葵

木村長三

木村理夫

木森研治

喜安克仁

許表措

清重佳郎

桐 山善守

金潤壽

金城政樹

【さ】

賓吉拉夫S57

雑賀建多S177,S234

齋藤育雄S31

斉藤忍S106,S215,S231

齋藤貴徳S15,S64

斉藤毅S210,S211

斎藤知行S43,S48,S80,S141,

S226,S230

斉藤治和Slll,S139

斎藤英彦S27,S85,S162

斉藤政克S132,S213

斉藤宗樹S80

齋藤良輔S220,S227

佐伯和彦S107

三枝康宏S77

酒井昭典S2,S39,S97,S130,

S247

坂井健介S200

酒井新介S94

酒井直隆S186

堺慎S223

坂中秀樹S65,S105

坂野裕昭S43,S48,S226,S230

坂本和陽S102,S255

坂本相哲S44,S59,S63,S67,

S189,S195,S260

佐久間隆S197

佐久間雅之S65,S69,S244

佐々 木康介S122,S188,S197,

S219

佐々木淳也S165

佐々木孝S237

佐々木英幸S225

佐々木宏S69,S244

サッキャイソラマン

S102,S255

佐 藤 攻 S 2 6 3

佐藤和毅S166,S185,S221,

S250

佐藤公-S271

佐藤啓二S202

佐藤公治S172

佐藤純S259

佐藤吏S232

佐藤哲也S30,S131

佐藤信隆S27,S133

【け】

元田英-S187
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晴
貴
勲
男
郎
毅
樹
洋
早
子
樹
雄
聡
之
祥
人
宗
彦
晃
一
彦
渉
三
宣
正
司
一
勉
也
香
雄
一
弘
則

１
康
淑
久
次
直
幸
亜
英
義
忠
寛
成
顕
昭
真
治
泰
康
明
英
康
徹
由
建
浩
晃
秀

｝
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慎
保
池

Ｉ
池
嶋
田
野
分
分
府
久
坂
坂
島
平
谷
玉
玉
月
藤
藤
藤
藤
藤
西
畠
林
林
林
林
林
林
永
太
藤
藤

小
洪
光
幸
河
国
國
國
小
小
小
児
小
五
児
児
古
後
後
後
後
後
小
小
小
小
小
小
小
小
是
権
近
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【<】

日下部浩

草 野恒輔

草野望

櫛引孝昌

久島英雄

楠 瀬浩一

楠原廣久

忽那岳志

国司俊一

國吉一樹

Slll,S116
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第46回手の先天異常懇話会開催のお知らせ

第46回手の先天異常懇話会を第50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．

本年度は外国人招待者にも多数参加していただく予定です．

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

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

での症例検討の内容を含めた簡単なまとめ(原稿用紙2枚，図2～3枚)を後日提出していただき，日

手会誌に掲載いたします．

会
今
云

内
今
云

期：平成19年4月20日（金)12:55～13:55

場：山形／山形国際ホテル（第50回日本手の外科学会学術集会会場）

容：症例検討会

費:1,000円※昼食を用意いたします

応募方法：平成19年3月末日までに郵送またはE-mailで症例の概要を写真とともにお送

りください．なお，症例数の関係で当日に検討できなかった症例につきまして

は，先天異常委員会で検討のうえ，後日報告させていただきます．

郵送先：〒355-0072埼玉県東松山市石橋172l

埼玉成恵会病院・埼玉手の外科研究所

担当：福本恵三

E-mail:handsurg@seikei.or.jp

※当日はPCによるプレゼンテーションになります．各自PCを持参してください．プロジェクターと

の接続には，一般的な15ピンのコネクター以外は対応不能ですので，必要に応じて変換ケーブルも

持参してください．また,PCのトラブルに備えてプレゼンテーションをCD-ROMまたはUSBメモ

リーで持参してください．スライドによる発表は受け付けません．発表時間は5分です．発表者の

方は必ず時間までに会場受付にお越しください．

日本手の外科学会先天異常委員会

委員長福本恵三



第30回末梢神経を語る会

時：平成19年4月19日（木)11:30～12:30

場：山形国際ホテル

山形市香澄町3丁目4-5(http://www.kokusaihotel.com/)

ｐ
Ｈ
《
云

タイトル：「筋電図、神経伝導検査の基礎と臨床

一データの見方と陥りやすいピットホールー」

講師：慶應義塾大学月が瀬リハビリテーショセンター所長

慶應義 塾大 学教 授木 村彰 男先 生

当番世話人：川崎市立川崎病院

北海道大学

日本大学駿河台病院

堀内

三浪

長岡

雄
男
宏

行
明
正



第19回日本ハンドセラピィ学会学術集会開催のご案内

第50回日本手の外科学会学術集会会長，荻野利彦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19回日本ハンドセラピイ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，「手指伸筋腱損傷一皮下断裂を中心に－｣と致しました．特別講演は，東京手の外

科スポーツ医学研究所高月整形外科新橋クリニックの南川義隆先生より『伸筋腱修復後のダイナ

ミックスプリントを用いた早期運動療法』，慶應義塾大学整形外科の池上博泰先生より｢減張位早期運

動を用いた関節リウマチの手指伸筋腱皮下断裂の治療一治療法の変遷と長期フオローアップ例および

pitfall-｣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:2007年4月21日（土）

場所：山形国際ホテル平成の間（2階）

テーマ：手指伸筋腱損傷一皮下断裂を中心に－

参加費：医師無料（抄録代は別途500円頂戴いたします.）

会貝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

8：50～9：00開会式

9：00～10：00一般演題I座長：仲木右京(せんぽ東京高輪病院）

I-1.手の腫れ評価研究一主観的評価の信頼性について－

NPO法人ハンドフロンティア茶木正樹

I-2.各身体部位へのリーチ動作における肘関節屈曲･伸展と前腕回内･回外運動の検討

福井赤十字病院野瀬晶世

I-3.小指浅指屈筋の筋力と小指屈曲機能との関係

新潟中央病院土田尚美

I-4．ブロッキング訓練の至適肢位に関する筋電図学的検討

名古屋披済会病院桂理

I-5．回内筋･上腕二頭筋収縮が手根伸筋および指伸筋に及ぼす影響

一経頭蓋磁気刺激を用いた研究一

新潟医療福祉大学大山峰生

I-6．伸筋腱断裂後のハンドセラピーにおける自動伸展可動域の推移について

名古屋披済会病院今田晶博

10 ：00～11：00一般演題Ⅱ座長西出義明(高槻赤十字病院）

Ⅱ-1．イラスト付きADL評価の紹介一小児･高齢者にも使い易い評価を目指して－

NPO法人ハンドフロンティア鈴鹿回生病院佐藤明俊



Ⅱ－2．

Ⅱ-3.

Ⅱ-4.

Ⅱ-5.

Ⅱ-6.

神経幹伝導検査の臨床経験

東京手の外科・スポーツ医学研究所阿部幸一郎

母指CM関節症に対する固定装具の検討

鈴鹿回生病院渡部明子

CompassPIPjointHingeを用いた関節授動術後のリハビリテーションの工夫

総合病院回生病院石井誠二

後骨間神経麻揮に対する再建術後のSplint療法について

熊本機能病院佐伯匡司

先天性榛尺骨癒合症に対するセラピイの工夫

大阪医科大学附属病院蓬莱谷耕士

11：10～12：10特別講演I『伸筋腱修復後のダイナミックスプリントを用いた早期運動療法』

東京手の外科・スポーツ医学研究所高月整形外科新橋クリニック南川義隆先生

司会岩手医科大学附属病院中嶋英一

12：10～13：00体憩(昼休み）

13：00～14：00特別講演Ⅱ

14：00～14：10体憩

『減張位早期運動を用いた関節リウマチの手指伸筋腱皮下断裂の治療

一治療法の変遷と長期フオローアップ例およびpitfall-』
慶応義塾大学整形外科池上博泰先生

司会弘前ホスピタリティーアカデミー佐藤彰博

14：10～16：20シンポジウム

「手指伸筋腱損傷に対するハンドセラピィ」

座長:田崎和幸(愛野記念病院）

S-l.伸筋腱皮下断裂に対する減張位超早期運動療法の長期経過

弘前記念病院佐々木夕美子

S-2.手指伸筋腱断裂術後の減張位早期運動について

慶 應 義 塾 大 学 病 院 阿 部 薫

S-3.手指伸筋腱皮下断裂修復後の早期スプリント療法の経験

東京手の外科・スポーツ研究所阿部幸一郎

S-4.腱間結合が手指運動に及ぼす影響

愛知医科大学病院鈴木雅人

S-5.伸筋腱断裂(ZoneV．Ⅵ)縫合術後の自動伸展訓練を追加した早期運動療法について

聖隷浜松病院原田康江

S-6.手指伸筋腱ZONEI～V断裂修復術例の治療成績と術後セラピイの検討

愛野記念病院野中宏信

16：20～16：30閉会式

次期学術集会会長挨拶愛野記念病院田崎和幸
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岩手医科大学附属病院リハビリテーション室中嶋英一

TELO19-651-5111(代表）内線2026



日本手の外科学会雑誌

編集

発行所

第24巻第1号平成19年3月1日発行

第50回日本手の外科学会学術集会

会長荻野利彦

〒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



祝

第50回日本手の外科学会学術集会・Yamagata．2007

山形開催

整流会有志一同



管･も

1

1

輪蕊尋
…鐸

…＝

％

…

、 蕊

尋

騒鐸

＝

BE-2300

鼻…瀞一

BE-1300

毒
懲,‘誠

0

I

I

前腕用ノンブリッジ型創外固定器

○骨折部を完全ラジオルーセント化しました。

○ボールジョイント機能を有します。

○ノンブリッジ方式により、術後の手関節

可動域訓練が早期におこなえます。

○全長105mm、菫臺489とコンパクト

患者に負担が掛かりません。

電気骨折治療器付

創外固定器

BGFクイックフィクサー創外固定器，

○オールディスボーザブルで、製品管理

の負担がありません。

○ボールコレットにより取付方向を気に

せず強力な固定ができます。

○電気骨折治療器が付いています。

電気骨折治療器付

創外固定器

BGFフレックス創外固定器Ⅱ

○劃外固定器399と軽量です。

○新クランプ方式の採用により、自由度の

高いピン刺入が可能です。

○格子状にピンを刺入でき、高い保持力を

維持できます。

川ES蕊工幽･イー･システム

本社 〒164-0013東京都中野区弥生町2-13-4

TELO3(3375)6767FAXO3(3375)8011

http://www.mesystem.co・jp/

横浜営業所

東日本営業部

大 阪 営 業 所

TELO45(945)3756

TELO48(954)3660

TELO6(6390)1895
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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: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
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|【禁忌】(次の患者には使用しない’
こと）

'1．本剤の成分に過敏症の既往歴’
！のある患者

'2アスピリン喘息(非ステロイド｜

｜篤蕊摺謹鍜灌:｜
｜ある患者
’［喘息発作を誘発することがある｡］l
L－－－－,._---------.-.-----J

効能・効果

下記疾患並びに症状の消炎･鎮痛

変形性関節症、筋肉痛、外傷後の腫脹瘻痛

用法，用壼

1日1回患部に貼付する。

使用上の注意

1慎重投与(次の患者には慎重に使用すること）

気管支喘息の患者[病態を悪化させることが

ある｡］

邑.雷雲な基本的注意

（1）消炎鎮痛剤による治療は原因療法ではな

く対症療法であることに留意すること。

（2）皮膚の感染症を不顕性化するおそれがあ

るので、感染による炎症に対して用いる

場合には適切な抗菌剤又は抗真匿剤を供

用し、観察を十分行い慎重に投与すること。

(3)慢性疾患(変形性関節症等){こ対し本剤を

用いる場合には薬物療法以外の療法も考

慮すること。また、患者の状態を十分に

観察し、副作用の発現に留意すること。

3副作用

安全性評価対象例1．075例中副作用(自他覚

症状及び臨床検査値異常)の報告されたもの

は91例(85％)であった。その主なものは、

そう痒(2.1％)、紅斑(1.5％)、接触性皮膚

炎(14％)等の皮膚症状、冑不快感(0.6％）

等の消化管症状、ALT(GPT)上昇(0．6％)、

AST(GOT)上昇(0.5%)等の臨床検査値異

常であった。〔承認時〕

関する安全性は確立していない｡］

5.小児等への使用

低出生体重児、新生児、乳児、幼児又は小

児に対する安全性は確立していない(使用経

験がない)。

S適用上の注意

使用部位：

（1）損傷皮膚及び粘膜に使用しないこと。

(2)湿疹又は発疹の部位に使用しないこと。

■投与期間制限

本剤は新医薬品であるため、厚生労働省告示

第99号(平成14年3月18日付)に基づき、

2007年4月末日までは、1回14日分を限度

として投薬すること。

●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製品

添付文書をご参照ください。

経皮吸収型鎮痛･抗炎症剤屋而墓華面亜1

、キソニコ
爪リブ100mg

指定医薬品ロキソプロフェンナトリウム貼付剤

4妊婦、産婦、授乳婦等への使用

妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には

治療上の有益性が危険性を上まわると判断さ

れる場合にのみ便用すること[妊娠中の使用に

0．難烈鮮””"・驚職"”・癖騨｡…償“mg共株式会社

皮膚

肖化器

肝臓

副作用の頻度

1～3％未満

そう痒

紅斑

接触性皮膚炎

皮疹

0.5～1％未満

胃不快感

昇
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上
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05％未満
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下

部痛

軟便
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■薬価基準収載

※効能･効果用法･用量,禁忌を含む使用上の

注意等については添付文書をご参照ください．

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＞

滝､詞＝？ 層画0120-OB-43Bg
受付時間／月～金g:OO～17:30(祝,祭日除く）

http:／／med･ds－pha｢ma､CO､ip／
問責平

2005年10月作成
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ハンディタイプなので､外来や病棟のベッドサ

イドなど場所を選ばず､簡単に検査が行えます。

b帝

饗 吉隆昌

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。

』
判
晶
口
晶

I
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1

1

運動神経伝導検査》》》r雨蓉両目~；

感覚神経伝導検査》》>gENggRV1

｜F波>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>{F-WAVEI

､贈一堂季

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。

1専蔚の竺立=ﾛｾﾝｻ
電極は専用のニューロセンサなので、装着が簡単です。

1 －ル見やすいA4レポート
_ユーロセンサ

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愚4

〒161-8560念03<5996)8028米国ニューロトロンメディカル製(蔚郵mIn叩McJi“1.1職じ.》

医綴機器承認番号|21700BZYOO1790001 ＊カタログをご希望の方は当社までご荊求ください。

http:"www.nihonkohden,co.jp/KO9-032



月岡用週1回の服用
骨粗霧症治療の新たな一手粗霧 な治

雷
ボナロン寓錠eSmgの特徴
1．週1回服用する骨粗転症治療剤です。
a骨粗鑑症による骨折の発生頻度を減少させます。

輝磁､鍾飛(鐘おiプ輪舞鍾雛渦遜飛にふ轟唾磯》

3.腰椎および大腿骨の骨密度を増加させます。
;･‘11識;霊の溌溌~ご､鼬1.1i凋端.罰．.義ボダ･ずｺﾝ･鍵裁丁礪菫越弾む恋嬬挫転示し
家した墨

4.副作用発現率は、13.1%(22/1SS例)でした。
鱒鍾臓鶴す愚ボブ宇鍾ン掌鍾5mg(Sm霞/麓》鞍対辮とし廷二鐙鐵孑剣娼較鍼験
に議し1て､蕊､鰯X鋲脳瀞謬る本剤《3s、鳶/週》鍵尋の安謹鍵騨懸対鹸
1Gs僻嘩蜜登鰐峨3.1発)に2S件の鐡作鰹滋嘩齢ら城た錬

錘”・鍵識溌鍛綴嬢群〈S鱈vens-､JCI鱈Inso抵繊嬢群)沐津､準溺姓表皮壊死
錬《LysiI難娯鱗>、鷺:;､噸籍壊死･顎腎脅騨炎滝斑等が蘂らわれ墨こと汀蕊る鳴
注”鶴発韓謝霧るいI謀海外において認めら輯ている鐸いずれも鎮鍵不明
注2)麹淘におけ恐ら、g範賢ﾘ(smg/圏>の織壌鐘

【禁忌(次の患者には投与しないこと）】
（1 ） 食 道 狭 窄 又 は アカラシア（食道弛緩不能症）等の食道

通過を遅延させる障害のある患者［本斉|jの食道通過力了
遅延 する こと によ り、食道局所における畠I作用発現の危

険性が高くなる。］
(2)30分以卜上体を起こしていることや立っていることのできな

い患者［｢用法･用垂に関連する使用上の注意｣の項参照］
(3)本斉I｣の成分あるいは他のビスホスホネート系薬斉Iに対し

過敏症の既往歴のある患者

(4)低カルシウム血症の患者[｢重要な基本的注意｣の項参照］

効能､効果

骨粗霧 症

く効能･効果に関連する使用上の注意＞

（1）本斉ﾘの適用にあたっては、日本骨代謝学会の診断基準等を参考に、骨
粗霧症との診断が確定している患者を対象とすること。

(2)男性悪者での安全性及び管効性は確立していない。

嬬法偽嬬霊噛

通常､成人にはアレン1-ミロン酸としてa5mgを1週間に1回､朝起床B寺
に水約1BCmLとともに経口 投 与 す る 。

なお､服用後少なくとも30分は横にならず､飲食(水を除く）並びに他
の薬斉Iの経口摂取も避けること。

< 用法･用霊に関連する使用上の注意＞

(1)本剤は水のみで服用すること｡水以外の飲み物(Ca,Mg等の含■の
特に高いミネラルウォーターを含む）、食物及び他の薬剤と一緒に服
用すると､吸収を抑制す るおそれがある。

（2）食道及び局所への副作用 の 可 能 性 を 低 下 さ せ る た め 、 速 や か に 胃 内

へと到達させることが重要である｡服用lこ際しては､以下の亭項に注
葱すること。

1）起床してすぐにコップ1杯の水(約1BOmL）とともに服用すること｡
2）口腔0因頭部に涜煽を生じる可能性があるため、本剤を噛んだD又

は 口 中 で 溶 か し た り しないこと。

3）本剤を服用後、少なくともS○分経ってからその日の最初の食悪

を摂り､食事を終えるま で 横 に な ら な い こ と 。

4)就痩時又は起床前に服用しないこと。

商擾ポナロユ/Bcnalon･is(herEgi5[cred【rademarkofMerck&CO.､lnE.､WhiIehpu藍S1nIion･NJ,USA

便用蘂の注隷そ

1．糎霊投与(次の悪者には慎重に投与すること）
（1）嚥下困難、食道炎、胃炎、十＝指腸炎、又は潤揚等の上部消化蕾障

害がある悪者

（2）霊篤な腎機能障害のある患者
2.重要な基本的注意

（1）本斉Iは他のビスホスホネート系薬斉Iと同様に、ロ因喉頭、食道等の粘

膜に対し局所刺激症状を引き起こすおそれがある。特に適切lこ服用

しない患者では、食道、口腔内に重度の副作用が発現する可能性が
あるので､服用法について悪者を十分指導し､理解させること｡[｢用
法･用量に関連する使窮上の注意｣の項参照］

（2）本斉Iの投与により，上部消化管に関する畠ﾘ作用が報告されているの
で、観察を十分に行い、畠ﾘ作用の徴候又は症状(嚥下困難、嚥下痛

又は胸骨下痛の発現又は胸やけの発現･悪化等）に注意し、憲者に対
して、これらの症状があらわれた場合は、本剤の服用を中止して診

察を受けるよう指導すること。［｢重大な副作用」の項参照］
（e）骨粗鑑症の発症にエストロケン欠乏､加齢以外の要因が関与してい

る こ と も あ る の で 、 治 療 に 際 し て は こ の よ う な 要 因 を 考 慮 す る 必 要
が あ る 。

（4）患者|こは、食事等から十分なカルシウムを摂取させること。

(5)低カルシウム血症のある患者は､本剤投与前に低カルシウハ而症を
治 原 す る こ と 。 ま た 、 ビ タ ミ ン D 欠 乏 症 又 は ビ タ ミ ン D 代 謝 異 常 の
ようなミネラル代謝障害がある場合には、あらかじめ治源を行うこと。

（e)本斉ﾘを含むビスホスホネート系蘂斉Iによる治療を受けている悪者{こお

いて､顎骨壊死･顎樗･骨髄炎があらわれることがある。報告された症例

のほとんどが抜歯等の歯科処置や局所感染に関連して発現しており

また､静脈内投与された癌悪者がほとんどであったが､経口投与された

骨粗霧症悪者等においてモ》報告されている。リスク因子としては､悪

性腫錫､化学癩法､コルチコステロイド治療､放射線療法､口腔の不衛生

歯科処置の既往等が雑られている。本剤の投与{こあたっては､悪者に

十分な脱明を行い､異常が認められた場合には､直ちに歯科･口腔外科

に受診するよう注意すること．［『重大な副作用」の項参照］

S､相互作用
〔併用注意〕（併用に注意すること）
薬剤名等：カルシウム、マグネシウム等の金属を含有する経口剤（カル

シウム補給剤、制酸剤、マグネシウム製剤等）

4.副作用

臨床試験（治験）

本剤（aSmg/週)投与の安全性評価対象1sB例中22例（131％)に
2B件の副作用が認められご主な症状は消化篭障害であり、本剤では

24件(上腹部痛4件(2．4％)、雷不快感4件(2．4％)、寓涜癌S件（1．s
％)、胃炎3件（1．B％)等)であった。また、臨床検査値異常変動は本剤

では1eB例中S例(3．s％）に10件認められ、主なものはy－GTP上昇
4件(2．4％)、AST(GOT)上昇2件（1．2％)、ALT(GPT)上昇2件（1．2

％)であった。（ボナロン9錠35mg承認時集計.200s）
※（1）重大な副作用

1）食道･口腔内障害：食道障害(食道穿孔(頻度不明)農')､倉置壊窄(頻
度不明)膣')､食道漬癌(頻度不明>塗.')、食道炎（0．4％)塗2)、食道びらん
（頻度不明)湛'>があらわれ､出血を伴う場合がある｡)､口腔内涜瘍(頻
度不明)迄')があらわれることがある。観察を十分に行い､徴候叉は症
状(吐血、下血、貧血、嚥下困難、嚥下痛、胸骨下癌、胸やけ、口腔内
異和感．ロ内痛の発現･悪化等)に注意し、異常が認められた場合には

投与を中止し､適切な処置を行うこと｡
2)冑･十二指腸障害：（出向性)麓･十二指腸涜癌(いずれも頻度不明)注'>

卜H而性胃炎(頻度不明)垣')があらわれることがある。観察を十分に行い
徴候又は症状(吐血、下血、貧血、卜喧部痛、心観部痛、上腹部不快感
の発現･悪化等）に注憲し､異常が認められた堀合には投与を中止し､
適切な処置を行うこと｡

3)肝機能障害、黄疸(いずれも頻度不明)着'):AST(GOT)、ALT(GPT）
の上昇を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがあるので観察を十

分に行い､異常が認められた場合には投与を中止し､適切な処踵を行
うこと。

4)低カルシウム而症(頻度不明)蓮i｝:痙準､テタニー､しびれ､失見当識
QT延長等を伴う低カルシウムml症があらわれることがあるので、異常

が認められた場合{こはカルシウム剤の点滴投与等を考慮すること｡
5)皮慮粘膜眼症候群(Stevens‐JDhnson症候群)､中毒性表皮壊死症

（LyeIl症候群）(いずれも頻度不明)室I）:皮満粘膜眼症候群(Stevens
Johnson症候群)､中毒性表皮壊死症(Lyell症候群)等の重篤な皮闘
症状があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認めら
れた場合には直ちに適切な処琿を行うこと｡

s)顎骨壊死.顎骨骨髄炎(頻度不明)注'）：顎骨壊死･顎骨骨髄炎があらわ

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

投与を中止するなど､適切な処置を行うこと

注1）自発報告あるいは海外において認められている｡

注白)国内におけるSmg製剤(5mg/日）の頻度。

本剤は新医薬品であるため､厚生労働省告示第107号(平成18年3月6日付)に基

づき､薬価収載後1年を経過する月の末日までは､投薬は1回14日分(2錠)を限度
とされていま~す。

●使陪上の注意の詳細については

添付文書をこ．参照ください。

※2006年11月改訂 新発売
一笛…輯,,~…

燕

蕊蒲霧朧鰯篁
劇菱･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）

製造販売元

丁E〃"町帝人ﾌｧｰﾏ株式会社
資料請求先：学術情報部
〒100-8585栗京都千代田区内幸町2-1‐1

2006年11月作成
BNWO21（KK)o6fl改1
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禁忌(次の患者には投与しないこと）
(1)食道狭窄又はアカラシア(食道弛緩不能症)等

の食道通過を遅延させる障害のある患者
(2)本剤の成分あるいは他のビスフォスフォネート

系薬剤に対し過敏症の既往歴のある患者

(3)低カルシウム血症の患者

(4)服用時に立位あるいは坐位を30分以上
保てない患者

(5)妊婦又は妊娠している可能性のある婦人
(6)高度な腎障害のある患者
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骨細霧症治療剤劇薬･指岸疾薬品･処方せん医薬品“

25mgヅ
【ﾘｾドﾛﾝ酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物錠
注)注意一医師棒の処方せんにより使用すること

薬価基準:収載し

製造販売元〔資料請求先〕

⑧武田薬品工業株式会社
〒540.8645大飯市中宍猿道修町四丁目1番1号
http://www･takeda,CO･jp/

提携

Wyeth熟悶為蕊慕高曇
（0506）
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【効能又は効果】

下記疾患並びに症状の鎮痛･消炎

変形性関節症､肩関節周囲炎､腱･腱鞘炎､腱周賎炎､上腕骨上穎炎(テ

ニス肘等)､筋肉痛(筋筋膜性腰痛症等)､外傷後の腫脹瘻痛

【嬬法及び用量】

1日1回患部に貼付する。

【使用上の注意】

1.慎重投与(次の患者には慎重に使用すること）

気管支喘息のある患者[気管支喘息患者の中にはアスピリン喘息患者
も含まれており､それらの患者では重症喘惠発作を誘発するおそれが

ある｡］

2重要な基本的注意

（1）消炎鎮痛剤による治療は原因療法ではなく対症療法であることに
留意すること。

（2）皮膚の感染症を不顕性化するおそれがあるので､感染を伴う炎症
に対して用いる場合には適切な抗菌剤又は抗真菌剤を併用し､観

察を十分行い慎重に使用すること。

（3）慢性疾患(変形性関節症等)に対し､本剤を用いる場合には薬物療

法以外の療法も考慮すること｡また患者の状態を十分鏡察し､副作

用の発現に留意すること。

皮膚注

注)このような症状があらわれた場合には､使用を中止するなど適切な
処置を行うこと。

●その他の使用上の注意については､製品添付文書
をご覧ください。

経皮鎮痛消炎剤「棄而墓奉頂詞1

湘旧ﾚｺ゙ ﾃー ﾌ゚
1】

展鱈歪医蕊亮1

Voliaren.1BpeVoliaren伽eｼ゙ｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑﾃーﾌ゙

旭化成ﾌｧや株式会社〃wﾚﾃｲズﾌｱーﾏﾈ鑑蕊
提携販売

東京都千代田区神田美土代町9番地1〒106-8618東京都港区西麻布4-17-30www､voltarenjp
製造販売：同仁医薬化工株式会社

2006年6月作成
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【禁忌(次の患者には使用しないこと)】

1本剤の成分に対し過敏症の既往歴のあ

る患者

2‘アスピリン喘息(非ステロイド性消炎鎮

痛剤等により誘発される喘息発作)又は

その既往歴のある患者[重症喘息発作

を誘発するおそれがある｡］

部位別
副作用の頻度

頻度不明

光線過敏症､浮腫、

踵脹皮震剥脱

o1％~5%未満｜o‘1％未満
皮膚炎､そう痒感発赤、

皮膚のあれ､刺激感

水萢

色素沈着



後天性後天性の腰部脊柱管狭窄症

(SLH試験正常で､両側性の間欠破行を呈する患者）

に伴う自覚症状(下肢瘤痛､下肢しびれ）

および歩行能力の改善に…

性
、
４
１
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経口プロスタグランジンE1誘導体製剤

驍繍オパ肌モコ雛5肥
|リマプロスト アルファデクス錠 OPALMON.

注)注意一医師等の処方せんにより使馬すること。 薬価基準収載

4.副作用

く閉塞性血栓血管炎に伴う潰瘍、瘻痛および冷感などの虎巾i畔
諸症状の改善＞承認時までの調査及び市販後調査において副作
用集計の対象となった4,582例中184例(4.0%)に249件の副作用
（臨床検査値の異常を含む)が認められたc主なものは下痢49件

(1.1%)、悪心・嘔気・嘔吐22件(0.5％)、潮紅・ほてり22件(0.5%)、
発疹17件(0.4％)、腹部不快感・心窩部不快感18件(0.4％)、腹痛・
心窩部痛15件(0.3％)、頭痛・頭重14件(0.3%)、AST(GOT)･
ALT(GPT)の上昇等の肝機能異常12件(0.3%)、食欲不振10件
（0.2％)等であったc(再審査終了時）

〈後天性の腰部脊柱管狭窄症(SLR試験正常で、両側性の間欠踵
行を呈する患者)に伴う自覚症状(下肢瘻痛、下肢しびれ)およ

〔禁忌(次の患者には投与しないこと）〕
妊婦又は妊娠している可能性のある婦人(｢妊婦、
産婦、授乳婦等への投与｣の項参照）

■効能・効果

1.閉塞性而桙巾管炎に伴う潰瘍、瘻痛および冷感などの虎巾1朧諸
症状の改善

2.後天性の腰部脊柱管狭窄症(SLR試験正常で、両側性の間欠破
行を呈する患者)に伴う自覚症状(下肢瘻痛､下肢しびれ)および
歩行能力の改善

び歩行能力の改善＞承認時までの調査における373例中34例(9.1％）
に54件の副作用（臨床検査値の異常を含む)が認められた。主な
ものは胃部不快感8件(2.1％)、発疹6件(1.6％)、頭痛・頭重4件

（1.1%)、下痢4件(1.1%)、貧血3例(0.8％)等であった。（承認時）
＊市販後の使用成績調査等(2005年4月時点)では、2,327例中136

例(5.8％)に169件の副作用(臨床検査値の異常を含む)が認めら

れた。主なものは冑・腹部不快感34件(1.5％)、腹痛13件(0.6%)、
下痢10件(0.4%)、頭痛10件(0.4%)、悪心7件(0.3％)、胸やけ7
件(0.3％)等であった。（再審査申請時）
(1)重大芯副作用

肝機能障害､黄疸AST(GOT)､ALT(GPT)の著しい上昇
等を伴う肝機能障害、黄疸(いずれも頻度不明)があらわれる
ことがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合
には投与を中止するなど、適切な処置を行うこと。

●その他の使用上の注意等､詳細は製品添付文書をご参照ください。

（＊2006年6月改訂）
資料請求先

而蛎蕊鳶篭室会社
060601

■用法・用壼

1.閉塞性血栓血管炎に伴う潰瘍、瘻痛および冷感などの虚、件諸

症状の改善には通常成人に、リマプロストとして1H30"gを
3回に分けて経口投与する。

2.後天性の腰部脊柱管狭窄症(SLR試験正常で、両側性の間欠破
行を呈する患者)に伴う自覚症状(下肢痙痛、下肢しびれ)およ
び歩行能力の改善には通常成人に、リマプロストとして1日

15"gを3回に分けて経口投与する。

■使用上の注意(抜粋）

1.慎重投与(次の患者には慎重に投与すること）(1)出血傾向のあ
る患者〔出血を助長するおそれがある｡〕(2)抗血小板剤、血栓
溶解剤、抗凝血剤を投与中の患者（｢相互作用｣の項参照）

2.重要な基本的注意(1)腰部脊柱管狭窄症に対しては、症状の経
過観察を行い、漫然と継続投与しないこと。(2)腰部脊柱管狭
窄症において、手術適応となるような重症例での有効性は確立
していない。

3.相互作用(抜粋）併用注意(併用に注意すること）
薬剤名等抗血小板剤(アスピリン、チクロピジン、シロスタ

ゾール)、血栓溶解剤（ウロキナーゼ)、抗凝血剤(ヘ
パリン、ワルファリン）
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甑売冗KZSCO･DJR株式会社〒541-0047大阪市中央区淡路町…ﾀｶｸﾗどﾙ3FTEL(06)6203-6155

札幌名古屋福岡
TEL(011)261-7970TEL(052)800-7600TEL(092)474-1661

〈製造販売元／株式会社ホリツクス><URLhttp://www.kisco.ip>

大阪本部

TEL(06)6203-6155
東京本部

TEL(03)5689-8470

ペンディング部でのブﾚｰ

強により､現在臨床使用さ

卜厚補

れてい

る代表的な機種(2社)と同等以上

のペンディング強度を獲得しました．
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ボールジョイント固定ナット

＊

鼬近位ピンクランフ｡可

~

■カーポンピーク樹脂製のためX線透過性|こ優れ､僥骨関節面および骨折部を含砲

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)により、

多様な整復位の保持が可能です。

P 割外固定器本体:F-001-100/"量 :269/全長：105m（最大延長時125mm)長：1

●

噸売冗KZSCO･DjR株式会社 〒541-0047大阪市中央区淡路町2-5-9ﾀｶｸﾗﾋ゙ ﾙ3FTEL(06)6203-6155

大阪本部
TEL(06)6203-6155

東京本部

TEL(03)5689-8470
札幌

TEL(011)261-7970
名古屋福岡

TEL(052)800-7600TEL(092)474-1661

<URLhttp:"www.kisco.jp>
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MM5O1YOH
高解像度手術顕微鏡｜フロアスタンド

◇世界初！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。

〃三膳光器株式会社
〒181-0014東京都三鷹市野崎l-18-8

TEL:0422(49)1491FAX:0422(49)1117

http://www.mitakakohki.co.jp
※平成18年11月1日より、上記住所になりました。

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）
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糸満感篝(北里大学）

越智光夫(広島大学）

高岸憲二(群馬大学）

戸山芳昭(慶應義塾大学）

中村利孝(産業医科大学）

＝演明男(北海道大学）

吉川秀樹(大阪大学）

●ゲストエディター

高倉義典(奈良県立医科大学）

中村耕三(東京大学）

藤井敏男(福岡市立こども病院）

里宇明元(慶應義塾大学）

･総編集

越智隆弘
／国立病院機構1
I相模原病院ノ

A4判,函入上製

オールカラー

各巻平均400頁
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1基礎から臨床までを網羅

2専門かつ総合的な視野

3患者を中心としたﾁー ﾑ医療の時代に対応

4ニーズが高まる保存療法,ﾘﾊビﾘﾃー ｼｮﾝ
に関わる内容を重視

5精綴なｲﾗｽﾄ,豊富な症例写真

6ひとまわり大きいA4ﾌﾙｻｲズ，
オールカラー,抜群のｺストパフォーマンス

73年以内(2008年)に全25巻完結を目標

の構成

運動器の外傷学

'19関節ﾘｳﾏﾁと類縁疾患

'201骨･軟部腫瘍および関連疾患

手術進入法一上肢

定価33,600円のところ

特別定価30,450円

周術期管理リスク管理,瘻痛管理

零期

灘 鍵

鯨中山薑店〒113-8666霊都文京区白山1-2
TELO3-3813-1100FAxO3-3816-1015

http:"www.nakayamashoten.co.jp/山 店 5-14h

昼5巻Z6Ⅲ

凝騨頭
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蕊

驚蕊

6手術進入法と基本手術手技一脊椎.

8手術進入法一下肢

10脊椎･脊髄

11頸椎･胸椎

Ｐ
４
■

一
■

胸腰椎・腰椎･仙椎

肩関節･肩甲帯



効
能
・
効
果
、
用
法
・
用
量
、
禁
忌
を
含
む

使
用
上
の
注
意
等
に
つ
き
ま
し
て
は
添
付

文
書
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

｡｡ 騏
麟
麦
酒
株
式
会
社

〒
’
五
○
‐
八
○
二
束
京
都
渋
谷
区
神
宮
前
六
‐
二
六
‐
’

製
造
販
売
元
・
資
料
請
求
先

ESPD
ロ

ロロ

より使用すること）

エユホ醤皮下用
lﾄ6000･9000･12000･24000ﾖﾘｺﾆjl
|薬価基準収載|一般名:エポエチンアルファ(遺伝子組換え）

http://www.Kirinsmile.com/2006年5月作成
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フルルビプロフェン貼付剤フ

経皮吸収型鎮痛・消炎剤

叉⑧

フルルビプロフェン貼付剤

製造販売元 〔資料請求先］

。 三秤製薬株式会社

鰯〒176-8585

東京都練馬区碧玉北2-3-1
http://www.mikasaseiyaku.co.jp/

…零醗蝦蛙
廻国7具目睡雛ｴ4

●｢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。

2006年11月作成

薬価基準収載

zepoIasハI

指定医薬品
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▲劃適賑亮元【資料瞬求先］

5BANYU累烹鑿蟇蕪謀嘉鴬
ホームベージhttp:〃www－banyu－co.jp／

Registeredt｢ademarkofMerck＆CO.,Inc.,WhltehouseStation,N-J.,U､S-A_

2006年9月作成08今O7FSMO6-J-A35-J新発売
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I禁忌】､【効能･効果】､【用法･用量】､【使用上の注意】等については、
製品調寸文書をご参照ください。
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カルバペネム系抗生物質製剤 ■｢効能･効果｣,開法･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，処方せん医薬品注'〉｜薬価墓準収蔵
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,垂錬捺群

製造販売元[資料購求先］

⑧シオソギ製薬
大阪市中央区道修司3-1-8〒541-0045

電話O120-956-734<医蕊情報センター）

h【tD:"www･shionogi.co､jprmed,『

⑧:催鰍i葡標2006年9〃昨成B52

FINIB今×‘
（注射用ドリベネム水和物略号：DRPM

主1>注産一医師等の処方せんにより便用すること



‘謡

撫
貼
言
辞

あらゆる症例に対応する

僥骨遠位端用掌側プレート｡’■季f
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日本人の骨形態を追究し開発

した薄型ｱﾅﾄﾐｶﾙブﾚｰﾄが

高い密着性を実現します。

負担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

のヘッドはブﾚｰﾄから突

出しない設計にしました｡
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※写真は右用です

鳶 §崎i§蝋驚鍵認
※写真は右用です‐医療機器許可番号／12B1XOOOO7

殿株式会社アラ弓【発売元】【製造販売元】【発売元】味王〔壹住ノジフビプ撫驚
風間精機株式会社〈営業事業部>〒360-0035崎玉県熊谷市河嬢町1丁目40番地TELO48-527-8131FAX"8-5276221
〒273-〔)004干葉県船橋市南本町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5-11TELO25-240-6612FAX､025-240-6613

※ブﾚｰﾄの写真およびｲﾗｽﾄはイメージによるものです｡また､改良のため予告なく仕様変更することがあります.ご了承ください｡
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SmaIIJointlnstruments >tsmith&nephew

‐
VulcanEAS

MicroProbes

モノポーラデザインの採用により、

狭小な空間での操作性･安全性が

飛躍的に向上しました。

許可番号:13B1XOO303販売名:Vulcanプローブ

スミス.アンド･ネフューエンドスコピー株式会社

〒105-0014東京都港区芝1丁目10番13号芝日景有楽ビル
TEL､03－5443－5728FAX､03－5443－5860

www,smith-nephew.』p

札幌営業所:〒060-0807

札幌市北区北七条西1丁目1番地5丸増ピルNo.18
TELO11－736－9590FAX,O11－736－9592

仙台営業所:〒981-O933

仙台市育葉区柏木1丁目2番45号ﾌｫﾚｽﾄ仙台ピル
TEL､022－276－6627FAX.O22－276－6934

大宮営業所:〒33o0843
さいたま市大宮区舌緬1丁目41番明決寺用生鰄宣告細ピﾙ3F
TEL､O48－650－8621FAX－O48－648－5710

東京営業所;〒105-0014
束京都港区芝1丁目10番13号芝日景有楽ビル
TEL･O3－5443－5719FAXO3－5443－5776

横浜営業所5〒231-0032
横浜市中区不老町1丁目2番地1号中央第6閣内ビル7F
T正L､045-22Z－1325FAXO45－663－5066

名古屋営業所:〒460-0003

名古屋市中区錦3丁目10番33号錦SlSピル
Tぞln月2－221－1408FAXO52－221－1469

京都営業所:〒600-8310
京都市下京区七条通新町西入夷之町686-3コタニピル5F
TEL,075－353－1510FAX,O75－353－1618

大阪営巣所:〒532-0003

大阪市淀jll区宮原4丁目6番18号新大阪和幸ピル
TELO6－5399－3304FAX,O6－6399－3311

広島営案所:〒730-0051

広島市中区大手町2丁目8番5号野村不動産大手町ビル
TEL､O82－545－3514FAX､082－545－3515

福岡営業所畠〒812-0013

福岡市博多区博多駅東3丁目12番24号

ジブラルタ生命博多駅東ビル
TELO92－452－0143FAX.O92－452－0153

サービスｾﾝﾀー :〒135-0062

束京都江東区東曇2丁目9番13号東雲SRC
TELO3－3527－5464FAX,03－3527－5470

DYONICSShaverSystem 訂雫壼
MiniBrades

数多くのデザイン･サイズがあり､その中から

最適なものをお選びいただけます。

届出番号:13B1XOO303GaOOO2販売名:ﾓｰﾀｰドﾗｲプﾕﾆｯﾄ

許可番号:13B1XOO303販売名:ダｲｵﾆｸｽﾊ゚ ﾜー ﾃ゙ ｲｽﾎ゚ ｻー゙ プﾙプﾚー 卜
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nstruments

ヒンジ構造は､スモールサイズでも

れ味を提供いたします。

一一 許可番号:13B1XOO303販売名:SN鏡視下手術器械(鉗子）

販売名:ダイオバックサｸｼｮﾝﾊﾟﾝﾁ
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ライフテクノロジーを追求する

株式会社剴洞ｲﾌﾃｯｸ
山形支店〒990-2323山形市桜田東二丁目1番21号

TELO23(642)8153(代表)FAXO23(623)5853
．荘内営業所，鶴岡営諦・仙台本社・郡山営業所，ﾍﾙｽｹｱｾﾝﾀー ､鰄ｾﾝﾀー ・メンアナンハセンターISO9001
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丸木医科器械株式会社
MarukiMedicalSystemsInc,
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宮城県仙台市太白区西中田3-20-7

宮城県仙台市太白区西中田3→20-7

宮城県仙台市太白区泉崎2-1-5

山形県蔵王松ケ丘2-2-22

山形県酒田市東町1-7-7

岩手県盛岡市新庄町2-48

岩手県奥州市水沢区侍負河字竈神2－3

秋田県秋田市御所野地蔵田2－2－1

秋田県大仙市大曲田町29-38

TELO22-242-3331(代）

TELO22-242-6001(代）

TELO22-243-1836(代）

TELO23-695-3000(代）

TELO234-23-7566(代）

TELO19-651-3905(代）

TELO197-25-7703(代）

TELO18-889-6400(代）

TELO187-86-0700(代）

州蕊鍛滑蕊
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プレートと刺入インプラントの多彩な組み合わせバリエーションを実蕊。

さまざまな症例において、的確な整復と確実な固定を可能にします。

④還位骨片用ホール

遠位端の6つのホールには、刺入インプラ

ントを適切な角度で闘定できるロッキング

機構を採用｡症例に合わせて､ビンタイプ(a)

とスクリュータイプ(b)が選択できます。さら

にホールはロッ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)を選択

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確に引き寄せること

ができます。

=－－“尉一遙患
(a)ロッキングどン‘、

(b)ロッキングスク獄ユー・

蕊ロッキングピンおよびｽｸﾘｭｰ鰹､プシートのスク
リューホール部にヘッド蒙画ヅキングしますので､安
定した固定性を得ることができます頓

(c)引寄スクリュー

※引寄ｽｸﾘｭｰは小骨片を箇定したり､琵来のプレー
トと同樺の使い方をしていただくことが可能になって
おりますe

⑥デイストラクションホール

短縮転位を整復するために､骨端部を遠位

方向へ押し広げる力を加えるディストラクシ

ヨンホールを用意しました・

＊

ロッキングピン

弓I寄スクリュー

鼠
辮
嚥
》

灘讃
|プレート

|:● 掌

'一

…
ロッキング

◎仮止め用ホール

K鋼線(*1.0mm)による仮止め用のホール
を3カ所に装備。確実な仮止めを可能にし、

リュー

スムーズな手技の進行をサポートします。

インプラント：承認番号21500BZZOO518000／21400BZZOO411000

インストウルメント：貯可番号15BZ5005

諺端爺震医禾斗エ勇罠株式套永士

〒113-0033束京都文京区本郷3-30-13メインURLhttp:〃www､mizuho・CO､lp製品鎚介URLhttp:〃www‘pnet･mizuho､CO,jp
整形･臆神経外科事巣部TELO3-3815-3096手術機器事業部TELO3-38f5-3097システム機器事業部TEL03-3815.3196

1麿趣点|騨職:鯉糊:"t::鰯鰯：笛雛罐麓蕊郷職::錨難
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アキユトラックスクリューは全長にネジ山を有するヘッドレスコンプレッショ
ンスクリューです。

スクリュー遠位部のねじ山ピッチは広く､近位部のネジ山ピッチは狭い為、

遠位部のスクリュー進入速度は近位部の進入速度より速くなり､挿入にし
たがって圧迫力が加わります。
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アキユトラツクスクリュー医療機器承認番号:21200BZGOOO39000

RCU~L$CDeTRLRRD|usPLRTEsYsTEm
アキュロツクは､強固な固定と手術器具の簡便性を目的に開発された僥骨遠位端用のプレートシステムです。

プレート遠位部の固定は､ロッキングスクリュー・ノンロッキングスクリュー・ロッキングピンの三種のスクリュー．ピン、

近位部の固定は､ロッキングスクリューとノンロッキングスクリューの二種のスクリューより任意に選択することができます。

コングルェントボーンプレートシステムTi

ポーンスクリューTi

医療機器承認番号:21600BZGOOO20000

医療機器承認番号:21600BZGOOOO6000

．．詳しい資料は下記までご請求ください。

札幌冠O11－622－4361

仙台公022－299-2371

東京窓03－5665－2780

関東公048－652－3716

名古屋公052-242-5201

京都恋075－595－8901

大阪盆06－6223－0751

広島公082－567-6661

福岡盃O92－522－2818

■製造元

錫小林ﾒﾃｲｶﾙ円母urnED
Acumed,LLC､

外国特例承認取得者

アキュメッド社（米国）
製造販売元

ﾉll林製薬株式会社
〒541．OO47大阪市中央区淡路町4-4-13南星ビル

TEL:O6-6222-3615FAX:O6－S222－722B



’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。
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運動器疾患に対する治療薬･診断薬 一且一

『運動器の10年』世界運動

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

骨粗髭症治療剤
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アリI-ネjE錠2.5mg
〈リセドロン酸ナトリウム水和物錠＞

骨粗霧症治療用ビタミンK2剤

グヲケー易ﾌｾﾙ15mg
LL

<メナテトレノン製剤＞

末梢性神経障害治療剤

重〃講膣K
舞

蔦錨騨輔f趣

露払鍵‘=~=｡…"、
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･懲溌篭.準畿隷｡
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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

メ銅'Ka"@注射液500"9

〈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

群、：，

議謬,。瀞"霞鶴.、
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箔箔 再〃
錠50mq

穎粒10％

<塩酸エベリゾン製剤＞

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

組織活性型鎮痛･抗炎症剤

夢夢

イヨフリーツフフ造ﾙ100m
イ己フリーSｶﾌ゚ｾﾙ200mq
〈インドメタシンファルネシル製剤〉

指定医薬品

経皮吸収型鎮痛消炎剤

ﾌｴﾙピﾅｸPLMEq
血清中抗ガラクトース欠損|gG抗体測定用医薬品

CA･RF
※

〈電気化学発光免疫測定法＞

1 ※鞭売提携“
／・蝿……菫…壱…上。注意等については添付文書をご参照ください。＝

4P

噂
悪
噂
悪

零零

鶏鶏

…

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
芭画0120-419-4979～18時(土､日､祝日9～17時）

SE0603-12006年3月作成

エーザイ株式会社/“とゞ
ヒューマン・ヘルスケア企薬唖釦 〒112－8088束京都文京区小石川4-6-10

http://www.eisai.co.jp

検体検査実施料収載薬価墓準収載
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