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第5泪回

日本手の外科学会学術集会

プログラム・抄録集

落合直之（筑波大学大学院人間総合科学研究科）

平成20年4月17日（木）・18日（金）

エポカルつくば（つくば国際会議場）

〒305-0032茨城県つくば市竹園2-20-3

TELO29-861-0001FAXO29-861-1209
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日本手の外科学会第14回春期教育研修会

期平成20年4月19日（土）

場エポカルつくば（つくば国際会議場）
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第51回日本手の外科学会学術集会の開催にあたって

会長落合直之

(筑波大学大学院人間総合科学研究科教授）

日本手の外科学会は，平成20年，創立1世紀の歴史へ向けて後半の第1歩を踏み出

しました.その記念すべき第51回学術集会をつくばの地で開催させていただきますこ

とは私を始め筑波大学整形外科グループー同にとりまして誠に光栄に存じます．

学術集会のスローガンを「次の一手・夢を語ろうつくばにて」と決め，グループー

丸となり準備して参りました．「次の一手」の意味するところは参加者それぞれが，日

本手の外科学会が新たな第1歩を踏み出したことを自覚し将来の手の外科の展開の萌

芽となるものを提案していただきたいとの思いを込めております．また治療は必ずし

も計画通り行くとは限りません．その時，臨機応変に対処できるかが外科医の本領発

揮といえましょう．適切な手を打てる手の外科医となれるよう本学会から一つでも多

くの知識・技術を吸収して戴きたいと思います．

今回演題登録時のUMmを使い手根管治療のアンケート調査にご協力いただきまし

たのも新しい試みです．パネル「どう治療する特発性手根管症候群」で調査結果を

披露させていただきます．また，4つのシンポジウム，2つのパネルには出来るだけ多

くの方に参加していただき学会の動向がつかめるようプログラム構成を工夫し，さら

に教育研修単位も認めていただきました．一般演題は全員口演としました．決められ

た時間帯に一斉にやらせていただく代わりに,e-posterを導入しました．ゆっくり時

間を掛けて見たい方のために従来のポスターも全員にお願いしております．その分発

表者にはご負担をおかけしましたこと改めてお詫びいたすとともにご協力に感謝致し

ます．多数の学会に永年参加し感じてきたことを踏まえ，新たな学会のあるべき姿を

模索し試してみることに致しました結果です．一味も三味もこれまでと違うと思われ

るか，是非味わっていただきたいと思います．いずれ皆様の口からご批判なり感想な

りを頂くことを楽しみにしております．

今回，過去最高の503題の応募がありました．誠にありがとうございます．すべてを

採用したかったのですが，厳正な査読ならびにプログラム構成の都合上多くの優秀な

演題を不採用とせざるを得ませんでした結果的に373題を採用いたしましたので採

用率は74.1%となりました．

つくば市は，広大な関東平野の東北に屹立する筑波山の麓に30数年前に東京から筑

波大学の前身である東京教育大学が移転してきたとき，世界に冠たるsciencecityを建

－5－



設すべ<大学を中心にさまざまな国立の研究機関企業立の研究機関が集結してつく

られた極めて学際的な都市であり，学問を熱く語るに相応しいところです．是非，手

の外科の夢を語っていただきたいと思います．

また，3年前にはつくばエクスプレスが開通して秋葉原から45分で来られるように

なりました．ノーベル賞受賞者で筑波大学の学長も務められた江崎玲於奈先生のご尽

力で国際会議場エポカルも平成ll年に完成しており，幾多の学会が開催されてきまし

た．誠に皆様を迎えるには申し分ない環境と自負しております．

学会の合間に，宇宙航空研究開発機構(JAXA)の筑波宇宙センター見学ツアーに参

加したり，筑波山まで足を伸ばし有名な四六の蝦蟇を見てくるのも一興かと思いま

す．あるいは，秋葉原付近に宿泊され，電気街で買い物するなり，東京のnightlifeを

満喫されるのも一法です．

今回，長年働く人の手を撮り続けているプロの写真家中竹孝行氏にお願いし，同会

場内で手に特化した写真展を開催いたします．あわせ会員の皆様方からの作品も展示

しております．学会の合間にご鑑賞いただきたいと思います．

是非，大勢の方々がつくばの地にこられ，学会を盛り上げて下さることを祈念いた

します

－ 6－
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●つくばエクスプレスつくば駅から徒歩

つくば駅A3出口のエスカレーターで地上に出る．目の前の階段を上がり，連絡通路を通

り歩行専用道路（ペデストリアン）を道なりに進み，約10分

●つくばエクスプレスつくば駅からバス

つくば駅A4出口の階段を上り,3番乗り場から学園南循環で約2分（約30分間隔）

●つくばエクスプレスつくば駅からタクシー

つくば駅A4出口の階段を上り，タクシー乗り場から約2分

●つくばセンターから

高速バスは6番乗り場付近に到着関鉄学園サービスセンター左にあるエスカレーター

を上がり，直進（南方向）し，歩行者専用道路（ペデストリアン）を道なりに進み，約8分

●自動車でご来場の場合

南4A駐車場をご利用下さい．会場にて1日駐車券を610円にてご購入下さい．南3と南4B

駐車場は1日駐車券のご用意は致しません

なお，駐車可能な台数には限りがございますので，できるだけ公共交通機関のご利用

をお願い致します
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1．参加者へのお知らせ

1．受付

エポカルつくば1階ロビーにて4月16日（水）は14：00より，4月17日（木)･18日

（金）は午前7：30より受付を開始いたします．

2．参加登録

本誌巻頭綴じ込みの参加申込害に必要事項をご記入の上，参加費15,000円（ハンドセ

ラピスト：無料）を添えて参加登録受付にお申し込みください．会場内で学会参加証

を必ずお付けください．学会参加証をつけていない方の入場はお断りいたします．

3．年会費・新入会申込み

エポカルつくば1階ロビーの日本手の外科学会事務局へ納入してください．新入会

の申し込みも受け付けております．所定の申込害にご記入後，入会申込金2,000円を

添えてお申し込みください．

4．クローク

エポカルつくば北側廊下に設けますのでご利用ください

5．呼び出し

緊急の場合のみ，各口演会場内でスライドによる呼び出しを行います

総合案内へお申し出くだきい、

6．掲示板･伝言板

総合受付付近に用意いたします．ご自由にご利用ください

7．昼食

ランチョンセミナーのお弁当をご利用ください

尚，大ホール内での飲食は禁止されております

8．抄録集

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

9．会場内での撮影

学会場内での撮影，録画，ならびに録音はご遠慮ください

－11－
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手の写真展

特別企画として写真家中竹孝行氏の手の写真展を開催いたします．

また，会員の皆様からの手に特化した写真・絵画などの作品を募集し，展示いたします

【手の写真展公募要領】

応募資格：日本手の外科学会会員，特別会員，名誉会員，準会員の方

作品規格：キャビネ大,A4,六つ切り以上でプリントアウトしたもの

写真絵画，デッサンなど

被写体の個人情報が特定されないよう留意願います

締め切り：3月末

送付先：〒305-8575つくぱ市天王台1-1-1

筑波大学大学院人間総合科学研究科先端応用医学専攻

整形外科内第51回日本手の外科学会学術集会事務局「手の写真展」係

'Ibl:029-853-3219Fax:029-853-3214

＊ゆうパック，宅配便，書留など配達状況の追跡ができる形で送付願います

託児所

会期中，会場内で託児サービスを行います．

日時：4月17日,18日午前8時～午後6時の予定

対象：日本手の外科学会会員のお子様（就学前の乳幼児）

利用料金：半日1500円（当日担当者に直接お支払いいただきます）

保険：全国ベビーシッター協会の保険を準備しております．

保険料は利用料金に含まれております．

申し込み締め切り：4月4日

詳細は希望者に郵送にてご案内させていただきますので下記までご連絡下さい

〒3O5-8575つくば市天王台1-1-1

筑波大学大学院人間総合科学研究科先端応用医学専攻

整形外科内第51回日本手の外科学会学術集会事務局「託児所」係

'Ibl:029-853-3219Fax:029-853-3214

E-mail:nitte2008.osada@md､tsukuba・acjp

－12－



2発表者へのお知らせとお願い

発表形式について

ロクラム編B合上今回の一般演題は口,_-発にpえ，電子ホスター・ホ

ター掲示すへてを行います下記要項に従いご準備下さいますようお願し

目冒し上けます

＊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」（24ページ参照）を遵守してください．

1．演題受付(PCセンター）

エポカルつくば2階第6

4月17日（木）および18日

7会場前演題受付にて4月16日（水）は14：帥より，

（金）は午前7：30より受付を行います

発表40分以上前までに,PCセンターで受付と映像出力チェックを完了してください

2．口演時間

●シンポジウム，パネルディスカッション

絞拒性神経障害の病態生理

Intelligent義肢の開発

手関節障害の治療の工夫

夢を語ろう～手の外科領域の現状と未来

僥骨遠位端骨折の治療ガイドライン作成に向けて

どう治療する特発性手根管症候群

粉
粉
分
分
分
分

１
１
８
ｍ
８
８

演
演
演
演
演
演

口
口
口
口
口
口

一括討論

一括討論

一括討論

一括討論

一括討論

一括討論

●一般演題口演5分，討論3分

発表時間の終了1分前に黄ランプ，終了は赤ランプでお知らせいたします．尚，討

論時間については座長の指示に従ってください．

3．発表用データ・電子ポスター・ポスター作成要領

1）口演用データ作成要領

･WindowshwerHint2003形式もしくはMacmwermint2004・2007での作

成・保存をお願い致します．

．ご口演は，データの持込･PCの持込どちらでも可能です．

ただしⅧndowsVista･HwerHint2007には対応しておりませんのでご注意下

さい．

・フォントは標準搭載されているものをご使用下さい．

・動画ファイルを内蔵しているデータの場合は，所定の動画フォルダに動画デー

－13－



タが格納されていることをご確認ください．他のPCでの動作確認をお勧め致

します．

･音声出力や動画出力がある場合は必ず係員にお申し出下さい．

･メディアを介したウイルス感染の事例がありますので，最新のウイルス駆除ソ

フトでチェックして下さい．

･出力解像度はXGA(1024×768)です

このサイズより大きい場合スライド周辺が切れてしまいますので，画面の設定

をXGAに合わせてください．なお，スクリーンセーバー・スリープモード等発

表の妨げとなるモードは予めオフに設定して下さい．

･本体持込の場合は電源アダプターを必ずご持参下さい．

･PCセンターではD-subl5ピン（ミニ）のケーブルをご用意致します（下記写真)

一部のノートパソコンでは本体付属（別売）のコネクターが必要な場合がござ

いますので必ずお持ち下さい．

･発表用データは学会終了後，事務局が責任をもって消去致します．

D-subl5ピン

2）閲覧用（電子ポスター）データ作成要領

WindowsPowerPoint2003形式もしくはMacPowerPoint2004･2007で容量

50MB以内で作成をお願い致します．その他のバージョンで作成の場合は修正

が必要になる場合がございますので，ご登録の際にご確認をお願い致します．

WindowsVista･PowerPoint2007には対応しておりませんのでご注意下さい．

※口演用データと同じデータでも問題ございません．

フオントは標準搭載されているものをご使用下さい．

動画ファイルを内蔵しているデータの場合は，所定の動画フォルダに動画デー

タが格納されていることをご確認ください．

音声出力や動画出力がある場合は必ず係員にお申し出下さい．

メディアを介したウイルス感染の事例がありますので，最新のウイルス駆除ソ

フトでチェックして下さい

閲覧用データは，閲覧時ダウンロードできないように致します．

閲覧用データは学会終了後，事務局が責任をもって消去致します．

－14－



3）ポスター作成要領

・ポスターサイズ:W90cm×H150cmで作

成下さい．（右記図をご参照下さい)20c

・タイトル，演者，所属はW70cm×H20cm

でご用意下きい．

・演題番号W20cm×H20cmは事務局で

準備致します．

・貼付用文具は事務局でご用意致します．

、ポスター掲示場所：，階大会議室101およ150c
ぴ2階通路（当日演題受付でご確認下さ

い）

貼付：4月16日（木)14時より4月17日

（木）正午までに貼付下さい．

撤去：4月18日（金）15時40分以降に撤

去下さい．

120cm!‐ 70cm 里I

一
し

一
Ｊ

、1

一
Ｊ

170cm

、1

ｒ
一

、
一

1コ 画I

90cm

＊撤去時間を過ぎても掲示してあるポスターは，学会事務局で廃棄処分させて

いただきます．

学術集会当日の手順

1．データ持込の場合

･PCセンターにて事務局のPCへデータをコピーし操作確認をお願い致します

・音声・動画がある場合は必ず係員にお申し出下さい．

・演台でのキーパット操作確認をお願い致します．

（演題発表進行は演者ご自身でお願い致します）

2.PC本体持込の場合

・外部出力の確認をお願い致します．

・音声・動画がある場合は必ず係員にお申し出下さい．

・演台でのキーパット操作確認をお願い致します．

（演題発表進行は演者ご自身でお願い致します）

・確認が終了しましたPC本体は，発表時間の15分前までに，演者ご自身で発表会場の

オペレータ席までお持ち下さい．

・オペレータが接続し発表演題の確認を致します．

・発表終了後は，速やかにオペレータ席よりPC本体をお引き取り下さい．

－15－
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座長へのお願い

l.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

l.あらかじめマイクの前に立って，座長の指示に従い所属・氏名を述べたのち，

簡潔に発言してください．

2．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．

4．教育研修講演受講者へのお知らせ

教育研修単位

招待講演ランチョンセミナーは日本整形外科学会教育研修1単位(1,000円）と日

本手の外科学会認定教育研修1単位(1,000円）の同時取得が可能です．

尚，会期中に取得できる日本整形外科学会教育研修単位は,1日最高4単位,2日

間合計6単位まで，日本手の外科学会認定教育研修単位は1学会5単位までです．

また，シンポジウム，パネルディスカッションも日本手の外科学会認定教育研修l

単位（無料）として取得が可能です．

申込方法

1 本誌巻頭綴じ込みの申込書に必要事項をご記入の上，受講料（1単位1,000円）

を添えて教育研修講演受付でお申し込み下さい．受講証明書および日手会単位

認定シールをお渡しします．

シンポジウム，パネルディスカッションの日手会単位取得は無料です．

受講料は，講演中止などの理由以外では払い戻しを致しません．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．

教育研修講演受講のためだけに入場される方も，本学術集会の参加登録が必要

です．

受講証明が必要でない方は無料で聴講できますが,受講者が多い場合は受講手

続きをされた方を優先いたしますので，ご了承ください．

2

3

4
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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上，〔日整会保存用〕を講演終了後，会場出口で

日整会教育研修単位用の箱にお入れください．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．

＜日手会認定教育研修単位＞

受講受付の際に受講証明書およびシールをお渡しします．シールは専門医手帳ま

たは研修手帳の所定の位置に貼付ください．主催者控えは講演終了後に該当会場出

口で日手会教育研修単位用の箱にて回収いたします．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．主催者控えの提出をお忘れにならないよう留意

願います．

＜日本リハビリテーション医学会専門医・認定臨床医生涯教育単位＞

ランチョンセミナー8が認定されております．該当者は当学術集会の参加を証明

するもの（ネームカードなど）を添えて，自己申請用紙により所定の期日までに申

請してください．

日整会研修医の方の受講について

l.研修医手帳を必ずご持参ください．研修手帳をお持ちでない場合は，受講証明

はできません．

2．本誌巻頭綴じ込みの申込書と研修手帳に必要事項をご記入の上，手帳とともに

受講料（1単位1,000円）を添えて教育研修講演受付でお申し込み下さい．

3．講演終了後，主催者の押印をいたします．

4．受講料は，講演中止などの理由以外では払い戻しを致しません．

取得できる単位

●4月17日（木）

1．招待講演110:30～11:30(日整会・日手会）

Biomechanicsof'IbndonmHandSurgery

Kai-NanAn

2．招待講演210:30～11:30(日整会・日手会）

BasicresearchoftheperipheralnerVe,withfOcusonthebiOlogyof

nerveinjuryandrepair

IarsB.Dahlin

3．招待講演314：30～15:30(日整会・日手会）

CarpalTunnelSyndrome:hfombasicsciencetoclinicalaspects

RterC.Amadio
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日手会）

anglestableplates

4．ランチヨンセミナー112:00～13:00(日整会・日手会）

BiomechanicalConsiderationsindifferentvolarFixedanglel

inthetreatmentofradiushactures

WoltangHintringer

5．ランチヨンセミナー212:00～13:00(日整会・日手会）

ばね指とドケルバン病の治療

堀 内 行 雄

6．ランチョンセミナー312：00～13：00（日整会・日手会）

手の外科疾患におけるuPUS治療

光安廣倫

7．ランチヨンセミナー412:00～13:00(日整会・日手会）

手の外科に有用な穿通枝皮弁の挙上法

光嶋勲

8．シンポジウム18：30～10：00（日手会）

絞拒性神経障害の病態生理

9．シンポジウム214:30～16:00(日手会）

Intelligent義肢の開発

10.パネルデイスカツシヨン18:30～10:00(日手会）

僥骨遠位端骨折の治療ガイドライン作成に向けて

●4月18日（金）

l.招待講演416:10～17:10(日整会・日手会）

ReconstructiveOperationsinBrachialPlexusBirthHIsy

ScottH・Kozin

2．ランチヨンセミナー512:30～13:30(日整会・日手会）

手の外科における保険診療（Ⅲ）

立花新太郎

3．ランチョンセミナー612：30～13:30(日整会・日手会）

スポーツによる肘関節障害

高原政利

5．ランチヨンセミナー712:30～13:30(日整会・日手会）

Myrecommendedtechniqueinhandandupperextremity

-keynoteondistalradius丘actures-

MelvinRRosenwasser

6．ランチヨンセミナー812：30～13:30(日整会・日手会・

CRPSに関する最新の知見

柴田政彦

－18 －
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シンポジウム310：30～12:00(日手会）

手関節障害の治療の工夫

シンポジウム416:10～17:40(日手会）

夢を語ろう～手の外科領域の現状と未来

パネルディスカッション210:30～12:00(日手会）

どう治療する特発性手根管症候群

7

8

9

5．理事会・評議員会・総会のお知らせ

第3回理事会

日時：4月16日（水)9:00～14:30

会場：エポカルつくば特別会議室302

《
云
口
ｕ
〈
云

巨
貝議評

時：4月16日（水)15:00～18:00

場：エポカルつくば第2会場

総 《
云
口
ｕ
今
云

時：4月17日（木）13：05～14:20

場：エポカルつくば第1会場

6．併催学会のお知らせ

第47回手の先天異常懇話会

日時：4月17日（木）12：00～13：00

会場：エポカルつくば第6会場

第31回末梢神経を語る会

日時：4月18日（金)18:00～20:00

会場：エポカルつくば第2会場

第20回ハンドセラピイ学会学術集会

日時：4月18日（金）・19日（土)

会場：ノバホール（つくば市吾妻1丁目）
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下記ビデオは，ポスター会場1（1階）で閲覧できます
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巻数 タイトル 講師

1 腱移行術 津下健哉

2 手の外科医に必要な皮弁の挙上法 土 田 芳 彦 他

3 僥骨遠位端骨折に対する種々の手術的治療法 斎藤英彦他

4 鏡視下手根管開放術 奥津 一 郎他

5 手関節鏡 玉井和夫他

6
Dupuytren拘縮の手術

有茎血管柄付DIP関節を利用した指PIP関節再建のコツ

福居顕宏

黒島永嗣

7 HerbertScrewによる舟状骨偽関節手術 井上五郎

8 腕神経叢損傷全型麻庫の再建手術:DoubleRfeeMuscleTifansfer法 土井
一 輝

9 リウマチ手関節の手術 政田和洋

10 母指再建術①② 川端秀彦他

11 母指再建術③④ 稲 田 有 史 他

12 遊離筋膜脂肪弁移植を用いた先天性近位僥尺骨癒合症の授動術 金 谷文 則

13 手の外科手術手技（1） 津下健哉他

14 手の外科手術手技（2） 津下健哉他

15 手の外科手術手技（3） 津下健哉他

16 手の外科手術手技（4） 津下健哉他

17 指尖切断の被覆法 土井
一 輝他

18 手の外科手術手技（5） 津下健哉他

19 手の外科手術手技（6） 津下健哉他

20 手の外科手術手技（7） 津下健哉他

21 Kienb6ck病の治療 安田匡孝他

22

PI町骨折牽引療法

指尖部切断再接着術

尺骨模状短縮骨切り術

黒島永嗣

服部泰典

吉田竹志

23 手の外科手術手技（8） 津下健哉他

24 手の外科手術手技（9） 津下健哉他

25 手の外科手術手技（10） 津下健哉他



8．日本手の外科学会雑誌投稿規程

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

2）投稿論文の著者（共著者）は，本会会員であることを要し，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(hternationalCommitteeofMedicalJournalEditors:ICMJE)の提示する

「生物医学雑誌への統一投稿規定（2001年10月改訂版)※※」に準じて投稿する．

※※h廿p://www.ishiyaku.co.jp/magazines/URM.pdf

4）論文の形式，体裁，枚数，および投稿は下記のとおりとする．

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

作成する．

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

をとってダブルスペースで作成する．

b)体裁：

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

と.1)表題,2)keyword(5個以内),3)論文分類区分（後記；註①より1個選択),

4）別刷希望数，5）著者名，6）所属7）連絡先（氏名，住所，電話番号･FAX番号）

【3,4以外は和英併記】※学会ホームページからダウンロードできる

ii)本文は，緒言材料および方法，結果，考察結語，文献の順に記載することとし，本

文中に施設名などは記載しない．

通）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,m1,1,9などを使用する．文中の数字はアラビア数字

M1,2,3,…）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，恥1kmann拘縮

6）著者の数は原則として5名以内とする．

7）論文のほかに，下記形式で抄録を添えること．

a)和文論文の場合

英文抄録:A4判用紙にダブルスペースで400語以内とする．

（題名は下記を参照のこと．また著者は全著者名をMlnameで記すこと）

例ANewSensoryFlapfbrReconstructionoftheSevereTiplnjury:

UmqueFIowNeurovascmarlslandFlap

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

和文抄録:A4判用紙に題名，著者名，所属とは別に800字以内とする．

c)抄録には，図表等式，構造式の使用は避ける．

8）図および写真は正確，鮮明なものとし，図･表および説明文は和文論文であれば英文とする必要

はない．（挿入箇所は，本文原稿の欄外に指定すること）図表の番号は，図1，図2…，表l,

表2…，あるいは,Fig．1,Fig.2…,Tablel,'Ihble2…，などを使用する．

9）学術集会発表論文は，できるだけ学術集会での質疑応答の内容をとり入れて作成する．

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hdex

Medicus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．

LmscheidRL,DobynsJH,BeckenbaughRD,etal.:hstabilitypatternSofthe

wrist.JHandSurg,6:682-686,1983.

b)単行書

著者名（姓を先に）：表題，編者，書名，版．発行地，発行者（社）：引用ページ，発刊年

例）津下健哉：手の外科の実際，第6版．東京，南江堂：441-459,1985．

HlmerAK:Thedistalradioulnarjoint,h:LichtmanDM,ed・TheWristandits

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

c)英文論文の場合，文献に引用する日本語論文は，表題を英訳し，雑誌名は所定の欧文略記法

があればそれを用いる．なければローマ字で書き，次に（）して英訳名をいれ，末尾

に(Japanese)とする．

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

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

文校正の専門家に依頼するが，その際の実費は著者が負担する．

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

だけで，新たな加筆，改編は認めない．

13)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．
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16)

17)

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

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

'Ibl.052-836-3511,Fax.052-836-3510

提出するもの

学会発表論文

投稿確認書 ○

タイトルページ① ○

同上コピー 3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

本文，抄録，文献，図表の説明など ○

同上コピー 3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

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絞掘性神経障害

B-7痙性麻痒

B-8スポーツ損傷・障害

B-9､化膿性疾患・リウマチ

B-10無腐性骨壊死

B-11退行性疾患

B-12腫瘍

B-13拘縮

B-14リハビリテーション

B-15手術手技一般

B-16機能再建術

B-17マイクロサージヤリー

B-18関節鏡

B-19画像診断

B-20その他

自由投稿論文

○

○

4部

○

3部

○

4部

○

5部

▲

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
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平成17年7月30日一部改訂

｢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・遺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．

平成16年4月6日
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第51回日本手の外科学会学術集会日程表

第1日目4月17日（木）

第6会場
（201）

第5会場

（102）

第7会場
（202）

第4会場

(中ホール200）

霊
卿

８
３

第
く

第3会場

(中ホール300）

第9会場
（304）

第2会場

(多目的ホール）

第10会場
（405）

第11会場
（406）

第1会場

(大ホール） 800
【010】8

０
０
２
３

開会式
30

パネル1

槙骨憧位端骨折の治療

ガイドライン作成に向けて

シンポジウム1

絞泥性神経障害の

病態生理
009

900

座長：堀内行雄

牧裕

座長：藤哲

齋藤英彦

S17～S21S1～S7
10(〕0

(X） Ⅸ）10:010】

コーヒーブレイクコーヒーフレイク

3030

招待講演2

Basic｢esea『cho11he鵬nphe『al

neIve!withfocusonbbio9yof
neⅣemlu｢yand『ePalr

<LarsB・Dahlin〉
座長：根本孝一

Rクク

招待講演1

BiomechanicsofTendon

inHandSurqeⅣ

<Kai-NanAn>
座長：薄井IF着

S8

00-11
00-11

30 30

昼食昼食

1200-0000001200－ mH {)(〕

手の先天異常

懇話会

ﾗﾝﾁｮﾝ4

手の外科に有用な

穿通枝皮弁の挙上法

く光嶋勲〉

座長：柴田実

S42

ランチョン2

ばれ指と

ドケルバン病の治療

く堀内行雄〉

座長；吉津孝衛

S24

ランチョン3

手の外科疾患における

LlPUS治療

く光安廣倫〉

座長：中村蓼吾

S34

一､一､q

フノプーョ〆l

8iomechanicalConsiderations

indiilerentvolarplates

<WoifgangHintringer)
座長：長野昭

S10

1300-000000 ()(）13nn－
1JLF ０

５
０
０

総会
騨
轆
識鱗

TraveiingFellowSession 14()0－00－14

０
０
２
３ 30

招待講演3

CarpalTunnelSyndr0me:

F｢OmBasb印e噸IoCIin隅|A雛｡s

<PeterC.Amadio>

座長：加藤博之

S25

シンポジウム2

Intelligent義肢の開発
1500-15Ⅸ)－

座長：河井秀夫

〉中永修二

30

S11～S16

00'616㈹一 00

10 10 10 1010 [010 1010 10

PIP関節損鰐1

座長：今村宏太郎

S51～S52

PlP巽節損傷2

座長：高山真一郎

S53～S54

～~槌指

座長：石黒隆

S55～S57

舟状骨骨折1

座長：井卜有郎

S43～S45

舟状骨骨折2

座長：田中寿一

S45～S47

手根骨

座長：香月憲一
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第51回日本手の外科学会学術集会プログラム

月17日ロ■

■■

第1会場

8：30～10:00パネルディスカッション1

僥骨遠位端骨折の治療ガイドライン作成に向けて

座長：藤哲（弘前大学整形外科）

齋藤英彦（聖隷浜松病院手の外科･マイクロサージャリーセンター）

1-1-P1僥骨遠位端骨折-X線診断法とそのエビデンスー

日本医科大学整形外科澤泉卓哉他

1-1-P2僥骨遠位端骨折の治療ガイドライン作成にむけて

保存療法の適応とそのエビデンス

医真会八尾総合病院整形外科面川庄平

1-1-P3僥骨遠位端骨折の治療一ガイドライン作成に向けて－

経皮的鋼線固定治療の適応とエビデンス

東邦大学医学部整形外科第2講座戸部正博他

1-1-P4僥骨遠位端骨折：創外固定法の適応とそのエビデンス

横須賀北部共済病院整形外科・手の外科センター坂野裕昭他

1-1-P5僥骨遠位端骨折に対するプレート固定の適応とそのエビデンス

濁協医科大学整形外科長田伝重他

1-1-P6掌側ロッキングプレート(VLP)を用いて治療した

僥骨遠位端骨折の遣残癌痛に対する検討

東 海 病 院整形外科三ツロ由紀子他

1-1-P7僥骨遠位端骨折の治療指針（スコアリング・システムの模索）

滋賀医科大学整形外科児玉成人他

10:30～11:30招待講演1

座長：薄井正道（東北海道病院整形外科）

Biomechanicsof'IbndoninHandSurgery

BiomechanicsLaboratorXDMsionofOrthopedicResearch,MayoClinic

Kai-NanAn
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12：00～13：00ランチョン1

座長：長野昭（浜松医科大学整形外科）

BiomechanicalConsiderationsindfferentvolarHxedanglestableplates

inthetreatmentofradius丘actures

HumanisKlinikumAbteilungfUrUnfallchirurgie

Wo"angHintringer

13：05～14：20総会

TravelingFeilowSession

MechanotransductionofchronicneuralinjuryviaSchwanncells

DepartmentofOrthopaedicSurgery;UmversityofCalifbrnia

RanjanGupta

Comparisonbetweenper℃utaneoustransversefxationandintramedullary

Kirschnerwiresintreatingclosedhfactureofmetacarpalneckoflittlefinger

DepartmentofOrthopaedicsandTifaumatology;HmelaYbudeNethersole

EasternHospital

TC.Wong他

14：30～166：00シンポジウム2Intelligent義肢の開発

座長：河井秀夫（星ヶ丘厚生年金病院整形外科）

〉中永修二（東京逓信病院整形外科）

腕神経叢損傷再建

小郡第一総合病院整形外科土井一輝

Intelligent義肢の開発筋電義肢

1-1-S6

1-1-S7

1-1-S8

1-1-S9

1-1-S10

1-1-S11

兵庫県立総合リハビリテーションセンター整形外科兼リハビリテーシヨン科

陳隆明

サイバニクス技術を駆使した身体機能を拡張・支援するHAL

筑波大学大学院システム情報工学研究科山海嘉之

すべりを感じ摩擦を発生するデジタルハンド

産業技術総合研究所デジタルヒューマン研究センター持丸正明

ワイヤー干渉駆動型ロボットハンドの設計と制御

東京大学大学院工学系研究科精密機械工学専攻横井浩史

ヒト手指の動作と触感触覚能を有する電動義手の開発

宇都宮大学工学部機械システムエ学科・横浜市立大学医学部整形外科

酒井直隆
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第2会場

8：30～10:00シンポジウム1絞泥性神経障害の病態生理

座長：堀内行雄（川崎市立川崎病院整形外科）

牧裕（新潟手の外科研究所）

1-2-S1反復圧迫による末梢神経障害発生に関する基礎的研究

筑波大学大学院人間総合科学研究科臨床医学系整形外科

吉井 雄一 他

1-2-S2馬尾障害の病態生理

福島 県 立 医 科 大 学 医 学 部 整形外科学講座関口美穂他

1-2-S3Nervecompressionlesions-basicpathophysiologicalmechanisms

DepartmentofHandSurgerMUniversityofLund,Malm6UniversityHospital

LarsB・Dahlin

1-2-S4手根管症候群における腱滑膜病変

名古屋大 学手の外科学平田仁他

1-2-S5肘部管症候群の原因病態と肘部管内圧の関係

札幌医科大学医学部整形外科射場浩介他

10：30～11：30招待講演2

座長：根本孝一（防衛医科大学校整形外科）

Basicresear℃hoftheperipheralnerve,withfOcusonbiology

ofnerveinjuryandrepair

DepartmentofHandSurgery;UniversityofLund,Malm6UniversityHospital

LarsB.Dahlin

12：00～13：00ランチョン2

座長：吉津孝衛（新潟手の外科研究所）

ばね指とドケルバン病の治療

川崎市立川崎病院整形外科堀内行雄

14：30～15：30招待講演3

座長：加藤博之（信州大学医学部運動機能学講座）

Carpal'IimnelSyndrome:FifomBasicSciencetoClinicalAspects

BiomechanicsLaboratorMDivisionofOrthopaedicResearch,MayoClinic

RterC.Amadio他

16：10～18：10僥骨遠位端骨折1

座長：坂野裕昭（横須賀北部共済病院整形外科）

1-2-1BoneSpreaderを用いた僥骨遠位端骨折の掌側ロッキングプレート固定

新潟県立小出病院整形外科神田俊浩他
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1-2-2

1-2-3

1-2-4

1-2-5

1-2-6

1-2-7

1-2-8

1-2-9

1-2-10

1-2-11

1-2-12

1-2-13

1-2-14

早期運動療法を施行したColles骨折に対する掌側ロッキングプレート

固定術後矯正損失と臨床成績の関係

香川労災病院整形外科善家雄吉他…

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法の成績の分析

静岡 県 立 総合病院整形外科松岡秀明他…

掌側ロッキングプレート(VLP)は僥骨遠位端骨折治療における

骨移植の必要性を排除したか？

鈴鹿回生病院整形外科渥美覚他…

CementaddinginvolarlockingplatefOrthetreatmentosteoporoticdistalradius

hactures

SOSMainStrasbourgH6pitauxUniversitaires,CentredeChirurgie

OrthopediqueetdelaMainSybiUeFACCA他…

檮骨遠位端骨折2

座長：澤泉卓哉（日本医科大学整形外科）

僥骨遠位端骨折condylarstabilizing法に対するデバイスの開発とその臨床応用

京都府立医科大学大学院医学研究科

運動 器 機 能 再 生外科学（整形外科）河野茂他

スクリュー角度を調整できるロッキングプレートを用いた

僥骨遠位端骨折骨接合術の工夫と成績

山口県立総合医療センター瀬戸信一朗他

僥骨遠位端骨折におけるLockingPlatescrewの刺入方向と位置の検討

一有限要素法の観点から－

聖 マ リ ア ン ナ 医 科 大学整形外科学教室泉山公他

各種僥骨遠位端骨折用掌側ロッキングプレートの比較検討

一遠位部スクリューの刺入位置を中心に－

岡山済生会総合 病 院 整 形 外 科 近 藤 秀 則 他

僥骨遠位端骨折手術における遠位スクリュー位置と術後矯正損失

東京大学医学部付属病院整形外科大数加光治他

檮骨遠位端骨折3

座長：戸部正博（東邦大学医学部整形外科第2講座）

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合併症の検討

一宮市立市民病院国立真以他

僥骨遠位端骨折に対する掌側プレートの合併症（第2報）

大阪府三島救命救急 センター整形外科岡本雅雄他

僥骨遠位端骨折後の手関節内隔壁形成と臨床成績の関係

横須賀北部共済病院整形外科・手の外科センター瀧上秀威他

僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキング・プレート固定法の術後合併症

熊本整形外科病院整形外科玉井誠

－38－

S26

S27

S27

S28

S28

S29

S29

S30

S30

S31

S31

S32

S32



1-2-15

1－．－

I

掌側ロッキングプレートによる僥骨遠位端骨折術後に

EPL断裂をきたした5例の検討

産業医科大学整形外科学I■鈴木聖裕;■他jl･+･､｡｡；
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第3会場

12：00～13:00ランチョン3

座長：中村蓼吾（中日病院名古屋手の外科センター）

手の外科疾患におけるLIPUS治療

九 州大 学大 学院 医学 系研究院整形外科光安廣倫他

16 10～18：10

S34

食環境栄養学科）

8：10手根管症候群1

座長：今枝敏彦（金城学院大学生活環境学部食環境栄養1

手根管症候群に対しての知覚・痛覚定量分析装置による感覚障害定量評価

信州大学リハビ リ テ ー シ ョ ン 部 中 村 恒 一 他 … …

手根管開放術後一年における電気生理学的回復についての検討

神戸労災病院整形外科金谷貴子他･･･…

手根管症候群質問票(CTSI)を用いた特発性手根管症候群の経時的術後評価

済生会山形済 生病院整形外科石垣大介他……

特発性手根管症候群における手根管症候群質問票(CTSI)と

他覚的神経機能評価の関係

済生会山形済生病院整形外科石垣大介他……

特発性手根管症候群に対する手根管開放術の術後機能評価

およびQOL評価について

鈴鹿回 生 病 院 整 形 外 科 森 田 哲 正 他 … …

電流知覚閾値(CPT)検査を用いた手根管症候群と肘部管症候群の治療成績の評価

防衛医科大学校整形外科津田悦史他……

1-3-1

1-3-2

1-3-3

1-3-4

1-3-5

1-3-6

1-3-7

1-3-8

1-3-9

1-3-10

1-3-11

1-3-12

1-3-13

手根管症候群2

座長：長岡正宏（駿河台日本大学病院整形外科）

手根管症候群に対する手根管内ステロイド注射の成績

一手根管内注射の限界と適応一

井上整形外科井上貞宏

手根管症候群に対する手根管内ステロイド注入による保存療法の成績

埼玉成恵会病院・埼玉手の外科研究所中村哲郎他

手根管症候群に対するトリアムシノロン手根管内注射の効果

山形大学渡邉忠良他

小皮切手根管開放術の治療成績

国立成育医療センター整形外科森澤妥他

独自開発した手根管剥離子および手根管ナイフによる手根管開放術

社会保険神戸中央病院リハビリテーション科岡島誠一郎他

特発性手根管症候群再手術例の検討

長崎労災病院整形外科角光宏他

再発性手根管症候群に対するveinwrappingの治療経験

慶仁会川崎病院整形外科鈴木康一他
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第4会場

12：00～13:00ランチョン4

座長：柴田実（新潟大学医学部形成外科）

手の外科に有用な穿通枝皮弁の挙上法

東京大学医学部 形 成 外 科 光 嶋 勲 S42

16：10～18:108:10舟状骨骨折1

座長：井上五郎（豊橋市民病院整形外科）

舟状骨偽関節に対する遊離骨移植術の限界と血管柄付き骨移植術の適応

弘前大学大学院医学研究科整形外科学講座岩崎弘英他

舟状骨々 折・偽関節salvage症例の検討

兵庫医科大学整形外科蔭山敬久他

舟状骨近位部偽関節に対する血管柄付き骨移植術の治療成績

昭和大学横浜市北部病院整形外科川崎恵吉他

舟状骨骨折，偽関節に対する骨接合術の中期成績

神野病院整形外科日高康博他

舟状骨偽関節に対する骨膜筋膜付き僥骨骨移植術

星 ケ 丘厚生年金病院田宮大也他

1-4-1

1-4-2

1-4-3

1-4-4

1-4-5

1-4-6

1-4-7

1-4-8

1-4-9

1-4-10

1-4-11

1-4-12

舟状骨骨折2

座長：田中寿一（兵庫医科大学整形外科）

舟状骨遷延骨癒合例（3ケ月以上経過例）に対する小切開骨接合術の治療成績

溝口外科・整形外科病院岡田貴充他

骨折部吸収像を呈する舟状骨骨折の検討

小郡第一総合病院整形外科坂本相哲他

舟状骨摘出術の治療成績

和歌山県立医科大学整形 外 科 学 教 室 谷 口 泰 徳 他

MultiDetectorCT(MDCT)を利用した手舟状骨に対する新しい長軸撮影法

(2重長軸法）の試み

国立病院機構東広島医療センター整形外科今田英明他

不安定型舟状骨骨折の鑑別法：

単純X線と3次元CT画像における骨折線の見え方の比較

大阪大学整形外科森友寿夫他

手根骨

S43

S43

S44

S44

S45

S45

S46

S46

S47

S47

座長：香月憲一（大阪市立大学大学院医学研究科整形外科）

非リウマチ手関節に対する僥骨月状骨固定術の検討

広島県障害者リハビリテーションセンター整形外科水関隆也他･･･…S48

有頭骨関節面を用いた僥骨手根関節形成術の治療成績

東 京 医 科 大 学 医 学部整形外科高瀬勝己他……S48
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1-4-13

1-4-14

1-4-15

僥骨遠位端骨折に合併した骨間靭帯損傷に対する経皮pimmgの治療成績

興生総合病院

舟状月状骨(SL)解離に対するSL靭帯修復法

国保中央病院整形外科

月状骨三角骨間靭帯損傷の病態と治療

慶應義塾大学医学部整形外科

､
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河野 正明 他

小野 浩史 他

中村俊康他

S49

S49
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第5会場

16：10～18:108:10PIP関節損傷1

座長：今村宏太郎（いまむら整形外科）

手指PIP関節反復性過伸展の治療経験

笠岡第一病院笠岡手の外科・上肢の外科センター楢崎慎二他

PIP関節掌側板付着部剥離骨折に対する治療成績

土谷総合病院整形外科園田広典他

手指PIP関節掌側板損傷に対する手術療法の検討

済生会下関総合病院整形外科坪根徹他

2つの創外固定を用いた陳旧性手指PIP関節背側脱臼骨折の低侵襲手術

健康保険鳴門病院整形外科浜田佳孝他

1-5-1

1-5-2

1-5-3

1-5-4

1-5-5

1-5-6

1-5-7

1-5-8

1-5-9

1-5-10

1-5-11

1-5-12

1-5-13

1-5-14

PIP関節損傷2

座長：高山真一郎（国立成育医療センター整形外科）

PIP関節掌側脱臼および掌側脱臼骨折の治療経験

愛知県厚生連海南病院整形外科蓮尾隆明他…

陳旧性PIP関節脱臼骨折の治療経験

大阪厚生年金病院整形外科三宅潤一他…

手指PIP関節脱臼骨折に対するDynamicDistractionApparatusを用いた治療成績

諏訪赤十字病院整形外科松木寛之他…

陳旧性PIP関節脱臼骨折に対する治療成績の検討

慶應義塾大学医学部整形外科佐藤和毅他…

槌指

座長：石黒隆（いしぐろ整形外科）

骨性マレット指に対する我々の分類と適応

岡山赤十字病 院整形外科小西池泰三他

マレット骨折の治療経験（閉鎖的骨螺子固定法）

関西医科大学附属枚方病院整形外科児島新他

フックプレートによる骨性マレット指の治療経験

広島大学整形外科角西寛他

陳旧性骨性マレット指の治療経験

津山中央病院整形外科福田祥二他

'Iigeatmentofmalletfingerwithdorsalstickedsplint3

retrospectivestudyof270cases

SOSMainStrasbourgH6pitauxUniversitaires,CentredeChirurgie

OrthopediqueetdelaMainSybilleFACCA他

非開放性の母指槌指の手術治療

中通総合病院整形外科千馬誠悦他
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第6会場

12：00～13:00手の先天異常懇話会

16：10～18：108:10TFCC

座長：三浪明男（北海道大学大学院医学研究科整形タ

Fbveaで損傷を受けたTFCC損傷におけるfOveasignの有用性について

関 西 電力病院整形外科西村隆一他・

TFCC障害に対するマイクロスコピーコイルMⅢ所見と手術治療との比較検討

聖マリアンナ医科大学整形外科学教室里見嘉昭他・

DRmの鏡視所見を加味したTFCC損傷の診断

名古屋大学手の外科山本美知郎他・

僥骨遠位端骨折に合併した三角線維軟骨複合体損傷の手関節鏡視下評価

国立がんセンター東病院友利裕二他・

TFCC損傷における鏡視下でのHoatingsign

関西電力病院整形外科藤尾圭司他．

1-6-1

1-6-2

1-6-3

1-6-4

1-6-5

1-6-6

1-6-7

1-6-8

1-6-9

1-6-10

1-6-11

1-6-12

1-6-13

整形外科）

DRUJ1

座長：鈴木正孝（あいせい紀念病院整形外科）

尺骨突き上げ症候群に対するOrthofxミニ延長器を使用した尺骨短縮骨切り術

函館亀田病院整形外科三浦一志他

尺骨短縮術の問題点：第1報偽関節手術例の検討

慶應義塾大学医 学 部 整 形 外 科 中 村 俊 康 他

尺骨短縮術における模状骨切りガイドの試用

富山大学整形外科長田龍介他

尺骨短縮骨切り術後の遠位僥尺関節における関節症性変化の出現は

術後臨床成績に影響をあたえるか？

北 海 道 大 学 大 学 院 医 学研究科整形外科岩崎倫政他

遠位僥尺関節症に対するModifiedSauve-Kapandji法

政田整形外 科 ・ リ ウ マ チ 科 政 田 和 洋 他

Sauve-Kapandji変法術後における尺骨近位断端部痛の検討

慶 應 義 塾 大 学 医 学 部整形外科学教室岩本卓士他

DRUJ2

座長：座長：西川真史（にしかわ整形外科・手の外科クリニック）

僥骨遠位端骨折に合併する遠位僥尺関節不安定性術中評価の検討

聖隷浜松病院手の外科・マイクロサージャリーセンター

小熊雄二郎他…

遠位僥尺関節外傷性不安定症に対する観血的治療の検討

熊本整形外科病院田嶋光
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1-6-14

1-6-15

僥骨に骨傷を伴わない遠位榛尺関節背側脱臼の検討

東京都保健医療公社大久保病院整形外科

遠位僥尺関節内に及ぶ榛骨遠位端骨折の治療成績

医真会八尾総合病院整形外科

－45－
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第7会場

16:10～18:108:10腱基礎1

座長：越智光夫（広島大学整形外科）

ピユアヒアルロン酸膜の指屈筋腱術後癒着に関する研究

九州大学大学院医学研 究 院 整 形 外 科 菊 池 克 彦 他

生体適合性ポリマーハイドロゲルによる癒着防止効果の検討

東京大学医学部整形外科石山典幸他

ルブリシンを用いた腱表面処理は腱鞘外腱移植を向上させる

－犬を用いた実験的研究一

熊本機能病院整形外科田口学他

ルブリシンを用いた腱表面処理は腱縫合術後の腱滑走を改善する

－犬を用いた実験的研究一

熊本機能病院整形外科田口学他

1-7-1

1-7-2

1-7-3

1-7-4

1-7-5

1-7-6

1-7-7

1-7-8

1-7-9

1-7-10

1-7-11

1-7-12

S66

S66

S67

S67

腱基礎2

座長：内尾祐司（島根大学医学部整形外科）

手指屈曲運動における深指屈筋および浅指屈筋の筋活動と手指屈曲力との関係

新潟中央病院リハビリテーション部土田尚美他……S68

Braidedpolyblendpolyethylene縫合糸(FiberWire@)を用いた

Sidelocking法による屈筋腱縫合の治療経験

医療法人若弘会若草第一病院整形外科領家幸治他”･…S68

骨腱再建部の骨と腱の修復過程は塩基性線維芽細胞増殖因子(b-FGF)で増強される

-bFGF徐放担体を用いて－

黒部市民 病 院 整 形 外 科 日 比 野 直 仁 他 … … S 6 9

偏光LED(LightEmittingDiode)照射による創傷治癒促進効果について

金沢大学医学部整形外科多田薫他……S69

ラット下肢同種移植における抗αβ-TCELLモノクローナル抗体とFK506の

短期投与による免疫学的寛容獲得について

神戸労 災病院整形外科金谷貴子他……S70

拘縮

座長：池田全良（東海大学八王子病院整形外科）

僥骨遠位端骨折後の手関節拘縮に対する鏡視下授動術の成績

市立豊中病院整形外科山本浩司他

母指MP関節拘縮に対する観血的授動術の治療成績

藤田保健衛生大学整形外科重盛香苗他

腱剥離術術前に関節拘縮に対しKirschnerwireと輪ゴムを用いて

拘縮を解除した症例の検討

大津赤十 字 病 院 形 成 外 科 沢 辺 一 馬 他
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1-7-13

1-7-14

1-7-15

手指PIP関節拘縮に対する授動術の治療成績

荻窪病院整形外科田崎憲一他

人工PIP関節による高度拘縮・強直の治療

昭和大学：医学部整形外科;稲垣克記他

Dupuytren拘縮に対する皮層形成術を併用した部分腱膜切除術の治療成績

大阪市立大学大学院医学研究科整形外科学教室 上村卓也他
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第8会場

16： 10～188：1 0 腫 瘍 1

座長：和田卓郎（札幌医科大学医学部整形外科学講座）

上肢に発生した末梢神経腫瘍の治療成績

星ケ丘厚生年金病院整形外科蒲生和重他……S74

腕神経叢及び上肢に発生した神経鞘腫の術後成績の検討

大阪大学整形外科田中啓之他……S74

術中体外照射と超音波を併用した前腕悪性腫瘍の治療

神戸大学大学院医学系研究科器官治療医学講座整形外科学

藤岡宏幸他……S75

SOLITARYOSTEOCHONDROMAOCCURREDAROUNDEPIPHYSISOFTHE

FmGERSCAUSNGDEFORMITYORLⅣⅡ'IKI､IONOFMOTION

DepartmentofOrthopedicSurgerySeoulNationalUniversityCollegeofMedicine

1-8-1

1-8-2

1-8-3

1-8-4

1-8-5

1-8-6

1-8-7

1-8-8

1-8-9

1-8-10

1-8-11

GooHyunBAEK他

指DIP関節背側に発生した腱鞘巨細胞腫に対するreversedcross-finger

sUbcutaneousnapによる治療-5年以上のfbllow-up例一

慶應義塾大学医学部整形外科池上博泰他

腫瘍2

座長：伊原公一郎（関門医療センター整形外科）

手指におけるグロームス腫瘍の検討

札幌医科大学医学部 整形外科学講座嘉野真允他

爪下部以外に生じた手指グロームス腫瘍の臨床像

平塚市民病院整形外科岡崎真人他

上肢動静脈奇形(AVM)に対するマイクロを用いた外科的治療

東京大学医 学部形成外科山本裕介他

手の血管奇形に対する硬化療法

愛媛大学医学部皮膚科形成外科診療班森秀樹他

手指に発生した巨細胞修復性肉芽腫に対する治療法の検討

九州大学医 学部整形外科芳田辰也他

手根骨に発生した有痛性骨襄腫に対する鏡視下手術の治療経験

独立行政法人国立病院機構東京医療センター整形外科

林俊吉他
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第9会場

16:10～18:8 ： 1 0肘

座長：辻野昭人（慶友整形外科病院）

陳旧性僥骨頭脱臼の治療経験

名 古屋大学医学部手の外科学篠原孝明他

僥骨頭骨折および僥骨頭・上腕骨小頭骨折に対する前外側アプローチの有効性

尾道市立市民病院整形外科・名越整形外科医院廣岡孝彦他

超音波検査における小児肘内障の病態像

今村整形 外 科 ・ 外 科 今 村 惠 一 郎 他

Mmによる外側型野球肘の術後評価

関西労災病院整形外科田野確郎他

1-9-1

1-9-2

1-9-3

1-9-4

1-9-5

1-9-6

1-9-7

1-9-8

1-9-9

1-9-10

1-9-11

1-9-12

有鉤骨等

座長：伊藤恵康（慶友整形外科病院）

有鉤骨鉤骨折の病因

慶友整 形 外 科 病 院 辻 野 昭 人 他

スポーツにおける有鉤骨鉤骨折に対する鉤直上切開による鉤摘出術

同愛記念病院整形外科多嶋佳孝他

有鉤骨鉤骨折における皮切についての工夫

愛知医科大学医学部整形外科山崎豊弘他

尺骨茎状突起衝突症候群の治療経験

明野中央病院（大分）整形外科中村英次郎他

外上顎炎

座長：青木光広（札幌医科大学保健医療学部）

上腕骨外側上穎炎（テニス肘）に対する鏡視下手術のための検討

聖マリアンナ医科大学整形外科学教室安藤亮他

上腕骨外上穎炎に対する手術成績

愛野記念病院整形外科宮崎洋一他

肘外側部痛症候群に対する関節鏡視下手術の治療経験

聖マリアンナ医科大学 整形外科学教室新井猛他

上腕骨外側上穎炎の鏡視下手術の術後成績と予後予測因子

札幌医 大整形外科和田卓郎他
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第10会場

16 10～18:108：10神経基礎1

座長：岡島誠一郎（社会保険神戸中央病院リハビリテー

ヒアルロン酸の局所投与による脊髄後根神経節における

interleukin-6mRNAの発現について

金沢大学医学部整形外科坪内英樹他

皮膚ポリモーダル受容器の圧刺激反応に及ぼすブラジキニンの増強作用

名古屋大学手の外科学・名古屋大学環境医学研究所神経系

申正樹他

正中神経モビライゼーションの臨床効果を検証する基礎研究

北海道外傷マイクロサージャリーセンター作業療法科青木光広他

外傷性骨欠損における末梢神経の適応機序

茨城県立医療大学付 属 病 院 整 形 外 科 安 部 伊 知 朗 他

配向性キトサン・ナノ繊維メッシュを用いた神経再生実験

国際医療福祉大学臨床医学研究センター伊藤聰一郎他

1-10-1

1-10-2

1-10-3

1-10-4

1-10-5

1-10-6

1-10-7

1-10-8

1-10-9

1-10-10

1-10-11

1-10-12

リハビリテーション科）

神経基礎2

座長：平田仁（名古屋大学手の外科）

末梢神経縫合部におけるシュワン細胞の動き

-GFPラットを用いた実験的検討一

自治医科大学整形外科学教室安食孝士他

神経細胞との混合培養におけるGreenFluorescentProtein

陽性schwann細胞の動態観察

金沢大学医学部整形外科田中嘉雅他

近赤外線発光ダイオード(LED)が神経再生時に

chamberflmdの抗酸化力に与える影響

金沢大学医学部整形外科石黒基他

GFPtransgemcラットのDRGを用いた軸索伸長モデルの作成

金沢大学医学部整形外科田中嘉雅他

長期間経過した末梢神経損傷におけるATF3の発現と軸索再生

慶應義塾大学医学部整形外科斎藤治和他

運動神経損傷時のケモカイン受容体CCR5の発現動態とその機能

星ケ丘厚生年金病院整形外科・大阪市立大学機能細胞形態学

蒲生和重他

神経基礎3

座長：池田和夫（金沢医療センター整形外科）

末梢神経部分損傷における損傷高位より末梢での健常部分から損傷割損傷高位より末梢での健常部分から損傷部分への側副発芽

村山医療センター整形外科新井健他……

－50－

S86

S86

S87

S87

S88

S88

S89

S89

S90

S90

S91

S91



1-10-13

1-10-14

1-10-15

1-10-16

神経端側縫合における神経再生形態の観察一全ての軸索が蛍光発色する

マウスを用いた運動・知覚神経それぞれの発芽形態について－

順天堂大学医学部形成外科林礼人他

IL-lβは坐骨神経損傷後の再生を促進する

大阪 大学大学院医学系研究科器官制御外科学韓法輪光他

SpinalMotorNeuronの軸索伸長と細胞内シグナル伝達系

横浜労災病院整形外科山本真一他

Methylcobalaminが神経細胞に及ぼす影響と分子生物学的機序

大阪大学大学院器官制御外科学 岡田 潔他
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第11会場

16： 10～18:108：1 0 皮 弁 1

座長：平瀬雄一（埼玉成恵会病院・埼玉手の外科研究所）

手指背側皮層欠損に対する手術治療の成績

大垣市民 病 院 整 形 外 科 千 田 博 也 他 …

皮弁による手部皮層軟部組織欠損再建例の検討

北 里 大 学 病 院救命救急センター根本充他…

同側前腕からの皮弁移植による手部欠損再建一適応および術式の検討と成績評価

燕 労 災病院整形外科松崎浩徳他…

トリアムシノロンアセトニドによる皮弁のthinning効果

長野赤十字病院形成外科佐野貴史他…

1-11-1

1-11-2

1-11-3

1-11-4

1-11-5

1-11-6

1-11-7

1-11-8

1-11-9

1-ll-10

1-11-11

1-11-12

1-11-13

1-11-14

1-11-15

皮弁2

座長：矢嶋弘嗣（奈良県立医科大学整形外科）

僥骨動脈穿通枝脂肪筋膜弁(RAP-AFflap)による手の再建

東京大学医学部形成外科光嶋勲他

指趾の軟部組織欠損に対する腓骨動脈穿通枝皮弁の検討

医療法人興生会吉本整形外科・外科病院整形外科中西昭登他

遊離鼠径皮弁による上肢皮膚欠損の治療一血管走行を中心に－

名古屋披済会病院整形外科佐久間雅之他

筋膜付き遊離皮層移植におけるヒト末梢血由来CD133陽性細胞移植の効果

広島大学整形外科形成外科診療班中西美紗他

遊離組織移植

座長：金谷文則（琉球大学整形外科）

上腕骨難治性偽関節に対する血管柄付き骨移植術

奈良県立医科大学整形外科吉田淳他

開発から10年の経験から考察した血管柄付き第2中手骨基部移植術の適応

済 生会 新潟病院整形外科牧野正晴

大腿骨内穎部における血管解剖一血管柄付き骨骨膜移植への応用一

神戸市立医療センター中央市民病院山本博史他

Metacarpalhandの治療上の問題点

山口県立総合医療センター整形外科岩永隆太他

大腿筋膜張筋を面で付加した前外側大腿皮弁による伸筋腱の再建

信州大学医学部形成再建外科長田佳郎他

Modifedwrap-aroundtoetransferfOrthumbreconstruction

DepartmentofHandSurgerMBe＃ingJishuitanHospital,kkingUmversity

PANYbng-wei他

足部からの血管柄付き遊離組織を用いた手指再建症例の検討

長崎大学医学部形成外科田中克己他
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月18日
■■

■■

第1会場

10:30～12：00パネルディスカッション2どう治療する特発性手根管症候群

座長：長野昭（浜松医科大学整形外科）

奥津一郎（おくつ整形外科クリニック）

2-1-P1特発性手根管症候群治療の現状～アンケート結果より

筑波大学大学院人間総合科学研究科臨床医学系整形外科

原友紀他

2-1-P2手根管症候群に対する保存療法の適応と限界－特に装具療法について

東北労災病院整形外科信田進吾他

2-1-P3手術療法鏡視下手根管開放術の立場から

笠岡第一病院整形外科橋詰博行他

2-1-P4手術療法開放式手根管開放術の立場から

国立病院機構金沢医療センター整形外科池田和夫他

2-1-P5特発性手根管症候群に対する鏡視下法と手掌内皮切法の比較

-Prospectiverandomizedcontrolledtrialからみた手術的適応－

福島県立医科大学医学部整形外科江尻荘一他

2-1-P6TheuseofOpenandEndoscopicCTRintheUSA

BiomechanicsLaboratory;DMsionofOrthopaedicResearch,MayoClinic

RterC.Amadio

2-1-P7後期高齢者に対する手根管開放術の術後成績

横浜労災病 院整形外科三上容司他

12:30～13:30ランチョン5

座長：梁瀬義章（長吉総合病院整形外科）

手の外科における保険診療（Ⅲ）

虎の門病院整形外科立花新太郎

16：10～17：40シンポジウム4夢を語ろう～手の外科領域の現状と未来

座長：落合直之（筑波大学大学院人間総合科学研究科臨床医学系

麻生邦一（麻生整形外科クリニック）

2-1-S8手の外科領域に対する超音波画像の現状と未来

聖マリアンナ医科大学整形外科清水弘之他．

2-1-S9上肢関節軟骨欠損治療の現状と未来一肋骨肋軟骨移植術を中心に－

慶応義塾大学整形外科佐藤和毅他．

2-1-S10屈筋腱治療の現状と未来

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
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2-1-S11

2-1-S12

2-1-S13

末梢神経治療の現状と未来

筑波大学大学院人間総合科学研究科臨床医学系整形外科

落合直之

マイクロサージャリーの現状と未来

-Neo-Microsurgeryから次世代微小外科を目指して一〃

帝京大学医 学 部 整 形 外 科 木 村 理 夫 他

国内での手同種移植臨床応用に向けて克服すべきハードル

山口大学医学部整形外科 村松慶一他

－54 －
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第2会場

8 :30～10：000：00僥骨遠位端骨折4

座長：佐々木孝（済生会神奈川県病院整形外科）

AO分類C3型僥骨遠位端関節内粉砕骨折に対する掌側ロツキングプレートの治療成績

愛知県厚生連豊田厚生病院稲垣弘進他……S117

掌側ロツキングプレートを用いた僥骨遠位端粉砕骨折(AO分類C3)の治療成績

2-2-1

2-2-2

2-2-3

2-2-4

2-2-5

2-2-6

2-2-7

2-2-8

2-2-9

2-2-10

2-2-11

広島大学大学院医歯薬学総合研究科 整形外科学中崎蔵人他

AO分類C3型榛骨遠位端骨折に対する掌側および僥側プレート固定法

大分三愛メディカルセンター整形外科猿渡知行他

僥骨遠位端骨折に対する掌側lockingplateを用いた骨接合術の治療成績

AO分類C3型の治療成績について

東 京 医 科 歯 科 大 学 医学部整形外科藤田浩二他

舟状骨窩の遊離骨片を伴う僥骨遠位端関節内骨折

奈良県立医科大学整形外科土肥義浩他

僥骨遠位端骨折5

座長：長田伝重（濁協医科大学整形外科）

榛骨遠位端骨折における鏡視下整復術を容易にするために

Platepresettingarthroscopicreductiontechnique(PART)の実際

済生会下関総合病 院 整 形 外 科 安 部 幸 雄 他

AO分類C型僥骨遠位端骨折に対する掌側プレートによる治療成績

福岡整形外科病院櫛田学他

僥骨遠位端関節内骨折AO分類Cl･2型とC3型との治療成績の比較

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

step-offのあるColles型僥骨遠位端関節内骨折の治療成績

名古屋大学大学院医学系研究科機能構築医学専攻

運動・形態外科学講座手の外科学奥井伸幸他

背側月状骨窩骨片を有する僥骨遠位端関節内骨折に対する掌側ロッキング

プレートに併用した尺背側プレートの有用性について

金沢医療センター整形外科納村直希他

AO分類C型僥骨遠位端関節内骨折の治療成績-HC50vsAcu-Loc-

東住吉森本病院整形外科前田剛他

－55－

S117

S118

S118

S119

S119

S120

S120

･･･S121

S121

S122



10：30～12：00シンポジウム3手関節障害の治療の工夫

座長：水関隆也（広島県身障者リハビリセンター整形外科）

石突正文（土浦協同病院整形外科）

2-2-S1Dynamic(4D)Computed'IbmographyoftheWrist

DepartmemofHandSurgery;SingaporeGeneralHospital

ShianChaoTXY他・・…･S123

2-2-S2バイオメカニクスから見た手関節障害の治療

大阪大学整形外科森友寿夫他……S124

2-2-S3リウマチ手関節の三次元CT画像と部分手関節固定術

新潟県立リウマチセンターリウマチ科石川肇他．．…･S125

2-2-S4UpdateontheManagementof'IifaumaticandReconstructiveProblemsofthe

ScaphoidusmgaCannulatedContinuousHeadlessCompressionScrew

DepartmentofOrthopaedicsandRehabilitation,YaleUmversitySchoolofMedicine

JosephESladem……S126

2-2-S5舟状骨偽関節に対する手関節鏡視下腸骨移植

新潟手の外科研究所坪川直人他・…･･S128

2-2-S6骨髄血移植・低出力超音波・創外固定を併用したキーンベック病の

新しい治療法とその基礎的研究

筑波大学大学院人間総合科学研究科臨床医学系整形外科

小川健他……S129

2-2-S7人工手関節の開発研究

北海道大学大学院医学研究科整形外科学分野三浪明男他……S130

12：30～13：30ランチョン6

座長：阿部宗昭（城山病院上肢機能再建術研究所）

スポーツによる肘関節障害

山形大学医学部整形外科高原政利 S131

13:40～15:40榛骨遠位端骨折6

座長：野口政隆（高知大学医学部整形外科）

2-2-12Multidirectionalfixedangleplateによる僥骨遠位端骨折の治療経験

済生会川口総合病院太田剛他……S132

2-2-13僥骨遠位端関節内骨折に対するLowPronlePlateによる内固定

多根総合病院整形外科本城昌他･･･…S132

2-2-14僥骨遠位端骨折に対する掌側プレート固定の検討－3プレートの比較一

安城更生病院整形外科倉橋俊和他……S133

2-2-15当科における僥骨遠位端骨折に対する各種掌側ロッキングプレートの特性と使用経験

目蒲病院整形外科平原博庸他……S133

－56－



2-2-16

2-2-17

2-2-18

2-2-19

2-2-20

2-2-21

2-2-22

2-2-23

2-2-24

2-2-25

2-2-26

2-2-27

高齢者の掌側転位型僥骨遠位端骨折に対する観血的整復固定術の治療成績

-lockmgplate群とnon-lockmgplate群の比較

城山病院整形外科門馬秀介他

2種類のロッキング・プレートをランダムに使用した僥骨遠位端骨折手術の

術後X線解析および臨床成績の検討

国保中央病院整形外科古田和彦他

S134

S134

榛骨遠位端骨折7

座長：吉田健治（聖マリア病院整形外科）

non-bridging創外固定器を用いて治療を行った僥骨遠位端骨折における

骨癒合遅延要因の検討

佐野厚生総合病院整形外科岩部昌平他……S135

閉経期以降女性の僥骨遠位端骨折に対する治療成績

TifansulnarpercutaneouspinningとSnake創外固定の比較

札幌厚生病院整形外科笠島俊彦他……S135

僥骨遠位端骨折に対する掌側LockingPlate固定法とnon-bridging創外固定法の比較

山梨大学医学部整形外科学教室佐藤信隆他

僥骨遠位端骨折に対するbridging型創外固定と掌側Lockingplateの比較

市立豊中病院栗山幸治他

高齢者の僥骨遠位端骨折に対する経皮的鋼線固定

一適応手術手技および臨床成績一

日本赤十字社和歌山医療センター整形外科麻田義之他

僥骨遠位端骨折に対する髄内固定法の治療成績

近森病 院 整 形 外 科 西 井 幸 信 他

榛骨遠位端骨折8

座長：勝見泰和（宇治武田病院整形外科）

僥骨遠位端骨折の良好な整復には早期の手術が必要

奈良県立三室 病院整形外科仲西康顕他

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

一若年者と高齢者の比較一

岐阜社会保険病 院 整 形 外 科 加 藤 宗 一 他

HImer分類IB損傷を合併した掌側ロッキングプレート

施行僥骨遠位端骨折の治療成績

聖隷浜松病院・手の外科・マイクロサージャリセンター森谷浩治他

僥骨遠位端骨折術後における評価法の検討

-DASHと日手会手関節機能評価基準は相関するか－

津山中央病院整形外科加藤久佳他
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16:10～17：10招待講演4

座長：川端秀彦（大阪府立母子保健総合医療センター

ReconstructiveOperationsinBrachialPlexusBirthHIsy

DepartmentofOrthopaedicSurgerx'IbmpleUniversitySchoolofMedicme,

ShrinersHospitalsfOrChildren

ScottH・Kozin

18：00～20：00 末梢神経を語る会

－58－
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第3会場

8：30～10：000：00手 根 管 症 候 群 3

座長:西浦康正（筑波大学大学院人間総合科学研究科臨床医学系

3テスラMmによる特発性手根管症候群の重症度分類

産業医科大学整形外科大茂壽久他・

手根管症候群のMRneurography

防衛医科大学校整形外科有野浩司他・

特発性手根管症候群の診療における超音波検査の有用性

虎の門病院整形外科中道健一他・

特発性手根管症候群のMmにおける有用性と限界一撮像法の検討一

慶應義塾大学医学部整形外科高木岳彦他・

鏡視下手根管開放術の術前後のMmと症状の検討

諏訪赤十字病院整形外科百瀬敏充他・

マイクロスコピーコイルと3pointplanscanMmによる手根管症候群の診断

東京逓信病院整形外科沖永修二他．

2-3-1

2-3-2

2-3-3

2-3-4

2-3-5

2-3-6

2-3-7

2-3-8

2-3-9

2-3-10

手根管症候群4

座長：三上容司（横浜労災病院整形外科）

Camitz変法による母指対立再建術

琉球大学整形外科堀切健士他

重度手根管症候群に対するわれわれのCamitz変法

大田原赤十字病院整形外科森田晃造他

重度の手根管症候群に対する母指対立再建術一当科での新しい試み－

土谷総合病院整形外科木森研治他

手根管症候群における母指対立再建例の検討

一小皮切によるCamitz法の5年以上経過例一

慶 應義塾大学医学部整形外科池上博泰他

12:30～13:30ランチョン7

座長：別府諸兄（聖マリアンナ医科大学整形外科）

Myrecommendedtecmiqueinhandandupperextremity

-Keynoteondistalradiushfactures-

NeWYbrk-PresbyterianHospitalColumbiaCampus

MelvinRRosenwasser
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13：40～15：405：40肘部管症候群1

座長：信田進吾（東北労災病院整形外科）

EXTENSORINDICISPROPRIUSTRANSFERFORABDUCTEDSMATIFmGI

DepartmemofOrthopaedicSurgerMSeoulNationalUniversity

CollegeofMedicmeHyunSikGONG他…

肘部管症候群に対する尺骨神経前方移動術

近畿大学医学部整形外科大谷和裕他…

肘部管症候群に対する小皮切での上腕骨内上穎切除術

公立那 賀病院整形外科平野三好他．”

肘部管形成術の検討

筑波大学大学院人間総合科学研究科臨床医学系整形外科

中島佳子他…

内反肘に合併した肘部管症候群に対する小切開による単純神経剥離術の治療経験

和 歌 山 県 立 医科大学整形外科北野岳史他…

2-3-11

2-3-12

2-3-13

2-3-14

2-3-15

2-3-16

2-3-17

2-3-18

2-3-19

2-3-20

2-3-21

SMAn"FMGER

肘部管症候群2

座長：宮坂芳典（仙塩総合病院整形外科）

尺骨神経移動術に伴う神経内血流分布

新潟県立吉 田病院整形外科田中英城

肘部管症候群における神経側面圧の検討

山口大学大学院医学系研究科整形外科重冨充則他

肘部管症候群術前・術後のDASHスコアと，術後スコアに関与する

術前評価項目について

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科整形外科学

若林良明他

肘部管症候群の病態に即した術式選択の術後成績

防 衛 医 科 大 学 校整形外科学講座尼子雅敏他

肘部管症候群再手術例の検討

元赤坂診療所仲尾保志他

透析患者における肘部管症候群と手根管症候群

筑波メディカルセンター病院整形外科吉田綾他

－60－
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第4会場

8 :30～10:00

医学部附属病院リハビリテーション部）

0：00骨壊死1

座長:柿木良介（京都大学医学部附属病院リハビリテー

高齢発症のKienb6ck病に対する手術成績

北海道大学医学 部 整 形 外 科 益 子 竜 弥 他 ・

僥骨短縮術，有頭骨短縮術による月状骨への応力変化（有限要素法による解析）

濁協医科大学整形外科学益崎浩一郎他・

若年者Kienb6ck病に対する僥骨骨切り術後に生じるX線変化

北海道大学整形外科松橋智弥他・

血管柄付き僥骨移植によるキーンベック病の治療成績

岩手医科大学整形外科古町克郎他・

キーンベック病に対する血管柄付き骨移植術

京都府立医科大学大学院医学研究科運動器機能再生外科学

藤原浩芳他．

2-4-1

2-4-2

2-4-3

2-4-4

2-4-5

2-4-6

2-4-7

2-4-8

2-4-9

2-4-10

2-4-11

骨壊死2

座長：橋詰博行（笠岡第一病院整形外科）

キーンベック病Lichtman分類の信頼性についての検討

名古屋大学手の外科三ツロ秀幸他…・

Kienb6ck病の新しい評価法-MRスペクトロスコピーを用いた脂肪信号比の測定

埼玉社会保険病院小原由紀彦他．…

キーンベック病の関節鏡所見一レントゲン像と比較して

名古屋大学手の外科建部将広他．…

手根骨骨内ガングリオンの病態および治療成績

東京医科大学医学部整形外科高瀬勝己他．…

特発性舟状骨壊死(Preiser病）に対する手術療法

奈良県立医科大学矢島弘嗣他．…

明らかな骨折を生じる前に治療を開始できた手根骨壊死の8例

慶応義塾大学整形外科丹治敦他…．

12：30～13：30ランチョン8

座長：浜田良機（山梨大学整形外科）

CRPSに関する最新の知見

大阪大学大学院医学系研究科瘤痛医学講座柴田政彦

-61-

S154

S154

S155

S155

S156

S156

S157

S157

S158

S158

S159

S160



13：40～15:405:40RA1

座長：正富隆（行岡病院整形外科手の外科センォ

リウマチ母指に対する関節固定術

国立成育医療センター整形外科関敦仁他

関節リウマチ患者における母指手術例の検討

奥田整形外科奥田敏治

RA性尺側偏位に対する再建手術の経験

鹿児島赤十 字 病 院 整 形 外 科 恒 吉 康 弘 他

当科におけるMP人工関節の術後成績

北海道大学 医学部整形外科紺野拓也他

リウマチ手に対するPmDesign人工指MP関節置換術の臨床成績：

2年以上経過例について

大阪労災病院整形外科恵木丈他

2-4-12

2-4-13

2-4-14

2-4-15

2-4-16

2-4-17

2-4-18

2-4-19

2-4-20

2-4-21

2-4-22

2-4-23

手の外科センター）

RA2

座長：南川義隆（東京手の外科・スポーツ医学研究所）

リウマチ手関節に対するmodifiedSauve-Kapandji法における

尺骨近位断端制動術の有効性の検討

大阪労災病院整形外科川端確他

Sauve-Kapandji法におけるUmarGapとmnarDistanceの経過について

豊見城中央病院整形外科岩田友希江他

関節リウマチにおける尺骨近位端の安定化術(Breen変法）の治療成績

国家公務員共済組合連合会立川病院整形外科谷野善彦他

関節リウマチに対するSauve-Kapandji変法の治療成績

東海大学大 磯病院整形外科齋藤育雄他

関節リウマチに対するSauve-Kapandji法における尺骨近位端制動術の検討

東邦大学医学部整形外科関口昌之他

三次元CT画像を用いたリウマチ手関節の伸筋腱断裂の検討

新潟県立リウマチセンター阿部麻美他

関節リウマチの手指伸筋腱皮下断裂に対する三次元CTの診断能力

広島大 学 整 形 外 科 鈴 木 修 身 他
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第5会場

8:30～10:00手指側副靱帯損傷

座長：内山茂晴（信州大学整形外科）

2-5-1 手指回旋変形を伴う中手指節関節の裂離骨折について

緑成会病院整形外科齋藤則夫他

2-5-2 手指MP関節側副靱帯損傷の治療と問題点一保存的治療VS.観血的治療一

医療法人友和会鶴田整形外科鶴田敏幸他

2-5-3母指MP関節尺側側副靱帯損傷に対する関節鏡補助下での修復術

三重大学医学部整形外科辻井雅也他

2-5-4 手指PIP関節側副靱帯損傷の治療成績の検討

城東社会保険病院岩倉菜穂子他

2-5-5 手指側副靱帯断裂に対する一次修復術の検討

回生会大西病院整形外科中村智

2-5-6

2-5-7

2-5-8

2-5-9

第4．5CM関節損傷

座長：稲垣克記（昭和大学医学部整形外科）

尺側手根中手関節脱臼骨折の検討

千葉市立青葉病院整形外科松浦佑介他

第4．5中手骨基部背側脱臼骨折の5例-Fistblowの治療経験一

倉敷中央病院林英輔他

有鉤骨骨折を伴った尺側CM関節脱臼骨折の治療経験

青森市民病院整形外科鈴木雅博他

尺側CM関節損傷の骨折型について

箕面市立病院整形外科難波二郎他

13：40～15：40手指骨1

座長：小林明正（北里大学東病院整形外科）

2-5-10手指末節骨骨折偽関節例の検討

愛 知 県 厚 生 連 海 南病院整形外科勝田康裕他

2-5-11ロツキングプレートを用いた指骨偽関節・指関節固定の治療

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

2-5-12手指の基節骨穎部骨折術後に生じた骨壊死症例の検討

医真会八尾総合病院 整 形 外 科 大 川 卓 海 他

2-5-13骨軟骨移植による手指関節再建

清恵会病院大阪外傷マイクロサージャリーセンター五谷寛之他
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2-5-14

2-5-15

2-5-16

2-5-17

2-5-18

2-5-19

2-5-20

2-5-21

2-5-22

手指骨2

座長：鈴木克侍（藤田保健衛生大学整形外科）

サファイアピンを用いた手指骨折に対する小侵襲骨接合術の開発

および術後早期可動域訓練

土浦協同病院整形外科石突正文他

指節骨骨折に対するMP関節屈曲位での早期運動療法

西能病院整形外科堂後隆彦

基節骨骨折に対するIlizarovmimfxatorの使用経験

町田市民病院形成外科松浦愼太郎他

手指骨折変形治癒例に対する矯正骨切り術の検討

練馬総合病院整形外科三戸一晃他

中手骨

座長：瀧川宗一郎（昭和大学附属豊洲病院整形外科）

中手骨頚部骨折に対する経皮的ピンニング法の工夫

関西医科大学附属滝井病院整形外科谷川暢之他

中手骨頚部骨折に対するintrfocalpinningを用いた低侵襲固定法の治療経験

太田総 合 病 院 整 形 外 科 金 潤 壽 他

MODIFIEDPERCU'IHNEOUSMTRAMEDULLARYK-WIREFIXAATION

OFME'IACARPALFRACTURES

DepartmentsofOrthopedicSurgery;SeoulNational

UniversityCollegeofMedicineYbungHoLEE他

髄内釘固定術を想定した中手骨形態のX線学的研究

鹿島労災病院整形外科板寺英一他

中手骨皮質厚の測定一プロボクサーと一般成人男性の比較一

駿河台日本大学病院整形外科長尾聡哉他
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8

2-6-1

2-6-2

2-6-3

2-6-4

2-6-5

第6会場

30～10：000：00前腕

座長：池上博泰（慶應義塾大学整形外科）

mTRAMEDULIARYNAILFIXAATIONFORTHEDIAPHYSEALFRACTURES

OFFOREARMADUIﾉr

DepartmentsofOrthopedicSurgery;SeoulNationalUniversity

CollegeofMedicineYbungHoLEE他・

LIPUSを用いた上肢の遷延治癒骨折および偽関節の治療成績

大阪市立大学大学院医学研 究科 整形 外科 米田 昌弘 他．

3次元変形矯正骨切シミュレーションシステムにおける精度検証

大阪 大学整形外科岡久仁洋他・

近位あるいは遠位僥尺関節脱臼を伴う前腕両骨骨折変形治癒

大阪大 学整形外科村瀬剛他・

小児前腕中央1/3骨折変形治癒後の角度矯正

手稲渓仁会病院整形外科佐々木勲他。

S178

S178

S179

S179

S180

創外固定・延長

座長：川端秀彦（大阪府立母子保健総合医療センター

多発性骨軟骨腫における前腕手術例の検討（特に尺骨延長の視点から）

琉球大学整形外科岳原吾一他

前腕延長後の僥尺関節の変化と回旋可動域

大阪医科大学整形外科白井久也他

IlizarovMinifixatorを用いた手指の仮骨延長術

日本医科大学整形外科澤泉卓哉他

当科における手指骨延長法

奈良県立医科大学前川尚宜他

指用イリザロフ創外固定器を用いた第一指間開大術

清恵会病院大阪外傷マイクロサージヤリーセンター五谷寛之他

整形外科）

2-6-6

2-6-7

2-6-8

2-6-9

2-6-10

13：40～15:40骨間神経麻痘等

座長：岡義範（東海大学大磯病院整形外科）

2-6-11当科における骨間神経麻痒の治療成績

兵庫医科大学整形外科山際得益他

2-6-12当科における特発性前・後骨間神経麻揮の治療経験

一神経上膜における浮腫の検討一

川崎市立川崎病院整形外科・済生会宇都宮病院整形外科

越智健介他

2-6-13僥骨神経深枝麻痒の経過について

千葉大学整形外科柿崎潤他
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2-6-14

2-6-15

2-6-16

2-6-17

2-6-18

2-6-19

2-6-20

2-6-21

2-6-22

2-6-23

2-6-24

自家静脈bridging,wrappmg,cappmgによる神経損傷の治療

新 潟手の外科研究所成澤弘子他

僥骨神経損傷後神経因性瘻痛に対する生体内再生治療の治療成績

稲田病院整形外科稲田有史他

その他の神経麻痘

座長：西島直城（丹後中央病院整形外科）

外傷性肩関節脱臼に合併した神経麻揮の検討

浜松医科大学整形外科澤田智一他

注射・採血に関わる神経障害による医事紛争例の検討

勤医協中 央病院整形外科堺慎他

胸郭出口症候群に合併する腰痛に対する腰椎伸展運動の効果

東京手の外科・スポーツ医学研究所阿部幸一郎他

伽mによる音楽家のフォーカル・ジストニアの検討

防衛医科大学校整形外科有野浩司他

模骨遠位端骨折変形治癒

座長：楠瀬浩一（東京労災病院整形外科）

僥骨遠位端骨折後の変形治癒に対する矯正骨切術の治療成績

関西労 災病院整形外科堀木充他

僥骨遠位端骨折変形治癒に対する矯正骨切り術

徳島 大 学 整 形 外 科 花 岡 尚 賢 他

僥骨遠位端骨折変形治癒に対する尺骨短縮術を併用した

僥骨模閉じ矯正骨切り術の治療成績

札 幌医科大学医学部整形外科小笹泰宏他

僥骨遠位端骨折変形治癒に対するロッキングプレートを用いた矯正骨切り術

函館五稜郭病院整形外科佐藤攻

僥骨遠位端関節内骨折後変形治癒に対する関節内矯正骨切り術

東京歯科大学市川総合病院整形外科栩木弘和他
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第7会場

8:30～10:000:00伸筋腱

座長：田崎憲一（荻窪病院整形外科）

尺側手根伸筋腱障害手術例の検討

慶 応 大 学 医 学部整形外科福岡昌利他

Dynamicsplintを用いた手指伸筋腱皮下断裂再建術の成績

信州大学医学部整形外科伊坪敏郎他

固有小指伸筋腱と伸筋腱鞘第5区画の解剖学的特徴

キッコーマン総合病院整形外科･MayoClmcバイオメカ研究室

田中利和他

浅指屈筋腱腱移行による母指伸展機能再建

大 阪 市 立 総 合 医 療 センター整形外科細見僚他

2-7-1

2-7-2

2-7-3

2-7-4

2-7-5

2-7-6

2-7-7

2-7-8

2-7-9

2-7-10

屈筋腱

座長：黒島永嗣（帝京大学医学部整形外科）

3D-CTによる術前診断を併用した手指屈筋腱皮下断裂の治療経験

米 沢 市 立 病院整形外科長谷川和重他

屈筋腱皮下断裂例の検討

香 川 大 学 医 学部整形外科加地良雄他

Zonem,Ⅳにおける屈筋腱皮下断裂に対する腱移行・移植術の成績

新潟中央病院整形外科幸田久男他

Zonellでの6-strand屈筋腱一次縫合，早期自動運動の成績

新潟手の外科研究所牧裕他

Zone2屈筋腱断裂に対する3週間固定法とmeinert変法の経時的可動域の比較

学校法人青丹学園関西学研 医療福祉学院飯塚照史他

外力による爪の動態観察(meinert法改善への基礎研究）

関西医科大学附属枚方病院整形外科児島新他

13：40～15：40腱鞘炎1

座長：水谷－裕（東邦大学医学部整形外科学第2講座）

2-7-11A2pullyばね指の治療経験

日本大学整形外科山口太平他…

2-7-12成人ばね指に対する腱鞘内トリアムシノロン注射による腱・腱鞘の形態学的変化

大 洗 海岸病院整形外科・日本医科大学整形外科齋藤善他…

2-7-13手指ばね指に対して腱鞘切開専用メスを用いた治療成績

佐々木研究所附属杏雲堂病院整形外科富田善雅他…

2-7-14糖尿病に伴った手指屈筋腱狭窄性腱鞘炎に対する鏡視下腱鞘切開術の検討

大分循環器病院内田和宏他…

2-7-15超音波検査によるばね指手術後の画像的検討

取手医師会病院整形外科許表槽他…
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2-7-16

2-7-17

2-7-18

2-7-19

2-7-20

2-7-21

2-7-22

2-7-23

糖尿病に伴う手指狭窄性屈筋腱腱鞘炎の病理組織学的検討

(靭帯性腱鞘の中間層における新生肉芽組織について）

東京都済生会中央病院整形外科亀山 真他

腱鞘炎2

座長：龍順之助（日本大学医学部整形外科）

ばね指の術後に残存するPIP関節の屈曲拘縮に関わる危険因子

北 海 道整形外科記念病院西尾泰彦他

外傷・手術後の拘縮に関与する手指屈筋腱腱鞘炎

山形大学医学部整形外科高原政利他

DeQuervain病における癌痛誘発テスト

東北海道病院我満佳子他

deQuervain病の病態からみた手術法の検討

麻生整形外 科ク リニ ック 麻生 邦一

deQuervain病に対する我々 の治療方針と成績

埼玉成恵会病院埼玉手の外科研究所勝村哲他

DeQuervain病に対するトリアムシノロン腱鞘内注入の治療成績

－糖尿病群と非糖尿病群について一

東京都済生会中央病院整形外科

上肢パスツレラ感染症の検討

手稲前田整形外科病院整形外科

－68－

斉藤憲太他
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第8会場

8：30～10：00先天異常1

座長：福本恵三（埼玉成恵会病院・埼玉手の外科研究所）

2-8-1 余剰指からの島状指腹皮弁を使用した母指多指症指尖形成法

神 奈 川 県 立 こ ど も 医 療 センター形成外科山本康他

2-8-2小児先天性疾患に対する第一指間の再建について

国立成育医療センター整形外科森澤妥他

2-8-3母指形成不全症Blauthtype3におけるextrinsictendonの病態と再建について

国立成育医療センタ ー整形外科高山真一郎他

2-8-4母指機能障害をともなった合短指症の検討

札幌医科大学医学 部 整 形 外 科 射 場 浩 介 他

2-8-5

2-8-6

2-8-7

2-8-8

先天異常2

座長：荻野利彦（山形大学整形外科）

乳幼児強剛母指一手術治療は必要か－

名古屋第一赤十字病院整形手の外科堀井恵美子他

横軸形成障害の分類と治療

埼玉成恵会病院・埼玉手の外科研究所福本恵三他

先天性第4，5中手骨癒合症に対する骨延長術の治療経験

名古屋第一赤十字病院整形外科服部達哉他

僥側列形成不全に対する新しい手関節変形矯正・安定化手術

-CarpalUlnarization-

弘前大学大学院医学研究科整形外科湯川昌広他

13：40～15：40バイオメカ1

座長：堀井恵美子（名古屋第一赤十字病院整形外科）

2-8-9尺側手根伸筋の筋活動と前腕回内外肢位との関係

新潟医療福祉大学医療技術学部大山峰生他

2-8-10リウマチ手関節部分固定術前後の3次元的動態評価

大 阪大学大学院医学系研究科整形外科有光小百合他

2-8-11PowerGripに要する手関節背屈力について

一僥骨神経ブロックモデルによる検討－

千 葉 大 学 医 学 部 医 学 研 究院整形外科学鈴木崇根他

2-8-12僥骨遠位端骨折に対する方形回内筋を温存した掌側lockingplate法

一バイオメカニクス的検討；第2法－

東邦大学医学部整形外科学 第 2 講 座 津 布 久 義 人 他

2-8-13手関節掌背屈における靭帯の歪みの変化

名古屋液済会病院整形外科矢崎尚哉他
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2-8-14

2-8-15

2-8-16

2-8-17

2-8-18

2-8-19

2-8-20

2-8-21

2-8-22

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の固定性：

屍体手関節モデルによる研究

濁協医科大学整形外科亀井秀造他

僥骨遠位端骨折に対するnon-bridge創外固定器のバイオメカニクス

キッコーマン総合病院整形外科田中利和他

バイオメカ2

座長：坂田桿教（埼玉県立大学保健医療福祉学部）

内在筋による手指PIP関節伸展力の検討

千葉大学大学院医学研究院整形外科国司俊一他

掌側亜脱臼MP関節における腱モーメントアームの解析

一関節リウマチ手指変形の原因についての一考察

名古屋大学 医学部手の外科洪淑貴他

前腕の肢位の違いによる母指筋力への影響

金沢大学大学院医学系研究科保健学専攻西村誠次他

第1手根中手骨関節靭帯の3次元運動解析

日本医科大学武蔵小杉病院整形外科南野光彦他

母指外転運動測定法の信頼性

東京大学医学部整形外科学教室伊藤祥三他

家兎手根管内における滑膜下結合組織の機械的特性

日本大学整形外科山口太平他

DiferentialMotionsofMedianNerveandSubsynovialConnective'IYssue

inDifferentFingerMotionswithinCarpalTmnel

OrthopedicBiomechanicsLaboratory;MayoClinicCollegeofMedicine

WshiiYilichi他
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第9会場

8 :30～10:000：00栂指CM関節症等

座長：石田治（広島市立広島市民病院整形外科）

母指CM関節症に対する関節鏡視下手術

木原整形外科医院木原仁他

母指CM関節障害に対するLRTI法術後の早期回復過程

東京大学医学部整形外科三浦俊樹他

表面置換型母指人工CM関節術後4年以上の経過例について

東京手の外科・スポーツ医学研究所山口利仁他

母指CM関節症に対する関節固定術

熊本整形外科病院田嶋光

握力は年齢とともに中手骨骨密度の説明変数である

産業医科大学整形外科酒井昭典他

2-9-1

2-9-2

2-9-3

2-9-4

2-9-5

2-9-6

2-9-7

2-9-8

2-9-9

2-9-10

S213

S213

S214

S214

S215

ヘバーデン結節・骨密度等

座長：酒井昭典（産業医科大学整形外科）

ヘバーデン結節に対するステロイド軟膏を使用した治療の試み

せんぽ東京高輪病院整形外科中川種史他……S215

DTJscrewを用いた指節関節固定術の検討

兵庫医科大学整形外科学教室奥野宏昭他……S216

指節間関節の関節症の分布及び骨密度との関係

中間市立病院整形外科戸羽直樹他……S216

高齢者の低エネルギー外傷による僥骨遠位端骨折の転位の程度と腰椎骨密度の関係

産業医科大学医学部整形外科山中芳亮他……S217

僥骨遠位端骨折（脆弱性骨折）患者に骨粗霧症の薬物治療は

どのくらい行われているのか？

済生会川口総合病院整形外科志村治彦他……S217

13:40～15:40尺骨遠位端骨折

座長：田嶋光（熊本整形外科病院）

2-9-11僥骨遠位端骨折に合併した尺骨茎状突起骨折における尺骨無治療例の手関節尺側部痛

聖ヨゼフ病 院 整 形 外 科 岡 崎 敦 他 … … S 2 1 8

2-9-12榛尺骨遠位端骨折の治療成績一尺骨内固定の必要性についての検討一

香川労災病院 整 形 外 科 森 谷 史 朗 他 … … S 2 1 8

2-9-13僥骨遠位端骨折に合併する尺骨茎状突起骨折の治療成績

社会保険中京病 院 整 形 外 科 夏 目 唯 弘 他 … … S 2 1 9

2-9-14尺骨遠位端骨折の治療

山口大学大学院医学系研究科整形外科小笠博義他．．…･S219

2-9-15榛骨遠位端骨折に合併する尺骨遠位端骨折の治療法尺骨頭切除と尺骨骨接合

名古屋披済会病院整形外科米田英正他……S220
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2-9-16

2-9-17

2-9-18

2-9-19

2-9-20

2-9-21

2-9-22

新しい工夫

座長：貞廣哲郎（ハンズ高知フレッククリニック）

浸潤神経ブロックの四肢手術への応用

吉 村整形外科医院吉村光生

筋膜クリック法による腋窩アプローチ腕神経叢ブロック

県立宮崎病院整形外科井上三四郎他

腕神経叢ブロックの手技上の工夫

ごとう整形外科クリニック佐藤明弘他

安価で確実な患肢挙上方法の工夫

東 京 医科大学形成外科井田夕紀子他

Htient-basedFunctionalandCosmeticOutcomeofUPperExtremity

SurgeryfOrCerebralHIsy

DepartmentofOrthopaemcs,SeoulNationalUniversity

CollegeofMedicineHyunSikGONG他

独自の上肢機能評価表作成の試み（第2報）

中日病院整形外科

新たな形式の症例カンファレンスの可能性

一ネットカンファレンスの立ち上げと実際一

興生総合病院整形外科
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栗本秀他

河野正明他
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第10会場

8 :30～10：000:00腕神経叢損傷1

座長：中土幸男（丸の内病院整形外科）

腕神経叢損傷に対する横隔神経移行による肘屈曲再建術後の

横隔膜機能の電気生理学的検討

関西医科大学付属滝井病院整形外科齋藤貴徳他…

LONG-TERMOUTCOMEOFCONTRALATERAT,C7NERVETRANSFER

DepartmentofhandsurgerXHuashanHospital,FudanUniversity

JieLAO他…

全型腕神経叢損傷に対するdoublemuscle法一知覚再建の長期成績一

小郡第一総合病院整形外科服部泰典他…

分娩麻痒に対して術中神経刺激の結果から神経修復術を行わなかった症例の検討

浜松医科大学 整形 外科 舩橋 伸司 他…

脊椎・脊髄損傷患者における上肢の合併損傷

神戸赤十字 病院整形外科中後貴江他…

2-10-1

2-10-2

2-10-3

2-10-4

2-10-5

2-10-6

2-10-7

2-10-8

2-10-9

2-10-10

腕神経叢損傷2

座長：土井－輝（小郡第一総合病院整形外科）

腕神経叢引き抜き損傷早期展開例について

東京都立広尾病院整形外科・東京大学整形外科田尻康人他

当科における肘屈曲再建の為の肋間神経交差縫合術の治療成績‘

筑波大学大学院人間総合科学研究科臨床医学系整形外科

岩 指 仁 他

尺骨神経部分移行による肘屈曲再建術の術後経過，成績について

千葉市立青葉 病院整形外科六角智之他

Selectiveneurotizationofthedeltoidfbrtreatmentofbrachial

plexuspalsyananatomicstudyandcasereports

DepartmentofHandSurgerMHuashanHospital,RldanUniversity

XinZHAO他

腕神経叢損傷患者に対する神経再建後の肩関節機能

京都大学医学部附属病院リハビリテーシヨン部柿木良介他

(虎の門病院整形外科）

S224

S224

S225

S225

S226

S226

S227

S227

S228

S228

13：40～15：40手根管症候群5

座長：中道健一

2-10-11手根管症候群におけるwristnexion2-10-11手根管症候群における耐stnexiontest前後の正中神経の血流と神経活動電位の変化

福井大学医学部器官制御医学講座整形外科学領域彌山峰史他……S229

2-10-12特発性手根管症候群の病態

虎 の 門 病院整形外科中道健一他……S229

2-10-13健常人の手関節掌背屈時における手根管内の変化

愛光整形外科早川克彦他……S230
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2-10-14

2-10-15

2-10-16

2-10-17

2-10-18

2-10-19

2-10-20

2-10-21

2-10-22

2-portalECTR術中手根管内接触圧測定

信州大学医 学部整形外科内山茂晴他

手根管における屈筋支帯，手掌腱膜の組織・解剖学的調査

奈良県立医科大学整形外科村田景一他

特発性手根管症候群患者における内視鏡所見による手根管遠位部の形態と性差

おく つ 整 形外科クリニック浜中一輝他

手根管症候群6

座長：西田淳（岩手医科大学整形外科）

高度な筋萎縮を呈する手根管症候群における母指球筋枝の圧迫と破格

昭和大学医学部整形外科久保和俊他

手根管開放術における掌側皮神経ならびに解剖学的異常所見についての検討

埼玉成恵会病院・埼玉手の外科研究所小平聡他

手根管症候群に合併する肩甲部痛

札幌医科大学医学部整形外科学講座大木豪介他

長期血液透析に伴う手根管症候群の発症，再発に関するriskbctorの検討

虎の門病院整形外科喜多島出他

維持透析患者における透析導入原因別（糖尿病性腎症とその他の原因）での

手根管症候群の比較

新城市民病院整形外科馬渕まりえ他

長期透析患者に発生した手根管症候群に対する皮下手根管開放術

土谷総合病院整形外科梶原了治他
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第11会場

8:30～10:00

大阪外傷マイクロサージャリーセンター）

0 : 0 0 指尖部損傷1

座長:五谷寛之（清恵会病院大阪外傷マイクロサージヤ’

指尖部損傷に対する袋型陰圧閉鎖療法

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科形成再建外科長谷川健二郎他

Delayedextendedmid-thenarflapとlstwebflap-局所遠隔皮弁の工夫

濁協医科大学越谷病院整形外科佐野和史他

指尖部切断に対するW前進皮弁の治療経験

田附興風会医学研究所北野病院形成外科齊藤晋他

指背側へ拡大した指動脈皮弁による再建術

長野赤十字病院 形 成 外 科 川 村 達 哉 他

DigitalArteryPerfbrator(DAP)flapを用いた指尖部再建

東京大学医学部形成外科成島三長他

2-11-1

2-11-2

2-11-3

2-11-4

2-11-5

2-11-6

2-11-7

2-11-8

2-11-9

2-11-10

2-11-11

指尖部損傷2

座長：酒井和裕（山口県立総合医療センター）

指尖切断に対する人工真皮法と治癒後の指尖形態の検討

東京医 科 大 学 八 王 子 医 療 セ ンター形成外科菅又章他

手指に人工真皮とbFGFの併用により治療を行った21例29指の検討

一人工真皮のみで治療を行った102例127指との比較検討一

大分中村病院形成外科亀渕克彦他

瘻痛性手指爪変形に対する形状記憶合金ワイヤーを用いた治療

塩之谷整形外科塩之谷香他

移植爪母上皮細胞の運命とinvivoでのハードケラチン産生の可能性

名古屋市立大 学 整 形 外 科 岡 本 秀 貴 他

指尖部挫滅あるいは陳旧性切断に対するGraft-onflap法

埼 玉 成 恵 会病院形成外科平瀬雄一他

指尖部切断に対するgraftonflapによる治療経験

三豊総合病院整形外科阿達啓介

13：40～15：40指肢切断

座長：中島英親（熊本機能病院整形外科）

2-11-12血管新生療法（徐放化塩基性線維芽細胞増殖因子）を用いた指尖部切断再接着

近畿大学医学部形成外科楠原廣久他

2-11-13指尖部切断再接着における静脈移植の有用性

小郡第一総合病院整形外科坂本相哲他

2-11-14末節完全切断再接着の成績に対する切断指整復前静脈移植法の影響

長野市民病 院 整 形 外 科 松 田 智 他

2-11-15切断指再接着術例の治療成績

札幌徳州会病院外傷センター土田芳彦他

－75－

S235

S235

S236

S236

S237

S237

S238

S238

S239

S239

S240

S240

S241

S241

S242



2-11-16

2-11-17

2-11-18

2-11-19

2-11-20

2-11-21

2-11-22

2-11-23

家庭災害による切断指の検討一労災事故との相違点は何か－

東 北 大 学病院形成外科鳥谷部荘八他

広背筋皮弁による肘屈曲再建術(Zancolli'sbipolarmethods)

－上腕再接着後の3症例について一

市立札幌病院整形外科平地一彦他

マイクロ関連

座長：光嶋勲（東京大学医学部形成外科）

微小血管吻合術後の合併症

徳島 大 学 整 形 外 科 笠 井 時 雄 他

機能的筋肉移植の血行モニター（皮弁モニターの問題点）

小郡第一総合病院整形外科守屋淳詞他

上腕動脈損傷の検討

奈良県立医科大学高度救命救急センター河村健二他

四肢リンパ浮腫に対する最小侵襲リンパ管細静脈吻合術の検討

高知大学医学部整形外科野口政隆他

マイクロサージャリー初学者に対する練習材料としての貝割れの有用性

東京医科大学形成外科学講座

マイクロサージャリーの縫合手技は難しいものであるか

慶應義塾大学医学部整形外科
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岡田宇広他

奥山訓子他
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The51stAnnualMeetingof
theJapaneseSocietyfOrSurgeryoftheHand

hul｡､daJ－〕rlll72008

Roonll

Treatment8：30～10:00PanelDiscussionl:EstablishmentofGmdelmefOrTrea

FractureoftheDistalRadiuS

Moderator:SatoshiTO

HidehikoSAITO

1-1-P1DistalRadiusFifacture-RadiographicDiagnosisanditsEvidence-
'IhkuyaSAWAIZUMI〃αl

1-1-P2EvidenceBasedConservative'IifeatmentfOrDistalRadiusFactures

ShoheiOMOKAWA

1-1-P3TieatmentfOrdistalradiusfractures-'Ibmakeguideline
MasahiroTOBEeja1

1-1-P41ndicationandevidenceofexternalHxationfOrunstablehFactures

ofthediatalRadius

HiroakiSAKANO〃αム

1-1-P5PlateFIxationfOrtheDistalRadiusFifactures:IndicationsandEvidences

DenjuOSADA〃αム

1-1-P6Hinaftertreatmentofdistalradiusfracturewithlockingplate
YilkikoMITSUGUCHI〃αL

1-1-P7UsefUlnessoftheScoringSystemfOrDistalRadius丘actures
NarihitoKODAMA〃αム

10：30～11:301nvitedLecturel

Biomechanicsof'IbndoninHandSurgery

Moderator:MaSamichiUSUI

Kai-NanAN･

12：00～13:00LuncheonSeminarl

Moderator:AkiraNAGANO

BiomechamcalConsiderationsindifferentvolarfixedanglestableplates
inthetreatmentofradiushactures

Wol"angHmTRINGER

13：05～14:20BusinessMeetmg

Traveli昭晩llowSession
MechanotransductionofchronicneuralinjuryviaSchwanncells

RanjanGUPTA

Comparisonbetweenpercutaneoustransversefixationandintramedullary
Kirscmerwiresmtreatingclosedhfactureofmetacarpalneckoflittlefnger

TC・WONGetaム

14：30～16:00Symposium2:DevelopmentoflntelligentProsthesis
Moderator:HideoKAWAI

ShujiOmNAGA
1-1-S6SurgicalReconstructionofPrehensionfOllowingBrachialPlexuslnjury

KazuteruDOI

1-1-S7MyoelectricProsthesis
'IhkaakiCHm

1-1-S8RobotSuitHALbasedonCybernics
YbshiyukiSANKAI

－77－
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S4

S5

S6
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１
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１
１

DigitalHandwithSnpSensationandRfiction
MaSaakiMOCHIMARU

DesignandControlonWirehterferenceDrivenRobotHand
HiroshiYOKOI

Elecmchandprosthesiswithhumanfingermovement,softness,

andfingertipsensorysystem
NaotakaSAKAIgtaム

S14

S15

S16

Room2

8：30～10:00Symposiuml:hthophysiologyofEntrapmentNeuropathy
Moderator:inkioHORIUCHI

YutakaMAKI

1-2-S1EffectsofRepetitiveCompressionmviewofNerveConductionandBloodFIow
YilichiYOSHII〃α1..

1-2-S2Hthophysiologicalmechanismsofcaudaequinadysfunction
MihoSEmGUCHI〃α1..

1-2-S3Nervecompressionlesions-basicpathophysiologicalmechanisms
LarsB・DARIm

1-2-S4'Ibnosynovialpathologyincarpaltunnelsyndrome
HitoshiHIRAflAeta1・・

1-2-S5Therelationshipbetweentheextraneuralulnarnervepressureand

acausaldiseaseofcubitaltunnelsyndrome
KousukelBA""･･

S17

S18

S19

S20

S21

10：30～11:301nvitedLecture2

Moderator:KoichiNEMOTO

Basicresearchoftheperipheralnerve,withfbcusonbiology

ofnerveinjuryandrepair
LarsB.DAHLm S22

12：00～13:00LuncheonSeminar2

'Iifeatmentofstenosingtenosynovitis

Moderator:TakaeYOSHIZU

YIlkioHORIUCHI S24

14：30～15:301nvitedLecture3

Moderator:HiroyUkiKATO

Carpal'IilnnelSyndrome:FifomBasicSciencetoClmicalAspects
kterC.AMADIOet" S25

16：10～18:10DistalRadiusFracturel

Moderator:HimakiSAKANO

1-2-1VblarLockingPlateFixationofDistalRadiuswithBoneSpreader
'IbshihiroKANDAet"･･

1-2-2Relationstoclinicalresultsandpostoperativecollectionloss

ofpalmarlockingplatefixationfOrColleshfactureswithearlyphysicalexercise
MlkichiZENKE〃αム・・

1-2-3Analysisofresultsinthetreatmentofunstabledistalradius

hfacturesusingpalmarlockingplates
HideakiMATSUOKA〃α1..

1-2-4Doesvolarlockingdistalradialplateeliminatetheneedfbrbonegrafting？
SatoruATSUMI""･.

S26

S26

S27

S27

－78－



Cementaddinginvolarlockingplate

fOrthetreatmentosteoporoticdistalradius丘actures
SybilleFACCA〃αJ.……S28

DistalRadiusFracture2

Moderator:TakuyaSAWAIZUMI
Adevelopmentandclinicalapplicationofthenewdevice

fbrcondylarstabilizingtechniqUeinthetreatmentofdistalradiushfacture
ShigeruKAWANO"αム……S28

Clinicalresultofpolyaxiallockingplatewithnewtechnique
ShinichirohSETO"αム……S29

ThepositionanddirectionofscrewfOrlockingplate

indistalradiushfacturebythenniteelementanalysismethod
KolZUMIYAMA""．……S29

Evaluationofthepositionofdistallockingscrewofvolarplate
fbrdistalradiushfacture

HidenoriKONDO〃αム……S30

TheRelationshipbetweenDistalScrewHsitionand

HstoperativeCorrectionLossinVblarPlatingfOrDistalRadiusRfacture

KOjiOSUKAeｵα1……S30

DistalRadiusFracture3

Moderator:MasahiroTOBE

Complicationsofvoraldistalradiuslockmgplate
MaiKDKURYUU〃α1……S31

Hardware-relatedComplicationsofVblarPlamgfOrDistalRadiusFifacture
MasaoOKAMOTO師αL……S31

ArthroscopicSeptumsofOperatedDistalRadiusRfactures
HidetakeTAmGAMI"α1……S32

SurgicalComplicationsoftheVblarLockingPlateFixation
fOrtheDistalRadiusRfactures

MakotoTAMAI……S32

FiveCasesofEPLTbndonRuptureA仕erWlarLockmgPlatefOrDistalRadius
MasahiroSUZUmetaム……S33

l-2-5

1-2-6
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８

一

一

２
２

１
１

1-2-9

1-2-10

１
２
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１
１
１
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２
２

１
１
１
１

1-2-15

Room3

12：00～13:00LuncheonSeminar3

Moderator:RyogoNAKAMURA
TheCurrent'IbpicsoftheLow-intensityPulsedUltrasoundinHandSurgery

HiromichiMnSUYASU鉱α肌…｡． S34

16：10～18:10CarpalT1mnelSyndromel
Moderator:TbshihikolMAFDA

1-3-1Quantitativeevaluationofsensorynervedysfunction
bythemeasurementdevisefOrperceptionandpainmcarpaltunnelsyndrome

KoichiNAKAMURA〃αl・…

l-3-2Electrophysiologicalimprovementaftercarpaltunnelrelease

one-yearpostoperatively
'IhkakoKANAIIANIeta1…・

1-3-3HstoperativeCourseafterCarpal'IimnelReleaseEvaluated

withtheCarpalTunnelSyndromelnstrument
DaisukelSHIGAKIg＃αム…．

S35

S35

S36
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1-3-4 RelationshipbetweentheCarpalTunnelSyndromelnstrumentand

ObjectiveMedianNerveExaminationsandtheOutcomeofCarpalTunnelSurgery
DaisukelSHIGAm〃α1…・

DASHandHand20evaluationofQOLfbrCarpalTunnelSyndrome
withOpenCarpalTunnelRelease

AkimaSaMORITA砿αム…・

EvaluationofClinicalOutcomeofCarpalTilnnelSyndrome

andCubital'IilnnelSyndromeusingCurrentkrCeptionThresholdTbsting
WshifumiTSUDAetaム…。

S36

1-3-5

S37

1-3-6

S37

CarpalTunnelSyndrome2
Moderator:MasahiroNAGAOKA

ClinicalResultsofSteroidlnjectionmtotheCarpalTunnel

fbrConservative'IiFeatmentofCarpalTunnelSyndrome
SadahiromOUE……S38

EvaluationofsteroidiniectionintocarpaltunnelfOrcarpaltunnelsyndrome
'IbtsuroNAKAMURA"αム……S38

EHectsofSteroidlnjectionintotheCarpalTunnelfOrCarpalTunnelSyndrome

'IhdayoshiWAflnNABE〃αI．……S39

OutcomeofOpenCarpal'IimnelReleasethroughaSmallSkinlncision
YasushiMOHSAWA〃αL……S39

NewinstrumentfOrcarpaltunnelrelease
SeiichiroOKAJIMA"αl……S40

ReoperationfbrldiopathicCarpal'IilnnelSyndrome
MitsuhiroSUMIcta1……S40

'IifeatmentfOrrecurrentcarpaltunnelsyndromewithveinwrapping
KouichiSUZUm〃αム……S41

1-3-7
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３

１
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１

Room4

12：00～13:001nmcheonSeminar4

Moderator:MinoruSHIBATA

krfOratorHapsfbrhandreconstruction：Howelevateandtransfer？
IsaoKOSHIMA S42

16：10～18:10ScaphoidFracturel
Moderator:GorolNOUE

1-4-1LimitationsofRfeeBoneGraftandlndications

ofkdicledWscularizedBoneGraftfOr'IifeatmentofScaphoidNon-union
KoeilWASAKI〃鰍

1-4-2SalvageoperationfOrscaphoidnonunion
'IhkahisaKAGEYAMA〃αL

1-4-3VascmarizedBoneGraftfbrScaphoidNonunionoftheProximalHle
KeikichiKAWASAm"αム

1-4-4Amdtermmllow-叩ofscaphoidhfactureandnon-union

treatedbyinternalfxation
YasuhiroHmAKA""J.

1-4-5Fascioperiostealbonegrafthfomdistalradiusfbrscaphoidnonunion
HiromriTAMIYAeメαム

鳴
娚
“

Ｓ
Ｓ
Ｓ

S44

S45

ScaphoidFracture2
Moderator:JuichiTANAKA

1-4-6RrcutaneousinternalfixationwithHBSscrewfOrchromcScaphoidRfacture
′ThkamitsuOKADA"αム S45
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CysticChangeontheRfactureLineoftheScaphoidRacture
SoutetsuSAKAMOTO"αム

ClinicalResultsofScaphoidResectionArthroplasty
YasunoriTANIGUCHI""

DoubleLongitudinalMultiDetectorComputed'Ibmography
fOrtheScaphoidFifacture

HideakilMADA""

DiagnosisoftheUnstableScaphoidFifacture:AComparison
oftheRfactureLinesinBetweentheX-Rays

andthe3-DimensionalComputed'Ibmography
HisaoMORITOMO〃αム
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一

１
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１

S46

S46

S47

1-4-10

S47

CarpalBone
Moderator:KenichiKAZUKI

RadiolunateFusionfbrnon-rheumatoidwrist

TakayaMIZUSEmetαム・

TherapeuticresultsofarthroplastyfOrtheradio-carpaljointusing
thearticularsurfaceofthecapitate

KatsumiTAKASE"αム・

Resultsinpercutaneouspinningmethods
fOrinterosseousligamentinjmesassociatedwithdistalradiusmc伽･es

MasaakiKAWANO〃α1．

ScapholunateligamentrepairorreconstructionfOrscapholunatedissociation
HiroshiONO〃αム・

LunotriquetralLigamentTbar:Hthomechanicsand'Iifeatment

'IbshiyasuNAKAMURA〃αム.
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S48

S48

1-4-13

S49

S49

S50

４
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１

４
４

１
１

Room5

16：10～18:10PIPJointlnjuryl
Moderator:KoutaroulMAMURA

1-5-1'IifeatmentoftheRecurrentHyperextentionoftheProximalhterphalangealJoint

ShinjiARAZAm"α1……S51

1-5-2ClinicalresultofOsteosynthesisfOrthevolarplateavulsionfifacture
ofthePIPjoint

HironoriSONODA〃α1……S51

1-5-30perativeTieatmentfOrVblarPlatelnjuryofProximalhterphalangealJoint
′IEtsuTSUBONE"αム……S52

1-5-4MimmumlnvasiveSurgerywithTwoDifferentDynamicFixators
fOrChronicFifactureDislocationsoftheProximalhterphalangealJoint

WshitakaHAMADAetαl……S52

PIPJomtInjury2
Moderator:ShinichirOTAKAYAMA

WlarRfactureDislocationoftheProximallnterphalangealJoint
'ElkaakiHASUO"αム．．…･S53

'IreatmentofChronicDorsalFractureDislocations

oftheProximallnterphalangealJoint
JumchiMDrAKE9tαム…･･･S53

ResultsofFifactureDislocationoftheProximalInterphalangealJoint'Iifeated

withDynamicDistractionApparatus

HiroyukiMAT,sumetαム……S54

Surgical'IireatmentfOrUnreducedRacture-dislocationofPIP
KazukiSATO"α1……S54
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１

1-5-7

1-5-8
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MalletFmger
Moderator:ThkashilSHIGURO

OurclassificationandindicationfOrmallet伽gers
'InizoKOMSHnKEetaム．．…

ClosedReductionandScrewFixationofMalletFingerFifacture
ArataKIIMA"αム“…

TiseatmentofMalletRfactureusingaHookPlate
YiltakaKADOMSHI〃α1･…・

Tifeatmentofchronicmallethactures

ShoUjiFUKUDA"αム・…・

Tifeatmentofmallethngerwithdorsalstickedsplint:

retrospectivestudyof270cases

SybilleFACCA〃αム…・・

Operativetreatmentfbrclosedmalletthumb
SeietsuSENMAetaム．．…
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S55

S55

S56

S56

S57

S57

1-5-14

Room6

10～1818:10TFCC

Moderator:AkioMINAMI

TheefHciencyofthe"fbveasign"inthelesionofTFCC
RyuichiMSHIMURA〃α1

ComparisonofMRIwithMicroscopyCoil

andArthroscopicTieatmentfbrTFCCDisorder
WshiakiSATOMI〃αム

ArthroscopicdiagnosisofTFCCinjury-comparisonbetweenradiocarpal
anddistalradioulnarjoint-

michiroYAMAMOTO"αム

Arthroscopicevaluationof'IifiangularFibrocartilageComplexLesions
inradiusdistaliactures

YUjiTOMOm〃αJ、

FloatingsignunderarthrosopewithTFCCirduryatFbvea
KeiiJIHIOg＃α1

16：

1-6-1

1-6-2

S58

S58

1-6-3

S59

1-6-4

S59

S60

l-6-5

DRm1
Moderator:MasatakaSUZUm

UInarShorteningOsteotomyusingtheOrthoExMini-distractor
HitoshiMmRAg＃αム…

Complicationsoftheulnarshorteningosteotomy

'IbshiyasuAKAMURA"αム・・・

WedgeOsteotomyGuidefOrUnarShortening
RyusukeOSADAe＃αL…

RelationshipbetweenPostoperativeClinicalandRadiographicResmts

ofUInarShortemngOsteotomyfOrUlnarlmpactionSyndrome
Norimasa:MASAK1〃αム…

ModifiedSauve-KapandjiprocedurefOrosteoarthritisofthedistalradioulnarjoint
KazuhiroMASAI)A〃α1･･･

Theproximalulnarstumppainandinstability

aftermodifedSauve-Kapandjiprocedure
ThkUjilWAMOTO〃α1…
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DRm2

Moderator:SinjiNISHIKAWA
Examinationofdistalradioulnarjointinstabilityassociated
withdistalradiusfractures

YUjiroOGUMA〃αム…

Operative'IifeatmentfbrTiraumaticlnstabilityoftheDistalRadioulnarJoint
Rikam'InSHIMA

DorsalDislocationoftheDistalRadiouharJointWithoutBonyLesionofRadius
YilkiBESSHO〃αム…

ClimcalOutcomesofDistalRadiusRfactureslnvolvingDistalRadio-mnarJoints
RyotaroFIHITAMeｵα1…

1-6-12

S63
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S64

S65
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Room7

16：10～18:10TbndonResearchl

Moderator:MituoOCHI

PureHyaruromcAcidMembranePreventsAdhesion

FbllowingFlexor'IbndonlnjuryinRabbits
KatsuhikoKIKUCHIgtaム

TheBiocompatiblePOlymerHydrogelPreventsAdhesionFbrmation
NoriyukilSHIYAMA"a1

LubricinSurffaceModifcationlnprovesExtrasynovial'IbndonGrafting
inaCanineModelinvitro

ManabuTAGUCHI〃αl

LubricinSulfaceModificationlmprovesTbndonGlidingafter'IEndonRepair
inaCamneModelinvitro

ManabuTAGUCHI〃αム

l-7-1

S66

S66
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７
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１

S67

1-7-4

S67

TEndonReSearch2

Moderator:YUjiUCHIO
TherelationshipbetweenEMGactivitiesoffingernexormuscles
andflexionfOrcesdmngisometricfingerflexion

NaomiTSUCHIDA"αム

UseMnessofabraidedpolyblendpolyethylenesuture(RberWixE③）
fbrflexortendonrepairbasedontheside-lockinglooptechnique

KQjiRYOKE〃αム
ExogenousbFGFEnhancesthecallusfOnnation

attherepairedtendon-boneinterface

-histologicalandmolecularbiologicalstudyinratstendon-bonerepairedmodel-
NaohitoHIBMO〃αム

EffectofPOlarizedLightEmittingDiode(LED)IrradiationonWomdHealmg
KaoruTADAefαL

Effectivenessofthecombinationtherapy
ofalpha,beta-TCRmonoclonalantibodyandFK506

toinducelongtermsurvivalofratlimballograft
′IMIkakoKANAflnNIgtaム

1-7-5

S68

1-7-6

S68

1-7-7
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S69
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１
１

S70

Contracture

Moderator:MasayoshilKEDA
TheclinicalresultsofarthroscopicmobilizationfOrcontracture
ofthewristfbllowingdistalradiushfacture

KojiYAMAMOTO""･･･

TherapeuticOutcomeofSurgeryfOrContracture

oftheMetacarpophalangealJomtoftheThumb
KanaeSHIGEMOmeオα1…

1-7-10

S70

1-7-11

S71
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'IEnolysisfOllowingdistractioncorrectionofPIPjointcontractureusing
thepinsandrubbers

KazumaSAWARF〃〃J・

Sulgical'IireatmentfOrtheContractureofPIPJoint
KenichiTAZAKT〃αム

'IbtalPIParthroplastyfbrseverecontractureandankylosisofthePIPjoint
KatsunorimAGAm〃αL

ClinicalresultsofDupuytren'scontracturetreated

bypartialfasciectomywithY-VorZplasty

'IhkuyaUEMURA〃α1

1-7-12
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S73

RooIn8

16：10～18:10Tumorl

Moderator:TakurouWADA

1-8-1Rripheralnervetumorinupperextremity

KazushigeGAMOetaL

1-8-2SurgicaloutcomeofSchwannomasinthebrachialplexusand叩perextrenty
HiroyukiTANAKAetaム

1-8-3'IifeatmentofmalignanttumorinthefOreannwithcombmeduse
ofxtracoporeally-irradiatedboneautograftandlowintensitypulsedultrasound

HiroyukiFIIIOKA""
1-8-4SOLrlnRYOSTEOCHONDROMAOCCURREDAROUNDEPIPHYSIS

OFTHEFINGERSCAUSNGDEFORMITYORLIMITMTIONOFMOTION

GooHyunBAEKet"

1-8-5Reversedcross-伽gersubcutaneousnapfOrgiantcelltumor
oftendonsheathattheDIPjoint-clinicalstudyofminimum5-yearfbllow-up

HiroyasulKEGAMI〃αム

S74

S74

S75

S75

S76

mmmor2

Moderator:KouichirolHARA

CaseStudyofGlomus'IilmorintheHand
MasanobuKANO〃α1．．

Glomus'IilmorsoftheHandOccurdngOutsidetheSubungalRegion
MasatoOKAZAmeォαム・・

MicrosurgicaltreatmentfOrarteriovenousmalformationsofupperextremities
YilsukeYAMAMOTOetaム・・

SclerotherapyofVasucularMalfOrmationsinthehand
HidekiMOm〃α1．．

AlternativeSurgical'IifeatmentfOrGiantcellReparativeGranuloma,
UsingPhenolandEthanolAdjuvantTherapy

'IhtsuyaYOHIDA〃αム・・

ArthroscopicsurgeryfOrHinfulcarpalbonecysts
'IbshikichiHAYASHIgォαム．．
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Room9

16：10～18:10Elbow

Moderator:AkihitoTSIJJINO
1-9-1'IreatmentofChronicRadialHeadDislocation

TakaakiS円mOHARA〃α瓜・‘

1-9-2AnterolateralApproachfOrRadialHeadandHumeralCapitellarFifacture
'IhkahikoHIROOKAetaム・‘

S80

S80
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mtrasonographicDiagnosisfbrthePulledElbowinChildren
KeiichirolMAMURA"αム

Hst-operativeMRIevaluationofosteochondritisdissecansofelbow
KakumuDENNOet"
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１

S81

S81

Hamateetc.

Moderator:YbshiyaSuITOH

EtiologyofFifactureoftheHookoftheHamate
AkihitoTSmmO〃αム

Excisionofthehookofhamateusingamcisiononthehook
YbshitakaTAJIMA"αム

APlanfbrHookoftheHamateRfacturesIncision

'IbyohiroYAMAZAm"αム

TifeatmentofthemnarStyloidlmpactionSyndrome
EiirouNAKAMURA〃肌
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S82

S83

S83

LateralEpichondylitis
Moderator:MituhiroAOm

Anatomicalstudyfbr'IifeatmentofLateralEpicondylitisbyArthroscopicsurgery

RyoANDO"αム・

Surgical'IreatmentofLateralHumeralEpichondylitis
YbichiMIYAZAKIe＃α1．

TifeatmentofLateralElbowHinSyndromebyArthroscopicSurgery
'IhkeshiARAI〃α1．

OperativeResultsofArthrroscopicSurgeryfOrLateralEpicondylitis
'IhkumWADA〃αム．
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RoomlO

16：10～18:10NerveResearchl

Moderator:SeiichiroOKAJIMA

1-10-1hductionoflntedeukin-6mRNAattheDorsalRootGanglion

byHyaluromcAcid
mdekiTSUBOUCHI"αム・…・

1-10-2Augmentingeffectofbradykininoncutaneouspolymodalreceptorresponse
tomechanicalstiml'13tion

MasakiS円m"αム．．…

1-10-3Measurementofmediannerveglidingdistancedmngnerveglidingexercise
●

1nv1vo

MitsuhiroAOme＃α』．．…・

1-10-4ThemechamismsofnerveshorteningfOllowingtraumaticboneloss
IchimABE鉱飢．．…

1-10-5StudyofNerveRegenerationwithaOrientedChitosanNanofiberMesh
SoichiroITOH"αム．．…

S86

S86

S87

S87

S88

NerveResearch2

Moderator:HitoshiHIRAⅡ汎

ExperimentalstudyofthetransmgrationofSchwanncells

inthesciaticnervegraftusingGFPtransgenicrat
'akashiAJImetαム

TheObservationofGreenFluorescentProteinHsitiveSchwannCells

intheCo-culturewithDRGNeuron

Wshimasa'MNAKAetal

1-10-6

S88

1-10-7

S89
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Near-inhfaredlightenttingdiodeeffectsonanti-oxidation
innerveregenerationchamberfluids

MotoilSHIGURO〃αム

TheNewExperimentalModelofAxonalRegenerationUsingDRG
ofGFP'IifansgenicRat

WshimasaTANAKA〃αL

ExpressionofATF3inneuronsandnon-neuronalcellsafterinjury
anddelayednerverepair

HarukazuSAITO〃αL

IdentincationandhlnctionalanalysisofchemokinereceptorCCR5
asanerveinjuryassociatedmolecule

KazushigeGAMO"αl

NerveResearch3

Moderator:KazuoIKFDA

AnExperimentalStudyonAxonalSproutinghromhtacthrt

mtolmpairedHrtinHrtiallyDamagedPeripheralNerve
'IhkeruARAI〃αム

MechanismsofMotOrorSensoryaxonalsproutmg

withEnd-to-Sideneurorrhaphy-UsingThyl-YFP16transgenicmice
whichhaveYFPfluorescenceinallaxons-

AyatoHAYASHI〃αム

IL-1betapromotesnerveregenerationaftersciaticnerveinjury
KoTEMPORINetaム

Axonalgrowthofspinalmotorneuronanditssignalingpathway
ShimchiYAMAMOTO〃α1

Thebiologicaleffectofmethylcobalammoncerebellargranuleneurons
KiyoshiOKADA"α1

1-10-8

S89

1-10-9

S90

1-10-10

S90

1-10-11

S91

l-10-12

S91

1-10-13

S92

S92

S93

S93
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１
１
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０
０

１
１
１

１
１
１

Roomll

16：10～18:10Flapl
Moderator:YilichiHIRASE

1-11-1ReconstructionofSkinDefectofDorsalAspectofFinger

HiroyaSENDAeta1

1-11-2ReconstructionfOrSoft'IYssueDefectofHandUsingFlap
MitsuruNEMOTO""

1-11-3Flap'IifansferbFomthelpsilateralFbrearmfOrReconstruction
ofSkinandSoft-tissueDefectoftheHand

HironoriMATSUZAKI〃α1

1-11-4ChemicalThinningofFlapusing'IifiamcinoloneAcetonide
'IhkashiSANO〃α1

S94

S94

S95

S95

Flap2
Moderator:HiroshiYMIMA

RadialarteryperfOratorflapfOrreconstructionofhand
IsaoKOUSHIMA"a1

ApplicationofperonealperfOratorflapfOrsofttissuedefectsofhngerandtoe
AkitoAKANISHIet"

RfeegroinnapfOrskincoverageof叩perextremities
MasayukiSAKUMAe#αム

theefectofCD133+cellsfbrnon-vascularizedfasciocutaneousgraft
MisaNAKANISHI〃al

５
６
７
８

１
１
１
１

１
１
１
１

１
１
１
１

S96

S96

S97

S97
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1-11-9

1-11-10

1-11-11

1-11-12

1-11-13

1-11-14

1-11-15

FreemssueTransfer

Moderator:FuminoriKANAYA

VascularizedbonegraftfOrintractablenonunionofthehumerus
AtsushiYOSHIDA〃αL

hdicationoftheWscularizedSecondMetaca[palBaseBoneGraft

afterlOkarsExpedences
MasaharuMAKmO

AnlnvestigationoftheArterialBloodSupplyoftheMedialFbmoralCondyle
anditshtentialUseasWscularizedkdicleandFreeBoneGra仕s

HiroshiYAMAMOTO"a1

Theprobleminthetreatmentofmetacarpalhand

RyutalWANAGA〃αム

ReconStructionoftheExtensorswithAIﾉTFlapandundividedTFL
YbshimOSADAetαム

Modifiedwrap-aroundtoetransferfOrthumbreconstruction

Ybng-weiPAN鉱飢
Freevascularizedtissuetransfer丘omfOottothehand

KatSumi'InNAKA〃αム

－87－
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Roornl

10:30～12:00PanelDiscussion2:HowtoneatldiopathicCarpalTunnelSyndrome
Moderator:AkiraNAGANO

IchiroOKUTSU

2-1-P1Thestandardtreatmentofidiopa伽ccarpaltunnelsyndromeinJapan
TheresultsofqUestionnairesfOrthemembersofJSSH

YilkiHARA〃αム……S103

2-1-P2WdstSplintingfOrCarpal'IilnnelSyndrome

ShingoNOBUTA〃αム……S104

2-1-P3Suxgical'Ireatment:Fifomaviewpointofendoscopiccarpaltunnelrelease

HiroyukiHASHIZUMEgオαム……S105
2-1-P4Hinaftertreatmentofdistalradius丘acturewithlockingplate

KazuolKEDAefαム……S106

2-1-P5Comparativestudybetweenendoscopicandopencarpaltunnelrelease

-Evaluationwithprospectiverandomizedcontrolledtrial-
SoichiEJ1m〃αJ、……S107

2-1-P6TheuseofOpenandEndoscopicCTRintheUSA
RterC.AMADIO……S108

2-1-P7ResultsofOpenCarpalTunnelReleaseintheAged

YbjiMIKAM1〃αム……S109

12：30～13:30LuncheonSeminar5

Moderator:YGYANASE

JapaneseHealthlnsuranceSystemandHandSurgeryXI
ShintaroTACHIBANA……S110

16：10～17:40Symposium4:Let'sTalkaboutourDreams
-PresentandFutureSituationsinFieldofSurgeryoftheHand

Moderator:NaoyukiOCHIAI
KnmiiChiASO

2-1-S8ThepresentandthefiltureofultrasonographyfOrthehand
HiroyukiSHIMIZUetaム……S111

2-1-S9'IreatmentfOrOsteochondralDefectmUpperExhfemity
-CostalOsteochondralGraft-

KazukiSATO〃αJ、……S112

2-1-S10'IifeatmentofFingerFlexor'IbndonlnjuryinthePresentandFilture
HiroyukiOHI……S113

2-1-S11NerverepairatnowandinfUture

NaoyukiOCHIAI……S114

2-1-S12Movingastepclosertothenextgenerationmicrosurgery
MichioKIMURAetaム……S115

2-1-S13ClinicalapplicationofhandallotransplantationinJapan-Hurdlestoberesolved
KeiichiMURAMAAT,SUgta1……S116

Rooxn2

8：30～10:00DistalRadiusFracture4

Moderator:TakashiSASAm

2-2-1TheOutcomeofVblarLockingPlateFixation

fOrAOclassificationTypeC31ntra-articularDistalRadiusRfacture
HironobumAGAmetaム

－88－
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Surgicaltreatmentofcomnnuteddistalradiusfractureswithvolarlockingplates
KUrandoNAKASAKIe#αl…

HlmarandRadialDoublePlatingfOrAOC3FifacuresofDistalRadius
'IbmoyukiSAWAInRIeオα1…

Theclimcalresults;themternalfxationofdistalradiusfracutres

withthelockingplatesystem

KojiF叩'IA〃αム…

Thescaphoidbcetmtraarticularbfagmentin丘acturesofthedistalradius
YbshihimDOHI"αL…

２
３
４

２
２
２

２
２
２

S117

S118

S118

S119

2-2-5

DistalRadiusFracture5

Moderator:DenjuOSADA
PlatePresettingArthroscopicReduction'1bchnique(PART)
fOrthedistalradiushacture

YilkioABEetaム

ClimcalResultofvolarplatefixationfbrAOtypeC
Intra-articularDistalRadiusFracture

ManabuKUSHIDAcオ鰍

Intraarticulardistalxadius丘actures:AOypeC1andC2versustypeC3
HidetoshiTERAURA"αl

ClinicalResultsoflntraarticularColles'mactureswithStep-off
NobuyukiOKm〃a1

UsefUlnessofUlnar-dorsalPlateCombinedwithVblarLockingPlate
fbrlntra-articularDistalRadiusRfactureswithDie-punchRfagment

NaokiOSAMURA"αL

PmspectivecomparativestudyfbrAOtypeCintra-articulardistal

radiusfracturestreatedbyHC50UniversalRadiusPlateorAcu-Locsystem
TakeshiMAEDA〃αム

2-2-6

S119

2-2-7

S120

S120

S121

０

８
９
１

２
２
２

－

２
２
２

S121

2-2-11

S122

10：30～12:00Symposium3:ApproachestoTreatmentofWristDisorder
Moderator:TakayaMIZUSEm

MaSahImilSHIZUm

2-2-S1Dynamic(4D)Computed'IbmographyoftheWrist
ShianChao'InYe＃αム・…・･S123

2-2-S2HthologicalBiomechanicsofWdstDisorders
HisaoMORITOMO〃αL……S124

2-2-S33D-CTImageoftheRheumatoidWristandHrtialWristArthrodesis

HajimelSHIKAWA""……S125

2-2-S4UpdateontheManagementof'IifaumaticandReconstructiveProblems

oftheScaphoidusingaCannulatedContinuousHeadlessCompressionScrew
JosephESLADEIII……S126

2-2-S5ArthroscopiciliacbonegraftfOrthescaphoidnonunion
NaotoTSUBOKAWA〃αL……S128

2-2-S6AnewstrategyfOrKienb6ckdiseaseandthebasicreseaI℃h

-bonemarrowtransfusion,low-intensitypmsedultrasound(LIPUS)therapX
andexternalfxationcombinedmethod-

'IhkeshiOGAWAgta1……S129

2-2-S7ResearchfOrArtifcialWristJoint
AkioMINAMIetaム．．…･S130

12：30～13:30LmmcheonSeminar6

TheAthlete'sElbow

Moderator:MuneakiABE

MasatoshiTAKA円ARA S131

－89－



13：40～15:40DistalRadiusFracture6

Moderator:MasatakaNOGUCHI

２
３
１
１

２
２

２
２

Multidirectionalfxedangleplate

’IbuyoshiOT過〃αム

Surgical'Iiseatmentofthehtra-articularFifactureoftheDistalRadius

bytheMultidirectionalPlatingMethodusing
theLowProflelnternalFixationDevice

MasashiHONJO〃αL
WlarPlateFixationfOrRfacturesoftheDistalRadius

'IbshikazuKURAHASHI〃α1

AWriouSVblarLockingPlatesystemsfbrDistalRadiusRactures
HirotsmeHIRA円ARAetaム

ClinicalResultsofPlatefixationfOrWlarlyDisplacedFifactures

oftheDistalRadiusintheElderlyHtients

-ComparisonbetweenLockingPlateandNon-lockingPlate-
ShusukeMOMMA"αム

X-rayanalysisandclimcalresultfOrthetreatmentofdistalradius症acture
usingvolarlockingplate-Randomizedprospectivestudy-

KazuhikoFURUTA〃αム

S132

S132

S133

S133

４
５
６

１
１
１

２
２
２－

２
２
２

S134

2-2-17

S134

DistalRadiusFracture7

Moderator:KenjiYOSHIDA

HealingTimeofDistalRdadialRfactures'Iifeated
withNon-bridgingExtemalRxation

ShoheilWABU〃αム

TifansulnarkrcutaneousPinningversusSnakeExternalFixation
fbrDistalRadiusFifacturesmAgedwomen

'IbShihikoKASASHIMAe＃αム

ComparisonBetweenHlmarLockingPlateFixingMethod
andNon=bridgingExternalRxingMethodtoDistalRadius丘acture

NobutakaSATO"αム

ComparisonofHlmarLockingPlatingandExternalFixation
fOrDistalRadiusRfactures

KohjiKURIYAMAe＃αム

krcutaneousPinningfOrDistalRadiusRfactureinEldedyHtients
-Studyoflndication,Surgical'IbchniqUeandClinicalResmts-

YshiyukiASADA〃α1

The'IifeatmentoflntramedmlaryNaillingfOrDistalRadiusRfactures
YilkinobuMSHnetaム

2弓2-18

S135

2-2-19

S135

2-2-20

S136

2-2-21

S136

2-2-22

S137

S137

2-2-23

DistalRadiusFracture8

Moderator:YasukazuKATSUMI

EarlyOperationaboutDistalRadiusFifactureisEffectivefOrGoodReduction
YasuakiAKANISHIetaム……S138

Surgicaloutcomeofvolarlockingplatefixation
fbrdistalradiushfacture-comparisonbetweenagegroups

SHmCHIKATO〃αム……S138

ClinicalResultsOfLockingHlmarPlateFixation
ofDistalRadiusFifacturesAssociatedHImer'sClasslBLesions

KojiMORIYA"αム……S139
OutcomeMeasureofOperatively'IifeatedDistalRadiusRactures

-ComparisonofDASHscoreWithfunctionalevaluationofthewristOSSH)-
HisayoshiKATOetaム……S139

４
５
２
２

一

一

２
２

一

一

２
２
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2-2-27
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16：10～17:101nvitedLecture4

Moderator:HidehikoKAWABAⅡ汎

ReconstructiveOperationsinBrachialPlexusBirthHIsy
ScottH・KOZⅨ……S140

18：00～20:00The31stMeetmgfOrkripheralNerveProblems

Room3

NISHIURA

8：30～10:00CarpalTImnelSyndrome3
Moderator:msumasaNISI

2-3-13TMagneticResonancelmagingofCarpaltunnelsyndrome
'IbshihiSaOSHIGEgfaム

2-3-2MRneurographyofCarpal'IimnelSyndrome
HimshiARINOe#αL

2-3-3Theroleofultrasonographyinthemanagement

ofidiopathiccarpaltunnelsyndrome
KenichiNAKAMICHI〃αム

2-3-4UtilityandlimitationofMmfOrCarpalTmmelSyndrome
'Ihkehiko'IハKAGI〃αム

2-3-5PreoperativeandpostoperativeMmofthewristfOrcarpaltunnelsyndrome
'IbshimitsuMOMOSE〃α&

2-3-61magingofcarpaltunnelsyndromeusingthemicroscopy-coil
and3pointplanscanMRI

ShUjiOmNAGA〃αム

CarpalTmmelSyndrome4
Moderator:YOjiMIKAMI

2-3-70pponnensplastybymodifiedCamitz'smethod

KenjiHOmmmgｵαJ、

2-3-8ModifiedCamitz'sopponensplastyfOrseverecarpaltunnelsyndrome
ImzoMOm'1汎gオαム

2-3-90pponensplastyfOrSevereThenarAtrophySecondary
toCarpalTunnelSyndrome

KenjiKIMOm〃α1

2-3-100pponoplastyfOrthecarpaltunnelsyndrome
-Camitzprocedurewithminimalmcisionsofmmmum5-yearfOllow-up-

HiroyasulKEGAMI拡飢

12：30～13:30LuncheonSen'inar7

Moderator:MoroeBEPPU

Myrecommendedtechniquemhandandupperextremity
-Keynoteondistalradiusfractures-

MelvinFROSENWASSER

13：40～15:40CUbitalTtmnelSyndromel
Moderator:ShingoNOBUTA

2-3-11EXTENSORINDICISPROPRIUSTRANSFER

FORABDUCTEDSMAn､FmGER

HyunSikGONGetaム．

2-3-12anteriortranspositionofulnarnervefOrcubitaltunnelsyndrome
KazuhiroOTAM"αム．

－91－
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S146
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2-3-13 MedialEpicondylectomywithL加itedSkinincisionmrthe'Iteatment

ofCubitalTmmelSyndrome

MiyoshiHIRANO〃αL・

Theoutcomeofcubitaltunnelplastyfbrmnarneuropathy

YbshikoAKAJIMA〃αム・

MinnallyhvasiveDecompressionfbrmnarNerveHIsyDuetoCubitusVarus
TakashiKITANOgja1．

S149

S149

S150

４
５
１
１』

３
３

２
２

CubitalTmmelSyndrome2
Moderator:YOshinoriMIYASAKA

BloodflowofelevatedulnarnerveinpatientswithcUbitaltunnelsyndrome
Hideki'InNAKA･･…・S150

ExtraneuralPressuresfbrUnarNerveRecordedinCubitalTunnelSyndrome
MitsmoriSHIGETOMI〃αム……S151

DASHscoreinthepatientsofCubitalTunnelSyndrome
YbshiakiWAKABAYASHI〃αム……S151

ClinicalOutcomesofHthological'IiseatmemfbrCubital'IilnnelSyndrome
MasatoshiAMAKO〃αム……S152

ReoperationfOrFailedDecompressionandRecurrence

ofCUbitalTmnelSyndrome
hsushiNAKAO""……S152

Cubital'IilnnelSyndromeandCarpalTunnelSyndromeinHaemodialysishtients
AyaYOSHIDAgオαム……S153

６
７
８
９
０

１
１
１
１
２

３
３
３
３
３

２
２
２
２
２

2-3-21

Roorn4

8：30～10:00BoneNecrosisl

Moderator:RyosukeKAKINOm

2-4-10perativeresultsfOrhigheragepatientsofKienb6ckdisease
'IntsuyaMASUKOetaム．．．…S154

2-4-2EffectofRadiusShorteningandCapitateShorteningonLunateDecompression
AThree-DimensionalFiniteElementAnalysis

KoichiroMASUZAKI〃α1･･･…S154

2-4-3RadialosteotomiesfOrteenagepatientswithKienb6ckdisease
'IbmoyaMATSUHASHI鉱飢……S155

2-4-4VascularizedbonegraftfOrKienb6ckdisease
KatsuroFURUMACⅢ〃αム……S155

2-4-5RdicleWscularisedBoneGraftfOrthe'IreatmentofKienb6ck'sDisease

HiroyoshiFmlWARAeta1……S156

BoneNecrosis2

Moderator:HiroyukiHASHIZUME
2-4-6ReliabilityoftheLichtmanClassiHcationfOrKienb6ck'sDisease

HideyukiMITSUGUCmejaム……S156
2-4-7NewevaluationmethodofKienb6ck'sdisease.CalculationofFat/watercontent

ofthenecroticlunatewithMRSpectroscopy
YilkihikoOBARA〃α1……S157

2-4-8ArthroscopicfindingsandradiologicalfindingsofKienb6ck'sdisease
Masahiro'IETEBE〃αム・…･･S157

2-4-9Hthologyandtherapeuticresultsonpatients
withinterosseouscarpalboneganglion

KatsumiTAKASE"αム……S158

2-4-10SurgicaltreatmentofPreiser'sdisease
HiroshiAJIMAe＃αL･…･･S158
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2-4-11Carpalbonenecrosiswithoutaclear症acture
AtsushiTANneta1……S159

12：30～13:30L皿加cheonSeminar8

Moderator:YbshikiHAMADA

RecentclinicalstudiesaboutComplexRegionalHinSyndrome
MasahikoSHIBAIA S160

13：40～15:40RheumatoidArthritisl

Moderator:TakaShiMASATOMI

ArthrodesisfOrtherheumatoidthumb

AtsuhitoSEm〃αム……S161

SurgerymrtheThumbwithRheumatoidArtMtis
'IbshihamOKUDA･…･･S161

ExperienceofReconstructionfOrTheUlnarDriftinHtients
withRheumatoidArthritis

YasuhiroTSUNEYOSHI"αム……S162

Resultsoftheprosthesisarthroplastyofthematacarpophalangealjoints
TakuyaKONNOetaム．．…･S162

AprospectiveoutcomesstudyofProDesignmetacarpophalangeal

jointarthroplastyfbrrheumatoidhand:minimum2-year-fbllow-upevaluation
'IhkeshiEGI〃α1……S163

２
３
４

１
１
１

４
４
４

２
２
２

５
６
１
１

４
４

２
２

RhemnatoidArthritis2

Moderator:YbshitakaMINAMIKAWA

EffectofStabilizationoftheProximalUInarStump

inModiiedSauve-KapandjiProcedurefOrRheumatoidWdst
AkiraKAWABAfl独鈍α1…･･･S163

UlnarGapandUInardistanceinSauve-Kapandjiprocedure
YUkielWAflA"αム…･･･S164

ClimcalResearchoftheStabilizationoftheProximalUnarStump

byModifiedBreenProcedureinRA
WshihikOTANINO〃αL……S164

ModifiedSauve-KapandjiProcedurefbrRheumatoidWdst
IkuoSAITO〃αl……S165

ExanmationofStabilizationMethodofProximalUInarStump

inSauve-KapandjiProcedurefbrRheumatoidWrist

MasyukiSEmGUCHI〃αム……S165

Extensortendonr叩tureand3D-CTimageoftheRheumatoidwrist
AsamiABE〃αL……S166

DignosticAbilityoftheThree-dimensionalComputedTbmographyfOr

SubcutaneusRaptureoftheFinger'sExtensor'IbndoninRheumatoidArthritis
OsamiSUZUKIgオα1……S166

2-4-17
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２

Roorn5

8：30～10:00FingerCollateralligamentlIjury
Moderator:ShigeharuUCHIYAMA

2-5-1Casesofavulsionhfactureatthemetacarpophalangealjomt

withrotatonalfingerdefOrmity
NorioSAITO"αム……S167

2-5-2CollateralLigamentofMetacarpophalangealJoint
oftheFingers-Conservative'Iifeatmentvs.Surgical'Iifeatment-

'IbshiyukiTSURUTA"aL……S167
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Arthroscopic-assistedRepairfOrthelnjmesofUnlarCollateralLigament
ofThumb

MasayaTSmⅡeｵα1

Operative'IifeatmentsoftheCollateralLigamentTbar
oftheProximallnterphalangealJoints

NahokolWAKURAeォa1

PrimaryRepairofTheCollateralLigamentlnjuriesinFingersandThumb
SatoruNAKAMURA

2-5-3

S168

2-5-4

S168

S169

2-5-5

The4･5thCMJointlnjury
Moderator:KatunorilNAGAKI

2-5-6'IteatmentfOrFifactureDislocationofthemnarCarpometacarpalJoint
YilsukeMATSUURAc#αム・…･･S169

2-5-7Thetreatmentoffbrthandfifthmetacarpaldislocationhfacture
EisukeHAYASHIgtaム……S170

2-5-81njuryoftheUInarCarpometacarpalJointsAssociatedwithHamateFifacture
MasahiroSUZUKI〃αム……S170

2-5-9ClassificationofthemnarCarpometacarpalJointslnjury
JiroNAMBA"αム……S171

13：40～15:40Phalanxl

Moderator:AkimasaKOBAYASHI

PseudoarthroSisoftheDistalPhalangealFifacturesintheHand
随suhimKATSUDA〃αム……S171

UsingofLockingPlateSystemfOrTieatmentofDigitalNonunionand
Arthrodesis

H加ⅦkiOm〃αl……S172

OsteonecrosisfbllowingCondylarRfacturesoftheFingerPhalanx
'IakllmiOKAWA"αL……S172

Reconstructionoffingerjointusingwithosteochondralgraft

HiroyukiGOTANIg#α1……S173

Phalanx2

Moderator:KatsUjiSUZUm
Minimallyinvasivetechniquewithusesapphirepinsfbrinternalfixation
ofthefinger丘acturewhichenabletoearlymotionexercise

MasahlmilSRIZUKI〃α1……S173

EadyMobinzationExerciseUsingKnuckleBenderSplintfOrRfacturesofPhalanx
'IhkahikoDOGO……S174

OurExperienceofllizarovminiFixatorusingfbrFifactureofProximalPhalanx
ShintaroMATSUURA"α1……S174

Corrective.OsteotomyfOrtheMalunitedlhractureofPhalangeal
orMetacafpalbone

KazuakiMITOefa1……S175
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Metacarpus
Moderator:SouitirouTAKIGAWA

'Iifeatmentofthekx℃utaneousPinningMethodtoMetacarpalNeckFifacture

NobuyukiTANIGAWAe＃αム……S175

Min加allyhlvasiveFixationfbrMetacarpalNeckFifactures

usinglntrafocalPinnning
hon-SooKIMejaム……S176

MODIFIEDPERCUTENEOUSNTRAMEDULLARYK-WIREFIXAATION

OFMETACARPALFRACTURES

YbmgHoLEEg＃αL……S176

RadiographicstudyofmetacarpalsfOrintramedullaryfixation
EichilTADERA〃α1……S177
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２
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2-5-21
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2-5-22 MeasurementfOrTheCorticalThicknessofthemetacarpalbone

-ComparisonbetweenPro-BoxerandCommonYbungMale-
SoyaNAGAOe#"J.

Room6

8：30～10:00Fbrearm

Moderator:HiroyasulKEGAMI
2-6-1mTRAMEDULLARYNAILFIXAATIONFORTHEDIAPHYSEALFRACTURES

OFFOREARmADuIﾉT

YbmgHoLEE"αム・…・

2-6-2Clinicalresultsoflow-intensitypulsedultrasoundfbrdelayedunionornonunion
oftheupperextremity

MasahiroYONEDA""･････

2-6-3Verifcationoftheaccuracyof3-Dcomputersimulationsystem

fbrcorrectiveosteotomy
K1mihiroOKA"aム・…．

2-6-4MalumtedbothboneshfacturesofthefOrearmaccompaniedwithdislocation

oftheproximalordistalradio-ulnarjoint

′IbuyoshiMURASE""1

2-6-5CorrectionofAngulationDefOrmityFbllowingMidshaftFifacures
ofFbrearmBonesinChildren

IsaoSASAKI〃αL

ExternalFixation･BoneLengthening
Moderator:H・KAWABAⅡ孔

2-6-6'IireatmentofMultipleOsteochondroma:CorrectionandLengthening
fOrFbrearmDefOrmities

GoichiOKAHARAe#αム

2-6-7RadioulnarjointcongruencyandrangeofrotationafterfOrearmlengthemng

HisayaSHIRAIeta1

2-6-8BonelengtheningofdigitsbytheuseofllizarovMimfixator
'InkuyaSAWAIZUMI〃αム

2-6-9BoneLengtheningfbrMetacarpalBoneandPhalangialBone
NaokiMAEGAWAe＃αム

2-6-10Firstweb-plastyusmgwithllizarovminifixator

HiroyukiGOTAM〃α1

13：40～15:401nterosseousNervePalsyetc.
Moderator:YOshinoriOKA

2-6-11ClimcalResultoflnterosseousNerveHlsies

'IbkuyosmYAMAGIWAeオα1

2-6-12ClimcalAnalysisofldiopahcAnterior/RsteriorhterosseousNervePalsy
KensukeOCHIeオαム

2-6-13Thecourseofradialnervedeepbranchpalsy

JunnosukeKAKIZAKIe＃α1

2-6-14'Iifeatmentoftheperipheralnerveinjuryusmgveinbridging,wrapping

andcapping
H加koNARISAWAeオαム

2-6-15Theresultofthein-situtissueengineeringfbrthetreatment

ofneuropathicpainfOllowingradialsensorynerveinjury
YujimADAejaム

－95－
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S182
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S183
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RripheralNervePalsyiOthers
Moderator:NaokiNISHIJIMA

Rripheralnerveparalysisaftertraumaticshoulderjointdislocation
'IbmokazuSAWADA"αム…

ConnictswiththeiatrOjenicinjmesoftheperipheralnervecaused
bytheinjectionneedle

MakotoSAKAI〃αム…

Thee缶cacyofLumbarExtensionExercisesfOrLowBackHinAssociated

withThoracicOutletSyndrome
KoichimABE鉱αム…

An伽mstudyonmcaldystoniainprofessionalmusicians
HiroshiARMO〃α1…
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S185

S186

2-6-18

S186

S187

2-6-19

MalunitedDistalRadiusFracture

Moderator:KoicmKUSUNOSE

Correctiveosteotomyfbrmaluniteddistalradiusheactures
MitsuruHOmm〃αム……S187

CorrecticveosteotomyfOrmalunionofthehfactureofdistalradius

NaoyoshiHANAOKA〃αム……S188

SimultaneousRadialClosingWedgeosteotomyandUlnarShorteningOsteotomy
fbrDistalRadiusMalmion

YasuhiroOZASA〃αム……S188

DistalRadiusOsteotomyUsingLockingplatefOrmaluniteddistalradiushfacture
OsamuSATO……S189

CorrectiveOsteotomyfOrlntra-articularMalunionoftheDistalRadius
HirokazuTOCHIGIg#αム……S189
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Room7

8：30～10:00ExtensorTbndon

Moderator:KenichiTAZAKI

2-7-10perativeOutcomesofECU'IbndonDisorder
MasatoshiFUKUOKA""……S190

2-7-2DynamicSplintageafterReconstructionfOrExtensor'IbndonRupture
'IbshirolTSUBO""j．……S190

2-7-3WriabilitywithinandarOundthe5thextensorcompartment
'Ibshik2zuTANAKA〃αム……S191

2-7-4FlexorDigitonnnSuperficialis'IisansferfOrtheReconstructionofThumbExtensor

RyoHOSOMI〃α1．．．…S191

FlexorTbndon

Moderator:NagatsuguKUROSHIMA
2-7-5Three-dimensionalCTimagingofflexortendonrupturesinhandandwrist

KazushigeHASEGAWA鉱飢……S192

2-7-6EvaluationfOrthecasesofsubcutaneousflexortendonrupture

YbshioKAJI〃αﾉ．……S192

2-7-7'Ibndon'IifansferandBridgeTbndonGraft

fOrSubcutaneousFlexor'IbndonRuptureinZonemandW
HisaoKOUDA〃αム……S193

2-7-8Clinicaloutcomeofprimaryflexortendonrepairinzonen

with6-strandYItechniqueandearlymobilization
YhtakaMAmetaム……S193

2-7-9Comparisonof3weeksimmobilizationandmodifiedmeinertmethod

intheprogressofrangeofmotion
'IbrufUmillTSUKAgオα1．…･･S194
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2-7-10DefOrmationmeasurementofnailunderthestress

(Basicreser℃hfOrmeinertmethod)

ArataKOJIMA〃αL……S194

13：40～15:40TEndinitisl

Moderator:KazahiroMIZUTANI

TifiggeringatthedistalA2pully
'IhiheiYAMAGUCHI〃αム

Themomhologicalchangeoftendonsandsheathsgenerated

byintrasheathtriaminoloneinjectionsfbrtriggerfingersandthumbsinadults
'IhdashiSAITO〃α1

'IifeatmentfOrtriggerfingersusinganewdesignedknife
YbshimasaTOMITneta1

EndoscopicSurgeryfOrStenosing'IbnosynovitisofFlexorTbndonassociated
withDiabetesMellitus

KazuhiroUCHmA〃αム

Findingsoffngersaftersurgeryoftenosynovitisbyultrasonicprobe
HyokaiKYOetaL

Histopathologicalstudyondiabeticstenosingflexortenosynovitis

(Granulationtissuesinthemiddlelayersofligamentoustendonsheaths)
MakotoKAMEYAMAgオαム
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S197

Ⅱとndinitis2

Moderator:JunnosukeRYU

RiskFactorsAffectingAFlexionContractureofthePIPJoint

after'IifiggerFingerRelease
YasuhikoMSHIO"a1

Flexortenosynovitisassociatedwithposttraumaticorpostoperativecontracture

ofthefingers
MasatoshiTAKAHARA"αl

TheprovocativetestofDeQuervain'sdisease
KeikoGAMAN〃αl

StudyoftheoperativeproceduresfOrdeQuervain'sdisease

hfomthepathologicalpoint
KuniichiASO

OurClinicalPrinciplesandResultsfOrdeQuervaindisease
'IbtsuKATSUMURA〃α1

'IifeatmentResultsoflntrasheathlnjectionUsing'Iifiamcinolone

fOrdeQuervain'sDisease-AComparisonbetweenDiabetic

andNon-diabeticGroups-
KentaSAITO""

Hsteurellainfectioninthearm

WataruHAflANAKA

2-7-17
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S201

2-7-23

Roonl8

8：30～10:00CongemtalDifferencesl
Moderator:KeizoFUKUMOTO

2-8-1ANewMethodfbrReconstructionofFingerTipandPulpofDuplicatedThumb

UsinglslandFlapRaised丘omSupernumeraryThumb
YasushiYAMAMOTOetaL・…

2-8-2ReconstructionoftheFYrstWebinCongenitalAnormaly
WsushiMORISAWAetα‘…・

2-8-3VariationandtreatmentofextrinsictendoninBlauthtype3hypoplasticthumb
ShinichiroTAKAYAMA"αム・…

S202

S202

S203
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2-8-4ThestudyofsymbrachydactylywiththumbdysfUnction
KousukelBA"aL S203

CongenitalDifferences2
Moderator:TbshihikoOGINO

'IriggerThumbinChildren
EmikoHORHetαム・・

ClassificationandsurgicaltreatmentfOrtransversedeficiencies
KeizoFUKUMOTOetα1．・

BoneLengtheningfOrCongenitalSynostosisbetweentheFburth
andFifthMetacarpals

ThtsuyaHATrOme＃αム・・
NewMethodofWristCorrectionandStabilizationfOrRadialClubHand

-CarpalUlnarization-
MasahiroYUKAWA""･･
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S204

S204

S205

2-8-8

S205

13：40～15:40Biomechanicsl

Moderator:EmikoHORII

RelationshipbetweenEMGActivitiesofExtensorCarpiUInaris
andFbreannmsition

MineoOYAMAetaL

Three-dimensionalkinematicevaluationoftherheumatoidwristsbefbre

andafterpartialarthrodesis

SaymARIMITSU〃a1

TheStrengthofWdstExtensionfbrhwerGripinHealthyVblunteer
′IhkaneSUZUKI〃α1

'IifeatmentfOrdistalradiushacturesusingpalmarlockingplate

withsavingthepronatorqUadratusmuscle-Abiomechanicalstudy;2ndreport-
WshitoTSUBUKU""1

Changeinligamentstraindmngwdstflexionandextension
NaoyaYAZAKI"αム

Vblarlockingplatefixationfbrintra-articularfracturesofthedistalradius:

abiomechanicalstudyusingacadavermodel
ShuzoKAMEI""1

ComparisonofElasticityamong3Non-bridgeExternalFixators
toUnstableDistalRadiusFifactureModel

'Ibshikazu'IANAKAe＃α1

2-8-9
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S208

2-8-15

S209

BiomechanicS2

Moderator:TakenoriSAKADA

IntrinsicMuscleContributiontotheProx加allnterphalangealJointExtension
ofthefingers

'IbshikazuKUMSHI"αム…

MomentArmAnalysisofRheumatoidArthritisSimulatedFingerModel
withMetacarpophalangealJointVblarSubluxation

Sh''kukiKOH"αム…

TheEffectofThumbMuscleStrengthontheDifferenceofFbrearmHsition

SeiiMSHnⅦRAetaム…

Three-dimensionaldynamicmotionanalysisofthefirstcarpometacarpal
ligaments

MitsuhikoNANNOetaム…

TheReliabilityofMeasurementsofThumbAbduction
ShozolTOH〃αム…

MechanicalPropertiesoftheRabbitCarpalTunnelSubsynovialConnective
'IYssue

'IhiheiYAMAGUCHIg#αム…

2-8-16
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DifferentialMotionsofMedianNerveandSubsynovialConnective'Iissu

inDifferentFingerMotionswithinCarpal'Iimnel
YilichiYOSHH〃αム・…･･S212

2-8-22

Room9

8：30～10:000steoarthritisoftheHrstCMjomtetc.
Moderator:OsamulSHIDA

2-9-1ArthroscopicsurgeryfOrthethumbcarpometacalpaljomtarthritis
HitoshimHARA〃αム

2-9-2EarlyPIocessofRecoveryafterLRTIProcedurefbrThumbCMCArthritis
'IbshikiMmRA〃αム

2-9-3FburyearsfbllowupoftheSR'IifapeziometacarpalProsthesisofthumb
'IbshihitoYAMAGUCHI鈍飢

2-9-4ArthrodesisfOrtheOsteoarthrosisoftheThumbCarpometacarpalJoint
円ikaruTASRIMA

2-9-5GripStrengthasWellasAgeisanExplanatoryFactorofMetacarpal
BoneMineralDensity

AkinoriSAKAI"αム

S213

S213

S214

S214

S215

HeberdenNodes･BoneMineralDensityetc.
Moderator:AkinoriSAKAI

UseofomtmentincludmgsteroidfOrHeberden'stubercme
'IhnefUmiNAKAGAVⅧ〃αJ・・

ArhrodesisoftheinterphalangealjointusingDTJscrew
HimakiOKUNO〃αム・

Prevalenceofthehandosteoarthritisandtheassociationwithbonemineral

density
NaokiTOBA"αム‘

RadiusDefbrntyisCloselyAssociatedwithBoneMineralDensity
oftheLumbarSpineinLow-energyDistalRadiusFifacturesofElderlyhtients

WshiakiYAMANAKA"αL‘

Whatper℃entageofdistalradiushfacturepatientswithosteoporosis
weretreatedwithantiosteopomticdrugs？

HaruhikoSHIⅣⅡJRA〃αム‘
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S215

S216

S216

2-9-9

S217

2-9-10

S217

13:40～15:40DistalUhaFracture

Moderator:HikaruTASHIMA

2-9-11mnarWdstHininHtientswithUnarStyloidFifactureAssociated

withDistalRadiusRacturewithoutReductionofUlnarStyloid
AtsushiOKAZAKI"αム．，

2-9-12'IifeatmentofDistalRadiusandUlnarRfacture-NecessityofhternalFixation
ofDistalUnar-

ShirouMORITANIetaム・“

2-9-13Doesulnarstyloid伽ctureaffectthesu噂caloutcomeofdistalradius丘acture？
'IhdahimNATSUME〃αI．．，

2-9-14'IifeatmentofDistalUlnaFifacture

HiroyoshiOGASA〃αA･・

2-9-15Sulgical'IifeatmentofDistallnnaRfacturesassociatedwithDistalRadius
Fracture

HidemasaYONEDA"αム．．

S218

S218

S219

S219

S220
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Newldea

Moderator:TbtsuroSADAHIRO

InfiltrativeNerveBlockinSurgeryoftheExtremities
MitsuoYOSHIMURA……S220

BrachialplexusblockviaaxillaryapproachbyfascialcliCktechnique
SanshiromOUE"α&……S221

techmcaldeviceofsupraclavicularbrachialplexusblock
AkihimSATO〃αム……S221

ReliableandinexpencivemethodfOrelevationofthehand
YtlkikoIDA〃αム……S222

Htient-basedFunctionalandCosmeticOutcomeofUpperExtremitySurgery
fOrCerebralHIsy

HyunSikGONGe#a/・……S222

Developmentofanupperextrentyoutcomemeasure:theHand20
ShigeruKURMOTOetal……S223

Introductionofnewtypecaseconferenceusinge-mailcorrespondence
MasaakiKAWANOeオαム……S223

６
７
８
９
０

１
１
１
１
２

－

９
９
９
９
９

２
２
２
２
２

１
２
２
２

９
９

２
２

RoomlO

8：30～10:00BrachialPlexusInjuryl
Moderator:YUkioNAKATSUI

Pulmonaryhlnctionafterrestorationofelbowflexioninbrachialplexusinjury
withphrenicnervetransfer

'RIkanoriSAITO〃αム・

LONG-TERMOUTCOMEOFCONTRALAIERALC7NERVETRANSFER

JieLAO〃αム・

Long-termResultsofSensoryReconstructionusingDo曲leMuscle'Iigansfer
fbllowingCompleteAvulsionofBrachialPlexus

nsmoriHATTORI〃α1．

Thestudyofobstetricalparalysiswiththeexplorationofthebrachialplexus,

butdidnotgoundernerverepairfromtheresultoftheintraoperativefindings
ShinjiFUNAHASHI〃αL・

UpperExtremitylnjmesinSpinallnjuryCases
KieNAKAGO〃αム．

YilkioNAKATSUCHI

2-10-1

S224

S224
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S225

2-10-4

S225

S226

2-10-5

BrachialPlexuslnjury2
Moderator:KazuteruDOI

EarlyExplorationfbrtheDiagnosisofRootAvulsionInjmesofBrachialPlexus

YasumtoAJIRI〃αl･

SurgicalOutcomeoflntercostalNerve'IifansferfOrReconstruction
ofElbowFlexion

MasashilWASASHIe＃αL・

ClinicalResultsofPartialUlnarNerve'IiransfertoRestoreElbowFlexion

'IbmoyukiROKKAKU〃αL・

SelectiveneurotizationofthedeltoidfOrtreatmentofbrachialplexuspalsy-an
anatomicstudyandcasereports

XinZHAO〃αム・

SurgicaloutcomesofshoulderfUnctionofpatientswithbrachialplexusinjuries
RyosukeKAKmOm"αム．

６
７

０
０
１
１

２
２

S226

S227

S227
８
９

０
０
１
１

２
２

S228

S228

2-10-10

-100-



15:40CarpalTm]nelSyndrome5
Moderator:KenichiNAKAI

IntraneuralbloodnowandactionpotentialchangesbefOreandafter

wristnexiontestincarpaltunnelsyndrome
'IMlkafilmiYAYAMA〃αム

Hthophysiologyofidiopathiccarpaltunnelsyndrome
KenichiNAKAMICⅢ〃a1

CarpaltunnelchangesandmediannervecompressiondmngwristHexion
andextensionseenbymagneticresonanceimaging

KatsuhikoHAYAKAWA""

Surgeoflntracarpal'IilnnelContactPressureduringModified2-portalECTR

ShigeharuUCHIYAMAe＃αム

Histo-anatomicalStudyofRelationshipbetweentheFlexorRetinaculum

andtheHImarApponeurosis
KeiichiMURAFIA〃αム

Genderdifferencesfbundindistalcarpalcanalendoscopicfindings

ofidiopathiccarpaltunnelsyndromepatients
IkkiHAMANAKAe＃αム

13：4（

2-10-11

40～15

NAKAMICHI
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S231

2-10-16

S231

CarpalTmmelSyndrome6
Moderator:JmmNISHIDA

Compressionandvariationinseverecarpaltunnelsyndrome

whichhavemuscleatrophy
KazutoshiKUBO"αL

palmarcutaneousbranchandanatomicvariationsinopencarpaltunnelrelease
SatoshiKODAIRA〃αム

Scapulalgiaaccompamedbycarpaltunnelsyndrome
GousukeOOKIgオαム

TheRiskFactoroftheCarpalTunnelSyndromeonLong'Ibrm
Haemodialysishtients

IzurumAJMA〃αム

Comparisonoftwogroupofcarpaltunnelsyndrome,onegroupishemodialysis
duetodiabetickidneydiseaseandanotherisduetootherrenalfailure

MarieMABUCHI"αム

M加mallyOpenCarpal'IilnnelReleaseUsingaCarpal'Iilnnel'Ibme
inLong-'IbrmHemodialysisHHtients

RyOjiKAJIWARA""

2-10-17
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2-10-21

S234

2-10-22

S234

Roomll

8：30～10:00Fmgertipinjuryl
Moderator:HiroyukiGOTANI

2-11-1'IifeatmentofFinger'IYplnjurywithBag-TypeNegativePressureDressing
KenjiroHASEGAWAeｵα1･･･

2-11-2Delayedextendedmid-thenarnapandthelstwebflap
KazufUmiSANO〃αム…

2-11-3HlmarAdvancementFlapwithV-YclosurefOrFYngerAmputation
SusumuSAITO〃αム…

2-11-4DorsalExpandedDigitalArteryFlap

'IhtsuyaKAWAMURA〃αム…

2-11-5DigitalArteryPerforator(DAP)HapfOrfingertipreconstruction

MitsunagaNARUSHIMA〃αム…

S235

S235

S236

S236

S237
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Fingertipinjury2
Moderator:KazllhiroSAKAI

EvaluationofFingertipdefOrmityafterArtifcialdermistreatment

fOrFingertipinjmes
AkiraSUGAMAfl孔師a1

ClinicalStudyofRngerlnjuryCasesthatwere'IifeatedUsing
theArtificialDermisandbasicFibroblastGrowthFactor

KatsuhikoKAMEBUCHI〃αム

Corrective'IifeatmentfOrHinfulNailDefOrntyUsingShapeMemoryWire
KaoriSHIONOYA"αム

Fateoftransplantednailmatricalcellsandpotentialofhardkeratmproduction
lnv1vo

HidekiOKAMOTO"αム

Graft-onHapmethodfOrfingertiploss
YUichiHIRASE"αム

ReconstructionofHngertipAmputationwithGra仕onFlap
KeisukeADACHI

2-11-6
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S239

S240

2-11-10

2-11-11

40～15:40Amputation13：4（

2-11-12

Moderator:HidechikaNAKASHIMA

Thefnger-tipreplantationusingtheslowreleasingbasicFibroblast

growthfactor
HirohisaKUSUHARAetαム

WinGraftfOrRngerTipReplantation
SoutetsuSAKAMOTO""

VeinGraftfOrCompleteRngerAmputationatDistalPhalanx
SatoshiMATSUDA〃αL

ClinicalResultofdigitalreplantation
WshihikoTSUCHIDA〃αム

Theexaminationofthecuttingfingerbythehomedisaster
SohacmTORIYABE〃αム

Elbowflexorplastywiththepedicledbipolarlatissimusdorsitransfer
fOr3casesofreplanted叩perarm

Kazl'hikoHRACHI"aム

S240

S241

S241

S242

S242

３
４
５
６
７

１
１
１
１
１

１
１
１
１
１

１
１
１
１
１

２
２
２
２
２

S243

Microsurgery
Moderator:IsaoKOSHIMA

Complicationsfbllowingmicrovascularanastomosis
'IbkioKASAI〃α1

Wsuclarmonitoroffunctioning丘eemuscletrnsfer
AtsushiMORIYAc＃a1

BrachialArterylnjuries

KenjiKAWAMURAejaム

M加muminvasivelymphaticovenularanastomosisfOrlymphedemaofthelimbs
MasatakaNOGUCHI〃αj・
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1-1-P1パネルディスカッション

榛骨遠位端骨折--X線診断法とそのエビデンスー

DistalRadiusFracture一一RadiographicDiagnosisanditsEvidence一

○澤泉卓哉1，中尾悦宏2，西浦康正3，
森友寿尭，藤哲5

Ⅱ日本医科大学整形外科，2中日病院名古屋手の外科センター，

3筑波大学大学院整形外科，4大阪大学整形外科，5弘前大学整形外科

【目的】日本整形外科学会の依頼により，日本手の外科学会主導で僥骨遠位端骨折の診療ガイドライ

ンを策定することとなった．診療ガイドラインの策定の意義は，基本的には蓄積された多くの臨床治

療研究に基づく知見の中から妥当性を科学的に吟味してエビデンスを決定し，診療における意思決

定をより適正なものに高めることである．今後の実際の調査に先立ち，その前段階として過去1年間

の僥骨遠位端骨折のX線診断の記載のある英語文献を検索し，エビデンスレベルの概要について検

討した．

【対象･方法】検索エンジンPubMedでKeywordをDistalradius丘actureとして2006年11月から2007

年10月の1年間を検索した論文のうち，何らかのX線診断の記載のある臨床論文を抽出し，診断法の

内容とエビデンスレベルを調査した．

【結果】Keyword"Distalradiushfacture''で検索された論文は138編で，小児例を除き，何らかのX

線診断の記載のある臨床論文は51編であった．46編でulnarvarianceやradialinclinationなどのX線パ

ラメーターを用いて術前か術後を評価をしており，また10編でAO分類を,2編で町mam分類を

術前診断に用いていた.CentrefOrEvidence-BasedMedicine(CEBM)のDiagnosticStudy欄を参照

にしたエビデンスはLevellが4編,LevelIIが8編,LevelⅢが9編,LevelⅣが30編で,Level

Vはなかった

【考察】僥骨遠位端骨折の診断に関する最近の文献のreviewを行ったが,59%の論文がLevelⅣであ

り，エビデンスレベルの高い研究は殆ど行われていない現状が把握されたが，逆に母数に多い本外傷

は，調査の方法次第でエビデンスをあげやすいのではないかとも考えられた．
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嶢骨遠位端骨折の治療ガイドライン作成にむけて
保存療法の適応とそのエビデンス

EvidenceBasedConservative'IreatmentfOrDistalRadiusRfactures

面川庄平

医真会八尾総合病院整形外科

【目的】2007年のCochraneLibr町におけるSystematicreviewの中で，僥骨遠位端骨折の保存的治療

に関する37編のランダム化比較試験(RCT)に登録された4215症例が分析され，適切な保存的治療の

決定が模索された．今回，本Reviewに基づいて僥骨遠位端骨折に対する保存的治療のエビデンスを

検索し，異なる介入方法の結果を比較し解説する．さらに，解剖学的整復位置が臨床成績に与える影

響を述べた前向き臨床研究についても解説する．

【方法】保存的治療における介入方法としてl)麻酔方法2)徒手整復の有無，方法3)固定方

法，部位，肢位4）固定期間5）後療法について分析した．各項目における臨床上の疑問点に対す

る介入方法の比較と問題点について言及する．また，各種レントゲンパラメーターと患者立脚型評価

との関連性を分析した．

【結果】個々の論文で患者群，介入方法の異質性が強く，統合的メタ分析が不可能であった．さらに，

割り当ての隠蔽，治験者（評価者）の盲検，評価方法の妥当性が不充分で，それぞれの疑問点に対す

る明確なエビデンスの抽出が困難であった．37編のRCTの方法論の妥当性は低<,質の評価は平均

23％にとどまった．骨折の解剖学的整復は良好な機能回復を反映するというエビデンスが存在する

が，高齢者には必ずしも反映されず個々の生活様式や活動性などが影響する．

【結論】僥骨遠位端骨折の治療は合併症や患者背景を考慮して保存的治療の介入が決定されるべきだ

が，異なる介入方法による決定的な相違の根拠を見出すことはできなかったとCochraneSystematic

reviewは結論づけている．今後わが国においてもCONSORT声明に沿った多施設ランダム化比較試験

の実施が望まれる．
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榛骨遠位端骨折の治療一ガイドライン作成に向けて
－経皮的鋼線固定治療の適応とエビデンスー

TreatmentfOrdistalradiushfactures-'Ibmaketheguideline
O

-Indicationandevidenceofpercutaneouspmningprocedure-

○戸部正博'，水谷一裕1，津布久義人1，
大谷崇裕'，柳原泰2

'東邦大学医学部整形外科第2講座，2山王病院整形外科

【目的】僥骨遠位端骨折に対する治療法は現在では掌側ロッキングプレート全盛時代といっても過言

ではないが，ピンニング療法は古くから行われてきている．今回，僥骨遠位端骨折に対する経皮的鋼

線固定治療を検証したので報告する．

【方法】過去10年において日手会誌に掲載された経皮的鋼線固定治療法は22編で，その内訳はmodi-

nedKapandji法を含めたintra-fOcalpinning法10編,intramedullarypmning法5編,crosspinnning法

4編,Demanet法1編，僥側からのpimingl編，記載なし1編であった．総症例数は760例で年齢は

5－93歳であった．骨折系の分類は斉藤分類8編,Frykman5編,AO4編，記載なし5編で，治療

成績の判定は斉藤の評価基準14編,Sarmient3編Gartlandl編,Cooneyl編,X線評価のみ4編

(一部重複）であった．

【成績】過去10年の諸家の報告760例中では臨床成績に言及してあるものは486例で,excellent:235

例,good:150例,poor:25例,mirl例であり,15歳以下の小児例では成績がよく，高齢者や粉砕骨

折例に対する使用では成績が悪化する傾向にあった．また,X線パラメーターでは僥骨の短縮が問題

となる例が散見された．

【結論】ピンニング療法はコスト的に非常に安価で特別な器具を必要とせず，特に小児や青壮年の比

較的単純な骨折型に対して安定した成績を残していた．一方，骨粗瘻症を基盤とする高齢者の僥骨遠

位端骨折では，骨に対するピンそのものの支持性が無いため，ピンニング単独では整復位の保持が困

難であり，高度の粉砕骨折では整復位の獲得やその保持が困難と思われる．
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僥骨遠位端骨折：創外固定法の適応とそのエビデンス
hdicationandevidenceofexternalExationfbrunstablefracturesofthediatalRadius

○坂野裕昭1，瀧上秀威'，岡崎敦3，
葉梨大輔4，齋藤知行2

'横須賀北部共済病院整形外科・手の外科センター，2横浜市立大学整形外科，

3聖ヨゼフ病院整形外科，4住友重機浦賀病院整形外科

【目的】不安定型僥骨遠位端骨折の治療はプレート固定術と創外固定術が主な手術として行われてき

た近年，ロッキングプレートの出現で，創外固定術は減少しているが，なお，重要な手術手技であ

る．今回，われわれは創外固定術の術後成績を調査し適応を検討したので文献的報告を加味して報告

する．

【対象と方法】対象はCooneyの提唱した不安定型のcriteriaに準じた骨折（関節内骨折は関節面の2

mm以上の転位）で,bridging型の61例,non-bridging型のlll例である．ただし,non-bridging型は遠

位骨片の掌側骨皮質がlcm以上損傷されていないものを対象とし,AO分類B3は除外した．これら

症例に受傷時と術後，調査時でRadialhclination(m),Hlmar'Iilt(PT),UlnarWriance(UV)を

計測しX線的評価を行ったさらにMayoScoreにて臨床的評価を行った．

【結果】bridging型:背側骨皮質の粉砕例や骨欠損例では単独使用ではX線学的に整復位の獲得が得ら

れるが，術後PT,[Ⅳは有意に転位を認めた特にdynamictypeにおいてはより明瞭であった.Ka-

panji法などのpinningや骨移植･人工骨補填の併用が転位防止に有用であった．しかし，臨床成績は

ほぼ満足できる結果であったnon-bridging型：単独使用にてX線学的に良好な整復位の獲得が得ら

れたがWのみ術後有意な短縮を認めた，特に，骨欠損例やAO分類C3型は短縮を有意に生じた．関

節面の整復はk-wireの追加固定によりgap,stepoHとも良好に整復保持された．臨床成績は良好な結

果が得られた．高齢者も良好な整復位と臨床成績が得られた．

【結論】不安定型僥骨遠位端骨折は創外固定術の適応である．ただし，背側骨皮質の粉砕や背側骨欠

損を有する症例ではpinningや骨移植や人工骨補填の併用が勧められる．また,AO分類のB3は非適

応,C3型は適応を慎重に検討する．
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榛骨遠位端骨折に対するプレート固定の適応とそのエビデンス
PlateFixationfOrtheDistalRadiusRfactures:IndicationsandEvidences

○長田伝重，亀井秀造，高井盛光，

玉井和哉，野 原裕

濁協医科大学整形外科

【目的】僥骨遠位端骨折に対するプレート固定，特に掌側ロッキングプレート固定は今日一般的な治

療方法として広く用いられている．今回，自験例における掌側ロッキングプレート固定の治療成績を

述べ，さらに文献におけるエビデンスに基づくプレート固定の適応について検討する．

【自験例の検討】僥骨遠位端骨折に対してDRVLockingPlateによる固定を行った121例のうち,12カ

月以上経過観察しえた74例を検討した．男性18例，女性56例で，年齢は16-93歳，平均62歳であっ

た骨折型はAO分類のA3型12例,Cl型2例,C2型10例,C3型50例であった手術方法は，遠位骨

片はLockingpinでの固定を基本とし，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．術後は外固定をせずに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13カ

月であったX線計測値は手術時radialtilt21度,volartilt9.2度,ulnarvarianceO.9mmが骨癒合

時それぞれ21度,9.4度1.211mであった手関節屈伸140度，前腕回旋167度，健側比握力91%であ

り,Cooney評価は優61例，良11例，可2例であった．

【文献的検討】手術適応がほぼ同じである創外固定と比較している論文をみると,Pieプレートの

RCT論文2編は創外固定が優位であった.1980-2004年までの論文を用いたMeta-analysis論文1編

ではプレートと創外固定に成績の差はなかった同一術者による掌側ロッキングプレートでの比較

では，機能評価に差はないが最終観察時のradiallength,volartilt,step-o丘の値が創外固定よりも有

意に良好であった．今後は日手会の主導による掌側ロッキングプレートと他の手術治療法との間の

RCTが必要であると思われる．
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掌側ロッキングプレート(VLP)を用いて治療した
僥骨遠位端骨折の遣残瘤痛に対する検討

Hinaftertreatmentofdistalradiusfracturewithlockingplate

○三ツロ由紀子1，今枝敏彦2，牧野仁美'，
稲垣弘進3，鈴木正孝''4

'東海病院整形外科，2金城学院大学生活環境学部食環境栄養学科，

3加茂病院，4あいせい記念病院

【目的】ⅥPにより解剖学的修復が得られているにもかかわらず長期にわたり手関節痛を訴える患者

は多い．この研究の目的は瘻痛遣残の予測因子を確認することである．

【方法】ハンドフロンテイアに属する15施設において平成17年4月からの一年間にVLPを用いて治療

された僥骨遠位端骨折241例,203手を調査した．骨折型はA18例,A218例,A345例,B11例，

B25例,B314例,C138例,C257例,C333例であり，術直後のvolartilt(VT),radialinclination

(m),unlavariance(UV)は平均で6.3±5.21,19.7±5.20,0.38±2.11であり，術後の矯正損失は

0.85±2.66,0.71±2.21,0.19±0.92とX線パラメータ上は概ね良好な治療成績であった．術後6か月

以上を経過した患者を対象としHand20とHanddiagramを用い上肢能力評価と遺残痙痛の分布を調

査した．性別，年齢外固定期間，瘤痛部位，掌背屈及び回内外可動域，握力，最終評価時のⅥ，

m,IⅣを独立変数とし，痙痛のⅦSscore(VAS)を従属変数として重回帰分析を行った．

【結果】Handdiagramにより患者の遺残瘤痛は尺側部痛(15例),僥側部痛(30例),禰漫性の瘤痛

(25例）の3群に分けた．各部位のⅦSを従属変数として重回帰分析を行ったが，何れの変数とも相

関を認めず，今回調査した項目には遺残瘻痛部位を予測できる因子なかった．瘻痛部位は痙痛無し群

を含めると有意差を認めたが，ステップワイズ法により痙痛の3群間には差を認めず，いずれの部位

でも同程度の痛みを訴えていることが示された

【考察】VLPを用いても術後6ヶ月の時点で56.9%と高率に瘻痛が遣残していた．瘻痛の程度，遣残

部位共にX線パラメータ，外固定期間，性別や年齢による影響を受けておらず，更なる治療成績の向

上には瘻痛の原因に関する検討が不可欠である事が示された．

- S6-



1-1-P7

僥骨遠位端骨折の治療指針（スコアリング・システムの模索）
UsefillnessoftheScoringSystemfOrDistalRadius丘actures

○児玉成人'，今井晋二1，松末吉隆'，
佐々木英幸2，本城昌3

1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

【目的】僥骨遠位端骨折の治療は現在のところガイドラインがなく，手術療法か保存療法かは各医師

の判断によるところが大きい．今回我々は僥骨遠位端骨折の治療指針を明確にすべ<，スコアリン

グ・システムを考案したので報告する．

【対象・方法】僥骨遠位端骨折の保存療法はある程度の矯正損失までは患者のADLに影響を及ぼさ

ず，患者立脚型のDASHとも相関関係がないことを演者は第50回日本手の外科学会で発表した．これ

らX線パラメーター(volartilt,ulnarvariance)と,Lafontaineが提唱したinstabilityscore(骨折部

の形態）をもとに，それぞれの項目を点数化し（詳細は割愛する)，さらに2次的因子として，年齢，

利き手か否か，職業などの社会的背景を点数化し，その合計ポイントで手術適応の程度を決定した

また75歳以上の高齢者では活動性,OPのリスクも点数化した．現在までにすでに治療した手術療法

群（32例)，保存療法群（16例)，矯正骨切りに至った群(13例）をこのスコアリング・システムに当

てはめ，その妥当性をretrospectiveに検討した

【結果】手術療法群は22例で，ポイント上も手術適応であったが,10例はポイント上は保存療法でも

可能と判定された．保存療法群は3例でポイント上は手術適応であった矯正骨切り群(13例）は受

傷時のX線像で評価したが全例でポイント上，手術適応であった

【考察】僥骨遠位端骨折は日常診療において，整形外科医が治療に携わることの多い疾患の1つであ

り，そのガイドラインは不可欠である．今回その治療指針として，スコアリング・システムを考案し

たので提言したい．今後，修正を加え，その妥当性についてprospectiveに検討したい．
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招待講演1

BIOMECHANICSOFTENDONINHANDSURGERY

Kai-NanAn,Ph.D・

BiomechamcsLaboratory;Divisionof

OrthopedicResear℃h,MayoClimc

Asintegralpartsofthemusculoskeletalsystem,thepdmaryfUnctionoftendonistotransmitmus-

clefOrcetotheskeletalsystem・Excursion,gliding,loadingandmechanicalpropertiesarethebasic

biomechanicalconsiderationsofthetendon,whichwillbereviewedfirst・SubsequentlXtheapplica-

tionstothetendonrepairandtendinopathywillbediscussed.

EXCURSION

Apulleytypesystemkeepsthetendonpathclosetothebonewhenthetendoncrossesajoint・h

normalanatomXthereisanintimaterelationshipbetweentendonexcursionandjointrotationthat

maintainsthemechanicaladvantageofthetendonwhilepreservingthepassiveandactivemuscle

tensionduringjomtmotion.'IbndonexcursioninfluencesthefUnctionallengthofthemuscle-tendon

unit・Duetothelength-tensioninteractionofthemusclecontraction,thepotentialtensiongener-

atedbythemusclewill,therefOre,beinfluencedbythejointpositionandtendonexcursion.

GLIDING

Atendonslidingthroughthepulleyisanalogoustoabeltwrappedaroundafixedmechanicalpul-

leye'Iballowtendonexcursion,thefbrceappliedtothetendonneedstoovercomethefngerresis-

tance,whichincludesinternalsoux℃es,suchashfiction,andexternalsour℃es,suchasresistance,

duetojointstiffnessoredema.IntrasynovialtendonspossessaboundarylUbricantontheirsur-

faces.Theimportanceofhyaluronate,proteoglycan,lubricinandphospholipidsontheglidingresis-

tancewereinvestigatedsystematically

LOADING

ThetendonfOrceswereestimatedusingcomputersimulations,aswellasdirectmeasurements・h

general,thetendonexperiencestensionranginghromafewgramstoseveralkilograms,depending

onthetasksofthehand・AstendonwrapsarOundthepulleyorbonystructure,compressiveand

shearloadingwillbeencountered・Theloadingiscriticallyrelatedtothemechanismoftendonin-

juryanddisorderiandimportantintheconsiderationofsurgicaltreatmentandrehabilitation.

MECHANICALPROPERTIES

Themechanicalpropertyofthetendonhasbeenstudiedusingbulktissue.Interestinglyjitwas

notedthatthestiffilessormoduliincreasedwiththelevelofthestructure,hfomhbersandfascicle

totendon・Morerecentlyithephysicalpropertiesofthelowestunit,typelprocollagen,werestud-

iedusingopticaltweezers.Withagivenassumed曲meterofthemolecule,themoduluswasesti-

matedtobemuchsmallerthanthoseofthehigherunit,suchasfibel;fascicleandtendon

structures.
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TENDONREPAIR

Theeffectoftendonlubricationontendonrepairtechniques,differenttendontypes,postoperative

therapy;andtheeffectofexogenouslubricatingsubstanceswereevaluated.Theglidingcharacteris-

ticsofcommontendonrepairtechniqueswerestudiedinvitro,andtheoutcomesoftendonrepair

usingsuturetechniqueswithhighestandleasthfictionwerethenstudiedinvivo.Theglidingabil-

ityofarepairedtendonisanimportantfactorthatcouldafiectclinicaloutcome.Fbrthepostopera-

tivetreatmentofflexortendoninjuryjithasbeendemonstratedthatsynergisticwristmotioncould

elhninatetendonslacknessinthepalmandimprovetendonexcursionduringpassivefingerjoint

motion｡

TENDINOFATHY

'Ibndinopathyischaracterizedchicallybyacombinationofpain,swellingandimpairedperfbrmance

oftendon・Repetitivemechanicalloadinghasbeenregardedtoplayamajorroleinthedevelopment

oftendinopathyGWithinthephysiologicalrange,therepetitiveandprolongedmechanicalloadingmay

causefatigue,degeneration,subrupturedamage,andeventuallyleadtotendonremodelingorfail-

ure・Investigationsofmechano-biologXi.e､,theresponsesofcellandtissuetotheexternalloading,

willenableustounderstandthemechanisminthedevelopmentoftendinopathXandhopefullydi-

rectustopotentialoptimaltreatment.
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Biomechanicalconsiderationsindifferent

volarfixedanglestableplatesinthe
treatmentofradiusfractures.

第
１
会
場

I

WolfgangHintringer

HumanisKlinikumAbteilungfUrUnfallchirulgie

Wewillpresentvariousplatedesignsinthetreatmentofradiusfifacturesandtheirvolarposi-

tion,andtheproblemsandcomplicationsassociatedwiththeseplates.

Ithasbeenclearlyestablishedthatisolatedapplicationofvolarstable-angleplatefixationhas

greatlysimplifiedthedecision-whichwasbynomeanssimpleinthepast-astowhichmethod

shouldbeusedforwhattypeoffraCture.

Revisionsperfbrmedinmanycasesbecauseofproblemsencounteredafterstable-anglevolar

platefixationshowedthatdirectaccessoverthemediannervewasafrequentcauseofthesymp-

tomsexperiencedbythepatients.

ThepositionoftheplateshasbecomeastronglydebatedsubjectinrecenttimesTheposition

ofdifferentplatedesignsaccordingtothesocalledwatershadeline廿omOrbayisdiscussedand

showninthispaper
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Chair,DepartmentofOrthopaedicSurgery
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navenngFellowSeSSiOn

MechanotransductionofchronicneuralinjuryviaSchwanncells

RanjanG叩ta,MD

DepartmentofOrthopaedicSurgeryi

UniversityofCalifOrma

Oneofthecentralparadigmsofneuroscienceisthattheperipheralnervoussystemmayregen-

eratewhilethecentralnervoussystemdoesnot.Asmostcliniciansappreciate,fUnctionalrecovery

afteraperipheralnerveinjuryismostoftenqmtelimited.ThefUndamentalquestionthatshapes

ourresearchprogramishowasustainedmechanicalstimulustoaperipheralnerveistransduced

intoabiochemicalresponse-i､e､,tounderstandthemolecularpathogenesisofcompressionneuro-

pathiessuchascarpaltunnelsyndrome,cubitaltunnelsyndrome,andspinalnerverootstenosis.

UntilrecentlXtheyweresimplyconsideredvariantsofacutenerveinjmesthatsimplydeveloped

overtimeandhadasimilarpathogenesis・Muchoftheearlierliteraturedescribedcompressionneu-

ropathiesastheby-productofmildWalleriandegenerationthatoccurredatthesiteofinjurJRe-

centresea【℃husingbothinvivoandinvitromodelingsystemshascalledthatnotionintoquestion.

Thehallmarkofcompressionneuropathiesisaprogressivedecreaseinthenerveconductionveloc-

ityatthesiteofinjurythatoccursovertime.Yet,therearenumerouschangesatthesiteofin-

jurythatactuallyoccurbefOrethenerveconductionvelocitychanges.Amongthem,oneofthe

primaryfeaturesisadramaticSchwanncellturnoverthatinducesbothSchwanncellproliferation

andapoptosisintheabsenceofanyevidenceofaxonalpathology.Thisfindingisquiteremarkable

asglialcellssuchasSchwanncellsmostoftenrespondsecondarilytothecueshfomneurons,as

withacutenerveinjuriesandWalleriandegeneration.Moreover;thereisaprogressivechangein

theSchwanncellphenoypeasthesecellsbecomelesspromyelinogenic,withadecreaseinmyelin-

specificproteinssuchasmyelinbasicproteinandmyelin-associatedglycoprotein(MAG).Inturn,

theyup-regulatepro-regenerativemoleculessuchasvascularendothelialgrowthfactor;Thisappre-

ciationofthecentralroleofSchwanncellsinthepathogenesisofcompressionneuropathieswill

helpimprovemanagementoftheseconditionswiththepotentialofdevelopingeffectivetreatment

regimenstoreversethispatholo邸
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ComparisonbeMeenpercutaneoustransversefixationand

intramedullaryKirschnerwiresintreatingcIosedfractureof
metacarpalneckoflittlefinger

'IXC.Wong,EK・IpandS.H.Yeung

DepartmentofOrthopaedicsand'Iifaumatology;

kmelaYbudeNethersoleEasternHospital

WeperfOrmedanon-randomizedcontroUedclinicaltrialoffifty-nineclinicalcasestocompare

percutaneoustransverseKirschnerwirefixationandintramedullaryKirschnerwiresintreatmg

closed症acturesofthemetacarpalneckoflittlefingelzTwenty-ninepatientsweretreatedbypercuta-

neoustransverseKirschnerwirenxationandthirtypatientsweretreatedwithintramedullary

Kirschnerwires.Theywerereviewedatameanfbllowupof24monthsfOrradiologicalandfunc-

tionaloutcomemtermsofunionrate,uniontime,complicationrate,pain,movementandgrip

strength.Radiographsdidnotshowanysignificantdifferencesintheunionrateanduniontime.

Therewasnostatisticaldifferenceincomplicationrate,painscores,totalactivemotionandgrip

strengthbetweenthetwogroups.Theauthorssuggestedbothmethodsarecomparable,goodand

safeintreatingclosed,displacedfracturesofmetacarpalneckofthelittlefinger;
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腕神経叢損傷再建

SurgicalReconstructionofPrehensionfOllowingBrachialPlexuslnjury

土 井 一 輝

小郡第一総合病院整形外科

【はじめに】腕神経叢損傷は片側上肢が機能廃絶に至る重度外傷であり，オートバイ事故に多発し，

若年者の一生を台無しにする．過去，神経交叉縫合術を主体とした再建手術が行われてきた全型麻

痒における手指の機能回復は絶望的と考え前腕切断と神経交叉縫合術による肘屈曲再建をした後に

能動義手で手指機能の代用とした時代もあった．その後，前腕切断は行わないが，機能回復の目的は

肘屈曲が限度であった．使用できる運動神経の数に限度があり，肩，肘，手，手指の4関節を随意的

に動かす必要な筋肉数との差との克服が最大の課題であった

【方法】演者は筋肉移植術による多関節同時作動と拮抗筋の再建からなるdouble丘eemuscletrans-

fer法(DFMT法）と呼ばれる再建術を開発した.DFMT法では完全麻痒上肢に最低限の物体把持機

能を獲得するために，筋肉移植，神経交叉縫合術，関節固定術など最新の外科技術を用いて手指屈

伸，肘屈伸，肩機能の再建を図った．

【結果】最新の方法による46例では平均自動運動は肩屈曲･外転26度，内外旗アーク57度，肘屈曲114

度，指屈伸角度45度，フックグリップでの懸垂力は平均4.1kgで最高14kgである．防御知覚も回復し

ている．両手動作を必要とする物体の挙上，固定に使用しているが，ピンチなどの小さい物体の把持

には使用していない．

【考察】DFMT法により不可能であった指屈伸，上肢の運動が随意にできるようなった．しかし，本

法でも最高6筋肉が作動しているにすぎず，患者が再建手を頻繁に使用するためには更に多く筋肉

の強い収縮力と巧綴運動の獲得が必要である．これには外科手術のみでは困難であり，外科手術によ

り回復した筋肉の微小電位を増幅し，手指機能を助長する埋め込み型義手などサイバニクスとの共

同研究が望まれる．
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|ntelligent義肢の開発筋電義肢
MyoelecmcProsthesis

陳隆明

兵庫県立総合リハビリテーションセンター

整形外科兼リハビリテーション科

筋電義手は有用であるという国際的な認知があるにもかかわらず，つい最近までは日本において

筋電義手は忘れられていた存在であったといっても過言ではない．我々は，「諸外国並みに日本の上

肢切断者にも筋電義手を装着してもらいたい」との思いで，平成ll年より全国に先駆けて筋電義手訓

練システムを確立した．我々の60例以上の臨床経験に基づくと，現在市販されている前腕切断者用筋

電義手（我々が使用しているのはオットポック社製）は，その機能や重量，騒音といったん面では十

分に実用的であるということである．但し，切断者が社会生活において持続的に有効に筋電義手を使

用していくための絶対条件は，我々の研究によると，訓練を提供する側の質とその結果もたらされる

切断者側の義手操作の習熟度である．筋電義手と専門的なリハビリが一体化しなければ，筋電義手の

有用性は激減する．前腕用筋電義手は，基本的には2電極により操作を行う．ハンドの開閉といった

単純な操作のみであれば，特に問題はない．しかし，手関節回旋用電動継手，各指関節が曲がる多指

機能を有するハンド，さらに高位切断者における電動肘継手といった多種類の高機能パーツを有機

的に操作するためには従来の方法では困難であり，新たな戦略が必要である．色々な高機能化した筋

電義手は，先端テクノロジーの発展と共にこれからも続々と開発されるであろう．しかし，我々臨床

に携わる者の最大の関心事は，切断者が高機能化した筋電義手を有機的に操作するための手法であ

り，その手法を切断者が獲得するための簡便なトレーニングシステムである．ニューラルネットワー

クを利用した筋電義手制御は有用な手法と考えられ，広島大学工学部と共同で研究中である．筋電義

手にかかわる現状と諸問題について臨床家の視点で述べたい．
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サイバニクス技術を駆使した身体機能を拡張・支援するHAL

RobotSmtHALbasedonCybernics

山海嘉之

筑波大学大学院システム情報工学研究科

"HAL:HybridAssistiveLimb''は，サイバニクス技術を駆使して開発された身体運動機能の補助・

増幅・拡張を可能とする世界初のサイボーグ型ロボットシステムであり，運動機能障害を有する患者

のリハビリテーション支援や介護支援に加え，人の身体機能を支援／補完するための各種展開が始

まっている．本稿では，人の動作支援／機能補完を目的としたHALとその基盤技術となるサイバニ

クスについて述べると共に，全身型から手の把持支援に至る様々な技術展開している現状について

も言及する．

サイバネテイクス，メカトロニクス，情報科学を中核として，ロボットエ学，脳･神経科学,IT技

術，感性･人間工学，生理学，社会科学，倫理学などの異分野を融合複合した新学術領域【サイバニ

クス】が，グローバルCOEサイバニクス国際教育研究拠点として採択され，強力に推進されている．

当該HALの技術は，医学と工学の融合の貴重な研究成果である．

HALはサイバニクス技術を駆使して開発されたシステムである．最新技術の開拓によって，様々

な構成でHALを準備することが可能となってきたため，リハビリテーション支援，四肢系自立動作

支援，介護支援などの分野で求められる比較的に大きな力支援に加え，把持などを含む手の動作支援

についても研究開発展開が始まっている.HALは,CybernicVbluntaryControl(サイバニック随意制

御）とCybernicAutonomousControl(サイバニック自律制御）の2つの制御系で機能する.Cyber-

mcWluntaryControlでは，生体電位信号がリアルタイムで検出／解析／活用され，利用者の意思に

従った動作をHALは実現する．また，ロボットとしての動作補助も可能となるように，人の運動機

能を反映したCybernicAutonomousControlも同時に組み込まれ，両制御法によってHALの技術は，

人間とロボットを一体化／共依存させる技術として実現されている．

HAL技術を実用技術として展開するための準備が整ってきたため，従来型のHALに加え，手を中

心とした当該技術についても大きな飛躍が期待できると考えている．
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すべﾚﾉを感じ摩擦を発生するデジタルハンド

DigitalHandwithSlipSensationandFieiction

持丸正明

産業技術総合研究所デジタルヒューマン研究センター

デジタルカメラなど手で扱う製品のユーザビリテイを設計段階で仮想評価するための技術として，

コンピユータ上に手の機能を再現する研究「デジタルハンド研究」を進めている．想定されるユーザ

群を代表する手のコンピュータモデルが製品形状データを仮想的に把持･操作し，操作性を評価する

ことで，効率的に製品開発を進めることができる．このために，手の基本構造や形状，その個人差だ

けでなく，製品を把持･操作する姿勢の生成と操作性評価さらには，そのときの指先変形や摩擦の

再現，指先触覚機能を研究している．

手全体は表面の形状を再現する多面体モデルと姿勢を再現するための骨格モデルによって構成さ

れている．骨格には手根骨部を除く17の関節があり，指節間関節の回転中心と屈曲伸展軸のねじれ角

度はMR画像から計算した．形状と関節中心は体表面上の手部寸法から計算できる.300名の手部人

体寸法データベースの因子分析に基づいて日本人集団を代表する9体のデジタルハンドモデルが構

成されている．

指先は変形･摩擦を再現できるよう有限要素モデルでさらに精密に再現されている．有限要素メッ

シュ構造はMR画像から，組織の材料特性はMR装置内で行った押し込み試験データより計算してい

る．この有限要素指モデルでなぞり動作時の指先変形や摩擦力を模擬できる．その再現精度は，独自

開発の指先変形･反力計測装置を用いて検証した．また，指先変形を精密にモデル化することで，な

ぞり動作時に指先が対象物に固着する部分とすべる部分が変化する様子を再現できるようになった．

この指先の固着・すべり部分の面積比率は人間のすべり感覚と強く関係しており，この固着・すべり

面積比率から人間が無意識に発生してしまう摩擦押し込み力を模擬する触機能モデルを開発した．
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ワイヤー干渉駆動型ロボットハンドの設計と制御

DesignandControlonWirelnterferenceDrivenRobotHand

横 井 浩 史

東京大学大学院工学系研究科精密機械工学専攻

個性適応型義手システムは，情報処理的適応技術により，筋電位信号から計測される運動意図を，

外部装置の運動に置き換えることと，外部装置の状態を電気刺激を用いて人にフィードバックする

ことを可能とする技術である．

個性適応機能を実現するために，表面筋電位からのオンライン学習型の動作意図識別法を提案し

ている．これら方法論に対して，被験者実験を通じて，最適なシステムパラメータの決定などを行

い，その結果，少数の筋電計測電極（3個）から最大前腕12動作（切断者）を10時間，90％以上の高

い識別率で識別可能とした．また適応機能を有する義手がどの程度ヒトへの介入をすべきかといっ

た「ヒトの習熟による義手への適応」と「義手の個性適応機能によるヒトへ適応」との関係性をエン

トロピー基準により論じている．

識別された動作意図を運動として具現化するため，干渉駆動関節を有する5指ロボットハンドの

構築について論じている．干渉駆動とは，各主要動作に複数のアクチュエータが協調して働くと同時

に，各々のアクチュエータは全ての主要動作に可能な限り高い出力を働かせる機構であり，複数自由

度を有したまま高出力が実現可能な駆動原理である．また本論文で提案する5指ロボットハンドは，

ワイヤ駆動により動力を伝達して制御対象を操作する機構であり，制御対象から離れた位置にアク

チュエータを配置することで手先重量の著しい軽量化が可能となる．本論文では二関節筋の干渉，多

自由度関節の干渉，関節角度と張力の干渉という3種の干渉駆動関節を構築することで多くの自由

度（18関節自由度，13制御自由度）を保持しながら軽量（成人男性の前腕程度の重量）で高アクチユ

エータ出力（把持力50[N])を実現した．また挙動解析を通じて，その有効性を示している．
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ヒト手指の動作と触感触覚能を有する電動義手の開発

Electrichandprosthesiswithhumannngermovement,softness,andfingertipsensorysystem

酒 井 直隆

宇都宮大学工学部機械システムエ学科，横浜市立大学医学部整形外科

【目的】上肢切断者の義手に対する要望を調査した結果から，ヒト手に酷似した運動と，外観および

触感を有し，触覚機能をも備えたヒューマノイド電動義手を開発する．

【方法】義手の形状は，障害者自身の健側の手を採型し三次元デジタイザでコンピューターに取り込

んだ後反転させて本人の失われた手の形状を再現し，義手の表面形状とした．義手の表面素材は感性

工学的手法で選定した結果，硬度5の人肌ゲルを採用した．手指の駆動機構はリンク方式とし，各指

関節の角度比は，三次元動作解析装置VICONの手指運動解析データから回帰直線の回帰係数を求め

て決定した．手指の駆動はマクソン社製DCモーターで行った．片側切断の場合，障害者が義手に望

む機能は利き手ではなく添え手の機能であり，この動作を中心に手指圧力センサGloveScanで対象

物指尖部の荷重面を検討し触覚センサ位置とした．触覚センサとしてはイナバゴム社製感圧電導性

センサを使用し，断端ソケットにバイブレータを装着して指尖部の圧力刺激を断端で感知するシス

テムを製作した．義手制御は司機工エンジニアリング製筋電センサシステムを使用した．動作検定は

義手の手指動作を三次元動作解析装置ⅥCONで計測し，ヒト手指運動と比較した．

【成績】義手の手指運動はヒト手と同様の運動結果が得られた.61歳の右前腕切断患者に本電動義手

を装着し，諸動作を行わせて良好な結果を得た特に指尖部の触覚センサと，筋電センサによる駆動

システムをリンクさせることにより，障害者に義手との一体感を持たせることが可能となった

【結論】障害者のニーズに応えて軽量で障害者自身の手の形状と触感，運動機能に触覚をも備えた

ヒューマノイド電動義手を開発した．
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1-2-S1シンポジウム1

反復圧迫による末梢神経障害発生に関する基礎的研究

EffectsofRepetitiveCompressioninviewofNerveConductionandBloodFlow

○吉井雄一，西浦康正，原友紀,SaiJilafu,落合直之
筑波大学大学院人間総合科学研究科臨床医学系整形外科

【目的】職業やスポーツに伴う反復的運動は末梢神経障害の危険因子の一つと考えられている．そこ

で反復的運動に伴う神経障害の初期病態解明のため圧可変神経圧迫装置を開発し，微小反復圧迫外

力が末梢神経血流と神経伝導に与える影響を調べた．

【方法】日本白色家兎12週齢を用いた．麻酔下で大腿部坐骨神経に自家考案神経圧迫装置を装着した．

先行研究より圧迫外力を80mmHgとした．実験群は負荷時間を90分とし，持続圧迫(CC),低頻度反

復解除（30秒に1回1秒圧迫解除する反復圧迫,LFR),高頻度反復解除(10秒に1回1秒圧迫解除

する反復圧迫,HFR),高頻度反復圧迫(10秒に1回1秒圧迫する反復圧迫,HFC)の4群とした．

【評価】1.神経複合活動電位(CNAP):圧迫前から解除後90分まで10分毎に圧迫部の遠位でCNAPを

導出した．CNAP振幅を計測し圧迫前との比を求めて評価した.2.神経血流(NBF):圧迫部直下に

レーザー血流計を設置し，圧迫開始10分前から解除後90分まで連続的に計測した10分毎の平均値を

計測し，圧迫前との比を求めて評価した3.神経内血管透過性の評価：圧迫終了90分後にEvans

BlueAlbumin(EBA)を静脈内投与し，その後圧迫部神経を蛍光顕微鏡下に観察した

【結果】l.CNAP振幅は圧迫後よりCC,LFR,HFR,HFC群の順に漸次減少し，解除後CC群は速や

かに回復したが，反復圧迫群の回復は遷延した.2.NBFは圧迫直後よりCC,LFR,HFR,HFC群の

順に減少し，解除後CC群は速やかに回復したが，反復圧迫群の回復は遷延した3.反復圧迫群のみ

神経内膜内血管のEBA漏出を認めた．

【考察】一回の外力では神経障害を来さない微小外力でも，反復かつ圧迫様式の違いにより神経内膜

内浮腫を生じ，神経生理機能回復を遷延する可能性が示された．

【結論】職業やスポーツに伴う反復動作は末梢神経障害の危険因子となりうる．
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馬尾障害の病態生理

Hthophysiologicalmechanismsofcaudaequinadyshlnction

○関口美穂，紺野慎一，菊地臣一

福島県立医科大学医学部整形外科学講座

腰部脊柱管狭窄に特徴的な症状は，神経性間欠鞁行(Neurogenicintermittentclaudication:MC)

である．MCは，歩行による自覚症状や他覚所見から，神経根型馬尾型，および混合型の3群に大

別できる．MCの発生機序の重要な因子の一つに考えられているのが，歩行による腰部神経根内血流

の低下である．圧迫をうけた障害神経根内血管では，血管自体に病態が存在する可能性がある．さら

に，馬尾障害では，多根性の神経障害が出現するが，下肢痛は惹起されない．しかし，その機序につ

いては不明な点が多い．この神経内血流と瘤痛発現の関与の2点について検討したイヌ慢性馬尾圧

迫モデルを用いた神経根内血管のセロトニン感受性と5-HT2A受容体拮抗薬の効果についての検討で

は，セロトニンは圧迫のない状態の神経根内血管は拡張させるが，慢性圧迫下の神経根内の血管に対

しては血管収縮を引き起こすことが明らかになった．さらに，このセロトニンによる血管の反応は，

5-HT2A受容体を介していることが明らかになった．ラットの圧迫の強さの異なる馬尾圧迫モデルを

用いた瘻痛関連行動とアポトーシス細胞の発現の関与の検討では，圧迫の程度に関係なく癌痛関連

行動は出現しなかった．軽度の圧迫では，馬尾の脱髄所見がみられ，中等度と強度の圧迫では，馬尾

の変性所見が認められたこれらの組織学的変化にもかかわらず，瘤痛は惹起されなかった．アポ

トーシス細胞の発現は，脊髄よりDRGでの割合が低く，痙痛が惹起されなかったことから,DRGが

瘻痛に関与すると考えられる．しかし，血流の変化と瘻痛発現機序の関与については，十分に解明さ

れていないことから，今後の研究が必要である．
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Nervecompressionlesions-basicpathophysiologicalmechanisms

LarsB・Dahlin

DepartmentofHandSurgerMUniversityofLund,Malm6UniversityHospital

Nervetrunksaresensitivetotrauma.Evenaslightcompressioncaninducesymptomssuchas

paresthesiae,numbnessandmuscleweakness.Hthophysiologicalmechanismsandeventsinnerve

trunksandneuronscanberelatedtosymptoms,clinicalstagesandpressurelevelsinnervecom-

pression.Suchknowledgeisbasedonexperimentalsmdieswithvariousset-ups.Magnitudeof

pressureanddurationofcompressiondecideseverityofthelesion.Compressionmducesimpair-

mentofmicrocircmationandfOrmationofintraneuraledema.

Demyelinationoccursatlowpressures,whichisbasedonSchwanncellnecmsisandapoptosis

""143andthewithmacrophagespresent.Schwanncellsalsoupregulatetheimmediateearlygenec"〃

activatingtranscriptionfactor3(ATF-3),WhichisprobablyimportantfOrproliferation.Higherpres-

suresmduceaxonalpathology;notunifOrmlydistributedinthefascicles,withlargerfibersmol℃sus‐

ceptible・C-fibersareresistantbutcanchangetheirresponsivenesstosympatheticactivityafter

highpressurecompression.

Compressioninhibitsanterogradeandretrogradeaxonaltransportleadingtodeprivedsynapse

functionandalterationsinthecellbody-mechanismsofcrucialimportancefOrdoublecrushsyn-

drome・Neuropeptides,likegalanin,NPYandPACARisrapidlyobservedandisprecededbyATF-3

expressioninthecellnucleus-suggestedasimportantmechanismsfOrpainmodmationandoccur-

renceofallodynia.

DiabeticsubjectshavemorecommonlyCTSthanhealthymdividuals,duetoanincreasedsuscep-

tibilitytotrauma.AprominentinhibitionofaxonaltransportandincreasedATF-3eXpressioninneu-

ronsandSchwanncellsareseeninratswithdiabetes-onepathophysiologicalmechanism

explainingtheincreasedvulnerabilitytotrauma.Howevex;resultsofsuxgicaldecompressionindia-

beticpatientswithCTSareprobablyasgoodasthoseofhealthypatients.

Knowledgeaboutdetailedintracellularprocessesinnervecompressionlesionsisofpivotalim-

portancetounderstandtheselesionsandtoimprovediagnosticproceduresandtreatmentstrategies.
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手根管症候群における腱滑膜病変

Tbnosynovialpathologymcarpaltunnelsyndrome

○平田仁1，山本美知郎2，辻井雅也2，

森田哲正3，藤澤幸三3

1名古屋大学手の外科学，2三重大学整形外科，3鈴鹿回生総合病院

始めに

手根管症候群と狭窄性腱鞘炎は高頻度に合併し，患者のデモグラフィックも酷似している．我々は

これらの疾患の背景に屈筋腱滑膜の異常があることを疑い，腱滑膜の病理・生化学的な解析を行っ

た

方法

術前に詳細な病歴聴取，理学所見評価，運動・感覚神経伝導速度計測，自記式質問表による能力評

価を行った．また，横手根靭帯の掌側偏移をMmにより評価した手術時に患者の同意を得て腱滑膜

を採取し，免疫組織化学的，生化学的評価を行った．又，滑膜細胞の初代培養をinvitroでの実験に

用いた．解析は恥emllcollagen,tenascinC,versican,TGF-6,VEGEPGE2,MMP2/9を対象に

行った．

結果

採取した滑膜には間質の浮腫血管壁の内膜・中膜肥厚，血栓形成，血管新生，問質の変性と線維

化，滑膜表層細胞の重層化などの所見がみられたが，血管壁の肥厚間質の線維化の程度は有症状期

間と相関をしていた．間質の浮腫とMmによる横手根靭帯の張り出しは早期の症例ほど高度であり，

長期の例では軽減していたが，正常コントロールとの比較では何れの時期でも有意に高かった．

MMP2,tenascinCは早期の形態学的な異常のない段階から血管壁に発現し，内膜肥厚と関係する事が

示唆されたMMP2,Wrsicanは浮腫の程度と関連を認め線維化と共にtypemcollagenの発現が上昇

していたVEGEPGE2は血管壁の肥厚や線維化の進行する時期に発現が上昇していた．類似の現象

はばね指患者の滑膜でも確認された．

結論

手根管症候群，狭窄性腱鞘炎いずれにおいても腱滑膜において血管炎や間質の線維化を認め，その

発生には様々な細胞外基質サイトカイン，炎症メデイエーターが関与する事が示唆された
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肘部管症候群の原因病態と肘部管内圧の関係

Therelationshipbetweentheextraneuralmnarnervepressure

andacausaldiseaseofcubitaltunnelsyndrome
D

○射場浩介'，和田卓郎'，青木光広2，
小笹泰宏'，山下敏彦］

'札幌医科大学医学部整形外科，2札幌医科大学保健医療学部理学療法学科

【目的】肘部管症候群の病因は肘部管内の神経外圧上昇によるとするcompression説と神経の伸展に

よるとするtraction説があり，未だに一定の見解を得ていない．当教室では肘部管症候群患者の肘部

管内圧を術中に測定し，その値が上昇していることを報告してきた．今回は肘部管症候群の原因とし

て変形性関節症(OA),尺骨神経前方亜脱，外反肘を伴った患者の肘部管内圧値を測定し，その原因

病態と内圧値の関係について検討した

【対象と方法】対象は肘部管症候群の診断で手術をおこなった29例31肘，男21例，女8例で平均年齢

51歳(10-81歳）であった．原因疾患として肘OA18肘，尺骨神経亜脱10肘，外反肘が3肘であっ

た．肘部管内圧測定はIntegraneurosciences社のカミノモニタリングシステム脳室内圧測定用カ

テーテルを使用した．術中にOsborne靭帯の近位端より1,2,3cmの4カ所にカテーテルを挿入し

た．肘関節を伸展0度，屈曲130度の位置でそれぞれ3回測定した．

【結果】肘OA群の肘部管内圧値は肘関節屈曲時に1,2,3cmの部位全てで有意に上昇し一方，神経亜

脱群や外反肘群では近位部lcmのみの上昇であったまた，肘OA群は尺骨神経亜脱群や外反肘群

と比較して肘部管内圧値が屈曲時，伸展時ともに有意に高かった．

【考察】今回の結果より肘OAを伴う肘部管症候群において，肘部管内圧値は神経亜脱や外反肘を伴

うものと比較して有意に上昇しており，肘部管内圧が上昇している範囲も広範であった．肘OAを原

因とした肘部管症候群の発症において，神経亜脱や外反肘を原因としたものと比較して，肘部管内圧

の上昇がより重要な病因であると考えられた．
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招待講演2

Basicresearchoftheperipheralnerve,
withfOcusonbiologyofnerveinjuryandrepair

LarsB・Dahlin

DepartmentofHandSurgery;UniversityofLund,Malm6UniversityHospital

Rripheralnervetrunkscanbeaffectedbyinjmes,whichmayextendfromsimplecompression

tosevereandcompletetransectionorlacerationeveninbrachialplexus.Suchinjuriesmayhavea

profOundimpactonthepatient'sabilitytoworkandperfOrmdailyactMties.Aperipheralnervein-

juryisanextremelycomplexinjuryinvoMngnotonlythetransectedaxonandthesurrounding

Schwanncells・TheinjuryaHectsthewholesystemhomthedistaltarget(muscleandreceptorsm

skin)uptothebrainwherefUnctionalreorganizationsoccur.

WhenanaxonistransectedthesupportingSchwanncells,atthesiteoflesionanddistally;un-

dergorapidchangeswithpurposetostartcellproliferationnecessaryfOraxonaloutgrowth・There

arenumerousstepsinsuchintracellularsignaling,i､e，signaltransduction,whichoccuralsointhe

injuredneuron;allwiththepumosetoputneuronsandSchwanncellsintoaregenerativeandpro-

liferativestate・SchwanncellsareactivatedasearlyaslOmnutesafterinjurywithphosphorylation

ofmitogenicactivatingpathwaykinase(MAPK)Erkl/2(extracellular-signal-regulatedkinase-1/2)

WhichisonlyoneactivatedpathwayGOtherpathwaysaretheJNK(cJunN-termmalmnase)path-

waMwhichincludesphosphorylationofc-junandinductionofactivatingtranscriptionfactor3

(ATF3).ThesescascadesprecedeSchwanncellproliferation.

htheinjuredneuron,similarprocessesoccurtogetherwithrapidresealingofcellmembranein-

ducedbyentryofextracellularions(e.g.Ca2+).Influxofionsalsostartinjury-inducedactionpoten-
tialsthatreachthenucleuswithinsecondstominutesaftertheiniuryGBythenerveinjurX

retrogradeaxonaltransportofsignals丘omtarrgetisinhibited(negativesignal;Iossofnormally

transportedsUbstances).Hsitivesignalstransportedviaretrogradetransporttonucleushavevari-

ousorigins[signalstakenuphfomenvironmentatsiteoflesionorproteinsthatareactivatedor

conformationallymodifiedatthesamesite].Theyareprobablyassociatedwithnuclearlocalisation

signalswhicharereliantontransportfactors(importins)togetaccesstoretrogradetransportand

importtothenucleusthroughnuclearpores・Thisinformationmaytakedaystoweekstoreach

cellbodyRetrogradesignalsconsistofatleastErkl/2,JNK,activatingtranscriptionfactor2

(ATF2)andsignaltransducerandactivatoroftranscription3(STH1,3;downstreamtargetofacti-

vatedCNTFfactor).BythesignalsaccurateandtimelyinfOrmationaretransfOrmedtocellbody

fOrmodulationandmaintenanceoftheregenerativeresponseininjuredneurons.

Genesare叩-regulatedinneuronsandSchwanncellsafterinjuryibutprecisefUnctionsofthem

arenotknown.Howeveriaround40%oftranscriptionfactorsupregulatedinDRGafteriljuryare

relatedtoregenerationandsomeofthem,suchascjunandATF3,areexpressedatleastwithin

12hours.Differencesinneuronalexpressionofstress-andgrowth-relatedproteinsbetweenneo-

natesandadultsoccur.Apoptosisofneuronsismoreextensivemthefbrmer;Apoptosiscanbein-
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hibitedbyearlynerverepairandbypharmacologicaltreatment.

Axonaloutgrowththroughsiteoflesionandintodistalnervesegmentstartsearlyafterinjury.

Regrowthisadelicateprocessor℃hestratedbysignaltransduction・Actinispolymerisedandmicro-

tubulesareassembledinthegrowthconehfomwhichnlopodiapalpateenvironmentinterferingwith

extra-cellularmatrixtherebyleadingtoregrowth・Negativeguidancecuesleadstocollapseofthe

growthConealsoinvolvingsignaltransduction;aninterestingtargetfOrtherapeuticalintervention.

Knowledgeoffactorsandsignalsnecessaryfbrtheneurobiologicaleventsinneuronand

SchwanncellsafterinjuryareimportantfOrcreationofnewstrategiestorepairandreconstruct

nerveinjuries(earlyandlate)aswellastointroducealsoapharmacologicalapproachasanadjunct

tosurgerJ
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ランチョン2

ばね指とドケルバン病の治療

'Iifeatmentofstenosmgtenosynovitis

堀内行雄

川崎市立川崎病院整形外科

手・手関節部における狭窄性腱鞘炎であるばね指とdeQuervain(ドケルバン）病は日常診療で極

めてよく見かける疾患である．どちらも手術が比較的容易なことから，短期に確実に治療するために

は手術が一番よいと思っておられる先生も少なくないと思う．当院では，これらの疾患に少量のトリ

アムシノロン（ケナコルト）の腱鞘内注射を行うことで極めて高率に症状が改善することから，手術

適応は激減している．今回，演者の使用しているケナコルト5mg+1%リドカイン（キシロカイン）

0.5mlより濃い濃度や多い量を使用している先生や今まで腱鞘内注射としてトリアムシノロン（ケナ

コルト）以外のステロイド使われている先生方には本講演を是非聞いていただきたい．これからの狭

窄性腱鞘炎に対する治療戦略の参考にしていただければ幸いである．

糖尿病など他の疾患を合併していないばね指患者200指に上記の腱鞘内注射を行い1年間の前向き

調査を行ったところ，完全に屈曲位で伸展不能になった重症例でも1カ月の調査では全例有効で1

年後の調査では78指は再発なし，110指は1～2回，残りの12指は3回以上の注射を必要としていた．

ドケルバン病100手の1年間の前向き調査では1週には全例軽快し,1年後の調査では43手が再発な

し，54手は1～2回3手が3回以上の注射を必要としていた皮下に漏れたケナコルトは皮層の白

斑や脂肪萎縮の原因になり目立ちやすいので注意が必要である．

本講演では，ばね指やドケルバン病の保存療法を中心とした文献的考察，腱鞘内に注入されている

ことの確認法などを含めた注射手技の実際，腱鞘内に注入する適切なケナコルトの濃度や量の問題，

特効薬ともいえるケナコルトの副作用とその対策糖尿病患者のばね指の注意点などについて述べ

る．

-S24-



招待講演3

CarpalTunnelSyndrome:FromBasicSciencetoClinicaIAspects

○kterC.Amadio,MD,Kai-NanAn,PhD,ChunfMengZhao,MD,

MarkZobitz,MS,AnkeEttema,MD,PhD,JinrokOh,MD,SanghoOh,

MD,NaokiOsamura,MD,'IhiheiYamaguchi,MD,YilichiYbshii,MD

BiomechanicsLaboratorMDivisionofOrthopaedicResearch,MayoClinic

Carpaltunnelsyndrome(CTS),acompressionneuropathyofthemediannerve,isoneofthe

mostcommoncausesofwork-relateddisabili呼聞pulationstudiessuggestaprevalenceof3%or

moreinadults・Despiteitscommonoccurrence,though,theetiologyofCTSisinmostcasesidio-

pathic.ThemostcommonpathologicalfindinginCTSisnon-inflammatoryfibrosisandthickeningof

thesubsynovialconnectivetissue(SSCT),butwhetherthisfibrosisisacauseoformerelyanasso-

ciatedfindinginCTSisunknown.

WehavestudiedthehistologXultrastructure,andmaterialpropertiesoftheSSCTinnormalhu-

mansandinthosewithcarpaltunnelsyndrome,andcomparedthenormalhumanSSCTwiththat

fOundinammalspecieswhichmightserveasmodelsfOrCTSresearch.Wehaveidentifiedtherab-

bitasasuitablemodel,withanSSCTandcarpaltunnelanatomymughlysimilartothatseeninhu-

mans.WehavefUrthershownthatwecaninduceaprogressiveSSCTfibrosisintherabbitmodel

withavarietyofstimuli,mcludingshearstressinjuryandosmoticinjury.Mostrecently;wehave

shownthat伽sprogressivefibrosisresultsovertimeinmedianneuropathyGByusingthismodel,

wecan,fOrthefirsttime,studyfactorsassociatedwiththedevelopmentofCTS・Wearecurrently

usingthismodeltoinvestigatetheevolutionofthemotionbehaviol;mechanicalproperties,andbio-

logicalresponseoftheSSC工andtocompal℃thatevolutiontotheevolutionofnervemction.h

thefUture,thismodelcanbeusedtotestinterventionsthatmightpreventtheprogressionoffbro-

sis,andtherebythedevelopmentofCTS.

ー
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BoneSpreaderを用いた僥骨遠位端骨折
の掌側ロッキングプレート固定

WlarLockingPlateFixationofDistalRadius

withBoneSpreader

新潟県立小出病院整形外科

○神田俊浩，佐藤朗，渡邊牧人，

佐 野博繁

【目的】僥骨遠位端骨折の固定に掌側ロッキング

プレートを使用しても術後矯正損失はゼロにはな

らない．特にulnarvarianceは手関節尺側部痛に

影響すると考えられるため，矯正損失を考慮しで

きるだけ僥骨長を保つように固定すべきである．

我々 はBoneSpreaderを用いて僥骨長を保つ術式

を行ったので，それら(L群）と通常通り整復位

で内固定された症例(N群）とを比較検討した．

【対象と方法】H18年より掌側ロッキングプレー

トによる内固定術を施行したColles骨折29例を対

象としたそのうち,L群12例（男性l例，女性

11例)，平均年齢67.8歳であり,N群17例（男性1

例，女性16例)，平均年齢63.9歳であったプ

レートは全例AOLockingDRS掌側用を用いた．

二群間で術後および最終時のvolartilt(VT),ul-

narinclination(m),ulnarvariance(UV),手関

節尺側部痛の有無について比較検討した．

L群の術式：まずプレート遠位部からスク

リューを遠位骨片に刺入する．プレート柄を骨幹

部に合わせ，プレート近位端より約5mm近位に

捨て螺子を刺入する．この捨て螺子と最近位のプ

レートホールにbonespreaderを引っ掛けて開き，

整復位から更に1-2nnndistractionした位置で

固定する．固定後捨て螺子は抜去する．

【結果】術後，最終時のVT,mには両群間に有意

差を認めなかったが，術後，最終時〔Ⅳは有意差

を認め,L群で有意に僥骨長を保つことができ

た．［Ⅳの変化量には有意差を認めなかった．手

関節尺側部痛はN群の1例にのみ生じ,L群には

認めなかった

【考察】整復位より更に榛骨長を獲得するには牽

引だけでは難しく，助手の手もより多く必要とな

る．本法は捨て螺子の穴が残存するもののその手

技は簡便であり，より確実に僥骨長を保つことが

できると考えられる．

1-2-2

早期運動療法を施行したColles骨折に対

する掌側ロッキングプレート固定術後矯

正損失と臨床成績の関係

RelationstocUnicalresultsandpostoperative

collectionlossofpalmarlockingplatefixation

fOrColleshactureswithearlyphysicalexercise.

'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1，大茂壽久2，森谷史朗'，

酒井昭典2

【目的】当院では術後外固定を使用せず早期運動

療法を行い良好な治療成績を得てきた．しかし，

全体的には術後有意な矯正損失はなかったもの

の,UnarWriance(UV)の値が，術直後から最

終評価時に損失される症例を少なからず経験して

きた本研究の目的は，掌側ロッキングプレート

(PLP)を用いて治療したにも関わらず，術後〔Ⅳ

の矯正損失を来たした症例の臨床成績を検討する

ことである．

【対象と方法】当院にてColles骨折に対しPLP固

定を行った60例（男性16．女性44例，平均年齢

66.1歳，平均経過観察期間5.6ヶ月）を対象とし

たそのうち,IⅣが術後2mm以上損失された

症例を矯正損失:CL群(13例),2nnn未満のIⅣ

矯正非損失:NCL群(47例）と2群に分類した

また，術後早期のXp･CT画像においてplate設

置･lockingpin刺入位置を計測し，骨密度
(BMD),臨床症状（尺側部痛等）との関係につい

て調査した総合臨床成績は日手会手関節機能評

価基準を用いた合併した尺骨茎状突起骨折に対

しては全例内固定を行わなかった．

【結果】CL群:Excellent9s例,Good4例,NCL

群:Excellent44例,Good3例であった．また，

BMD<0.7以下であった症例は,CL群13例中7

例(54%),NCL群47例中17例(37%)であった．

関節面からplate遠位端までの設置距離は,CL群
3.67mm,NCL群3.17mmとCL群が近位寄りに

設置される傾向にあった(P=0.09).最終評価時

に尺側部痛が残存した症例は,CL群13例中4例

(31%),NCL群47例中2例(4%),受傷時粉砕

骨折(A3･C3)であった症例は,CL群13例中7例

(54%),NCL群47例中9例(19%)とそれぞれ有

意差を認めた(P<0.025,P<0.01).

【考察】CL群は受傷時粉砕骨折の割合が高く，最

終尺側部痛の頻度が高いことが示された．今後

CL群を規定する因子について更なる検討を行い，

臨床症状の改善に役立てたい．
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不安宗型僥骨遠位端骨折に対する掌側

ロッキングプレート法の成績の分析

Analysisofresultsmthetreatmentofunstable

distalramushfacturesusingpalmarlockingplates

'静岡県立総合病院整形外科，2丹後中央病院

○松岡秀明'，中山憲'，石田治'，

佐野禎一'，西島直城Ⅱ

【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法は安定した良好な成績が報

告されているが，更なる成績の向上のため，その

成績に影響を及ぼす因子について解析を試みた

【対象と方法】2003年4月より当科にて観血的治

療を行い3ヵ月以上経過観察可能であった101手

のうち，方形回内筋を切離し掌側ロッキングプ

レートで加療した70手を対象とし3通りの分析を

行った.1.骨折型による比較：関節内骨折群と関

節外骨折群2.骨折粉砕の程度による比較：骨移

植なし群(N群),人工骨移植群(A群),自家骨

移植群(B群)．3.年齢別比較:40歳未満,40歳

代，50歳代，60歳代，70歳以上比較項目は可動

域，握力,X線学的パラメーターとしMann-Whit-

ney検定を行った．また，斉藤の評価をX2検定し

た．

【結果】関節外骨折内群と関節外骨折群に成績の

差はなかった．2．B群ではN群およびA群と比較

し，関節可動域，握力，斉藤の評価で劣る傾向が

あった．3.年齢別では骨折の粉砕の程度が及ぼす

影響を除外するためにA群およびN群で比較検討

した．年齢が高くなるにつれ可動域は低下する傾

向があり，70歳代において著明になっていたが，

握力および斉藤の評価では有意差はなかった．

【考察】我々は，現在までに不安定型僥骨遠位端

骨折の治療成績について掌側法が背側法よりも優

れていること，方形回内筋を温存できた場合成績

が良好であること，を報告してきた今回の報告

では，成績は骨折型よりも粉砕の程度に影響され

ること，高齢者では若年者と比較し術後の可動域

が制限されることが分かった．原因として，受傷

時の軟部組織の損傷程度，骨折の固定性，年齢的

な回復能力などが関与している可能性がある．術

前からある程度成績が予測できることは治療方針

を決定する上で有益と考えられた．

1-2-4

掌側ロッキングプレート(VLP)は僥骨遠

位端骨折治療における骨移植の必要性を

排除したか？

Doesvolarlockingdistalradialplateeliminate

theneedfbrbonegraftmg？

'鈴鹿回生病院整形外科，2とみだ整形外科

○渥美覚'，森田哲正1，冨田良弘2，

小寺秀樹'，藤澤幸三】

【目的】ⅦPでは骨移植が不要とする論文は多い

が，根拠は厳密に検証されていない．本研究では

年齢，性別，骨折型をマッチングさせて治療成績

を比較し，骨移植の必要性を検証した．

【対象と方法】15施設で1年間にⅥPにより治療

された142例,143手を調査した自家骨移植群38

手(A群）と非骨移植群105手(B群）に分けた.2

群の平均年齢(A:63.IB:63.4),平均経過観察

期間(A:24.9週/B:24.2週),女性の比率(A:

81.6%/B:81.0%),不安定型骨折(AO分類A3,

C2,C3)の比率(A:76.3%/B:76.2%)に差は

なかった．X線パラメータ(voraltilt:VT;radial

inclination:m,ulnarvaliance:UV),最終経過観

察時手関節可動域，6ケ月以降での上肢機能評価

Hand20と痛みのⅦSscoreをt検定（有意水準

5％）により検討した．

【結果】プレート設置位置に有意差はなかった術

直後のVT,m,UVは2群間に有意差はなく，良好

な解剖学的整復が得られていた．矯正損失はそれぞ

れA群平均2.34±1.22.,-0.24±1.08.,0.86±

0.50mm,B群0.61±0.59｡,-0.30±0.52｡,0.77=t

0.27mmであり，有意差を認めなかった．掌背

屈回内外可動域に有意差はなく,Hand20

score，痛みのⅦSscoreも有意差はなかった．施

設別骨移植率はOから50%と区々であったが，骨

移植率20％以上と以下の施設の間に成績の差はな

かった．

【考察】A群で臨床的に問題とならない程度の短

縮を認めたが，上肢機能，痙痛にも差を認めず，

ⅦPでは骨移植を行う必要はない．

-S27-



1-2-5

Cementaddinginvolarlockingplate
forthetreatmentosteoporoticdistalra-
diusfractures

SOSMamStrasbourgH6pitauxUmversitaires,

CentredeChirurgieOrthop6diqueetdelaMain

○SybmeFacca,CmhabTaleb,Ph通卯eLiverneaux

Vblarlockingplateappearstobewellknown

fOrthenxationofdistalradius丘actures.Thisis

becauseofitsverygoodstabilitywhichavoids

secondarymalunions・Nevertheless,someauthors

haveshownfewborderlinesofthetechnique.

Theyhavenotablydemonstrateddisplacements

whenpatientshavehugeosteoporosis・Itseems

tobeboundtotheinefficientstabilityofthe

screwsinosteoporoticbone.ThatiSwhywe

proposedtoaddcalciumphosphatecement

aroundthescrews.

Weoperated62patientsduringsevenmonths.

Theavemgeofagewas73year-old(62to91).

Thesurgicaltecmiquewasthefixationbya

volarlockingplate.TWogroupswerecreated,

thenrstonewithoutcementandthesecond

onewithcementaddedmscrews'holes.There-

smtswereevaluatedthankstoclmical(grip,

VAS,DASH)andradiologicalbenchmarks(radio-

mnarmdex,radialpitch).

Finallythecl加calandradiologicalr巴sults

weremostofthemsimilarbetweenthetwo

groups.Nevertheless,thesecondary

displacementwaslowerinthegroupwherece-

mentwasaddedandthepainlightertoo・Thus,

ourresultssuggestthatcementaddedmscrews

holescanbeusefulinthetreatmentofosteo-

poroticdistalmdiusheactures.

1-2-6

僥骨遠位端骨折condylarstabilizing法に
対するデバイスの開発とその臨床応用

Adevelopmentandclimcalapplicationofthe

newdevicefOrcondylarstabilizingtechniquein

thetreatmentofdistalradiushacture

'京都府立医科大学大学院医学研究科運動器機能再

生外科学（整形外科)，涼都地域医療学際研究所附

属病院整形外科京都第2赤十字病院整形外科

○河野茂'，藤原浩芳'，辻原隆是2，

河合生馬3，久保俊一』

【目的】近年，僥骨遠位端骨折に対して掌側ロッキ

ングプレートを用い，治療成績が良好であるとの

報告を多数認める．術後整復位の矯正損失を認め

るのはほぼulnarvarianceのみであり，その防止の

ためロッキングピンを軟骨下骨に接するように挿

入することが重要とされている．また手術法とし

ては，清重らが提唱したcondylarstabilizmg法がよ

いとされるが，同法で至適な位置にピンを挿入す

ることは技術的に熟練を要する．われわれは同法

を容易に施行することを目的としたデバイスを開

発したので術後成績とともに報告する．

【対象と方法】2006年2月以降にデバイスを用いた

17例(D群）とそれ以前の20FMI(Stellarl4例，他社

6例)(F群）を対象とした．受傷時年齢は17歳から

88歳（平均62.9歳）であった骨折型はAO分類で

A3:3例,B3:1例,C1:10例,C2:13例,C3:

10例であった．デバイスは日本ユニテック社Stel-

larplate&reg;に固定可能なものを,4種類の角度で

作製した手術手技としては遠位，近位骨片の掌

側面を可及的に整復し，残存したtiltにあわせてデ

バイスを選択し,condylarstabilizing法で固定し

た．両群で遠位ロッキングピンの設置位置を比較

検討した．術後X線側面像で軟骨下骨からピンま

での距離を測定し評価した．

【結果】軟骨下骨からピンまでの距離はD群では

0-0.9mm(平均0.3mm),F群では0-3.0mm

(平均1.lmm)であり有意差を認めた．

【結論】本デバイスを用いることで，遠位骨片に

ロッキングピンを刺入固定する際，三次元の操作

から遠近，僥尺方向の二次元での操作となるた

め，至適位置に刺入するための微調整が容易に行

える，またプレートの把持が容易なため透視下に

正側面の確認も行いやすい．掌側ロッキングプ

レート手術を行う上で最も重要とされる，遠位ピ

ンを良好な位置に挿入する上でデバイスは有用で

ある．
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スクリュー角度を調整できるロッキング

プレートを用いた榛骨遠位端骨折骨接合

術の工夫と成績

Clinicalresultofpolyaxiallockmgplatewith

newtechnique

'山口県立総合医療センター

○瀬戸信一朗'，酒井和裕1,谷川泰彦19

岩永隆太‘

【目的】プレートとスクリュー角度を調整できる

ロッキングプレートの特徴と成績を明らかにする

ため，ノンロッキングプレートと比較し分析した．

【対象及び方法】僥骨遠位端骨折に対し掌側プ

レート固定を行った64例を対象とした．内訳は過

去3年間にノンロッキングプレートを使用した32

例（以下NR群）とロッキングプレートを使用し

た32例（以下R群）で，両群とも骨折型はAO分

類A2:2例,A3:5,B3:2,Cl:2,C2:14,C3:

7，男性10例女性22例，平均年齢はNR群61.5歳，

R群64.8歳であった．手技は，掌側アプローチで

短縮及びRadialtilt(以下RT)を整復しK鋼線で

仮固定，プレートを当てダイナミックホールで緩

く仮固定し，透視下で骨折部遠位のプレートホー

ルからスクリューを軟骨下骨に挿入する．この

際,R群はプレートとスクリュー角度を自由に設

定できる．最後に中枢のプレートホールのスク

リュー固定することでcondylarstabilizing法に準

じて閲lmartilt(以下PT)の整復を得る.Coo-

ney評価,PTｿmソRadiallength(以下RL)の矯正

損失をt検定（5％の危険率）で比較．さらにス

クリューの設置位置を検討した．

【結果】Cooney評価はNR群82.8点R群85.9点(P
＝0.23）で有意差無く，矯正損失はPTがNR群

5.97±8.33｡,R群1.62±3.68.で有意差を認めた

(P=0.01).RTはNR群1.93±2.93｡,R群0.84

Et1.57｡(P=0.07)で,RLはNR群1.53±1.27

nnn,R群0.97±1.18mm(P=0.07).スクリュー

の関節面からの距離はNR群3.16±1.40mm,R群

3.03±1.60mm(P=0.74)でいずれも有意差は

なかった．

【結語】末梢スクリューの角度を調整できるロッ

キングプレートは，僥骨遠位端の軟骨下骨の良位

置を捉えた上で簡便にcondylarstabilizing法を組

み合わせることができ，良好な整復位を得ると同

時に矯正損失を少なくできる．

1-2-8

僥骨遠位端骨折におけるLockingPIate

screwの刺入方向と位置の検討一有限

要素法の観点から一

ThepositionanddirectionofscrewfOrloCking

plateindistalradiushfacturebythehniteele-

mentanalysismethod

'聖マリアンナ医科大学整形外科学教室

○泉山公1，清水弘之'，新井猛'，

倉持大輔'，別府諸兄］

われわれは榛骨遠位端関節内骨折に対しナカシ

マプロペラ社製HC50DistalRadiusUmversal

Setを用いている．小さな薄い掌内側骨片を認め

る症例ではSubchondralsupportする関節面が小

さいため，二方向性にScrewの挿入が困難で，関

節面の不適合を多く認めている．今回，有限要素

法を用いてLockingplateでのScrew刺入方向およ

び位置を海綿骨密度の分布の観点から検討した．

【方法】Andersonらの．物性値CT値を反映した

僥骨遠位端モデルを参考に，低密度海綿骨と皮質

骨のみの僥骨二層性構造の骨粗霧症モデルと高密

度層を有した海綿骨，皮質骨の僥骨三層性構造の

非骨粗繧症モデルを作成した．次に軸圧を加えた

ときの皮質骨，高密度および低密度海綿骨の変位

量応力分布を視覚化し検討した．解析ソフトは

Mark2005を用いた．

【結果】低密度の海綿骨は僥側の膨大部に分布し，

高密度の海綿骨は内側の遠位榛尺関節側に分布し

ていた．骨粗霧症モデルと非骨粗霧症モデルとの

間で軸圧を加えたときの変位量の有意差は認めな

かったが，応力最大値には高密度の海綿骨で

9.49MH,低密度では1.58M腕であった．また，

その視覚化した応力分布は高密度で月状骨窩，舟

状骨窩に集中し，低密度で分散していた．

【結論】荷重架橋の効果を得るには高密度の海綿

骨にlockingscrewを刺入した方が骨片とScrewと

の角度安定性は得られやすいと考えられた．つま

り，掌内側骨片と榛側骨片を連結するScrewの先

端は，遠位僥尺関節面付近まで挿入すること，さ

らに掌側骨片と背側骨片を連結するScrewは遠位

榛尺関節よりに挿入することで，掌内側と僥背側

骨片を有する高齢者の固定性は強固になると考え

ている．
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各種榛骨遠位端骨折用掌側ロッキングプ

レートの比較検討一遠位部スクリュー

の刺入位置を中心に一

Evaluationofthepositionofdistallockingscrew

ofvolarplatefOrdistalradius丘acture

'岡山済生会総合病院整形外科，2岡山大学医学部

整形外科

○近藤秀則'，今谷潤也'’三輪啓之1,

島村安則2

【目的】近年僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキ

ングプレートの良好な治療成績が数多く報告され

手術治療の主流となりつつある．多くの掌側ロッ

キングプレートが主にメーカー主導で開発されて

いるが，その形状規格にはさまざまな違いがあ

り，実際にスクリューがどの位置・どの方向に刺

入されるかなど不明な点が多い．そこで我々は

multisliceCTを用いて各種プレートの仕様比較を

行ったので若干の考察を加え報告する．

【対象】人工骨に小林メディカル社製ACULOC

(standard･narrow),ナカシマメディカル社製

LVP,シンセス社製DRP,ストライカー社製

SmartLock(以下SL)を至適位置に固定し，これ

らを東芝社製Aquilionl6で撮影し，作成した再構

成画像を用いて計測した

【結果】側方から見た関節面支持部はACULOCで

ほぼ中央,DRPで中央からやや掌側，スクリュー

刺入方向に自由度を有するⅣP･SLでは中央から

やや背側であった．またdorsalmedial骨片に刺入

できるスクリューの数はACULOC2本･LVPl

本･DRP2本･SL2本であり，それらの背側関節

面からの平均距離はそれぞれ3.1･0．5.5･

1.0mmであった．

【考察】遠位部スクリューの関節面支持部，背側

骨片に対する位置関係は各種プレートで大きく異

なっていた．遠位のスクリューが関節面より離れ

て刺入されるとロッキングプレートであっても術

後の矯正損失をきたすとされ，遠位部スクリュー

を至適位置に刺入することは非常に重要である．

また最近掌側プレート固定後の長母指屈筋腱断裂

の合併症も散見され，遠位部スクリューの刺入位

置のみならず掌側プレートの形状や設置位置につ

いても考慮する必要があると考えられる．

1-2-10

僥骨遠位端骨折手術における遠位スク

リュー位置と術後矯正損失

TheRelationshipbetweenDistalScrewhsition

andHstoperativeCorrectionLossmWlarPlat-

mgfOrDistalRadiusRacture

東京大学医学部付属病院整形外科

○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

は固定性が良好とされているが,Drobetzらは屍

体標本の力学的実験でスクリューを軟骨下骨から

4mm以内の設置が固定性に重要であると指摘し

ている．一方で，臨床症例における遠位スク

リュー位置とプレート固定性との詳細な関係はわ

かっていない．今回，手術症例を用いて遠位スク

リューの設置位置と術後矯正損失との関係を検討

した．

【対象と方法】僥骨遠位端骨折で掌側ロッキングプ

レート手術を行った4剛を対象とした手術は全

例X線イメージを用いながら行った．術後にX線側

面像を用いて軟骨下骨から遠位スクリューまでの

最短距離（関節-スクリュー間距離以下JSD)を

測定した．術直後と術後6週のX線画像にて，

Vblartilt,Radialinclination,Ulnarvariance(以下

各々VT,m,UV)の変化量を矯正損失の指標と

して計測し,JSDとの相関を統計学的に検討し

た．

【結果】JSDは平均2.4mmであった.JSDは矯正損

失指標との間において,VTとは強い相関関係(r

=0.7)がありⅢ,[Ⅳとは中等度の相関があった

(r=0.5).JSDを基準にlnnn区切りでグループ

分けすると,JSDが3mm以上の群ではOmm群

に比して有意にVTとⅢの矯正損失が生じてい

た．

【考察】臨床症例においても屍体標本での力学試

験結果と同様に，軟骨下骨近傍へのスクリュー設

置は固定が強固となり術後矯正損失が少なくなっ

ていた．今回の結果からは術後矯正損失を予防す

るためのJSDは3mm以内が最適と考えられる．

【結語】掌側ロッキングプレート手術では軟骨下

骨から3mm以内に遠位スクリューを設置するこ

とで術後の矯正損失を減少させる．

- S 30-



1-2-11

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合併症の検討

Comphcationsofvomldistalradiuslockingplate

'一宮市立市民病院，2名古屋大学医学部・手の外

科学，3前田整形外科クリニック，4整形外科つの

だクリニック

○国立真以1，篠原孝明2，洪淑貴2，

前田登3，角田賢二4

【目的】僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキング

プレート固定の術後合併症を調査すること．

【対象及び方法】H18.4からH19.3に複数の関

連施設で手術した210例212肢（男性68例女性142

例，平均経過観察期間25±10週）を対象とした．

平均年齢は57±18歳で全体の40％を65歳以上の

高齢者（以下高齢群）が占めていた受傷機転は

転倒等のlowenergy外傷151例，交通事故等の

highenergy外傷59例,AO分類による骨折型は

A67例,B17例,C126例，使用したプレートは小

林メディカル社Acu-Ioc(以下A群)33例,Stryker

社matrix(以下M群)99例,Synthes社LC-DRP

(以下L群）78例であった．早期及び晩期合併症

の種類，頻度，特徴を調査した．

【結果】早期合併症6例（創部感染3例，手指腫

脹3例)，晩期合併症31例（手根管症候群(CTS)

12例，屈筋腱損傷7例，伸筋腱損傷4例，僥骨神

経浅枝障害3例，手指しびれ6例）計37例

(15%)に合併症を認めたCTSは9例75%が高

齢群で，使用プレート別ではA群3例,M群5

例L群4例であった．屈筋腱損傷は5例71%が

M群，高齢群が3例43％，伸筋腱損傷は3例75％

がM群で高齢群が2例50％であった

【考察】掌側ロッキングプレートは背側プレート

固定に比較して術後合併症が少ないとされている

が，本研究ではその頻度は15%であった.CTS合

併例で高齢群が多かったのはsubcl皿calなCTSが

顕在化した可能性がある.CTSや腱障害は解剖学

的構造に由来し，特に使用プレートが厚い場合に

頻度が高かった合併症の中で屈筋腱・伸筋腱障

害は非高齢群に多い結果となったが，これは運動

性が高いことが考えられる．

1-2-12

榛骨遠位端骨折に対する掌側プレートの

合併症（第2報）

Hardware-relatedComplicationsofVblarPlating

fOrDistalRadiusFifacture

'大阪府三島救命救急センター整形外科，2ベリタ

ス病院3永山病院

○岡本雅雄'，大塚尚'，辻村知行2，

成山雅昭3

【はじめに】榛骨遠位端骨折に対するsubchondral

supportに基づく掌側プレート法は，固定性に優

れ早期運動が可能なことから広く用いられるよう

になった．合併症の頻度も低いと考えられていた

が，術後の腱障害が報告され近年急増している．

第48回本学会において，屈筋腱の状態を超音波検

査で観察しプレート抜去時の術中所見から，プ

レートを適切に設置し方形回内筋を可及的に修復

すればプレートは方形回内筋と腰痕組織に完全に

被われ腱損傷の可能性は極めて低いことを発表し

た．今回，プレートシステムと屈筋腱の超音波像

から合併症予防のための方形回内筋の修復につい

て検討した

【対象と方法】2002年以降不安定型僥骨遠位端骨

折に対しDistalRadiusPlate(Mathys)を用いて

内固定を行った224例のうちプレート抜去を行っ

た27例を対象とした男性9例，女性18例手術

時年齢は平均52歳，全例骨癒合は得られプレート

に由来する症状はなかった．超音波検査は，手関

節掌側で屈筋腱（長母指屈筋腱FPL,深指屈筋腱

FDPIInl)とプレートを観察した．

【結果】屈筋腱はプレートのproximalshaftの尺側

を走行し,FPL,FDPⅡはdistalbarの直上（尺側

2穴部分）を走行していたが,FDPⅢは17例が

distalbarの尺側部分の直上,10例はdistalbarの

尺側を走行していた．これらの位置関係は手関節

の肢位に影響されず，腱の辺縁は整に描出され前

後長に左右差はなかった

【考察】骨接合時に方形回内筋を修復しプレート

を被うことによって屈筋腱損傷を避けることが勧

められているが，骨折による損傷がある場合完全

に修復することは困難なことが多い．今回の観察

から，方形回内筋の修復は必ずしもプレートを全

て被覆する必要はなく屈筋腱が近接して走行する

distalbarの尺側部分を確実に被覆することが重

要である．
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僥骨遠位端骨折後の手関節内隔壁形成と
臨床成績の関係

ArthroscopicSeptumsofOperatedDistalRadius

Rfactures

'横須賀北部共済病院整形外科・手の外科セン

ター，2聖ヨゼフ病院整形外科，3横浜市立大学整

形外科

○瀧上秀威'，坂野裕昭'，佐藤美奈子'，

岡崎敦2，齋藤知行3

【目的】僥骨遠位端骨折の手術後に時に隔壁状の嬢

痕組織が関節内に形成され，これが可動域制限の

原因になるといわれている．我々は僥骨遠位端関

節内骨折や尺骨茎状突起骨折を伴う症例に，手術

時，抜釘時に手関節鏡視を行い，関節内所見を評

価してきた．今回関節内骨折術後の隔壁の有無と

臨床成績との関係について前向きに検討を行った．

【対象と方法】僥骨遠位端関節内骨折にて掌側プ

レート固定術を行った35例35手関節を対象とし

た抜釘時に背側進入による手関節鏡視で隔壁を

調査し，何らかの隔壁を認めた14手関節を隔壁

(＋）群，その他の21手関節を隔壁（－）群とし

た隔壁の多くは舟状月状骨靭帯からmidradi31

ridge周囲の骨折部に形成されていた両群の平

均年齢，男女比，術後から抜釘までの期間，術後

経過観察期間は，隔壁（＋）群57歳，男6女

8，8ケ月,10ケ月，隔壁（－）群55歳，男6女

15，8ケ月,10ヶ月であり，両群間に有意差はな

かった．両群の可動域X線所見,DASHscoreを

比較検討した

【結果】抜釘時の可動域（掌屈・背屈・回外・回内）

は，健側比で隔壁（＋）群88％，93％，98％，

100%,隔壁（－）群93%,95%,95%,98%,最終

経過観察時の可動域は隔壁（＋）群92%,91%,

100%,103%,隔壁（一）群93%,98%,96%,

99％であり差はなかった術後関節鏡視によるgap,

stepは隔壁(+)群0.9mm,0.1mm,隔壁(+)群

l.伽m,0.2mmであり差はなかった．最終経過観察

時のX線所見は隔壁（＋）群PTllo,UV1.2mm,

Ⅲ26.,隔壁（一）群PT10｡,UVl.7mm,m24.

であり差はなかった．術後6ケ月でのDASH

scoreは隔壁(+)群5.4,隔壁（－）群8.0で有意

差はなかった．

【結論】僥骨遠位端関節内骨折術後の40％に隔壁

を認めたが，関節内隔壁の形成は可動域を含め術

後成績には影響を与えなかった

1-2-14

僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキング・

プレート固定法の術後合併症

SurgicalComplicationsoftheVblarLocking

PlateFixationfbrtheDistalRadiusReactures

'熊本整形外科病院整形外科

○玉井誠Ⅱ

【目的】掌側ロッキングプレート法は，現在世界

的に用いられている僥骨遠位端骨折に対する手術

方法の一つであるが，屈筋腱断裂を含めた様々な

合併症が報告されている．筆者は僥骨遠位端骨折

の観血的治療として，2003年8月以降掌側アプ

ローチによるロッキング・プレート固定を行って

きた．自験例の合併症について調査を行ったので

報告する．

【方法】掌側ロッキング･プレート固定を行い，術

後3ケ月以上経過観察可能であった新鮮不安定型

僥骨遠位端骨折115例117肢を対象とした内訳

は，男性26例女性89例年齢17-85才（平均58

才)．尺骨茎状突起骨折を66肢，尺骨頚部骨折を

7肢に合併しており，僥骨固定後に明らかな遠位

榛尺関節不安定性を認めた茎状突起ll骨折と頚部

3骨折には内固定を行った．術後経過観察期間は

82-576日（平均211日）であった．これらの症例

において術後に発生した合併症を記録し，追跡調

査した．

【結果】骨接合を行わなかった茎状突起55骨折中

35骨折は偽関節となった術後合併症は47例に53

件認められた．最多は労作時の尺側手閏節痛（33
肢）であり，16肢に茎状突起偽関節2肢に遠位

僥尺関節不安定性が存在したほとんどの例で症

状は6ケ月以内に自然軽快し，症状の改善のため

に手術を要したのはl肢のみであった．一過性の

正中神経掌側皮枝障害を12肢，僥骨神経障害を1

肢に認めた．手根管症候群を4肢に認めたが，2

肢は保存的に軽快した．前腕回旋制限が高度で

あった2肢と遠位榛尺骨癒合を来した1肢に授動

術，遠位骨片再転位を来した’肢に再整復固定術

を行った．内固定器材の折損を2関節に認めた

が，再手術は行わなかった

【結論】53件の合併症中，症状の改善の為に手術

を要したものが5件存在した治療成績の向上の

為，原因の究明による再発の防止が必要であると

考えられた．
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掌側ロッキングプレートによる僥骨遠位

端骨折術後にEPL断裂をきたした5例の

検討

FiveCasesofEPLTbndonRuptureAfterVblar

LockingPlatefOrDistalRadius

'産業医科大学整形外科学，2香川労災病院整形外

科

○鈴木聖裕'，酒井昭典'，大茂壽久'，

中村利孝1，善家雄吉2

【目的】掌側ロッキングプレートによる僥骨遠位

端骨折術後に生じたEPL断裂症例を検討し，腱断

裂の予防策をたてることを目的とした

【対象】対象は，平成14年から19年の5年間に，

当院および香川労災病院で僥骨遠位端骨折に対し

て掌側ロッキングプレートを用いて治療した188

例である．

【結果】術後にEPL断裂を認めたのは188例中5例

(2.7％）であった．断裂を認めた症例は，受傷時

平均年齢63.8歳（39歳-76歳）で，全例女性で

あった．骨折型は斉藤の分類で関節外Colles骨折

が3例，関節内Colles骨折がl例関節外Smith

骨折がl例であった．断裂までの期間は術後平均

3週（3日－6週）で，腱移行による再建を行っ

たのは3例，2例は手術を希望されず経過観察と

なった術後EPL断裂の原因はスクリューが長す

ぎることであった．

【対策】術前CT(MPR)で，僥骨遠位端掌側骨皮

質からLister結節までの距離と掌側骨皮質から

Lister結節尺側(EPL腱溝）までの距離をそれぞ

れ計測したところ，後者は前者より平均2.7mm

短かった．前者は，術前X線側面像あるいは術中

透視側面像で容易に計測できる．また，術前CT

を撮影した僥骨遠位端骨折ll例を検討したとこ

ろ，掌側骨皮質からLister結節尺側までの距離

は，身長と有意な正の相関関係を認め(p=

0.019,r2=0.47),身長を81.8で割った値に相等

した．

【結論】掌側ロッキングプレートを用いて治療し

た榛骨遠位端骨折症例の2.7％に術後EPL断裂を

生じた．掌側骨皮質からLister結節尺側までの距

離は,1)掌側骨皮質からLister結節までの距離よ

り2.7mm以上短いこと,2)身長を81.8で割った

値に相等すること，はスクリュー長を推定する簡

単な指標になると考えられた．
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手の外科疾患におけるLIPUS治療

TheCurrent'IbpicsoftheLow-intensityPulsedUltrasoundinHandSurgery

○光安廣倫，神宮寺誠也

九州大学大学院医学系研究院整形外科

低出力超音波パルス(Low-intensitypulsedultrasound,以下uPUS)は，骨癒合過程を促進させる

物理的刺激として我が国では偽関節・遷延癒合骨折に対してすでに広く用いられ，さらに2007年より

は先進医療として新鮮骨折に対しても手術後に限って使用されるようになった.LIPUSを用いた骨

折治療については,1983年にDuarteらによる臨床報告以来新鮮骨折では骨折治癒にいたる期間を短

縮することが報告され，また偽関節・遷延癒合においても有効性が報告されている．しかし,HPUS

を使用するにあたって,LIPUSの効果は骨癒合を開始させるものではなく，治癒過程を促進するもの

であること，その治療有効性を確実にすべ<プローブをあてる位置や方向等，注意すべき問題点も報

告されている．さらに骨折以外への応用として，骨以外の組織修復に関して動物モデルを用いて腱，

靭帯などの組織修復への応用が検討きれている．すぐには臨床応用に結びつくものではないと思わ

れるが，今後の課題としては興味深いと，思われる．

手の外科領域とLIPUSの効果に関しては,1997年Kristiansenによる保存的加療を行った僥骨遠位

端骨折でのLIPUSの効果判定に関する研究をはじめとして，偽関節・遷延癒合骨折に対する有効性の

報告と数多く認められ，他の骨折と同様に広く用いられている．特に体表に骨折部（偽関節部）が近

接していることも多く，有用性が高いと考えられている．

本講演においては,LIPUSを用いた治療の現況と治療成績をふまえ手の外科領域における有用性と

問題点について，さらに今後予想される課題について言及する．
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手根管症候群に対しての知覚・痛覚定量

分析装置による感覚障害定量評価

QuantitativeevaluationofsensorynervedysfUnc-

tionbythemeasurementdevisefOrperception

andpainincarpaltunnelsyndrome

'信州大学リハビリテーション部，2信州大学整形

外科，3金城学院大学,諏訪赤十字病院整形外科

○中村恒－1，内山茂晴2，今枝敏彦3，

百瀬敏充4，加藤博之2

【目的】絞抓性神経障害における感覚障害を定量

的に評価することは，病状の把握や治療に対して

の反応性をみるうえで重要である．今回我々は手

根管症候群(CTS)に対して知覚・痛覚定量分析

装置(IMinVision:ニプロ，大阪）による感覚定

量評価を行い，正中神経伝導速度検査,CTS重症

度，自記式QOL評価との関連性を検討した．

【対象と方法】臨床所見，神経伝導検査により手

根管症候群と診断した49患者49手（男性14名，女

性35名）を対象とした．平均年齢は60歳（36歳～

86歳）であった．患側の中指および小指に電極を

つけ，最小感知電流を測定した最小感知電流と

以下の項目との相関係数を求めた.l)運動神経

遠位終末潜時(MDL),2)MDLと感覚神経伝導

速度(SCV)による5段階のCTS重症度分類,3)

自記式QOL評価表(CTSI)での点数，を求めた．

これらの各値と最小感知電流との相関の有無を検

討した(Spearman順位相関).

【結果】最小感知電流とMDL,および最小感知電

流とCTS重症度分類との間で有意な相関関係が

認められた(P=0.001,P=0.000).相関係数は

それぞれ，0.494,0.591であった．最小感知電流

と自記式QOL評価表との間には有意な相関は認

められなかった．

【考察】知覚・痛覚定量分析装置による感覚定量

評価に再現性があること，正常群と手根管症候群

との間に有意差があることは以前報告している．

今回の研究で，感覚定量評価とMLD,CTS重症

度分類との間に中等度の相関関係が認められたこ

とが判明した．これらを総合すると，知覚・痛覚

定量分析装置による感覚定量評価は,CTSの診断

だけでなくその重症度も評価しうる可能性がある

ことが示唆された．

1-3-2

手根管開放術後一年における電気生理学

的回復についての検討

Electrophysiologicalimprovementaftercarpaltun-

nelreleaseone-yearpostoperatively

'神戸労災病院整形外科，2神戸大学整形外科

○金谷貴子'，藤岡宏幸2，乾淳幸2，

黒坂昌弘2，山崎京子Ⅱ

【目的】手根管開放術後の短母指外転筋終末潜時

(DML)と感覚神経伝導速度(SCV)の変化を検

討した．

【対象と方法】2004-2007年に手根管開放術を行っ

た81手（右39手，左42手，平均年齢65.2歳）を対

象とした．診断基準はDML≧4.5ms,SCV=

40.0m/sとして17回末梢神経学会で報告した重症

度分類(1期:DML,SCV共に正常,2期:DML

のみ遅延，3期:DML遅延SCV低下,4期:DML

遅延SCV測定不能,5期:DML,SCV共に測定不

能）に基づき術後1年での変化を検討した．

【結果】術前では1期0手，2期2手，3期13

手，4，5期が共に33手で，4，5期を合わせると

約80％であった．術後は1期22手，2期33手，3

期15手,4期9手,5期2手となり,1,2期を合

わせて約79％と改善を示した．重症度分類別では

2期2手は1期1手，2期l手へ，3期14手は1

期7手，2期6手，3期l手へ，4期33手は1期

11手,2期13手,3期7手,4期2手となった．

これらうちの2，3，4期のままであった4手も

DML値が改善した5期33手は1期3手,2期14

手，3期7手，4期7手，5期2手となった以

上より79手（98％）にSCV,DMLの片方若しくは

両方の改善と，75手（93％）に1期以上の改善が

得られた．1，2期への改善率は3，4，5期の順

に多かった（93％，73％，51％)．

【考察】手根管症候群は，正中神経圧迫の程度や

罹病期間により電気生理学的に伝導遅延型伝導

ブロック型，軸索変性型へと進行する．今回のほ

とんどが電気生理学的回復を示した事から病態は

脱髄主体の伝導遅延型，伝導ブロック型であった

と示唆された．一方，5期のままで回復が悪かっ

た2手の病態は軸索障害が主体と考えられた．
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手根管症候群質問票(CTSI)を用いた特

発性手根管症候群の経時的術後評価

Hstopera廿veCourseafterCarpalTunnelRe-

leaseEvaluatedwiththeCarpalTunnelSyn-

dromelnstrument

済生会山形済生病院整形外科

○石垣大介，清重佳郎

日手会版のCTSIの使用が本邦でも開始され，

今後の普及が期待される．今回に対し手根管開

放術をおこなった特発性手根管症候群症例に対し

CTSIでの評価を行い，術後の経時的推移につい

て興味ある知見を得たので報告する．

【対象と方法】手掌内皮切による手根管開放術を

行った特発性手根管症候群20例（全例女性，手術

時年齢49～74歳）に対し，手術前および術後

1,3,6ケ月時にCTSIおよび10cmvisualana-

loguescale(VAS)の評価を行った．CTSIの各項

目，症状の重症度スコア(SS)の合計点，機能的

状態のスケール(FS)の合計点，およびWSの値

の平均値を算出して，術後の経過を検討した．

【結果】SS合計点,FS合計点，およびⅦSは，

いずれも術後6ケ月までに改善した.SS合計点

およびⅦSは術後1ヶ月時に大きく改善してい

たのに対し,FSの合計点は術後6ケ月まで徐々

に改善する経過を示したSSの各項目のうち，

SS-6(手の感覚の喪失）およびSS-11(小さなも

のの使用困難）は術後6ヶ月まで徐々に改善した

が，その他の項目は術後1ヶ月時に大きく改善し

ていた一方FSの各項目は術後6ヶ月まで徐々

に改善するほぼ同様の推移を示した．術前から術

後1ヶ月時の変化率が最も大きかった項目はSS-

9（夜間の'IYnglingの程度）およびSS-10('IYn-

glingによる目覚めの回数）であった．

【考察】CTSIによる術後経過には,1)手根管の除

圧により術後1ケ月で改善するもの，2）神経障

害の回復に伴って術後6ヶ月まで徐々に改善して

いくものの2通りのパターンが存在した.CTSI

は術後の症状改善を定量的に把握できるばかりで

なく，術後経過の予測がある程度可能であり，典

型的推移を示す項目を用いて術前の患者説明の

ツールとして使用できると考えられた．

1-3-4

特発性手根管症候群における手根管症候

群質問票(CTSI)と他覚的神経機能評価

の関係

RelationshipbetweentheCarpalTunnelSyn-

dromelnstrumentandObjectiveMedianNerve

ExaminationsandtheOutcomeofCarpal'Iilnnel

Surgery

済生会山形済生病院整形外科

○石垣大介，清重佳郎

手根管症候群に対する各種の神経機能評価は，

患者の自覚的症状や術後の改善とは一致しないこ

とも多い．演者らは日手会版CTSIおよび10cm

visualanaloguescale(VAS)で評価した自覚症状

と，短母指外転筋導出の運動神経終末潜時(TL)

およびSemmes-Weinsteintest(SWT)を比較検

討したので報告する．

【対象と方法】手掌内皮切による手根管開放術を

行った特発性手根管症候群の20例に対し，手術前

および術後1，3，6ヶ月時にCTSIおよびⅦSを

評価した．これらを術前のTLが10mS未満の群

(軽度低下群，10例）と10mS以上または導出不能

であった群（重度低下群10例),SWTが青～紫

の群(BP群,13例）と赤の群(R群7例）の2

群に分けて検討した

【結果】TLによる比較では，症状の重症度スコア

(SS)およびⅦSは，術前は軽度低下群が重度低

下群より高値で，術後1ヶ月時に大きく改善して

いた．機能的状態のスケール(FS)は，術前は重

度低下群の方が高値で，術後も軽度低下群と比較

して改善が遅延した．一方SWTによる比較では，

SS,FSともにB-P群とR群の間に大きな差異を

認めなかった．術前のⅦS値は両群で同程度で

あったが,B-P群では術後1ヶ月時に著明に改善

していたのに対し,R群では術後6ケ月まで徐々

に改善していく経過を示した．

【考察】手根管症候群においては,TL軽度低下群

はむしろ痛みを中心とした自覚症状が強い傾向が

ある．これらは手術により著明に改善する．重度

低下群では痛みは少ないものの機能障害が大きい

傾向があり，改善に時間がかかる．一方SWTは

術前の自覚症状や術後の改善経過を明らかには反

映しない.TLやSWTは，自覚症状の評価には必

ずしも適切ではないと考えられた．
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特発性手根管症候群に対する手根管開放術

の術後機能評価およびQOL評価について

DASHandHand20evaluationofQOLfOrCar-

pal'IilnnelSyndromewithOpenCarpalTmmel

Release

'鈴鹿回生病院整形外科，2三重大学医学部整形外

科，3名古屋大学大学院手の外科

○森田哲正'，渥美覚'，辻井雅也3，

藤澤幸三'，平田仁3

【目的】特発性手根管症候群の手術治療を評価す

る際QOL評価は不可欠となってきている．今回

我々は術後の機能評価とQOL評価について検討

した．

【対象および方法】2006年6月以降当院で手根管

開放術が行われ，術前術後に評価が行えた21例を

対象とした．男2例女19例（右13,左5,両側3),

平均年齢は55.0歳であった．機能評価としては発

症からの期間，握力,pulppinch,自発痛(VAS

scale),母指球の萎縮，しびれている指,SW-

test,QOL評価としてはDASH,Hand20を術前，

術後3ケ月目に聴取および測定した（統計処理

はt検定，ピアソン使用）

【結果】DASHは術前平均21.1から13.3/､,Hand

20も術前29.5から術後12.3へと改善がみられた．

しかしDASH4例,Hand206例で悪化したもの

を認めこれらは全て術前QOLが良い症例であっ

た．また病期では早期（発症3ヶ月以内）の術後

DASH,Hand20は晩期（発症後1年以上）より有

意に低かった(P<0.01).母指球の萎縮の改善は

3例に認めこれらのQOLは改善していた．握力

の低下は9手にPmppinchは6例で低下を認めた

がQOLとの間に相関はなかった．自発痛は全例

で軽快していたがQOLとの間には特に相関は認

められなかった術後新たにしびれ感が出現した

指はなかったがしびれが残存していた指が24指

あった．その内訳は母指が5，示指が6，中指が

10,環指が3であった．これらとQOLとの間には

特に相関は認めなかった．知覚評価(SW-test)は

青，緑を正常とするとほとんどがこれに含まれ，

紫は5手11指で赤はなかったこれらとQOLと

の間には特に相関を認めなかった．

【結語】術前のQOLが良好で発症から早期の症例

は術後QOLが悪化するため注意が必要である．

1-3-6

電流知覚閾値(CPT)検査を用いた手根管

症候群と肘部管症候群の治療成績の評価

EvaluationofClinicalOutcomeofCarpalTmmel

SyndromeandCubitalTmmelSyndromeusmg

CurrentkrceptionThresholdTbstmg

防衛医科大学校整形外科

○津田悦史，有野浩司，尼子雅敏，

岡林俊貴根本孝一

【目的】電流知覚閾値(CurrentRrceptionThresh-

old:CPT)検査はA6,Aj,cの各神経線維の閾

値を定量化できる検査法である．非侵襲的で皮層

の厚さや温度の影響を受けにくく，二重盲検機能

により客観的な検査が可能である.Neurometer

(Neuroton社米国）を用いて手根管症候群及び

肘部管症候群のCPTを測定し有用性について検

討した．

【対象および方法】対象は手根管症候群24例（男

5例，女19例，平均年齢58歳),肘部管症候群11

例（男9例，女2例，平均年齢56.6歳）である．

手根管症候群は中指または示指に，肘部管症候群

では小指に電極を固定し，患側及び健側のCPr

を測定した．手術症例は手根管症候群9例，肘部

管症候群8例で，術前，術後2週，術後3カ月で

測定したまた各CPTを2点識別覚(2PD),

Semmes-Weinsteinmonomamenttest(SW)と比

較した．

【結果】両疾患ともに患側CPT平均値は健側に比

べ上昇していた健患比を各線維問で比較すると

両疾患ともA6が最も高値を示した両疾患とも

術後2週から回復傾向を認めるものの，術後3カ

月では肘部管症候群の方が手根管症候群に比べ回

復が遅れた．手根管症候群では全てのCPTが

2PD,SWと相関し，肘部管症候群ではAβのCPT

とSWが相関した．また肘部管症候群で術後の

2PD,SWが正常化しているにも拘らずCPTの改

善が遅れている症例が5例あった

【考察】絞拒性神経障害においては大径線維が有

意に障害されるといわれているが，今回の調査で

はA6の障害が強かった術後2PDやSWが正常

化しているにも拘らずCPTの改善が遅れている

症例は，しびれなどの症状が残存しているものと

一致した．
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手根管症候群に対する手根管内ステロイド

注射の成績

--手根管内注射の限界と適応一

ClmicalResultsofSteroidlnjectionintotheCar-

pal'IilnnelfOrConservativeTifeatmentofCarpal

TmmelSyndrome

井上整形外科

○井上貞宏

【目的】手根管症候群(CTS)に対する手根管内ス

テロイド注射（注射）の成績を検討し，その適応

と限界を考察した

【対象および方法】浜田の病期分類Gradelの

CTS64例70手（男性15例，女性49例，平均年齢57

歳）を用いた．注射にはトリアムシノロン5mg

と局麻薬を用い，初期治療として行った他にも再

燃時には再度の注射を追加した．成績判定には浜

田の評価法を改変して用いた．症例を初期治療後

の経過が良好で再発のないA群，再発はしても再

注射で経過良好であったB群，再発時に再注射を

行なっても経過不良であったc群，初めから注射

の効果が得られなかったN群に分類し，各群を比

較した経過観察期間は平均18ヶ月であった．

【結果】臨床経過別ではA群は27手（38.6％）で，

Goodが20手,Fairが7手であったB群は20手

(28.6％）で,Goodが11手,Fhirが9手であり，

C群は15手(21.4%),N群は8手(11.4%)であ

り,C群とN群はmorであった．総合成績では発

症からの経過が1年以上，遠位潜時が7ms以上，

3回以上の再発，3ヶ月程度で再発するものには

Hor例が多かった間or例のうち手根管開放術を

行った症例の経過は良好であった．注射による弊

害は認めなかった．

【考察および結論】注射はGradelのCTSの初期

治療として有効であり,5mgのトリアムシノロン

でも約90％の症例で自覚症状の早期改善が得られ

たまた,B群では再注射により安定した効果が

得られ，再発時の追加により保存療法の中期成績

が28.6％向上した．しかし，罹病期間の長い例や

遠位潜時の遅延が大きい例，overuseのある例で

は注射の効果は安定せず，装具を併用しても再発

を繰り返して成績は不良であった．従って，病期

が進行する症例や上記の因子のある症例は早期か

ら手術適応として良い．注射後でも手術例の回復

は良好で，注射の副作用は認めなかった．

1-3-8

手根管症候群に対する手根管内ステロイ

ド注入による保存療法の成績

Evaluationofsteroidinjectionintocarpaltunnel

fbrcarpaltunnelsyndrome

埼玉成恵会病院・埼玉手の外科研究所

○中村哲郎，児島忠雄，平瀬雄一，

福本恵三

【目的】手根管症候群に対する手根管内ステロイ

ド・局麻剤注入による治療成績を検討した．

【対象と方法】2002年2月から2007年9月までの

間に当科で注射を行い3ヵ月以上，経過観察可能

であった症例で，透析・妊娠・外傷が原因の症例

を除いた243例316手（男性35例，女性208例，平

均年齢55歳）を対象とした．臨床病期は，浜田の

分類でGradel:197手,Grade2:89手,Grade3:

28手であった．全例にトリアムシノロン4mgを

局麻剤0.9mlとともに注入した．注射手技は，

30G針を用い，刺入点を長掌筋腱と尺側手根屈筋

腱の中央で，遠位手首皮線との交点とし，刺入方

向は，遠位方向に向かって前腕長軸に対して45

度，僥側へ15度傾斜をつけ，手指への放散痛の無

いことを確認して刺入し，横手根靭帯を貫き，抵

抗無く薬液が注入されることを確認してから注入

した．治療成績は，浜田の評価法に準じて判定し

た．

【結果】Gmdelでは,Good･115手,Fair･73手，

Hor･9手で,Grade2では，各々 41手,29手,19

手,Grade3では，各々 6手,13手,9手であっ

た．手根管開放術に至ったものは，42手であっ

た注射による神経損傷は，認められなかった

【考察・結語】当科では手関節の外固定は，行わ

ず，普通に日常生活を行わせている．軽症例では

症状の改善率が高く，注射で良好な成績が得られ

た症例が多かった．
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手根管症候群に対するトリアムシノロン

手根管内注射の効果

EHectsofSteroidlnjectionintotheCarpal'Iiln-

nelfOrCarpal'IilnnelSyndrome

山形大学

○渡邉忠良，高原政利，荻野利彦

【目的】トリアムシノロンの手根管内注射を施行

し1年以上経過した患者を対象に，その効果と成

績に影響する要因を検討することを目的とした．

【対象と方法】トリアムシノロンの手根管内注射

を施行後1年以上経過した31例33手を対象とし

た男5手，女28手．罹患側は右20手，左13手．

手根管内注射施行時の平均年齢は25～90歳（平均

55歳）で，発症から初回注射までの期間は約1年

であった局所麻酔薬0.5mlとトリアムシノロン

20mgを手関節レベルで長掌筋腱尺側より注入

し，再発時も同量の注射を施行した初回注射前

の'IInel徴候:18手，手根管圧迫テスト:13手，

Phalenテスト:17手，母指球の萎縮:22手,Per-

fectOの障害:22手で認めた．終末潜時は3.4～9.0

ms(平均5.5ms)であった．注射の効果を症状の

消失，改善，不変・悪化の3段階で評価し，注射

後1カ月，6カ月，および12カ月で調査した

【結果】注射回数は平均1.5回で,1回:18手,2

回：13手，3回：2手であった．注射後1カ月で

の症状の消失は6手，改善：20手，不変：6手，

手術：1手で，6カ月では消失：2手，改善：5手，

不変：2手，再注射：13手，再々注射:1手，手

術：4手，12カ月では改善：2手，不変：3手，

再々注射：1手，手術：4手であった3手が

12カ月以降の手術であった．期間に関係なく手術

例を除いた1ヵ月時点での不変・悪化を示した不

良群2手と1カ月時点での消失・改善の良好群19

手の比較では，終末潜時は不良群:3.8～5.0ms

(平均4.4ms),良好群:3.4～7.8ms(平均4.9ms)

であった手術に至った例12手の潜時は4.2～9.0

ms(平均6．5ms)であった

【結語】経過観察期間中に手術に至る例は，注射

施行前の終末潜時の遅延を認める例が多かった．

注射の効果を認めた例でも，約50％の症例で6カ

月以内に2度目の注射が施行された．

1-3-10

小皮切手根管開放術の治療成績

OutcomeofOpenCarpalTunnelReleasethrough

aSmallSkinhcision

'国立成育医療センター整形外科，2松村外科整形

外科医院，3慶應義塾大学整形外科

○森澤妥'，高山真一郎'，松村崇史2，

中村俊康3，池上博泰3

【目的】特発性手根管症候群に対する手根管開放術

は従来の手首皮線を越える皮切，小皮切，鏡視下

開放術などが行われている．我々は2003年から

Knifelightを用いた小皮切開放術を施行しており，

今回その成績と成績不良例の検討をおこなった．

【対象と方法】対象は71例76手,男性13例女性58

例，年齢平均62歳（28～95)，術前浜田分類で

Gradel:23手,2:49手,3:4手であった手術

の適応は知覚障害のみであればまず保存療法を行

い，3カ月間経過観察し改善のない場合に手術を

施行した．母指球筋に高度の萎縮があり，対立不

能,perfectO不能患者が巧縁運動障害を訴える

重度手根管症候群には母指対立再建術を施行して

おり今回の検討には含めていない．検討項目は成

績を浜田の評価基準で3段階に評価し，術前後の

自覚症状をⅦSで評価した症例を成績Good群と

成績Fair群にわけ年齢発症からの罹病期間につ

いて検討した．また，合併症についても検討した

手術は局所麻酔下に手掌中央の小皮切で施行した

【結果】全例で夜間痛．強いしびれは術後早期に

消失した．浜田の評価はGradel:Good20手，

Fair3手,Grade2:Good42手,Fair7手,Grade

3:Good2手,Fair2手であり尚orの症例はな

かった．自覚症状(VAS)は術後大幅な改善が得

られた．術中，神経・血管などの医原性損傷はな

かった．95歳のl例で対立再建術の適応であった

が本人の希望で本手術を施行し巧綴運動障害が遣

残し成績は随irであった．Good群は平均58.3",

罹病期間平均6カ月,Fhir群は73.9歳，平均12カ

月であった

【考察】本法は手技が容易･安全･確実，直視下に

反回枝を含め神経の除圧を確認可能，手掌腱膜を

温存しており正中神経手掌皮枝損傷を生じにくい

などの点で有用と考えられた.Fair群はGood群

にくらべて有意に高齢，長い罹病期間であった．
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独自開発した手根管剥離子および手根管

ナイフによる手根管開放術

NewinstrumentfOrcarpaltunnelrelease

'社会保険神戸中央病院リハビリテーション科，

2京都府立医大大学院運動器機能再生外科学（整

形外科）

○岡島誠一郎'，藤原浩芳2，奥村弥2，

森崎真介2，久保俊一2

【目的】近年，小切開による手根管開放術がひろ

く行われるようになってきている．小切開による

手根管開放術の代表的な手技は鏡視下手根管開放

術である．低頻度ではあるが合併症の報告と，手

技の熟達までに少し時間を必要とする．今回わ

れわれは従来の直視下の手根管開放術を小切開で

行うための一助として手根管剥離子と手根管ナイ

フをフェザー安全剃刀株式会社と共同開発したの

で報告する．

【方法】手術を行った17例18手（男性2例，女性

15例，右側ll手，左側7手）を対象とした．手術

時平均年齢は62．5歳（46～81歳）であった．浜田

の分類ではgradelが6例7手,gradeⅡが11例

11手であった術後の平均経過観察期間は185日

(37～450日）であった．

【成績】局所麻酔下に手術を行い，平均手術時間は

平均17.6分(12～35分）であった．皮切の長さは

平均17.3mm(13～28mm)であった術前，全

症例において正中神経領域のしびれを認めたが，

術後しびれが消失あるはほぼ消失した症例は16手

(88％）であった．術前の瘻痛が著しかった5例で

は全例瘤痛の改善を認め，3例ではほぼ消失した

術後のpillarpainは1例を除いて認めなかった．

【結論】近年，手根管開放術における手術器具の

開発が進んでいる．使い捨ての手術器具の使用に

際しては費用負担の問題が大きく，われられも当

初はストライカー社製の手根管ナイフを使用して

いたが，費用の問題より独自の手根管ナイフの開

発を行ったわれわれが作製したナイフは刃の部

分のみ取り替え式となっており，本体部分は滅菌

再使用可能である．剥離子を用いて屈筋支帯を十

分に剥離したうえで切離することが肝要である．

術後成績に関しては十分に切離を行えば手術手技

の如何に関わらず術後成績は良好であると考えて

いる．

1-3-12

特発性手根管症候群再手術例の検討

ReoperationfOrldiopathicCarpalTunnelSyn-

drome

長崎労災病院整形外科

○角光宏，川原奈津美，角田憲治

【目的】手根管症候群の術後成績は一般に良好で，

透析例でなければ再手術に至ることはまれであ

る．今回，再手術を要した特発性手根管症候群に

関して，その病態・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】当科にて再手術を施行した特発性

手根管症候群4例4手を対象とした．男性l例，

女性3例，初回手術時平均年齢63.8歳（53～71

歳)，初回手術から再手術までの期間は平均8.5カ

月（6～11カ月）であったこれらに対し，初回

手術方法，術後の症状の推移，再手術時の所見と

治療法に関して検討した

【結果】初回手術は全例直視下開放術であり，3

例は手掌部小皮切,1例はwristcreaseにかかる

皮切であった神経剥離や腱滑膜切除を併用した

例はなかった．3例は術後からしびれの改善が不

良で，2例は術直後に一時痛みが増強していた．

l例は一旦改善傾向にあったしびれが術後2カ月

で再燃していた．再手術は全例前腕におよぶ皮切

で施行した．3例で切離不十分な横手根靭帯を認

め，1例は嬢痕組織で被覆されていた4例とも

正中神経は広範囲に周囲組織と癒着しており，切

離不十分な3例では顕著な絞拒と偽神経腫の形成

を認めた神経剥離ののち，小指球部からのhy-

pothenarfatflapによる正中神経の被覆を追加し
た．術後徐々にしびれの軽減と知覚障害の改善を

認め，再手術から平均18カ月(6～26カ月）経過

時点で再燃傾向もなく,quickDASHscoreも平

均4.0と良好で患者の満足度も高い．

【考察】特発性手根管症候群の再手術率は概ねl～

3％とする報告が多い．当科での頻度も100例中4

例（4％）であり，施設間での有意差は明らかでは

ない．今回の結果から特発性手根管症候群の再手

術の原因は，その多くが不適切な手術手技による

ものと考えられ，透析例と異なり手技の習熟によ

り回避可能な病態であることが示唆された
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再発性手根管症候群に対するveinwrap-

pingの治療経験

'IireatmentfOrrecurrentcarpaltunnelsyndrome

withveinwrapping

慶仁会川崎病院整形外科

○鈴木康一，川崎由美子，稗田寛

手根管症候群は術後に再発性絞拒性神経障害を

発症することが稀にあるが，単なる神経剥離術の

みでは症状が改善しないことも多い．今回我々は

神経剥離術の後，自家伏在静脈を用いた正中神経

のwrappingを行い良好な成績を得られたので報

告する．

【症例】症例1：59歳女性他医にて右手根管開放

術を施行し，術後約1年後より再び右手の陣れが

増強したため当科を受診した．初診時のNCVの

結果，再発性絞槐性神経障害と診断し手術を行っ

た．術中所見では正中神経が周囲組織と強く癒着

していたそのため神経剥離術を行った後右下

腿から伏在静脈を採取し神経の癒着部位をwrap-

pmgした術後は速やかに陣れが改善し，術後1

年後の時点でも症状の再発は認めていない．症例

2：69歳女性．1年前からの右手の鹿れを主訴に

来院した．初診時のNCVではCMAPが検出され

ず，重度の右手根管症候群と診断し手根管開放術

を行った．術後一時期症状は改善していたが約

6ヶ月目頃より再度強い輝れ，癌痛を訴えるよう

になった．精査の結果，再発性絞掘性神経障害と

診断し再手術を行った．術中所見では正中神経が

懐痕性の組織に絞掘されており，神経剥離術と自

家静脈によるwrappingを行った．術後は速やかに

庫れが改善し術後7ヶ月の時点でも症状の再発は

認めていない．

【考察】手根管症候群術後の再発性絞拒性神経障

害に対しては神経剥離術の後，局所筋弁や局所脂

肪弁により神経被覆を行う方法，その他有茎また

は遊離皮弁にて神経被覆を行う方法がある．しか

し，前者は神経の被覆範囲，皮弁の可動範囲が制

限される等の問題点がある．また，後者について

は手術操作が困難であり初回再発例には第一選択

肢としては考えにくい．それに対し自家静脈によ

るwrappingは手技的に容易であり，自験例でも2

例ではあるが良好な成績が得られた．
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手の外科に有用な穿通枝皮弁の挙上法

恥rfOratornapsfOrhandreconstruction：Howelevateandtransfer？

光嶋 勲

東京大学医学部形成外科

今回は手の再建に有用な主な穿通枝皮弁について過去20年間で得られた知見を述べたい．

1．島状穿通枝皮弁：僥骨動脈穿通枝皮弁，指動脈穿通枝皮弁など

2．胸背動脈穿通枝皮弁(TAPflap):側胸部を主軸とするデザインである程度の大きさのものが仰

臥位で採取可能となった．応用：筋体と皮弁の分離が可能．分割広背筋弁の1期的2弁移植（陳旧

性顔面神経麻輝の複数表情筋再建)．同一ドナー背部からの複数皮弁（複数回）採取．広背筋皮弁一

肩甲骨移植による手足の再建flow-through型移植による血行と組織の同時再建．筋を含めない穿

通枝皮弁または短血管茎皮弁の開発による広背筋機能のみならず肩甲下動脈系・神経の温存が可

能．穿通枝脂肪弁も有用．合併症：部分壊死（穿通枝皮弁でterritoryがやや縮小する).術中の穿
通枝損傷．

3．深下腹壁動脈穿通枝皮弁(DIEPHap):腹筋・肋間神経運動枝の温存による腹筋採取後障害の予

防が可．応用：筋穿通血管の剥離により筋と皮弁の分離（顔面筋と軟部組織の同時再建).now-

through型移植による血行と組織の同時再建．筋を含めない穿通枝皮弁による四肢再建．穿通枝脂

肪弁による軟部組織のaugmentation(低侵襲顔面萎縮，乳房再建).合併症：穿通枝損傷

4．前外側大腿皮弁(AIﾉrnap):応用：合併移植の開発：頭頸部の広範な骨軟部組織再建，三次元

的な形態と機能の動的再建.now-through型移植による阻血肢の血行と組織の同時再建．短血管茎

皮弁による低侵襲再建術血管柄付外側大腿皮神経移植も有用．合併症:大腿皮神経損傷穿通枝

損傷

5．浅腸骨穿通枝皮弁(SCIPHap):前上腸骨鰊中心として皮弁をデザインし,SCIA深枝のみ短径で

採取．拡大型皮弁有する血管付き腸骨皮弁．合併症：大腿皮神経損傷

[成功の秘訣］術前ドップラー．ルーペ使用解剖（血管変位）に精通する．皮神経のあるところ穿通

枝あり．複数の穿通枝を皮弁に含め最も太いものを選択する．電メス用いた出血させない皮弁挙上．

遊離皮弁では短径大血管を用いたHow-through型吻合(2A2V)をする.[将来］適応と限界がさらに

拡大される．さらに穿通枝の浅層末梢枝レベルを茎とする低侵襲移植術が開発される．穿通枝を茎と

する分割筋，血管柄付神経，脂肪，筋間膜，骨，骨膜片などの移植が可能となる．
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舟状骨偽関節に対する遊離骨移植術の限

界と血管柄付き骨移植術の適応

LimitationsofFreeBoneGraftandlndications

ofkdicledWscularizedBoneGraftfOr'Iifeat-

mentofScaphoidNon-union.

'弘前大学大学院医学研究科整形外科学講座，2む

つ総合病院

○岩崎弘英1，藤哲'，保村昌宏2，

湯川昌広'，山本倫子Ⅱ

【目的】舟状骨偽関節に対する遊離骨移植の治療

成績は比較的良好であるが，再び偽関節となる症

例も散見される．今回遊離骨移植術における成績

不良因子を解析し，血管柄付き骨移植術の適応拡

大の可能性について検討する．

【方法】1980年から2006年まで当科及び関連病院

で手術を行ったFilanおよびHerbert分類のD型舟

状骨偽関節に対し，遊離骨移植を施行した症例は

126例であったこのうち再偽関節となった症例

は6例であり，これを検討した．癒合し追跡可能

であった23例を対象群とした．再偽関節例に対

し，3例で血管柄付き骨移植術を施行した．

【結果】手術時年齢は28歳から59歳で平均41.2歳

(癒合群32.6歳）であり，受傷から手術までの期間

は0.8ケ月から540ヶ月，平均165ヶ月（癒合群

25.3ヶ月）であった．骨折部位は，近位岨；1例

中央lB;2例遠位lB;3例（癒合群，中央lB;20

例，遠位1/3；3例）であり,D2;5例,D3;l例，

D4;1例（癒合群,Dl;1例,D2;21例,D3;l例）

であった.Radiolunateangleは－1．から30.で平均

10.0｡(癒合群平均7.0｡),scapholunateangleは

61.から85.で平均75.3。（癒合群64.5｡）であった

また舟状骨長軸に対する移植骨長は2から8mm

で平均5.8mm(癒合群平均9.2mm)であった．血

管柄付き骨移植例は，術後平均3.5ケ月で3例全例

骨癒合が得られた．

【考察】変形が進行，小さい骨片，また治療まで

の期間が長い症例では再偽関節となる可能性が考

えられた．血管柄付き骨移植は難治例に対して有

効な術式であり，再偽関節を生じる恐れがある症

例に対しても第1選択と思われる．

1-4-2

舟状骨々 折・偽関節salvage症例の検討

SalvageoperationfOrscaphoidnonumon.

兵庫医科大学整形外科

○蔭山敬久，田中寿一，大迎知宏

奥野宏昭，吉矢晋一

【目的】舟状骨骨折･偽関節に対し，様々なScrew

を用いて骨接合術・偽関節手術が行われている．

しかし，骨癒合が得られなかったり，また再手術

で血管柄付き骨移植・Screw固定を行っても再度

偽関節となり，新たな難治例がみられる．これら

に対する，当科のsalvage手術の成績を報告する．

【対象】1986年からsalvage手術を行った20例（男

性17例女性3例).初回手術からsalvage手術まで

の期間は，平均21.0ケ月（3ケ月～10年),経過観

察期間は平均18.2ケ月(6カ月～4年2カ月）で

あったすでに挿入されていたScrewはHerbert:

8,nniHerbert:2,HerbertWhipple:3,SARF:

1,CLS:1,DTy:1,Acutrak:3,'IWinFm:1例

であった

【方法】術式は，Screw抜去後，偽関節部を掻爬

し，1海綿骨,2皮質海綿骨(en-bloc),3皮質骨

(骨釘）の3種の骨移植を行い（第41回本学会),

ll例にmini-Herbert)9例にDTJscrewで固定し

た．

【結果】20例のうちl例で骨癒合が得られず，再

度サルベージ手術（血管柄付き骨移植併用）を要

したが，最終的に全例骨癒合が得られた．

【考察】Screw固定後偽関節となったsalvage例

の問題点は，大きなscIew孔と骨質の著しい低下

にある.Salvage手術としては，この大きなScrew

孔に骨釘を打ち込み力学的支えを作り，偽関節部

に十分な骨移植を行い，さらにScrewによる強力

な固定を加えることにより良好な結果が得られ

た．よって本法はScrew固定後のsalvage例に有用

な術式と考えられる．
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舟状骨近位部偽関節に対する血管柄付き

骨移植術の治療成績

WscularizedBoneGra仕fOrScaphoidNonunion

oftheProximalHle

'昭和大学横浜市北部病院整形外科，2昭和大学医

学部整形外科，3昭和大学附属豊洲病院整形外科，

4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3，

忽那岳志4，宮岡英世2

【目的】舟状骨近位部の偽関節は血行の問題から

壊死となりやすく，また骨片も小さいことから，

治療も難渋することが多い．我々は第50回の本学

会で舟状骨偽関節に対する血管柄付き骨移植術の

治療成績を報告した．これまでに30例の舟状骨偽

関節に対して血管柄付き骨移植術を行なってきた

が，今回は特に治療の難しい舟状骨近位部の偽関

節症例を検討したのでこれを報告する．

【対象と方法】対象は6ヶ月以上経過観察しえた，

10症例で，男性9例，女性l例，右8例，左2例，

平均年齢は29.7歳(14～59歳）であった．全例初

回手術で，外傷から手術までの期間は3ヶ月から

約10年で，平均2年9ケ月，術後経過観察期間は

8ヶ月から18ヶ月で，平均11.6ヶ月であった．術

前MⅢ検査を行った9例では，近位部はTl画像

で全例低輝度であったが,T2画像で低輝度は5例

のみであった．手術方法として，採骨部位は

Zaidembe噌法に準じて僥骨背側からが8例，

Makino法に準じて第2中手骨背側からが2例で

あった．移植骨片の設置部位は舟状骨背側が8

例，掌側が2例であった．内固定材料はk-wireの

みが8例,Herbertscrewが2例であった術後

の後療法はギプス固定期間は5～7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

た骨癒合は単純X線とCT画像で確認し，治療

成績はCooneyscoreによる総合評価で検討した．

【結果】CTで全例骨癒合が確認された．平均可動

域は背屈56.9.,掌屈47.5.,握力の健側比は

89.1％であった.Cooney評価は平均81.7pomt

で,Excellent2例,Good5例,Fair3例であっ

た．

【考察】全例に骨癒合が得られ，良好な成績で

あったことから，舟状骨近位部偽関節に対しても

血管柄付き骨移植術は有用であると思われた

1-4-4

舟状骨骨折，偽関節に対する骨接合術の
中期成績

Amidtermfbllow-upofscaphoidhfactureand

non-uniontreatedbyinternal6xation

神野病院整形外科

○ 日 高 康 博 ， 川 上 幸 雄 ， 神 野 泰

【目的】舟状骨骨折および偽関節等に対する骨接

合術の中期成績を調査し，予後，問題点を検討す

る．

【対象と方法】当院で1999年から2006年に骨接合

術を行った舟状骨新鮮骨折，遷延癒合，偽関節症

例101手中，経過観察が可能であった64手を対象と

した男性51手，女性13手，平均受傷時年齢31歳

(12～70歳）であった受傷から手術までが1ケ月

未満の新鮮例44手,1ヶ月から6ヶ月の遷延癒合例

12手，7ケ月以上の偽関節例8手であった．内固定

材料はHerbertscrewlO手,DTJscrew41手，

MiniHerbertscrewlO手，その他3手であった．

平均術後経過観察期間は新鮮例3年7ケ月，遷延

癒合例3年9ケ月，偽関節例5年4ケ月であり，

評価は単純XP,CT,qmckDASH,日手会手関節

障害機能評価で行った．

【結果】近位端偽関節1例以外の63例が癒合して

いた．掌側進入48手，背側進入16手であった

QuickDASHは新鮮骨折44例中38例，遷延癒合例

12例中9例偽関節8例中7例で0点であった．

それ以外の有症状症例の平均は同上の順に

4．3，14，3．3であった．日手会手関節障害機能評

価では全例優であった．術前に関節症変化が見ら

れたl例を除き，関節症変化は生じていなかっ

た．この1例は術後8年で関節症の進行はなく自

覚症状もなかった.CTでは以下の所見が認めら

れた掌側刺入例に螺子先端が舟状骨背側軟骨下

骨から突出2例．骨折部周辺の骨襄腫の形成10

例．骨折線一部が残存し切り欠きを形成6例．

【考察】今回調査した中期成績は良好であった．

舟状骨骨折は関節症に至る前に骨癒合させること

ができれば新鮮例に限らず偽関節例でも予後は良

いことが確認された.XPでは診断の難しい所見

がCTで得られた注意深く経過観察する必要が

あると考える．
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舟状骨偽関節に対する骨膜筋膜付き僥骨

骨移植術

FascioperiostealbonegrafthfomdistalradiusfOr

scaphoidnonunion

'星ケ丘厚生年金病院2国立病院機構大阪南医療

センター

○田宮大也'，樋口晴久1,蒲生和重1,

河井秀夫1,秋田鐘弼2

【目的】舟状骨偽関節の治療には従来から腸骨骨

移植が行われてきたが，一方で骨癒合率を高める

ために種々のvascularizedbonegraftが考案され

てきた．我々は舟状骨偽関節に対し，以前より掌

側アプローチにより僥骨遠位尺側から採骨する骨

膜筋膜付き骨移植を施行してきた．今回，6カ月

以上経過観察できた症例の成績について検討し

た．

【対象と方法】対象は1996年から2005年までに手

術を行った31例である．男性28例，女性3例で

あった．手術時の年齢は16～70歳，平均25歳であ

り，受傷から手術までの期間は4～36カ月，平均

7ヵ月であった．採骨は僥骨遠位尺側より骨膜お

よび方形回内筋の筋膜を一部付けて採取し，僥骨

遠位榛掌側を基部として偽関節部に移動させ移植

した移植骨の固定には2本か3本のl.2mmK-

wireを用い，術後は基本的に6週のギプス固定を

行った．

【結果】全例に骨癒合が得られた．骨癒合までの

期間は4週～24週，平均8週であった.1例にK-

wireの早期脱転（術後6週）を認めたが骨癒合時

期に影響はなかった．握力は健側比で術前平均

72％から術後平均81%となった手関節可動域

は，掌屈は術前平均83％から術後平均77％，背屈

は術前平均82％から術後平均78％となった術後

経過観察期間は6～24カ月，平均13カ月であっ

た．【考察】骨膜筋膜付き榛骨骨移植は，緊張な

く簡便にlivingboneを採骨でき移植骨を移動する

ことができる，遊離骨移植と比べて早期に骨癒合

が得られる，といった利点を持っており，舟状骨

偽関節の有効な治療法と考えられる．

1-4-6

舟状骨遷延骨癒合例（3ヶ月以上経過例）

に対する小切開骨接合術の治療成績

恥1℃utaneousinternalfxationwithHBSscrew

fOrchronicScaphoidFracture

溝口外科・整形外科病院

○岡田貴充，小島哲夫，小川光，

溝口知行，上新淑文

【目的】舟状骨骨折の遷延癒合例に対する様々な

骨移植術を併用した内固定法の有効性が報告され

ているが，我々は低侵襲に行うために，骨折部を

展開しない経皮的螺子固定による骨接合術を施行

してきたその治療成績を報告し，本法の限界か

ら骨移植術の適応について考察する．

【対象と方法】2001年から2007年3月までに，受

傷3ケ月以上経過した舟状骨遷延骨癒合例31例を

対象とした．受傷から手術までは3ヶ月～10年

(平均11ヶ月）全例初回手術例であった．手術は，

手掌に5nnn程の小切開を加え骨折部を整復しつ

つガイドワイヤーを刺入し，ガイド下に螺子を挿

入する．術後は3～4週の外固定を行う．遷延癒

合部位・形態の分類をHerbertの新鮮骨折分類

(A,B)に準じて行い，タイプ間での術後の骨癒

合状態を比較した．また周辺骨硬化を伴う嚢包や

偽関節を有する症例とそれらを有しない症例の間

で骨癒合期間を比較した．

【結果】症例31例の内訳は,B1:2例,B2:27例，

B3:1例,B4:1例であった．骨癒合は31例中26

例（84％）に認められたが,B1,B3,B4の全例と

B2の1例に骨癒合が得られなかった．骨癒合を得

た症例のうち，周辺骨硬化を伴う嚢包や偽関節を

有する症例の平均骨癒合期間は約20週で，それら

を有しない症例の約9週と比して長期を要した．

【考察】B2,すなわち遷延癒合が舟状骨腰部にあ

る症例27例のうち26例（96％）に良好な骨癒合が

得られ，本法の良い適応と考えられた．この症例

のうち，周辺骨硬化を伴う襄包や偽関節を有する

症例でも，癒合まで長期間を要したが最終的には

17例中16例(94%)が癒合したB1,B3,B4に属

す遠位1/3斜骨折，近位端骨折，脱臼骨折の症例で

は骨癒合が得られておらず，本法の限界を示唆す

るものと考えられた．
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骨折部吸収像を呈する舟状骨骨折の検討

CysticChangeontheFifactureLineofthe

Scaphoidnfacture

小郡第一総合病院整形外科

○坂本相哲土井一 輝，服部泰典，

守屋淳詞

【目的】骨折部が吸収像を呈する舟状骨骨折を偽

関節とするか，骨移植を必要とするかが最近の本

骨折治療の論争の的である．今回この問題を検

討するため，自験例での骨吸収像を呈した舟状骨

骨折にスクリュー固定のみを行なった症例と骨移

植を併用した症例について調査，検討を行なっ

た．

【方法】1996～2006年までの1l年間に舟状骨骨折

にて当科で加療し，記録が確認できた83例の内，

X線で骨折部吸収型を呈し，骨硬化のない症例は

24例であった．その内，スクリュー固定のみを

行った症例は12例，骨移植を併用した症例（血管

柄付は除く）は11例であった平均年齢はスク

リュー固定のみ14～71歳（平均34歳)，骨移植例

16～70歳（平均29歳)，骨折部位はスクリュー固

定のみ腰部9例，近位部3例，骨移植例は腰部10

例，近位部l例であった受傷後から手術までの

期間は，3週から2ケ月がスクリュー固定6例

骨移植4例，2－6ケ月がそれぞれ5例，5例，6ケ

月から1年がそれぞれ1例，2例であった．

【成績】骨癒合はスクリュー固定のみの12例全例

に得られ，骨移植例ではl1例中10例に癒合が得ら

れた．骨癒合が得られなかった骨移植併用例の1

例は内固定手技の不良のためであった．

【結論】舟状骨骨折偽関節はその定義が暖昧であ

り，また，関節内骨折で骨癒合率の低さを懸念し

すぎる余り,X線で骨折部の骨硬化がなくても，

吸収像のみで偽関節と診断し，骨移植の適応とす

る報告が多く見られる．自験例でも2ヶ月以上経

過した症例の半数以上に骨移植を行ってきたが，

吸収像は受傷時の骨折部の損傷や不安定性などに

影響され，骨折部の骨形成能の有無を示唆するも

のでない印象があり，骨移植の適応については再

検討が必要であると考える．

1-4-8

舟状骨摘出術の治療成績

ClinicalResultsofScaphoidResectionArthro-

plasty

和歌山県立医科大学整形外科学教室

○谷口泰徳，下江隆司，北野岳史，

岩 田 勝 栄 吉 田 宗 人

【目的】舟状骨摘出術の治療成績については，

Malerichら(1999年）により報告されているが，

そのまとまった報告は少ない．今回我々は舟状骨

偽関節，舟状骨壊死に対して行った舟状骨摘出術

の治療成績について報告する．

【対象】症例は6例で，男性4例女性2例，手術

時年齢は,31歳から71歳（平均51.7歳）であっ

た．患者の職業は農業が2例，事務職2例建設

作業1例，無職1例であった．術前診断は，5例

が舟状骨偽関節，1例がステロイドによる舟状骨

壊死であった．中枢骨片が著明に圧壊していた女

性2例で舟状骨全摘出術，男性4例には舟状骨遠

位骨片摘出術を行った

【方法】握力，手関節の可動域そしてX線所見と

してCHR,Ⅲ角を術前，術後で比較検討した．

また追跡調査時の臨床症状を調べた．

【結果】術後追跡期間は，8ケ月から7年9ケ月

(平均2年9ヶ月）であった．握力は術前平均

28.3kgから術後平均29.0kgと増加していた手

関節の可動域は，術前伸展平均50.5度から術後平

均59.8度術前屈曲平均48.7度から術後平均58.3

度であった．術後手関節の伸展・屈曲の可動域は

改善していた.CHRは術前平均0.51から術後平

均0.47,Ⅲ角は術前平均-19.2度から術後平均

-24.0度であり，手根骨の圧壊DISI変形の進行

を認めた臨床症状は，全例で手関節痛は軽快し

ていた．無職の症例を除く5例では6週間以内に

元職に復帰し，早期の除痛効果を認めた．無職の

l例は日常生活上まったく問題がなく，患肢を使

用していた．

【結論】舟状骨摘出術の利点は，術式が単純で除

痛効果に優れており，早期職場復帰ができること

である．そのため，舟状骨摘出術は難治性舟状骨

偽関節に対する救済手術として，利用できる方法

である．しかし,X線上手根骨の圧壊やDISI変形

が進行していたため，本法は症例を選び施行され

るべきである．
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1-4-9

MultiDetectorCT(MDCT)を利用した

手舟状骨に対する新しい長軸撮影法（2

重長軸法）の試み

DOubleLongitudinalMultiDetectorComputed

TbmographyfOrtheScaphoidRfacture

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，

伊藤洋平，金田栄志

【はじめに】従来の手舟状骨長軸CT撮影法（従来

法）は，手関節前額断における舟状骨の傾きのみ

を考慮しているが，実際の舟状骨は前額断だけで

はなく冠状断においても回外方向に傾いている．

今回我々は，近年普及してきたMmtiDetector

CT(以下MDCT)を利用し，この2つの傾きを考

慮した新しい手舟状骨長軸撮影法（2重長軸法）

を考案しその有用性について検討したので報告す

る．

【対象・方法】当科で観血的治療を行なった手舟

状骨骨折6例（新鮮例3例，偽関節3例）を対象

とした．これらに対して術前後にMDCT撮影を

行なった.MDCTでは，得られたvOlumedataか

ら2つの画面にそれぞれ直行する面の画像を描出

し，続いて各画像上の直線の傾きを調節すること

で，もう一つの画面に任意のスライス画像を再構

成することができる．今回2つの画面に手関節

前額断と冠状断を描出し，各画面上の直線を舟状

骨の長軸に合わせることにより2つの長軸に一致

した舟状骨の横断面を再構成した．この画像をも

とに舟状骨の長軸の距離を測定し，実際に使用し

たスクリュー長との差を従来法と比較した．

【結果】舟状骨長軸は2重長軸法で27.0±

2.4mm,従来法で24.8±1.9mmであった．使用

したスクリュー長との差の絶対値の平均はそれぞ

れ2.11mm,1.35mmであり2重長軸法の方が大

きいという結果であったが，従来法では6例中4

例で舟状骨長軸は実際のスクリュー長より短く描

出されていた．

【考察】従来法にて長軸が実際のスクリュー長よ

り短く描出されるということは，手術に即した舟

状骨長軸画像を捉えきれていないことを裏付けて

いると思われる．我々が考案した2重長軸撮影法

は手舟状骨の手関節内での複雑な傾きを考慮した

方法であり，術前計画に有用であると考える．

1-4-10

不安定型舟状骨骨折の鑑別法:単純X線と

3次元CT画像における骨折線の見え方の

比較

DiagnosisoftheUnstableScaphoidRfacture:A

ComparisonoftheEfactureLinesinBetween

theX-Raysandthe3-DimensionalComputedTo-

mography

大阪大学整形外科

○森友寿夫，村瀬剛，田中啓之，

岡久仁洋，有光小百合

【目的】不安定型舟状骨骨折は瘻痛が強くhump-

back変形,DISI変形に進行しやすい．われわれは

3次元画像解析を用いて舟状骨骨折線が尺背側舟

状骨突起より遠位にあると不安定型に，近位にあ

ると安定型になりやすいということを報告してき

た今回，舟状骨偽関節の3次元画像で同定した

骨折線の部位を単純X線での骨折線の見え方と比

較し，単純X線のみで不安定方か安定型かを鑑別

できないかを検討したので報告する．

【対象･方法】対象は舟状骨偽関節患者13名（男性

10名，女性3名）である．まず両側手関節中間位

の3次元CTモデル上で舟状骨尺背側突起の位置

を同定し，骨折線が舟状骨尺背側突起の遠位を通

る遠位型（7例)，近位を通る近位型（6例）の2

型に分けた．次に阪大式生体3次元動態解析シス

テムを用いて，僥尺屈掌背屈での偽関節部不安

定性を調査し，すべての遠位型が不安定型，すべ

ての近位型が安定型であることを確認した．次に

それぞれの単純X線正面像および斜位像における

骨折線と舟状骨尺背側突起の見え方を調査した．

【結果】単純X線の舟状骨体部の骨折線を見る限

りでは不安定型と安定型とを鑑別するのは困難で

あった．しかし舟状骨の遠位尺側の有頭骨中央部

に投影される尺背側舟状骨突起を認識すると，不

安定型では骨折線の背側端が尺背側舟状骨突起の

遠位に存在し，安定型では尺背側舟状骨突起の近

位に存在することがほぼ確認できた

【考察・結論】背側舟状月状靭帯およびDIC靭帯

が付着している舟状骨尺背側突起はバイオメカニ

クス的に重要な解剖部位であるにも関わらず，こ

れまで画像診断上あまり重要視されてこなかっ

た単純X線により不安定方か安定型かをほぼ判

断できるという今回の結果から，新鮮な舟状骨骨

折においてもその自然経過を推測できる可能性が

ある．
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1-4-11

非リウマチ手関節に対する僥骨月状骨固

定術の検討

RadiolunateFusionfOrnon-rheumatoidwrist

'広島県障害者リハビリテーションセンター整形

外科，2八幡浜市立病院，3広島手の外科研究所

○水関隆也1,児玉祥2,津下健哉3

【目的】手関節の部分破壊に対する手関節部分固

定術は可動域を温存しながら除痛を図るという合

理的な手術である．なかでも僥骨月状骨固定術

(以下,RLF)は術後可動域が比較的良く保たれ

ることで知られている．われわれが経験したⅢF

例を追跡調査し，その臨床成績,X線学的変化を

まとめ，さらに術式，適応について考察を加え

た．

【対象】当センターで施行したⅢF,16例17関節

のうち，非リウマチ関節の7例7関節を対象とし

た．内訳は男性3例，女性4例．年齢は39～69

(平均:53.6）歳であった．原疾患は僥骨関節内骨

折後関節症3例,Kienb6ck病に伴う関節症2例，

手根骨尺側転位1例，原因不明関節症1例であっ

た．術後経過期間は平均6年8月であった

【方法】全例で背側進入法を用いた僥骨月状関

節面を除皮質し，移植骨を挿入し固定したDar-

rach法を併用した4例では摘出した尺骨を，併用

しなかった3例では腸骨を用いた．固定方法とし

て当初の3例ではStaple+Kirshner鋼線を用いた

が，最近の4例ではKirshner鋼線のみを用いた．

【成績】固定方法にかかわらず全例で骨癒合を得

た．術前後の可動域は背屈／掌屈で術前平均

31／28.から38/24。へ，僥屈/尺屈は9/18･から

7／26.へ，回内/回外は69/63.から71/79｡へ変

化していた．掌屈と僥屈を除いて術前よりむしろ

改善していた．手術側の握力は術前llkgから術

後22kgへ改善していた．痛みは，後に偽痛風を

発症したl例を除き全例で消失していた周辺関

節が関節症に伸展した例もなかった．

【結論】RLFは関節可動域を温存しながら除痛を

期待できる優れた術式である．一部のKienb6ck

病にも適応がある．固定材としてKirshner鋼線で

十分である．

1-4-12

有頭骨関節面を用いた僥骨手根関節形成

術の治療成績

TherapeuticresmtsofarthroplastyfOrtheradio-

carpaljointusmgthearticularsuriaceofthe

capitate

東京医科大学医学部整形外科

○高瀬勝己佐藤由佳，河野亮平，

山本謙吾

【はじめに】Kienb6ck病やSLACwristに対して病

的手根骨を摘出後に，手根骨配列の矯正および新し

い僥骨手根関節を形成する目的で有頭骨関節面を用

いた僥骨手根関節形成術を施行してきた今回，術

後治療成績と問題点を検討したので報告する．

【対象および方法】対象は,Lichtman分類3bおよ

び4のKienb6ck病25例（男性17例女性8例，手

術平均年齢41.1歳）および舟状骨偽関節に発症し

たSLACwristl例(stage3,男性32歳）であっ

た．手術方法は，壊死した月状骨全体あるいは舟

状骨の一部を摘出後に，半割した中枢有頭骨を摘

出時に生じた空隙に移動し有頭骨関節面で新しい

僥骨手根関節を形成する．また，中枢有頭骨移動

時にできた骨欠損部や大菱形骨および豆状骨を除

いた手根骨間関節に自家骨を充填して手根骨間部

分固定術を施行した．術後経過観察期間は13ヶ月

から195ヶ月（93ヶ月）で，治療成績はEvansの評

価基準に準じて評価した．

【結果】全例に骨癒合は得られており，瘻痛は著

明に改善され安静時痛はなく2例に軽度の労作時

痛を認めるのみであった．総合治療成績では，

goodl9例,fair5例,poor2例でverypoor例はな

く満足すべき結果であった．また，原職への復帰

は調理師のl例を除いた25例に可能であり，復帰

までに要した期間は平均6.8ヶ月であった．臨床

評価では握力は術後1年で健側比平均80％以上回

復し，最終診察時では87.2％であったまた，術

後に新に発生した変形性関節症生変化は26例全例

に認められたが瘻痛やADL障害はなかった．

【結語】病的手根骨が原因で発生した手根骨間関

節の配列異常や変形性関節症に対しては，壊死し

た手根骨を摘出後に本法による僥骨手根関節形成

術を行うことで，十分な除痛および握力の維持が

可能であった．
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1-4-13

僥骨遠位端骨折に合併した骨間靭帯損傷

に対する経皮pinningの治療成績

ResultsinpercutaneouspinningmethodsfOrin-

terosseousligamentinjuriesassociatedwithdis-

talradiushfactures

興生総合病院

○河野正明，竹葉淳，藤渕剛次，

石丸雅巳山岡慎大朗

【目的】僥骨遠位端骨折の手術時関節鏡で発見さ

れた骨間靭帯断裂(Geissler分類3以上）に対し

経皮的pinningを行ってきているので有用性を検

討すべ<調査する．

【対象と方法】2000年4月から2007年3月までに

手術的に治療した僥骨遠位端骨折の内，初回鏡視

にて外傷性骨間靭帯断裂と診断し経皮的pinning

を行った38例39手中，再鏡視を行えた31例32手を

対象とした.SL靭帯13手Ⅲ靭帯19手.SLは6週

間Iﾉrは8週間の鋼線固定を施した男性23手女性

9手．受傷時平均年齢39.8（19～68）歳．初回手

術から再鏡視までの期間は平均10.4(6～14.8)

月．初回術後経過観察期間は平均16.3（7～41）

月．全例で最終調査時の手関節痛の程度を聴取．

理学所見としてSL靭帯断裂例では圧痛及びWat-

sontestを，Ⅲ靭帯断裂例では圧痛及びnballot-

tementtest,compressiontestを行い，その症状及

び所見と再鏡視所見とを比較検討した

【結果】SL靭帯断裂13手中ll手で再鏡視にて不安

定性が消失又は軽減2手は初回と同程度の不安

定性を認めた．しかし全例痛みの訴えはなく，

Watsontestも陰性であった一方Ⅲ靭帯断裂は

19手中14手で不安定性が消失又は軽減,5手で初

回と同程度の不安定性を認めた．この5手の内3

手は尺側手関節痛を認め,LTballottementtest及

Uwcompressiontestが陽性であった．

【考察】骨間靭帯断裂に対する経皮pinningは有用
で,SLではその大半で靭帯は修復され愁訴も残

さず,m,靭帯でも70%以上で改善されていた．

この手技は僥骨遠位端骨折の治療に関節鏡を用い

る大きな利点の一つと考えた．

1-4-14

舟状月状骨(SL)解離に対するSL靭帯修

復法

Scapholunateligamentrepairorreconstruction

fbrscapholunatedissociation

国保中央病院整形外科．

○小野浩史，古田和彦，竹村和生，

藤谷良太郎

【目的】舟状月状骨(SL)解離は，舟状月状骨問

(SL)靭帯の部分断裂からSLACwristまで6段階

に分かれる(Garcia-Enas).舟状骨回旋亜脱臼に

DISI変形を伴ったSL解離stage4と5(staticSL

解離）に対する軟部組織を用いた再建法の結果を

報告する．

【方法】対象は,SL間距離拡大(>4mm)舟状骨

回旋亜脱臼(RS角>45)月状骨背屈(RL角<0)

のあるSL解離stage4と5の男性ll例で，平均年齢

35歳，右6左5例である.SL間の修復は,SL間拡

大の整復・鋼線による仮固定後に，残存SL靭帯修

復のみ2例,SL修復十背側関節包固定1例,SL修

復+DIC靭帯による補強7例,FCRによる再建l

例である．手術前後の可動域と握力，術後のMayo

wristscore(全例）とDASH･疾痛ⅦS(DIC補強

の7例）を評価した．術前後のX線で手根骨の配列

(SL距離・肛角・RS角･CHR)を評価した．追跡

期間は平均13カ月である．

【結果】手関節の平均掌/背屈は術前64度/57度が

術後52度／56度に，握力は平均57％が75％になっ

た（有意差なし)．術後のMayowristscoreは平

均75点（良5可5不可1)DASH平均5.0痙痛ⅦS

は平均10mmであった.X線でのSL距離は平均

5.9mmから4.2mmに有意に減り,RL角は平均

-10度から0.7度に有意に増加した.RS角とCHR

に有意な変化はなかった

【考察】SL解離に対する軟部組織修復の臨床成績

は概ね良好で，術後の瘻痛や就労制限は少なかっ

た．手根骨配列異常は術後改善しほぼ正常化した

例と,SL間拡大･舟状骨掌屈が残存した症例があ

る.DIC靭帯による補強でも手根骨配列維持の強

度が不足し，より強力な靭帯再建を要する症例が

ある．

【結語】SL解離に対する軟部組織による再建の臨

床成績は良好であった．
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1-4-15

月状骨三角骨間靱帯損傷の病態と治療

LunotriquetralLigamentTbar:Hthomechanics

and'Ireatment

'慶應義塾大学医学部整形外科，2きくち整形外科

○中村俊康'，菊地淑人2，中道憲明1，

戸山芳昭'，池上博泰」

【はじめに】月状骨三角骨（以下LT)問靭帯損傷

の病態と治療法について検討した

【方法】手関節造影，手関節鏡でⅢ靭帯損傷と診

断した26手関節を対象とした．月状骨周囲脱臼，

月状骨脱臼例は除外した．男19,女6,17～67歳

(平均34歳）であった．受傷原因は強い軸圧14,

テニスなどの捻り6，不明6であった受傷から

手術までの期間は3カ月から30年，平均26カ月で

あった．手関節尺側部痛を全例に，遠位僥尺関節

(以下DRm)不安定性を22手，クリックを8手に

認めたmnarvarianceはneutrallO手,plusl6手，

平均l.3mmであった．関節造影所見，関節鏡所

見，治療法，併施手術，臨床成績を検討した．

【結果】関節造影では全例で僥骨手根関節から手

根中央関節への造影剤の漏出を認め，手関節尺屈

位で、間のstepを生じたのは11手であった関

節鏡所見ではGeissler分類grade2は23手,grade

3は3手，三角骨の動揺性は全例に認め,Iﾉr靭

帯背側portionの裂離は9手で確認したTFCCの

slit損傷を8手に，変性損傷を23手に認めた．Ⅲ

靭帯の裂離とTFCCの外傷性断裂に関連はなかっ

た．治療はⅢ靭帯背側部を鏡視下にシェーバー

で掻爬し,LT関節の仮固定を行った尺骨短縮

術を18手に,TFCC直視下縫合術を3手に行い，

そのほかの手術として舟状骨月状骨間関節の仮固

定を2手に，滑膜切除術を4手に行った．8手で

はⅢ関節の仮固定後にDRm不安定性が消失し

た．臨床成績は優22,良4であった．

【考察】Ⅲ靭帯損傷の受傷原因として転落や空手

などの軸圧と，ラケットスポーツなどの捻れで生

じる場合があった．また，かならずしもplusvari-

anceとは関連しなかったシェーバーでのⅢ靭

帯部掻爬とIﾉr関節の仮固定で良好な成績をおさ

めることができたことから，積極的に加療すべき

である．
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1-5-1

手指PIP関節反復性過伸展の治療経験

'IifeatmentoftheRecurrentHyperextentionof

theProximallntexphalangealJoint

'笠岡第一病院笠岡手の外科・上肢の外科セン

ター，2岡山大学整形外科

○楢崎慎二'，橋詰博行'，申正男2，

島村安則2，尾崎敏文2

【目的】手指PF関節過伸展外傷により掌側板は

損傷されるが，初期治療が不適切であったり外傷

を繰り返した症例では陳旧性損傷となり不安定性

を生じる．その場合スワンネック変形を呈し，屈

曲時に瘻痛を伴ったスナッピングを認めたり，さ

らには自動屈曲不能となることもある．また若い

女性の場合では整容的な問題となる．一般的に陳

旧症例では再建術が選択されることが多いが，わ

れわれは初回外傷から長期経過した本症に対して

掌側板修復術を行うことが可能であり，良好な成

績を認めたので報告する．

【対象と方法】初回外傷から長期経過して受診し

た4例を対象とした．男性2例女性2例で，初回

外傷からの期間は6カ月から30年（平均17.6年)，

PIP関節過伸展角度は33度から64度（平均50.5度）

であった．初回外傷から長期経過しているが，い

ずれの症例においても遠位付着部から剥離した掌

側板を認めることができ，両端針付きワイヤーを

用いたプルアウト法にて修復術を行うことが可能

であった術後3週までは過伸展防止目的で背側

アルフェンス固定を行い，自動屈曲訓練のみを

行った．その後，外固定除去して屈曲伸展訓練を

行った．

【結果】全症例において愁訴は消失した．また軽

度の伸展制限を生じる症例があるものの，ほぼ良

好な可動域を獲得することができた

【考察】掌側板損傷が陳旧性となるとPIP過伸展

変形やPIP関節屈曲障害などを生じる．治療法と

してFDSのhalfstripを用いた再建術を行うとの

報告が多い．今回我々の検討した症例は少数では

あるが，初回外傷からの経過が長期にも関わらず

掌側板修復が可能で成績も良好であった．陳旧例

においても掌側板修復術が第一選択となり得るの

ではないかと考えた

1-5-2

PIP関節掌側板付着部剥離骨折に対する

治療成績

ClinicalresultofOsteosynthesisfbrthevolar

plateavulsionhfactux℃ofthePIPjoint.

'土谷総合病院整形外科，2広島手の外科・微小外

科研究所

○園田広典'，木森研治1,梶原了治1,

津下健哉2，生田義和2

【目的】PIP関節の過伸展損傷に伴う掌側板付着部

剥離骨折の治療については，伸展位固定による保

存療法で良好な治療成績が報告される一方で，剥

離骨片に骨癒合が得られず偽関節となった場合に

は，疾痛や可動域制限が生じるとの指摘もある．

当科では骨片が比較的大きく反転もしくは転位し

ている症例に対しては，積極的に解剖学的整復固

定を行って良好な結果を得ているので手術方法，

治療成績について紹介する．

【症例と方法】症例は脱臼の有無にかかわらずPIP

関節過伸展により掌側板付着部剥離骨折を生じ，

骨片が回転もしくは転位していたため骨接合を施

行した8例8指（男性3例，女性5例）である．

年齢は14歳から28歳（平均18.6歳),罹患指は示

指l例，中指l例，環指2例，小指4例であり，

受傷機転は全例スポーツ（バスケットボール6

例，バレーボール2例）による受傷であった．剥

離骨片の大きさは平均で関節面の23％であり，受

傷から手術までの期間は平均6.5日であった手

術は掌側よりアプローチし，腱鞘を反転して深指

屈筋腱をよけたのち転位した骨片を整復して，ミ

ニスクリュー(LeibingerXS)1本で固定した．

後療法は術後約1週間で関節可動域訓練を開始

し，平均7週で自由な手の使用を許可した．経過

観察期間は平均10ヵ月であった．

【結果】全例骨癒合が得られ，患者より希望の

あった7例で抜釘を行ったが，腱剥離を必要とし

た症例はなかった全例瘻痛や不安定感の訴えは

なく，日常生活やスポーツでも特に問題はなかっ

た.PIP関節の関節可動域は平均伸展0．，平均屈

曲97.であった．

【まとめ】骨片が比較的大きく反転もしくは転位

しているPIP関節掌側板付着部剥離骨折に対する

ミニスクリューを用いた骨接合術は有用な治療法

である．
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1-5-3

手指PIP関節掌側板損傷に対する手術療

法の検討

OperativeTieatmentfOrVblarPlatelnjuryof

ProximalhterphalangealJoint

済生会下関総合病院整形外科

○坪根徹，安部幸 雄 ， 富 永 康 弘

【目的】過伸展損傷による手指PIP関節掌側板損

傷あるいは掌側板付着部の剥離骨折に対する治療

は，骨片の大きさに関わらず保存的治療が優先さ

れる．しかし，保存的治療後に不安定性や瘻痛を

残存する症例も散見される．そこで，当科で経験

した掌側板損傷に対する手術施行例の治療成績に

検討を加えて報告する．

【対象】症例は2004年以降経験した15例，男ll例，

女4例で，手術時年齢は10～66歳（平均36.5歳）

である．受傷原因は，球技9例，キックボクシン

グl例電動丸鋸l例，転倒・転落4例で，罹患

指は右8例，左7例，示指3例，中指3例，環指

2例，小指7例であった．うち，初回治療10例，

他院で保存的加療後，不安定性が残存したため手

術に至った陳旧例5例であった受傷から手術ま

での期間は，初回治療例4～15日（平均8.8日)，

陳旧例36～98日（平均43.8日，不詳l例）であっ

た．検討項目は，骨片・脱臼の有無，皮切，側副

靭帯損傷合併の有無手術方法，後療法，そして

最終可動域とした．

【結果】骨片を伴った症例11例，背側脱臼4例僥

側脱臼1例であった掌側zig-zag切開での手術施

行10例，側正中切開5例で，側正中切開例の全て

が側副靭帯損傷に掌側板損傷を合併したもので

あった．手術は,miniscrew5例,K-wirel例，

anchorsuture5例，縫合4例であった後療法は，

術後数日以内にbuddytapingまたはextension

block下に可動域訓練を始めていた．最終可動域

は，伸展/屈曲-24～0/82～98。（平均-6.8/89｡）

であった．また，不安定性を残した症例は認めな

か った

【まとめ】検討症例中，保存的治療後の陳旧例を

少なからず認めたこと，側副靭帯損傷との合併例

の存在から，確実な治療結果を得るためには，損

傷状況の把握とともに，手術療法の選択も一考す

べきであると考えられた．

1-5-4

2つの創外固定を用いた陳1日性手指PIP

関節背側脱臼骨折の低侵襲手術

MinimumhvasiveSurgerywithTwoDifferent

DynamicFixatorsfOrChromcFiractureDisloca-

tionsoftheProximallnterphalangealJomt

'健康保険鳴門病院整形外科，2徳島大学整形外科，

3阿南医師会中央病院整形外科

○浜田佳孝1，安井夏生2，花岡尚賢2，

笠井時雄2，高井宏明3

【目的】陳旧性手指PIP関節背側脱臼骨折は，関節

面の不適合のみならず，軟部組織を含んだ関節拘

縮ときに側方動揺性を伴っており，その治療に

は難渋することが多い．コンパスヒンジの問題点

は，ピンが細く，本体もプラスチック製であるた

め，牽引をかけることや，長期間の装着が困難で

あることである．今回，これらの問題点を軽減す

るため2つの創外固定を用いて本疾患を治療し，

成績（方法，問題点，関節可動域）を検討した

【方法】当院および関連施設で2004年より同一術

者による一連の陳旧性手指PIP関節背側脱臼骨折

手術症例4例4指（平均39歳)，術後経過観察期

間は8か月から16か月（平均11.3か月）を対象と

した．術式はOrthofixMiniもしくはM100創外固

定のスクリューピンを1W後に装着するコンパス

創外固定の固定位置に適応できる範囲で刺入し，

罹患PIP関節に充分な牽引を加える．この際，

M100では必要に応じて基節骨を背側へ，中節骨

を掌側へワイヤーで牽引し(OrthofixMniでは不

要),1W後に，関節授動術と症例によっては関節

内変形癒合部位を矯正骨きりし，最後にOrthohx

創外固定のスクリューピンをコンパス創外固定に

装着し，後療法を開始した

【結果】術後ピンの平均刺入期間は11.5Wと長期

間可能であった．この間ピンの緩みはなかった

が，コンパス創外固定本体の破損が1例に生じ

た．可動域の改善はPIP関節平均75度,DIP関節

平均35度と良好であった．術前・術中に危倶され

た側方不安定性は改善されていた．術後関節症性

変化は症例により程度は異なるが全例に出現して

おり，初期治療の重要性とともに，長期経過観察

が必要と思われた．

【結論】本手術法は難しい手技を要せず，傷んだ

関節を用いて関節可動域の改善を得ることができ

る．症例を選べば関節軟骨移植，関節置換などの

salvage手術を行う前に行ってみる価値があると
思われた．
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1-5-5

PIP関節掌側脱臼および掌側脱臼骨折の

治療経験

恥larFractureDislocationoftheProximalhter-

phalangealJoint

'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】PIP関節掌側脱臼および掌側脱臼骨折は稀

な外傷である．今回われわれは，当科で手術的に

治療したPIP関節掌側脱臼および掌側脱臼骨折の

7例を検討したので報告する．

【対象】1980年以降当院で治療を行なったPIP関

節掌側脱臼4例，掌側脱臼骨折3例を対象とし

た.男性5例，女性2例，手術時年齢は14～54歳

(平均34歳）であった．受傷側は右2例，左5例

受傷指は中指l指，環指6指であった受傷原因

は，ドリルの巻き込みが2例，転倒が2例，その

他が3例であった．脱臼骨折の3例中2例は陥没

骨片を伴っていた．治療法は，観血的骨接合術2

例，観血的整復術4例，関節固定術l例であっ

た経過観察期間はlか月～18年であった．

【結果】掌側脱臼の4例は全例脱臼整復後に側副

靭帯縫合を施行し，伸筋腱中央索の縫合を2例

に,1例に縫縮を施行した．開放性であったl例

は陳旧例で関節固定を施行した．PIP関節の伸展

は－12～－14｡(平均-13｡),屈曲は92～102。

(平均97｡),PIP関節のROMは平均84.であった．

掌側脱臼骨折の3例中2例は骨片をキルシュナー

鋼線で固定し，1例は側副靭帯縫合を施行した．

全例に骨癒合を得た.PIP関節の伸展は-20～0。

(平均-11｡),屈曲は76～100｡(平均90｡),PIP関

節のROMは平均80.であった．

【考察】掌側脱臼は全例に片側の側副靱帯と伸筋

腱の損傷を認め整復障害因子となっていた．掌側

脱臼骨折は伸筋腱付着部の骨折を伴い，整復不良

によるボタンホール変形を生じるため手術的治療

が必要となる．自験例では全例に骨癒合を得て比

較的良好な可動域と患者満足度をえることができ

た

1-5-6

陳旧性PIP関節脱臼骨折の治療経験

TreatmentofChromcDorsalFractureDisloca-

tionsoftheProximalhterphalangealJomt

'大阪厚生年金病院整形外科，2行岡病院整形外科・

手の外科センター

○三宅潤一'，島田幸造'，高樋康一郎'，

正富隆2

当科で手術加療を行った陳旧性PIP脱臼骨折の

術後成績を検討した．

【対象および方法】陳旧性PIP脱臼骨折6例（男5

例，女l例手術時年齢31-58歳，平均42歳受

傷後手術までの期間5-16週，平均8週．術後経

過観察期間2-19ケ月，平均6.8ケ月.)の治療方

法と予後を調査した4例は脱臼位のままの放置

例で，2例は他院で脱臼位のままpinmngを受け

た症例であった．手術は関節面整復を目指した

が，手術歴を有する場合や受傷後経過期間が長い

場合は関節軟骨面が欠損してその整復は不可能

で，その際は掌側板前進法もしくは骨軟骨移植を

行った．関節面整復を行えたのは3例（受傷後平

均5週）で，側方進入より陥没骨片，掌側骨片を

整復した後,DynamicDistractionApparatus
(DDA)で整復位を維持した．術翌日より可動域

訓練を行い，平均5週でDDA抜去した．関節面

整復が困難であった3例（受傷後平均10週）のう

ち2例には掌側板前進法（1例はDDA併用）を

行い，1例に有頭骨からの骨軟骨移植を行った．

【結果】関節面整復を行った3例は，1例でDDA抜

去後軽度背側脱臼再発したが，瘻痛関節症変化

の出現無く，伸展-20-0度（平均－8度)，屈曲90－

105度（平均100度）と可動域も良好であった掌側

板前進法の2例は，早期より背側脱臼が再発し，

その後関節症変化が進行した．最終平均可動域は

伸展-23度屈曲80度であった．骨軟骨移植を

行ったl例は，現在術後2ヶ月であるが，伸展可

動域0度，屈曲可動域85度と経過良好である．

【まとめ】受傷後5週程度であれば関節面整復

DDAで良好な成績を得ることができた．関節面

再建が困難であった症例に対して，2例は掌側板

前進法,DDAで治療したが成績不良であり，骨軟

骨移植の1例は術後経過良好であった以上の結

果より，関節面再建，掌側の骨性支持が最も重要

と考えられた．
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1-5-7

手指PIP関節脱臼骨折に対するDy-
namicDistractionApparatusを用いた
治療成績

ResultsofRfactureDislocationoftheProxim31

InterphalangealJoint'IifeatedwithDynamicDis-

tractionApparatus

'諏訪赤十字病院整形外科，2抱生会丸の内病院整

形外科，3つちかね整形外科クリニック

○松木寛之1，中土幸男2，土金彰3

【目的】手指PIP関節脱臼骨折は，しばしば治療が

困難となり合併症として関節可動域制限や変形性

関節症を生じることがある．我々は手指PIP関節

脱臼骨折に対し,DynamicDistractionApparatus

(以下DDA)を用いて治療してきたので，今回そ

れらの成績について検討した

【対象および方法】症例は19例19関節，男性17例，

女性2例，手術時平均年齢は42.9歳であった．受

傷指は示指が1例，中指が5例，環指が12例，小

指が1例であったイメージ下に徒手整復が可能

なことを確認した後，基節骨骨頭中心，中節骨骨

頭中心に1.2mmのピンを平行に刺入しDDA本

体，ゴムバンドを装着した．また，中節骨基部の

背側脱臼を認める症例では中節骨基部にさらに1

本のピンを平行に刺入しゴムバンドで脱臼方向と

逆方向へ牽引を行った必要に応じて，骨移植，

k-wire固定を追加した術後は早期に自動運動を

開始したDDAの平均装着期間は4.9週であっ

た術後経過観察期間は平均18.6ヵ月であった

【結果】術後4例に瘻痛の残存を認めたPIP関節

の術後平均可動域は屈曲77.6.,伸展-10.2.,

arc67.4.であった．骨癒合は全例で認められた．

術後3例に背側亜脱臼の残存を，2例に変形性関

節症を認めた．

【結論】DDAの手技はイメージ下に1.2mmのピン

を2～3本平行に刺入した後本体，ゴムバンドを

装着すればよく手技が容易である．また，軽量

コンパクトで示指から小指において隣接指と干渉

することなく術後自動運動が行える．一方，牽引

の力源がゴムバンドであるため，牽引力の調節が

やや難しいという点もある．今回の調査では，早

期の関節運動による十分な可動域が得られたが，

亜脱臼の残存した症例や変形性関節症を生じた症

例も数例認められた．関節面の骨折型によっては

積極的な関節面の修復を同時に行うなどの工夫が

必要であると考えられた．

1-5-8

陳旧性PIP関節脱臼骨折に対する治療成

績の検討

Suxgical'IifeatmentfOrUnreducedracture-dislo-

cationofPIP

'慶應義塾大学医学部整形外科，2国立成育医療セ

ンター整形外科

○佐藤和毅'，中村俊康19高山真一郎2,

戸山芳昭'，池上博泰Ⅱ

【目的】PIP関節脱臼骨折は，適切な初期治療が行

われずに陳旧例となり，治療に難渋することは少

なくない．治療成績に影響をあたえる因子，治療

における問題点，などを明らかにする目的で，当

院で過去10年間に治療を行った陳旧性PIP関節脱

臼骨折症例について検討を加えた．

【対象】1998-2007年の10年間に当院で手術加療を

行った症例は26例26関節，男性21,女性5例，年

齢は14-72歳（平均32歳),右側18,左側8例，指

別では示指5，中指2，環指11,小指8例であっ

た．受傷から手術までの期間はl.1週間から11ヵ

月（平均3.5カ月）であった．受傷型は背側19例，

掌側l例，その他6例であった．手術は原則とし

て矯正骨切り術（矢部法を含む）を施行したが，

関節軟骨損傷が高度であった4例に肋骨肋軟骨移

植術による関節形成術を行った．矯正骨切り術

は，7例で骨移植を追加，5例で屈曲伸展可能な

創外固定器を併用した術後経過観察期間

は，3ヵ月から6年，平均13ヵ月であった

【結果】全例で骨癒合を獲得した．最終診察時の

PIP関節可動域は，矯正骨切り術例が平均71度，

肋骨肋軟骨移植例が平均55度であり，軟骨損傷が

著しかった後者が劣った矯正骨切り術例では，

関節面の陥没を伴う例や術前より拘縮を来してい

た例は成績が不良であった．術前期間と獲得可動

域の間に明らかな相関は見られなかった．長期経

過例では，関節裂隙の狭小化が見られる症例が

あったが，瘻痛や可動域の悪化は認めなかった．

【結論】矢部法を含む矯正骨切り術は，臨床症状

の改善が期待でき，陳旧性PIP関節脱臼骨折の治

療法として有用であった関節軟骨損傷を伴う症

例に対しては，肋骨肋軟骨移植術による関節形成

術が治療の選択肢の一つとなる，と考える．
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1-5-9

骨性マレット指に対する我々の分類と適応

Ourclassificationandindicationfbrmalletfingers

'岡山赤十字病院整形外科，2土谷病院

○小西池泰三'，寺井祐司2

骨性マレット指に対する石黒法は優れた治療法

であるが，その適応と限界については必ずしも明

確なものはない．我々は第49回の本会において石

黒法の適応と限界を考察する目的でマレット骨片

をその形状から分類した．今回，この分類をもと

に我々の適応を考案した平成17年以降この適応

により加療してきた今回この治療成績の検討を

おこなったので報告する．（対象および方法）

我々の分類と治療方針TypeOマレット骨片が掌

側へ移動しないもの．石黒法の適応としない．

Typel(avulsion)三角形の小骨片,Type2

(rotate-avulsion)関節面は大きいが厚みのない骨

片．これらは石黒法の適応.Type3(split-avul-

sion)三角形の大骨片，脱臼傾向はないもの．マ

レット骨片にさらにwireを刺入する石黒変法．

Type4(split-compression,dislocation)脱臼傾向

のあるもの．これはまず屈曲位でDIP関節を固定

し，マレット骨片にwireを刺入した後extension

blockを挿入する．平成ll年より当科において経

験した新鮮骨性マレット指は41指38（男28,女10

例)，平均年齢34歳である．平成17年までの26指

(A群）は石黒法，平成17年以降の15例(B群）に

は，この新たな治療方針に基づいて治療をおこ

なった．治療成績は術後の側面のX線像にて行

い，優stepoffOnun,良lmm以下，可lmm以

上，不可整復不能例とした．（結果および考察)A

群では優9指，良4指，可ll指，不可2指であっ

た.B群では優11指良3指，不可1指であった．

良の1指と不可の1例は受傷後約2ヶ月を経過し

たものであったマレット指は日常的によく遭遇

する骨折であり，経験の浅い一般整形外科医が加

療することも多い．その意味で石黒法の適応を明

確にすることは重要であると考える．

1-5-10

マレット骨折の治療経験（閉鎖的骨螺子

固定法）

ClosedReductionandScrewFixationofMallet

FingerRfacture

'関西医科大学附属枚方病院整形外科，2巽病院整

形外科，3牧病院整形外科

○児島新'，飯田寛和1，森裕之19

中村誠也2，岡村泰三3

【はじめに】マレット骨折の外科的治療について

はさまざまな方法が報告されている．しかしなが

らいずれの方法も長所と短所があり，未だに新し

い固定法の報告も散見される．われわれは従来の

石黒法に加えて骨折片をScrew固定する手法を

行っており，今回その手術成績を調査し検討を加

えた

【対象と方法】対象は2004年10月～2006年10月に

手術を施行した13例である．骨片の大きさは全例

末節骨関節面の1/3以上の症例であった手術方

法は皮層の小切開(5mm以下）のみで行い，骨

折部を展開することなくイメージ下に骨片を征服

しSynthes社製1.5mm｡screwl本を用いて骨片

の固定を行った.K-wireを用いた一時的なDIP関

節固定の追加は6例に施行，7例にはDIP関節固

定を行わなかった.DIP固定症例ではpmは皮下

に埋没し術後6週で抜去，自動運動を開始した．

術後の平均観察期間は平均14ヶ月である．

【手術成績と考察】Screw抜去までの平均期間は

5カ月．手術成績はCrawford評価法でll例が

Good以上であったDIP固定の併用を行わなかっ

た症例1例に術後経過中にScrewの露出が見られ

たが，感染は発生しなかった．受傷時のX線側面

像で骨片が小さい症例でも骨折面の長さが2.5

mm程度あれば本法の実施が可能であることがわ

かった．骨片が小さい症例では固定手技にコツを

要するが，経皮ピンニングに比べ,1)早期から

患部を水に濡らすことが可能で，患者のストレス

が軽減できる．2）固定性が安定している点が優

れていた．またより径の細いScrewを選ぶことで

固定の技術の難しさの改善余地がある有用な手術

法であると思われた．
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1-5-11

フックプレートによる骨性マレット指の

治療経験

TieatmentofMalletFifactureusmgaHookPlate

広島大学整形外科

○角 西 寛 ， 砂 川

來嶋也寸無越智

融，鈴木修身，

光夫

【目的】石黒法で整復不良であった新鮮あるいは

陳旧性骨性マレット指に対して，フックプレート

固定を行い，比較的良好な成績が得られたので報

告する．

【対象】2007年4月から2007年9月までに当科に

て手術を行った5例5指を対象とした．男性2例

2指，女性3例3指であり，中指2指，環指2

指，小指1指，手術時年齢は平均27歳であった．

陳旧例2例（3週以上)，石黒法施行後の再手術

例3例で，術後経過観察期間は平均77.4日であっ

た

【手術方法】DIP関節背側にY字切開を加え，骨折

部を新鮮化した後,Stryker社製ProfyleComboの

XST-shaped90｡4穴プレートの直線部のScrew

孔部を半円状になるよう切断し，切断端を90｡程

度徒手的に曲げ鈎状となるよう加工したその鈎

状部分を伸筋腱の背側より剥離骨片背側中枢端に

ひっかけ，末節骨に引き寄せるようにしてプレー

トを設置した．整復状態をイメージで確認した

後corticalscrewl～2本にて，プレートを末節

骨に固定した．術後は，アルフェンスシーネによ

る外固定を3～4週間行った．

【結果】全例で骨癒合が得られ，調査時のDIP関

節の平均可動域は，伸展-10.50,屈曲51.3.で

あった．

【考察】骨性マレット指を観血的に整復固定する

内固定材料は，使い勝手の良いものがこれまでな

かった.2007年'Ibohの報告(JHS-B)したフック

プレート固定を追試してみたが，この方法では，

小さな骨片に固定材料を刺入する必要なく良好な

整復位が得られ，石黒法で良好な成績が得られな

い症例には行われてよいと考える．

1-5-12

陳旧性骨性マレット指の治療経験

Treatmentofchromcmallet丘actures

'津山中央病院整形外科，z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】我々は陳旧性骨性マレット指に対しても，

経皮的に骨折部を新鮮化し石黒法やその変法を試

みてきたが，偽関節例を経験してから'Ibohらが報

告した1.3nnnAOhandmodmarsystemstraight

plateを加工した4@hook''plateを用いた固定法も
採用し始めた．当院での陳旧性骨性マレット指の

治療成績を検討し報告する．

【方法】過去4年間に手術を要した受傷後3週間

以上を経過した骨性マレット指のうち，3カ月以

上の経過観察が可能であった11例を対象とした．

男7例，女4例で，初回手術までの平均日数は42

日であった．術後平均経過観察期間は3.2ヵ月で，

平均年齢は20.3歳，右5例，左6例で，示指2

例，中指5例，環指3例，小指l例であった初

回手術は石黒法・石黒変法が10例，プレート固定

がl例であり，石黒法のl例に偽関節を生じプ

レート固定を行った．骨折型はWhehb&eacute;

&Schneiderの分類を用い，治療成績はCrawfOrd

の評価基準を用いた．

【結果】骨折型はTypelB:3例,2B:8例であっ
た石黒法・石黒変法で骨癒合した9例の評価は，

excellent:1例,good:5例fair:2例,poor:1例
であった．成績不良例は6週以上の陳|日例に多

く,fairの2例は成人例で,poorの1例は関節面

の整復が不良であったプレート固定はexcel-

lent:1例good:1例であり，術後に爪の変形や
皮弁の壊死等の合併症はなかったが，抜釘時に関

節面の損傷が認められた．

【結論】我々の骨性マレット指に対する第一選択

は石黒法であるが，偽関節例に加えて6週以上の

陳旧例でも観血的整復が必要だったと思われ，そ

の固定法として'Ibohらの方法は有用と思われた．

また，この方法は術後早期から可動域訓練が可能

なので，自験例では臨床成績が不良な成人例や活

動性の高い症例にも適応を考えているが，関節面

の保護のために骨癒合が得られれば早期の抜釘が

必要と思われた．
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1-5-13

Treatmentofmalletfingerwithdorsal

stickedsplint:retrospectivestudyof

270cases

SOSMainStrasbourgH6pitauxUniversitaires,

CentredeChirurgieOrthopediqueetdelaMain

○SybineFacca,ChihabTaleb,PhilippeLivemeaux

'Ihkingcareofmallethngerisdifficult,and

complicationsarefifequent,notablywiththesur-

gicaltreatment・Rmctionaltreatmentappealsto

numeroustechniques,ofwhichnobodyhave

givenevidenceofitssuperiorityGWereportthe

experienceofadorsalstickedsplint,whichpro-

tectstipfunctionandimprovestheobservance

ofthetreatment.

Ourretrospectivestudyconcerned270mal-

letfingers(153tendineousandosseousll7)on

265patients丘om2003to2005・Thetechnique

consistedinstickmgonthenailtabletan

thenno-fOrmedsplintonthelasttwophalanxes.

Thetreatmentlast8weekshrtendmeousmal-

letsand6fOrtheosseous,fOllowedbyanight-

bearingof2weeks.

AyeragefOllow-upwasofl8months.The

rateofcomplicationsofthisfunctionaltreat-

ment,wastheoneweakeroftheliterature,

with14,3%,distributedon6%ofthepatients.

Results,withanaverageof2,38｡ofresidualac-

tivedencitofextension,werebetterthanthose

oftheotherseriesoftheliterature・Fburteen

percentpresentedadeficitofextensionlower

than20･.'Ibndineousmalletshadalossofexten-

sionmorefrequentbUtlowerthanthatofthe

osseous・

Ourseriesdemonstratessothatthedorsal

stickedsplintiseffectiveinallthetypesofmal-

letfingers,anddecreasestheindicationsofthe

surgicaltreatment.Withregardtotheothertech-

niques,theadvantagesare:amorehfeetip,a

betterobservanceandadefcitofweaker

extension.

1-5-14

非開放性の母指槌指の手術治療

OperativetreatmentmrclosedmaUetthumb

中通総合病院整形外科

○千馬誠悦，成田裕一郎

【目的】腱付着部の骨片を伴わない非開放性の母

指槌指の6例に対して手術治療したので，治療成

績について報告する．

【対象と方法】1999年3月から手術治療し，術後

6か月以上経過観察できた6例を対象にした内

訳は男性5例，女性1例で，手術時年齢は28～60

歳，平均40歳であった．受傷から手術までの期間

は3～18日，平均12日であった術前の母指IP関

節の自動伸展は-65～～25.,平均-45･で，健側

と比べた伸展不足角度は50～80.,平均60.で

あった．手術は末節骨背側に骨孔を作製し，断裂

した長母指伸筋腱にナイロン糸をかけて遠位に前

進させ，腱の遠位断端に糸を通し，骨孔に引き込

むように縫合したIP関節を伸展位で鋼線固定

し，術後は手関節を含めて4週間外固定した．4

週後に鋼線を抜去し，自動運動を開始させた．

【結果】術中の腱断端間の離開は4～7mmで，

全例で腱断端を密着させて縫合が可能だった最

終調査時の母指IP関節の自動伸展は－10～25｡,

平均3．で，伸展不足角度は平均11.であった．一

方，自動屈曲は平均53.で，健側に比べての屈曲

制限が15～40｡,平均26.であった．ピンチカは健

側比83～113%,平均93%であった．3例が軽度の

瘻痛を訴えていたが，日常生活や仕事上の障害と

なっていなかった．

【考察】骨片を伴わない非開放性の母指槌指に対

する治療には，保存的治療と手術治療が報告され

ている．6例ともIP関節の伸展不足角度が50.以

上と大きく，確実に伸展を得る目的で，また，外

固定期間がより短縮できる手術治療を選択した．

術後は伸展障害の改善は期待できるが，屈曲制限

が残ることを念頭におき，手術に臨む必要があ

る．
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1-6-1

Foveaで損傷を受けたTFCC損傷におけ

るfOveasignの有用性について

TheefficiencyofthefOveasigninthelesionof

TFCC

関西電力病院整形外科

○西村隆一，藤尾圭司，藤井貴之，

大室智士，好井覚

【はじめに】われわれは1998年以降Fbveaで損傷

したTFCC損傷について積極的に鏡視下縫合術を

行い，その症例は120例をこえている．最近，徒

手検査として"fbveasign''が話題としてあがっ

ているが,"fbveasign"がTFCC損傷の徒手検査

として有用か否かをprospectiveに調べた．

【対象と方法】対象は2007年3月から9月まで当

科において術前にMm,関節造影でTFCC損傷と

診断され実際に鏡視下手術で確認された21例（男

性15例，女性6例),平均年齢31.2歳(16～58.6

歳）である．罹患手関節は右15(82.4%),左6

(17.6％)，受傷から手術までの期間は平均152.4

日であった．術前のG@fOveasign"徒手検査はすべ

て同一の検者が行い健側と比較した．手術は

TFCC損傷全例に鏡視下縫合を行った．

【結果】鏡視下所見で損傷があり，術前に"fOvea

sign"があったものは57.1%(21例中12例）で

あった．鏡視下所見ではTFCC損傷は随1mar分類

の1A+1Bが2例,1Bが19例であった．術後は

"fOveasign"は全例で消失した．

【考察】TFCC損傷の診断において種々の徒手検

査が行われている．代表的検査としてmnocarpal

stresstest,ballottementtest,piano-keysignなど

があるが，局所周囲の圧痛を直接に触れる"fO-

veasign"が有効との報告が散見される.Mayo

climcの報告では,fOveasignは感度95.2%と報告

されているが，これに比べて頻度は少なく，有用

な検査といえるかどうか今後症例を増やして検討

したい．

1-6-2

TFCC障害に対するマイクロスコピーコ

イルMRI所見と手術治療との比較検討

ComparisonofMRIwithMicroscopyCoiland

Arthroscopic'IifeatmentfOrTFCCDisorder

聖マリアンナ医科大学整形外科学教室

○ 里 見 嘉 昭 ， 清 水 弘 之 ， 新 井 猛 ，

泉 山 公 ， 別 府 諸 兄

【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,Mmでの描出には限界があ

る．今回，直径47mmマイクロスコピーコイルを

使用したMⅢ所見と関節鏡を含めた手術治療を

行った症例を比較検討した

【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Mmを行った20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）三角靭帯(upperlamina),4)三角靭
帯(lowerlamina)の4部位とし，関節鏡のプ

ロービングでTFCCの緊張度の低下との関連を検

討した．関節鏡処置は滑膜切除術（12例),TFCC

部分切除術（6例),TFCC縫合術(2例）を適宜

施行したさらに4例に尺骨短縮術を,1例に

TFCC縫合術の追加手術を行った．施行した術式

とMⅢ結果を比較検討した．

【結果】関節鏡所見の障害頻度は1）僥骨付着部3

例，2）ディスク部6例であった.Mmの比較で

はそれぞれ感度・特異度は1)100%･100%,2)

80%･93%であった.TFCC緊張度の低下は20例

中10例に認め,3)upperlaminaと4)lowerlam-
inaの部位とTFCC緊張度の低下の感度・特異度

は3）80％・90％，4）50％・90％であった術後

成績から，三角靭帯損傷と緊張度の低下の見られ

た3例では，滑膜切除術や部分切除術では症状の

軽快は得られず，尺骨短縮術またはTFCC縫合術

の追加手術により症状の軽快が得られていた．

【結論】Mmによる三角靭帯損傷の有無と鏡視下

でのTFCC緊張度の低下は,lowerlaminaよりup-

perlaminaの損傷に比較的関連性が見られたさ
らにデイスク部損傷のみではTFCC部分切除で成

績は安定するが,TFCCの実質やupperlamina損

傷を合併した場合には緊張の改善を得る尺骨短縮

術またはTFCC縫合術を考慮する必要があり，

ディスク部損傷,upperlamina損傷TFCCの緊
張の3つの要素が手術法の決定を示唆する因子と

考えられた．
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1-6-3

DRUJの鏡視所見を加味したTFCC損傷

の診断

ArthroscopicdiagnosisofTFCCinjury-compari-

sonbetweenradiocarpalanddistalradioulnar

joint-

名古屋大学手の外科

○山本美知郎，奥井

申正樹，平田

伸幸，三ツロ秀幸，

仁

【目的】TFCCの所見をRqとDRmからで比較

し，従来からのRq所見による診断にDRIW所見

を加えることで最終診断が異なるかを調査するこ

と．鏡視時尺側部痛の有無で2群に分け所見の違

いを調査すること．

【対象と方法】DRmとRqを共に鏡視した67例

手術時年齢は15から67歳で，術前診断は尺骨突き

上げ症候群が25例,TFCC損傷/DRII障害が20

例，キーンベック病が5例，手関節炎が4例，尺

骨茎状突起骨折が3例，その他が10例.TFCCの

所見はnonnal,wear,tearの3つに分類した

【結果】Rq,DR町共にnormalは27例で，共に

wearが9例，そして共にtearは4例であった．

RqからnormalでもDRmからwearが16例あり，

逆にDRmからnormalでRqからwearはl例の

みであった．RqからtearでもDRmからはtear

を認めずnormalが3例，wearが6例あった．逆

にDRmからtearでRqからnormalがl例，wear

がl例であった．両関節からの所見を合わせて最

終診断とした場合，尺側部痛（＋）群は54例あ

り,nonnalが18例，wearは21例,tearが15例で

あった尺側部痛（－）群は13例でnormalが9

例，wearが4例であった．

【考察】tearの診断についてはRqからは15例中

13例が確認でき,DR町からは15例中6例しか確

認できなかった．しかしDRmからのみtearを確

認できた症例も2例あり，またwearはDR町から

より高頻度に認められた.TFCC損傷の診断は

Rq単独よりもDRInの所見を加えることで最終

診断は異なる．また，尺側部痛（＋）群のほうが

TFCCの異常所見を多く認めた

1-6-4

僥骨遠位端骨折に合併した三角線維軟骨

複合体損傷の手関節鏡視下評価

Arthroscopicevaluationof'IifiangularFibrocarti-

lageComplexLesionsinradiusdistal丘actures.

'国立がんセンター東病院2HandandMicrosurgery

Cente喝SeireiHamamatsuHospital,Hamamatsu,

Japan

○友利裕二1,森谷浩治29大井宏之2,

高橋勇二2，斎藤英彦2

【目的】僥骨遠位端骨折に合併するTFCC損傷の

関節鏡視所見および骨折形態との関係について検

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

定時に手関節鏡でTFCCを確認した85例88手（男

性31,女性54)である．手術時年齢は16～89歳

(平均54.8歳)，骨折型は斎藤分類でColles骨折18

例，粉砕Colles骨折44例,Smith骨折2例，粉砕

Smith骨折14例，掌側Barton骨折4例，掌側

Barton-chauffeur合併骨折5例,chauffem骨折1

例であった対象を尺骨茎状突起骨折の有無関

節外・内骨折，掌側・背側転位型骨折に分けて

TFCC損傷の有無や損傷形態(Hlmer分類）につ

いて比較検討した

【結果】TFCC損傷は88例中80例(90.9%)に認

め,Hlmer分類では1A4例1B39例,1B+1D8

例,1D29例であったTFCC損傷と年齢に有意な

関係は認めなかった尺骨茎状突起骨折合併59例

から基部骨折を除いた34例中32例，尺骨茎状突起

骨折を認めなかった29例中23例にTFCC損傷を認

めたが，両群問で発生頻度，損傷形態に差を認め

なかった．関節外骨折20例中17例，関節内骨折68

例中63例にTFCC損傷を認めたが，両群間で発生

頻度に差を認めなかった．関節内骨折では損傷形

態として1Dが有意に多かった．掌側転位型骨折

26例中24例，背側転位型骨折62例中56例に損傷を

認めたが，頻度および損傷形態に両群間で差を認

めなかった．

【考察】関節内骨折ではlD損傷に注意する必要が

ある．尺骨茎状突起骨折を合併しない場合，

TFCCが損傷する可能性は低いと思われていた

が，本調査より尺骨茎状突起骨折の有無はTFCC

損傷の指標とならないと思われた．
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1-6-5

TFCC損傷における鏡視下でのfloating
sign

FloatingsignunderarthrosopewithTFCCin-

juryatFbvea

関西電力病院整形外科

○藤尾圭司，好井覚，西村隆一，

片山幹，藤井貴之

【目的】関節鏡でTFCC損傷を診断する方法とし

てtrampolinetestが有名であるが，実際には弾力

性が年齢や変性の程度によって異なるため正確な

診断は困難である．我々はFbveaでのTFCC損傷

の場合に僥骨手根関節内でシェーバーを用いて吸

引をかけるとTFCC実質が浮き上がってくる事を

発見した．その後の症例で診断可能であったかど

うかを検討したので報告する．

【対象および方法】手関節尺側部痛を訴え，回内

外時のClickおよび脱臼感がありMⅢ，遠位僥尺

関節造影でFbvea損傷を認めるものを今回の対象

とした．症例は42例，平均年齢30.3歳，受傷から

手術までの期間は平均143.5日であった．手術方

法は僥骨手根関節側からシェーバーで吸引し

noatingsignを確認し，一方観血的にFbveaを掌側

から確認し損傷の有無を確認し損傷例について縫

合を行った．

【結果】全例でHoatingsignを認めた．実際にFo-

veaを見ると靭帯付着部は剥奪していた．縫合す

ると全例でmoatmgsignは消失したこのうち

trampohgtestが陽性であったのは16例に過ぎな

かった．

【結語】floatingsignはFbveaでのTFCC損傷の関

節鏡での診断に有効な徴候である．

1-6-6

尺骨突き上げ症候群に対する0rthofixミ

ニ延長器を使用した尺骨短縮骨切ﾚﾉ術

UnarShortenmgOsteotomyusingtheOrthonx

Mini-distractor

'函館亀田病院整形外科，2弘前大学医学部整形外

科，3青森市民病院整形外科，江藤さとる整形外

科クリニック

○三浦一志1，藤哲2，坪健司3，

工藤′暦，

【目的】われわれは尺骨突き上げ症候群に対して，

Orthofixミニ延長器を使用して骨短縮を行う尺骨

骨切り術を考案し施行してきた本術式の臨床成

績を検討し報告する．

【対象】1998年から2006年までに本術式を施行した

尺骨突き上げ症候群症例9例を対象とした．内訳

は男性4例，女性5例で，右側5例，左側4例，手

術時年齢は16歳から57歳（平均40.4歳）であった

術前のulnarvarianceは,0mmから5.0mm(平均

3.6mm)であった．術後経過観察期間は1ヵ月か

ら42カ月（平均17.2カ月）であった

【方法】手術は全身麻酔あるいは腋窩伝達麻酔下

に施行した手関節鏡視下に三角線維軟骨複合体

の観察を行った後に,OrthofixM-100系のミニ延

長器を尺骨骨切り部をはさんで3.0mmキルシュ

ナー鋼線4本を用いて装着した上で骨切りを行っ

た必要量の骨切除を行った後に，延長器のネジ

付きシャフトを回し骨切り部の短縮を行った充

分圧迫を加えた後に2.7mm7穴A－O圧迫プレー

トにて骨切り部に更に圧迫を加え内固定し，延長

器を除去した.Cooneyの評価法を用いて最終経

過観察時の臨床評価を行った．

【結果】術後の111narvarianceは平均Omm(-2.0

mm～1.0mm)であった．骨癒合は，術後経過の

短い1例を除いた8例で，術後7週から16週（平

均9.6週）にて得られていた．術後外固定は2週か

ら6週（平均4．4週）行われていた2例で遠位僥

尺関節の変形性変化が生じていた．術後6カ月以

上経過観察可能であった8例の臨床評価はExcel-

lent5例Fair2例morl例であった．

【考察】本法の第一の利点は骨の短縮操作及び内

固定操作が非常に容易であることである．また尺

骨が延長器により固定されているため正確な骨切

りが可能であり，更に延長器を使って骨切り部に

充分な圧迫を加えることが可能であるため早期よ

り確実な骨癒合が期待できる．
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1-6-7

尺骨短縮術の問題点：第1報偽関節手術

例の検討

Complicationsoftheulnarshorteningosteotomy

'慶應義塾大学医学部整形外科，2足利赤十字病院

整形外科,3藤田保健衛生大学坂文種報徳会病院整

形外科

○中村俊康1，浦部忠久2，寺田信樹3，

戸山芳昭'，池上博泰』

【はじめに】尺骨短縮術は尺骨突き上げ症候群や

TFCC損傷に対して本邦では広く行われている手

術法である．しかし，合併症としてplateの緩みに

よる偽関節や抜釘後の再骨折など，再手術を必要

とする症例がある．今回偽関節による再手術例

を検討した．

【方法】1991年以降単一の術者が行った尺骨短縮

術症例407例422手中，再手術を余儀なくされた偽

関節例18例20手を対象とした男性9例，女性9

例，年齢は27～74歳右9，左7，両側2例であっ

た初回の使用plateはAOLC-DCP4穴14手，

同5穴6手で，短縮量は2～4nnn,平均2.9

mmであった．初回手術から再手術までの期間は

3～25カ月，平均7カ月であった年齢性別構成

の特徴，喫煙歴，偽関節の形態再手術法，最終

成績を検討した．

【結果】男性の年齢は27～68歳（平均43歳)，女性

は37～74歳（平均60歳）と有意に女性で高年齢が

多かった．喫煙歴は男性7例，女性l例と有意に

男性が多かった部分的に癒合していたのは4

手，残りの16手は尺骨短縮骨切り部に線維性の嬢

痕が進入し，偽関節を呈していた．感染による偽

関節はなかった.18手ではl～5本のScrewの緩

みが存在した再手術は全例で榛骨皮質骨のinlay

移植を行い,LC-DCP4穴を6手に,LC-DCP

5穴を3手に用い，内LC-DCPの4穴2手と5穴

3手は元位置とはずらしてplatingした最近の11

手ではlowprofileplateをdoubleplatingした．全

例で骨癒合が得られ，初回手術後とulnarvari-

anceは変化なかった．最終成績は優16,良4手で

あった．

【考察】今回の検討で尺骨短縮術後に偽関節を呈

したのは全体の4.7％で，男性の喫煙者と女性の

60歳以上の高齢者では注意を要することがわかっ

た．Screwの緩みが原因と考えられることから，

使用plateには改良を要する．

1-6-8

尺骨短縮術における模状骨切レノガイドの

試用

WedgeOsteotomyGuidefOrUlnarShortening

'富山大学整形外科，2西能病院整形外科

○長田龍介1，堂後隆彦2，頭川峰志1，

関英子』

【目的】尺骨突き上げ症候群に対する尺骨短縮術

を行った後に著しく骨癒合が遷延した症例を過去

に経験した．この症例は尺骨長軸に直角な面で骨

切りし，圧迫器を用いて骨面を合わせ，さらにダ

イナミックコンプレッションプレートで強固に固

定したものであった．それ以降当科では，切骨部

に過剰な圧迫をかけなくても回旋負荷にある程度

抗しえるような骨切りを行うための一工夫として

骨切り面に模状の凹凸を作成する方法を用いてい

るので報告する．

【方法】骨切り面は，骨軸中心線上に頂点を有する

2平面からなる．骨切り部分を寄せ合わせると模状

凹の遠位側骨きり面に対して，これと平行に作成し

た凸の近位側骨切り面がはまり込む形となる．最初

のl例ではキルシュナーワイヤーで多数の孔を穿ち

これらをノミで連続させて模状骨切りを行ったが，

多数のワイヤーを狙った位置にすべて平行に刺入す

ることが容易ではないので骨きりガイドを作成し

たこのガイドにはプレート固定に用いるスク

リュー1本と仮固定用の複数のキルシュナーワイ

ヤーを通す孔がついており，これらでガイドを尺骨

に固定するようになっている．ガイドの溝に沿って

骨切りすると120度の開きを有する2平面からなる

喫状面が出来る．プレート越しに最初のスクリュー

を刺入固定し，用手的に骨切り面を合わせた状態で

他のスクリュー刺入を続ける．

【結果】尺骨突き上げ症候群に対して模状の短縮

骨きりを行った対象は5例（男性4例女性1例）

であり術後追跡期間は6ケ月から3年10ケ月であ

る．全例において合併症なく骨癒合がえられ，主

訴であった手関節尺側の痛みは軽快している．

【考察】短縮骨切りにおける本ガイドの使用は，

術後早期には回旋負荷に対する安定性の点から外

固定期間の短縮に役立ち，長期的には接触面積の

増加から骨癒合に有用であると考える．
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尺骨短縮骨切ﾚﾉ術後の遠位僥尺関節にお

ける関節症性変化の出現は術後臨床成績

に影響をあたえるか？

RelationshipbetweenPOstoperativeCImicaland

RadiographicResultsofUInarShortenmgOsteot-

omyfOrmnarlmpactionSyndrome

'北海道大学大学院医学研究科整形外科，2北海道

整形外科記念病院

○岩崎倫政'，益子竜弥'，末永直樹'’

三浪三千男2，三浪明男」

【目的】尺骨突き上げ症候群に対し尺骨短縮骨切

り術（尺骨短縮術）を行う際最も考慮すべき点

のひとつは術後の遠位僥尺関節(DRm)におけ

る変形性関節症(OA)の発症である．しかし，そ

の発症率および術後成績に与える影響について

は，未だ，一定の見解は得られていない．本研究

の目的は,1)尺骨突き上げ症候群に対する尺骨

短縮術後DRmOAの発症率を明らかにし,2)そ

の発症が本術式の臨床成績に与える影響を明らか

にすることである．

【方法】対象は51例（男28,女23),53手．手術時

平均年齢は37（14-67）歳．手術適応は，1）保存

的治療に抵抗,2)positiveulnarvariance,3)

DRmOAを認めない症例とした．短縮量はulnar

zeroVarianceとなるようにした臨床評価は

Mayowristscoresystemに基づいた.Fbllow-up

時,X線にてDR町に骨鰊，関節裂隙の狭小化，

軟骨下骨の骨硬化のいずれかひとつを認めるもの

をOA発症例とした.DR町OA発症が術後成績

に与える影響を明らかにするため,OA非発症群

とOA発症群におけるscoreを統計学的に比較し

た(unpairedt-test,p<.05).

【結果】術後平均経過観察期間26か月にて，全症

例の平均scoreは52点から84点に有意に改善して

おり,excellentorgood例は53手中35手(66%)

であったDR町OAは,13手(34%)に認め，

OA非発症群とOA発症群のscoreは各,85点,81

点であった．両群間のscoreに統計学的有意差は

認めなかった

【結論】尺骨短縮術後にDRmOAの発症を,34%

の症例に認めた．本術式後に比較的高率にDRm

OAが発症することが明らかとなったが，その発

症の有無は術後臨床成績には影響を与えないこと

が示唆された．

1-6-10

遠位僥尺関節症に対するModifiedSauve-

Kapandji法

ModifiedSauve-Kapandjiprocedurefbrosteoar-

tMtisofthedistalradioulnarjoint

'政田整形外科・リウマチ科，2大阪労災病院整形

外科

○政田和洋1，惠木丈2，川端確2

われわれは関節リウマチ(RA)による遠位僥

尺関節(DRm)障害に対して，独自に開発した

棚形成術(ModifedSauve-Kapandji法）を行い，

その良好な成績を報告してきた(JBJs87A,

88A).今回は，非リウマチ性のDRmの関節症に

対して本法を行ったので報告する．

【症例】平成12年5月から平成16年12月までに手

術を行ったDRmの関節症7人7手（男4人，女

3人，右3手，左4手，手術時平均年齢は70．3

歳,）が対象である．初診時の主訴はいずれも手

関節の運動時痛であったが3人は手指の伸展不全

(中環小指1人，環小指1人，小指1人）も認め

られた以上の7人に対してModinedSauve-Ka-

pandji法を行った．伸筋腱断裂に対しては腱移植

を2例に，端側縫合をl例に行った．これらの症

例について術前術後のX線評価，瘻痛，手関節の

可動域を検討した

【手術法】これまで報告してきたRAに対する手術

法と同様である．伸筋支帯を第4コンパートメン

トで開放し,DRmを露出して滑膜切除を行った

後，尺骨遠位端を3cm切除する．切除した尺骨

の骨片を僥骨の尺側に作製したドリル穴に挿入し

3mmの小海綿骨螺子で固定する．初期の4例に

対しては尺側手根伸筋腱を用いた切除尺骨端の制

動術も同時に行った．手術翌日に前腕からのギプ

ス固定を行い，1週後に除去し抜糸を行う．

【結果】骨癒合は全例に問題なく得られた．術前

の瘻痛は全例に消失した．手関節の背屈／掌屈は

術前平均が689/65.,術後平均は739/58.であった．

【考察】DRInの関節症に対しては，尺骨頭切除術

やその変法(Bowers,Watson),棚形成術

(Sauve-Kapandji)が行われてきたが,Modified

Sauve-Kapandji法は手技が簡便であり，良好な初

期固定性が得られる優れた方法である．
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Sauve-Kapandji変法術後における尺骨近
位断端部痛の検討

TheproximalmnarstumppainandinstabilityafL

termodifiedSauve-Kapandjiprocedure

'慶應義塾大学医学部整形外科学教室，2金子整形

外科

○岩本卓士'，中村俊康1，戸山芳昭'，

池上博泰'，市川亨2

【目的】遠位僥尺関節障害に対するSauve-Kapandji

(S-K)法は有用な術式であるが，尺骨近位断端部

痛が問題となる．我々は切除した尺骨を遠位僥尺

関節(DRm)に挟み込み固定するS-K変法を施

行しており，昨年度の本学会でレントゲン解析を

行い，その有用性を示した今回我々は本手術法

と尺骨近位断端部痛の関連につき検討した

【対象および方法】対象は32例42関節（関節リウ

マチ24例34関節，変形性関節症8例8関節）で，

術後平均観察期間は1年～6年3カ月（平均2年

llカ月）であった．これらの症例にS－K変法を施

行した．手関節部を背側より展開，滑膜切除後に

尺骨を遠位端より近位1～1.5cmで切断．この際

に尺骨頭のECU腱および腱鞘を可及的に温存し

た．切断部より近位l～l.5cm長の尺骨を切除

し，これをDRmに差し込み，海綿骨螺子とK-

wireにて固定した．尺骨近位断端は骨膜で巾着状

に覆い，尺側手根伸筋腱(ECU)腱鞘に強固に縫

合した．3週間のギプス固定後可動域訓練を開

始した．術後の尺骨近位断端部痛の有無と経過を

調査し，術前・術後の手関節基準肢位2方向単純

X線像でのX線解析と比較した

【結果】42関節中7関節（17％）にて術後早期に

尺骨近位断端部痛を認めた．このうち4関節は自

然経過にて消失し，3関節（7％）は癌痛が残存

したものの自制内であり，腱固定などの制動手術

を要した症例はなかった．尺骨近位断端部痛の有

無とX線解析値の有意な相関は認めなかった．

【考察】手関節の幅を維持する目的で改良を加え

た本術式は尺骨近位断端部痛の防止にも有用で

あった本法はDRmの破壊が激しい場合には，

原法と比較しECU腱鞘をより生理的な位置に保

つことにより尺骨近位断端部の安定化に寄与する

と考えられ，特に関節リウマチにより骨欠損を伴

う症例において有用であると考えられた

1-6-12

榛骨遠位端骨折に合併する遠位僥尺関節

不安定性術中評価の検討

Examinationofdistalradioulnarjointinstability

associatedwithdistalradiushfactures

聖隷浜松病院手の外科・マイクロサージヤリーセ

ンター

○小熊雄二郎，森谷浩治，齋藤英彦，

高橋勇二，大井宏之

【はじめに】僥骨遠位端骨折に合併するDRm不

安定性を客観的に評価するため，術中X線イメー

ジ透視下に判定する方法を考案し施行している．

今回，手関節鏡および術中所見でDR町不安定性

ありと判断した症例群と不安定性なしと判断した

症例群間における本評価法の結果を比較検討した

ので報告する．

【我々の評価法】僥骨遠位端骨折内固定後にx線

イメージで手関節前後像を透視する．尺骨頭近位

に径1.5mmキルシュナー鋼線(K鋼線）を刺入

し，患肢を術者の片手で僥骨が動かない様に把持

する.X線イメージ透視下にK鋼線を尺側方向に

最大限の力で引き,DRm関節裂隙の開大程度を

評価する．

【方法】2006年5月より本評価法を行った掌側

ロッキングプレート施行榛骨遠位端骨折のうち，

手関節鏡および術中所見でDRm不安定性ありと

判断した群24例（男性8例女性16例),不安定

性なしと判断した群13例（男性6例，女性7例）

を対象とした印刷されたイメージ画像を基に，

使用したK鋼線に対するDRm関節裂隙開大度を

調査し比較検討した．検定にはstudent'st-testを

用い,p<0.05を有意差ありとした．

【結果】牽引前一後で，手関節鏡および術中所見

でDRm不安定性ありと判断した群ではDRmは

K鋼線0.5～2.25（平均l.46)本分の関節裂隙開大

が認められ，不安定性なしと判断した群では

DR町はK鋼線0.0～l.4(平均0.4)本分の関節裂

隙開大が認められ両群間に有意差を認めた(p<

0.0001).

【考察】本評価法は検者の主観や経験を問わず，

容易かつ明瞭にDRIW不安定性を定量的に評価で

きる方法と考えられる．
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遠位僥尺関節外傷性不安定症に対する観

血的治療の検討

OperativeTreatmentfbr'Iiraumatichstabilityof

theDistalRadiouharJoint

熊本整形外科病院

○田嶋光

【目的】僥骨骨折がなくX線上完全脱臼を示さな

い遠位僥尺関節外傷性不安定症（以下DRm）は

診断が遅れ，病態の把握，治療法上も問題を残し

ている．手術例より診断法，手術法，治療成績に

ついて検討する．

【対象方法】全例DRm不安定感，前腕回旋障害・

瘻痛を訴えた症例で,1992年から2007年までの手

術例は13歳から63歳男16例女5例の21例21手．

受傷後3ケ月以内13例6ケ月以内6例1年以内2

例で，全例CT,Mm,関節造影を関節鏡は10例に

行った12例でCT回内位でMio法により背側へ

の転位を，15例で回外回旋転位を示し,Mmで10

例に尺骨小窩での断裂を見た手術法は尺骨茎状

突起固定3例TFCCの尺骨小窩への縫着17例背側

僥尺靭帯(DⅢ几）縫縮12例伸筋支帯補強を4例

に行い，内病態不明で背側での縫縮3例であっ

た．ほぼ全例に榛尺骨間固定を4週，最近では

TFCC縫着DRUL縫縮には金属アンカーを使用

した．

【結果】術後6カ月以上で症状固定となった21例

中5例でDRm不安定性が遣こり,1例では回外

拘縮 と な り ， 日 手会手関節機能評価では

Excellentl3例Good7例随irl例であった．陳旧

例で成績が劣った．

【結論】新鮮例に対し回外位外固定とするか直ち

に修復術を行うか迷うが，一応6週の外固定とし

て修復は期待できる．初診時MmでTFCC損傷状

況，回外位中間位回内位水平断CTで動的不安定

性，関節造影を行い診断を確実としその後の治療

法に備える．陳旧例ではTFCC損傷の有無の確認

が困難であるが背側でDRULの縫縮による安定性

は獲得できる．

1-6-14

僥骨に骨傷を伴わない遠位僥尺関節背側

脱臼の検討

DorsalDislocationoftheDistalRadioulnarJoint

WithoutBonyLesionofRadius

'東京都保健医療公社大久保病院整形外科，2慶應

義塾大学医学部整形外科学教室

○別所祐貴1，佐藤和毅2，池上博泰2，

戸山芳昭2，中村俊康2

【はじめに】遠位僥尺関節（以下DRm)背側脱臼

は僥骨骨折に合併することが多く，僥骨に骨傷を

伴わない例はまれである．今回，僥骨に骨傷を伴

わないDRm背側脱臼の手術例について調査し

た．

【対象･方法】症例は6例6手，男性5，女性1,右

4，左2手，年齢は17～60歳，平均37歳であった

脱臼の原因は転倒5，運動中1であった．受傷か

ら手術までの期間は8日～115日，平均55日で，

比較的時間を要した症例は5例あった．術前に著

明な回外制限と瘻痛を全例で訴えた．脱臼はCT

またはMmで確認した．治療法および臨床成績に

ついて検討した

【結果】手関節鏡視を行い，全例で三角靭帯の損

傷を認めたが，小窩部での完全断裂は3例，部分

断裂は3例であった完全断裂3例中2例には

TFCC直視下縫合,1例ではTFCC直視下縫合十

尺骨短縮術を行い，部分断裂3例には尺骨短縮術

で対応した．尺骨茎状突起骨折・偽関節例（各1

例）では骨接合を追加し，その他に鏡視下TFCC

部分切除をl例に，月状三角骨間関節不安定性を

認めたl例に同関節のピンニングを行った．5例

で疾痛の改善を認め，4例では回内外可動域は正

常，1例では10度以下の回外可動域制限を認め

た術後のDRm不安定性はなかった．尺骨短縮

術施行例1例では背側脱臼が再燃し,Sauve-Ka-

pandji手術を施行した

【考察】榛骨に骨傷を認めないDRm背側脱臼は，

TFCCを中心としたDRm周囲の支持軟部組織の

破綻を伴う．今回の検討では手関節鏡視で小窩で

の完全断裂3例ではTFCC縫合術を行い，部分損

傷3例では尺骨短縮術で対応可能であった．6例

中5例は陳1日例であったが成績は良好であったた

め，安易にSalvage手術を行うのではなく，積極

的な観血治療を行うことが望ましい．
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遠位僥尺関節内に及ぶ僥骨遠位端骨折の

治療成績

ClmicalOutcomesofDistalRadiusFracturesh-

volvingDistalRadio-UInarJoints

医真会八尾総合病院整形外科

○藤谷良太郎，面川庄平，飯田昭夫，

大川卓海，土肥義浩

【目的】遠位僥尺関節（以下DRII)に及ぶ僥骨遠

位端骨折について，術前CTにおけるDRm骨片

の大きさや転位の程度が術後成績に与える影響に

ついて検討した．

【方法】術前CTで,DRm関節面に骨折線を有す

る僥骨遠位端骨折31例を対象とした．手術時年齢

は28歳～78歳（平均62歳)，経過観察間は平均

16ヶ月であった．骨折型はAO分類でC2:8例,C

3:23例であり,DRmの破綻を示すRosental分類

でtype2:11例,type3a:16例,type3b:4例で

あった術前のCTからDRII関節面での骨折線

の位置,gap,stepoHを計測した．手術は掌側か

らのプレート固定を行い，尺背側の骨片は放置し

た．調査項目は，関節可動域，握力，合併症

DASHである．統計学的処理はSPSSを使用し,t

検定とSpearmanの順位相関検定により解析した．

【結果】Rosental分類:3aの4例で，術後DRm関

節症を認めた.type2はtype3a+bと比較して，

％掌屈が有意に高かった(P=0.04).DR町関節

面での骨折線の位置はどの因子に対しても影響し

なかったが，横断面でgap+stepoffが2mm以

上の症例は，％掌屈が有意に低下していた(P=

0.02)．矢状断で2n皿以上の転位は％背屈％回

外％回内を有意に低下させた(P=0.01,0.04,

0.02)．

【考察】Rosentalらは,DR町関節面を含む骨片の

転位方向に着目して榛骨遠位端骨折を分類してい

るが，それらの臨床成績について述べた報告はな

い．今回の研究で,DRm関節面の2mm以上の

転位によって術後可動域制限が生じることが示さ

れた．この場合，手術手技に工夫が必要であると

考えられた
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ピュアヒアルロン酸膜の指屈筋腱術後癒

着に関する研究

PureHyaruronicAcidMembranePreventsAdhe-

sionFbllowingFlexorTbndonlnjuryinRabbits

'九州大学大学院医学研究院整形外科，2九州大学

デジタルメデイシン・イニシアテイブデジタル

オーガン部門

○菊池克彦'，光安廣倫'，中西義孝2，

三浦裕正'，岩本幸英】

【目的】Zone2における指屈筋腱損傷は強固な縫

合法の開発，それに応じた新たなリハビリテー

ション法の開発により，一次縫合後の良好な臨床

成績が報告されている．しかし術後の腱周囲での

癒着は臨床上の問題とされ，古くから癒着防止に

関する実験がなされてきた．今回我々はヒアルロ

ン酸のみで生成されたピュアヒアルロン酸膜（電

気化学工業（株）を用いて兎の指屈筋腱術後の癒

着防止における効果を検討した

【方法】日本白色家兎のZone2深指屈筋腱を70%

切離後，縫合を行った．縫合腱の周りにピュアヒ

アルロン酸膜を周状にまいた群(HA群),car-

boxymethylcellurose膜をまいた群(CMC群),対

照群として縫合のみ行った群(control群）に分

けた．同時に中枢部で浅指，深指両屈筋腱を切離

しimmobilizationmodelとし,評価を行った術

後4週での腱周囲の癒着を組織学的に評価（各

群n=10)し，術後2,6週でのそれぞれの縫合

強度を引っ張り試験により評価（各群n=4)

し，術後3週での縫合腱滑走に要する仕事量によ

り癒着を定量的に評価（各群n=5)した

【結果】組織学的にCMC群とcontrol群では術後

2週以降で腱周囲の癒着を認めたが,HA群では

術後2週，4週でもHA膜は残存していた.Tang

らの方法により癒着の程度を評価したところHA

群は他の2群に比べて癒着の程度は有意に低かっ

た．引張り試験では3群において有意差はなかっ

た腱滑走に要する仕事量はHA群は他の2群に

比べて有意に低かった

【考察および結語】ピュアヒアルロン酸膜は腱強

度を低下させることなく，少なくとも術後4週

は体内に残存しており，腱周囲の癒着防止に関し

て効果を及ぼすことが出来ると，考えられた．腱

損傷後に固定を長期間必要とする症例では，臨床

応用が可能と考えている．

1-7-2

生体適合性ポリマーハイドロゲルによる

癒着防止効果の検討

TheBiocompatiblehlymerHydrogelPrevents

AdhesionFbrmation

'東京大学医学部整形外科，2名戸ケ谷病院

○石山典幸'，茂呂徹'，三浦俊樹'，

大江隆史2，川口浩！

【目的】外傷や手術後の腱癒着は深刻な合併症であ

る．この対策として，我々は細胞膜類似構造を有

する生体適合性材料,2-methacryloyloxyethylphos-

phorylcholine(MPC)ポリマーを用いたハイドロ

ゲルの組織癒着防止材の研究を行い，その効果を

報告してきた今回は，ゲル化機構に改良を加え

て生体内での分解速度を調節可能なハイドロゲル

(MPCゲル）を創出し，ウサギ趾筋腱損傷モデルを

用いて組織癒着防止材としての有効性を検討した．

【方法】家兎深趾屈筋腱を損傷後に縫合し,MPC

ゲルで腱縫合部を被覆後閉創した．ギプス固定3

週後に腱の修復と癒着の状態を肉眼的・組織学

的・力学的に評価し，ゲルを用いない対照群と比

較した．

【結果】腱縫合部の修復を検討すると，肉眼・組織

学的所見では，腱線維の形成と腱断裂部の連続性

は両群で明確な差異はなかった．また，腱破断張

力も両群間で有意差はみられず,MPCゲルによる

腱修復の阻害はみられなかった．次に，縫合部の

癒着の状態を検討すると，肉眼所見での線維性癒

着数は,MPC群で有意に少なかった．また，組織

学的所見では，対照群において強靭な線維性癒着

がみられたのに対し,MPC群では殆どみられな

かった．さらに，趾屈曲仕事量もMPC群で有意に

低下しており，著明な癒着防止効果がみられた．

【結論】今回の検討により,MPCゲルが腱縫合部

の修復を妨げることなく癒着を阻止することが明

らかとなった．我々はこれまでに,MPCゲルの特

質として，生体適合性に優れること，ナノメー

ター単位の三次元網目構造を有すること，湿潤環

境下でもゲル化し縫合部に粘着することを報告し

てきた．これらの結果を考え合わせると,MPCゲ

ルは画期的な腱癒着防止材となることが強く期待

できる．現在は，脊椎や末梢神経の手術後の癒着

への応用も検討している．
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1-7-3

ルブリシンを用いた腱表面処理は腱鞘外

腱移植を向上させる－犬を用いた実験的

研究一

LubricinSulfaceModificationlnprovesExtrasyno-

vial'IbndonGraftmginaCanineModelinvitro

'熊本機能病院整形外科,2MayoClimc

○田口学',RterC.Amadio2,

Kai-NanAn2,中島英親1,米満弘之’

【目的】ルブリシンは関節液内の主要な潤滑成分

であり，腱特に深指屈筋腱のような腱鞘内腱表

面に存在する．しかし，ルブリシンが腱の滑走を

改善する効果があるかはっきりしていない．今回

われわれは，腱鞘外腱の滑走抵抗に対するルブリ

シンの効果を調べたので報告する．

【方法】雑種成犬の40本の腓骨筋腱（以下PL腱）

と同側第2足趾を用いた.PL腱のパラテノンを

切除した後,PL腱と腱鞘間の滑走抵抗をAnらの

方法で測定した．その後,PL腱は以下のうちの

一つの溶液で処理された.1)生理食塩水,2)単

純なルブリシン,3)EDCとNHSで科学的に処理

されたゼラチン(cd-gelatin),4)科学的に処理

されたヒアルロン酸(HA)とゼラチン(cd-HA-

gelatm),5)cd-gelatin適用後に二期的にルブリシ

ン投与(cd-gelatin+lubricin).腱鞘内を1000回往

復運動させる間，滑走抵抗を測定した．1000回運

動後，腱表面の滑らかさを顕微鏡(100倍光顕）

を用いて観察した．

【結果】ルブリシン単独投与群と生理食塩水群の

間，及びcd-HA-gelatin群とcd-gelatin+lubricin群

の間に滑走抵抗の優位差は認めなかった．しか

し,cd-gelatin+lubricm群の滑走抵抗は，生理食

塩水群，ルブリシン単独投与群,cd-gelatin群の3

群に比べ優位に低値であった(p<0.05)．1000回

の往復運動に伴い生理食塩水群の滑走抵抗は初回

時の400%に増加したが,cd-gelatin+lubricmでは

逆に18％減少したままであった.cd-gelatin+lu-

bricin群とcd-HA-gelam群の腱表面は1000回往復

運動後でも滑らかであった．

【結論】ルブリシンを単純に腱表面に投与するの

みでは腱鞘外腱の滑走を改善しなかったが，ルブ

リシンはcd-gelatinで前処理された腱表面に特異

的に結合し，適切な部位に結合することで腱滑走

改善に重要な役割を発揮すると思われた．

1-7-4

ルブリシンを用いた腱表面処理は腱縫合

術後の腱滑走を改善する－犬を用いた実

験的研究一

LubricinSurfaceModificationhnproves'Ibndon

Glidingafter'IendonRepairinaCaI血eModel

invitro

'熊本機能病院整形外科,2MayoClinic

○田口学',PeterC.Amadio2,

Kai-NanAn2,中島英親19米満弘之【

【目的】屈筋腱縫合後の腱滑走を改善し術後成績

を向上させる一つの方法として，科学的に処理さ

れたヒアルロン酸(HA)とゼラチンの腱表面へ

の投与が報告されている．関節液の主要な潤滑成

分であるルブリシンは，腱内でもその存在が認め

られており腱滑走を改善することが期待される．

今回われわれは，ヒアルロン酸とゼラチンによる

腱表面処理にルブリシンを加え，腱縫合後の腱滑

走改善効果を調べたので報告する．

【方法】雑種成犬の前脚第2～5指の32本の深指

屈筋腱(FDP腱）及び近位靭帯性腱鞘を用いた

FDP腱は切断した後modifiedknnington法で縫

合した．縫合後,FDP腱は以下のうちの一つの溶

液で処理されたl)生理食塩水,2)EDCとMIS

で科学的に処理されたヒアルロン酸(HA)とゼ

ラチン(cd-HA-gelatin),3)科学的に処理された

ゼラチンに二期的にルブリシン投与(cd-gelatin

+lubricm),4)cd-HA-gelatinに二期的にルブリシ

ン投与(cd-HA-gelatin+lubricin).腱鞘内を1000

回往復運動させる間，平均及び最大滑走抵抗を測

定した1000回往復運動後の腱及び腱鞘表面を

scanningelectronmicroscopy(SEM)を用いて観

察した．

【結果】1000回往復運動に伴い,cd-HA-gelatin,

cd-gelatin+lubricin,cd-HA-gelatm+lubricin群の

平均及び最大滑走抵抗の増加は，生理食塩水群に

比べ有意に抑えられていた．また,cd-HA-gelatin
+1曲ricin群の平均滑走抵抗の増加はcd-HA-

gelatin群よりも有意に少なかったcd-HA-ge-

latin,cd-gelatin+lubricin,cd-HA-gelatin+lubricin

群の腱及び腱鞘表面は，1000回運動後でも滑らか

であった．

【結論】縫合後の腱表面を処理することで腱滑走

を改善することができ，特にゼラチンとヒアルロ

ン酸で処理した後にルブリシンを加えることでさ

らなる改善が得られることが示唆された．
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1-7-5

手指屈曲運動における深指屈筋および浅

指屈筋の筋活動と手指屈曲力との関係

TherelationshipbetweenEMGactivitiesofnn-

gernexormusclesandnexionfOrcesduringiso-

metrichngerflexion

'新潟中央病院リハビリテーション部，2新潟医療

福祉大学医療技術学部，3新潟手の外科研究所

○土田尚美1，大山峰生2，吉津孝衛3，

牧裕3

【目的】手指屈筋腱縫合術の後療法には，早期自

動運動法がある.FDP腱の滑走は自動屈曲時の

DIP関節の屈曲で確認できるが，その時にFDS腱

が有効に滑走しているかは確かでない．本研究で

は，自動屈曲時のFDS腱の滑走の可能性を判断す

る目的で，屈曲運動時のFDS,FDPの筋収縮特

性を筋電図学的に明らかにし，早期自動屈曲運動

法について検討を加えた

【方法】対象は健常成人6名とした．課題運動は

環指PIP関節等尺性単独屈曲と円筒握りとし，最

大努力時と，それぞれ0から最大屈曲力100%,

把持力100%に至るリニアランプ負荷の2種類を

設定した筋電図は左FDS,FDPから双極ワイ

ヤー電極で導出し，筋電図積分値を算出した．最

大努力時のFDS活動は，課題間で比較し(T検

定)，リニアランプ負荷時の両筋の活動は，各課

題とも負荷強度間で比較した(ANOVA,'Iilkey

法)．

【結果】最大努力時のFDS活動量は，課題間で有

意差はなかった．リニアランプ負荷時の筋活動量

は，両課題両筋とも負荷の増大に伴い有意に増

加した(P<0.01).その筋活動量の増加パターン

は,PIP関節単独屈曲時のFDSは直線的であっ

た円筒握りでは,FDPは直線的であったが，

FDSは最大負荷の40%までは少なく,60%からは

急峻に増加し，80～100%までの筋活動の変化量

は60％以下のものに比べ有意に大きかった(P<

0.05)．

【考察】本研究により,FDSの筋活動様式はFDP

とは異なり，軽い負荷では筋活動が極めて低いこ

とが判明した．このことは，軽い自動屈曲運動療

法ではFDP腱は滑走するが,FDS腱は有効な滑

走距離を得られないことを示唆している．従っ

て，早期自動屈曲運動療法には，軽いPIP関節単

独屈曲を加える必要がある．

1-7-6

Braidedpolyblendpolyethylene縫合糸
riberWire@)を用いたSidelocking法に
よる屈筋腱縫合の治療経験

UseMnessofabraidedpolyblendpolyethylene

suture(FiberWire.fOrflexortendonrepair

basedontheside-lockinglooptechnique

1医療法人若弘会若草第一病院整形外科，2石川島

播磨重工業健康保険組合播磨病院3島根大学医学

部整形外科学教室

○領家幸治'，西川梅雄2，四本忠彦3，

森隆治3，内尾祐司3

【目的】島根大学医学部整形外科では2003年から

基礎研究を行い,Braidedpolyblend縫合糸

(FiberWireqを用いたSidelocking法と補助縫合

の組み合わせによる屈筋腱縫合法の有用性を第20

回日本整形外科学会基礎学術集会から報告してき

た今回少数例ではあるが本方法を用いて屈筋腱

縫合を行った症例を経験したのでその治療成績に

ついて報告する．

【対象および方法】2005年から当科で加療した屈

筋腱損傷例11例を対象とした．男性7例，年

齢14～56歳（平均年齢35.4歳),損傷部位は

zonel:2例,zone2:3例,zone3:2例Zone

4：4例であった．これらに対してBraidedpoly-

blendpolyethylene縫合糸(2-OFiberWire.を用

いてSidelocking法で2strandscoresutureを

行い5-0モノフィラメントナイロンによるCross

stitch法で10strandsperipheralsutureを追加し

た．後療法は術後1日目から伸展制限固定は行わ

ず他動屈曲運動を開始し，術後2－3日で自動屈

曲運動，術後4週で軽度握り動作を開始し，術後

10週で重労働を許可するプロトコールで行った．

治療成績は日手会屈筋腱評価(%TAM)で評価

を行った平均経過観察期間は18ヵ月であった

【結果】日手会屈筋腱評価(%TAM)では優:6

例，良：4例，1指l例が不可であった．不可例の

要因は運動による瘤痛であり，再断裂はなかった．

【考察】これまでの基礎研究から，本法は初期の

腱の最大張力が従来の方法に比較して著明にすぐﾞ

れ，縫合後早期に自動運動しても腱間離開距離が

極めて少ないことが明らかになっている．本研究

結果はこれを支持するものと考える．従って，本

法は腱縫合後直後から自動屈曲と自動伸展の可動

域訓練が可能で腱と周囲組織との癒着が防止でき

治療成績に好結果をもたらす事が期待できると考

える．
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骨腱再建部の骨と腱の修復過程は塩基性

線維芽細胞増殖因子(b-FGF)で増強され

る一bFGF徐放担体を用いて一

ExogenousbFGFEnhancesthecallusfOrmation

attherepairedtendon-boneinterface.-histo-

logicalandmolecularbiologicalstudyinrats

tendon-bonerepairedmodel-

I黒部市民病院整形外科，2徳島大学整形外科，3京

都大学再生医科学研究所生体材料学分野

○日比野直仁1,浜田佳孝2,油形公則2,

安井夏生2，田畑泰彦3

第50回本会で骨腱移行部の修復には仮骨が重要

な役割を演じ，縫合部に懸かるmechanic21

stress,および腱断端のviabilityが重要な因子であ

ることを発表した．本研究の目的は外因性に種々

の細胞増殖因子であるbFGFを投与することで骨

腱のinteractionひいては，生物学的癒合を促進で

きないか検討することである．

【方法】7w齢雄のⅧstarrat脛骨遠位に骨孔を作

製し腱をpulloutした(C群)C群に1週間で

bFGF(250"g/ml)を徐放するsheetを用いた

(FGF群）の2群を検討した.X線で仮骨形成を，

westernblotで再建部のC群での内因性のbFGF

を経時的に定量し，その後FGF群のbFGF量も定

量した.HE,Alcianblue染色で癒合状態を検討

した．

【結果】X線では,C群では仮骨形成は3wをピー

クに増大し徐々に漸減していた．組織像では2w

をピークに骨腱移行部に軟骨様組織が見られた

が，以後漸減し内軟骨性骨化に類似した様式で成

熟骨への置換が起こっていた．6wの時点では移

行部に線維軟骨による4層構造は再現されなかっ

た.FGF群では,C群に比べ優位に外仮骨形成が

増大し，組織学的にも3wで線維軟骨様組織の増

殖が増強されていた.timecourseを変えるよう

な変化は起こっていなかった.westernblotでは

骨腱再建後lwで内因性のbFGFは強く発現して

おり，以後時間を経るごとに漸減していた．また

FGF投与により修復部位のbFGF蛋白量も増加し

ていた．

【結論】骨腱接合部のinteractionにはbFGFが関与

しており，徐放化担体を用いて外因性にbFGFを

投与すると骨と腱のmteractionを増強することが

できた．

1-7-8

偏光LED(LightEmittingDiode)照射に
よる創傷治癒促進効果について

EffectofPolarizedLightEmittingDiode(LED)

IrradiationonWoundHealing

'金沢大学医学部整形外科，2金沢宗広病院整形外

科，3金沢医療センター整形外科

○多田薫'，橋本典之'，富田勝郎'，

石黒基2，池田和労

【目的】近年，光照射の臨床応用が進んでいる．

我々は，発光ダイオード(LED)を光源とした光

に偏光をかけ，創傷治癒に対する効果について検

討した

【方法】中心波長627mの高輝度LED照射装置

(CCShc.京都）を作成した．実験では，対照群

と，無偏光群（無群)，直線偏光群（直群)，右円

偏光群（右群)，左円偏光群（左群）の照射群4群

の結果を比較検討した.Invitroでは培養線維芽

細胞に対し，継代直後および24時間後に1～

10JJCm2の照射を行い，細胞数の変化をWST-8as-

sayで評価したInvivoではラット背部に作成し

た直径20mmの全層皮膚欠損に連日4J/Cm2の照射

を行い，7，14日目の創傷面積を当初の面積との

比で評価した．また，7，14日目の肉芽組織から

mRNAを抽出し,procollagentypelおよびtype3

の発現についてReal-TimeRT-PCRで評価した．

【結果】継代から48時間後の細胞数が，全ての照

射群において対照群に対し有意に増加していた．

また創傷面積は，7日目において対照群40.9％，

無群36.6％，直群26.6％，右群28.3％，左群

35.6％となっており，直群，右群は対照群に対し

有意に創傷面積が縮小していた．14日目において

も同様の結果が得られた．PCRでは,7日目の

procollagentypelが右群で対照群のl.6倍，また

14日目のype3が直群で対照群のl.6倍と，有意

に発現が増加していた

【考察】直線偏光，右円偏光の照射は創傷治癒を

促進した．また今回の結果は，光の作用点に何ら

かの光学活性物質が関与している可能性や，偏光

という物理力により，生体内で特異的な反応が生

じている可能性を示唆する．
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ラット下肢同種移植における抗αβ-T
CFIIモノクローナル抗体とFK506の短

期投与による免疫学的寛容獲得について

Effectivenessofthecombinationtherapyof

alpha,beta-TCRmonoclonalantibodyandFK506

toinducelongtermsurvivalofratlimballograft

1,3神戸労災病院整形外科,2神戸大学整形外科,3/f

タリアンインステイチュートハンドアンドマイク

ロサージェリー

○金谷貴子'，藤岡宏幸2，

MarcoLanzetta2,国分毅3,乾淳幸3

【目的】臓器移植の際に何らかの免疫操作を免疫

抑制剤療法に加える事で免疫学的寛容を導く事が

報告されている．今回ヒト手移植のモデルである

ラット下肢移植において，抗αβ-TCEI-Lモノク

ローナル抗体（αβ一TCRmAb)とFK506の短期

間投与を行い免疫学的寛容の獲得を試みた．

【方法】レシピエントLewisラットにドナーBNラッ

トの下肢移植を行い，術後2剤投与群(n=8)は

αβ-TCRmAb:250"g/day+FK506:2mg/kg/dayを

単剤投与群(n=8)はFK5062mg/kg/dayを7日間

投与し経過を観察した．対象群61＝8）は非治療群

とした．

【結果】非治療群は8.6±1.5日目で拒絶反応を示

し回復しなかった．2剤投与群，単剤投与群は拒

絶反応を59.0±7．9，56．8±9．9日目にすべての移

植肢に認め，有意差はなかったしかし，単剤投

与群の拒絶反応が回復しなかったのに対し，2剤

投与群は50%(n=4)が治療なしに自ら回復を

示した．移植肢が生着したラットでは，術後9ヶ

月にBNラットからの皮膚移植は生着し，術後1

年ではchimerismが末梢血:0.23(0.12-0.39),

胸腺:0.65(0.08-0.1.35),脾臓:0.32(0.3-

0.36)，非移植肢骨髄:0.77(0.52-1.05)と存在

し,donor-specifctoleranceを示唆した．

【考察】今回のαβ-TCRmAbTCRmAb+FK506の

短期療法は投与期間が7日と非常に短い為，免疫

抑制剤長期投与による副作用は少ないと考えら

れ，複合組織移植にて必ず問題となる長期免疫抑

制療法の改善に効果があると考えられた．また造

血器および各リンパ組織にchimerismが存在し，

免疫学的寛容のメカニズムへの関与が示唆され

た．

1-7-10

僥骨遠位端骨折後の手関節拘縮に対する

鏡視下授動術の成績

Theclinicalresultsofarthroscopicmobilization

fOrcontractureofthewristfOllowingdistalra-

dius丘acture

市立豊中病院整形外科

○山本浩司，栗山幸治

【目的】僥骨遠位端骨折後に手関節内に癩痕組織

が形成され，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の術後に

手関節鏡視下に嬢痕を切除する鏡視下授動術を施

行し，その成績について検討した

【対象および方法】2005年2月から2007年7月ま

での2年6ケ月間に当科で僥骨遠位端骨折手術後

に再鏡鏡を行った63例中43例（68％）で手関節内

に隔壁状の擬痕組織の形成をみとめ，鏡視下に授

動術を施行した．授動術後3ヶ月以上経過観察し

た35例を対象として，その術後成績を検討した．

男性7例，女性28例．僥骨遠位端骨折に対する初

回手術時の年令は20から81才，平均56才．右側

16,左側19例僥骨遠位端骨折の骨折型はAO分

類A2:1,A3:1,Bl:2,B3:2,C1:11,C2:

9,C3:9例．全例で初回手術時に手関節鏡を行

い，僥骨遠位端骨折に対してはplate固定を行っ

た．初回手術から再鏡視までの期間は7から14ケ

月，平均11ヶ月．再鏡視後の経過観察期間は3か

ら29ヶ月，平均9ヶ月であった．隔壁状の嬢痕は

舟状月状骨間靭帯と僥骨中央隆起をつなぐように

存在しており，これを鏡視下に切除したまた同

時にplateの抜釘を行った．

【結果】手関節可動域は術前；背屈40～75。（平均

56｡)，掌屈30～75。（平均47｡)，術後；背屈50～

75。（平均62｡)，掌屈35～75。（平均54｡）で，術前

後で掌背屈は13.増加した．特に隔壁によって僥

骨手根関節が二つの関節腔に完全に区切られてい

る完全隔壁型14例では掌背屈は術前後で18.増加

し，部分的な隔壁となっている不全隔壁型21例の

11。よりも大きく増加した．

【考察】鏡視下に隔壁状の嬢痕を切除する鏡視下

手関節授動術は僥骨遠位端骨折後の手関節拘縮に

対して関節可動域を改善し，有用な方法である．
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母指MP関節拘縮に対する観血的授動術

の治療成績

TherapeuticOutcomeofSurgeryfbrContracture

oftheMetacarpophalangealJointoftheThumb

'藤田保健衛生大学整形外科，2愛光整形外科

○重盛香苗1，早川克彦2，中根高志2，

鈴木克侍』

【目的】母指MP関節可動域は個人差の大きいこ

とで知られており，とりわけMP関節過伸展をき

たすものはその形状からマムシ指とも称されてい

る．我々は，本来母指MP関節過伸展を有するも

のが同関節の外傷性拘縮により過伸展不良となっ

たことで瘻痛をきたし，観血的関節授動術を要し

た症例を経験したので報告する．

【対象および方法】症例は5例5指，男性4例，

女性l例で，手術時年齢27～51歳（平均33歳),

全例右であった関節拘縮発生原因は，荷物を母

指にかけて持ち下げていて伸展強制されたものl

例，バイク，自転車転倒事故がそれぞれl例，空

手，野球のバッティング練習中に母指を強打した

がものがそれぞれ1例であった．初期治療は全例

前医にて保存療法がなされており，受傷から当院

初診までの期間は4～12ヶ‘月（平均6.4ヶ月）で

あった．手術は母指MP関節僥側より約12mmの

小切開にて侵入し，副靭帯を切離して関節内損傷

部を確認後，掌側板を中心に病変の剥離を行っ

たまた必要な場合は尺側からの切開も追加し，

中手骨頭と基節骨関節面とがヒンジ様の動きで伸

展していたのを滑動するようになるまで少しずつ

剥離を加えた．術後経過観察期間は4～16ヶ月

(平均7.2ケ月）であった．

【結果】術式は僥側からの一側侵入が4例，両側

侵入が1例であった．健側MP関節は平均伸展44

度，平均可動域96度であったが，術前患側は平均

伸展－7．6度，平均可動域37.2度の拘縮を認めて

いた．術後は平均伸展34.5度，平均可動域82.2度

に改善し，全例で母指の機能的でスムーズな関節

可動域を獲得でき，痙痛も改善した．

【結論】母指MP関節過伸展を有するものは同関

節の外傷性拘縮に由来して瘻痛をきたすことがあ

り，その治療には観血的関節授動術が有効であっ

た．

1-7-12

腱剥離術術前に関節拘縮に対しKirsch-

nerwireと輪ゴムを用いて拘縮を解除し

た症例の検討

'IbnolysisfOllowingdistractioncorrectionofPIP

jointcontractureusingthepinsandrubbers

大津赤十字病院形成外科

○沢辺一馬'，石川浩三，長尾由理，

田浦夏希，中山毅一郎

【はじめに】屈筋腱断裂に血管，神経損傷を伴う

重度損傷症例においては早期運動療法が困難であ

る．結果的に，腱癒着とともにPIP関節拘縮をも

合併し，治療に難渋することがある．今回われわ

れは，腱癒着とPIP関節拘縮を合併した5症例に

対し，鈴木らの報告したKirSchnerwireと輪ゴム

を用いたP&RTiractionSystemの手用基本装置

を用いてPIP関節の拘縮を解除した後に腱剥離術

あるいは人工腱移植術を行ったので，問題点を検

討し報告する．

【対象および方法】男性4例，女性1例の5例で，

年齢は27から61才で平均年齢は46.2才であった．

早期運動療法が行えなかった原因は，指動脈損傷

合併が2例，指神経損傷合併が1例腱断端の状

態が悪く緊張が強かったものが1例，屈筋腱再断

裂後の腱移植症例が1例であり，腱癒着にPr関

節の屈曲拘縮を合併したこれらの症例に対し，

腱剥離術あるいは腱移植に先だって牽引を約2な

いし3週行った牽引施行前，牽引直後そして最

終的な関節可動域を比較し，本法の問題点を検討

した．

【結果】術前のPIP関節の平均関節可動域は自動：

伸展/屈曲＝-63度/78.6度，他動：伸展/屈曲＝

-63度/89.6度であった牽引直後のPIP関節の平

均関節可動域は自動：伸展/屈曲度＝-31.4/61.8,

他動：伸展/屈曲＝-21.4/75.7であった．最終の

PIP関節の平均関節可動域は自動:伸展/屈曲度＝

-39/63,他動：伸展／屈曲＝-28/73であった

【考察】関節拘縮に対する手術として，この牽引

装置は侵襲が少なく非常に有効であると考えられ

た．本法によって，伸展については自動他動と

も改善していたが，最終的に自動伸展の不足が

残った．また，屈曲においては，自動，他動とも

悪くなる傾向にあった．原因と対策については発

表で報告する．
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手指PIP関節拘縮に対する授動術の治療

成績

Surgical'IifeatmentfOrtheContracm･eofPIP

Joint

'荻窪病院整形外科，2平塚市民病院整形外科

○田崎憲一'，西脇正夫'，池田崇'，

岡崎真人2

手指PIP関節の拘縮は，治療に難渋する手の外

科の課題の1つである．解決への一助を目的とし

て自験例の検討を行った．

【対象･方法】過去7年間に当科でPIP関節観血関

節授動術を行った27例34指を対象とした．先天性

の小児l例と関節炎と思われる1例を除く25例が

外傷後あるいは骨関節外傷術後の拘縮であり，受

傷から授動術までは30年の1例を除いて2～58

(avglO.4)力月，治療成績評価はl～15.5(avg
5.0）力月にPIP関節可動域，握力で評価した年

齢は5～66(avg41.1)歳，男17例，女10例で，
全例保存的治療の効果がなかった症例である．保

存療法は主にknucklebender型のdynamicsplint
や固定副子を使用し，一部術後にも使用した．

【結果】原因疾患は陳旧性ボタン穴変形7,PIP関

節の脱臼骨折術後6，関節内基節骨あるいは中節

骨骨折5，関節外基節骨骨折4，靭帯損傷4，陳

旧性swanneck変形3,先天性4指(1例）などで

あった．罹患指は示指6，中指8，環指8，小指

12の計34指で，屈曲拘縮18指，伸展拘縮12指，伸

展屈曲の中間での拘縮4指であった屈曲拘縮で

は3指の側方進入を除き掌側から手綱靱帯・掌側

板の切離を，伸展拘縮では全例背側から江川法を

行った．全症例の自動ROMは術前43.0±17.3･

が，術後60.5±20.2.と平均17.改善したものの，

他動ROMに比べ10～20.不良であった.PIP関節

脱臼骨折を含む関節内骨折による例では10～65

(avg29.3)｡改善した一方，ボタン穴やswan‐
neck変形では変形の矯正は得られたがROM改善

はわずかであった．握力は健側比80.7±14.3%

だった．

【考察】我々の結果は諸家の報告よりも成績が

劣っていた．その原因としてCompass-hingeや

CPMを早期に利用しなかったことが考えられ，

癒着による拘縮の再発が起こりやすい例では装置

の利用も考慮すべきと考える．

1-7-14

人工PIP関節による高度拘縮･強直の治療

'IbtalPIParthroplastyfOrseverecontracture

andankylosisofthePIPjoint

'昭和大学医学部整形外科，2昭和大学附属豊洲病

院整形外科，3昭和大学横浜市北部病院整形外科

○稲垣克記'，富田一誠'，宮岡英世'，

瀧川宗一郎2，川崎恵吉3

【目的】人工PIP関節置換術は日常診療上必要と

されることは稀であるが，高齢者の関節破壊の強

い関節リウマチ(RA)や高度の拘縮におちいっ

た変形性関節症(OA)に応用される．我々は米

国MayoClinicにて開発された表面置換型の

MAN'IASR人工PIP関節インプラントを使用し

その成績を本学会で報告してきたが，高度拘縮例

と強直例のような難治症例にはさらに手術手技と

後療法に工夫を要する．今回は高度拘縮・強直例

への対応を検討した．

【方法】術後1年以上経過観察しえた高度拘縮・

強直手16例17関節を対象とした．女性13例，男性

3例，平均年齢は68歳であった．使用した機種は

表面置換型AVANTASR人工PIP関節インプラン

ト，基礎疾患はOA:9例,RA:4例，外傷後:1

例,MCTD:1例，不詳:1例であった強直例

は4名5手であった術後のPIP関節可動域と総

合成績をMayoscoreを用い評価したこれらを

基に手術手技上の工夫および問題点と後療法につ

き検討した．

【結果】術後平均可動域は屈曲74P伸展-24oMayo

ScoreはGoodlO,Fair5,Hor2であった感染

例,Revision例はなかった．PIP関節高度拘縮の

原因となる掌側板の完全切除，背側関節包と側副

靱帯の解離，時にはLittler法による側索の切離が

必要であった．さらに3手の強直例には屈筋腱縫

合後のmeinert法に準じ術翌日から可動域訓練を

開始し屈曲60.伸展0．の可動域が得られた．

【結論】PIP関節高度拘縮・強直例に対して人工

HP関節置換だけでは満足した結果は得られな

い．インプラントをバランスよく設置するだけで

なく，拘縮した軟部組織の徹底した解離と屈筋腱

の滑走を考慮した後療法が必要である．
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Dupuytren拘縮に対する皮層形成術を併
用した部分腱膜切除術の治療成績

ClinicalresultsofD叩uytren'scontracturetreated

bypartialfasciectomywithY-VorZplasty

'大阪市立大学大学院医学研究科整形外科学教室，

2大阪労災病院整形外科

○上村卓也，香月憲一，恵木丈，

米田昌弘，矢野公一

【目的】Dupuytren拘縮手術の問題点として皮層の

閉鎖方法がある．当科では部分腱膜切除術後に開

放療法や植皮を行わず,Y-V形成術かZ形成術を

用いた閉鎖療法を行っている．今回，これら皮膚

形成術を併用したDupuytren拘縮の治療成績につ

いて検討した

【対象と方法】2003年以降に皮層形成術を併用し

て部分腱膜切除術を施行した23例（男性21例，女

性2例)，25手，29指を対象とした．手術時平均

年齢は69歳（38～84歳)，平均経過観察期間は

7.4ケ月であった手術はMP,PIP関節いずれか

に30度以上の伸展制限を呈するものを適応として

部分腱膜切除術を行い，皮膚形成は原則として伸

展制限が60度以下の場合はY-V形成術単独を(Y-

V群:17手22指;小指12指，環指8指，中指2指),

伸展制限が60度以上の場合にZ形成術を(Z群：

7手7指;小指5指，環指2指）併用して行った．

術前の重症度はMeyerding分類を用い，手術後成

績は拘縮改善率,'Iilbianaの評価基準を用いた．

【結果】術前の重症度は0，4度はなく，1度：11

手,2度：2手，3度:12手であった．術後成績は，

Y-V群ではgood以上:18指fnir:3指,poor:

1指,Z群ではgood以上:6指,fair:1指であっ

た．関節別の平均拘縮改善率は,Y-V群ではMP

関節94%,PIP関節56%であり,Z群ではMP関

節86%,PIP関節58%であった．

【考察】Y－V群,Z群ともにおおむね良好な成績で

あった．特にMP関節については，術前の拘縮の

程度や併用する皮層形成方法によらず平均拘縮改

善率86％以上と成績良好であった．一方,PIP関

節は，皮膚形成方法によらず平均拘縮改善率は

50％台であり，その拘縮改善率の低下は術後成績

の低下につながった特にPIP関節に大きい伸展

制限を認める症例については成績不良となる傾向

を認めた．
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上肢に発生した末梢神経腫瘍の治療成績

kripheralnervetumorinupperextremity

星ケ丘厚生年金病院整形外科

○蒲生和重樋口晴久，田宮大也，

河井秀夫

【目的】上肢に発生した末梢神経腫瘍の治療成績

について検討したので報告する．

【方法】1992年から2007年までの16年間に当科で

手術治療を行った鎖骨部を含めた上肢発生の末梢

神経腫瘍17例を対象とした．男性10例，女性7例

で，年齢は40～77歳，平均年齢58歳であった．術

後経過観察期間はl～54ケ月，平均12ケ月であっ

た．発生部位は腕神経叢部が6例（中神経幹3

例，外側神経束l例，内側神経束l例，後神経束

l例)，上腕部が4例（僥骨神経l例，正中神経

2例，尺骨神経l例)，肘部がl例（尺骨神経)，

前腕部が2例（正中神経1例，僥骨神経l例)，

手関節以遠が4例（正中神経2例，尺骨神経l

例指神経l例）で あった腫瘍最大径は

l～5cm,平均3.7cmであった．手術は全例手術

用顕微鏡を用い，手関節より近位の腫瘍に対して

は電気刺激装置を用いた．腫瘍摘出後全例病理

診断を行った．これら17例の末梢神経腫瘍につい

て，術前術後の臨床症状の推移および病理診断に

ついて検討した

【結果】術前の臨床症状は腫瘤形成10例，しびれ

5例，放散痛l例，運動麻揮l例であった．術直

後に知覚異常を呈したのは4例であり運動障害を

呈した症例は術前より運動麻痒の存在した1例で

あった．最終フォロー時に知覚異常を認めたのは

3例で運動麻痒はl例であった．最終病理診断は

schwannomal5例,perinemnoma(腕神経叢部）

l例,MPNST(腕神経叢部)1例であった．

【結論】末梢神経腫瘍を核出あるいは切除する場

合，しばしば神経脱落症状を起こすことはよく知

られている．しかし末梢神経腫瘍は画像診断によ

る良性悪性の鑑別は不可能であり，我々は切除生

検を行ってきた最近15年間に経験した17例では

運動神経に関して術後の神経脱落症状を認めてお

らず術中電気刺激装置の使用が有用であったと思

われる．

1-8-2

腕神経叢及び上肢に発生した神経鞘腫の

術後成績の検討

SurgicaloutcomeofSchwannomasmthebra-

chialplexusandupperextrenty

'大阪大学整形外科，2大阪厚生年金病院整形外科

○田中啓之'，村瀬剛1，岡久仁洋1，

森友寿夫'，島田幸造2

【目的】神経鞘腫は一般に核出可能であり，術後

に神経症状を来すことは少ないとされている．今

回我々は腕神経叢及び上肢に発生した神経鞘腫に

対して手術治療を行い，術前臨床所見と術後成績

について検討したので報告する．

【対象と方法】当院及び関連施設で手術を行い，

組織学的に神経鞘腫と診断された60症例を対象と

した男性30例，女性30例で，手術時年齢は平均

48.5歳術後経過観察期間は平均31.8ケ月であっ

た腕神経叢に発生したものは40例（腕神経叢

群)，それより末梢の上肢に発生したものは20例

(上肢群）であった．なお皮神経終末枝から発生

したものは除外した．腕神経叢群の発生部位は神

経根部10例，神経幹部9例，神経束部5例，末梢

神経部16例であった．上肢群の発生部位は僥骨神

経2例，正中神経10例，尺骨神経8例であった

【結果】術前の症状としては腕神経叢群では知覚

障害を認めたものが19例と最も多く，一方上肢群

では圧痛・放散痛を認めたものが13例と最も多

かった最終経過観察時には，腕神経叢群におい

て知覚障害を15例に，知覚・運動障害を5例に認

めた一方，上肢群では知覚障害を7例に認めた

ものの，運動障害を認めた症例はなかった．また

再発を2例に認めたが，いずれも腕神経叢群で

あった．

【考察】神経鞘腫の核出術に際しては，健常な神

経を損傷しないように十分な視野を確保して手術

を行う必要があるが，腕神経叢部の神経鞘腫の場

合には後方アプローチや鎖骨骨切りが必要となる

ことがあり，時には顕微鏡下に剥離を行わなけれ

ばならない症例もある．しかしながら，十分な視

野を確保した上で核出術を行ったとしても，腕神

経叢部の神経鞘腫では上肢のそれと比べて高率に

麻痒が残存する可能性があるため，治療に際して

注意が必要であると考えられた．
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術中体外照射と超音波を併用した前腕悪

性腫瘍の治療

'IifeatmentofmalignanttumorinthefOrearm

withcombineduseofextracoporeally-irradi-

atedboneautograftandlowintensitypulsed

ultrasound=

神戸大学大学院医学系研究科器官治療医学講座整

形外科学

○藤岡宏幸，国分毅，秋末敏宏，

岸本健 太 ， 黒 坂 昌 弘

【目的】前腕の悪性腫瘍に対して術中放射線体外

照射した骨と低出力超音波(lowintensity

pulsedultrasound:uNS)を併用して機能再建

を行った2例を報告する．

【症例1】16歳女児右僥骨遠位部の骨肉腫に対

して，僥骨および尺骨の骨幹部から遠位部の腫瘍

を広範囲切除した後，僥骨は血管柄付き腓骨移植

術で，尺骨は術中放射線体外照射(50Gy)を施

行して元の部位にもどして，再建術を行った．体

外照射した尺骨と母床との間に生じた骨癒合不全

に対して，術後3カ月よりLIPUSを用いた.LI-

WS開始後5カ月で骨癒合が得られた．

【症例2117歳男児右前腕近位部の横紋筋肉腫

に対して，尺骨肘頭を肘関節から離断して骨幹部

までを広範囲切除した術中体外照射(50Gy)

を施行した後，肘関節および前腕の機能再建を

行った．肘関節尺側々 副靭帯はsutureanchorを

用いて再建した．体外照射した尺骨と母床との間

に生じた骨癒合不全に対して，術後3ヵ月より

LIPUSを用いた.LIPUS開始後5ヵ月で骨癒合が

得られた．

【考察】体外照射骨はlivingboneでないため，骨

癒合や力学的強度が問題点となる．上肢では，下

肢と比較すると力学的問題は少ないが，母床との

骨癒合不全が問題になる.LIPUSは，骨折治癒促

進や遷延治癒例に対する効果が知られているが，

放射線照射骨での報告はない．本研究では，放射

線照射骨と正常骨の間に生じた骨癒合不全に対し

てもLIPUSが有効である可能性が示唆された．術

中放射線体外照射した骨と低出力超音波LIPUS

の併用は，前腕に生じた悪性腫瘍に対する機能再

建方法の一つとして有効であると考えられた．

1-8-4

SOLITARYOSTEOCHONDROMAOC-

CURREDAROUNDEPIPHYSISOF

THEFINGERSCAUSINGDEFORMITY

ORLIMITATIONOFMOTION

DepartmentofOrthopedicSurgerySeoulNa-

tionalUniversityCollegeofMedicine

○GooHyunBaek,MoonSangChung,

YbungHoLee,HyunSikGong

mTRODUCTION:Althoughsolitaryosteochon-

dromaisthemostconnnonbenignbonetumol;

theyarerareinphalangealbones・Theymay

causeclimcalsymptomssuchaspain,Umitation

ofmotion,orpalpablemass,however;manyof

themareasymptomatic.

Wepresentpatientswithsymptomaticsoli-

taryosteochondromawhichoccurredaroundthe

epiphysisoffngers.

PAI､IENTSANDMETHODS:Eightpatients

withsolitaryosteochondromaoccurredinpha-

langesofthehandweretreatedsurgiCallJThere

were7malesandonefemalewhoseaverageage

wasl4.6(range,3～36)years.Allthetumors

werefOundatdistalepiphysealregionofthepha-

langealbones.Proximalphalangeswereafiected

insixpatiems,andmiddlephalangesintwo.

Fburofthemoccurredinthirdfingeriandremain-

mgfOurinfburthfinger;Fivepatientscom-

plainedofangulardefOrmityincoronalplane.

Threepatientscomplainedoflimitationofexten-

sionorflexion,andoneofthemshowedsecon-

darybuttonholedefOrmityMassexcisionwas

doneinfivepatients.Massexcisionandcorrec-

tiveosteotomywasdoneintwopatients.Inone

patientwithbuttonholedefOnnitXextensorrecon-

structionwascombinedwithmassexcision.Ayer-

agedurationoffbllow-upwas34months(range,

1～5years).

RESULTS:CorrectionofthedefOrmityandgood

restorationofmotionwasachievedbysurgeryG

Nocomplicationwasencoumered,andthere

werenorecurrenceduringfOllow-up.

SUMMARXSolitaryosteochondromawmchoc-

curredaroundtheepiphysisofphalangealbone

maycausedefblmityorlimitationofmotion,and

canbetreatedsuccessfullybysurgicalexcision.
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指DIP関節背側に発生した腱鞘巨細胞腫に

対するreversedcross-fingersubcutane-
ousflapによる治療-5年以上のfollow-

up例一

Reversedcross-fngersubcutaneousflapfOrgi-

antcelltumoroftendonsheathattheDIPjoint-

climcalstudyofm加mum5-yearfOllow-叩一

'慶應義塾大学医学部整形外科，2済生会神奈川県

病院整形外科

○池上博泰'，佐々木孝2，中村俊康'，

佐藤和毅'，戸山芳昭！

【目的】腱鞘巨細胞腫は手指に好発する軟部腫瘍

であるが，その高い再発率が報告されているた

め，発生部位によっては治療に難渋する．今回，

指DIP関節背側に発生し皮膚組織も同時に切除し

なければならなかった症例に対して,reversed

cross-fingersubcutaneousnap(以下RCFS)で治

療を行い，最低5年以上fbllowupできた症例に

ついて報告する．

【症例および術式】RCSFを行った腱鞘巨細胞腫で

5年以上fbllow叩できた症例は,10例（男3,女

7)，（示4，中1,環1,小指4)であった全

例，皮層を含めて腫瘍を切除した後，1978年

Hkiamらにより報告された隣接指の真皮および

皮下組織を雛転する方法の変法(Atasoy(1982),

佐々木ら（1983）が報告した方法）であるRCSF

を行った特に注意した点は，術後の指の位置を

考慮してdonorsiteを選択する，嚢腫形成をきた

さないように皮下脂肪織の表層で剥離雛転する，

donor指の関節可動域を制限しないようparatenon

はdonorsiteに十分温存することである．

【結果】経過観察期間は，5年2カ月から13年（平

均9.2年）であり，この間に腫瘍が再発した例は

無かった.napは全例生着した患指donor指の

PIP関節の可動域制限を生じた例はなかったが，

donor指の5例，患指の7例に軽度の可動域制限

を認めた．しかし，その程度は軽く健側と比較し

て全例10｡以内で，日常生活で支障はなかった．

全症例とも整容的，機能的に患者の満足度は高

か った

【考察】本法は,donor指のDIP関節の可動域制限

を生じる危険性，手術が二度にわたることなどの

短所はあるが，手技が比較的簡単で，再発率の高

い腱鞘巨細胞腫に対して皮膚を含めて切除でき，

nagnapなどの行い難いPIP関節より遠位の皮膚欠

損を固有指動脈を犠牲にすることなく行え，整容

的，機能的にすぐれた非常に有用な方法である．

1-8-6

手指におけるグロームス腫瘍の検討

CaseStudyofGlomusTumorintheHand

'札幌医科大学医学部整形外科学講座，2札幌医科

大学保健医療学部

○嘉野真允1,和田卓郎1,射場浩介1,

青木光広2，山下敏彦】

【はじめに】グロームス腫瘍は，主に爪周囲に発生

する有痛性の良性腫瘍として知られている．圧痛や

寒冷時痛等の特徴的な症状を呈するが，腫瘍は小さ

く確定診断に迷うことも少なくない．今回我々は手

術を行った手指のグロームス腫瘍の症例について検

討したので，文献的考察を加えて報告する．

【対象】2000年～2007年に手術を行ったll例であ

る．内訳は男3例，女8例，手術時年齢は22～68

(平均43.5）歳であった症状発現時より手術まで

の期間は3ヶ月～10年（平均4.7年）であった．発

生側は右6例，左5例で，指別では母指7例，示指

l例，環指3例であった爪下部発生がl剛，指腹

部がl例であった自発痛圧痛を全例に認めた．

寒冷時痛は9例にBlueSpotは5例に爪変形は3例

に認めた単純X線では，骨圧排像を3例に骨透亮

像をl例に認めた.Mmでは,T2強調画像でhigh

のareaを7例で認めた．術式は，爪下部発生ll例

では爪甲の全切除あるいは部分切除を行い爪床切

開後腫瘍を摘出した指腹部発生例1例では側正

中切開し腫瘍を摘出した．術後の瘻痛残存，再発

の有無爪の変形について検討した．

【結果】疾痛は，全例で術後直後から消失した

術後1年3ヶ月で瘻痛が再燃し，再発を認めたも

のがl例あった．再摘出術を行い瘻痛消失し，現

在まで再発なく経過良好である．爪の変形は2例

に認めた．

【考察】自験例では再発はl例（9％)，爪変形は

2例（18％）と過去の報告とほぼ同程度であっ

た．腫瘍の再発の原因についてDailianaらは，術

後1年以上経過しているものはdelaydとし新たな

腫瘍の発生によるものと報告している．本例の再

発例も1年以上経過しており，新たな腫瘍の発生

が考えられた．自験例での術後爪変形発生例は，

2例とも爪母部発生例であった．今後，爪母部発

生例では爪甲縁進入などを検討する必要があると

思われた．
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爪下部以外に生じた手指グロームス腫瘍

の臨床像

GlomusTumorsoftheHandOccurringOutside

theSubungalRegion

'平塚市民病院整形外科，2慶應義塾大学整形外科，

3荻窪病院整形外科

○岡崎真人'，中村俊康2，佐藤和毅2，

田崎憲一3，池田崇3

【はじめに】グロームス腫瘍は指尖部，特に爪下

部に好発する軟部腫瘍であり，何年も診断がつか

ず，原因不明とされている症例も少なくない．爪

下部に生じる場合は爪変形をきたすことがあり，

また爪甲のpinpomtの圧痛が特徴的である．一

方，爪下部以外に生じたグロームス腫瘍の特徴を

まとめた報告は少ない．今回，グロームス腫瘍の

自験例を検討し，爪部以外に生じたものの臨床像

について報告する，

【対象】当院および関連病院で爪下部以外に生じ

た軟部腫瘍の手術を行い，組織学的にグロームス

腫瘍と診断された17例

【方法】診療録を後ろ向きに検討し，性別，手術

時年齢，罹患部位，術前有症状期間，症状，画像

診断，術後成績などを調査した

【結果】男性7例，女性10例．手術時年齢21歳～

67歳（平均43歳)．母指3例，示指2例中指3

例，環指4例小指4例，手掌l例．術前有症状

期間は1カ月から25年（平均5.5年）だった．16

例に強い圧痛を認め，寒冷刺激による痙痛増悪は

7例で記載があった．10例で腫瘤を触れ，3例で

腫瘤が透見された術前単純X線像で骨変化を認

めたものは2例，軟部組織の腫脹を認めたものが

l例あった.Mmを施行した10例のうち9例で腫

瘤を確認できた．術前診断ではグロームス腫瘍の

ほか，神経鞘腫や血管腫，嚢腫などが鑑別に挙げ

られた術後明らかな再発を認めたものは無かっ

た．

【考察】爪下以外に発生した症例でもほとんどの

場合，グロームス腫瘍に特徴的な強い圧痛を有し

た．近年のMmの進歩は著しく，小さな腫瘍でも

捉えられるようになったが，それでも100％では

ないため，臨床症状からグロームス腫瘍を疑うこ

とが重要と思われた．

1-8-8

上肢動静脈奇形(AVM)に対するマイク

ロを用いた外科的治療

MicrosurgicaltreatmentfOrarteriovenousmalfor-

mationsofupperextremities

東京大学医学部形成外科

○山本裕介，光嶋勲，三原誠，

成島三長，飯田拓也

【目的】手指の動静脈奇形に対する治療は，切除

することにより末梢の血行障害が起きたり，切除

後の再拡大が認められるなど極めて難しいとされ

ています．またシャントによる末梢の虚血および

瘻痛も問題となります．

【方法】我々は，過去7例の手指の動静脈奇形お

よび動静脈瘻に対して，積極的な切除・再建を

行ってきた症例の内訳は，動静脈奇形が5例，

動静脈瘻が2例で，性差は男性が3例，女性が4

例で，年齢は32才から67才でした．再建は，広範

囲切除を行い指動脈穿通枝皮弁，内側足底皮弁，

魚径皮弁，広背筋穿通枝皮弁,henpalpHap,ex-

tendedwraparoundflapにて再建を行いました．

術後観察期間は5から64か月．

【結果】部分壊死症例がl例有りましたが，完全

壊死を起こした症例はなし．輸血を必要とするよ

うな出血および術後出血は認めず．3例で術前か

ら存在していた骨の血行障害のため，末梢の骨切

除を要した．Extendedwraparoundflapで再建し

た1例で再拡張を認めるが，そのほかの症例で

は，再拡張を認めなかった．

【考察】四肢に於けるAVMの治療においては，切

断ではなく広範囲切除を行うことを心がけること

が重要であると思われる．原則として，骨，腱を

除く軟部組織の切除を行い，軟部組織の豊富な皮

弁を移植することが重要となる．また，移植床の

静脈圧が高いため遊離組織移植の場合は,partial

necrosisを起こすことがあり注意が必要である．

nowthroughtypeの血管吻合は，末梢の血流を温

存でき有用であると考える．

一S77－



1-8-9

手の血管奇形に対する硬化療法

SclerotherapyofVasucularMa肋nnationsinthe

hand

愛媛大学医学部皮膚科形成外科診療班

○森秀樹，中岡啓喜，永松将吾，

原田雅奈，松本由美子

【目的】手指の血管奇形に対してはまずは手術治

療が選択されるが，外科的切除が困難な症例や切

除後の再発例などには，塞栓療法や硬化療法がよ

い適応となる．今回我々は手指の静脈奇形に対す

る硬化療法を試みたので報告する．

【対象と方法】7例7手，男性2例，女性5例，年

齢は5歳～21歳（平均年齢12.5歳).Venousmal-

fOnnation(以下VM)6例（うち切除後再発3

例),Arterio-venousmalfOrmation(以下AVM)1

例．手術方法は駆血下に超音波エコーガイド下で

血管腔を穿刺し，透視下に造影剤を用いて管腔を

確認して硬化剤を注入した．注入後約一分留置

し，内用液を吸引した．手術回数は2回2例，1

回5例で，使用薬剤はオレイン酸モノエタノール

アミン2例，無水エタノール5例であった．

【結果と考察】全例に縮小効果を認めたが，合併

症としてオレイン酸モノエタノールアミンを使用

した例で皮層の部分壊死をl例，無水エタノール

使用例で一過性の皮膚の知覚異常を1例認めた．

硬化療法はそれのみで完治させることは難しいと

思われるが，病変の進行を抑え，瘻痛などの自覚

症状をコントロールする上では優れた方法であ

る．
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手指に発生した巨細胞修復性肉芽腫に対

する治療法の検討

AlternativeSuxgical'IifeatmentfOrGiantcenRe-

parativeGranuloma,UsingPhenolandEthanol

AdjuvantTherapy

'九州大学医学部整形外科，2飯塚病院整形外科，

3県立宮崎病院整形外科

○芳田辰也1，坂本昭夫2，宮崎幸政3，

高妻雅和'’3，岩本幸英！

【はじめに】巨細胞修復性肉芽腫(GiantceUre-

parativegranuloma以下GCRG)は顎骨，手指足趾

骨に好発する腫瘍類似病変で他の原発性骨腫瘍内

の出血後の修復性変化としてもみられるため巨細

胞反応と呼ばれることもある稀な疾患である．治

療法として不完全な掻爬・骨移植では再発する可

能性が高い．我々はフェノール・エタノールによ

る補助療法を行い良好な成績を得たのでJHS

(Vbl.32ANo3A2007)に報告した．今回追加

症例を含め有効性を検討する．

【対象と方法】対象は当院および関連病院で治療

した3例である．男2例，女1例．年齢は7～23

才（平均16才)．部位は基節骨l例，中手骨2例

であった．初回手術で掻爬・オスフェリオン充填

および掻爬・骨移植を施行した2例で術後再発し

たため再度，掻爬・オスフェリオン充填および掻

爬・骨移植を行いフェノール・エタノールによる

補助療法を追加した.1例は初回手術より掻爬・

骨移植およびフェノール・エタノールによる補助

療法を行った．補助療法の方法は骨内部の腫瘍を

十分に掻爬した後，フェノール・エタノールの順

に骨内部に浸潤させる．その後，海綿骨またはオ

スフェリオンを充填する．

【結果】術後追跡期間は1～8年（平均4年2ケ

月）で全例再発を認めず，全例機能障害を認めな

い．

【考察】GCRGに対する掻爬のみの術後再発率は

30％前後との報告が多く，一旦再発した場合，関

節近傍や最終的に追加広範切除術が必要とされる

症例では再手術後の機能障害が危倶される．骨巨

細胞腫の補助療法としてフェノール・エタノール

の有効性が数多く報告されているがGCRGの補助

療法としてフェノール・エタノール療法の報告例

は我々が最初であり，非常に有効であると思われ

た．
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手根骨に発生した有痛性骨雲腫に対する

鏡視下手術の治療経験

ArthroscopicsurgeryfOrHinhllcarpalbonecysts

'独立行政法人国立病院機構東京医療センター整

形外科，2慶應義塾大学医学部整形外科

○林俊吉1，中村俊康2，佐藤和毅2，

池上博泰2，戸山芳昭2

【はじめに】2003年本学会でわれわれは有痛性骨

内ガングリオンに対する治療経験について発表し

たその後ガングリオンを含む有痛性骨嚢腫に対

して鏡視下手術を経験したので，前回の報告と比

較検討する．

【対象及び方法】症例は1985年から2006年に経験

した14例である．性別は男6例，女8例で，年齢

は26歳から69歳（平均38歳）であった．発生部位

は月状骨9例，舟状骨4例，三角骨1例であっ

た．瘤痛の程度，画像所見について検討し，観血

的治療と鏡視下手術による治療とでその成績を比

較検討した

【結果】全例術前に手関節痛を訴えたが，その程

度は軽～強度とさまざまであった．単純レントゲ

ン像では全例円形透亮像を呈し，辺縁に骨硬化像

が見られた.Mmでは,Tl強調像にて低信号，

T2強調像にて高信号に描出された観血的手術の

所見では,stealがなく孤立性のものは8例，手根

骨骨間靭帯などからのstealを有するものが3例

であった鏡視下手術ではstealを確認はできな

かった．治療は，11例に対し観血的手術を施行

し，全例病巣掻爬後，自家骨移植を6例，人工骨

充填を3例に行った．一方，鏡視下手術を施行し

た3例では,1例は病巣部の骨皮質をドリリング

のみにとどめ，2例は極小のラスパトリウムで内

部を掻爬した．術後，全例で手関節部痛は消失

し，臨床成績には違いがなかった．

【考察】手根骨骨襄腫の瘻痛の原因は内圧の冗進

と考えられる．前回は病巣掻爬，骨移植を行うこ

とで瘻痛が消失すると報告したが，今回の鏡視下

手術例では骨移植を行わず，掻爬またはドリリン

グのみでも痙痛が消失した．このことは，骨内の

内圧を減少させることで瘻痛が除去されることを

示している．一方，鏡視下手術ではstealを確認す

ることが困難であり，再発の可能性もあるため，

今後長期フォローを要すると思われた．
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陳旧性榛骨頭脱臼の治療経験

TreatmentofChronicRadialHeadDislocation

'名古屋大学医学部手の外科学，2名古屋第一赤十

字病院整形外科

○篠原孝明'，堀井恵美子2，洪淑貴'，

建部将広1,平田仁Ⅲ

【目的】小児の陳旧性僥骨頭脱臼に対して，尺骨

骨切術によるアライメントの矯正が重要であると

いう考えから治療を行ってきた2年以上経過観

察可能であった症例の治療成績を報告する．

【対象および方法】症例は12例（男性6例，女性

6例）で，全例前方脱臼であった．手術時平均年

齢は9歳6カ月（4歳8カ月～13歳),経過観察

期間は平均5年7カ月（2年～15年1カ月）で

あった．8例は外傷歴が明らかで(A群),受傷か

ら手術までの期間は，平均9ヵ月（2ヵ月～26カ

月）であった外傷歴が不明瞭の4例(B群）で

は，僥骨頭のbalooningを2例に認めた．手術術式

は,A群は観血的脱臼整復十尺骨骨切り術が7

例，観血的脱臼整復のみが1例であり,B群は全

例に観血的脱臼整復十尺骨骨切り術に加えて，上

腕三頭筋筋膜による輪状靭帯再建を行った．最終

評価はX線評価と日整会肘機能評価法OOA

score)を用いた

【結果】X線評価では,A群は全例，脱臼の再発を

認めず，1例(15年1カ月経過）においてのみ，僥

骨頭に軽度の骨鰊形成を認めた．B群は榛骨頭の

前方亜脱臼を2例に認め，うちl例（10年4カ月

経過）で腕僥関節の関節列隙狭小化を認めた．ま

たB群は全例に僥骨頚部の狭小化を認めた．瘻痛

は10年以上経過例2例に労作時の軽度瘤痛を認め

た．回内可動域に軽度制限を認めた.JOAscore

は,A群は術前平均74点から術後平均97点,B群

は術前平均85点から術後平均96点と両群とも良好

であった．

【考察】小児の僥骨頭脱臼は，成長にともない，

高度の骨変形・不安定症を生じ，関節症へと進展

する可能性がある．陳旧例であっても，観血的整

復術を行うことで，良好な肘機能の獲得が期待で

きるため，積極的に行われるべき手術手技と考え

られた．

1-9-2

僥骨頭骨折および僥骨頭・上腕骨小頭骨

折に対する前外側アプローチの有効性

AnterolateralApproachfOrRadialHeadandHu-

meralCapitellarnfacture

'尾道市立市民病院整形外科，2名越整形外科医院

○廣岡孝彦''2，名越充2，藤井淳一！

【はじめに】主骨片が前方で関節部(smithの提唱

するsafezone以外）にある僥骨頭骨折および僥

骨頭・小頭骨折に対して前外側侵入を用いて手術

を行った症例の術後成績を調査し，同進入法の有

効性について考察する．

【対象および方法】12例13肘を対象とした男性

8例9肘，女性4例4肘，受傷時年齢は30～71

歳，待機期間は0～21日であった．同側合併骨折

は小頭骨折4例，上腕骨外科頚骨折1例，尺骨近

位骨幹部骨折1例，肘頭骨折1例および前腕両骨

骨折1例であった．僥骨頭骨折は小骨用プレート

とHerbertscrew(以下HS)を用いた．小頭骨折

の2例はHS,1例は小骨用プレートで固定した．

他の合併骨折はプレートやtensionbandwiring法

で固定した．術後翌日より愛護的に屈伸訓練3

週後より回内外訓練を行った．これらの症例に対

して術後骨癒合の有無，単純X線像での骨折部の

再転位の有無最終調査時肘関節可動域（以下

ROM),JOAスコアを調査した．

【結果】全例に骨癒合が獲得され，明らかな転位

はなかった．最終調査時平均ROMは，屈伸

126.9。（伸展-11.6･,屈曲138.5｡),回内外

170.1｡,平均JOAスコアは癌痛27.7点，総合93.8

点であった合併骨折を有する症例は，僥骨頭単

独骨折と比べて伸展が低下していた．

【考察】前外側侵入は前方関節包を縦切開するこ

とで小頭から僥骨頚部まで完全展開が可能とな

り，小頭および僥骨頭骨折の観血的整復は容易に

行え，後尺骨上腕靭帯も温存できる．榛僥骨頭単

独骨折と比べて合併骨折を有する症例で伸展制限

が生じたのは，受傷時の軟部組織損傷の程度と考

えており，術後超早期可動域訓練やターンバック

ル式肘関節装具などを試みる必要があろう．

- S 80-



1-9-3

超音波検査における小児肘内障の病態像

UltrasonographicDiagnosisfOrthePmledElbow

inChildren

'今村整形外科・外科，2聖マリアンナ医科大学整

形外科，3新天本病院整形外科，4藤間病院整形外

科

○今村恵一郎1，清水弘之2，中島浩志3，

萎沢利行4，別府諸兄2

【目的】小児肘内障症例について超音波検査を行

い，その病態と整復方法について検討を行なった

ので報告する．

【対象および方法】2000年から2007年までに演者

が診療した小児肘内障35例35肘（年齢は0～6

歳:平均2.8歳性別は男児18肘，女児17肘，右側

15肘，左側20肘）を対象とした方法は7.5MHz

プローブの超音波診断装置を用いて小児肘内障の

整復前後の肘関節外側面および前面から走査を

行った整復方法についてはまず，前腕回内によ

る整復を行ない，整復が困難であった際には前腕

回外による整復を行った．

【結果】初診時超音波検査長軸像で僥骨頭の亜脱

臼の方向を以下の4つの卯eに分類した.ypel

は正常像(18肘),type2は下方亜脱臼(9肘),

type3は外方亜脱臼(4肘),type4は前方亜脱臼

(4肘）であった整復方法については前腕回内

で整復可能であった例が25肘(typel:13肘，恥e

2：9肘,type3:0肘,type4:3肘),前腕回内

で整復されず，前腕回外で整復可能であった例が

8肘(typel:3肘,type2:0肘,type3:4肘，

type4:1肘),整復感が無く，整復操作後に関節

可動域が改善した例が2肘(typel:2肘）で

あった．整復前後でsynovialfringeの変化を認め

た例は25肘(typel:12肘,type2:7肘,type3:

3肘,type4:3肘）であり，小児肘内障の発生原

因の1つにsynovialfringeの関与が示唆された．

【考察】小児肘内障は僥骨頭の亜脱臼が病態であ

ると報告されている．今回，超音波検査による病

態の解析により，小児肘内障の発生原因としては

synovialfringeの存在と僥骨頭の亜脱臼の方向が

関与していると推測された．

1-9-4

MRIによる外側型野球肘の術後評価

POst-operativeMmevaluationofosteochondritis

dissecansofelbow

'関西労災病院整形外科，2よしだ整形外科，3多田

整形外科

○田野確郎1，堀木充'，中川玲子1,

吉田竹志2，多田浩一3

【はじめに】外側型の野球肘（以下OCD)に対す

る手術療法の術後評価には一般的にX-pや臨床症

状の有無が用いられることが多いが，移植骨の骨

癒合や病変部のリモデリングの状態を正確に把握

できないことがある．今回我々は術後のMRIを解

析し，その術後評価の有用性を検討した．

【対象および方法】2001年から2007年に当科で手

術加療した33例のうち，遊離体切除症例および術

後Mmで経過観察できなかった症例を除く23例

23肘を対象とした術式の選択は，透亮期症例に

対してはドリリングを（7例)，分離期で軟骨損

傷が軽度の症例には骨移植を伴った骨軟骨片固定

術を（7例)，分離期で軟骨損傷が強い症例なら

びに遊離期の症例には，膝関節からの骨軟骨移植

術(OATS)(8例）を行った

【結果】ドリリングを行った7例のうち，術後リ

モデリングした5例において，病変部の圧痛がな

くなる時期に一致してT2強調像において低信号

領域の縮小が見られた．骨軟骨片固定術を施行し

た7例のうち骨癒合した5例でも同様の変化を認

めた．またOATSをおこなった8例中，移植骨軟

骨柱が生着した7例で，同時期に骨軟骨柱の周囲

に同様の低信号領域の低下が認められたまた

OATS症例において移植骨軟骨柱が生着しなかっ

た症例では,T1強調像で軟骨下骨の低信号領域が

残存していた．

【考察】OCDの術後の病変部の変化はX-pでは判

断しづらかったが,MⅢによって微細な髄内変化

をいち早くとらえることができた．術後評価にお

いて,Mmの所見を考盧することにより，競技復

帰の時期や,salvage手術を決める一助になりう

ると考えられた
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1-9-5

有鉤骨鉤骨折の病因

EtiologyofRsactureoftheHookoftheHamate

慶友整形外科病院

○辻野昭人，伊藤

村中秀行，綾部

恵康，伊藤恵子，

敬牛

【目的】有鉤骨鉤骨折は，野球のバットやゴルフ

クラブのグリップエンドにおける一度の直達外力

で生じるとされている．しかし，患者の中には受

傷以前からの瘻痛を訴える場合も少なくない．有

鉤骨鉤骨折の病因につき検討する．

【対象と方法】症例は13例で，男性12例，女性l

例，年齢は16から34才，平均20.4才であった．内

訳は野球10例，ゴルフl例，剣道1例，バドミン

トン1例だった．単純し線またはCTにて有鉤骨

鉤に骨折線を確認し診断した治療は全例に鉤切

除術が施行された．発症様態発症機転,CTに

よる骨折部所見を検討した

【結果】激痛にて急性発症したのは10例，慢性発

症は3例（野球，ゴルフ，バドミントン各1例）

であった．急性発症10例のうち，発症前に鈍痛が

あったのは7例であり，鈍痛の期間は1週～2カ

月（平均3.2週）であった急性発症機転は，野球

はファールチップ，剣道は打ち損じであった.C

Tによる骨折所見は，骨折面の骨硬化を認めたの

が6例，うち1例は不全骨折であった．転位はす

べての例でlmm以内であった．全例鉤切除術に

て，1カ月以内に競技に復帰した．

【考察】有鉤骨鉤骨折の保存治療や骨接合術は偽

関節を呈する危険性が高く，適応は限られる．本

骨折は激痛による急性発症の印象が強いので，一

度の外力で生じると考えられているが，疲労骨折

の報告も散見される．今回の検討では，急性発症

前の瘻痛とCTによる骨硬化像，慢性発症におけ

る不全骨折の例から，疲労骨折を伴った例が少な

くないと考えられた．このような例では，転位が

少なくても，保存治療や骨接合術の選択には注意

を要する．バットやクラブのグリップエンドを鉤

部に持ってこないよう，グリップ方法による予防

が重要であると考えられた

1-9-6

スポーツにおける有鉤骨鉤骨折に対する

鉤直上切開による鉤摘出術

Excisionofthehookofhamateusingamcision

onthehook

'同愛記念病院整形外科，2東京医科歯科大学整形

外科

○多嶋佳孝'，中川照彦'，若林良明2，

四宮謙一2

【目的】有鉤骨鉤は骨折するとスポーツ活動に支

障をきたすため，早期復帰のために鉤切除術が選

択されることが多い．鉤切除時のアプローチには

様々な報告があるが，我々は術中イメージを用

い，鉤直上の小皮切により骨片を摘出している．

今回，我々の行っている鉤直上小切開による鉤摘

出術の術式と手術成績について報告する．

【方法】対象は2007年までに有鉤骨鉤骨折に対し

て鉤切除術を行った15例である．男性14例，女性

1例であり，年齢は14～55歳（平均26.0歳）で

あった．受傷側は右7例左8例であったス

ポーツは野球が13例，ゴルフ，テニスが各1例で

あった．野球選手はプロ野球7例，社会人野球2

例，大学野球2例であった受傷機転は空振りや

ファールチップなどの1回の受傷で骨折を生じた

のが12例であり,3例はしだいに瘤痛を自覚する

ようになった．骨折は有鉤骨鉤部の圧痛，単純レ

ントゲン,CTを用いて診断した．手術は,X線イ

メージにて鉤を確認し，これを中心として鉤直上

に2～3cmの縦切開をおき，骨片を一塊として

摘出した．術後は包帯固定のみで，術後3～5週

でスポーツ復帰を許可した．

【結果】全例で受傷前のスポーツレベルに復帰し

た．6例で小指または環・小指のしびれを認めた

が，全例2～8週間で消失した．2例で鉤爪変形

が出現し，約4週で改善した．また，手術創痕に

よる障害はなかった．

【結論】有鉤骨鉤骨折はグリップエンド骨折とも

呼ばれ，スイング時に鉤とグリップエンドが衝突

する際に生じる．治療は，早期復帰のために骨接

合術よりは鉤切除術が選択されることが多い．

種々の進入方法と比べて，鉤直上切開では創嬢痕

が問題となる可能性があるが，我々の症例では手

術創痕による障害はなかった．しかし，術後のし

びれや鉤爪変形の問題があり，術中に筋鉤を引く

際の注意が必要である．
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1-9-7

有鉤骨鉤骨折における皮切についての工

夫

APlanfbrHookoftheHamateFractureslnci-

sion

愛知医科大学医学部整形外科

○ 山 崎豊弘，臼井透，佐藤啓二

【目的】有鉤骨鉤骨折の治療上の問題点として皮

切の選択と治療法の選択が挙げられる．今回我々

は3例の有鉤骨鉤骨折に対し’例を直上切開にて

骨片摘出術を行い，2例はハイレベルな競技者で

あったので本人と相談し豆状骨有鉤骨間のL字状

切開にて骨片摘出術を行い良好な成績を得たので

考察を加え報告する．

【症例1】51歳男性，アマチュアゴルファー，右

利き．ゴルフ中に地面を打ち受傷スイングにて

左手の痛みが続き受傷後1カ月後に初診．レント

ゲン,CT上鉤基部に骨折を認め，直上切開にて

骨片を摘出した．術後痛みなく術後3週にてゴル

フを再開し最終経過観察時握力は右50kg左41kg
であった．

【症例2]21歳男性,大学野球部所属，右利き．ス

イング時に左手に瘻痛出現．4週後癌痛持続する

ため受診．レントゲン,CT上鉤基部に骨折を認

め，本人と相談し上記L字状切開にて進入し骨片

を摘出した．術後1ヶ月でスポーツ復帰し，最終

経過観察時痛みなく握力は右50kg左50kgであっ
た．

【症例3]14歳男性，中学野球部所属右利き．明

らかな誘引無く左手痛出現．経過観察するもスイ

ング時に瘻痛があり6週後に初診レントゲン，

CT上鉤先端部に骨折と骨硬化を認め，同様に

L字状切開にて進入し骨片を摘出した．術後1ヶ

月でスポーツ復帰し，最終経過観察時痛みなく握

力は右40kg左43kgであった

【考察】有鉤骨鉤への進入には各種アプローチが

ある．本症例では鉤部周囲の腓砥を避け鉤部の展

開を行いやすいよう，遠位手掌皮線尺側縁から豆

状骨遠位に沿ったL字切開を用いた．術後手術創

による瘻痛は来たさず有鉤骨鉤へのアプローチと

して有用であった治療法として骨片摘出術は良

好な成績が多く報告されており，偽関節例や早期

スポーツ復帰を望む症例に有用であった．

1-9-8

尺骨茎状突起衝突症候群の治療経験

TifeatmentofthemnarStyloidlmpactionSyn-

drome

'明野中央病院（大分）整形外科，2大分中村病院

形成外科

○中村英次郎'，工藤修巳1，亀渕克彦2

【目的】ulnarstyloidimpactionsyndromeの瘻痛の

原因は過剰に長い尺骨茎状突起が三角骨に衝突す

ることにより，三角骨の軟骨変性や周辺の滑膜炎

を生じることによる，とされている．今回我々は

術前のレントケン,MⅢ及び術中所見の検討より

その病態につき検討したので報告する．

【対象】臨床症状及び術前レントゲン,MⅢにて

ulnarstyloidimpactionsyndromeと診断された3

例3手（年齢：15歳，17歳,18歳，男性2名，女

性1名）を対象とした．全員スポーツ選手で男性

2名は剣道，女性はテニスを小学校低学年時より

行っていた治療は全例とも茎状突起部分切除を

施行した．

【結果】術前の画像診断では，レントゲンで茎状

突起の相対長を表すulnarstyroidprocessindex

(USPI)は平均で0.38と大きかった茎状突起は

軸長（平均7nnn)が長いのみでなく，茎状突起

基部の横幅も平均6.5mmと大きく茎状突起全体

がお椀状に大きかった.MRIではpre-styloidre-

cess周囲の滑膜炎は1例のみに，茎状突起内部の

骨挫傷様輝度変化を2例に認めた．TFCの合併損

傷は認めなかった．手術後平均3年3ヶ月の経過

観察で，全例スポーツ復帰していたが，2例は全

く無症状なるも，剣道選手のl例は回外位にての

瘻痛が残存していた

【考察】我々の症例では，全員6～7歳よりのス

ポーツ癌があり，茎状突起が長いのみでなくその

基部も大きく，また衝突によると考えられるMⅢ

輝度変化を認めたより，本疾患の発生メカニズム

としては常深ら（2003年）の考察の繰り返す背

屈・尺屈ストレスによる過成長が原因であるとい

うことを裏付けるものであった
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1-9-9

上腕骨外側上穎炎（テニス肘）に対する

鏡視下手術のための検討

AnatomicalstudyfOrTiFeatmentofLateralEpi-

condylitisbyArthroscopicsurgery

'聖マリアンナ医科大学整形外科学教室，2聖マリ

アンナ医科大学病理学教室

○安藤亮'，新井猛'，川口直之'，

別府諸兄1，高木正之2

【目的】上腕骨外側上穎炎はその病因論として関

節外病変の短僥側手根伸筋（以下ECRB)付着部

のenthesopathy(腱付着部炎）や関節内病変とし

ての滑膜ヒダ（以下synovialhfinge)によるもの

があるが，まだ不明な点も多い．今回われわれ

は，関節鏡視下での治療を行う事を目的として，

EC冊の鏡視下における所見や関節内病変につい

ての解剖所見，組織所見について検討する．

【対象および方法】解剖学実習用屍体標本50体100

肘を用いた観察項目は

(1)関節外より前腕伸筋群を確認し，腕僥関節レ

ベルで幅，厚さを計測した．

(2)前腕回内外中間位で僥骨頭横断面を4等分

し,synovialfringeの存在部位と僥骨頭の被覆
率を計測した．

(3)肘関節90.屈曲位にて関節内よりECRBを確

認し幅を計測．また，僥骨頭長径との比率を計

算し，僥骨骨軸に対しての位置関係も観察し

た．

(4)関節外より外側側副靭帯複合体（以下LCLC)

を展開し，榛側側副靭帯，外側尺側側副靭帯と

EC肥との関係を肘関節屈曲90･位，伸展0。位

で評価した．

(5)ECRB,関節包,synovialhfingeとの連続性を
確認するために，冠状断面で組織切片を作製し

評価した．

【結果】ECRBは幅，厚さ共に小さく，付着部面積

は他の伸筋より有意に低値であった．関節内より

ECRBを確認した際には僥骨骨軸に対して全て上

方に位置していた．また，肘関節屈曲90.位にお

いてはECRBとLCLCとの重なりは認めなかっ

た.synovialhfingeは全例に存在しており，組織

学的にECRB,関節包と連続性を保っていた．

【考察】鏡視下でのEC肥の切離部位や範囲の決

定に際し有用である．上腕骨外側上顎炎の病因に

synovialhfingeの存在がいかに関与するか，今回
の検討が有用であると考える．

1-9-10

上腕骨外上穎炎に対する手術成績

Surgical'IifeatmentofLateralHumeralEpichon-

dylitis

'愛野記念病院整形外科，2愛野記念病院形成外科，

3愛野記念病院リハビリテーション科，4いまむら

整形外科

○宮崎洋一1，貝田英二'，山中健生2，

田崎和幸3，今村宏太郎4

目的】上腕骨外上穎炎は，局所安静，各種装具療

法，薬物療法，ステロイド局注等の保存療法で軽

快することが多い疾患であるが，一部に保存療法

に抵抗し難治性となる場合がある．今回我々は，

保存的治療に抵抗する上腕骨外上穎炎に対して

行った手術療法の治療成績について報告する．

【対象】今回対象対象とした症例は，手術後6ヶ

月以上経過した8例，9関節である．男性2例2

関節，女性6例7関節であった右6例左1

例，両側l例手術時年齢は35歳から57歳，平均

49歳，罹病期間は8ヶ月から4年，平均1年9ヶ

月，術後経過観察期間は6ヶ月から4年6ヶ月，

平均2年5ケ月であった．

【方法】手術は外上穎を中心としたBoydの外則ア

プローチにて進入し，伸筋腱起始部を繊維に沿っ

て縦割骨膜下に剥離し外上穎を露出した．変性

したEC冊付着部を掻爬し，外上穎を切除，さら

に腕僥関節を展開し滑膜切除を行った後縦割した

伸筋腱起始部を縫合した術後は2週間のシーネ

固定を行った

【結果】握力回復に要した期間は2ヶ月以内が4

関節3ヶ月が3関節5ヶ月が2関節であった．

平均11.7週を要していた職場あるいはスポーツ

への復帰は平均9週であった最終診察時の成績

はNirschlの評価法で優8関節，良l関節であり，

再発例はなかった

【考察】上腕骨外上穎炎の手術法はさまざまな方

法が報告されているが，我々はBoyd法に準じ骨

膜下に剥離した外上穎を切除し除圧したが，伸筋

腱起始部の連続性を残して骨切除を行っており，

術後の回復が早いのではないかと考えている．今

回の結果では，比較的早期に職場，スポーツへ復

帰できており，握力も78％が3ヶ月以内に回復し

ていた．全例良好な除痛が得られており，難治性

の上腕骨外上穎炎に対し有用な治療法であると考

えられた．
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1-9-11

肘外側部痛症候群に対する関節鏡視下手

術の治療経験

TreatmentofLateralElbowHinSyndromeby

ArthroscopicSurgery.

聖マリアンナ医科大学整形外科学教室

○ 新井猛，安藤亮里見嘉昭，

清水 弘之，別府諸兄

【目的】肘外側部痛を来す疾患は関節内病変や関

節外病変の存在が示唆される．関節鏡を用いた治

療では，関節内および関節外病変双方への同時処

置が可能である．今回，その鏡視下手術の手術成

績について検討する．

【対症および方法】症例は男性4例，女性9例の

13例14肘関節平均年齢は45歳であった．疾患の

内訳は上腕骨外側上穎炎がll例12肘，肘関節外側

滑膜ヒダ障害が2例2肘であった．上腕骨外側上

穎炎は保存療法を6カ月以上施行しても症状の軽

快しない難治例を手術対象とした．術前にMmと

超音波検査を施行し関節内病変と関節外病変の有

無を確認した．手術成績は術前後のJOAの評価法
で行った．

【結果】難治性の上腕骨外側上穎炎では鏡視下に

短僥側手根伸筋のデブリドメントと滑膜ヒダを切

除し，滑膜ヒダ障害例では滑膜ヒダのみ切除し

た．術前のJOAスコアーは平均39点で術後は平均

80点とおおむね良好であった．1例に術後尺骨神

経障害の合併症が出現した

【考察】上腕骨外側上穎炎の理学的所見では圧痛

部位とThomsentest,middlefingerextension
testが重要である．さらにわれわれは前腕回内位

で肘に伸展ストレスを加えると腕僥関節に痙痛を

誘発する伍ngeimpingementtestを施行し関節内

病変である滑膜ヒダの存在と難治性上腕骨外上穎

炎の病態への関与を検討している．術前の画像診

断で滑膜ヒダの存在例ではこの誼ngeimpinge-

menttestが陽性であった．関節鏡視下手術では

関節内の滑膜ヒダ切除と短僥側手根伸筋のデブ

リードメントが同時に可能であり術後成績も良好

であった．

【結論】肘外側部痛症候群に対する鏡視下手術は

関節内，関節外病変への同時処置が可能で有用な

方法である．

1-9-12

上腕骨外側上穎炎の鏡視下手術の術後成

績と予後予測因子

OperativeResultsofArthrDscopicSurgeryfbr

LateralEpicondylitis

'札幌医大整形外科，2札幌医大保健医療学部

○和田卓郎'，森谷珠美'，射場浩介'，

小笹泰宏'，青木光広2

【目的】難治性の上腕骨外側上穎炎に対して肘関

節鏡視下手術が行われている．しかし，その術後

成績に関する報告は少ない．また，成績予測因子

に関する報告はほとんどない．今回我々は，上腕

骨外側上穎炎に対する肘関節鏡視下手術の術後成

績を検討し，その予測因子を解析した．

【方法】術後1年以上の観察が可能であった鏡視

下手術例16例18肘を対象とした．男が7例，女が

9例で，平均年齢は53歳（42～71歳）であった

保存治療に抵抗し，6ケ月以上症状が改善しない

例を手術適応とした．手術は側臥位で駆血帯を使

用して行った．近位内側から鏡視し，前外側por-

talをworkingportalとしてEC冊起始部の

debridement,腕僥関節滑膜ヒダの切除を行った．

術前後で瘤痛ⅦS,JOAscoreを比較した．また，

術後のDASHscoreを評価した患者の年齢，性

別，罹病期間，利き手/非利き手，年収（生活保護

需給の有無),T2強調MmでのECRB起始部の高

信号変化,EC朋起始部の術中所見(Baker分

類)，滑膜ヒダの有無とDASHscoreとの関連性を

Mann-WhitneyU検定で解析したP<0.05を有

意差ありとした．

【結果】安静時の瘤痛ⅦSは術前平均3.9から0.3

へ，労作時のⅦSは術前7.8から術後0.9'､,JOA

scoreは術前28点から術後89点へと全肘で改善が

みられた．16例の術後DASHscoreの平均値は13

点で0点～50点と散らばりがみられた．11点を正

常標準値とすると，16例中4例のDASHscoreが

不良であったMmでのEC冊起始部の高信号変

化は良好なDASHscoreと，低収入は不良な

DASHscoreと有意に相関していた．

【結論】外上穎炎に対する鏡視下手術の術後成績

は良好であった成績向上のためには，画像診断

による病巣の把握に加え，患者の社会経済的な背

景を考盧することが重要と考えた．
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1-10-1

ヒアルロン酸の局所投与による脊髄後根

神経節におけるinterleukin-6mRNAの発

現について

hductionoflnterleukin-6mRNAattheDorsal

RootGanglionbyHyaluronicAcid

'金沢大学医学部整形外科，2金沢医療センター整

形外科

○坪内英樹'，橋本典之'，多田薫'，

富田勝郎'，池田和夫2

【目的】ヒアルロン酸（以下HA)には，末梢神経

の術後に癒着防止の効果があることが知られてい

る．本研究の目的は，神経細胞でのinterleukin-6

m-RNA(以下IL-6)の発現を計測することに

よって，癒着防止による神経保護作用だけでなく

HA自体が神経の保護機能を有していることを明

らかにすることである．

【方法】Wister系ラット(200g)の坐骨神経を用

いたミニ・クリップ（圧迫力172gs)を使用し，

0分,1分,5分,10分間の圧迫を加えた群とax‐

onoto町を施行した群の5群を作成したm-RNA

は，圧迫またはaxonotomyの24時間後に，同側の

L4-6後根神経節(DRG)から抽出したIL-6の発

現は，リアルタイムPCR法で測定した．次に10分

間の圧迫を加えた後に,HAを加えた群(HA+

群）を作成した同様の方法でⅡ-6を求め,HA

を加えなかった群(HA-群）と比較した．統計は

圧迫時間毎の検定はANOⅦを使用し,HAの有無

による検定はMann-WhitneyのU検定を使用した．

危険率0.05以下を有意差ありとした．

【結果】IL-6の発現は，圧迫の時間に比例し段階

的に増加していたHA+群(12.486±5.823)の

Ⅱ-6の発現は,HA－群(2.742±0.835)より有

意に高かった(p=0.028).

【考察】IL-6は神経再生と神経細胞の生存に関し

て重要な役割を担っていることが知られている．

今回の研究では，はじめに神経細胞でのⅡ-6が末

梢での損傷の大きさによって増加することがわ

かった．またHAの神経損傷部位への局所投与に

より神経細胞のIL-6のレベルは更に上昇するこ

とがわかったこのことは,HAの局所への投与

により，神経再生，神経細胞に有利に働くことを

示唆する．

1-10-2

皮肩ポリモーダル受容器の圧刺激反応に

及ぼすブラジキニンの増強作用

Augmentingeffectofbradykininoncutaneous

polymodalreceptorresponsetomechamcalstimu-

lation

'名古屋大学手の外科学，2名古屋大学環境医学研

究所神経系2

○申正樹1'2,水村和枝2,佐藤純2,

矢島弘毅2，平田仁Ⅱ

【目的】ブラジキニン(BK)は内因性の発痛物質

で，それ自身で痛みを生じるばかりでなく，熱や

機械刺激による痛みを増強する．内臓ポリモーダ

ル受容器や関節の侵害受容器においては，圧刺激

反応に対するBKの増強作用が報告されている

が，皮層ポリモーダル受容器での増強作用は報告

されていない．これまで閾値変化のみに焦点があ

てられていたため，反応の大きさの変化が見落と

されてきた可能性がある．そこで我々は，フィー

ドバック制御による圧刺激装置を用い，閾値およ

び反応の大きさを測定し，皮膚ポリモーダル受容

器の圧刺激反応に及ぼすBKの影響を調査した．

【方法】Lewisラットの神経一皮膚取り出し標本を

用いて，皮層ポリモーダル受容器の単一神経放電

を記録した．受容野に10分間隔で圧刺激を行い，

反応が安定した後，受容野にBK(0.1,1,10

"M)を2分間局所灌流投与し，その後の圧反応

の変化を測定した．

【結果】BK投与直後の圧反応は，平均反応強度が

BKO・luMではあまり変化が見られなかった

が,1および10"Mではそれぞれ,19.7±4.8から

27.9±5.7,19.6±6.8から30.1±7.4スパイクと有

意(p<0.01,p<0.05)に増加した引き続く圧

刺激に対する増強効果の持続性は認められなかっ

た．平均反応閾値はBKl"Mで11.4±1.2から

8.5±1．29へ有意(p<0.05)に低下したが,0,1

および10"Mでは有意な低下を認めなかった閾

値低下効果に持続性は認めなかった.BKによる

興奮性の有無で，反応性に明らかな相違は認めな

かった．

【考察】皮層ポリモーダル受容器の圧刺激反応は

BK投与(BK≧l"M)により増強された．炎症

部位にみられる圧痛覚過敏の末梢機構にBKが関

与する可能性が示唆された．
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1-10-3

正中神経モビライゼーションの臨床効果

を検証する基礎研究

Measurementofmediannerveglidingdistance

duringnerveglidingexerciseinvivo

'北海道外傷マイクロサージャリーセンター作業

療法科，2北海道外傷マイクロサージャリーセン

ター作業療法科

○青木光広'，越後歩2

【目的】手根管症候群に対する保存治療に神経滑

走(nerveglidingexercise)があり,1991年に

TbttenとHunterが発表した．目的は手根管内での

神経と横手根靭帯の接触面の拡大，ミルキングに

よる滑膜浮腫の軽減静脈還流の促進手根管内

圧の減少である．本研究は，超音波画像を用いて

手・手指の運動に伴う正中神経の滑動距離を健常

成人で計測し，効率のよい神経滑走条件を見出す

事である．

【方法】対象は健常女性34名，年齢24±3歳とし

た右前腕掌側中央部を超音波HDI5000で観察

し,Dilleyの丘amebyhfamecmsscorrelation法で

画像を処理し正中神経滑走距離を計測した手関

節中間位，手指MP伸展0度,PIP伸展0度,DIP

伸展0度を開始肢位とし，スプリントで肘伸展0

度・前腕90度回外位，肘伸展0度・前腕80度回内

位，肘屈曲90度・前腕90度回外位，肘伸展90度・

前腕80度回内位にそれぞれ固定し，他動伸展指運

動とフックとグラスプ肢位での自動指運動を行っ

た．

【結果】計測の再現性を示すICCは0.97であった．

他動指運動時の測定肢位と正中神経移動距離は，

肘伸展・前腕回外位で3.01±0.31mm,肘屈曲・

前腕回外位でl.89±0.24mm,肘屈曲・前腕回外

位で3.04±0.23mm,肘屈曲回内位で2.16r

0.29mmであった(P<0.01).自動運動と正中

神経移動距離は，フック肢位で0．78±0.13mm

グラスプ肢位で1.32±0.16mmであった(P<

0.01)．結論：肘関節肢位によらず前腕の回内が

他動的正中神経滑走距離を増加させ，移動は遠位

方向であった．自動指運動での神経滑走はグラス

プ肢位で大きく，移動は近位方向であった

1-10-4

外傷性骨欠損における末梢神経の適応機序

ThemechamismsofnerveshorteningfOllowing

tr2''m2ticboneloss

'茨城県立医療大学付属病院整形外科，2筑波大学

人間総合科学研究科先端応用医学専攻運動器機能

制御医学

○安部伊知朗1，原友紀2，小川健2，

西浦康正2，落合直之2

【目的】外傷性骨欠損に由来する末梢神経の短縮

は再延長を行う際に神経障害を生じる原因とな

り，またリハビリテーションを阻害する大きな要

因となる．本研究は，骨欠損や関節拘縮に伴う末

梢神経の短縮機序を解明することを目的とし，

ラット坐骨神経を用いた形態学的評価を行った．

【方法】成熟Ⅷstar系ラット(13週齢，約400g)

15匹を使用した大腿骨を約16mm切除すること

で神経短縮を得，短縮後1時間，3週間，6週間

にグルタールアルデヒドで還流固定後，エポン包

埋後薄切横断切片と，各検体100本の神経ときほ

く､し標本を作成した．統計学的有意差の検定には

t検定およびMann-WhitneyUtestを用いた．

【結果】大腿骨切除により大腿骨は約40％短縮され，

坐骨神経の神経上膜は約25％短縮された．軸索径は

脚短縮1時間群では著明な変化を生じなかったもの

の，6週間待機後約0.7以、増大し，統計学的な有意

差を有した(p<0.05).絞輪間距離は全絞輪間平均

ではコントロール群939±44"m,6週間群917

=t55"m,longest20internodesではコントロー

ル群1224±32"m,6週間群1214±48"mであ

り，ともに経時的な変化は認められなかった軸

索径X("m)と絞輪間距離Y("m)には，コン

トロール群Y=81±llX+202±110,6週群Y

＝72±9X+243±156の関係が認められたが，

有意差を認めなかった．

【結論】神経短縮により神経上膜は著明に短縮さ

れたが，絞輪間距離動態には影響を与えなかっ

た．本研究の結果より，外傷性骨欠損に伴う末梢

神経短縮の本態は神経上膜の短縮であり，何らか

の方法で神経上膜を延長できれば軸索や髄鞘を損

傷することなく神経を再延長できる可能性がある

ことが示唆された．
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1-10-5

配向性キトサン・ナノ繊維メッシュを用

いた神経再生実験

StudyofNerveRegenerationwithaOriemed

ChitosanNanofiberMesh

'国際医療福祉大学臨床医学研究センター，2東京

医科歯科大学物質材料研究機構生体材料研究セン

ター，3東京都医学研究機構東京都神経科学総合研

究所

○伊藤聰一郎1，王巍2，渡部和彦3

【目的】キトサン・ナノ繊維メッシュを作製し，

シュワン細胞の移動や軸索の伸張に及ぼす効果に

ついて検討した．

【方法】脱アセチル化度93％のキトサンを基材と

し，エレクトロスピニング法を用いて，無配向性

および配向性ナノ繊維メッシュを作製したま

た，無配向性および配向性ナノ繊維メッシュ・

チューブ（内径1.2mm,長さ15Hm）を作製し

た．さらに，強度を向上するため，内層のみを配

向させたチューブを作製した．

【実験1】カバースリップ上にキトサン酢酸塩を

直接塗布フイルム状にコートした．また，無配向

性および配向性キトサン・ナノ繊維をカバース

リップ上にコートしたこの上で各種株化細胞を

培養して，それらの接着性と増殖能を検討した

さらに，成体マウスより脊髄後根神経節とシュワ

ン細胞を採取し，これらのカバースリップ上で培

養して，免疫組織学的観察を行った．

【実験2】キトサン・メッシュ・チューブをSD

ラットの右坐骨神経に架橋移植した．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vonRfeyhairtestとstatictoespread

factor(STSF)計測を行い機能回復を評価した

術後12,15,18週で電気生理学適評価を行った

後，移植部中央から試料を採取して組織学的観察

と再生軸索の本数及び直径計測を行った

【結果と考察】実験1．キトサン・ナノ繊維・カ

バーグラス上では，キトサンフイルム上での培養

に比べ，移植片に含まれるシュワン細胞の遊走と

後根神経節ニューロンの突起伸張が約6倍であっ

たまた，配向性キトサン・ナノ繊維カバーグラ

ス上では配向繊維に沿ったシュワン細胞の整列

と，軸索伸長が観察された．実験2．移植後8週

より同系移植群，次いで配向チューブ群で知覚神

経の回復が起こりはじめた．現在，移植後の神経

再生過程を解析中である．

1-10-6

末梢神経縫合部におけるシュワン細胞の

動き－GFPラットを用いた実験的検討一

EXperimentalstudyofthetransmigrationof

Schwanncellsinthesciaticnervegraftusing

GFPtransgemcrat.

'自治医科大学整形外科学教室，2自治医大分子病

態治療研究センター臓器置換研究部

○安食孝士'，木村敦'，星野雄一'，

小林英司2

【背景と目的】以前我々は，体全体にGFP発現し

ているGFPトランスジェニックラット(GFPTg

ラット）をドナーに用いた下肢移植実験を行い，

ドナーとレシピエント間の細胞遊走現象について

報告したその後の調査で，下肢移植時に縫合し

たGFP陽性坐骨神経が縫合部を超えてレシピエ

ント側に伸びていることが判明した．この現象を

解明し神経再生のメカニズムを検討するために，

GFPTgラットの坐骨神経をWildラットの神経欠
損部に移植する末梢神経移植モデルを作成し，

GFP陽性細胞の動きを追跡したので報告する．

【方法】〈下肢移植実験>GFPTgラット（雄，体

重200g)の右下肢を大腿中央部で切断し，同様に

大腿切断したⅧldWistarラット（雄，体重

200g)の大腿部に同所性に移植した．免疫抑制剤

を連日投与しgraftを生着させた後,6週後に縫合
した坐骨神経を取り出し蛍光顕微鏡下に観察し

たく坐骨神経移植実験>GFP唾ラットの坐骨神

経を8mm切り出し,WildWistarラットの坐骨神

経8mm切除部に移植した．免疫抑制剤を連日投

与し術後3週で移植した坐骨神経を縫合部を含め

て取り出し観察した．

【結果】GFPTg下肢移植実験で，縫合したGFP

陽性坐骨神経が縫合部を超えてレシピエント側に

伸びていたまたGFP坐骨神経移植実験では，移

植した坐骨神経の近位および遠位縫合部で，下肢

移植実験と同様のGFP陽性細胞のレシピエント

側への移動を観察したS-100抗体を用いた免疫

染色でGFP陽性神経細胞がシュワン細胞である

ことを確認した．また,neuronlament抗体を用い

た免疫染色により，近位神経縫合部において再生

軸索を取り巻くようにGFP陽性シュワン細胞が

存在するのを観察した．

【まとめ】神経縫合後の神経再生において，まず

シュワン細胞が近位端に移動し再生軸索を誘導し

神経再生が行われることが推測された．
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神経細胞との混合培養におけるGreen

FluorescentProtein陽性schwann細胞

の動態観察

TheObservationofGreenFluorescentProtein

HsitiveSchwannCellsintheCo-culturewith

DRGNeuron

'金沢大学医学部整形外科，2金沢医療センター整

形外科

○田中嘉雅'，池田和夫2，富田勝郎’

【はじめに】invitroにおける軸索とschwann細胞

の動態の報告は少なく,schwann細胞がどのよう

に軸索に関わり作用しているのかは明らかでな

い．今回，我々は，オワンクラゲから得られた蛍

光蛋白であるGreenfluorescentprotein(GFP)を

遺伝子導入されたGFP'IifansgenicRatからGFP

陽性schwann細胞を培養し，神経細胞から軸索が

伸長する過程におけるschwam細胞の動態を経時

的に観察したので報告する．

【材料と方法】生後2週のGFPラットの坐骨神経

から培養したschwann細胞と生後1週のnon‐

GFPSDラットの腰部後根神経節(DRG)から培

養した神経細胞を用いた神経細胞培養後32時間

でGFP陽性schwann細胞と混合培養を行い，その

12時間後にGFP陽性schwann細胞と神経細胞の

動態を蛍光顕微鏡で観察した．

【結果】GFP陽性Schwann細胞とnon-GFP神経細

胞を識別可能であった．軸索伸長は48時間では

54.5±6.3"m/dayであった神経細胞に近づい

て軸索に接着したSchwann細胞軸索上を移動す

るschwann細胞，軸索上を動かないschwann細

胞，神経細胞死とともに死滅するschwann細胞な

ど，さまざまな動態が観察できた．

【考察】schwam細胞の動態の多様性は，知覚神

経・運動神経由来のschwann細胞など，元々性質

の異なるschwann細胞が混在していたことによる

と考えた．今回の研究は，容易にschwann細胞を

経時的に可視化することができ，有用な実験系で

あると考えた．今後は，この培養系に各種サイト

カインやNGFなどの軸索伸長促進因子を加え動

態の変化を観察するつもりである．
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近赤外線発光ダイオード(LED)が神経再

生時にchamberfluidの抗酸化力に与える

影響

Near-inhfarednghtemittingdiodeeffectsonanti-

oxidationinnerveregenerationchambernmds.

'金沢大学医学部整形外科，2金沢医療センター整

形外科

○石黒基'，池田和夫2，橋本典之'，

多田薫'，富田勝郎！

【目的】赤色から近赤外線領域(630-1000nm)の

発光ダイオード(Light-emittingdiode,以下

LED)は生体深達度が深く，創傷治癒効果などが

報告されている．われわれはLEDの神経再生に

与える影響について，シリコンチューブを用いた

ラットの神経再生モデルで貯留する液体(cham-

bernuid)に注目して検討した

【方法】7から9週齢のⅧster系ラットの坐骨神

経を切断し，近位断端と2mnの坐骨神経切片

を，シリコンチューブ（内径2nnn,外径3mm,

長さ14mm)を用いて10mmのギャップをあけて

架橋した京都・CCS社製LED(ピーク波長

660nm,7.5mWtm2)の照射を毎日1時間行っ

た．術後1,3,7日目にチューブを取り出し，

chambernuidの抗酸化力をOXY吸着テスト（イ

タリア・デイアクロン社製）で測定した．

【結果】chamberfluidの抗酸化力は，コントロー

ル群で7日目には3日目と比べて有意に低下して

いた(p<0.05).LED照射群では7日たっても抗

酸化力は低下しなかった.1日目,3日目では二

群間で抗酸化力に有意差はなかったが，7日目で

はLED照射群でコントロール群に比べて有意に

抗酸化力が高かった(p<0.05).

【考察】chambernuidは神経損傷に対する反応と

して神経断端から合成されて貯留する液体であ

る．この液体が神経成長因子を含み，丘b血ma‐

trixの形成，軸索の伸張を促している．近赤外線

LEDによってミトコンドリアの酸化的代謝が活

性化され，抗酸化力が上昇して細胞防御に働くも

のと考えられている．したがって今回の結果よ

り，神経断端にもLEDの抗酸化作用が働き神経

再生にとって有利に働くものと考えられる．

-S89-



1-10-9

GFPtransgenicラットのDRGを用いた
軸索伸長モデルの作成

TheNewExperimentalModelofAxonalRegen-

erationUsmgDRGofGFP'IifansgemcRat

'金沢大学医学部整形外科，2金沢医療センター整

形外科

○田中嘉雅'，池田和夫2，富田勝郎！

【はじめに】GFPは，オワンクラゲから得られた

蛍光蛋白であり,GFP遺伝子導入動物や細胞を用

いた研究が最近注目されている．また，腕神経引

き抜き損傷時に機能しなくなったが生きている後

根神経節(DRG)を利用して，知覚の獲得ができ

ないかと考え，その基礎的実験を行った今回，

我々 はGFPtransgenicラットを用いて,schwann

細胞と軸索を視覚化し，軸索伸長を検討した

【材料と方法】生後1週の新生児GFPラットの第

4～6腰部後根神経節を8週齢の雌SDラットの

右坐骨神経（神経上膜内）に軸索を傷つけないよ

うに移植したそして，結紮なしのコントロール

モデル(n=12),両端結紮モデル(n=12),遠位

結紮モデル(n=16),近位結紮モデル(n=18)

を作成した.DRG移植後1週で実体蛍光顕微鏡

視下に軸索伸長と遊走schwann細胞の観察および

軸索伸長距離の計測を行った．

【結果】軸索伸長に先行して,schwann細胞が遊走

して軸索伸長を誘導していることが観察できた．

総軸 索 伸 長 距 離では，近位結紮モデル

(4.0±0.4mm/週）よりも遠位結紮モデル

(6.0±1.0mm/週）で軸索伸長が促進されている

傾向があった軸索伸長方向別では遠位結紮モデ

ルにおいて，中枢方向(1.9±0.3mm/週）よりも

末梢方向(4.1±0.9mm/週）に有意に軸索伸長し

ていた．

【考察】今までのモデルでは移植したDRGから伸

長した軸索を元々の神経軸索と識別することが困

難であった．しかし,GFPラットのDRGを用い

ることで，伸長する軸索や遊走するschwam細胞

を可視化することが可能であった．末梢神経に

DRGを移植することで中枢･末梢両方向に軸索伸

長することがわかり，臨床的に応用できる可能性

があると考えた．
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長期間経過した末梢神経損傷における

ATF3の発現と軸索再生

ExpressionofATF3inneuronsandnon-neu-

ronalcellsafterinjuryanddelayednerverepair
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高山真一郎3，戸山芳昭】

われわれは神経損傷後に神経細胞およびシュワ

ン細胞に発現する転写因子Activatingtranscrip-

tionfacter3(AI,F3)の動態について報告してき

た(Kataokaetal2007).今回は，損傷後長期間

の動態を明らかにするため，ラット坐骨神経切断

後180日までのAI,F3の発現を観察し，軸索再生と

の関連を検討した．

【方法】ラット左坐骨神経を切断し，直後(G'o叩

0)，30日後(Group30),90日後(Group90)およ

Usl80日後(Groupl80)に縫合した（各n=5).

縫合10日後に，両側坐骨神経，両側L4,L5DRG

(Dorsalrootganglion),脊髄を取り出し，凍結切

片を作成した．坐骨神経は縦断切片，脊髄は額状

断切片とした．切片は抗ATF3抗体染色とDAPI核

染色を行い,DAPI陽性核数に対するATF3陽性核

数の割合を算出した．坐骨神経では，縫合部の遠

位近傍(SNL)と縫合部から1．5cm遠位(SND)

の二カ所で無作為に選んだ100"m2内を対象とし

た脊髄では同側の前角細胞数に対する割合を算

出した．さらに，坐骨神経切片では抗Neurofila-

ment抗体染色を行い，再生軸索長を測定した．

【結果】ATF3陽性細胞の割合(%)はDRG(Iﾉ4+L

5）ではGroupO:43.6,Group30:32.8,Group90:

6.23,Groupl80:2.83,(以下同順）脊髄では82.7,

5.78,3.46,0,坐骨神経SNLでは44.7,46.6,13.7,

11.7,SNDでは56.8,49.4,17.4,14.2であった．

再生軸索長は12100,7860,4190,2560(各似m)で

あった．

【考察】ATF3陽性細胞はDRG･坐骨神経では切断

後30日と90日の間で，脊髄では30日までに著明に

減少した．また，再生軸索長も90日までに著明に

減少していたATF3は神経突起伸長に関与する

ことが報告されており，陽性細胞の減少により再

生軸索長が減少したものと考えられた
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運動神経損傷時のケモカイン受容体CCR5

の発現動態とその機能

IdentificationandfUnctionalanalysisofchemokine

receptorCCR5asanerveiniuryassociatedmole-

cule
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態学

○蒲生和重1,4，松島綱治2，青木俊介3，

和田圭司3，木山博資4

【目的】神経損傷に伴って引き起こされる細胞レ

ベルでの様々な現象には未知の分子を含む多くの

分子群の発現変化が関連していると考えられる．

特にグリアと神経細胞のインタラクションには各

種の生理活性分子やその受容体の発現制御が重要

な役割を果たしていると考えられる．今回我々は

受容体の中で最大のファミリーを形成している

Gproteincoupledreceptor(GPCR)ファミリー

に焦点をあて運動神経損傷時に発現するGPCRg

伝子の探索を行った．その結果，ケモカインレセ

プターであるCCR5を同定し末梢神経損傷時にお

ける発現動態とその機能について解析したので報

告する．

【方法】舌下神経損傷モデルを作成し神経損傷後の

CCR5およびこれに対応するリガンド(MIP-1q,

MIP-16,RANTES)の発現細胞および発現動態

をinsituhybridizationを用いて検討した.wild

卯eマウスとCCR5KOマウスより得られたミク

ログリアの初代培養を用い,LPSで炎症を惹起後

RANTESを投与することによる炎症性サイトカ

イン(IL-18,IL-6,iNOS,TNF-a)のmRNA

発現量変化について比較検討したさらにwild

typeマウスとCCR5KOマウスの舌下神経を切断

し5週目の神経細胞生存率についても比較した．

【結果】神経損傷後CCR5はミクログリアに，リガ

ンドは神経細胞に発現したⅧldtypeとKOマウ

スより得られたミクログリア初代培養を用いた解

析により,LPS刺激で惹起された炎症性サイトカイ

ンのmRNA発現はRANTESの投与によりCCR5を

介して抑制されることがわかった神経切断後の

神経細胞生存率はⅧldtypeマウスが65%,CCR5
KOマウスが52%であり有意差を認めた

【考察】末梢神経損傷時にはCCR5を介したミクロ

グリアー神経細胞間のインタラクシヨンにより炎

症性サイトカインの発現が抑制され神経細胞の生

存を促進していることが示唆された．
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末梢神経部分損傷における損傷高位より

末梢での健常部分から損傷部分への側副

発芽

AnExperimentalStudyonAxonalSproutmg

firomlntacthrtintolmpairedHrtinHrtially

DamagedRripheralNerve

1村山医療センター整形外科，2国立成育医療セン

ター整形外科，3川崎市立川崎病院整形外科,4国

家公務員共済立川病院整形外科

○新井健1,高山真一郎2,堀内行雄3,

谷野善彦4，臼田修二！

【はじめに】神経叢損傷や末梢神経不全損傷など

では，損傷部分と健常部分が隣接する部位が存在

し，神経の端側吻合と同様に，健常部分から損傷

部分に再生軸索が進入する可能性がある．われわ

れは，腰神経の1つを切断したモデルを用い，神

経叢損傷で損傷部分に再生軸索が進入することを

報告した今回末梢神経の部分損傷において健

常部分から損傷部分に再生軸索が進入するか検証

を試みた．

【材料および方法】8週齢SDラットの坐骨神経を

展開し，径の約半分に6-0ナイロン糸をかけ結紮

したもの（半結紮モデル）と，約l0mm半裁し，中

枢部で一方を切断したのちsiliconetubeで覆った

もの（半裁モデル）を作製したそれぞれ，モデル

作製後1,2,3,4週で坐骨神経を採取し，組織学

的検索及びneurofilament抗体,macrophageEDl抗

体などを用いた免疫組織学的検索を行ったさら

に半裁モデルでは，二種類の逆行性蛍光標識をsili-

conetube内の半裁神経と末梢の坐骨神経それぞれ

に注入し，背側神経節および脊髄前角における二

重標識細胞の有無を調べた．

【結果】半結紮モデルでは，結紮高位より末梢の

損傷部分内で，健常部分に隣接した部位に，2週

以降経時的に増加する再生神経を認めた．また，

交叉により健常部分と損傷部分の接触部が多くな

る末梢部で，より多くの再生神経を認めた．半裁

モデルでもsiliconetube内の半裁神経内に再生軸

索の進入を認め，背側神経節および脊髄前角細胞

に二重標識された細胞を認めた．

【考察】結紮モデルで，再生神経の分布から，損

傷高位より末梢で，健常部分から損傷部分に再生

神経が進入したことが示唆された．また，半裁モ

デルで背側神経節および脊髄前角細胞に二重標識

された細胞を認めたことから，再生軸索は末梢で

健常神経から側副発芽したことが示唆された．
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神経端側縫合における神経再生形態の観
察一全ての軸索が蛍光発色するマウスを

用いた運動・知覚神経それぞれの発芽形

態について一

MechamsmsofMotororSensoryaxonalSprout-

ingwithEnd-to-SideneurorIhaphy-UsingThyl-

YFP16transgenicmiceWhichhaveYFPfluores-

cenceinallaxons-

'順天堂大学医学部形成外科，2ワシントン大学

セントルイス

○林礼人'，小室裕造1，梁井皎1，

Myckatyn'Ibrence2,MackmnonSusan2

【目的】神経端側縫合における神経再生の経緯や

機構については，未だ定説として確立したものは

無く未解決な点も多い．今回我々は，知覚神経を

含めた全ての軸索がYFP発色するThyl-YFP16
miceを用い，再生軸索の発芽機構についても多角

的な検討を行ったので報告する．

【方法】実験には，全ての軸索が発色するThyl-
YFP16miceを用いた前もって切断し無蛍光化し

た右正中神経を採取し，右大腿神経と右坐骨神経

の間に交叉神経移植を行った．大腿神経と正中神

経間に端側神経縫合を行ったが，3つの異なる端側

縫合群（上膜開窓群，側神経の無損傷な端側接合

群，シリコンチューブによる慢性圧迫損傷群）を

作成した再生軸索は蛍光顕微鏡下にてmvivoで

の観察を同一マウスで経時的に行うとともに，移

植後3及び5ケ月後に端側縫合部，前脛骨筋群，

外側下腿皮膚を採取固定し，縫合部での再生形態

や終末機器への再神経支配の詳細を共焦点顕微鏡

下にて観察した．この手技により，運動神経･知覚

神経それぞれの再生形態の観察が可能だが，その

詳細を評価するため，電子顕微鏡下に移植神経の

組織学的評価も行なった．さらに，再生に関与す

る因子も評価するため，側神経のシグナル蛋白

(MAG,CREB)についても評価した

【結果】開窓群では知覚・運動神経とも良好な再

生がみられたが，側神経の無損傷群では，知覚神

経のみの再生が認められた．慢性圧迫損傷群で

は，運動神経の再生もみられ，側神経にMAGの

発現低下を認めた．

【考察】端側神経縫合は知覚神経の再生を誘導し

得るが，運動神経の再生には慢性圧迫損傷も含め

た側神経の何らかの神経変性が必要で，軸索の切

断の他にMAGの発現低下が関与する可能性が示

唆された

1-10-14

IL-1βは坐骨神経損傷後の再生を促進する

IL-lbetapromotesnerveregenerationaftersci-

aticnerveinjury.

大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学

○ 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

interleukin-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．神経突起の伸展は

神経再生において重要な過程の一つであるが，

IL-1βによる影響に関して我々は昨年の本学会に

おいて,IL-1βがinvitroにおいてmyelin-associ-

atedglycoprotein(MAG)の効果を打ち消して神

経突起の伸展を促進することを報告した．本研究

の目的は,IL-1βがinvivoにおいても同様に作

用し，神経損傷後の再生を促進するかを調べるこ

とである．

【方法】8週齢のメスⅧstarラットの左坐骨神経

を切断し,10-0ナイロンにて縫合した直後よ

り，縫合部にIL-16(100n9/ml)またはPBSを

浸透圧ポンプ(0.5"1/hr)にて2週間持続投与し

た．機能評価として,toepinchtestとtoespread-

ingtestを1週毎に行った．組織学的評価として

は，術後12週にて屠殺して左坐骨神経を採取し，

縫合部よりlOmm遠位部の切片において抗neu‐

rofilament抗体で染色される再生軸索の数及び面

積を計測した．

【結果】運動機能の評価方法であるtoespreading

testでは両群間に差は見られなかったが，感覚機

能の評価方法であるtoepmchtestでは,n-16

群においてPBS群に比べ有意に回復が早くみら

れた．組織学的にはIL-1β群においてPBS群に比

'､a,neuorfilament陽性軸索の数，面積とも有意に

増加していた．

【考察】IL-1βはinvivoにおいて，感覚神経の回

復促進および再生軸索の増加をもたらし，末梢神

経再生に寄与することが示唆された．
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1-10-15

SpinaIMotorNeuronの軸索伸長と細胞
内シグナル伝達系

Axonalgrowthofspinalmotorneuronandits

signalingpathway

'横浜労災病院整形外科，2国立身体障害者リハビ

リテーションセンター研究所

○山本真--19星川慎弥27山本直哉29

緒方徹2

【目的】末梢神経損傷において，特に損傷部位と

標的器官の距離が長い場合，迅速な軸索再伸長が

機能回復には重要である．我々 は,SpinalMotor

Neuron(以下SMN)の選択的培養系と細胞内シ

グナル阻害剤を用いて,BDNF刺激下のMEK-

EM経路が,PI3K-Akt経路よりも軸索伸長に関

与している可能性を示してきた．今回は，神経突

起伸長に対するアボトーシスの関与と，遺伝子導

入法を用いて細胞内シグナルの制御機構の詳細を

検討した．

【方法】SDラット胎生14日の脊髄腹側から，濃度

遠心勾配法を用いてSMNの選択的培養を行った．

シグナル阻害剤やcaspase阻害剤z-vadを添加した

条件下で，72時間後のアポトーシス細胞数と24時

間後のSMN総神経突起長を計測した．恒常活性型

のMEK,Akt遺伝子を導入し,48時間後のSMN総

神経突起長，神経突起数，軸索長を計測した．

【結果】培養72時間後のアポトーシスの割合は，

BDW添加により減少したこの効果はMEK阻

害剤添加でも維持されたが,PI3K阻害剤添加に

よって抑制され，さらにこの抑制効果はz-vad添

加で解消された．一方,z-vad存在下でもBDNF

の突起伸長効果はPI3K阻害剤によって抑制され

た．恒常活性型MEK,Akt遺伝子を導入した

SMNでは，いずれも総神経突起長は増加した．し

かし，恒常活性型Akt導入SMNではMEK導入よ

り神経突起が多い傾向にあり，恒常活性型MEK

導入SMNの最長神経突起すなわち軸索が，対照

に比し有意に伸長した．

【考察･結論】SMNにおいて,BDNF下流でMEK-

ERK経路は軸索伸長に関与し,PI3K-Akt経路は

アポトーシス抑制とは別に，神経突起形成に関与

していると考えられた

1-10-16

Methylcobalaminが神経細胞に及ぼす影
響と分子生物学的機序

Thebiologicaleffectofmethylcobalaminoncere-

bellargranuleneurons

大阪大学大学院器官制御外科学

○岡田潔，田中啓之，韓法輪光，

森友寿夫，村瀬剛

【目的】methylcObalaminの末梢神経損傷，神経炎

への治療効果は今まで数多く報告されているが，

その分子生物学的効果・機序をinvi伽で解明し

た報告はほとんどない．今回我々 は,methylco-

bal2minのinvitroでの神経細胞への影響，及び分

子生物学的な機序を明らかにする事を目的とし

た．

【方法】9日齢のWistarラットより小脳穎粒細胞

を単離･培養し,methylcobalaminを1nMから100

〃Mまでの濃度で投与した．また,methylcobala-

minが補酵素として働くmethioninesynthaseの阻

害剤(mtrobenzothiadiazole)を同時に投与する群

も作成した．72時間培養後，免疫染色を行い，軸

索伸展と，アポトーシスを計測し，各群を比較し

たWesternblottingにてErkl/2とAktの活性を

検出し，コントロール群と比較した．

【結果】methylcobalamin投与群では10"Mまで濃

度依存性に，軸索伸展が促進されていたmethyl-

cobalaminとmtrobenzothiadiazole同時投与群での

軸索伸展はコントロール群と有意差を認めなかっ

た．また,methylcobalamm投与群にてアポトーシ

スの抑制を認めたmethylcobalannn投与群では

Erkl/2とAktがコントロール群に比較し活性化

されていた．

【考察】methylcobalaminは小脳穎粒細胞の軸索伸

展を上昇させアポトーシスを抑制した．この影響

は,nitrobenzothiadiazoleを投与することで抑制さ

れることから,methylcobalaminはmethiomne

synthaseを介して神経細胞に働いていることが示

唆された．また,methylcobalan血投与群では

Erkl/2とAktの活性が上昇することから，神経

細胞への効果はこの2つのシグナルを介している

可能性が示された．
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1-11-1

手指背側皮肩欠損に対する手術治療の成
績

ReconstructionofSkinDefectofDorsalAspect

ofRnger

大垣市民病院整形外科

○千田博也，鴨居史樹，太田周介，

寺田聡史，松原健

【目的】手指背面は常に衣服から露出しており，

指尖部同様外傷にさらされやすい．多くの場合は

保存的に上皮化を得ることが可能だが広範囲深

層に至る皮層欠損に対しては手術治療が必要であ

る．当科において手術治療を要した手指背側皮層

欠損の治療成績について検討した．

【対象と方法】平成12年5月から19年6月までの

期間に10例12指に対し手術を行った．全例男性で

手術時年齢は17から72,平均45.8歳で，罹患指は

母指l,示指4,中指3,環指2,小指2指で

あった．手術法は逆行性指背動脈皮弁が4，遊離

植皮3，逆行性指動脈皮弁2，静脈皮弁2，隣接

指からの血管柄付き島状皮弁1指であった．皮膚

欠損の原因は外傷性が7，ヒートプレス損傷2，

化膿性関節炎2，骨髄炎l指で最小3×3，最大

20×40nmの皮層欠損であった

【結果】各指について性状，色調，機能について

調査した．性状では逆行性指背動脈皮弁1，逆行

性指動脈皮弁2，血管柄付き島状皮弁の1指が

bulkyな外観となったまた爪床の皮膚欠損に対

し逆行性指背動脈皮弁を用いたl例では発毛が生

じた．色調においては逆行性指動脈皮弁の1例で

相違が目立った機能的には逆行性指動脈皮弁の

2例と遊離植皮を行ったヒートプレス損傷の1例

で軽度の屈曲制限を生じた

【考察】指背面は人目につく部分であり，機能的

のみならず整容的にも配盧した治療が必要で，薄

く伸縮に富んだ皮膚が理想である．遊離植皮の結

果は皮膚性状，色調とも薄い分層植皮でも良好な

成績が得られたので母床の状態が許せば第1選択

と考える．深層におよぶ欠損では小範囲の場合，

静脈皮弁(V-V型）が利用可能だが，末梢側に吻

合血管がない例や広範囲の欠損では逆行性指背動

脈皮弁が，また感染例ではやはり血行の豊富な指

動脈皮弁が適当と考える．

1-11-2

皮弁による手部皮層軟部組織欠損再建例

の検討

ReconstructionfOrSoftTYssueDetctofHand

UsingFlap

北里大学病院救命救急センター

○ 根 本 充 ， 杉 本 孝 之 ， 青 柳 和 也

柏木慎也，秋本峰克

【はじめに】皮層軟部組織欠損を伴う手の外傷に

おいて腱や骨が露出している場合には皮弁で再建

されることが多い．われわれは過去10年間に皮弁

で再建した手の皮膚軟部組織欠損症例を調査し，

皮弁の選択法や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12月

の間に皮弁による再建を行った手部皮膚軟部組織

欠損症例（手指に限局した欠損例を除く）を対象

とした．方法は皮膚軟部組織欠損の形態再建の

目的，皮弁移植時期，皮弁の種類，生着，合併症，

2次手術の有無等について調査を行い，皮弁によ

る再建の適応や2次手術をふまえた問題点につい

て検討した．

【結果】10年間に皮弁により再建した症例は27例

であった欠損の形態は手掌部3例，手背部7

例，手指切断を伴う手掌部2例，手指切断を伴う

手背部10例，手指切断を伴う手掌・手背部5例で

あった再建の目的は欠損の閉鎖が18例，腱再建

を伴う欠損の閉鎖が6例，母指再建を伴う欠損の

閉鎖が3例であった再建時期は受傷O～37日目

で平均17日目であった用いた皮弁は有茎皮弁20

例（僥側前腕皮弁11例，腹部皮弁7例，魚径皮弁

2例)，遊離皮弁7例（前外側大腿皮弁5例，遊

離魚径皮弁2例）であった．術後経過は遊離皮弁

2例でうっ血を来したが再手術で救済し，全例生

着した皮弁に対する修正術は17例に対して行っ

た．

【考察】複数回の再建手術が予定される症例に対

する受傷早期からの遊離皮弁による再建は吻合血

管の犠牲を考慮する必要があり，広範な欠損を緊

急に被覆するには腹部皮弁や魚径皮弁の有茎皮弁

が有用であった．遊離皮弁移植が発達してきてい

ることや僥骨動脈の犠牲はあるが，腱や骨，母指

の複合組織欠損を短時間で同時に再建できる僥側

前腕皮弁は未だに有用であると思われた
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1-11-3

同側前腕からの皮弁移植による手部欠損

再建一適応および術式の検討と成績評価

Flap'IieansferhfomthelpsilateralFbreannfOr

ReconstructionofSkinandSoft-tissueDefect

oftheHand

'燕労災病院整形外科，2といし整形外科クリニッ

ク，3新潟手の外科研究所

○松崎浩徳1，登石聡2，高田真一'，

松本英彦'，成澤弘子3

【目的】手部皮層および軟部組織欠損の再建に際

して，同一術野で伝達麻酔下に採取可能な前腕か

らの皮弁移植は極めて有用な術式である．外傷や

腫瘍切除後の手部組織欠損を前腕からの皮弁移植

で再建した症例に関して報告する．

【方法】対象は1996年11月から2007年9月までに

手部欠損の再建に同側前腕からの皮弁移植を行っ

た15例（男12例，女3例）で，手術時年齢は19歳

から73歳（平均49歳）であった腫瘍切除による

欠損の再建が2例，外傷性欠損の再建が13例であ

り，術式は静脈皮弁が5例，後骨間動脈皮弁が7

例，僥側前腕皮弁が3例であった．これらの症例

に関して，再建部位，術式の詳細，術後成績を検

討した．

【成績】全例で伝達麻酔下に手術が施行され,15例

中9例では緊急手術で皮弁移植が行われていた．

静脈皮弁は全て固有指部の再建に用いられ，全例

問題なく生着した．5例中3例が再接着指の動脈も

しくは静脈再建に用いられていた．後骨間動脈皮

弁はPIP関節より中枢部の再建の6例では逆行性

皮弁として用いられたが，中節部の再建の1例で

は遊離皮弁として使用された6例で完全生着した

が，逆行性皮弁のl例に部分壊死を認めた．僥側

前腕皮弁は3例中2例が長掌筋腱付きで挙上され，

手背の皮膚および伸筋腱再建に用いられており,1

例は73歳の母指再接着後の部分壊死例の再建に用

いられていた．皮弁は全て完全生着した．

【結論】静脈皮弁は固有指部の被覆に有用であり，

再接着の際に動静脈欠損と皮膚欠損の同時再建が

可能である．逆行性後骨間動脈皮弁で固有手部か

らPIP関節部まではカバーできるが，それ以遠に

は遊離後骨間動脈皮弁として用いることが可能で

ある．榛側前腕皮弁は主軸血管の犠牲を伴うもの

の手技的に容易であり，腱付き皮弁として用いら

れる利点がある．

1-11-4

トリアムシノロンアセトニドによる皮弁

のthinning効果

ChencalThinmngofFlapusing'Iriamcinolone

Acetonide

長野赤十字病院形成外科

○佐野貴史，岩澤幹直川村達哉

【目的】手足領域では，しばしば薄く柔軟性のあ

る皮弁が要求される．皮弁を手術的に薄くする方

法として,1.皮弁挙上時のthinmng2.二期的

なdemtting3.脂肪吸引などがあるが，皮弁壊

死，手術回数の増加，リハビリの遷延などの欠点

がある．今回我々はトリアムシノロンアセトニド

の皮下組織萎縮作用に注目して皮弁の薄層化へ応

用，その効果を検討した．

【方法】症例は男性6名，女性2名．手に移植し

た遊離大腿皮弁5例，有茎魚径皮弁1例，足に移

植した遊離大腿皮弁1例，肩甲皮弁l例．皮弁の

平均面積は8例9カ所で24.2cm2であった．移植

した皮弁にトリアムシノロンアセトニド（商品名

ケナコルト）を1回20mg生理食塩水に希釈して

脂肪組織内に注射した．必要に応じて4～5週毎

に注射を繰り返し，注射後の皮弁の厚さを計測し

た．注射の回数は1回から4回であった．

【成績】8皮弁（9カ所）で平均l.20cmの薄層化

が得られた最終注射後8ヶ月まで効果の持続を

認めた組織所見では脂肪組織の壊死とoilcyst

の形成，線維形成などの変性所見がみられた．ト

リアムシノロンアセトニド局所投与による変化は

非可逆的なものもあることが示唆された．

【考察】木村ら,Adaniらの報告では前外側大腿皮

弁は挙上時に顕微鏡を用いて厚み3～4mm半径

9cmまでthinningできるとしている．しかし皮

弁のhnningは安全とはいえない．今回の研究で

は皮弁を平均でl.20cm薄く出来た我々の方法

は安全に外科的手技と同等の効果を得られている

と考えられる．この治療法の適応として，小型か

ら中型の皮弁をさらに薄くしたい場合，一期的に

thinningして皮弁移植あるいは移植後に脂肪切除

したあとでさらに薄くしたい場合に補助的な手段

として有用である．特に手術でリハビリを中断し

たくない場合に有用性が高いと考えられた．
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僥骨動脈穿通枝脂肪筋膜弁(RAP-AF
flap)による手の再建

RadialarteryperfOratorflapfOrreconstruction

ofhand

東京大学医学部形成外科

○光嶋勲，成島三長，三原誠，

山 本裕介，菊池和希

【はじめに】僥骨動脈の穿通枝を栄養血管として

用いる僥骨動脈穿通枝皮弁(RAPflap)は，島状

脂肪筋膜弁(Adipofascianap,AFHap)として機

能面，整容面ともにdonorの犠牲が少ない皮弁で

ある．これまでの経験で得られたRAPflapの適応

につき若干の知見を報告する．

【対象】1991年以後6例のRAPnapによる手背部
の再建を行ってきた．その内訳は,21歳から51歳

で，男3名，女3名で，外傷・熱傷による皮層欠

損3例または嬢痕拘縮2例，癌切除後の欠損l例

であった再建法は脂肪筋膜弁＆植皮術4例，皮

弁2例で，皮弁の部分壊死が1例でみられた

【結論と考察】手背部組織欠損の再建には，逆向

性前腕皮弁，後骨間膜動脈皮弁などが用いられて

いる．これらの再建法は同一術野から採取できる

利点があるが，前者では重要動脈血管が犠牲とな

り，皮弁採取部の腰痕が目立ち，若年者には不適

である.RAPflapはドナーが縫縮できれば皮弁と

することができるが｝広範囲の皮膚欠損例であれ

ば脂肪筋膜弁＆植皮が優れる．手背の全層欠損に

対しては，側頭筋膜弁と植皮，足背腱皮弁，前外

側大腿筋膜皮弁などが用いられている.RAP筋膜

弁による腱再建とドナーが隠れる部からの皮弁に

よる新しい再建法は，手背の広範全層欠損の再建

法として有用と思われる．本皮弁の利点は重要

動脈を犠牲にせず，同一術野から大型の皮弁が採

取可能で，他の穿通枝皮弁に比べて皮弁採取が容

易である．適応としては，露出伸筋腱の被覆のみ

でなく複数の伸筋腱欠損の再建が可能である．

RAP脂肪筋膜弁は特に小児例，若い女性例に適応

がある．

1-11-6

指趾の軟部組織欠損に対する腓骨動脈穿

通枝皮弁の検討

Applicationofperonealpe㎡OratornapfOrsoft

tissuedefectsoffingerandtoe

'医療法人興生会吉本整形外科・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］

【はじめに】外傷によって生じた指趾の軟部組織

欠損に対して，整容的および機能的な問題を考慮

して出来る限り早い時期に薄い皮弁を用いて被覆

する必要がある．今回われわれは過去7年間に腓

骨動脈穿通枝皮弁（以下PPF)を用いて治療した

指趾の軟部組織欠損5例について検討したので報

告する．

【対象】症例の内訳は男性が4例，女性が1例で，

右が3例で左が2例であった．受傷時平均年齢は

41歳（17～60歳）であった．全例外傷により生じ

た指趾の軟部組織欠損で，手指が4例，母趾が1

例であった欠損部の大きさは4×2cm～8×

4cmであった再建法はPPFを遊離皮弁として

全例に用い，皮弁の大きさは5×2cm～9×4

cmであった．

【結果】l例で血栓が生じ，皮弁は壊死に陥った．

その症例に対しては後日僥側前腕皮弁を用いて皮

層欠損部を被覆した他の4例では皮弁は何ら問

題なく完全に生着したそして皮弁採取部は全例

において一時的に縫合閉鎖した.Debulkmgは3

例に対して行った．

【考察および結論】損傷の深度が深筋（腱）まで

達する指趾の軟部組織欠損の再建には，出来る限

り薄い皮弁による再建が必要になる．今回われわ

れが用いたPPFは血管径が細く手技的に困難で

はあるが，利点として1）比較的薄い皮弁で，皮

弁採取部の犠牲が小さい，2）下肢の主幹動脈の

一つである腓骨動脈を温存することができる，3）

皮弁採取が比較的容易で短時間で行え，採取した

皮弁の横径が4cm以下であれば一期的創閉鎖が

可能である，4）指趾の血管径と近いために血管

吻合に適しているなどが挙げられ，指趾の軟部組

織欠損の再建に有用であったただし，3例で

debmkmgを必要としたが，今後は皮弁挙上時に

thinr血gを行うなどの工夫も必要であると考えら
れた
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遊離鼠径皮弁による上肢皮層欠損の治療

一血管走行を中心に－

FreegroinnapfOrskincoverageofupperex-

tremities

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

【目的】魚径皮弁は走行血管のバリエーションが

多い皮弁とされている．上肢に本皮弁を用いた症

例より血管走行を分類し，その問題点等につき検

討したので報告する．

【対象および方法】対象は過去8年間に遊離魚径

皮弁にて治療した，上肢皮層欠損例22例である．

男17例女5例年齢は22～60歳であった．全例浅腸

骨回旋動脈を栄養血管として利用した浅腸骨回

旋動脈は，鼠径靱帯の下方に存在し，大腿筋膜張

筋と縫工筋との境界より深層にはいり，一旦浅枝

と深枝にわかれ，縫工筋内側で再び合流し，大腿

動脈にはいる前に浅腹壁動脈と合流することがあ

るとされている．今回1：浅枝と深枝を含めた

か，2：深層へ入る部位，3：浅腹壁動脈との合流

につき検討した

【結果】1：浅枝のみ使用14例，深枝も使用8例で

あった．2：境界部より深層にはいるもの20例,1

例は縫工筋，1例は大腿筋膜張筋を貫き深部には

いっていた3：浅腹壁動脈と合流7例，別々6

例，不明（術野で存在確認できず）9例であっ

た．このうち1例は鼠径靱帯の深層まで上行した

あと下行し大腿動脈へ，1例は2つの枝となり大

腿動脈へ流入していた．以上のパターンを総合す

ると8種類の血管走行に分類できた．皮弁壊死は

2例に認めた．1例は静脈血栓の発見が遅れた症

例l例は血管が鼠径靱帯深層へ走行していた症

例で，伴走静脈1本の縫合例であったが，皮弁切

離前よりうっ血傾向であった．

【考察】鼠径皮弁の血管のバリエーションは多彩

であり，術前にドプラーで血管の走行を決定する

ことは難しい．浅枝のみでも動脈性のトラブルは

おこさない．皮下静脈を含められず，挙上時すで

にうっ血が強い症例では，挙上を一旦延期するこ

とも必要であろう．

1-11-8

筋膜付き遊離皮層移植におけるヒト末梢

血由来CD133陽性細胞移植の効果

theefectofCD133+cellsfOrnon-vascular-

izedfasciocutaneousgraft

'広島大学整形外科形成外科診療班，z広島大学整

形外科

○中西美紗1,砂川融29横田和典1,

石川正和2，越智光夫2

【目的】筋膜周辺の血管網を温存することでdi-

rectanastmosisを増加させ得るという概念の元，

筋膜付き遊離皮肩移植のラットモデルを提案し

た．このモデルに高い血管新生能・分化能や，環

境改善因子の分泌促進能を有するAC133陽性細

胞を添加することで，その生着率・組織学的変化

について比較・検討を行った．

【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

層片を採取後直ちに背部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)Laser

Dopplerhagerによる皮層片皮膚血流量の測定
2）デジタル画像を用いた生着領域の計測3）

MassonTrichrome染色,SiriusRed染色,Isolect-

mB4染色による組織学的評価4)RT-PCR,Q-

PCRによるVEGF発現量の比較を行った．

【結果】両群において血流量，生着領域における

差は認めなかった．しかし組織学的に細胞投与群

において移植片と移植床の境界における嬢痕組織

は少なく，注入部位における血管の増生を認め，

真皮を構成するコラーゲンの比率(I/m)は優位

に高値を示した

【考察・結語】細胞投与群において移植片の生着・

皮層血流量に変化が見られなかったことは，細胞

による血管新生が植皮の生着を左右する移植後1

週間未満には起こらなかったためではないかと考

えた下肢虚血モデルにおいて2週間以降から皮

層血流量に改善を認めたとする報告が多く，この

ことは我々の考えを裏付けていた．また組織学的

に移植組織内の繊維成分の配列には明らかな違い

を認め，コラーゲンの配分(I/m)は真皮の成熟

を意味する結果となった．これらの組織学的相違

は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

ではないかと考えた．
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上腕骨難治性偽関節に対する血管柄付き
骨移植術

WscularizedbonegraftfOrintractablenonunion

ofthehumerus

奈良県立医科大学整形外科

○吉田淳，矢島弘嗣，小畠康宣，

村田景一，前川尚宜

【目的】上腕骨偽関節に対しては強固な内固定と

遊離骨移植による治療が選択されることが多い

が，骨癒合に難渋する症例が存在する．このよう

な難治性偽関節に対し，各種血管柄付き骨移植術

を施行した症例の成績を報告し，その問題点及び

適応について検討する．

【対象と方法】1984年～2006年までに上腕骨偽関

節に対して血管柄付き骨移植術を施行したll例を

対象とした男性6例，女性5例であり，手術時

年齢は24～77歳（平均55歳）であった初期治療

は髄内釘固定8例，プレート固定2例，保存的加

療1例であった骨折の受傷から血管柄付き骨移

植術までの期間は4～228カ月（平均37カ月）で

あった．ドナーとして腓骨を用いたものは2例，

大腿骨内上穎が7例，肩甲骨が2例で，前2者は

遊離移植肩甲骨は有茎移植を行った．移植骨別

の骨欠損長は腓骨移植例では3～6cm(平均4.5

cm),大腿骨内上顎移植例では0～lcm(平均

0.3cm),肩甲骨移植例では0～4cm(平均2

cm)であったこれに対し移植骨長は腓骨移植例

では12～18cm(平均15.0cm),大腿骨内上類移

植例では2.5×4～4×4cmであり，肩甲骨移植

例では4～5cm(平均4.5cm)であった．

【結果】術後経過観察期間は10～188カ月（平均

56カ月）である．骨癒合は全例で獲得し，平均骨

癒合期間は4.1ヵ月であった，腓骨移植を施行し

た1例で変形治癒を生じた．また大腿骨内上穎よ

り採骨した1例で採取部に知覚障害を認めたが，

経過観察中に自然消失した

【結論】骨欠損が大きな症例に対しては骨幹部で

は腓骨が有用であるが，上腕骨近位部では肩甲骨

が有茎で移植可能であるので有利である．また骨

欠損の少ない症例に対しては大腿骨内上顎からの

血管柄付き骨移植が有用であった．

1-11-10

開発から10年の経験から考察した血管柄

付き第2中手骨基部移植術の適応

IndicationoftheVascularizedSecondMetacarpal-

BaseBoneGraftafterlOYearsExperiences

済生会新潟病院整形外科

○牧野正晴

【はじめに】血管柄付き第2中手骨基部移植術

(以下，本法）は1997年に演者が開発し，以後

種々の手根骨病変に施術してきた．この間，次第

に諸施設でも採用され，手根骨再建方法の1つに

なりつつある．この10年間の経験から本法の適応

について考察する．

【方法】手術方法は割愛するが，基部からは海綿

骨に富んだ大きな骨片が取れるが，骨幹部に至る

と急に細くなり適当な骨採取ができにくくなるこ

とに注意が必要である．症例は，舟状骨偽関節は

8例あり（4例は遊離骨移植失敗例)，その部位，

およびDISI変形の矯正等に合わせて掌側，ある

いは背側から骨移植をおこなった．この際，移植

骨の安定性が良好であれば，内固定を避け，骨量

および髄内血行をできるだけ温存する．他にPre-

iser病3例有頭骨無腐性壊死l例，月状骨巨大

襄腫1例およびstage3のKienb6ck病3例があ

り，これらの疾患では背側から骨移植をおこなっ

た．各症例の画像所見および臨床結果から本法

の適応を検討した．

【結果】舟状骨偽関節は全て4ヶ月で骨癒合が得

られた.Preiser病，および有頭骨無腐性壊死では

再血行化による修復像が得られ，骨嚢腫例では反

対側のより小さい月状骨襄腫に行った遊離骨移植

よりも早期に均一化が得られた．これらの画像お

よび臨床結果は共に良好であった．一方，瞳一

enb6ck病においては，その短期成績は良好であっ

たが，月状骨圧壊の防止はできなかった．しか

し，長期間の経過でも除痛職場復帰等の臨床結

果は良好であった

【考察】舟状骨偽関節では確実な骨癒合が期待で

き，特発性無腐性壊死では再血行化が認められ，

いずれもよい適応と言える．骨嚢腫においては相

対的な適応と考えられる．Kienb6ck病では他の除

圧方法と組み合わせる等の，適応の再検討が必要

である．
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大腿骨内穎部における血管解剖一血管柄

付き骨骨膜移植への応用

AnlnvestigationoftheArterialBloodSupplyof

theMedialFEmoralCondyleanditshtential

UseasWscularizedkdicleandReeBone

Grafts

l神戸市立医療センター中央市民病院2Mayo

Clinic

○山本博史',MoranSteven2,

BishopAllen2,ShinAlexander2

【目的】大腿骨内穎は，血管柄付き骨骨膜移植の採

骨部位として，栄養血管へのアクセスのしやすさ，

donor-sitemorbidityの点から，鎖骨，舟状骨，顎

骨，上腕骨の骨欠損などに幅広く用いられている．

しかし，骨内血管の走行については，ほとんど情

報が無く，小さな骨片を採骨する場合，内穎のど

の部位から採取するべきか不明である．また，骨

外血行についてもしばしば，変異に遭遇する．こ

のため，大腿骨内穎部の血管解剖について調べた．

【方法】新鮮遺体の股関節離断した20下肢を用い

た.1肢は,pilotstudyに用いた．残り19肢は，左

7肢右12肢，男性5肢，女性14肢，年齢は40歳か

ら99歳であったこれらを2グループに分け，グ

ループ1，14肢については，骨内外血行を，グルー

プ2，5肢については，周囲の軟部組織との関係で

骨外血行を調べた．グループlは，大腿動脈にBat-

son'scompoundを注入し，軟部組織を消化，更に，

脱灰し,modinedSpaltehotztecmiqueで骨を透瞭

化した．グループ2は，大腿動脈にⅦ1㎡sredla-

texを注入し，注意深く,dissectionを行った．

【結果】大腿骨内穎の内転筋結節前方は,descend-

inggenicularartery(DGA)の枝であるosteoar-

ticularbranch(OAB)またはsuperiormedial

genicularartery(SMGA)で栄養されており,OAB

は90%,SMGAは100%に認められた.OABdomi-

nantは86%であった.OABが皮枝であるsaphe-

nousbranchとcommontrunkをなすものは,74%

であった．骨内への穿通枝は平均深さl.3cmまで

認められ，遠位部に最も多く存在した

【結論】大腿骨内穎から海綿骨を含む小骨骨膜移植

を安全に行う場合，大腿骨内穎遠位を含み，血管

柄としてOABまたはSMGAのいずれを用いるべき

か血管径，長さで判断する必要があると考えられ

た．

1-11-12

Metacarpalhandの治療上の問題点
Theprobleminthetreatmentofmetacarpalhand

山口県立総合医療センター整形外科

○岩永隆太，酒井和裕，谷川泰彦

瀬戸信一朗

【目的】metacarpalhandはADL低下が大きく，治

療法も多岐に渡るため決定的なものはなく，問題

点も多い．当院の5症例を考察を交え報告する．

【対象】男性3例女性2例，平均年齢42.6歳

(20～56)，経過観察期間は4.7年（8ケ月～11

年)，受傷原因は全て機械による切断であった．

受傷側は利き手4例，非利き手1例であった．切

断部位は中手骨レベル4例(1例：前腕に及ぶデ

グロービング)，前腕遠位と手指の二重切断l例

であった．

【治療方法】4例に再接着を試み，うち3例は完

全壊死した．二重切断例は手指のみ完全壊死し

た母指切断合併は3例で，全て基節骨基部切断

であり，2例は再接着,1例は切断中指を移行し

再接着した．足趾移植は第2趾を環指へ移植した

l例のみで，他4例は断端を魚径皮弁，上腕外側

皮弁,Wraparounddorsalispediscombinednap

などで覆った追加処置として指間形成2例，

defatting2例行った．

【結果】Metacarpalhandの機能は足趾移植では十

分なピンチを獲得できたが，皮弁再建例では粗大

把持に留まった．二重切断例にparesthesiaが残存

したが幻肢痛・断端部痛は認めなかった．合併症

として皮弁壊死l例，感染2例認めた

【結論】足趾移植は機能面では優れるが，整容・ド

ナー・精神的問題があり，当院ではl例しか受諾

しなかった．遊離皮弁の再建はピンチ獲得困難で

あったが瘻痛はほとんどなくADLでは有用と

なっている．指列形成や骨延長の組み合わせなど

を今後考慮する必要がある．
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1-11-13

大腿筋膜張筋を面で付加した前外側大腿
皮弁による伸筋腱の再建

ReconstructionoftheExtensorswithALT，Flap
andundividedTFL

信州大学医学部形成再建外科

○長 田 佳 郎 松 尾清，深澤大樹

【目的】手の広範囲な組織欠損には遊離皮弁が有

用である．最近は，穿通枝皮弁が普及して，伸筋

腱の欠損に対して大腿筋膜張筋を付加した前外側

大腿皮弁をもちいることも多くなってきたま

た，腱の再建ではglidingsurfaceの再建が重要で

ある．今回我々は，大腿筋膜張筋を面で付加した

前外側大腿皮弁による伸筋腱の再建を行ったの

で，若干の知見，考察を加え報告する．

【症例】70才，女性．乳癌術後の化学療法中，抗癌

剤の点滴が左手背皮静脈の血管外へ流出した．左

手背を中心とした皮層潰瘍が，左肘まで点在し

た保存的治療を前医にて行っていたが，創傷治

癒不良のため，当科紹介となる．当科初診時の所

見は，左手背に皮層潰瘍があり，腱が露出してい

た．さらに前腕肘に数カ所皮膚潰瘍を認めた．

手背の皮膚欠損伸筋腱欠損に対して，大腿筋膜

張筋を面で付加した前外側大腿皮弁で再建を行っ

た．その他の皮層潰瘍に対して，局所皮弁，植皮

を行った．

【結果】術後1年経過して良好な伸展域を確保で

きている．皮弁の減量を予定している．

【考察】穿通枝皮弁が普及して，大腿筋膜張筋を

付加した前外側大腿皮弁による伸筋腱の再建はな

されているが，腱の萎縮やglidingsurfaceの問題

がある．そこで我々は大腿筋膜張筋を面で付加し

た前外側大腿皮弁による伸筋腱の再建を行った．

大腿筋膜張筋を分断せず，面で使用すると，皮弁

側とのglidingsurfaceは確保でき,TFLのもやも

や組織をつけることで下床とのglidingsurfaceを

形成することができた．面にすることで腱の萎縮

もかなり防止できると考えられる．皮弁の厚さを

調節できない問題もある．しかし，伸筋腱の再建

には有用な方法と思われる．

1-11-14

Modifiedwrap-aroundtoetransferfor
thumbreconstruction

DepartmentofHandSurgerMBeijingJishuitan

Hospital,RkingUniversity

○PANYbng-wei,TIANWen,TIANGuang-lei

[Abstract]Objective'IbintroduceatecmiqUe

ofmodifiedwrap-aroundtoenaptransferfOr

thumbreconstructionwithoutjeopardizmgfOot

hlnction・MethodsThirty-fivepatientsreceived

amodifiedtechniqueofwrap-aroundtoeflap

transferfOrthumbreconstruction，Thewrap-

aroundnapincludedthetoenailandtwo-thirdlat-

eralandone-thi㎡medialskin.Theretained

skinstriponthedonorbigtoewasontheplan-

tarsurfaceandcoverstheweight-bearingarea.

Theneurovascmarpediclesofthenapwereiden-

tinedasdescribedfOrthetraditionalwrap-

aroundflap・Split-hcknessskingra仕wasap-

pliedtothegreattoeafterthenapwasdis-

sectedandappliedtothehand・ResultsThe

averagefbllow-叩mtervalwasl8months・Both

thecosmesisandfUnctionofthereconstructed

thumbswereconsistentwiththosereportedfOr

theuseofthetraditionalwrap-aroundnap.In

33casesthetotallengthofthedonorbigtoes

werepreserved.Bothlengthandcosmesisof

thedonorbigtoeswereexcenent・h2cases

theretainedsmponthedonorbigtoehadpar-

tiallossandasecondaryprocedurewasre-

quired・Allpatientscouldwalkandrunnormally

withoutpainorpostoperativeskinerosionorm-

ceration.POstoperativegaitanalysiswasnormal.

StaticfOotprintanalysisanddynamicmechamcal

analyseswereconsistentwiththoseoftheoppo-

sitefbot.ConclusionThismodinedwrap-around

toenaptransfermrthumbreconstructionwas

technicallynotmoredifncultthantraditionalpro-

cedures・Qualityofthereconstructedthumbwas

goodandthefUnctionandcosmesisofdonorbig

toewasmaxmallypreserved.
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1-11-15

足部からの血管柄付き遊離組織を用いた

手指再建症例の検討

Reevascl'12rizedtissuetransferfromfOotto

thehand

'長崎大学医学部形成外科，2山口県立総合医療セ

ンター形成外科，3松江赤十字病院形成外科

○田中克己1,村上隆-2,安楽邦明3,

草竹兼司'，平野明喜』

【目的】手指の再建において足部は機能的にも，

整容的にも良好な成績を得ることが可能な採取部

である．これまでに用いた再建症例を検討し，そ

の適応，治療成績ならびに採取部の問題点を検討

したので報告する．

【方法】1987年1月から2007年9月までに当科に

おいて，足部からの血管柄付き遊離組織を用いた

手指再建症例は37名38皮弁であった．原疾患は外

傷20名，外傷後変形および癩痕拘縮9名，腫瘍4

名，先天異常3名，動静脈瘻1名であった．使用

した組織の内訳はwrap-aroundnapがll例,toe

tofingerが9例,hemipulpHapが9例,medial

plantarnapが4例,medialispedisnapが3例，

jointtransferが2例であった

【成績】手術後，動脈血栓l例，静脈血栓2例が

生じたが，再手術によりいずれも生着した．皮弁

は完全生着35例，部分壊死2例，完全壊死がl例

であった．完全壊死のl例は術中から動脈の

spasmが強<,血流が不安定な状態で手術を終了

した症例であった．関節可動域に関しては移植さ

れた関節の可動域はあまり獲られていなかった．

知覚に関しては,wrap-aroundnap,toeto伽ger

およびhemipulpmapにより再建された症例での

回復は良好であり，手掌に対して用いたmedial

plantarnapの回復も良好な例が多くみられた一

方，皮弁を採取された部位における問題点とし

て，縫合部の過角化腰痕拘縮知覚異常などが

認められた．

【結論】手指の組織欠損に対して足部から移植さ

れた症例では機能的にも整容的にも高い治療成績

が得られており，今後も主要な再建組織として適

用されると考えられた．採取部の問題点に関して

は今後，さらに侵襲の少ない治療法を検討する必

要があると考えられた．
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2-1-P1パネルディスカッション

特発性手根管症候群治療の現況～アンケート結果より
ThestandardtreatmentofidiopathiccarpaltunnelsyndromeinJapan

TheresultsofquestionnairesfOrthemembersofJSSH

○原友紀'，西浦康正'，田中利和2，
許表惜3，落合直之］

'筑波大学大学院人間総合科学研究科臨床医学系整形外科，

2キッコーマン総合病院整形外科，

3取手北相馬保健医療センター医師会病院整形外科

【目的】特発性手根管症候群は日常診療で多く遭遇する一般的な疾患であるが手術適応・術式の選択

などにおいて議論すべき点がある．今回，我が国における特発性手根管症候群治療の現況を明らかに

し，本学術集会において有意義な討論を行うための一材として，演題応募者を対象とした特発性手根

管症候群治療に関するアンケート調査を行った．結果を集計し，パネルデイスカツシヨン冒頭で報告

する．

【方法】第51回日本手の外科学会学術集会一般演題応募登録者およびシンポジウム・パネルディス

カッション演者のうち特発性手根管症候群治療を行っている方を対象とした．平成19年9月18日よ

り同年10月31日までの演題登録応募期間で，演題登録項目として特発性手根管症候群治療に関する

アンケート項目の入力を付し回答を求めた．アンケート項目は（1）特発性手根管症候群治療担当の

有無，（2）診断において重要視する所見，(3)採用している補助検査，（4）保存療法を行うか否かと
その方法，（5）手術適応と判断する症状および患者背景，（6）保存療法期間，（7）手術治療（入院か

外来か)，（8）手術麻酔方法，（9）手術時ターニケット使用有無,(10)術式,(11)(10)の術式選択

理由（12）術後外固定期間,(13)インフォームドコンセント内容，の13項目である．各項目毎に選

択肢の採択率を算出し，ヒストグラムを作成，集計結果について考察し報告する．
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2-1-P2

手根管症候群に対する保存療法の適応と限界－特に装具療法について
WdstSplintingfOrCarpalTunnelSyndrome

○信田進吾，小川和浩，金澤憲治

東北労災病院整形外科

【目的】手根管症候群に対する手関節装具療法の治療成績から，その適応と限界を検討した．

【方法】装具は熱可塑性プラスチックとマジックベルトで手関節を固定するもので，夜間就寝中に装

着させた．対象は1998年以後に本法を3カ月以上行って経過観察できた167例214手である．男性24例

30手，女性143例184手で年齢は平均58歳である．特発性が206手,Colles骨折合併例が6手,Kienb6ck

病合併例が2手である．臨床的病期の浜田分類はGradelが177手,Grade2が33手,Grade3が4手

であり，経過観察期間は平均7カ月である．電気診断は治療前・後に短母指外転筋(APB)の複合筋

活動電位(CMAP)の遠位潜時と振幅を分析し，治療成績と比較した．

【結果】APB-CMAPは205手が導出可能で遠位潜時の延長と振幅の低下を認めた．治療成績はKellyら
の主観的評価基準により判定し，優が41手，良が110手，可が45手，不可が18手であった．優・良の成

績良好例はGradelが131手．74%,Grade2が20手･61%,Grade3が0%であった．成績優・良の

比率は治療前のAPB-CMAPの遠位潜時が8ms未満の140手中110手･79%,遠位潜時が8ms以上

の65手では40手．62％であり，優・良の比率に有意差を認めた(p<0.025).治療開始後に成績評価
が決定した時期は優群が平均4.3カ月，良群が4.7カ月であった．

【考察と縛論】装具療法は手関節の安静保持により手根管内圧を軽減するとされ，安全で簡便な保存
療法である．自験例の検討からGradelと2でAPB-CMAPの遠位潜時が8ms未満ならば好成績が見

込まれ本法の良い適応である．遠位潜時が8ms以上でもまず本法を4カ月間試みる.APB-CMAPの

潜時は母指球筋枝の脱髄障害を反映し，しびれの程度を反映するものではないが，本症の障害程度を

把握する指標となりうる.CMAPが導出不能またはGrade3の症例は手術適応である．
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2-1-P3

手術療法一鏡視下手根管開放術の立場から－

Surgicaltreatment:Rfomaviewpointofendoscopiccarpaltunnelrelease

○橋詰博行，楢 崎 慎 二

笠岡第一病院整形外科

最小侵襲手術として奥津らが開発したUSEシステムを用いて特発性手根管症候群に対して1993年

より15年間にわたり内視鏡下手術を行ってきた．

全症例数は670手であるが，初期の30手については術式の確立，手術適応の確認，従来法との成績

比較を検討した．その後の70手を含めて100手を予後予測のデータ確立に用いた．それによれば予後

を大きく決定づける因子は術前の遠位潜時の値と対立障害を来す筋萎縮の有無であった

手根管症候群のGrade分類は知覚障害のみのGradel,知覚障害十筋萎縮のGraden,知覚障害十

筋萎縮十対立障害のGradeⅢに分けている．手術適応はGradelのうちDML5.2～7．0msで保存的

治療に抗するもの,Gradelで7.1ms以上の例およびGraden,Ⅲである．この方針は全ての例で一

貫している．

全例外来手術で局麻下に空気止血帯を使わずに行っている．初期の30手では手根管内圧測定を行

い屈筋支帯の完全切離の指標としたその後は鏡視のみで確認している．術後はbulkydressingのみ

で，特別なリハビリも行っていない．

Kellyの評価基準を用いた予後調査は1カ月,3カ月,6カ月,12カ月で行っており，最終予後調査

の成績では，優583手，良27手，可40手，不可20手であった.Majorcomplicationは初期の2例に神経

損傷があり，その内l例は腱損傷も合併した．Minorcomplicationはpillarpain75手，一過性の尺骨

神経障害2例であったがいずれも6カ月以内に消失した

奥津法は安全で安定した成績が得られ，低侵襲に加えて手術時間も短縮でき，早期の社会復帰が期

待できる優れた手術法と考える．

2006年8月からは日帰り手術を算定しているが，その現状も紹介したい．
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2-1-P4

手術療法開放式手根管開放術の立場から

Opencarpaltunnelreleasewithshortpalmarincision

○池田和夫'，納村直希'，富田勝郎2
'国立病院機構金沢医療センター整形外科，2金沢大学医学部整形外科

【目的】手根管症候群の治療のポイントは，術後手掌部痛（いわゆるpillarpain)の出現を最小限にで
きる方法を選択する事である．われわれは，従来の手掌部小皮切手根管開放術(OCTR)と，最近

行っている小皮切手根管開放術(New-OCTR)と,Chowの2-portalECTRの3群の手掌部痛につい
て比較検討した．

【方法】OCTRが14例,ECTRが5例,New-OCTRが30例であった．OCTRでは，手掌部3cmの縦

皮切から，筋鉤で皮下を持ち上げ中枢まで直視下に屈筋支帯を切離したこの方法は，展開は良い

が，手掌部の皮下組織にはかなりのダメージを与える.New-OCTRでは，手掌部に2cmの縦皮切を

入れ，特殊な鉤で手掌腱膜と屈筋支帯の間を剥離し皮下組織を傷つけないように挙上展開した．鉤の

下の屈筋支帯を直視下に切離した.Chowの2-portalECTRは原法に準じた術後10日目,1,2,3か

月目で手掌部の屈筋支帯直上を直径12mmの円板を付けたPullScale(今田工業）で圧迫した．瘤痛

を訴える圧痛閾値(N)を計測した．この計器では最大30Nまで計測できる．

【成績】OCTRでは，順に12±5.9,16±6.9,21±8.1,27±5.8と痙痛閾値は高くなり，回復して

いく経過が明らかとなった.ECTRでは，順に28±2.4,30±0.0,30±0.0,30±0.0であった．

New-OCTRでは，術後10日から30N以上であった

【結論】30Nの圧迫に耐えられると，包丁を扱える程度の回復であった.New-OCTRで,ECTRに匹

敵する手掌部痛の少なさが証明されたそれは,New-OCTRでは手掌腱膜の浅層の皮下組織を温存

して展開できるからと考えた.New-OCTRは，正中神経を直視下に開放でき，内視鏡のモニターなど

の準備も不要であり，有用な方法と考えた．
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特発性手根管症候群に対する鏡視下法と手掌内皮切法の比較

-Prospectiverandomizedcontrolledtrialからみた手術適応一
Comparativestudybetweenendoscopicandopencarpaltunnelrelease

-Evaluationwithprospectiverandomizedcontrolledtrial-

○江尻荘一'，菊地臣－1，紺野慎一'，
丸谷雅人2，関口泰史3

'福島県立医科大学医学部整形外科，2有隣病院整形外科，

3大原綜合病院整形外科

【はじめに】我々は，特発性手根管症候群（以下CTS)に対する鏡視下法（奥津法，以下ECTR)と

手掌内皮切法（以下OCTR)の治療成績を比較するために,Prospectiverandomizedcontrolledtrial

(以下RCT)を行った．そして，その結果に基づき，当科における両手術の適応について検討したの

で報告する．

【対象と方法】l)RCTに基づく手術適応の検討:対象は,ECTR群40例51手,OCTR群39例50手とし

た．評価項目は,a)自覚症状の変化,b)ADL障害の改善度,c)短母指外転筋末梢潜時（以下APB-

TL),d)知覚，およびe)筋力とした．治療効果の判定は，術後4週と12週の時点で行った2)新

しい手術適応における治療成績:RCTの結果から,2005年以降は，術前のAPB-TLが10ms未満の症

例にはECTRを,10ms以上の症例にはOCTRを適応とした対象は,ECTR群が37例42手で，術前

のAPB-TLは平均7.0msであった．一方,OCTR群は11例13手で，平均12.5msであった．以上の症

例について，術後の自覚症状とAPB-TLの悪化の有無について検討した．

【結果】1）術後4週の時点での筋力の回復は,ECTR群が有意に優れていた(P<0.05)が，他の項

目では有意な差は認められなかったECTR群において術後自覚症状の悪化が2例(4%)に,APB-

TLの悪化が3例(6%)に認められた.APB-TLの悪化例における術前のAPB-TL値は平均ll．6ms

で，改善例の平均7.2msに比して有意に高値(P<0.05)であった．この事実から,ECTRでは術前

のAPB-TLが10ms未満の症例を手術適応に決定した.2)新しい手術適応のもとに行った症例では，

現在まで術後の自覚症状とAPB-TLの悪化例は認められていない．

【考察】ECTRは,OCTRに比して術後早期の筋力回復において優れている．しかし,CTS重症例では

神経機能が一時的に悪化する可能性に留意して，適応を慎重にする必要がある．

-S107-



2-1-P6

TheuseofOpenandEndoscopicCTRintheUSA

mterC・Amadio,MD

DepartmentofOrthopaedicSurgerJルMayoClinicCollegeofMedicine

BiomechanicsLaboratory;DivisionofOrthopaedicResear℃h,MayoClinic

AlthoughOkutsuandChowindependentlydescribedsmgleandtwoportalendoscopicCTRin

1987andl989,intheUSitwastheintroductionofthesingleportalAgeeCTRdeviceinl992

thatbroughttheproceduretoprominence・InitialstudiessuggestedthatpostoperativefUnctionand

returntoworkweremuchimprovedwiththeendoscopicprocedure・Howeverilaterstudiespomted

outthatmuchofthedifferencemoutcomecouldbeattributedtothemethodofpostoperativereha-

bnitation,ratherthanthetypeofsurgerydone,andthattheendoscopicprocedurewasalsoassoci-

atedwithwhatappearedtobeanincreasedriskofnerveinjury.TheneedfOrreoperation,mostly

fOrincompleterelease,alsoappearedtobehigherafterendoscopicthanafteropenCTR・Finally;

theadditionalcostsoftheendoscopicprocedurealsobecameaconcern,asmanymsurancecompa-

mesdidnotreimbursethecostofthedisposableknivesusedfOrtheprocedure.Thus,whileat

onepointitappearedthatallCTRproceduresintheUSmighteventuallybedoneendoscopicallX

atpresentintheUSthemajorityofCTRproceduresaredonebyanopenapproach,usuallyaninci-

sionlimitedtothepalm.Regardlessofsurgicaltechnique,postoperativerehabilitationafterCTRis

muchdifferentthanitwasinl989;innnobilizationisrarelyused,andearlyreturntofUnctionis

emphasized.Thedecisiontochooseonemethodoranotherisusuallymadebythesurgeonandpa-

tient,afteradiscussionoftherisksandbeneftsofthetwoapproaches.Theredonotappeartobe

manyspecincindicationsfOroneprocedureovertheotherialthoughtheendoscopicmethodmay

havesomeadvantagesinbilateralsurgeryorinpatientswhousetheirhandsfOrambulation,and

theopenproceduremaybepreferredfbrpatientswithalteredanatomyduetohfactureormeumato-

logicaldisorder:
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後期高齢者に対する手根管開放術の術後成績

ResultsofOpenCarpalTunnelReleaseintheAged

○三上容司'，山本真一'，作田直記'，
沖永修二2，原えり3

】横浜労災病院整形外科，2東京逓信病院整形外科，

3東京大学整形外科

【はじめに】高齢者は，複数の疾患を抱えていることが多く，また，介護を要するなど生活環境も青

壮年者と異なるため，その治療方針には個別性が強く反映される．高齢者手根管症候群の治療方針立

案の一助とすべく，後期高齢者と呼ばれる75歳以上の手根管症候群患者について，その術後成績を検

討した．

【対象と方法】1997-2007年に当科で手術を行った手根管症候群患者211例（男43,女168),263手（男

49,女214)のうち,75歳以上の特発性手根管症候群患者16例（男2,女14),21手（男2,女19)を対

象とした．手術は，全て直視下手根管開放術で，術後観察期間は1-28ヵ月であった術前，術後のし

びれ感夜間痛，短母指外転筋(APB)筋力，拘縮の有無につき，後ろ向きに調査，検討した．

【結果】しびれ感は，術前21手中19手に認められたが，術後は，消失:1手，改善するも残存:17手，

不変：1手で,19手中18手(95%)で改善した．夜間痛は，術前21手中14手に認められたが，術後

全手で消失した．術後6カ月以上観察した症例は,11例12手であったが,APB筋力は，術前(0],

[1]:4手,[2]:3,[3]:1,[4]4であったが，術後[O],[1]:1手,[2]:1,[3]:2,

〔4〕：3，〔5〕：5となり,12手中10手(83%)で改善した.CRPSが1例l手に生じ，軽度の拘縮が

残存した．

【結論】高齢者においても，夜間痛の改善APB筋力の回復は良好であった．しびれ感は，ほとんど

の場合残存するが術前より改善していた．しびれ，瘻痛が強い場合や,APBに筋力低下がみられ，

ADL上の支障をきたす場合には，高齢者であっても積極的に手術を考慮すべきである．
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ランチ ョ ン 5

手の外科における保険診療（Ⅲ）

JapaneseHealthlnsuranceSystemandHandSurgerym

立花新太郎

虎の門病院整形外科

故中村純次先生によって始められた本セミナーもll回目を迎えました一昨年より小生が担当さ

せて頂いております．以下の内容を講演させて頂きます．

保険医療概論

昭和36年に達成された国民皆保険制度のもと，我が国の保険医療制度は給付の拡大を続け，ついに

昭和49年の老人福祉法による老人医療費無料化でそのピークを迎えました．国民は水や空気のよう

に医療を享受し，医療安全神話を達成する土壌となりましたしかし，医療の高齢化，少子高齢化社

会の到来により医療費は増大の一途です．誰がどのように費用を負担するかの議論は避けて通れな

い状況です．

診療報酬算定のルールについて

本セミナーの過去のアンケート結果より，“診療報酬算定のルール”に関して会員の関心が高いこ

とがうかがわれます．医科点数表は御存知の通り各手術とも体幹に近い大関節から順次，点数が低く

設定されています．

この手の外科にとっては，不利な算定ルールを補うものとして，通則14「同一手術野等の手術」の

｢一指一術野」と，「複数手術に係わる特例」があります．

今回のQandAでもこの算定ルールを中心に，会員に問題点を提起したいと思います．

平成20年度診療報酬改定について

今年は2年ごとに行われる診療報酬改定の年にあたります．改定の詳細が明らかになるのは3月

末ですので準備に時間がありませんが，4月中旬の本学会で可能な限り解決する予定です．
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2-1-S8シンポジウム4

手の外科領域に対する超音波画像の現状と未来

ThepresentandthefUtureofultrasonographyfOrthehand

○清水弘之'，中島浩志3，松下和彦2，

新井猛'，別府諸兄］

'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，

3新天本病院整形外科

【目的】手指･手関節疾患の診断で，即時性,利便性の面から超音波検査は極めて有用である．この中

にはその場で診断し，治療に大きな役割を果たすことができる疾患も多い．平成10年以降に当科の超

音波外来で施行した上肢に関する検査は3200例に達している．今回，超音波検査の有用な疾患と限界

を検討し，将来の展望について述べる．

【現在】腱・腱鞘：屈筋腱鞘炎は腱・腱鞘の肥厚と滑走障害を評価する．損傷は断端・癒着・弓づる

形成を観察する．伸筋腱は薄くて描出可能な範囲に制約はあるが，炎症・断裂・脱白の診断が可能で

ある.deQuervain病では，隔壁と腱鞘の肥厚（低エコー像）の有無でタイプ分類でき，治療効果に

反映する．神経：特定できる部位に制約はあるが，肘部管・手根管の絞掘性神経障害に有用である．

内側上穎の短軸像で肘伸展と屈曲での尺骨神経の動態を，長軸像で神経の圧迫とkinkingを観察し，

神経の厚みは重症度を反映する．血管：血流を表示できるので動脈瘤の診断に優れている．骨・関

節：関節水腫や血腫は低エコーで描出される.Stener病変では翻転された断端が低エコーで描出さ

れ，靱帯損傷を評価できる．リウマチや外傷で変性した骨間膜は描出不良となる．腫瘍性病変：性状

を特定するのは難しいが，ガングリオン，神経鞘腫などは特徴的な像から診断できる．異物:X線透

過性異物の検出に有用であり，摘出術中にも使用できる．

【将来の展望】組織弾性画像の応用で，腱の修復過程や腫瘍の性状の評価が可能である．超音波ガイ

ド下穿刺は麻酔，腫瘍穿刺，筋電図などに行われているが，今後は刺入角度を変えられるアタッチメ

ントやプローブの開発で，診断から治療への応用が広まる．さらに機種の進歩と小型化により，検診

技術や3-D画像により診断精度が向上すると考えられる．
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上肢関節軟骨欠損治療の現状と未来
一肋骨肋軟骨移植術を中心に－

'IireatmentfOrOsteochondralDefectinUpperExtremity

-CostalOsteochondralGraft-

○佐藤和毅'，中村俊康'，吉川泰弘2，
戸山芳昭'，池上博泰’

’慶應義塾大学整形外科，2駒沢病院整形外科

関節軟骨欠損の治療は整形外科における重要な，しかし未解決の課題である．近年，再生医療は飛

躍的な進歩を遂げ，自家培養軟骨細胞移植の多施設共同臨床試験も始まったまた，人工多能性

(iPS)細胞を皮層などから作製する技術も報告され,cellsourceとして期待される．

骨軟骨移植は，関節軟骨の解剖学的・生物学的修復法として，現時点で最も信頼できる手法であ

る．上肢関節軟骨欠損治療の現状として，われわれが行っている肋骨肋軟骨移植術を中心に報告す

る．

【対象･方法】1995-2007年に肋骨肋軟骨移植術を行った50例51関節のうち，術後経過観察1年以上の

44例45関節を対象とした．症例は13-62歳，男42,女2,罹患関節は肘17(離断性骨軟骨炎16,骨壊死

l),手指27(外傷23,変形3,強直1),遠位僥尺関節1(骨腫瘍),経過観察期間は12-57カ月であ

る．治療成績を，症状の改善，関節可動域，スポーツ復帰移植軟骨生検の組織像（10関節）により

評価した．

【結果】X線上，全例移植片の癒合を得た．肘症例は，平均可動域が35-108.から11-134.に改善し，

術後瘤痛を訴えた例はなかった．離断性骨軟骨炎は全例スポーツ復帰した．手指例は，平均可動域

12.が59。に改善し，全例で症状改善を認めたが,2例が軽一中等度の運動時痛を訴えた．遠位僥尺関

節例は回内外45γ30.が85γ90。に改善し，瘻痛も消失した

病理像は,1例で組織の一部に細胞増生を認めたが，他の9例はviabilityを有すると思われる健康

な軟骨組織が観察された．

【考察】肋骨肋軟骨移植による関節形成術により臨床症状の改善を得られた．本法の長所は他関節に

侵襲を与えないことであり，比較的小さな関節の軟骨欠損の治療に有用である．
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屈筋腱治療の現状と未来

'IiaeatmentofRngerFlexor'IbndonlnjuryinthePresentandFuture

大井宏之

聖隷浜松病院・手の外科・マイクロサージヤリーセンター

【現況・問題点】屈筋腱損傷の治療成績は手術とハンドセラピイの相互の発達により，成績は向上し

てきた．1950年頃はExceUent50%前後であったが，最近の新鮮例では%TAM90%以上(Excellent)

を望める時代になった．また腱の治癒過程や縫合法･強度などの多くの研究おこなわれてきた新鮮

例：強度のある縫合で一時修復をおこない早期運動をするのが一般的である．当センターの最近の治

療結果はZonelからⅡではいずれのZoneでも%'IAM平均95%台であった．しかし下記のような問

題点が未だに存在する．問題①Coresuture,Rripheralsutureは本当にこれでよいのか．ヒトでの張

力等の本当の経時的変化はどうなのか．②縫合法は手技が複雑で必ずしも手の外科専門医が簡単に

できる手技ではない．③腱鞘の処置について明確な方法がない．④腱と周囲との癒着は早期運動をし

ても起こりうるのでその他の癒着を減らす方法はないのか．癒着を最も起こさない訓練は何か．⑤腱

の癒合期間を短縮させる方法はないのか．⑥早期運動はセラピストが行うべきであるが，簡単に行え

る訓練ではない，などなど．陳旧例：新鮮例よりも治療や研究の発展が遅れているので問題点がさら

に多い．演者の腱移植と早期運動の治療成績は損傷条件や術前の可動域の問題があるため平均

70.0%であった．問題①古典的な移植法･訓練の域をいまだに脱していない．②周囲組織の損傷状態

の影響を受けやすい．③強固な腱接合と早期運動は可能か．④早期運動は新鮮例と同じでよいのか．

⑤人工腱の開発など，それ以外にも新鮮例と同様の問題点がある．

【未来】現況・問題点の克服が未来につながるが，講演では未来についての思いを語りたい．

-S113-



2-1-S11

末梢神経治療の現状と未来

NerverepairatnowandmfUture

落 合 直之

筑波大学大学院人間総合科学研究科臨床医学系整形外科

末梢神経障害に対する治療法は，神経自体を対象にする方法と腱移行術など機能障害を再建する

方法とがある．前者には，保存療法と手術療法があり手術療法には，神経剥離術と神経修復術があ

る．神経修復術には，端端縫合，神経移植，神経移行がある．近年，端側縫合もtopicsである．

神経修復術の課題は，過誤支配と距離の欠損である．根引き抜き損傷のように中枢欠損で行われる

神経移行術では，本来別の機能を有する神経全体あるいは一部の神経束を移行するので，目的とする

機能獲得には中枢の可塑性に依存する．一方，末梢神経幹の修復でも過誤支配はおきる．軸索が元通

り接続しない，あるいは，損傷部でsproutした軸索が別の筋を同時支配することによる．現在，過誤

支配を防止する術は無く将来の大きな課題である．

距離の欠損では，神経移動術，神経移植術，人工神経移植術が行われるがそれぞれ欠点がある．そ

こで，新たな解決法を目指し我々は，過去8年に渡り神経延長術を開発してきたこれは，恩師故津

山直一名誉会員の言われた「荒唐無稽はだめだが，奇想天外はよい」という言葉を糧に演者の抱いた

夢を追いかけた結果である，

今日Tlizarovにより脚延長術は一般化された．一方，再生医療として幹細胞,ES細胞などを用いる

基礎医学が注目を集めているが，臨床への寄与はほとんど無い．しかるに，脚延長は必要にして十分

な組織器官を体内で新生するという離れ業を成し遂げている．我々は，その技術を神経欠損に応用し

た．本講演では，これまでのラットでの坐骨神経の中枢端，末梢端直接延長と骨延長時の間接延長で

の神経組織の動向の違い，また，中枢端，末梢端直接延長後端端縫合での神経機能回復結果，さらに

サルの尺骨神経を用いた神経直接延長後修復結果を示す．
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マイクロサージャリーの現状と未来

-Neo-Microsurgewから次世代微小外科を目指して一
Movingastepclosertothenextgenerationmicrosurgery

○木村理夫，黒島永嗣深沢克康，

小林康一，松下隆

帝京大学医学部整形外科

手の外科を含めた再建外科領域で重要な技術であるマイクロサージャリーは，様々な遊離組織移

植が開発され飛躍的な発展を遂げてきた．しかし，従来のマイクロサージャリーは，解剖学的名称を

持つ「有名血管」を利用しているため血管選択に制限があるだけでなく,Donor・Recipientとも広い

展開が必要など犠牲が大きい．

そこで，より低侵襲で自由度の高い治療を行うことを目的に,0.5mm径以下の「無名血管領域」

を操作する微小外科:Neo-Microsurgeryの開発を進めてきたこれまでに，この領域に対応する高

解像度の手術用立体視顕微鏡（倍率50倍，解像度7"m)や高解像度超音波断層装置（解像度

0.15mm),13-0針糸（針径30",針長0.8mm)と持針器を開発した．現在，外径0.2mmのRe-

cipient動脈と皮弁側栄養血管を利用して60cm2皮弁が実現している．

微小循環の入出路で無名動･静脈を同定して自由に吻合できれば，循環をデザイン（企画）するこ

とができ，「どこでも皮弁」anywhere-丘eestylenap(黒島）が可能になる．手術用顕微鏡の解像度は

理論上ミクロン以下まで向上可能であり，分子イメージングなどの現代技術と融合すると，細胞内部

を操作し修復する「細胞外科」（黒島）が誕生する．
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国内での手同種移植臨床応用に向けて克服すべきハードル

ClinicalapplicationofhandallotransplantationinJapan-Hurdlestoberesolved

○村松慶一，栗山龍太郎，田口敏彦

山口大学医学部整形外科

欧米，アジアでは1998年から脳死体からの手同種移植が半ば実験的に臨床の場で行われ始め，現在

約25例35手余りが移植されている．この中には成功例もあり，失敗例もある．手を失った患者が他人

のとはいえ新しい手をもらった感動はマスコミにも大きく取り上げられたため，実際私にも手の手

移植を希望される患者も少なからずいる．しかし，この移植には臓器移植では考えられない手移植の

特異的な問題が明らかとなり，日本ではいまだ行われる予定はない．2002年本会の倫理委員会を中心

に手同種移植ガイドラインを作成したが，日本移植学会への参加や臓器移植法の改定などそれ以後

の発展はない．手同種移植の最大の問題はやはり厳しい急性拒絶反応である．免疫抑制剤FK506の

登場により拒絶のコントロールは比較的容易となり，これまでの手移植臨床例でも薬物治療のコン

ブライアンスが良ければ急性拒絶壊死になった症例はない．しかし，手はQOLの向上には大きく貢

献するものの心臓や肝臓移植のように生命を維持する臓器ではないので，免疫抑制剤を長期服用し

て癌の発生や重症感染症に遭遇し，生命の危険を冒す事は絶対に避けねばならない．免疫抑制剤を中

止しても手が生着し機能しつつけるためには免疫学的寛容の導入が必須となる．特に手は皮層や骨

髄といった抗原性の強い組織の複合体であるため，これまで免疫寛容を安定して導入できたとする

実験論文はほとんどない．今後，引き続き実験動物を用いた研究を積み重ね一つ一つの問題点を解決

して行かねば，手同種移植は本当に実験的試みとして終わってしまいかねないであろう．本発表で

は，手移植の臨床応用に大きく貢献したこれまでの四肢同種移植の研究を振り返り，今後手同種移植

が日本で行われるための様々なハードルとその対策について考える．
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AO分類C3型僥骨遠位端関節内粉砕骨折

に対する掌側ロッキングプレートの治療

成績

TheOutcomeof恥larLockingPlateFixation

fbrAOclassificationTypeC31ntra-articular

DistalRadiusFracture

愛知県厚生連豊田厚生病院

○稲垣弘進荒木聰

【目的】AO分類C3型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について調査し，追

加手術の必要性について検討したので報告する．

【対象および方法】症例はAO分類C3型骨折と診断

し手術を行った2剛で，男性9例女性11例，手術時

平均年齢は57歳右6例左14例術後平均観察期間

は24週間であったimplantはStrikerlockmgplate

systemを全例用いた.5例はpinningなど小骨片整

復のために背側からもアプローチを行い，骨移植は

9例に施行,bridging型創外固定器を4例に追加し

た検討項目は日手会手関節機能評価（痙痛，可動

域,職業握力)，術後合併症の有無X線評価とし

て術直後と最終調査時のvolartilt(VT),radialin-

clination(m),mnarvariance(UV)を測定した

【結果】日手会機能評価はすべてデータが揃った13

例中,Excellent2例Good9例,Fhir2例であっ

た.Fair2例は背側アプローチを行っていなかっ

た創外固定を行った4例中3例は掌背屈可動域が

明らかに低下していた．合併症は手根管症候群を2

例に認めた.X線評価は，術直後平均VT6.3｡,m

21･,UVO.2mm,最終診察時はVT5.5,m21･,

UVO.8mmであり矯正損失量は少なかった骨移

植の有無に関しては機能評価や矯正損失量に大差

はなかった．

【考察】これまでの報告でもあるように,AO分類

C3型骨折に対しても掌側ロッキングプレートは矯

正損失量が少なく比較的良好な結果が得られた．粉

砕骨折に対してプレートでは保持しきれない関節

周囲の小骨片に対し,ligamentotaxisによる整復位

保持を考えて創外固定を施行したが可動域が低下

した骨移植の有無に関しては差が無かったが，背

側アプローチ例でFair例がなかったように初期の正

確な整復と強固な内固定が成績に影響するため，そ

の整復位の保持には重要である．

2-2-2

掌側ロッキングプレートを用いた僥骨遠

位端粉砕骨折(AO分類C3)の治療成績

Surgicaltreatmentofconnninuteddistalradius

fractureswithvolarlockingplates.

'広島大学大学院医歯薬学総合研究科整形外科学，

2山本整形外科病院

○中崎蔵人'，砂川融1，來嶋也寸無'，

越智光夫'，山本佳史2

【目的】僥骨遠位端骨折に対し掌側ロッキングプ

レート固定術を施行した症例においてAO分類C

3とその他の群に分け術後X線を評価した．

【方法】2004年11月から2007年9月の間に当科で

掌側ロッキングプレート固定術を施行したのは36

例37手関節で男性5例，女性31例，罹患手は右18

例，左17例，両側1例であった手術時年齢は平

均65.1歳（30-90歳)，手術待機期間は平均7.2日

(1-30日）であったその内関節内に多骨片を伴

うAO分類C3は12例であった．使用したインプラ

ントはDRV(MIZ[旧O)24例,Aculock(小林メ

ディカル）9例，その他4例で全例に掌側アプ

ローチによる観血的整復固定術を行い背側展開を

加えた症例はなかった茎状突起を含む尺骨遠位

端骨折は20例に合併しそのうち19例に鋼線を用い

た観血的整復固定術を行ったこれらの症例を

AO分類C3群とその他の群に分け術後X線を評価

した．

【結果】全例に骨癒合が得られた．術後X線では

C3群がvolartilt平均9.7･,radialinclination平均

21.3･,uharvariance平均0.25nmであり，その他

の群での平均はそれぞれ5.7･,18.1･,-0.68mm

であったいずれも2群間に統計学的な有意差は

認めなかった．

【考察】僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキング

プレート固定術は優れた初期固定力を発揮し早期

運動療法が可能である点などからその有用性につ

いて報告されている．関節内粉砕骨折や背側に転

位骨片を認める例においては掌側アプローチでは

整復に難渋することが考えられるが，自験例では

概ね安定した整復を得ることができた．しかし僥

骨の短縮など整復が不十分である症例も存在し注

意が必要であると考える．
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AO分類C3型榛骨遠位端骨折に対する掌

側およひ嶢側プレート固定法

HlmarandRadialDoublePlatingfOrAOC3

FifacturesofDistalRadius

'大分三愛メディカルセンター整形外科，2名古屋

披済会病院

○猿渡知行1,渡邉健太郎2

【目的】近年僥骨遠位端骨折に対するロッキング

プレートの開発により強固な内固定と早期の可動

域訓練が可能となったが,AO分類C3型のような

粉砕の強い症例では'･2dialcolumnとmedialcol-

皿mを1枚の掌側プレートで確実に固定すること

がしばしば困難である．そこでわれわれは掌側

ロッキングプレートと僥側ロッキングプレートを

併用することで高度粉砕例にも強固な内固定を行

い早期訓練を可能にして良好な結果を得てきたの

で報告する．

【対象】症例は2005年7月～2007年7月に加療を

行ったAO分類C3型40例（男11例・女29例）で，

年齢は18歳から85歳（平均65歳）であった．術式

は掌側ロッキングプレートでmedialcoll'mnを固

定しさらにradialcolumnをMIPO法に準じて榛側

ロッキングプレートで固定した．可動域訓練は術

後1～14日（平均3.6日）より開始した．平均観

察期間は6．5ヶ月間であった．術直後及び最終調

査時のレントゲン学的矯正損失と臨床成績につい

て評価した．

【結果】術直後と調査時のX線評価はradialincli-

nation:22．7｡→23.5｡,palmartilt:2.6。→2.8｡,

radiallength:10.5→10．5mm,ulnarvariance:

l.2mm→l.4mmと矯正損失は極めて少なく良好

な整復位が維持できていた最終可動域は平均に

て掌屈54.,背屈69.,回内80.,回外83.であっ

た．

【結論】AO分類C3型に対する掌側および僥側

ロッキングプレート固定法は有用な方法である．

2-2-4

僥骨遠位端骨折に対する掌側Iocking
plateを用いた骨接合術の治療成績AO分
類C3型の治療成績について

Theclinicalresmts;theinternalfxationofdis-

talradius丘acutreswiththelockmgplate

system.

東京医科歯科大学医学部整形外科

○藤田浩二，若林良明石井

菅田祐美四宮謙一

宣一，

【目的】僥骨遠位端骨折に対して掌側lockmgplate
を用いた骨接合術を行い,AO分類C3型とそれ以

外の治療成績を比較，検討した

【対象と方法】2005年11月より2007年5月に，当

科と関連施設で同一インプラント（ナカシマプロ

ペラHC-50)を用いた17(M=3,F=14)例を対

象とした．年齢は58.2（26-78）歳骨折型はA0

分類でA21例,A35例,C11例,C24例，

C36例であった.HC-50は遠位Screwに自由度

があるので,C型の症例では各骨片に確実に

Screwを刺入した．術後外固定はC型のみ1-2週

行った術直後･最終診察時X線のradialinclma-

tion(m),volartilt(VT),ulnarvariance(UV)

を計測し，最終診察時に上肢障害評価表

(DASH),Cooneyの改変評価法(Cooney)を用い
て臨床評価を行った．術後観察期間は10.9(3-

20）ケ月であった

【結果】全例で骨癒合を得たAOC3群(6例）の

矯正損失（術直後から最終時までのX線計測値変

化）の平均値はⅢ0.6･VT-2.0･UV0.5nnn,A

2-C2群(11例）はⅢ2.4･VT1.6･UV1.2mmで，

mUVで2群間に有意差を認めず,VTのみA2-C

2群で有意に小さかった(p<0.05).臨床成績は

C3群はDASH15.8,Cooney88.3,A2-C2群は

DASH9.7,Cooney91.4で,DASH,Cooneyとも

2群間に有意差を認めなかった．

【考察】掌側lockingplateによる僥骨遠位端骨折
の内固定術は，比較的安定した成績が得られてい

るが，粉砕の強いC3にはplateやwireの追加を勧
める報告が多い．今回の検討では,C3でもlock-

ingplateの遠位Screwを丁寧に刺入することで，

その他の骨折型とほぼ同等の成績が得られた．し

かし，術後早期にlocking機構が緩み内固定力が
低下したことで，成績不良となったC3の1例が

含まれており，特に冠状面の骨折を伴うC3.2や

C3.3は内固定法や術後の外固定などについて，

今後も検討が必要と考える．
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舟状骨窩の遊離骨片を伴う僥骨遠位端関

節内骨折

Thescaphoidfacetintraarticularhagmentinhfac-

turesofthedistalradius

'奈良県立医科大学整形外科，2医真会八尾総合病

院整形外科，3田北病院整形外科

○土肥義浩1，面川正平2，川西弘一3，

藤谷良太郎2，矢島弘嗣】

【目的】今回舟状骨窩に遊離骨片をともなう僥

骨遠位端骨折に注目し検討した

【方法】1998年以降，舟状骨窩に遊離骨片を伴う

榛骨遠位端骨折10例（平均53才，平均観察期間

7.8カ月）について，骨折型手術方法,X線学的

計測値術後臨床成績を調査した骨折型は斉藤

の分類で粉砕Colles4例，粉砕smith2例，背側

Burton･chal'ffer合併骨折2例，背側Burton･

chal'ffel･合併骨折2例であった．また遊離骨片が

掌側骨片とともに転位したものが3例背側骨片

と転位したものが2例,centraldepression型が5

例であった．手術方法は鋼線固定：1例，掌側プ

レート：7例，背側プレート：1例であった

【結果】臨床成績はCooneyらの方法でexcellent:

3例,good:4例,poor2例であった．関節面の

gapは術前平均10.9mmが術後3.3mm,stepoffは
術前平均6.4mmが術後2.9mmとなった.Worの

2例はcentraldepression型で，いずれも骨片を

イメージ下に整復し固定をおこなっていた．これ

ら2例の最終調査時のgapとstepoHは平均ll.0

mm,6.5mm,握力は健側比平均55%と不良で

あったcentraldepression型の他の3例は関節

内を直視下に確認して整復固定をおこない，関節

面支持の為の人工骨移植やミニスクリューの追加

を行っていた

【結論】'Irumbleらは屍体を用いた力学的研究か

ら，舟状骨窩の1mmのstepoHは有意に応力の

集中を招き，その治療に注意が必要であると強調

した今回の調査から,centraldepression型で

イメージ下に整復固定した症例の成績は不良であ

り，遊離骨片の確実な整復と陥没防止のための工

夫が必要である．

2-2-6

僥骨遠位端骨折における鏡視下整復術を容

易にするためにPlatepresettingarthro-

scopicreductiontechnique(PART)の
実際

PlatePresettingArthroscopicReduction'Ibch-

nique(PART)fOrthedistalradiushfacture

済生会下関総合病院整形外科

○安部幸雄，坪根徹，富永康弘

【目的】僥骨遠位端骨折における鏡視下手術は創

外固定やピンニングでは牽引下での一連の流れと

して行えるが，プレート固定では牽引の除去によ

る再転位の危険性が生じ，またその手技も煩雑と

なる．昨今，本骨折に対しても掌側ロッキングプ

レート固定が主流となり，円滑な鏡視下手術の併

用，またその利点を最大限に生かすための工夫が

必要である．私達は手技を容易，簡略化するため

プレートを先に仮固定したのち鏡視下手術を行う

platepresettingarthroscopicreductiontechnique

(MRT)を行っておりその手技を紹介する．

【方法】掌側より展開し骨折部を直視下に整復し

て鋼線にて仮固定したのち，プレート遠位の仮止

めホールから遠位骨片の軟骨下骨に鋼線を刺入

し，さらに近位骨片にプレートを仮止めする．次

に牽引下に関節鏡を行い関節面，軟部組織損傷を

評価する．多くの場合既に整復が得られている

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，あるいは背側からの髄内
突き上げなどを駆使して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にて

プレートを固定する．2005年7月以降54例（関節

内40,関節外14）に対し同法を行った．

【結果】6ケ月以上調査可能であった39例の成績

はMayowdstscoreにてexcellent26,goodll,

mir2例であった．

【考察】僥骨遠位端骨折に対する鏡視下手術は関

節面の正確な整復，軟部組織の評価と処置が行え

る有用な手技でありながら十分に普及していると

は言い難い．これはプレート固定との併用が困難

な点に原因がある．プレートを仮固定して鏡視す

る同法は手技を簡略化しながら鏡視下手術の利点

を最大限に発揮できる優れた方法であった．
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AO分類C型僥骨遠位端骨折に対する掌側

プレートによる治療成績

ClmcalResmtofvolarplatenxationfbrAO

typeCIntra-articularDistalRadiusRacture

福岡整形外科病院

○櫛田学，吉本 栄 治 ， 松 田 秀 策

【目的】AO分類C型僥骨遠位端骨折に対し,2006

年9月からはacmocdistalradiusplate(ADRP)

(小林メディカル）を使用し，それ以前はdistal

radiusplate(DRP)(STNTHES)を使用し加療し

た今回ADRPとDRPの2群にわけて治療成績

を調査し，比較検討した．

【対象と方法】2002年より2007年7月までの間に

手術を行い，3ヶ月以上経過観察可能であった28

例30関節を対象とした.DRP群は15例16関節で，

男性6例女性9例，平均年齢53歳であったClが

1関節,C2が2関節,C3が13関節であった平均

経過観察期間は9.2ヶ月であったADRP群は13

例14関節で，男性2例女性11例，平均年齢66歳で

あったC2が7関節,C3が7関節であった．平均

経過観察期間は6.6ヶ月であった検討項目は術

直後，調査時のX線評価(Vblartilt(VT),Ra-

dialmclination(m),mnarvariance(UV))と，

斉藤のポイントシステムによる臨床評価とした．

【結果】全例に骨癒合が得られていた.X線評価で

DRP群は術前後で平均VT5.6.から5.6.,m

20.8.から20.3･,UV1.3mmから1.9mmとなっ

ていたADRP群は術前後で平均VT7.6･から

7.4･,R119.0．から18.5｡,UV1.5mmから1.5

mmとなっていた．臨床評価はDRP群でexcel-

lentおよびgoodは16関節ADRP群でexcellem

およびgoodは14関節であったいずれも両群間

に有意差は認めなかった.DRP群では2関節で僥

骨茎状突起骨片に,1関節で尺側骨片にK-wireの

追加固定を必要とした．

【考察および結語】従来の掌側プレートでも良好

な結果を得られていたが，骨折形態によっては榛

骨茎状突起にスクリューを挿入できるADRPが追

加手技を必要とすることなく良好な整復固定を獲

得できると考えた．

2-2-8

僥骨遠位端関節内骨折AO分類C162型と

C3型との治療成績の比較

Intraarticulardistalradius症actures:AOtypeCl

andC2versustypeC3

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，

佐々木康介，山野慶樹

【目的】AO分類C型僥骨遠位端関節内骨折の治療

において関節内骨折が軽度なCl型･C2型と粉砕

がより高度なC3型では治療成績に差が生じるこ

とが推測される．今回我々はCl･C2型(Cl2群）

とC3型(C3群）の治療成績を調査し，両群を比

較検討した

【方法】2003年1月以降に同一の術式（関節鏡視下

整復と掌側ロッキングプレート固定を併用した手

術法）で加療した32例を対象とした.C12群は18例，

男性6例，女性12例，平均年齢52.8歳,C3群は14

例，男性8例，女性6例，平均年齢41.4歳であっ

たX線学的評価としてradialinclination(m),

volartilt(VT),ulnarvariance(UV),radiallength
(RL)を術直後，最終調査時に計測し矯正位損失を

調査した．臨床評価はGreen&O'Brien評価（瘻

痛，就労，関節可動域握力,X線所見，合計）を

使用し各項目を比較検討した．統計学的処理には

Mann-WhitneyのU検定を用い,p値0.05未満を
有意差ありとした．

【成績】X線上矯正位損失はⅢ,VT,UV,RL各項

目でC12群は平均で0.1｡,0.1･,0.16mm,0.35mm,

C3群は平均0.05｡,0.04｡,0.05mm,0.07mmで両

群とも術直後と最終時との間に有意差は認めず，

整復位が保持されていた.Green&O'Brien評価

の項目別にみると瘻痛はC12群で平均22.4,C3

群では平均18.9,以下就労はC12群:24.7,C3

群：24．2，関節可動域はC12群:18.3,C3群：

18.3,握力はC12群:6.1,C3群:5.8,合計はC

12群:92.0,C3群:85.0であり両群間に統計学的

有意差は認めなかったが,X線所見ではC12群：

19.7,C3群:16.7であり両群間に有意差を認めた

(p<0.05).

【結論】C3型骨折も適切に治療すればCl･C2型と

同等の治療成績を得ることが可能であった．しか

し関節面の粉砕が著しいため関節面の骨硬化や

incongruityなどのX線所見が生じやすいことが示

唆された．
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step-offのあるColles型僥骨遠位端関節内
骨折の治療成績

ClinicalResultsoflntraarticularColles'Rfactures

withStep-off

'名古屋大学大学院医学系研究科機能構築医学専

攻・運動・形態外科学講座・手の外科学，2市立四

日市病院整形外科，3加茂病院整形外科

○奥井伸幸'，中野智則2，馬島雅高2，．

稲垣弘進3，平田仁！

【目的】近年僥骨遠位端骨折に対して掌測ロッキ

ングプレートを用いた治療が行われ，良好な成績

が報告されている．しかしstep-offのある症例の

整復には難渋することが多い．その治療成績につ

いて検討した．

【対象および方法】研究参加15施設にて2006年4

月から1年間に僥骨遠位端骨折掌測ロッキングプ

レート固定を行ったAO分類C型斉藤分類粉砕

Colles型は81手，このうち術前step-offを認めた39

手を対象とした．男性18名，女性21名．平均年齢

56.3歳．平均経過観察期間23.4週.AO分類Cl:11

手,C2:13手,C3:15手．使用プレートはAcu-Ioc

distalradiusplate(10手),StrykerMatrixSmart-

lock(14手),SynthesLockingDistalRadiusSys-

tem(15手).機能評価にはHAND20を用いた

【結果】平均可動域は掌屈58.7±14.9度，背屈

58.4±18.4度，回内78.1±12.0度，回外80.1±11.0

度．握力健側比63.4±22.5%.X線評価は平均

volartilt(以下VT)4.28±6.40度,radialinclina-

tion(以下Ⅲ)22.4±5.25度,ulnarvariance(以下

UV)0.87±2.20度.step-off残存有り12手．瘻痛

無し17手，軽度20手，中等度2手.HAND20平均

19.0±22.5(Cl:5.2±5.1,C2:17.1±16.3,C3:

30.4±28.6).step-off残存有りと無しの間で各調査
項目に有意差を認めなかった．術直後と最終の間

でVTとⅢに有意差を認めなかったが,UVのみ有

意に増加していた(p<0.05)C3型は可動域と

HAND20が悪くなる傾向があり，骨移植を要した

症例が多かった(15手中6手).

【考察】掌側ロッキングプレートは背側転位の整

復矯正維持に十分な効果を示し，良好な成績が得

られた．一方step-offの矯正については難しい症

例を認めた．今回の成績では有意差を認めなかっ

たが，長期経過で問題を生じる可能性は残る．今

後プレートの適応や追加処置について検討する必

要がある．

2-2-10

背側月状骨窩骨片を有する僥骨遠位端関

節内骨折に対する掌側ロッキングプレー

トに併用した尺背側プレートの有用性に

ついて

UsefulnessofUnar-dorsalPlateCombinedwith

VblarLockingPlatefOrlntra-articularDistalRa-

diusRfactureswithDie-punchReagment

'金沢医療センター整形外科，2河北中央病院整形

外科

○納村直希'，池田和夫'，坪内英樹2

【目的】僥骨遠位端関節内骨折における背側月状

骨窩骨片に対し，掌側ロッキングプレートに併用

した尺背側プレートの有用性について検討した

【方法】対象は背側月状骨窩骨片を有する僥骨遠

位端関節内骨折29例（男性8例，女性21例，平均

年齢63歳）である．骨折型は,AO分類でCl型4

例,C2型ll例,C3型14例であり，平均経過観察期

間は4か月であった．これらに対して，掌側ロッ

キングプレートに加え尺背側プレートを併用した

群をVD群(14例),非併用群をV群(15例）と

した．術直後と最終調査時のvolartilt,radialin-

clination,radiallengthを測定し，その矯正損失を

それぞれ6VT,6m,RSとして2群間でt検定で

評価したまた，掌側遠位ロッキングスクリュー

が関節軟骨下骨の2mm以内に挿入されている群

といない群で，掌側遠位スクリューの位置が整復

保持に与える影響についても検討した．臨床成績

はCooneyの評価法を用いた．

【結果】臨床成績は,Ⅶ群で平均81.1点,V群で平

均72.3点と有意差はなかったX線評価は，Ⅶ群

およびV群それぞれ,6VT;2.8±10.0,4.6±19.2,

jm;3．6±8.3,2.5±6.3,RS;1.0±0.9,0.8±l.2

であり，いずれも有意差を認めなかった．しか

し，掌側遠位スクリューが軟骨下骨2mm以内に

挿入されていない症例については,2mm以内に

挿入された群と比較して,VD群では各値に有意

差を認めなかったのに対して,V群ではRSが有

意に増加していた．

【結論】背側月状骨窩骨片を有する僥骨遠位端関

節内骨折の整復保持には掌側遠位ロッキングスク

リューをできる限り軟骨下骨直下に挿入すること

が重要であるが，この骨片に入るスクリューは通

常1本であり，技術的に困難なこともある．その

ような場合でも，尺背側プレート併用はスク

リュー位置の許容範囲を広げることから有用な方

法と考える．
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A0分類C型僥骨遠位端関節内骨折の治療

成績-HC50vsAcu-Loc-

ProspectivecomparativestudyfOrAOtypeC

intra-articulardiStalradiushfacturestreatedby

HC50UmversalRadiusPlateorAcu-Locsystem.

'東住吉森本病院整形外科，2大阪労災病院整形外

科，3淀川キリスト教病院整形外科

○前田剛1，恵木丈2，金城養典3，

明石健一！

【目的】AO分類C型僥骨遠位端関節内骨折に対し

初年度はHC50UniversalRadiusPlate(H群),

次年度はAcu-Loc(A群）を用いて前向きに治療

したので，両群の治療成績を比較検討した

【方法】症例は術後6ヶ月以上経過観察したH群

28例（平均年齢60歳),A群17例（同70歳）であ

る．骨折型はH群C1:5例,C2:5例C3:18例，

A群C1:6例,C2:4例,C3:7例で，手術法は

両群ともに掌側ロッキングプレートによる整復固

定を原則とし，掌側だけでは整復が不十分な場

合,H群は僥背側プレートやピンニングを,A群

はピンニングを追加した.X線評価はmnarWri-

ance(UV),VblarTilt(VT),Radiallnclination

(m),gap,step-offを，臨床評価はMayoscoreを
用い，術前，術直後術後6ヶ月の時点で統計学

的に検討した．

【結果】X線評価は各項目とも術直後の整復位が

最終観察時まで概ね維持され，両群間に有意差は

なかった．術直後から最終の術後整復位損失を

UV3mm以上もしくはⅢ6度VT6度以上と定義

した場合,H群2例,A群l例であった.H群2

例はともに高度背側粉砕を認め，1例は背側プ

レートを併用したが転位した.A群1例は，背尺

側骨片の整復固定が不十分であった術直後の平

均gapはH群0.5mm,A群0.3mm,stepo丘はH

群0.0mm,A群0.lmmであった.Mayoscoreは
H群平均82点,A群84点で有意差は認めなかった．

【結論】両プレートシステム共に概ね良好な結果

が得られた．背尺側骨片についてはHC50による

丘agmentspecificfixationが有効だが，高度粉砕例

では十分固定できなかった．僥骨茎状突起骨片に

ついては,Acu-Locの僥側のロッキングスク

リュー固定が有効に機能した．
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Dynamic(4D)Computed~IbmographyoftheWrist

○ThXShianChao''3,Primak,AndrewN.2,FletcheUJoelG.2'3
Schmidt,Bernhard5,Amrami,KimberlyK､41
McCollOugh,CynthiaH､2,BergeERichardA.3
'DepartmentofHandSurgerMSingaporeGeneralHospital

2CTInnovationCenter;MayoClinicFbundation
3DivisionofHandSurgeryjMayoClinicFbmdation
4DeparmentofRadiologMMayoClinicFbmdation

5SiemensMedicalSolutions,Germany

htroduction:Highresolutionreal-time3Dimagingofthemovingwdstmayprovidenovelinsights

intothepathophysiologyofdynamicjointmstabilityThepurposeofthisworkwastoassessthe

feasibilityofusingretrospectively-gatedspiralcomputedtomographytoperfonndynamic(4D)imag-

ingofthemovingcadavericwristjointinaninterdisciplinarycollaborativeeffOrt.
MaterialsandMethods:AcadaverfOrearmfrombelowtheelbowwasmountedonacustommo-

tionsimulatorwhichperformedperiodicradioulnardeviationofthewdstat30cyclesperminute.

Anelectronictriggerfromthemotionsimulatorprovidedthe"electrocardiogram"(ECG)signalre-

quiredfOrgatedreconstructions.Thewdstwasscannedona64-sliceCTscannerusinga

retrospectively-gatedCTprotocol.Thefirstconditionwasscannedwiththewristmovinginperi-

odicradioulnardeviation・Thisconditionwasdesignatedthe4Dcondition.Thesecondscan,desig-

natedthe3Dcondition,servedasacontrolwherethewristwaspreciselymovedtofOur

designatedstaticpositionsandscanned・Theimagedatafrombothconditionswerereconstructed
withslicewidthsofO.6mm,150mmfieldofview;andashaxpreconstructionkernelofB70fThe

voxelsizewasO.29mm(x),0.29mm(y)xO.6mm(z).TheimageqUalityofthe4Dand3Dcondi-

tionswerecompared.

Results:Dynamic(4D)CTscansofthemovingwristdemonstratedexcellentimagequalityofthe

4Dimages,comparabletothe3Dimages,attheextremesofradialandulnardeviation.Inallphas-

es,carpaljointspaceswerewellresolved.

SUMMARYIThefasttemporalresolutionsincurrentstate-ofLthe-artCTscannershaveallowedthe

developmentofanimagingtechniqUethatpermitsimagingofthewdstjointdmngmotion.This

techniqueispotentiallyanimportanttoolfbrthediagnosisandassessmentofdynamiccarpalinsta-

bilities.Theadvantageof4DCToverreal-timenuoroscopyistheabilitytoprovidehigh-resolution

3Dvisualizationsofcarpalbonemotionwhichcanbequantifiedafterappropriateimagesegmenta-

tionandregistrations.OurunderstandingofdynamiccarpalinstabilitieswillbefUrtheradvanced

within-vivodevelopmentofthisimagingmethod.

Acknowledgements:WilliamRCooneyjMD;LawrenceJ.Berglund,MS;SiemensMedicalSolutions,

Fbr℃hheim,Germany;MayoFbundation,Rochester;USA;NationalMedicalResear℃hCouncil,

Singapore.
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バイオメカニクスから見た手関節障害の治療

hthologicalBiomechanicsofWdstDisorders

○森友寿夫，村瀬剛，田中啓之，

岡久仁洋，有光小百合

大阪大学整形外科

【目的】3次元動画を使った新しい医療画像によって解明された正常手関節のバイオメカニクスの知

見を元に，手関節障害の病態を3次元的，動的に解明し，その病態に応じた治療法を提案する．

【方法】生体3次元動態解析システムを用いて，舟状骨月状骨解離，舟状骨偽関節，リウマチ手関節

の病的バイオメカニクスを解析した．また,TFCC尺骨小窩部単独断裂の病態を解明するために尺骨

手根靭帯の動態を解析した．

【結果】l.舟状骨月状骨解離：舟状骨と遠位手根列が一塊となって背側に偏位するため僥骨の舟状骨

関節面で適合不良となっていた．月状骨の適合性は良好であった2.舟状骨偽関節：骨折線が舟状骨

尺背側突起の遠位を通る不安定型では骨片間でブックオープン様の異常な動きを示した．近位を通

る安定型では骨片間の動きは小さかった．3.リウマチ手関節：僥骨手根関節が近位掌尺側に亜脱臼し

可動域が不良となっていたが手根中央関節の適合性，可動域は比較的保たれていた.4.TFCC尺骨小

窩部単独断裂：手関節背屈僥背屈運動で尺骨手根靭帯の靭帯距離が増大した

【結論】l.舟状骨月状骨解離：背側舟状月状骨間靭帯再建やfOurcornerfUsionが合理的である.2.

舟状骨偽関節：不安定型には可及的早期の掌側アプローチによる模状骨移植を，安定型には背側アプ

ローチによる海綿骨移植がよい．3.リウマチ手関節：矢状断CTによる手根中央関節，僥骨手根関節

の適合性を術前にチェックし，できるだけ全固定せずに僥骨月状骨固定術を行う.4.TFCC尺骨小窩

部単独断裂:転倒時に手関節を（榛）背屈強制することにより尺骨手根靭帯の緊張が高まり起始部で

ある尺骨小窩部で断裂する．鏡視しにくいため直視下での小窩部へのpull-outによる修復が簡便であ
る．
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リウマチ手関節の三次元CT画像と部分手関節固定術

3D-CTImageoftheRheumatoidWdstandPartialWristArthrodesis

○石川肇，村澤章，中園清，

阿部麻美，大谷 博

新潟県立リウマチセンターリウマチ科

リウマチ手関節の手術適応は，6ヵ月以上持続する有痛性滑膜炎，前腕の回旋制限腱断裂，絞拒

性神経障害などが原因で，日常生活に支障をきたしている場合である．今回，われわれは，伸筋腱の

再建と部分手関節固定術を行う際の三次元CT画像を用いた術前計画と手技上の工夫について述べ

る．

手指伸筋腱断裂は環･小指に生じることが多く，その原因は，腱鞘滑膜炎の腱内への侵入と腱の滑

り床に突出した骨性隆起による摩耗である．そこで，三次元CT画像から，腱断裂の部位と長さ，尺

骨頭の背側亜脱臼と手根骨の回外変形の程度を知ることができる．特に,MP関節の伸展不全の原因

が,MP関節や腱の脱臼によるものかどうか鑑別する際にも有用である．また，単純X線の側面像で

は正確に捉えられない手関節尺側部の変形がわかり，尺骨断端の安定化や手根骨全体の回旋変形の

矯正が必要となるかどうか，術前計画を立てるうえで有用である．

僥骨月状骨（Ⅲ）間の固定術は,Darrach法を伴う滑膜切除とともに行われる.RL間に骨移植を行

い僥骨舟状骨(RS)間の関節裂隙を開け，整復位で三角骨から月状骨を貫通し，僥骨に向けてK-wire

(1.2mm)で仮固定を行ったうえで,RL間をステープル（脚幅13mm,脚長15mm)で固定する．圧

潰の強い月状骨の場合には，月状骨のみの固定は難しいので三角骨も固定範囲に含め，僥骨月状三角

骨(RIﾉI､）間の固定とすることで，尺側に骨性の棚が形成され安定した手関節となる．舟状骨を固定

範囲に含めると，術後の掌背屈可動域が約半分に大きく制限されるため,RSL間の固定は勧められな

い．また，月状有頭骨(LC)間の関節軟骨が消失している場合には，術後に自然癒合し，手関節全体

が強直となる可能性があるため，有頭骨頭を切除して腱球ないしインプラントを挿入する関節形成

術も同時に行われる．
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UpdateontheManagementofTraumaticand
ReconstructiveProblemsoftheScaphoidusinga

CannulatedContinuousHeadlessCompressionScrew

JosephESladelll,MD
DepartmentofOrthopaedicsandRehabilitation

YaleUniversitySchoolofMedicine

htroduction:Thebiomechanicsofrigidhfacturefixationarereviewedmthetreatmentofscaphoid

hfactures&non-unions・従rcutaneoustechniquesusingacannulatedcontinuousheadlesscompres-

sionscrewaredemonstrated.

Problem:SuccessfUlscaphoidhealingrequiresviablebonecells,adequatebloodsupplyandrigidfixa-

tion.Rigidfxationisnecessarytopreventhfacturesiteshearing,whichdelaysorpreventsbone

healing・TheserequirementsarethesamefOrallfracturestohealbutscaphoidisadifHcultbone

toheal．Thescaphoid'ssurfaceiscoveredwithcartilagepreventingfracturecallusfOrmationatthe

hacturesite・FifacturecallusinlongbonesfOrmsaroundthehfacturesiteandinnnobilizesthehfag-

mentsuntilhealinghasoccurred・AIso,thescaphoiduniquepositioninthecarpus,bridgingthe

proximalandcarpalrow;subjectsthescaphoidtosignificantshearingfOrces,whichacttodisrupt

thenormalstagesofbonehealing.

Materials&Methods:Usingpercutaneoustechniques,inconjunctionwithnuoroscopy;scaphoidfrac-

turesandselectednon-unionhfacturescanbereducedandrigidlyfixedwithacannulatedheadless

compressionscrew.Thesetechniquespreserveuninjuredstructuresincludingligamentsandvascu-

larbloodsupplyThisreduceshandswellmg,reducingpainandpermittingearlyinitiationofhand

therapyincludingimmediatestrengtheningprogram.Withtheearlyinitiationofhandtherapy;there

isarapidreductioninswellingandareturnofhandfUnction.Theuseofwristarthroscopyper-

mitsdirectexaminationoftheinjuredcarpus,rapididentificationofpathologyiconfirmationof仕ac‐

turereductionandcorrectpositionofimplants・Displacedfracturesarereducedusingpercutaneous

joysticksandrigidfixationisaccomplishedusingheadlesscompressionscrewsincarpal丘acturesto

achieveahighrateofunion・ThesetechniqUesareindicatedinthereductionofdisplacedscaphoid

andothercarpalfifacturesincludingtrans-scaphoidperi-lunatedislocation・ThedorsalHxationof

acuteproximalpolehfacturespermitsthestrongestfixationwhilewaist丘acturesmayhavescrews

implanteddorsallyorvolarlyjaslongasthatscrewisplaceddownthecentralaxis・Delayedunions

andnonunionsthatarenotassociatedwithavascularnecrosisorcollapsemayalsoberepairedus-

ingper℃utaneousbonegraftingandusingthepreviouslydescribedtechniquesfOracutehfactures.

'Ibchnique:DescribedisasimplereliablemethodfOrscaphoidfracturereduction,guide-wireplace-

mentandrigidfxationbyplacementofastandard(ormim)AcutrakHscrewusingadorsalpercu-

taneousapproach.Rr℃utaneousbonegraftingisalsodescribed丘omadorsalapproach．A仕er

scaphoidreductionwithjoysticksinthescaphoidheacture症agment,aO.045inchguidewireisintro-
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ducedintotheproximalscaphoidpoleanddrivendorsaltovolarthroughthescaphoid,alongits

centralaxis.Thewireisdriventhroughthethumbbaseandwithdrawnvolarlyuntilthewristcan

beextended.Twoparalleladjustedsothatoneleadingedgestopatthedistalscaphoidcortexand

theotherattheproximalcortex,providesthescaphoidlengthanddeterminesthescrewlength-

4mmshorterthanthescaphoidlength・Acannulatedreamex;introducedovertheguide-wirepene-

tratestheproximalscaphoidpoleandpermitsthedorsalimplantationoftheAcutrakllscrew.The

benefitofthepercutaneoussurgicalapproachliesinthefactthatfifacturereductionandfixationcan

beaccomplishedwithoutfurtherinjurytothescaphoid'sbloodsupplyorfurtherdisruptiontothe

stabilizingligamentsofthewrist.ThetechniqueemploysastandardAcutrakscrew.Thisisacannu-

lated,headlessscrewwithvariablethread,whichcompressesthehacturehfagmentsasthescrew

isadvanced.WhatfOllowsisadetaileddescriptionofthetechnique,indicationsandconvalescence

program.

４
月

旧
日
第
２
会
場

Clinical:Casesarepresenteddemonstratingthesetechniques.

Thedetailsandtimingoftreatmentarereviewed.Post-opprotocolsarepresentwhichincludethe

useofCTscanningtoconfirmbonehealing.Pearlsandpitfallsarealsoprovided.

Summary:Successfulscaphoidhealingrequiresrigidfixation.Ihiledbonehealingisaresultof

shearingatthefracturesite.

Percutaneoustechniquesusingacannulatedcontinuousheadlesscompressionscrewcanobtainrigid

fixation.

Percutaneoustechniquespermitearlyinitiationofhandtherapyandanearlyreturnofhandfunction.
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舟状骨偽関節に対する手関節鏡視下腸骨移植

ArthroscopiciliacbonegraftfOrthescaphoidnonunion

○坪川直人1，吉津孝衛'，牧裕'，
成澤弘子'，幸田久夫2

’新潟手の外科研究所，2新潟中央病院整形外科

【目的】舟状骨偽関節に対する手関節鏡視下偽関節掻爬，腸骨移植法を開発し実践しているので紹介

し，成績を検討する．

【適応，方法】適応は3ヵ月以上経過した舟状骨腰部偽関節で，強い掌屈変形例，近位骨折で血行障

害症例，手根中央関節鏡視下で骨折部が鏡視できない症例は適応外である．手関節，手根中央関節鏡

視で骨折形態不安定性，靭帯損傷を確認後，手根中央関節3-4portalより鏡視し長短僥骨手根伸筋

腱問に作成したworkingportalから偽関節部の滑膜，線維性組織を鋭匙，鉗子を用いて掻爬する．近

位部は歯科用マイクロミラーで掻爬状態を確認し，掻爬後，腸骨海綿骨チップを手関節鏡外筒を利用

し偽関節部に充填，掌側からDTyスクリューによる小皮切内固定を行う．ギブス固定は6週間行う．

【症例】舟状骨偽関節7例7関節で全例男性，16-47歳，平均24歳，左5，右2，骨折部は腰部中央部

4，遠位部2，近位部1である．偽関節期間平均6カ月，経過期間平均6カ月である．

【結果】全例で3カ月以内，平均2カ月で骨癒合を認めた．可動域も早期に回復し術後伸展平均82.,

屈曲平均70.であった．手関節背屈強制で2例に軽度瘻痛を訴えるのみだった．

【考察】舟状骨偽関節に対し鏡視下腸骨移植を開発した．最小侵襲手術であり骨癒合に関しても有利

で可動域も早期に獲得できる．鏡視下観察できる全ての偽関節に適応があり軽度のDISI変形は矯正

可能であるが，強い掌屈変形は鏡視下では矯正不能であり，数年にわたる偽関節硬化像症例，近位部

壊死例では観血的整復，腸骨移植や血管付き骨移植が適応である．嚢腫状変化のみの場合は小皮切骨

接合のみで骨癒合が期待できるという報告もあるが，6カ月前後の偽関節例，不安定性症例，軽度の

掌屈変形例，骨硬化例など骨癒合に不安が残る場合は積極的に鏡視下骨移植が勧められる．

-S128-



2-2-S6

骨髄血移植・低出力超音波・創外固定を併用した

キーンベック病の新しい治療法とその基礎的研究

AnewstrategyfOrKienb6ckdiseaseandthebasicresearch

-bonemarrowtransfUsion,low-intensitypulsedultrasound

(LIPUS)therapMandexternalfixationcombinedmethod-

○小川健'，西浦康正'，石井朝夫'，
田中利和2，落合直之］

'筑波大学大学院人間総合科学研究科臨床医学系整形外科

2キッコーマン総合病院整形外科

我々 はLichtman分類Stagen･Ⅲのキーンベック病に対し，骨髄血移植･低出力超音波(LIPUS)･

創外固定を併用する治療を行い，一昨年の本学術集会などで良好な短期成績を報告してきた．これま

で本法を施行した症例は,18例（男10例，女8例),手術時年齢は16-68歳（平均44.9歳),経過観察

期間は15-84ケ月（平均39ヶ月）であった．術前単純X線はStageⅡが4例,Stagemaが11例Stage

Ⅲbが3例であった．治療成績は中村の治療成績判定基準と,Mmで評価した．結果手関節痛，握

力は全例改善可動域は15例で改善していた．中村の判定基準では,excellentl例,goodl2例，肋

5例,poorO例であった．単純X線像では10例に圧潰の進行を認めたが,MⅢにおいて12例に脂肪髄

の回復を認めた．

さらに，骨髄血移植の効果を調べるべく家兎を用いた壊死骨モデルを作成した周囲が軟骨または

皮質骨に囲まれていることで月状骨と類似している家兎の第4足根骨を摘出し，液体窒素を用いて

壊死させ，背部皮下に移植するモデルである．ドリリングのみを行った群と，さらに自己骨髄全血移

植を行った群，何も処置をしないコントロール群の3群に分け,2,4,8,12週で骨形成面，骨芽細

胞面，破骨細胞数の定量評価を行った（各群n=6).結果2週では新生骨形成を認めず,3群間に

差はなかったが,4，8，12週では骨髄血移植群で有意に高い新生骨形成，骨吸収を認めた．コント

ロール群とドリル群の問に差はなく，骨形成，骨吸収はほぼ認めなかった．

このことから，キーンベック病治療において，骨髄血移植は有効に作用しているものと思われる．
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人工手関節の開発研究

ResearchfOrArtificialWdstJoint

○三浪明男'，岩崎倫政'，石川淳一'，

村瀬剛2，加藤博之3

］北海道大学大学院医学研究科整形外科学分野，

2大阪大学大学院医学系研究科整形外科学教室，

3信州大学医学部運動機能学講座

〔目的〕手関節の破壊性病変に対する人工手関節置換術は未だ満足すべき長期成績は得られていな

い．本報告の目的は人工手関節の開発研究の現状を報告することである．

〔方法〕正常ボランティアの単純X線および3次元CT写真のデータに基づき，新たな人工手関節設計

を行った人工手関節は表面置換半拘束型とし，生理的な手関節運動である投げ矢運動をもたらすた

め関節面は僥骨ステム軸に対してaxialplaneで10．の回旋を設けた．コンポーネントは僥骨・手根骨

ステム・骨頭の3partsよりなっている．摺動面の形状相違により3種類の人工手関節（楕円形，卵円

形〔僥尺屈半拘束〕）挿入後で比較した．

〔結果〕屍体手関節全例において，いずれの摺動面でもdartthrowermotionが再現されていた．楕円

形では掌背屈時の運動方向が一定しなかったが，卵円形ではいずれも運動方向は一定し，安定してい

た．背屈・掌屈は置換前：50度，73度，置換後48度，56度であり，置換後は掌屈が低下していた．回

内外運動は楕円形では過大であったが，卵円形ではほぼ完全に拘束されていた．

〔考察〕これまでの人工手関節は長期のflilurerateは高く，原因としては手根骨側のコンポーネント

のゆるみと周囲軟部組織の拘縮および手関節伸筋腱の作用低下による掌尺屈変形および掌側脱臼で

あった．手根骨側でのゆるみや破損が高頻度である原因として人工関節によってもたらされる手関

節運動方向が非生理的であり，手根骨インプラントと骨の問に異常なストレスが働くためと考えら

れる．

〔結論〕我々 が開発したdartthrowermotionを誘導する表面置換，半拘束型人工手関節はこれまでの

欧米での人工手関節成績で明らかとなった諸問題を解決する可能性が考えられる．（本研究は厚生労

働科学研究費補助金によって行われている.）
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スポーツによる肘関節障害
TheAthlete'sElbow

高原政利

山形大学医学部整形外科

投球時には肘関節には外反と伸展力が加わる．上肢で荷重する体操では肘関節に圧迫や回旋力が

加わる．これらの繰り返すストレスによって成長期には骨軟骨の障害が生じ，成人には靭帯損傷，疲

労骨折，あるいは神経障害などが生じる．肘関節内側の障害として，内上顎の裂離や骨端離解，内側

側副靱帯損傷，および尺骨神経障害などがある．また，肘頭には骨端離解，骨端線閉鎖不全，疲労骨

折および骨鰊形成などがみられる．肘関節外側の障害として離断性骨軟骨炎，滑膜ヒダ障害，外上顎

炎，および後外側回旋不安定症などがある．これらの障害についての知見を述べる

【成長期のスポーツ障害】

内上穎裂離

内上顎骨端離解

肘頭骨端離解

肘頭骨端線閉鎖不全

小頭離断性骨軟骨炎

【成人のスポーツ障害】

内側側副靱帯損傷

尺骨神経障害

肘頭疲労骨折

滑膜ヒダ障害

後外側回旋不安定症

外上穎炎

変形性関節症
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Multidirectionalfixedangleplateによる
僥骨遠位端骨折の治療経験

Mutidirectionalfixedangleplate

'済生会川口総合病院，2東京医科歯科大学整形外

科，3土浦協同病院

○太田剛'，志村治彦'，若林良明2，

石突 正 文 3

【目的】近年Lockingplateが僥骨遠位端骨折に対

して使用され，良好な成績が報告されているが，

これらは全て,plateとScrew角度が一定の卯eで

あった．今回我々 は,plateとScrew角度が多方向

に可変できるMmtidirectionalExedangleplate

(Stryker社製，以下MFAPlate)を用いて治療し，

良好な成績を得たので報告する．

【対象と方法】対象は男性9例，女性24例．年齢

は17才から76才（平均56.4才).骨折型はAO分類

でA2が6例,A3が7例,Clがl例．C2が5例，

C3が14例であった．受傷後l～20日（平均3.2日）

でMFAPlateによる固定を行った手術後7～10

日で自動運動を開始した．経過観察期間は3～

18ケ月（平均7.8ケ月）であった．最終経過観察

時に,palmartilt(PT),radialinclination(m),

ulnarvariance(UV)を計測し，受傷時と比較し

てX線学的評価を行った臨床評価は，日手会機

能評価を用いて行った．

【結果】全例で骨癒合が得られた．合併症として，

preRSDが2例にみられた．最終観察時にPTは平

均7.4度，mは平均26.4度Wは平均0.5n皿と，

いずれも受傷時に比べ有意に改善していた．臨床

評価は優30例，良3例と良好な成績を得られた．

良の3例はpreRSDの2例及び開放骨折のl例で
あった．

【考察】早期可動域訓練が可能な掌側Locking
plate固定は，近年様々なタイプが開発され，良好

な成績が報告されている．今回我々が報告した

MAFPlateの特徴は,Lockingscrewを全方向に

10.可変できる点である．この事によりplateの設

置位置とScrewの刺入方向に自由度が得られ，よ

り容易に強固な固定が得られる．この為，関節内

骨折においてもMAFPlateを使用する事により，

良好な固定性が得られた．後期合併症としての

FPLの損傷を避ける為,1年以内の抜釘が必要で

あると考える．

2-2-13

僥骨遠位端関節内骨折に対するLowPro-

filePlateによる内固定

Surgical'1ifeatmentofthelntra-articmarRfac-

tureoftheDistalRadiusbytheMulti曲ectional

PlatingMethodusingtheLowProfilelnternal

FixationDevice

'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，児玉成人3，

今井晋二3，松末吉隆3

【目的】僥骨遠位端関節内骨折に対し掌側背側か

らの内固定を必要に応じ施行した症例を検討．

【方法・対象】対象は2000年からの前向き研究の

背側法症例と，掌背側骨皮質の粉砕を伴い背側の

内固定では不十分と判断し掌背側固定を要した症

例．2000年7月から2007年9月までの71例．女性

38例，男性33例，手術時年令は18-82歳（平均

54.0歳)．平均経過観察期間は各々31ケ月，

14.5カ月．全例にX線･CT検査を施行．僥骨骨折

型はAO分類でCl;4例,C2;24例,C3;43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ヶ月時との矯正損失量は,RTO.49｡(23.7-

23.2),PTO.73｡(10.8→ll.2),RLO.28mm(11.8

→11.7),UVO.35mm(0.5→l.2).最終診察時の

関節可動域・握力は対健側比で各々86-98％・88％

に回復Cooney評価で優4州，良24例，可7例

【考察】高度な関節内骨折の整復は視野の得やす

い背側法が有利だが，掌側骨皮質の粉砕を合併す

る症例は術後の矯正損失が多い．掌側法のみで十

分な整復を得るには，掌側靭帯の切離や僥骨近位

部の翻転など侵襲が大きい．そこで，背側法の欠

点を補う目的で，掌側にlowpromleplateを追加

し安定化を図ったところ，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】多くの僥骨遠位端骨折は掌側法のみで十

分と考えるが，正確な関節面の修復を背側から必

要とする高度な粉砕・転位を伴う僥骨遠位端関節

内骨折は，背側法の欠点を補う目的での掌側の安

定化が一考に値する．

-S132-



2-2-14

榛骨遠位端骨折に対する掌側プレート固

定の検討－3プレートの比較一

恥larPlateFixationmrFracturesoftheDistal

Radius

安城更生病院整形外科

○倉橋俊和，浦田士郎，田中健司，

新井哲也，原龍哉

【目的】僥骨遠位端骨折に対する多施設共同研究

において，3種類の掌側ロッキングプレート：

Acu-Locdistalradiusplatesystem(以下A群),

MatrixSmartLock(M群),Lockingdistalradius

system(L群）の治療成績について比較検討した

ので報告する．

【対象および方法】2006年4月から2007年3月ま

でに当院および関連施設にて手術を施行した僥骨

遠位端骨折74例(A群9例,M群42例,L群23例）

を対象とした．男性25例，女性49例で，平均年齢

は54.3歳（12-89歳)，平均経過観察期間は25.4週

(12-55週）であった骨折型はAO分類A2;12例，

A3;14例,Bl;1例,B3;3例,Cl;14例,C2;

18例,C3;12例であった．臨床評価は最終経過観

察時の瘻痛の程度，就労もしくは日常生活での制

限の程度，掌背屈可動域回内回外可動域，握力

(健側比）を調査し，日本手の外科学会の手関節

機能評価を用いて評価したまたX線学的評価と

して，術直後と最終経過観察時のvolartilt(VT),

radialinclination(m),mnarvaliant(UV)を計測

した．

【結果】全例で骨癒合を認めた．臨床評価はA群

ではexcellent全9例,M群ではeXcellent31例，

good9例,fair2例,L群ではexcellentl5例，

good6例,hir2例であり,3群とも良好な結果

が得られた．最終経過観察時の手関節可動域およ

び握力の健側比，術直後と最終経過観察時のVT,

m,UVおよび各々の矯正損失については,3群

間で有意差を認めなかった．

【考察】掌側ロッキングプレートは臨床評価およ

びX線学的評価で良好な治療成績を得た．3種類

のプレート間の比較では，統計学的に有意差を認

めなかった．

2-2-15

当科における榛骨遠位端骨折に対する各

種掌側ロッキングプレートの特性と使用

経験

AVariousVblarLockingPlatesystemsfOrDis-

talRadiusFractures

'目蒲病院整形外科，2昭和大学医学部整形外科，

3よしざわ整形外科クリニック

○平原博庸1，吉澤利之3，藤井惠悟2，

稲垣克記2，瀧川宗一郎2

【目的】榛骨遠位端骨折の治療法として掌側ロッ

キングプレート等を用いて観血的に治療すること

は近年選択肢の一つになりつつある．しかしなが

ら，現在，多種のプレートが販売されており，そ

の選択には悩むこともある．当科におけるプレー

トの選択基準とその成績について報告する．

【方法】対象は，当院にて平成18年4月から平成

19年10月末までに手術をおこなった僥骨遠位端骨

折を対象とした．症例は32例，男性8例，女性24

例，右手14例，左手18例であった．平均年齢は

60.3才（17-88）であったAO分類でA-2:3,A-

3:14,B-3:9,C-1:1,C-2:4,C-3:1であった．

【結果】使用した機種は3種類であり，日本ユニ

テック社製のステラーロッキングプレート（以下

ST),ストライカー社製マトリックススマートロッ

ク（以下MT),アラタ社デイスタールウインドウ

(以下DW)を用いたSTのうち平成19年5月以降

は近位ホールもロッキング仕様となっているフル

ロックタイプを用いた．選択されたプレートは

A-2:ST:3,A-3:ST:12,MT:2B-3:ST:1,MT:

7,DW:1C-1:ST:1,C-2:ST:4,C-3:ST:1であっ

た．レントゲン上の評価ではC-3の1症例で近位ス

クリューの脱転をおこした．また尺骨頭の骨折を

合併したA-3のl例にて僥骨末梢骨片が2mm背

側へ転位した他の30例では，術後の整復位は骨

癒合まで大きな変化はみられなかった．

【結論】一般的なコーレス型の骨折に対してはST

で問題はないと考えている.遠位のピンは軟骨下

骨をぎりぎりで支えるためロッキングピンが有用

と考えるが，尺骨頭骨折を合併し背側にシフトす

る例がありその場合はスクリューが望ましい.B-

3掌側バートン型の骨折に対しては，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いるMTが有用

と考える．
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高齢者の掌側転位型僥骨遠位端骨折に対す

る観血的整復固定術の治療成績-Iocking

plate群とnon-Iockingplate群の比較

ClimcalResultsofPlatefixationfOrVblarlyDis-

placedRfacturesoftheDistalRadiusintheEld-

erlyHtients-ComparisonbetweenLocking

PlateandNon-lockingPlate-

1城山病院整形外科，2昭和大学横浜市北部病院整

形外科，3昭和大学医学部整形,4太田西ノ内病院

○門馬秀介19川崎恵吉2,稲垣克記3,

上野幸夫4，宮岡英世3

【はじめに】掌側転位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が行われることが多

い．しかし今現在のlockingplateはその厚さや形

状からバットレス効果が得られがたく，また遠位

lockingscrewの不自由さなどから，掌側転位型に

対しては手技的にも面倒である．この骨折に対し

て我々 は第50回の本学会で,lockingplate(L群）

とnon-lockingplate(N群）の比較検討を行い，

lockingplateの有用性を報告した今回我々 は，

高齢者の掌側転位型僥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】1999年以降僥骨遠位端骨折に対し

てプレート固定を行った症例は231例であり，そ

のうち168例にlockingplateを使用した60歳以
上は116例，掌側転位型僥骨遠位端骨折は92例で

あった今回6ケ月以上経過観察し得た，60歳以

上の掌側転位型僥骨遠位端骨折に対してプレート

固定を施行した43例を対象とした．L群23例と，

N群20例で，平均年齢はそれぞれ67.1歳,68.9

歳，性別（男：女）は4:19,4:16,平均経過観

察期間は13.6カ月,13.0ヵ月であったAO分類

A:B:C型の割合は,L群2:4:17,N群2:4:

14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,WlarTiltとPlate-

Screw-Angle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．可動域はL群:N群で

背屈が68.8：63.6.,掌屈が61.3：55.9.,握力の

健側比は86.3：79．4％であった.Cooney評価で

は,L群:N群が89.4:84.7pointで，両群ともに
良好な成績であった．

【考察】高齢者の掌側転位型僥骨遠位端骨折に対

しては,lockingplateの使用が望ましいと考えら
れた．

2-2-17

2種類のロッキング・プレートをランダ

ムに使用した僥骨遠位端骨折手術の術後

X線解析および臨床成績の検討

X-rayanalysisandclinicalresultfOrthetreat-

mentofdistalradiushfactureusmgvolarlockmg

plate-Randomizedprospectivestudy-

国保中央病院整形外科

○古田和彦，小野浩史，竹村和生

【緒言】榛骨遠位端骨折に対する掌側ロッキング

プレートは多種ある．これらの成績に差があるか

否かを明らかにする目的で2種類のプレートでの

無作為前向き研究を行った．

【対象と方法】平成18年3月以降手術した不安定

型榛骨遠位端骨折40例を対象とした．プレートは

AcuPLock(Acumed:A群）およびLockingDistal

RadiusSystem(Synthes:B群）を用い，各群20例

を無作為抽出した．手術と評価は著者自身で行っ

た．

【検討項目】術前，術直後，術後1，3，6カ月の

単純X線よりVT,m,uVを計測した臨床成績

は術後1,3,6ヶ月時に日手会僥骨遠位端骨折評

価基準と疾痛ⅦSで，6ヶ月時には日手会版

DASHで評価した.2群間の統計学的処理をSPSS

で行った．

【結果】両群の年齢･性別･左右・骨折型に差はな

かった．全例骨癒合し合併症もなかった．術直後

のⅥはA群8.7度に対しB群は5.4度と有意に不

足していた.B群のVTは術後1カ月で3.7度と減

少しⅥの変化量にA群と有意差を認めた．両群

間で他の計測値に有意差は無かった．臨床評価・

DASHも両群に有意差はなかったが,B群はA群

に比べ日手会評価でやや回復が遅れる傾向を認め

た．術後6ケ月の瘤痛ⅦSはB群が有意に大き

かった．

【考察】LDRSのロッキング･スクリューは近位に

4度傾斜しており，遠位骨片背側の軟骨下骨を十

分に支えきれないため，十分な矯正角度が得られ

ず，さらに術後ほどなくVTの減少を来たすと考

える.LDRSは榛骨掌側遠位の関節面に近い位置

に設置する必要があり，手関節可動域がほぼ改善

する頃に，手関節掌側の異物感痛みを自覚し，

自覚的評価の項目で減点が認められる．術後6ヶ

月での瘻痛ⅦSの増加も同様の成因と考える．
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non-bridging創外固定器を用いて治療を
行った僥骨遠位端骨折における骨癒合遅

延要因の検討

HealingTimeofDistalRdadialRfactures'Iifeated

withNon-bridgingExtemalRxation

'佐野厚生総合病院整形外科，2大田原赤十字病院

整形外科

○岩部昌平'，森田晃造2，藤巻亮二'，

清水国章'，宮本裕也Ⅲ

【目的】nonabridging創外固定を用いて治療を行っ

た僥骨遠位端骨折の骨癒合期間を調査し，骨癒合

遅延の要因を検討した．

【方法】平成15年5月以後，当院で治療した69例

(女49例，男20例，平均年齢59.1歳）について，年

齢，骨折型，整復，矯正損失，骨癒合期間仮骨

形成の経過について調査を行った単純X線写真

で,1．骨折部の不鮮明化,2．以後の転位がない，

3．以後の新規外骨膜性仮骨の形成がない，の3

点を満たしたときに骨癒合と判定した．

【結果】骨癒合期間7週未満は，35例（平均年齢

55.7歳)(A群）であった7週以上,10週未満は

19例(64.0歳)(B群）であった.10週以上は15例

(60.6歳)(C群）であった．

開放骨折は,B群2例,C群3例であった．骨

幹部に骨折がおよぶ骨折は,B群5例,C群3例

であった固定中に大きな矯正損失があったもの

は,B群4例,C群l例であった．整復不良は，

B群1例,C群2例でみられた．

上記の要因を除いたB群11例,C群8例の骨癒

合は，ほぼ同様の経過をたどっていた．「整復は

良好で矯正損失もない．経過中に骨吸収が生じ骨

折の間隙は広がる一方で，外骨膜性仮骨が形成さ

れない．創外固定除去後に，急激に外骨膜性仮骨

が形成され癒合する.」というものであった．そ

の中でもB群の4例,C群7例では，術直後から

掌側皮質が接触していなかった

【考察】整復がよく矯正損失がない例でも，骨癒

合が遅延する例が見られた．この原因として，固

定中には仮骨形成が乏しく，除去後に急激に形成

される経過を考えると，固定中に骨折部に牽引力

が掛かり続けていた可能性が示唆された最初か

ら掌側皮質に間隙があり過矯正と思われる症例で

は，骨癒合が非常に遅れることも，これを裏付け

るものと考えられた．

2-2-19

閉経期以降女性の僥骨遠位端骨折に対す

る治療成績Transulnarpercutaneouspin-

ningとSnake創外固定の比較

'IifansulnarkrcutaneousPmningversusSnake

ExternalFixationfOrDistalRadiusFracturesm

Agedwomen

'札幌厚生病院整形外科，2北海道大学人工関節・

再生医学講座，3北海道整形外科記念病院

○笠島俊彦'，末永直樹2，近藤真3

【目的】不安定型僥骨遠位端骨折に対してtransul-

narpinning(T法）を第一選択としていたが固定
期間中回内外が制限される欠点がありSnake創外

固定(S法）を導入したS法は背尺側から骨折部

を貫通してピンを刺入し創外固定を装着するシス

テムで，他のnonbridingypeの創外固定のように
僥側刺入による榛骨神経背側枝損傷や背側刺入に

よる伸筋腱の刺激症状の問題がなく合併症の軽減

と早期の可動域訓練が可能である．50歳以上の女

性で，両者の治療成績を比較したので報告する．

【症例】T法19例,S法20例の計39例を対象とし

た．手術時年齢はT法66歳(50-81),S法69歳

(52-86）で，骨折型はAO分類でT,S法各々 A2:

5,6,A3:8,2,Cl:1,6,C2:5,6で，受傷時の

Vblartilt(VT)はT,S法各々 -22｡,-25｡,Ra-

dialinclination(m)は15｡,18｡,mnarvariance

(W)は3.5mm,3.9mmで両群間に有意差を認め

なかった総合評価は斎藤の評価基準で評価し

た．経過観察期間はT法が24ヵ月(6-50),S法が

5カ月（4-10）であった．

【結果】可動域はT,S法各々 ，掌屈62｡,67｡,背

屈67.,74.,回内79.,76.,回外85.,88.で両群

とも良好であったが，背屈はS法が有意に良好で

あった．対健側比の握力は各々86％，69％で経過

観察期間が長いためかT法が良好であった．経過

観察時のVTは各々 9｡,2｡,mは19｡,23｡,UVは

1.9mm,2.1mmで，術直後からの矯正損失は，

VTが1.4･,1.2･,mが1.5･,1｡,UVが0.8n皿，

1.2mmで両群ともある程度の短縮が認められた．

総合評価はT法が優18例良1例,S法が優17例，

良3例であった

【考察】両群とも良好な成績が得られたが，ある

程度の短縮を認めた．観察期間が短いにもかかわ

らずSnakeが掌背屈可動域が良好で，術後早期か

ら患肢の使用が可能であったためと思われる．

Snake創外固定は伸筋腱の刺激症状や皮神経損傷

もなく有用な固定方法であった．
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僥骨遠位端骨折に対する掌側Locking
Plate固定法とnon-bridging創外固定法の
比較

ComparisonBetweenHImarLockingPlateFix-

ingMethodandNon~bridgingExtemalFixing

MethodtoDistalRadiushfacture

'山梨大学医学部整形外科学教室2みつわ台総合

病院整形外科

○佐藤信隆19佐藤栄--1,穴山聡1,

浜田良機1,有薗行朋2

【目的】僥骨遠位端骨折に対する掌側Locking

Plate固定法(P群）とnon-bridging創外固定法(E

群）の結果を比較検討したので報告する．

【対象および方法】症例は当科で手術治療を行い

6ケ月以上経過観察しえた,P群32例（男6,女

26),E群37例（男14,女23)の69例（男20,女49)､

受傷時平均年齢はP群55.6歳（19-88歳),E群

48.0歳(12-87歳）の52.3歳(12-88歳).平均観察

期間はP群9.5ヵ月,E群10.6ヵ月．骨折型はP群

がA:8例,C:24例,E群がA:9例,B:3例，

C:25例であった手術は，術中に骨粗渥症が強

いと思われた症例には人工骨を充填し，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，同部の骨接合術を追加した．術後は約1

週間の外固定ののち，手関節可動域訓練を開始し

た.X線評価はradialinclination(m),volartilt

(VT),ulnarvariance(UV)を計測し，治療成績

はCooneyの評価法で評価した

【結果】最終観察時,X線評価では,P群が平均

22.5｡(m),6.6｡(VT),1.6mm(UV)でE群が

21.3｡(m),8.7｡(VT),2.9mm(UV)であった

Cooneyの評価法では,P群が優28例，良2例，可

2例でE群は優20例，良5例，可10例，不可2例

であった．術後合併症はE群で僥骨神経浅枝の損

傷を1例認めたが，ピン抜去後に改善をみてい

る．

【まとめ】E群はP群に比べ僥骨短縮の傾向を認め

た．両者共に早期の手関節可動域運動開始は可能

であったが固定力は掌側LockingPlate固定法の
方が優れていると考えられた

2-2-21

僥骨遠位端骨折に対するbridging型創外

固定と掌側Lockingplateの比較

ComparisonofHImarLockingPlatingandExter-

nalRxationfOrDistalRadiusFractures

市立豊中病院

○栗山幸治，山本浩司

【目的】僥骨遠位端骨折に対し,bridging型創外固

定(EF群）と掌側Lockingplate(LP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】2002年1月から2006年7月までの

期間に当科においてbridging型創外固定と掌側

Lockingplateを用いて治療した僥骨遠位端骨折の

うち，術後6ケ月以上経過観察し得た65例を対象

とした.EF群は30例，男性8例，女性22例手術

時平均年齢56．4歳，骨折型はAO分類でA2:4

例,A3:2例,Cl:12例,C2:8例,C3:4例,LP

群は35例，男性5例，女性30例，手術時平均年齢

66.6歳，骨折型はAO分類でA2:9例,A3:2例，

B3:1例,C1:7例,C2:12例,C3:4例であった．

臨床評価は術後6ケ月の時点で瘤痛，手関節前腕

可動域，握力を測定し，職業復帰を除いたCoo-

neyの評価を用いた.X線評価は術直後，術後

6ケ月の時点で随lmar'Iilt(PT),Radiallnclina-

tion(M),Ulnarariance(UV)を測定した

【結果】全例に骨癒合が得られた．職業復帰を除

いたCooneyのscore(75点満点）はEF群が平均

49.8,LP群が平均52.6とLP群が有意に優れた．

健側比可動域はEF群が掌屈:85.5%,背屈：

86.7％，回内：98．3％，回外:94.2%,LP群が掌

屈：77.8％，背屈：88.7％，回内：97．1％，回外：

94.9％，握力健側比はEF群が62.6%,LP群が

77.9％であった．掌屈はEF群が有意に優れ，握

力はLP群が有意に優れた．術後6ヶ月のX線評

価はEF群がPT:3.1｡,m:24.2･,UV:3.6mm,

LP群がPr:7.2･,RI:21.6･,UV:0.26mmと

いずれも有意な差を認めた．

【結論】掌側Lockingplateの方がbridging型創外
固定より掌屈を除いて良好な成績が得られた．
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高齢者の僥骨遠位端骨折に対する経皮的鋼

線固定一適応，手術手技および臨床成績－

睦r℃utaneousPinningfOrDistalRadiusRacture

inElderlyHtients-Studyofhdication,Suxgical

'IbchmqueandClmcalResults-

日本赤十字社和歌山医療センター整形外科

○麻田義之，百名克文，玉置康之，

栗山新一

【目的】当院では高齢者の僥骨遠位端骨折に対し，

適応を選び，手技に工夫を加えて経皮的鋼線固定

を行っている．今回，その臨床成績を調査し，適

応と手術手技の適否について検討した

【対象と方法】65歳以上で本法を行った42例（男

8，女34）を対象とした．年齢は平均71.4歳（65-

93)，追跡期間は平均7.6ケ月(6-14)であった

全例徒手整復後に3D-CTを撮像し，転位が少な

く掌背側骨皮質安定で鋼線固定のみ行った15例

(男4，女11)をI群，転位した骨片と骨欠損を認

めるが掌側骨皮質安定と判断し，背側小切開から

の整復とβ-tricalciumphosphate(以下β-TCP)

充填を追加した27例（男4，女23）をII群とした．

各群で,AO分類による骨折型,X線評価として術

直後と最終観察時のRadialinclination(RI),Hl-

martilt(PT),Ulnarvariance(UV),斉藤の評価

を用いた臨床成績を調査した．Ⅱ群において充填

したβ-TCPの置換の状態を評価した．

【結果】AO分類は,I群(A2:9,A3:1,B2:1,

C1:4),Ⅱ群(A2:2,A3:6,B2:3,C1:6,

C2:10)であった.X線評価における経時的変化

は,I群(m:3.4｡,PT:1.1｡,UV:1.4mm),II

群(m:2.0｡,PT:0.9･,UV:1.1mm)で両群と

も整復位喪失は僅かであった．臨床評価はI群

(Excellent:8,Good:7),II群(Excellent:19,

Good:8)であったβ-TCPは，完全吸収置換が

15例，大部分吸収が12例であった．

【考察】今回の結果から適応選択において3D-CT

による評価が有効かつ適正であることが示され

た．転位を伴う関節内骨折でも,3D-CTを参考に

背側小切開から直接整復，骨欠損部にβ-TCPを

十分充填することにより良好な整復位保持が得ら

れていた.3D-CTによる詳細な分析と手技の工夫

により，本法は高齢者の僥骨遠位端骨折に対し低

侵襲かつ有効な治療法となる．

2-2-23

僥骨遠位端骨折に対する髄内固定法の治

療成績

The'IireatmentoflntramedullaryNaillingfOrDis-

talRadiusRactures

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】僥骨遠位端骨折において安定した固定性

と周辺軟部組織に対する低侵襲性を両立させる治

療法として我々 はMICRONAIL(WRIGHT社）を

用いた髄内釘による手術治療2006年より行ってき

た．今回，その手術方法・適応と限界・治療成績

などについて報告する．

【対象】2006年10月から4ケ月以上経過観察しえ

た47例49手，骨折型はAO分類23-Atype25例27

手(A2:17,A3:10),Ctype22例22手(Cl:7,

C2:8,C3:7),手術時年齢21歳-78歳（平均64.7

歳)，男性1l例女性38例であった．

【方法】全例X線透視下に徒手整復後,1.8mm

KirSchner鋼線1本でmtrafOcalpinningによる仮

固定を行った後，僥骨茎状突起上に約2cmの皮

切を加え，第1-2コンパートメント間を開窓して

髄内固定を行った．後療法，骨癒合の有無整復

位の変化，可動域，握力，手指の拘縮，僥骨神経

浅枝の障害，その他の合併症の有無臨床成績

(DASHscore)などについて検討した．

【結果】最終的には全例に骨癒合が得られた．最

終調査時の平均可動域は手関節掌屈63.3度，背屈

71.1度，前腕回外81.2度，回内85.6度と，概ね良

好であった．手指の拘縮例はなく，僥骨神経浅枝

の軽度の障害を8例に認めた.X線評価において

は有意な矯正損失は認めなかった

【考察】MICRONAILは遠位部の3本のbuttress

screwがnail本体に完全にlockingされることによ

り僥骨遠位関節面を支えるシステムで,locking

plateと髄内釘の長所を融合させた内固定材料で

あり，安定した固定性と低侵襲性を併せ持った有

望な治療方法であると思われる．
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僥骨遠位端骨折の良好な整復には早期の
手術が必要

EarlyOperationaboutDistalRadiusFiractureis

EffectivefOrGoodReduction

'奈良県立三室病院整形外科，2国保中央病院

○仲西康顕'，宮内義純1,永野龍生19

武内亜紀子'，小野浩史2

【目的】僥骨遠位端骨折の観血的治療として，掌

側よりRadio-Carpaljointの軟骨下骨に沿うように

ロッキングピンを挿入し，プレートをてこのよう

に用いてVblar'IYlt(以下VT)の整復を得る方法

(CondylarStabilizing)は清重らにより報告され，

強力な整復力を得ることが可能である．しかし，

受傷後日数の経過した症例では十分な整復を得る

ことが出来ないこともある．今回われわれは背側

転位した僥骨遠位端骨折を対象として，受傷～手

術までの時間と掌側プレートによる整復率を検討

した．

【方法】2006年7月より2007年9月に当院におい

て手術適応となった僥骨遠位端骨折21例のうち，

背側転位したもので，掌側ロッキングプレートを

整復子として用い，整復固定を行なった14例

(AO分類A3:5例,C2:7例,C3:2例）を対象と

した．手術までの日数は5～19日（平均9.6日）

であった．手関節正側2方向X線撮影を，術前

(整復前）および術後1週間に行ない,VT,Ul-

narWriance(以下UV),RadialLength(以下Ⅲ）

につき計測した．健側X線写真との比較によりど

れだけ整復されているかを求めた．

【結果】術前の転位の大きさと，術後の整復率

(整復率＝術後値/健側値）の間には相関はみられ

なかった.VTにおいて，受傷～手術までの日数

と術後の整復率に有意な相関を認めた（相関係数

=-0.60,p<0.05).すなわち，手術までの日数

が長いほどVTの整復率は低下した.UV,mで

は相関は認められなかった．

【結論】受傷～手術までの時間が長い程,VTの整

復率は低下するという結果が得られた．手術まで

の日数が長い場合，背側の癒着を剥がす等の手技

を加える必要があると推測される．

2-2-25

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一若年者と高齢者の

比較一

Surgicaloutcomeofvolarlockingplatefixation

fOrdistalradiushfacture-comparisonbetweenage

groups

'岐阜社会保険病院整形外科，2金城学院大学生活

環境学部食環境栄養学科，3名古屋大学医学部・手

の外科，4名古屋第一赤十字病院

○加藤宗一'，奥井伸幸3，洪淑貴3，

今枝敏彦2，堀井恵美子4

【目的】榛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を高齢者と若年者で比較検討

することを目的とした．

【対象と方法】平成18年4月から平成19年3月ま

でに名古屋大学手の外科関連施設において，僥骨

遠位端骨折に対して掌側ロッキングプレートを用

いて治療した241例244骨折中12週間以上経過観察

可能であった片側例173骨折を対象とし,65歳未

満100例(A群),65歳以上73例(B群）に2分し

た.A群は男性44例女性56例，平均年齢は46歳

(12-64歳),骨折型はAO分類でAl:1例,A2:8

例,A3:21例Bl:0例,B2:1例,B3:7例,Cl:

16例,C2:29例,C3:17例，であった．一方B群

は男性ll例女性62例，平均年齢73歳(65-89歳),

骨折型はAl:1例,A2:3例,A3:17例,Bl:0例

B2:2例,B3:3例,Cl:16例,C2:17例,C3:13

例であった．最終診察時の手関節・前腕可動域，

握力を調査し，術直後及び最終診察時単純X線写

真にてvolartilt(VT),radialinclination(m),ul-

narvaliance(UV)の変化を比較検討した．

【結果】関節可動域はそれぞれ手関節掌背屈123

(±28）度114(±26)度，回内外162(±22)度，

164（±18）度で両群とも良好であった握力は健

側比77（±25）％，67（±25）％でB群の方が低い

傾向があった(p<0.10).各パラメーターの変化

はVTO.5(±4.0)度,1.4(±4.0)度,Ⅲ－0.1

(±2.9)度,－0．8（±3.1)度,UVO.5(±l.6)mm,

1.0（±1.7)mmで有意差はなかった．

【考察】僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキング

プレートは高齢者においても矯正損失が少なく，

若年者と同様良好な臨床成績が期待できる．
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Palmer分類IB損傷を合併した掌側ロッキ

ングプレート施行僥骨遠位端骨折の治療

成績

ClimcalResultsofLockingHlmarPlateFixation

ofDistalRadiusFracturesAssociatedHlmeris

ClasslBLesions

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，

小熊雄二郎，斎藤英彦

【目的】遠位僥尺関節(DR町）不安定性を招来し

うる随lmer分類1B損傷に対して処置を行った掌

側ロッキングプレート施行僥骨遠位端骨折の治療

成績について報告する．

【対象と方法】対象は術後12週以上経過観察でき

た掌側ロッキングプレート施行僥骨遠位端骨折

124例中，尺骨茎状突起基部骨折(US)または手

関節鏡視により随lmer分類lBに該当する三角線

維軟骨複合体(TFCC)損傷を合併していた35

(男性15,女性20）例，手術時年齢は16-80（平均

50.5）歳であった．骨折型は斎藤分類でColles骨

折7例粉砕Colles骨折17例，粉砕Sm肋骨折7

例，掌側Barton骨折1例，掌側Barton-ch31'ffeLlr

合併骨折2例,chaufeur骨折l例であった.Hl-

mer分類lB損傷の内訳はUSのみ16例,US+部

分ID損傷2例,TFCC尺骨小窩剥脱(fOvea)10

例,US+fOvea7例であった.USは全例引きよせ

締結法で固定し,fbveaを認めた17例中14例は直

視下に尺骨小窩へ縫着した術後成績として手関

節尺側部痛･DRm不安定性の有無,X線計測，関

節可動域を調査した

【結果】手関節尺側部痛は3(US2,US+fOveal)

例に認めた．僥骨遠位端部X線パラメーターの整

復位損失は尺側傾斜0.4.,掌側傾斜0.4･,ulnar

varianceO.6mmであった．最終診察時手関節背

屈は対健側比で91％，掌屈85％，榛屈88％，尺屈

89％，前腕回外90%,回内93%,握力76%であっ

た．

【考察および結論】前腕回旋制限やDR町不安定

性の遣残は認めなかったが，手関節尺側部痛をな

くすことは出来なかった．尺側部痛に対する更な

る検討が必要と考えられた

2-2-27

僥骨遠位端骨折術後における評価法の検

討-DASHと日手会手関節機能評価基準

は相関するか一

OutcomeMeasureofOperatively'IifeatedDistal

RadiusRactures-ComparisonofDASHscore

withfUnctionalevaluationofthewristOSSH)-

'津山中央病院整形外科，2岡山大学整形外科

○加藤久佳'，福田祥二'，宮本久士'，

西田圭一郎2

【目的】DASHに代表される上肢の主観的評価に

よって僥骨遠位端骨折の治療評価を行った報告は

少ない．今回我々は僥骨遠位端骨折術後の

DASHscoreを日本手の外科学会手関節機能評価

基準（以下日手会評価）と術後のX線評価と比較

して検討したので報告する．

【方法】2005年5月以降当科で掌側lockingplate

を用いて治療した僥骨遠位端骨折のうち，3カ月

以上（平均期間6.2カ月）経過観察可能であった，

113例114手（男33例,女80例平均年齢58.4歳),

右48手，左66手について検討した骨折型は関節

外骨折(AO分類typeA)62手，関節内骨折(AO

分類卯eB,C)52手であった.DASHと日手会

評価の各項目（成績判定，瘻痛，職業，掌背屈可

動域握力，前腕回旋)，術後単純X線でのradial

inclination(以下Ⅲ),volartilt(以下VT),骨折

型性別，利き手非利き手との関連を統計学的に

検討した

【結果】日手会評価判定excellentは91手でDASH

score平均9.0点,goodは17手で平均19.6点,hir

は3手で平均44.8点であった．日手会評価の項目

中，成績判定瘻痛，職業，握力とDASHには統

計学的に相関が認められたが，他の項目において

相関は認められなかった．日手会評価判定excel-

lentでDASHscoreが20点以上の症例では開放骨

折，多発外傷同側の腱板損傷両側罹患などの

成績不良因子を認めた．

【まとめ】DASHと日手会評価の成績判定，瘻痛

職業握力には相関をみとめたが，掌背屈可動

域前腕回旋,X線評価には相関を認めなかった．

受傷時合併症を有する症例においては,DASHと

日手会評価が一致しない傾向にあった．
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招待講演4

ReconstructiveOperationsinBrachialPlexusBirthPalsy

ScottH・Kozin,MD

DepartmentofOrthopaedicSurgery;TEmpleUmversitySchoolof

Medicine,SMnersHospitalfOrChildren

BrachialplexusbirthpalsiesoccurwithanincidenceofO．4to2.5palsiesperl,0001ivebirths.

'Iifactionvialateralflexionoftheneckagainstafixedshomderorlongitudinaltractionontheann

reSultsinpreferentialtractionacrosstheupperportionofthebrachialplexus.Riskfactorsinclude

gestationaldiabetes,largebabies,andshoulderdystocia.

htternsofBracmalPlexuslnjmes

肋娩γ” M"gROOなん"0〃“ 〃"αがDe/icjg""

Erb-Duchennelesion C5andC6 Shoulderabductionandexternalrotation

UPperbrachialplexus Elbowflexion

ExtendedErb'slesion C5throughC7 Aboveplus

Upper&middleplexus Elbowandfingerextension

，
●●

ejenne-、 umpkelesion C8andT1 円andintrinsicmuscles

LowerbraChialplexus Fingernexors

Tbtalorgloballesion C5throughT1 Entireextremity
Entirebrachialplexus

Thenaturalhistoryofbrachialplexusbirthpalsyhasbeenestablished､Approximately2/3sspon-

taneouslyrecoverwithinfirst2monthsandhavenormalupperextx･emityfunction・Earlyreturnof

externalrotationandsupinationisprobablyabetterindicatorofnormalcyReturnofbicepsfunction

betweenthreeandsixmonthsyieldsausableextremitywithimpairmentinshouldermotionandel-

bowflexionstrength・Beyondsixmonths,thebicepsmaynotreturnandconsiderableupperextrem-

ityimpainnentwillbepresent.Thisnaturalhistoryhasleadtotheresurgenceofearly

microsurgeryjalthoughthetopicremainsacontroversialwithproponentsandopponents.Thetim-

mgofmicrosurgeryalsoisdebatablewithrecommendationsthatrangefromthreetoeightmonths.

ThereisconsensusthattotalorglobalinjmesreqUireearlierinterventionthanisolatedupper

lesions.

Microsurgeryafiordstheopportunitytoreconstructnerverupturesvianervegraftingandnerve

transfers.Nervetransferscanutilizeavarietyofaxonalsour℃esdependinguponthelevelofinjury

includingspmalaccessorynerve,intercostalnerves,portionofmnarnerve,medialpectoralnerve,

phrenicnerve(becarefulinchildren,especially<twoyearsofage).Localnervetransfers(ulnar

nervefascicle,medialpectoralnerve)hascertainadvantagesovertraditionaltransfers(spinalacces-

sorynerve,intex℃ostalnerves),suchasproximitytothemotorendplate,dispensabilitXandpure

motorfunction.Theresultsofmicrosurgeryaredifficulttodecipher:Variousoutcomemeasure-

ments(e.g.,Narakas,GilbertandTassin,Raimondi,andMallet)createconfUsion・Inaddition,secon-

daryreconstructionsuchastendontransfer;interjectaconfoundingfactomFurtherstudyofthe

-S140-



efficacyofearlymicrosurgeryisstillwarranted.

Theshoulderisacommonsom℃eofimpairmentafterincompleterecoveryhromanuppertrunk

lesion.Lackofexternalrotationcreatesaninternalrotationcontractureandunderlyingglenohu-

meraljointmalfOrmation.Advancedimagingmodalitiesarerequiredtodepictthecontourofthegle-

nohumeraljoint.Magneticresonanceimagingprovidesdetailedvisualizationofthearticularcartilage

andjointfbrmation.Earlyrecognitioncanbetreatedbyavarietyoftechniques,includingclosedre-

duction+/-botoxandtendontransfers.LatertreatmentrequiresacarefUlassessmentofjointcon-

figuration.Arthroscopiccapsularreleasehasbeenshowntorealigntheglenohumeraljointand

promoteremodeling.01derchildrenwithadvanceddefOrmityrequirehumeralosteotomytoreposi-

tionthearminspace.Shoulderfilsionmayberequiredintheveryunstablesituation，Allthese

techniqueswillbediscussedwithanoverviewofourcurrentapproachtothisdiffcultproblem.

LackofelbowflexionisanotherproblemfOundinolderchildrenwithresidualbrachialplexus

palsyG'Ibndontransferdonoroptionsincludelatissimusdorsi,pectoralismajor;nexor-pronatormass,

andtriceps.Theprosandconsofeachindividualtransferwillbediscussed.LastlMfreetissue

transferisaviableoptionwhenlocaldonorsareunavailable・Theindicationsandcontraindications

fOrthesetransferswillbediscussedwithanemphasisonourpreferredapproach.
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2-3-1

3テスラMRIによる特発性手根管症候群

の重症度分類

3TMagneticResonancelmagingofCarpaltun-

nelsyndrome

産業医科大学整形外科

○大茂壽久，酒井昭典，鈴木聖裕，

山中芳亮，中村利孝

【目的】3テスラMmは，詳細な解剖学的構造を

描出することが可能である．本研究の目的は，高

分解能を有した3テスラMmにより，正中神経の

形態とコントラスト比に基づいた手根管症候群の

重症度分類が可能であるか否かを明らかにするこ

とである．

【対象と方法】対象は，特発性手根管症候群にて

手関節Mmを撮影した51手関節（男性18手，女性

33手）とした．平均年齢は60.1歳であったGE

SignaExiteHD3.0TテスラMmを用いて，正中

神経の形態および尺骨神経に対するコントラスト

比を計測し，正中神経伝導速度，臨床症状との関

連を調査した．

【結果】有鉤骨鉤レベルでの正中神経の短径，長

径比は，遠位潜時と負の相関を示し(r=-0.11,

p<0.05),知覚神経活動電位とは正の相関を示し

た(r=0.18,p<0.01).また,Mmの形態とコ

ントラスト比によって，長径比45％以上のoval

(0）群，短，長径比く45％でコントラスト比≧

OのFlathigh(F.H)群と，短，長径比<45%,

コントラスト比く0のFlatlow(F.L)群の3つ

に分類した.F.H群は,0群より遠位潜時が延長

する傾向にあった.F.L群は,F.H群より有意に

遠位潜時が延長した(p<0.05).F.L群は,0群

より，有意に遠位潜時が延長し(p<0.01),知覚

神経活動電位が遅延していた(p<0.05).浜田分

類でも,Gradeが進むと遠位潜時，知覚神経活動

電位が延長し，今回のMm分類とよく一致してい

た．

【結論】高分解能を有した3テスラMmにより，

正中神経の形態とコントラスト比に基づいた手根

管症候群の重症度分類が可能である．

2-3-2

手根管症候群のMRneurography
MRneurographyofCarpal'IilnnelSyndrome

防衛医科大学校整形外科

○有野浩司，根本孝一，尼子雅敏，

津田悦史，田中優砂光

MRneurographyは，神経が周囲より高輝度を呈

することを利用して神経の腫脹，腫大を観察でき

る．今回，手根管症候群に対してMRneurogra-

phyを行い，正中神経の広範囲の腫脹，絞掘近位

部腫大の有無で4群に分けて検討したのでその結

果を報告する．

【対象】MRneurographyを撮像した手根管症候群

38例48手である．男性12例，女性36例，平均年令

55（18～80）歳であった．両側が5例，治療後の

再撮像が6手，2つの重複1例であった．手根管

高位から近位に僥骨手根関節を超えて近位にT2

高輝度変化が見られたものを広範囲の高輝度変化

ありと判定し，手根管高位矢状断で正中神経の径

減少とその近位で径増大が見られたものを径増減

ありと判定した．

【結果】広範囲の高輝度変化，径増減とも見られ

たもの（以下A群)19手，広範囲の高輝度変化あ

りで径の増減は見られなかったもの（以下B群）

ll手，広範囲の高輝度は見られないが径の増減は

見られたもの（以下C群）14手，広範囲の高輝度

変化，径の増減とも見られなかったもの（以下D

群）5手であったA群は全例保存的治療に抵抗

したので手術適応と判断し，手術を13手に実施

し，手術待機中4手，手術に同意しない2例で

あったB群は手の過使用があり，保存的治療が

著効したものが多かった.C群も保存的治療が効

を奏したものが多いが，長期間を要する例もあ

り,1例はA群の術後であった.D群は治療後症状

が軽快してから再撮像したものであった．

【考察】A群は絞掘と偽神経腫があって手術適応

となった.B群は絞拒がなく神経の炎症が広い範

囲でみられ,C群は絞抓があるが神経の炎症の範

囲が広くなく両群とも保存的治療の適応であっ

た.D群は治癒に近いものと思われた.MRneu-

mgraphyは手根管症候群の手術適応の決定と治療

効果の評価に有用と思われた．
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2-3-3

特発性手根管症候群の診療における超音

波検査の有用性

Theroleofmtrasonographyinthemanagement

ofidiopathiccarpaltunnelsyndrome.

虎の門病院整形外科

○中道健一，立花新太郎，喜多島出

【目的】当科では，手根管症候群(CTS)の補助診

断として，神経伝導速度検査(NCS)に加え超音

波検査(US)を行ってきた．特発性CTSの診療に

おけるUSの有用性は認識されていないため，こ

の点につき適応も含め検討した．（対象と方法）

過去10年に病歴，理学診断,NCS上は特発性CTS

と考えられた607例905手を対象としたNCSのみ

では診断，治療に限界があり,USが有用であっ

た症例を要因別に分析した．

【結果】占拠性病変(occmtganglion)を2手(いず
れも片側性）に認め，特発例より除外した残る

903手中NCS正常(偽陰性)例は154手で，うち58手

にUSで正中神経腫大を認め,CTSと診断した．手

術は114手に行なった．当科ではopen法と低侵襲法
としてUS法（手掌小皮切よりUS下に正中神経と

尺骨動脈との中央で屈筋支帯を切離）を使い分けて

おり，後者は正中神経と尺骨動脈の距離(safe

zone)>3mmであった43手を適応とし，残る71手

では同Zone≦3mmのためopen法を行った．

【考察】本結果は，従来の診療上の限界がUSによ

り補われ，結果として診療の質が高まったことを

示している．診断では,NCS偽陰性手の38%

(58/154）を正診でき，客観的異常所見を患者に

提示できた．占拠性病変の頻度は少ないが，特発

例として加療される危険を回避できた意義は大き

い．手術例では，術式決定と手術の低侵襲化に有

用であった．前者については,US法を行わなく

とも小皮切手術を考慮する場合は，安全性の観点

からsafezoneを検討する意義がある．これは，

同Zoneが狭い場合，正中神経の尺側での開放は

Guyon管を穿破することがあるためである．検査

効率を考慮したUSの適応は，上述の結果より，

占拠性病変を念頭に片側例，診断精度の改善目的

にNCS偽陰性例，小皮切手術を考慮する場合は

手術例とするのが妥当と考える．

【結語】USの併用は特発性CTSの診療の質を高め

る．

2-3-4

特発性手根管症候群のMRIにおける有用

性と限界一撮像法の検討一

UtnityandlimitationofMMfOrCarpalTmmel

Syndrome

慶應義塾大学医学部整形外科

○高木岳彦，中村俊康，中村雅也，

戸山芳昭，池上博泰

【背景・目的】特発性手根管症候群（以下CTS)は

病態に関して未だ不明な点が多い．侵襲の少ない

画像診断の有用性を求め,MHを用いた病態把握

の試みがこれまで多くの研究者によってなされて

きたが，見解の相違も認める．そこで我々は自験

例を総括し,CTSに対するMmによる診断の有用

性と限界を検討し，今後の展望を考察した．

【対象】臨床像と電気生理学的検査で診断した

CTS症例17例19手，年齢は37～74歳（平均53.7

歳）であった.Tl強調,T2強調,T2強調脂肪抑

制,T2*強調およびGd-DTM静注後造影T1強

調画像を撮像し，遠位榛尺関節，豆状骨，有鉤骨

鉤，中手骨基部各レベルにおける正中神経形態お

よび信号強度，屈筋腱周囲滑膜信号強度につき検

討した．

【結果】正中神経の形態は豆状骨レベルで腫大し

ていた輝度変化は特に正中神経の腫大した豆状

骨レベルにおいて正中神経はTl強調像でlow,T

2強調およびT2強調脂肪抑制ではiso,T2*強調

および造影Tl強調ではhighmtensityを呈した．

周囲滑膜とのコントラストはT2強調およびT2強

調脂肪抑制で著明で，その他の撮像法では周囲滑

膜と神経の輝度は同程度で，コントラスト差がな

く，正中神経自体の描出性は劣った.hmculus自

体の描出はいずれの撮像法でも困難であった

【考察】造影後T1強調像では神経のみならず炎症

の強い周囲滑膜も造影され病態把握は困難であっ

たT2強調像では手根管部の神経が特異的に高輝

度となり，血液神経関門の破綻による神経内浮腫

と腱周囲滑膜の浮腫の違いをあらわす有用な撮像

法と考えられた．しかし,fUniculusなど，神経の

微細構造まで描出できなかったことから，今後は

ハードウエア，撮像法の工夫や拡散テンソル画像

(FUjiyoshiKetal.JN2007)などの新たな手法
が，今後の手根管内神経の病態把握に向けて重要

と考える．
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2-3-5

鏡視下手根管開放術の術前後のMRIと症

状の検討

PreoperativeandpostoperativeMmofthewrist

fbrcarpaltunnelsyndrome

'諏訪赤十字病院整形外科，2信州大学医学部整形

外科

○百瀬敏充'，内山茂晴2，林正徳'，

松木寛之'，加藤博之2

【目的】今回われわれは鏡視下手根管開放術の術

前と術後のMmを比較検討したので報告する．

(対象および方法）対象は特発性手根管症候群で

鏡視下手根管開放術を行った26例で平均年齢は65

歳（50歳～83歳)，男性7例，女性19例であった．

これらの症例において術前と術後3カ月の遠位潜

時,CTS1日手会版，手根管部のMmを調べた．

MmではT2*手根管横断像にて有鉤骨鉤レベルの

スライスと豆状骨レベルのスライスの部位にて

MHmageを用いて画像解析をした．各部位にて

手根管断面積，正中神経の断面積を術前，術後で

計測した．さらに術前に対する術後の手根管断面

積と正中神経断面積の拡大率（術後/術前

×100％）と術前と術後の正中神経の扁平率（正

中神経の短径/長径×100％）を計算した．

【結果】術後3ヵ月で全例しびれは改善し，遠位

潜時は術前6.89msから術後4.87msと改善した．

CTSIの症状のスコアは術前平均2.98から術後平

均1.74になり，機能のスコアは術前平均2.48から

術後平均1.69と改善した．術前Mmで黒い線とし

て見られた横手根靭帯は術後のMmでは消失ま

たは不明瞭となった手根管の横断像では有鉤骨

鉤レベル，豆状骨レベルともに掌側に拡大した

術前に対する術後の拡大率は有鉤骨鉤レベルで手

根管126%,正中神経133%,豆状骨部レベルで手

根管118％，正中神経116%であった．正中神経の

横断像では術前の扁平像から術後の断面積は拡大

し，扁平も改善した．扁平率は有鉤骨鉤部で術前

37％から術後43％になり，豆状骨部で術前36％か

ら術後43％になった．

【考察】鏡視下手根管開放術後，横手根靭帯が切

離されると術後Mmで横手根靭帯の黒い線は消

失し，特に有鉤骨鉤レベルで術後手根管と正中神

経の断面積は大きく拡大した．

2-3-6

マイクロスコピーコイルと3pointplan
scanMRIによる手根管症候群の診断

hagingofcarpaltunnelsyndromeusingthe

microscopy-coiland3pointplanscanMm

'東京逓信病院整形外科，2東京逓信病院放射線科，

3東京大学医学部整形外科

○沖永修二'，武村濃2，是永建雄2，

仲田紀彦3，

【目的】手根管症候群の診断にMmを用いる試み

は多いが，未だ一般化されていない．その理由の

一つとして，圧迫の有無と部位を直視できる，正

中神経の矢状断面像を高分解能で描出することが

困難な点があげられる．この研究の目的は，マイ

クロスコピーコイルと3pointplanscanMmを用

いて描出した正中神経矢状断面像が手根管症候群

の診断に有用かを明らかにすることである．

【方法】MR装置はPhilips社製GyroscanmTERA

l.5T,表面コイルとして同社製マイクロスコピー

コイル（径47mm)を用いた．健常男性5名5手

と，電気生理学的に診断の確立した特発性手根管

症候群患者12名13手（男2名女10名）について，

遠位手関節皮線から有鉤骨鉤までの範囲で，3

pomtplanscanを用いて正中神経矢状断面のT1強

調,T2強調，プロトン強調,STR各画像を作成

した．このソフトは冠動脈撮像用に開発されたも

ので，三次元的に蛇行する対象上の三点を軸断面

上で指定すると，三点を含む最適撮像断面を自動

計算し確定する．麻痒情報を知らない整形外科医

がモニター上の矢状断面像をもとに神経の狭小

化，腫大の有無と部位を目視で判定した．

【結果】1）健常例では狭小化，腫大ともなし4

手，遠位方向へ徐々に狭小化1手であった．2）

症例のうち4手は撮像面が矢状断面から45.以上

変位し判定不能とした．残り9手では，手根管遠

位l/2での狭小化3手，遠位l/2での狭小化と近

位部での腫大5手，狭小化，腫大ともなしl手で

あった．

【考察と結論】本法で作成される画像は真の矢状

断像とは異なるが，従来行われた軸断像での形態

計測や用手的な矢状断像の作成に比べて，簡便性

と再現性で大きく優れており，手根管症候群の画

像診断法として有用となる可能性がある．
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Camitz変法による母指対立再建術

OpponnensplastybymodifiedCamitz'smethod

'琉球大学整形外科，2豊見城中央病院整形外科

○堀切健士'，金谷文則1，普天間朝上'，

伊佐智博1，新垣晃2

【はじめに】Ca皿tZにより報告された長掌筋（以

下PL)腱移行による母指対立再建術は，手根管

症候群（以下CTS)を主とした低位正中神経麻痒

に対して行われ良好な成績が報告されている，一

方，問題点として対立時の回内不十分やMP関節

の伸展制限などがある．私たちはPL腱の先端を

2分し1本を短母指外転筋（以下APB)腱に直接

縫合し，1本を短母指伸筋（以下EPB)腱の深部

から表層にまわしてAPB腱に縫合するCamitz変

法（岩淵）を行い良好な成績を得たので報告す

る．

【対象】1998～2007年にCTSに対してCamitz変法

を行い経過観察可能であった10例11手（男2手・

女9手）を対象とした手術時年齢は51～85歳

(平均62.4歳)，術後経過期間は9カ月～9年8カ

月（平均4年4カ月）であった．

【方法】本多らの母指対立運動判定基準である僥

側外転角，掌側外転角，爪面対向角，ピンチカ，

対立動作可能範囲，ボタン掛け動作を評価した．

また，対立位でのMP関節可動域を測定した．

【結果】僥側外転角は平均45.9.,掌側外転角は平

均46.8.,爪面対向角は平均120.5.,ピンチカは平

均3.75kg,対立動作可能範囲はl手が中指まで，

他はすべて小指MP関節まで可能，ボタン掛け動

作は全例smoothであった．本多らの判定基準を

用いた総合評価（12点満点）は平均10.9点であっ

た．IP関節可動域は左右差なく，対立位でのMP

関節可動域は平均伸展-3.2.,屈曲54.1.であっ

た．

【考察】CamitZ変法が良好な母指対立運動を獲得

できた理由として2分したPL腱の1本をEPB腱

にまわしてAPB腱に縫合したことにより母指の

回内力と対立位でのMP関節伸展力が増加したと

考えられた．

2-3-8

重度手根管症候群に対するわれわれの

Camitz変法

ModifiedCamitz'sopponensplastyfOrseverecar-

paltunnelsyndrome

'大田原赤十字病院整形外科，2大久保病院整形外

科，3松村外科整形外科

○森田晃造'，鎌田雄策1，別所祐貴2ｹ

松村崇史3，

【目的】母指球筋の萎縮が高度で対立機能障害を

有する重度手根管症候群の対立再建には長掌筋を

力源としたCamitz法が用いられることが多いが，

対立時の回内不良など欠点も指摘される．われわ

れはその欠点を改善すべ<本法に工夫を加え施行

しており，短期ではあるが良好な成績をおさめて

いるので報告する．

【方法】重度の手根管症候群で対立機能障害を有

し早期の改善を希望された12例13手を対象とし

た．全例女性であり，手術時年齢は50～82歳（平

均63.7歳)，術後経過観察期間は2～18カ月（平

均7.7カ月）であった術式は，長掌筋腱を手掌

腱膜まで採取挙上後，屈筋支帯を切離し手根管を

開放した．同支帯の短母指外転筋付着部を開孔し

pulleyとして移行腱を筋内に通し筋停止部へ貫通

させた後，長母指伸筋腱の深部を通し,MP関節

尺側の母指内転筋腱膜に縫着した検討項目は母

指の関節可動域，指尖つまみ力,Kapandgitestを

用い，また患者自身の自覚症状も検討した

【結果】僥側外転角は術前平均48｡から術後53°へ，

掌側外転角は38.から53.へと改善した指尖つま

み力も0.8kgから3.7kgと早期より改善し，本人

の自覚症状でも早期からつまみ動作が容易に感じ

られていた．

【考察】Camitz原法では長掌筋はpulleyがなく皮

下を通るため，実際の短母指外転筋の走行より僥

掌側を通り手関節掌屈によって効果が減弱すると

の報告がある．われわれは短母指外転筋の忠実な

再建が対立機能再建に最も重要であると考え本法

を施行した．本法にて短母指外転筋の走行に沿っ

た再建が可能となり，さらにMP関節尺側に停止

させることにより母指の掌側外転のみならず回内

効果が強まったことが，つまみ力の改善を中心と

した母指対立機能再建により有効であると考えら

れた．本法は手技も簡便であり，対立機能再建法

として有用であった
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重度の手根管症候群に対する母指対立再
建術一当科での新しい試み一

OpponensplastyfbrSevereThenarAtrophySec-

ondarytoCarpal'IilnnelSyndrome

'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1,梶原了治1,河越宏之1,

津下健哉2，生田義和2

【目的】重度の手根管症候群に対する母指対立再

建法としてはCamitz法が広く行われている．し

かし移行腱の走行や癒着，浮き上がり，母指MP

関節可動域制限，手関節部の有痛性嬢痕形成など

問題も多い．そこで当科では手掌部小切開による

皮下手根管開放と同時に，長掌筋腱(PL)を短母

指伸筋腱(EPB)へ移行する対立再建を行ってお

り，その手術方法と治療成績について報告する．

【方法】症例は術後3カ月以上経過した女性7例

で，手術時年齢は52-79歳である．患側は右4例，

左3例で，2例に弾発指を,1例で肘部管症候群

による尺骨神経麻溥を合併していた．手術は手根

靱帯切離刀を用いた皮下手根管開放の後，まず母

指MP関節背側に小切開を入れてEPBを確認こ

の後EPBを筋腱移行部で切離してMP関節背側に

引き出す．次に前腕末梢を展開してPLを確認し，

手<び皮線より2.5cm中枢でこれを切離.PLの

末梢部分は尺側手根屈筋腱へ縫着して滑車とし，

中枢部分は母指球部から手根管中枢1/3の皮

下，さらに滑車の下を通して前腕に引き出した

EPBと縫合する．術後は2-3週間の外固定後に自

動運動を開始し，約6週から自由な手の使用を許

可した．

【結果】術後1カ月の時点ですべての症例のしび

れ，知覚障害は軽減し，母指僥側外転は術前平均

40°が44.に，掌側外転は術前平均32｡が43。に改

善していた6週までに全例で指尖部でのつまみ

が可能となり，術後2カ月でADLでのつまみ動

作の改善をみた.MP関節の伸展は，術前に同関

節に強い過伸展を認めた1例を除く6例で術前よ

り改善しており，術後2カ月で平均3．であった．

術後3カ月以上にわたって創嬢痕の痛みを訴える

症例はなかった

【まとめ】本法はCamitz法の欠点を克服する対立

再建法として有用である．

2-3-10

手根管症候群における母指対立再建例の

検討一小皮切によるCamitz法の5年以上

経過例一

OpponoplastyfOrthecarpaltunnelsyndrome

-Camitzprocedurewithminimalmcisionsof

minimum5-yearfOllow-叩一

'慶應義塾大学医学部整形外科，2川崎市立川崎病

院整形外科，3国立成育医療センター整形外科

○池上博泰1，堀内行雄2，高山真一郎3，

彦坂一雄1，戸山芳昭Ⅱ

【目的】母指球筋萎縮を伴う手根管症候群のうち，

罹病期間の長い例，高齢者，早期の社会復帰を望

む例には，手くび皮線をまたがない小皮切による

Camitz法を行っている．今回，手術後5年以上経

過観察できた症例について報告する．

【対象および方法】小皮切によるCamitz法を行い

5年以上経過観察できた27例31手（女23,男4),

(年齢:47から82歳）を対象とした．術後観察期間

は8.5年（6.6-ll.8年）である．手術は，手掌の皮

切と手<ぴ皮線中枢の横皮切で行う．正中神経の

剥離後，長掌筋腱と連続する手掌腱膜を周囲と十

分剥離して短母指外転筋腱に移行する．治療成績

は,Fbucherらの評価方法と手術の満足度で評価

したまた，短母指外転筋の筋萎縮についても術

前と術後を比較した．

【結果】Fbucherの評価でgoodは26手(84%)で，

特に最大掌側外転,Kapandjiのstage分類は著明

に改善した．成績の悪かった5手の内訳は，長掌

筋腱の手関節部での剥離不足が1例，術前からの

母指変形性関節症が原因の4例であった術後早

期より母指の掌側外転が改善し日常生活で手が使

いやすくなったと満足している例が26手（84％）

であった．萎縮していた短母指外転筋は27手

(87％）で回復していたが，4手では残存してい

た．有痛性の手術嬢痕を生じた例，筋萎縮の改善

後に移行腱が母指の動きの障害となった例，症状

の悪化した例は，なかった．

【考察および結論】Fbucherらによると従来の

Camitz法では4.5%に手関節部の有痛性嬢痕を残

している．本法は正確には母指対立再建ではなく

母指掌側外転再建術であるが，その目的を十分に

果たしていること，手根管開放術の皮切を利用で

きること，長掌筋腱を移行することで失われる機

能がないこと，母指球筋の萎縮の改善後も移行腱

が障害とならないことなどから手根管症候群に対

する母指対立再建術として有用である．
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-Keynoteondistalradiusfractures-
NewYbrk-PresbyterianHospitalColumbiaCampus

MelvinRRosenwasser

My

ローゼンワッサー先生はニューヨーク（米国）で活躍されておられる著名な整形外科

医です。2年前にニューヨークヤンキースに所属する日本人スラッガーが試合中に手

首を負傷し、その手術を施行されたことでも話題となりました。今回上肢の手術テク

ニックについて、最近のトレンドも含めて講演をして頂きます。

４
月
杷
日
第
３
会
場

Morethan450,000distalradiusfracturesoccureachyearintheUnitedStates.Themostcommonmechanism

ofinjuryisiallontoanoutstretchedhandwiththewristin40oto90odorsinexion・Acompleteneurovascular

assessmentshouldbeconductedwithattentiontothemediannerve;carpaltunnelcompressionsymptomscanbe

seeninl3-23%・MultipleparametersmustbeconSideredforsuccessfUlfixation.McQueendemonstratedcamal

alignmentisthemaininfluenceofoutcome,whileKnirkandCatalanoagreedmorethan2mmintra-articularstep-

offonanAPradiographincreasesriskofarthritissignificantlylong-term.Nesbittdemonstratedageastheonly

significantriskfactorinpredictingsecondarydisplacementandinstabilityGPotentialcomplicationsinclude

malunion/nonunion,tendonruptures,mediannerveinjurXregionalpainsyndromes,andDRIninstabilityB

Allfracturesshouldundergoclosedreductionfirst;aminimallydisplacedfifacturewithstablemetaphyseal

supportcanremaininadoublesugar-tongsplint.Percutaneouspinningcanbeusedfbranextra-articularfrac-

tureinayoungerpatientwithgoodsofttissueenvelope.K-wiresaredrivenintotheradialstyloidfOllowing

closedreduction.DorsalplacementofDinsshouldbedonecarefUllvtoavoidextensortendoncontact.

IntheKapandjitechnique,thepinitselfisusedtobuttressthefracturesite.IntrafOcalK-wiresareinserted

intothehactureleveredtoachievereduction・Thepinisthendrilledintotheoppositecortextobuttress・This

techniqueiseffectiveifonecortexiscomminutedbutrequiresaugmentationwithexternalfixationiftwoor

morecorticesarecomminutedoriftheboneisseverelvosteoDoenic.

Extemalfixationuses｣ligamentotaxis'toreducefracturefragmentsandpreventcollapse.Apalmarvectoris

requiredtorestorevolartilt;itisnotpossibletoelevateimpactedarticularfragments.Thereisnodifference

intypeoffixatorused.Beawareoftheradialsensorynervewheninsertingpinspercutaneously;asmallskin

incisionmayhelp.Anon-jointspanningexternalfixatorcanbeusedwithdistalfracturefragmentsizesgreater

than6mm.Thisgivesrigidfixationwithearlymotionandnormalcarpalloadtransferyandlackofligamentotaxis

maygivelessstiffness.

Openreductionandinternalfixationmaybeaccomplishedwithdorsal,volar;orradialplates.Dorsalplating

allowsdirectbuttressingofdorsalrimfTacturesanddorsallyangulatedmetaphysealfifactures.Dorsalarthrotomy

givesexcellentarticularsurfacevisualization・Wristextensortendonitis,dysfunction,andrupturehavebeenasso-

ciatedwithdorsalplating;low-profileplatesdiminishtheseproblems・Avolarapproachgivesmorespaceibrfixa-

tion,andthepronatorquadratusprovidesadditionalhardwareprotection.Thethickervolarcortexismore

adequatelyrestoredwithavolarplate・Wlarplatingcanbeaccomplishedthroughanextendedcarpaltunnelap-

proachoramodifiedHenry;caremustbetakentoavoidarthrotomyofthevolarwristcapsularligaments.Ra-

dialplatingallowsgreatercontrolsincebothdorsalandvolarcolumnsareincludedinfixation・AdditionallXless

softtissuedissectionisrequiredandearlymobilizationofthewristispossible.

Recentdevelopmentsincludefragment-specificfixation.Small,low-profileplatesarecustomdesignedforthe

radialstyloid,dorsalulnarcornel;andvolarlip,andtheyaresafefOrearlyinitiationofarange-of-motionpro-

gram.Arthroscopyhasalsobeenusedasanaltemativemethodtoobtainarticularreductionofthefractureand

totreatsofttissueinjuryThereisnotcurrentlyaconsensusonthebestplatefOrinternalfixation,noron

whetherextemalorinternalfixationispreferred.
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EXTENSORINDICISPROPRIUS

TRANSFERFORABDUCTEDSMALL

FINGER

DepartmentofOrthopaedicSurgery;SeoulNational

UniversityCollegeofMedicine,Seoul,Korea

○HyunSikGong,MoonSangChung,

YbungHoLee,GooHyunBaek

Background:Hrsistentabductionofthesmall

6ngerhasbeenusuallytreatedbytransferof

theextensordigitiminimi(EDM)muscle.

However;thereareconcernsofpostoperative

limitationofextensionorabductionofthesmall

fingeraftertransferoftheEDMbecauseofthe

anatomicvariationsoftheextensorsystem.We

evaluatedtheoutcomeofextensorindicis

proprius(EIP)transferfOrtheabductedsmall

fingel;

Methods:WeperiormedEIPtransferin8

patientswithpersistentabductionofthesmall

finger;TheprimarycauseofthedefOrmitywas,

incompletereinnervationaftersurgeriesfOrulnar

neuropathyin6,the3rdpalmarinteosseous

muscleruptureinone,andintrinsicmuscle

scarringinone・TheEIPwasextendedby

splittingthetendinousportionandwastrans-

ferredtothedistalandradialpartofthe

extensorhood・Theoutcomewasassessedby

comparingtheperioperativeactiveadductionand

abductionanglesbetweenthetwoulnardigits.

Results:AtthemeanfOllow-upof23months,the

averageadductionangleimproved丘om18．8

degreestoO.6degreespostoperatively(p<0．05).

Intermsofactivefingermotion,sixpatients

showedexcellentresmts,onegood,andonefail;

withoutlossofnexionandextension・Nopatient

hadanextensionlagorcomplainedofhlnctional

deficitsofthedonorindexfinger:

Conclusions:EIPtransfercanbeareliable

optionfOrcorrectionofabductiondefOrmityof

thesmallfingerimaintainingactiveabduction

andfullflexionandextension.

2-3-12

肘部管症候群に対する尺骨神経前方移動術

anteriortranspositionofulnarnervefOrcubital

tunnelsyndrome

近畿大学医学部整形外科

○大谷和裕，冨山貴司，斉藤政克，

福田寛二，浜西千秋

【目的】肘部管症候群は習慣性尺骨神経脱臼，外傷

後，腫瘍や外反肘変形などにより起こる絞拒性神

経障害で保存的治療が無効な場合が多く，早期に

積極的に手術を行うことが多い．今回我々は当

科における肘部管症候群の手術成績を検討した

【方法】当院で手術治療を行った肘部管症候群140

例中前方移動術を施行し術後6ヶ月以上の経過観

察が可能な65例を対象とした手術時年齢は21か

ら84歳，平均56歳，女性8例，男性57例である．

各症例について赤堀の病期分類，予後評価基準を

指標に術後成績を検討した．また，65歳未満と65

歳以上に分け高齢者と若年者での成績の検討を

行った

【結果】病期別には1期l例，2期12例,3期30

例，4期18例,5期3例と大半は2期と3期で

あった．術後臨床評価は優36例（1期:1例,2

期：9例，3期：16例，4期：9例）良19例（2期：

2例，3期:12例,4期:4例,5期:1例）可9例

(2期：1例，3期：2例，4期：5例，5期：1例）

不可は1例（5期:1例）であった.65歳未満と

65歳以上の比較では65歳以上の患者では術前病

期が有意に進行している症例が多く，予後も有意

に不良であった．罹病期間には有意差は認めな

かった65歳未満では術前MCVと予後に相関を

認め(p<0.05)たが，病期，罹病期間とは相関

は認めなかった．一方，65歳以上では病期，予後

と術前MCVに相関を認めた(p<0.05).

【結論】前方移動法は65例中55例中で良以上と良

好な結果であった．若年者では術前病期が進んで

いても回復は良好であるが，高齢者では罹病期間

の長い症例や病期の進んだ症例では予後不良例を

認めた．病期が進んだ症例では高齢者では若年者

と比し良好な回復は期待できないため早期に手術

を行うことが望ましい．
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肘部管症候群に対する小皮切での上腕骨

内上穎切除術

MedialEpicondylectomywithLimitedSkininci-

sionfOrthe'IifeatmentofCubital'IilnnelSyn-

drome

1公立那賀病院整形外科，2日高総合病院整形外科，

3社会保険紀南病院整形外科，4済生会和歌山病院

整形外科，5和歌山県立医科大学整形外科

○平野三好1，江川弘光2，岩田勝栄3，

北野岳史4，谷口泰徳5

【はじめに】肘部管症候群に対する外科的治療に

は各種の術式が存在し，それぞれの問題点を改善

するために種々の変法が考案されたが，そのどれ

もが癒着，摩擦，筋力低下を始めとした問題を完

全に除去することはできない．しかし最小侵襲手

術手技の立場から近年ではOsborne法が再評価さ

れ，その有効性を証明するように鏡視下での手術

が諸施設で行われている．我々は小皮切で，かつ

鏡視下法より簡便なエアトームを用いて内上穎切

除を併用する術式（小皮切内上穎切除法）を行っ

ているので，その手術法と短期成績について報告

する．

【対象と方法】対象は過去3年間のうち，術前に

inchmg法による電気生理学的検査を実施し内上

穎近傍での神経伝導速度の遅延を確認した肘部管

症候群で小皮切内上穎切除法を行った15例15肘

(男性9例9肘，女性6例6肘，平均年齢は69歳）

である．手術は内上穎と肘頭間に約3～4cmの

縦切開を加え，尺骨神経を同定した後,Osborne

法に準じてtendinousarchを直視下に切離し神経

の除圧を行う．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lcm切開し，同部より

エアトームを用いて骨髄内より内上穎皮質へ向

かってKing法と同程度まで内上穎を切除する．

術前重症度と術後成績は赤堀の評価を用いて検討

した．

【結果】術後の赤堀評価基準は優4肘，良4肘，

可6肘，不可1肘であった．術後肘の痛みや腫脹

ならびにhictionneuritisを思わせる刺激症状は認

めず，早期より日常生活や職場復帰が可能であっ

た．

【結語】肘部管症候群の治療として鏡視を併用し

ない小皮切による内上穎切除は，従来法より侵襲

が少なく比較的安全かつ簡便であり最小侵襲手術

として満足できる成績であった．

2-3-14

肘部管形成術の検討

TheoutcomeofcUbitaltunnelplastyfOrulnar

neuropathy.

'筑波大学大学院人間総合科学研究科臨床医学系

整形外科，2慶友整形外科病院

○中島佳子'，落合直之'，西浦康正1，

辻野昭人2，原友紀Ⅱ

【目的】筑波大学附属病院における肘部管形成術

または尺骨神経溝形成術の術後成績をまとめ報告

する．

【方法】対象は当院で1997年から2007年までに肘

部管形成術または尺骨神経溝形成術を行った16例

17肘（男性12例13肘，女性4例4肘）手術時年齢

は18-83歳（平均52.8歳）であった．疾患の内訳

は変形性関節症がll肘，変形性変化がなく尺骨神

経が脱臼する症例は5例6肘であった．罹病期間

は変形性関節症で平均7.5か月，変形性変化のな

いものが22.3か月であった．術中所見として，変

形性関節症では，全例で尺骨神経溝に骨鰊がみら

れ，尺骨神経は母床から押し上げられていた尺

側手根屈筋両頭間のfibmusbandが肥厚し尺骨神

経が偽神経腫を形成している症例が多かった．術

式はFibrousbandの切開，骨鰊の切除を行い，さ

らに脱臼傾向のある症例では，上腕三頭筋膜の切

開や尺骨神経溝の形成を追加した．変形性変化が

ないものでは,5brousbandの肥厚は目立たず，

尺骨神経は上腕三頭筋に押し上げられて脱臼を起

こすものが多く，尺骨神経は内上穎部で硬化して

いた術式は尺骨神経溝形成を行い，上腕三頭筋

を筋間中隔から剥離し尺骨神経をその深部へ納

め，神経の脱臼を防止した．術後は数日の外固定

を行った．

【結果】術後成績は，変形性関節症の症例では，

赤堀の予後分類で優5良l可4不明lであった．

術前の赤堀分類で第V期の症例も，2年以上の経

過観察で優となる例がみられた．変形性変化がな

い症例では，予後は術前の赤堀･McGowan分類に

よく相関していた．

【考察】これらの術式は，屈筋群の剥離を必要と

せず外固定期間が短いこと，尺骨神経が生理的な

位置に残ることが有利な点と考えられた．
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2-3-15

内反肘に合併した肘部管症候群に対する

小切開による単純神経剥離術の治療経験

MinimallylnvasiveDecompressionfOrUlnar

NerveHIsyDuetoCubitusVarus

和歌山県立医科大学整形外科

○北野岳史，谷口泰徳岩田勝栄，

下 江 隆 司 ， 吉 田宗人

【目的】今回われわれは，内反肘による肘部管症

候群に対して，小切開による単純神経剥離術を

行った4例を経験し，良好な結果が得られたので

文献的考察を加えて報告する．

【対象および方法】対象は小切開による尺骨神経

の単純神経剥離術を施行した4症例で，性別は男

性3例，女性l例で，初診時年齢は32歳から36歳

(平均33.8歳）であった．患側は右側が1例，左側

が3例であった肘内反角は0｡～10。（平均7.0｡）

であり，4例に小児期の肘の外傷歴がみられ，う

ち1例は上腕骨顎上骨折，残り3例は詳細不明で

あった術前病期は赤堀分類にて第1期が3例，

第4期が1例であった全例について手術所見を

検討し，赤堀の予後判定基準を用いて術後評価を

行った

【結果】追跡期間は6ヶ月から3年8ヶ月（平均

1年llヶ月）であった手術所見として，内側移

動した上腕三頭筋が尺骨神経を圧迫していたもの

が2例みられた尺骨神経は，肘関節屈曲により

前方への完全脱臼が3例，亜脱臼が1例みられ

た．全例，前方移動した尺骨神経はHbrousband

の部位で強く絞掘されていた．赤堀の予後判定基

準で全例優と判定された．小切開による手術創

に対して，術後の疲痕形成はなく，整容性に優れ

ていた

【考察】内反肘による肘部管症候群の原因として

様々な病態が報告されているが，今回われわれの

症例では前方に脱臼した尺骨神経のabrousband

による絞抓がみられ，これが肘部管症候群の主因

と考えられた治療には皮下前方移動術,King法
などが報告されているが，われわれの症例では尺

骨神経の小切開による単純神経剥離のみで術後の

回復は良好であった内反肘による肘部管症候群

の治療法として，小切開による単純神経剥離術

は，安全低侵襲であり，また整容性に優れ，術

後早期に職場復帰が可能であるため，第一選択に

なると考えられる．

2-3-16

尺骨神経移動術に伴う神経内血流分布

Bloodnowofelevatedulnarnerveinpatients

withcubitaltunnelsyndrome

新潟県立吉田病院整形外科

○田中英城

【目的】肘部管症候群に対する尺骨神経筋層下前

方移動術の際に挙上された神経領域の血流分布に

ついて検索したので報告する．

【対象・方法】対象は2006年6月以後に手内筋萎縮

を伴う肘部管症候群に対して尺骨神経筋層下前方

移動術を施行した男4例で，年齢は65から79歳

(平均73歳）の4肘であった．腕神経叢ブロック下

に尺骨神経を上腕骨内上穎の遠位4cmから近位6

cmの区間を展開した．組織血流量の測定はレー

ザードップラー流量計（オメガフロー）で，プロー

ブは接触用DStypeを使用した．尺骨神経の血流

計測部位は上腕骨内上穎から遠位4cm(D4),遠

位2cm(D2),上腕骨内上類レベル(E),内上穎

の近位2cm(P2),近位4cm(P4),近位6cm

(P6)の各部位における挙上前のbaselinecontrol

値を測定した．そしてsuperiorおよびinferiorul-

narcollateralvesselそしてposteriormnarrecur-

rentvesselを温存しつつ，この範囲の尺骨神経を

挙上し，その後に駆血を解除して15分後に同部位

を再計測した

【結果】各部位のbaselinecontrolで補正した血流

量はD4:7.3+/-4.1,D2:11.3+/-3.8,E:15．2

+/-7.2,M:13.5+/-5.4,P4:9.3+/-3.7,N:3.8

+/-1.6(mean+/-SEml/min/100g)であった

superiorulnarcollateralおよびposteriorrecur-

rentvesselの発達にばらつきがあったが,infe-

dorulnarcollateralvesselは安定して存在した

【考察】尺骨神経の挙上操作に伴う神経虚血が懸

念されてきた今回の結果から，最も虚血が心配

される中央部の神経内血流量が相対的に多かった

ことから，この部へのextrinsicvesselであるinfe-

riorulnarcollateralvesselを温存することの重要

性が裏付けられた．

【まとめ】挙上神経の血流温存にはinferiorulnar

collateralvesselが重要であることが確認された．
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2-3-17

肘部管症候群における神経側面圧の検討

ExtraneuralPressuresfOrUlnarNerveRecorded

inCUbital'IilnnelSyndrome

山口大学大学院医学系研究科整形外科

○ 重冨充則村松慶一， 小笠博義，

今釜崇，吉田佑一郎

【目的】肘部管症候群の病態把握の一助とするた

めに肘部管内での尺骨神経側面圧評価を行った

【対象及び方法】肘部管症候群に対する尺骨神経

皮下前方移行術の術中に，尺骨神経側面圧測定を

行った65例71肘を対象とした内訳は男52例，女

14例，年齢は平均60歳（23～83歳)．全身麻酔下

に上腕骨内側上穎と肘頭を結ぶ0点とその2cm

中枢（－2点）と末梢（＋2点）の3点の肘部管

内に尺骨神経と骨との間にmLLAR社製のカテー

テルトランスデューサー（5フレンチのサイズで

側面に圧測定ウインドウをもつ）を挿入し，最大

伸展位．90.屈曲位･最大屈曲位での尺骨神経に骨

面からかかる側面圧(mmHg)を測定した.+2

点はOsborneband部に相当する．またOsborne-

bandの切離及びFCU深筋膜の切雛(Osborne手

術）後の0点と＋2点についても除圧後の変化を

評価するために同様に測定した

【結果】肘部管症候群における尺骨神経にかかる

骨面からの圧は0点，＋2点では肘の屈曲角度に

応じて増大し，神経絞拒には静的圧迫より動的因

子の関与が大きいことが判明したMacnicolらや

Gelbermanらの新鮮屍体標本での肘部管内圧測定

の結果から神経側面圧を50mmHg以上を高圧と

して評価すると，全例が0点または＋2点で最大

屈曲位において高圧を呈した高圧を示す部位と

しては0点が63肘，＋2点が58肘であった.Os-

borne手術により+2点での高圧は改善するもの

の0点の肘屈曲に伴う高圧は改善しない場合が多

く,51肘がOsborne手術後も0点で高圧を呈し

た．この結果は,Osborne手術は神経の除圧の観

点からは不十分となる症例があることを示唆す

る．

2-3-18

肘部管症候群術前・術後のDASHスコア

と，術後スコアに関与する術前評価項目
について

DASHscoreinthepatientsofCubitalTunnel

Syndrome

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科整形外

科学

○若林良明，石井宣一，菅田祐実，

藤田浩二，四宮謙一

【目的】上肢障害評価表(DASH)は患者立脚型

アウトカムの一種で，上肢機能障害の評価に広く

用いられている．今回われわれは，肘部管症候群

の術前後におけるDASHスコアと個々の質問に対

する回答の変化，術後のスコアに関与する術前検

査項目について検討したので報告する．

【方法と結果】l)術前，及び術後6ヶ月以降に

DASHの回答が得られた肘部管症候群手術症例10

名11肘（平均63才，男性・女性各5例，右10肘左

l肘）を対象とした．術式は尺骨神経皮下前方移

行術が9例,King変法と尺骨神経溝形成術が各1
例である.DASHスコア及び30の質問項目それぞ

れの術前後の回答の変化を検討したDASHスコ

アは術前平均33.9に対し，術後22.3と有意に改善

していた(p<0.01).項目別では問

4,15,23,24,26,28,30の7項目において，有

意にスコアの改善を認めた(p<0.05).
2）1)と同じ患者群を対象に，術後DASHスコ

アが15以上の成績不良群(n=5)と15未満の良

好群(n=5)に分け，両群における手術時年齢，

術前の末梢神経伝導速度におけるMCVとcMAP

の電位,SNAP導出の可否，術前の握力・ピンチ

カを比較検討した．有意差を認めたのは年齢・握

力・側方ピンチカであった(p<0.05).成績不良

例では全例で術前SNAPが導出されず，良好群で

は5例中3例で導出可能であったが，統計学的に

は有意ではなかった．

【考察】われわれの施設の手根管症候群の術後

DASHは平均16．5であったのに対し，肘部管症候

群では術前より有意に改善したものの22.3と高値

であった．障害される支配筋の多さや，神経障害

部位と障害筋との距離の長さを反映するものと考

えられた．例数が少ないためもあるが，術前評価

項目の中では，電気生理学的な検査よりも，握

力・ピンチカなどの機能評価が術後成績に相関し

ていた．
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肘部管症候群の病態に即した術式選択の
術後成績

ClimcalOutcomesofHthological'Ireatmentfbr

CubitalTIlmelSyndrome

防衛医科大学校整形外科学講座

○尼子雅敏，根本孝一，有野浩司，

土原豊一，渡邊樹一

肘部管症候群の手術治療法はさまざまあり，術式

選択の適応は明確ではない．当科では従来King

変法を行ってきたが，1997年以降原則としてOs-

borne法で対応し，肘屈曲時に尺骨神経が内側上

穎を乗り越える症例のみ，内側上穎部分切除術を

行っている．また筋萎縮の強い症例には示指外転

機能再建術(Neviaser法）を追加している．これ

らの手術を行った症例の術後成績を検討したので

報告する．

【対象と方法】対象は42例で，男性35人，女性7

人，手術時年齢は19～69歳（平均51.3歳）であ

る．手術はOsborne法が34例,King変法が8例で

あった．示指外転機能再建術を追加したのは9例

であった．術前及び術後の尺骨神経機能評価を安

竹の評価法(100点満点）を用いて評価した．

【結果】術後，全例で改善が認められ，安竹の評

価点数は術前平均54.5点が術後平均87.2点に改善

した.Osborne法施行例は術前平均53.4点が術後

平均87.3点に,Kmg変法施行例は術前平均59.5点

が術後平均87.0点に改善した.Neviaser法を追加

した症例は術前平均44．1点が術後平均78.3点に

改善した

【考察】肘部管症候群の術後成績は術式による差

がないとする報告が多い．我々はKing変法に

よって良好な成績を得たが，尺骨神経が肘屈曲位

で内側上穎を乗り越えない症例にはより低侵襲の

Osborne法によっても良好な成績を得た．しか

し，症例によってはKing変法を選択すべきであ

る．第1背側骨間筋の著明な筋萎縮を伴う症例に

対してNeviaser法はつまみ動作の改善のため有効

であった．

【結論】肘部管症候群の術式を病態に応じて選択

することにより，手術侵襲を少なくするとともに

優れた治療成績を得た．

2-3-20

肘部管症候群再手術例の検討

ReoperationfOrFailedDecompressionandRecur-

renceofCubital'IilnnelSyndrome

'元赤坂診療所，2慶應義塾大学整形外科，3川崎市

立川崎病院整形外科

○仲尾保志'，奥山訓子2，堀内行雄3

【目的】手術加療した肘部管症候群において，経

過不良または再発により再手術を要した症例の手

術所見および経過を調査し，その原因や再手術の

有用性について検討した．

【方法】対象は17例22肘（男9,女8例）で，手術

時年齢は19～71(平均43.2)歳であり，経過不良

例（9肘）の再手術までの期間は3カ月～2年

(平均1年3カ月)，再発例(13肘）は5カ月～20

年（平均4年8カ月）であった前回手術では，

King変法(12肘),筋層下前方移行(5肘),Os-
borne法(5肘）が行われており，再手術は，筋層

下前方移行（10肘),King変法(5肘),皮下前方
移行（2肘)，骨鰊・ガングリオン切除（2肘)，

神経剥離（2肘))，神経移植（1肘）を行った．

【結果】経過不良の原因は，不適切な神経移行

(4肘)，絞掘の開放不全（3肘)，内側上穎の削

除不全（1肘)，医原性障害（1肘）であり，全例

で嬢痕癒着が著しかった再発例の原因は，羅痕

癒着（6肘),Osbornebandなどの絞抓(4肘),

ガングリオン，外反肘，骨鰊（各1肘）であった．

筋層下前方移行は前回手術の種類を問わず成績良

好で(10肘中9肘で改善),King変法はOsborne
法を行った症例に有効であった（3肘中3肘で改

善)．一方，前回手術にKing変法を行った症例で

は，癒着が軽度な場合は皮下前方移行で成績が良

く（2肘中2肘)，癒着の著しい場合はKing変法，
神経剥離ともに成績は不良であった

【考察】経過不良の原因は，神経移行や絞拒開放

の不十分な症例が多く，正しい手術手技の習得の

重要性が示唆された．再発の原因は，術後の嬢痕

形成・神経癒着によるものが多く，初回手術での

atraumaticな神経の処置十分な止血操作が大切

である．再手術では，嬢痕癒着が広範囲にわたる

ことが多いため，侵襲は大きくなるものの筋層下

前方移行が望ましいが，癒着が軽度の場合は，

King変法や皮下前方移行でも対応可能であるこ
とがわかった．
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透析患者における肘部管症候群と手根管

症候群

C曲italTmnelSyndromeandCamal'IilnnelSyn-

dromeinHaemodialysishtients

'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

骨関節整形外科

○吉田綾1，奥津一郎2，浜中一輝2，

森本修 平 3

【はじめに】われわれは1991年に透析患者におけ

る疾患概念としてsynovial-ligament-amyloidosis

complexsⅦ伽meを発表し，アミロイドーシス

による手根管症候群と同様に肘部管症候群が発症

することを示唆，1995年に初めて手術例を経験し

た．

【目的】透析患者の肘部管症候群と手根管症候群

の発症経緯について検討する．

【症例および方法】1995年から2007年8月に肘部

管症候群および手根管症候群両疾患の初回手術を

行った89肘/79症例を対象とした手術時年齢

手術時透析期間について調査し両疾患で比較し

た．

【結果】肘部管症候群の両側手術例は20肘/10症

例，右側手術例は40症例，左側手術例は29症例

で，同側の肘部管と手根管症候群の手術を受けた

症例は右34手肘，左37手肘，対側の手術は18手肘

であった肘部管症候群手術時の平均透析期間は

23年，平均手術時年齢は60歳，手根管症候群では

18年，54歳であった．両疾患の平均透析期間と平

均手術時年齢に有意差があった(Wilcoxon'srank-

sumtest,p<0.01)．4手で肘部管と手根管の同

時手術を行い，7手で肘部管手術を先に行った．

【考察】近年透析患者の肘部管症候群が透析関連

の学会で注目されているが報告は少ない．射場ら

は1透析施設の調査で，電気生理学等による他覚

所見から肘部管症候群頻度は31％と報告し，潜在

的肘部管症候群は多いのではないかと考察してい

る．今回肘部管症候群は手根管症候群と比べて手

術時透析期間が長く，高齢であった両疾患発症

時期の相違はアミロイドが沈着しやすい腱や腱滑

膜の有無といった解剖学的相違によるものと考え

られた肘部管症候群の発症に注意を払い手術時

期を逸しないことが肝要である．
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高齢発症のKienb6ck病に対する手術成績

OperativeresultsfOrhigheragepatientsofKi-

enb6ckdisease

I北海道大学医学部整形外科，2釧路労災病院整形

外科

○益子竜弥'，岩崎倫政'，末永直樹'’

三浪明男'，永井正弘2

【目的】menb6ck病は20～40歳代の男性に好発す

る疾患であるが，高齢者発症例についての手術成

績の報告は少ない．本研究の目的は50歳以上で

Kienb6ck病を発症した17例についての手術成績

を検討することである．

【対象・方法】対象は1983年～2005年に手術的治

療を施行した16例17手である．年齢は50～72歳

(平均57歳）で，男性6例7手，女性10例10手，罹

患側は右12手，左5手である．発症要因として4

例に外傷2例に振動病の既往があった．発症か

ら手術までの期間は平均9.8年（3か月～30年）

であったLichtmanの病期分類ではstagen;l
例,mA;9例,mB;6例,W;l例で，術式は

月状骨摘出腱球置換術；9例僥骨短縮術；5例，

舟状大菱形小菱形骨固定術；2例，手関節固定

術；1例である．臨床成績の評価はLichtmanの基

準に従い,X線学的評価として病期進行,CHR,

RSAを測定した．

【結果】術後経過観察期間は平均6.2年（7か月～

14．8年）であった瘻痛については16手は改善，

l手は改善しなかった．握力は術前21.9kgから術

後20.9kgとやや低下した．可動域は背屈が術前

39.4度，術後44.1度，掌屈は術前42.7度術後

40.5度であった．術前の職業に復帰した症例は8

例で，9例はより軽作業へ転向した.Lichtmanの

基準による評価ではsatisfactory;6手,unsatisfac-

tory;ll手であった.X線学的評価では，病期の進

行した症例はなく,CIRは術前後0.50,RSAは術

前61.1度術後66.1度であった

【考察】50歳以上でKienb6ck病を発症した症例に

対する手術的治療は瘻痛については改善が認めら

れ有効であったが，握力・可動域など機能的な改

善は良好ではなかった.X線評価では，病期は進

行せず，手根高も保たれていた．高齢者のKi-

enb6ck病に対する手術成績は，瘻痛の改善につい

ては優れていたが，機能的改善については良好で

はなかった．

2-4-2

榛骨短縮術，有頭骨短縮術による月状骨

への応力変化（有限要素法による解析）

EffectofRadiusShorteningandCapitateShort-

eningonLunateDecompression

AThree-DimensionalFiniteElementAnalysis

濁協医科大学整形外科学

○益崎浩一郎，長田伝重富沢一生，

玉井和哉，野原裕

【目的】キーンベック病に対する手術方法に関し

ては未だに意見が分かれており，様々な手術が行

われている．今回我々は比較的多く行われている

僥骨短縮術，有頭骨短縮術による月状骨への応力

変化について，同一モデルを用いて有限要素法に

より解析したので報告する．

【対象と方法】mnarWlrianceOmmで外傷歴のな

い25歳男性の右手関節CT画像を基に三次元手関

節有限要素モデルを作製した手関節モデルの僥

骨を前腕骨長軸近位方向に0.5mmづつ3.0nmま

で移動させ，6つの僥骨短縮モデルを作製した．

また，有頭骨中央部で1nmづつ3mmまで骨短

縮し，それぞれに有頭骨一有鈎骨間固定の有無で

6つの有頭骨短縮モデルを作製した．有限要素解

析にはANSYSSTRUCTUALを用い，中手骨に対

し前腕長軸方向に100Nの荷重を加え,12種の骨

短縮モデルにおける月状骨内部の応力分布を解析

した．

【結果】僥骨短縮モデルでは，短縮量に比例して

月状骨内部の相当応力は減少したが，減少幅は

2.0mm短縮モデルで約39%であり3.0mmでは約

40％であった月状骨内部の応力分布は，短縮に

より徐々に尺側へ応力分布が変位していった有

頭骨短縮モデルでは有頭骨一有鈎骨間固定を行う

と全ての短縮量で月状骨への内部応力は逆に増大

し，固定なしでは月状骨全体にかかる応力の減少

(2.0mmで20%)が認められた．また舟状骨，有

鈎骨への応力は増大した．

【考察】僥骨短縮モデルにおける月状骨内部の応

力の減少と尺側への内部応力の変位は僥骨短縮に

より月状骨への荷重をTFCで受ける形となった

ためであると考えられた．有頭骨短縮モデルにお

いては，骨間固定の有無で大きな差があり，この

ことは月状骨の形態（有鈎骨への関節面の有無）

が関与していると考えられた
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若年者Kienb6ck病に対する僥骨骨切ﾚﾉ術

後に生じるX線変化

RadialosteotomiesfOrteenagepatientswithKi-

enb6ckdisease.

北海道大学整形外科

○松橋智弥，岩崎

末永直樹，三浪

倫政，益子竜弥，

明男

【はじめに】月状骨への除圧を目的とした僥骨骨

切り術は若年者Kienb6ck病に対し非常に有用で

あるが，その後に生じるX線学的変化については

これまであまり議論されていない．本研究の目的

は若年者脳enb6ck病に対する僥骨骨切り術後のX

線学的変化を調査し本術式の骨成長に与える影響

を明らかにすることである．

【対象と方法】1990年より当科又は関連病院で10

歳代のKienb6ckdiseaseの患者に対し2mmの僥

骨短縮術を施行し，3年以上経過した9例9手

(男3例女6例）を対象とした．発症時年齢は

平均14.4歳であった対象例は術前に榛骨の成長

帯が閉じていない事を確認したこれらの症例に

対しDRIIOA進行の有無ulnarvariance,carPal

heightratio,radialinclination,volartiltを調査し

た．経過観察期間は，平均69.4ヵ月であった統

計学的検討にはt-testを使用し危険率5%以下を

有意とした．

【結果】調査時，術前にあった手関節の痛みは全

例改善し，中村らのscorenngsystemによる成績

は21点満点中平均19.2点であったLichtman分類

における病期の進行は全例で認めず,DRIIOAの

変化も全例で認めなかったulnarvarianceは術

直後平均-1.38mm(0.0--4.0mm)から調査

時平均-3.86mm(-1.0--8.0mm)と有意に

増加したが,carpalheightratio,radialinclina-

tion,volartiltは術直後と調査時で有意な変化は

認めなかった．

【結語】臨床成績は良好だが，画像所見上，僥骨

は成長を呈しており長期成績の検討が必要であ

る．

2-4-4

血管柄付き僥骨移植によるキーンベック

病の治療成績

VascularizedbonegraftfbrKienb6ckdisease

岩手医科大学整形外科

○古町克郎，田島克巳，西田淳，

嶋村正

【目的】多くの術式のなかで血管柄付き僥骨移植

は，骨の構築と血行の両者を再建するため安定し

た成績が得られる可能性がある．完全な骨折や末

期のOA以外であればStagenlBまでに有効か検討

した．

【方法】LichtmanstagelllAとⅢBの男性9例，女

性9例の18手（16-68歳，利き手6手，非利き手

12手）を対象とした．術式はMasatomi(1997)変

法で前骨間動脈背側枝と背側中手動脈の交通枝に

よる僥骨背側からの血管柄付移植で，5例で月状

骨三角骨間（Ⅲ）固定を施行した.10例でTCPの

充填を併用した．移植後創外固定を4週間施行し

た検討項目は1年後のROM,握力,Mayo

score,DASH,Stahlmdex,Mmである．

【結果】ROMは対側比で平均71%から81%,握力

は対側比で平均46から89％，調査時MayoWdst

scoreは平均89.5,DASHはADL,職業痛みとも

に改善が得られ.Stamindexは平均31.1から35%

へ変化した.Mmは12例で，正常信号領域の拡大

がみられた手術時Stageによる差異,m,固定有

無による差異はなかったⅢ癒合不全l例有

頭骨月状骨間の可動域減少が3例でみられた．

【考察とまとめ】その他の術式による報告と同等

に良好な成績が得られStagelllBまで良い適応と

思われた．僥骨短縮術式に比し適応は限られるが

安定した臨床的改善がえられたMm指標に比し

臨床指標の改善が大であり，構築の獲得が濾痛の

消失に寄与したと思われる．
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キーンベック病に対する血管柄付き骨移
植術

RdicleWscularisedBoneGraftfOrthe'Iifeat-

mentofKienb6ck'sDisease

京都府立医科大学大学院医学研究科運動器機能再

生外科学

○藤原浩芳，岡島誠一郎，奥田良樹，

勝見泰和，久保俊一

【目的】キーンベック病に対しては，血管柄付き

骨移植術も治療法選択の一つであり，これまでに

良好な成績が得られている．今回，血管柄付き骨

移植術の術後成績を検討したので報告する．

I対象および方法】1997年以降にKienb6ck病に対

して血管柄付き骨移植術を行った18例を対象とし

た．男性12例，女性6例，手術時平均年齢は43.6

歳(18～67歳),罹病から手術までの期間は平均

12.5カ月（3～28カ月）であった．術前に月状骨

の分節化を8例に認め,Lichtman分類では,stage

2が5例,stage3Aが6例,stage3Bが7例で

あった。手術はすべて背側からアプローチし，第

3中手骨基部からの骨移植を11例に，僥骨遠位部

からの骨移植を7例に施行した．術後は症例に

よって創外固定，一時的STT関節固定，ギプス固

定のいずれかを行った．経過観察期間は平均

33.8カ月(12～89カ月）であった

【結果】瘻痛は17例で改善した．掌背屈可動域は

平均93.4.から105.2.に改善したが，背屈制限が

残存する傾向を認めた治療成績は,Mayomodi-

Hedwristscoreでexcellent:8例,good:7例，

fair:3例であり，伽の3例は痛みと可動域制限

が残存していた．採骨部位による術後成績の差は

認めなかったCarpalheightratioの平均値は，術

直後には一時的に改善を認めるものの，最終経過

観察時には術前とほとんど差を認めなかった．

Stage3Bの一症例に，術後1年ではMⅢ像の改

善がなく7年後のMⅢ像でTl,T2強調画像でと

もに信号強度の正常化を認めた．

【考察】術後に月状骨の圧潰が進行する症例でも，

最終的に再血行化が得られれば圧潰が停止し，臨

床成績も良好なことから，採骨部位に関係なく血

管柄付き骨移植術による治療は有用な手術法と考

える．

2-4-6

キーンベック病Lichtman分類の信頼性に

ついての検討

ReliabintyoftheLichtmanClassifcationfbrKi-

enb6ck'sDisease

名古屋大学手の外科

○三ツロ秀幸，平田

建部将広，篠原

仁，洪淑責，

孝明

【目的】Lichtman分類はキーンベック病の病期分

類として最も一般的に用いられているが，信頼性

についての評価は一定しない.Lichtmzm分類につ

いて検者間信頼性と同一検者内再現性について検

討した．

【方法】1978年～2005年に当院で手術を行った

キーンベック病140例の初診時と最終診察時の手

関節単純X線像で患側及び健側レントゲンが揃っ

た201組を対象とした．手の外科専門医もしくは

それに準ずる手の外科医2名と整形外科専門医1

名の計3名で各々2度評価した．統計学的評価に

はkappa(以後x)値，カイ2乗検定(SPSS)を

用いた．

【結果】検者間の平均一致率は54.1%,k値は0.30

であり,stage3Aと3Bを区別しない場合一致率

は平均76.2％と改善したが，k値は0.28と不変で

あった．経験が多い2名の一致率は有意に高かっ

た．同一検者内での平均一致率65.5%k値0.48で

あり；stage3Aと3Bを区別しない場合は83.0%

と改善したがk値0.47と不変であった．経験が多

い2名は検者内一致率が有意に高かった．検者内

の不一致は,3A-3Bで最も多く全不一致の

55.9％，次に2-3A:18.1%であった．

【考察】検者間，検者内ともにk値が低値であり，

Lichtman分類の信頼性，再現性が低い結果となっ

た．一致率の上昇に伴いx値が上昇しなかった原

因として，対象を手術症例に限定したことから偏

りを生じたことが考えられ，主に一致率について

検討した．不一致の主な原因は3検者に共通して

stage3Aと3Bの鑑別にあった経験が多い2名

の一致率は有意に高いが，検者間は検者内に比べ

低かったこれは検者内でのstage3Aと3Bの鑑

別法は確立されているが，その内容が検者間で多

少異なることが原因と推察された．
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2-4-7

Kienb6ck病の新しい評価法-MRスペク

トロスコピーを用いた脂肪信号比の測定

NewevaluationmethodofKienb6ck'sdisease.

CalculationofFatmatercontentofthenecrotic

lunatewithMRSpectroscopy.

'埼玉社会保険病院，2慶應義塾大学整形外科

○小原由紀彦1,中村俊康2,池上博泰2,

阿部耕治､

Kienb6ck病の診断でMmは広く用いられてい

る．しかし，その信号強度は読影者の主観に頼

り，客観的な数値での検討はほとんどない．今

回,Kienb6ck病を対象とし,MRスペクトロスコ

ピー（以下MRS)での壊死月状骨の脂肪信号比の

解析を行い，臨床成績との比較検討を行った．

【対象および方法】Kienb6ck病8症例を対象とし

た．年齢は20-68歳，平均45.4歳で,Lichtman分

類ではStage2は1例,3Aは4例,3Bは3例で

あった手術は月状骨への骨釘移植またはドリリ

ングに加え，僥骨短縮骨切り術を行なった.1.5-

T臨床機を用いてLineScanCarr-Purcell-

Meiboom-Gillsequence法MRSで対象月状骨の脂

肪一水信号比を術前および術後に測定した.Mm

所見,MRSを検討し，さらに術後の臨床成績は

ModinedMayowristscoreで評価した．

【結果】術前のMmでは全例Tl強調像で低信号を

呈し，術後は多彩な像を示した手術前のMRS

では全例，脂肪信号比0％であったが，4例で術

後，脂肪水信号比の改善を認め，2例はほぼ通常

の脂肪信号比（平均：63％）であった術後の成

績はExcellent2例,good5例,poorl例であっ

た．脂肪信号比の良好な例では臨床成績はExcel-

lentかgoodと良好であった

【考察】脂肪水信号比は骨髄の脂肪が正常な骨で

は高い信号強度を示すため，壊死骨中では低値と

して捕らえられ，改善すると次第に改善する．実

際，4例で術後壊死骨中の脂肪の回復を認め，良

好な臨床成績を得た.MRSによる脂肪信号比の

計測はKienb6ck病の病態把握，術前後の客観的

評価として有用であった．

2-4-8

キーンベック病の関節鏡所見一レントゲ

ン像と比較して

Arthroscopicfindingsandradiologicalfindngsof

Kienb6ck'sdisease

名古屋大学手の外科

○建部将広，平田

篠原孝明，申

仁，洪淑貴，

正樹

【目的】月状骨の壊死・圧潰から手関節の変形を

きたすキーンベック病について様々な報告が見ら

れるが，関節鏡による月状骨を含む関節面の所見

についての報告は散見される程度である．今回

我々は主に関節面の骨折を中心に関節鏡所見につ

いて検討したので報告する．

【対象および方法】1989年10月から2006年8月ま

での間にキーンベック病の治療の際に僥骨手根関

節と手根中央関節の鏡視を行い，術後1年以上経

過観察されている75例（男性55例・女性20例平

均年齢34歳，平均観察期間は42ヶ月）を対象とし

た．施行した術式は榛骨骨切り術54例，血管柄付

骨移植を併用した僥骨骨切り術14例，部分手関節

固定術7例であった関節鏡の評価は関節面の軟

骨の連続性と関節軟骨の病的変化(5brillationな

ど）について検討した

【結果】鏡視下に月状骨の軟骨面の骨折を38例に

認めた単純X線像ないしはCTにて月状骨に分

節化を認めた50例中33例に鏡視下での骨折が確認

されていた．鏡視下でのみ骨折を確認したものは

単純X線像･CTで分節化の無かった25例中5例

のみであった．鏡視した症例全例で近位月状骨軟

骨面の変化が認められ，同部位のみに病変あり20

例，近位関節面と僥骨月状骨窩ll例，近位と遠位

関節面17例，榛骨・近位・遠位関節面全てに病変

あり27例であった．骨折・関節の変化が認められ

る症例で臨床成績は悪化する傾向が見られた．ま

た，高齢の患者ほど骨折の頻度が高く，病変部位

が増加している傾向が認められていた．

【考察】キーンベック病は月状骨の骨壊死により

変形性関節症へと進行する疾患であるが，今回の

結果からは先に単純X線像・CTでの骨の分節化

が生じ軟骨面の骨折が生じていく傾向が見られ

たまた月状骨近位より関節面の変化が生じ進行

すると示唆された
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2-4-9

手根骨骨内ガングリオンの病態および治

療成績

Hthologyandtherapeuticresultsonpatients

withinterosseouscarpalboneganglion

東京医科大学医学部整形外科

○高瀬勝己佐藤由佳，江川誠一郎，

松岡宏明，山本 謙 吾

【はじめに】骨内ガングリオンは比較的稀な疾患

であり，発生原因に関しては骨内結合組織の滑膜

様変性などの内因説と関節液の骨内進入説などの

外因説があり定説がない．今回，当科にて手根骨

骨内ガングリオンを7例経験したので報告する．

【対象および方法】対象は7例である．男性3例，

女性4例，罹患側は右側3例・左側4例，手術時

年齢は16歳～47歳（平均27.6歳）であった．罹患

部位は舟状骨5例，月状骨1例，有鉤骨1例と全

例が近位手根列であった．初発症状は全例が手関

節部の運動時痛であった．また，明らかな外傷

歴，安静時痛あるいは手関節可動域制限を有する

症例はなかった．手術方法は，全例に病巣掻爬と

骨移植を施行したが，このうち2例には人工骨を

使用した術後経過観察期間6ケ月から2年4ケ

月（平均11.4ケ月）であった．

【結果】受診時の単純X線にて病的骨折を認めた

症例は，舟状骨1例，月状骨l例，有鉤骨l例の

計3例であったまた，術中に明らかな骨欠損が

ありpenetratingtypeと考えられた症例は舟状骨

2例と月状骨l例の2例であった術後3ケ月経

過した時点で全例において，骨癒合は獲得でき運

動時痛も消失した．最終診察時における単純X線

評価では，再発，手根骨壊死および変形性関節症

性変化を認めない．

【結果】今回，有痛性骨内ガングリオンに対して

病巣掻爬および骨移植を施行することにより満足

する安定した結果が得られた．病態としては，骨

内発生および骨外発生と様々であった．

2-4-10

特発性舟状骨壊死(Preiser病）に対する

手術療法

SulgicaltreatmentofPreiser'sdisease

奈良県立医科大学

○矢島弘嗣，小畠

土肥義浩，吉田

康官，村田景一，

淳

【目的】舟状骨壊死の大部分は骨折後の近位骨片

の壊死である．われわれはこの20年間に6例の特

発性壊死(Preiser病）を経験し，その症例に対し

て手術を行ったので，ここに報告する．

【方法】対象とした症例は男性4例，女性2例の

6例で，年齢は21歳から71歳平均41歳であっ

た全例外傷歴はなく，単純X線検査およびMm

で特発性壊死と診断した．舟状骨全体が壊死に

陥っていたものは5例で，1例は近位のみの壊死

であった．全例手関節痛を訴えており，症状発現

から手術までは3カ月から60カ月，平均27ヵ月で

あったわれわれのX線学的stage分類ではIが

1例，Ⅱが2例，Ⅲがl例,Vが1例Ⅵがl例で

あった.stagel～Ⅲの4例に対しては再血行術

(血管束移植術；2例，血管柄付き骨移植術；2

例）を,stageV,Ⅵの2例に対しては部分手関節

固定術(fbur-cornerarthrodesis)を施行した．

【結果】術後経過観察期間は12～177カ月，平均

55ヵ月であった．再血行の評価は,X線像での骨

梁構造の改善およびMmで行ったが，4例中3例

に改善がみられた．再血行が得られなかったl例

に対しては，後日STT固定術を行った．部分手関

節術を行った2例においては，術後10週でキル

シュナー鋼線を抜釘した．骨癒合は両症例で得ら

れ，最終経過観察時のX線においても，非固定関

節に関節症性変化は認めなかった．

【結論】特発性舟状骨壊死の症例において，舟状

骨の形態が保たれており，関節症性変化がみられ

ない場合には血管柄付き骨移植術が，そして関節

症がすでに存在している場合には部分手関節固定

術がよい適応であった．
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2-4-11

明らかな骨折を生じる前に治療を開始で

きた手根骨壊死の8例

Carpalbonenecrosiswithoutaclear丘acture

'慶応義塾大学整形外科，2東京歯科大学市川総合

病院

○丹治敦'，池上博泰1，中道憲明'，

中村俊康'，高橋正憲2

【目的】手根骨壊死は月状骨を除外するとまれな

疾患である．我々は，明らかな骨折を生じる前に

治療を開始できた手根骨壊死の8例を経験したの

で報告する．

【症例】5例は，明らかな外傷の既往のない舟状

骨無腐性壊死であった．いずれも，手関節部の瘻

痛および可動域制限が認められた単純X線で舟

状骨に骨硬化像を認めたが，圧潰像は認めなかっ

たMRIではT1強調画像で低信号,T2強調画像

で低信号と高信号の混在した変化がみられた治

療は,1例に保存療法,3例に血管柄付き骨移植

術,1例に創外固定術を施行した

3例は，有頭骨の骨壊死であった．うち2例に

は外傷の既往があった(1例は,5年前ゴルフプ

レー中受傷し,TFCC損傷の診断にて尺骨短縮術

を施行した既往があり,1例は，ハンドル損傷に

て受傷し,TFCC損傷の診断にて鏡視下部分切除

術と尺骨短縮術を施行した既往があった)．この

2例には自家腸骨骨移植術を行った．1例は，明

らかな外傷の既往はないが，二分脊椎の既往があ

り，車いすを使用していたこの症例には，第3

中手骨からの血管柄付き骨移植術と創外固定を

行った．術後経過期間は2カ月から4年5カ月

であった経過の短い症例を除くと，全例で癌痛

の軽快を認めた

【考察】手根骨壊死の頻度は決して高くはなく，

また発症早期では痙痛のみを訴えることが多いた

め，単純X線のみではその診断は遅れがちにな

る．近年のMⅢ撮影の普及によって，手根骨壊死

を本例のように明らかな骨折を生じる前に診断す

ることが可能となってきた．早期に診断し，骨折

を生じる前に治療を開始できた例では，手根骨の

アライメントの不適合も生じないため，骨折を生

じてから治療を行った群よりも，良好な成績が期

待できる．
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ランチョン8

CRPSに関する最新の知見

RecentclinicalstudiesaboutComplexRegionalHmSyndrome

柴田政彦

大阪大学大学院医学系研究科瘻痛医学講座

2005年に厚生労働省科学研究班が組織され，臨床データを元に統計学的手法を用いてCRPS判定指

標を策定した．1994年のIASP診断基準を満たし専門医がCRPSとみなした症例を対象群，四肢に左

右非対称性の痛みがある症例をコントロール群とし，感覚，運動，自律神経関連の症状のチェックリ

ストを用い，他覚的所見と自覚的症状を「あり」「なし」で判定し，感度と特異度を求めて判定指標

を作成した．本判定指標により,CRPSの早期診断，早期治療，治療効果判定研究に役立つことが期

待できる．最新の知見とあわせて解説する
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2-4-12

リウマチ母指に対する関節固定術

Arthrodesisfbrtherheumatoidthumb

'国立成育医療センター整形外科，2相模原病院整

形外科

○関敦仁1，十字琢夫2，丸谷龍思2，

高山真一郎'，

【目的】リウマチ診療において，母指変形を診る

機会は多い．手の機能不全につながる重度の母指

変形に対して関節固定術は有用な治療法である

が，固定法ごとの特徴や問題点については明らか

にされていない．症例に応じて固定法を選択する

べきか検討したので報告する．

【方法】2004年1月から2006年11月までに母指の

関節固定術を行った患者25人29関節を対象とし

て，術前X線所見で基節骨頭軟骨下骨の消失の有

無と固定法による治療成績を検討したなお，骨

吸収のためtelescopingを有する関節は，母指長確

保の目的で，原則として骨移植を行った．

【結果】固定部位はIP20関節,MP9関節で,CM

関節手術例は全例関節形成を行っており，固定は

0であったIP関節の固定方法は,AcutrakMini

l2関節骨移植十鋼線刺入5関節（5例とも広範

な関節面の骨吸収あり)，鋼線締結法1関節，鋼線

刺入のみ2関節であったいずれも外固定は

2-4週行ったが,AcutrakMiniを使用した2関節

にlooseningが生じ，そのうちl関節に再手術（骨

移植十鋼線刺入）を行い，骨癒合が得られた．2関

節はいずれも基節骨頭の軟骨下骨が全面にわたり

吸収された症例であった.MP関節固定では，鋼線

締結法7関節,AcutrakStdl例であった．軟骨下

骨はすべて保たれていた．全例とも外固定を行わ

なかったが，骨癒合が得られた．2例は同側のIP･

MP関節を固定していたが，骨癒合は問題なく完

了しており，つまみ動作も自立していた．

【まとめ】リウマチ性母指変形に対する関節固定

術はおおむね安定した成績が得られていた．埋め

込み型のAcutrakは，軟骨下骨が比較的温存され

ている症例に対しては骨癒合が得られたが，基節

骨頭軟骨下骨が全面にわたり吸収されている症例

ではlooseningが2例にみられた．広範な骨吸収

例に対しては骨移植十鋼線刺入法が推奨される．

2-4-13

関節リウマチ患者における母指手術例の

検討

SurgeryfOrtheThumbwithRheumatoidArthri-

tis

奥田整形外科

○奥田敏治

【目的】関節リウマチ(RA)患者において母指は

高頻度に罹患し，滑膜炎の持続により各関節

(IHMWCM)での破壊が進行すると種々の変形を

生じ，つまみ動作など日常生活動作で支障をきた

す症例も少なくない．今回,RA患者で痙痛や機

能障害のみられる母指に対し，当科で行った手術

症例を検討したので報告する．

【対象および方法】症例は38例48母指64関節（男

性4例，女性34例)，手術時平均年齢は平均56.8

歳，術後経過観察期間は平均3.1年であった．手

術方法の内訳は，母指IP関節では固定術23関節

(mimAcutrakbonescrew使用6),滑膜切除術

3関節母指MP関節では固定術が3関節，シリ

コンインプラント(Swanson'Ibeimplant)を用い

た再建が26関節（グロメット使用14),母指伸筋

腱による再建が4関節CM関節では切除形成術

が3関節,Swansontitaniumimplantを使用した

形成術が2関節である．これらの症例に対し，

IP･MP関節を中心に瘻痛・腫脹・変形の有無，

関節可動域の変化を検討した

【結果】関節固定術･インプラント使用例では，瘻

痛・腫脹なく変形も良好に矯正されていたイン

プラント使用例における母指MP関節の平均関節

可動域は，術前屈曲65.8.．伸展-47.7.,術後屈

曲43.5.,伸展-16.1.であった．術後屈曲角度は

減少したが，伸展障害が著しく改善され，より機

能的な可動範囲がえられている．IP関節固定によ

りつまみ動作が容易となり，外観上も良好なため

満足度は高かった．一方，軟部組織のみの再建例

では，約半数で痙痛・変形の再発がみられ,MP

関節のl例でインプラントによる再手術をおこ

なった．

【結論】RA患者の著しい母指ボタン穴変形に対し

て，足趾用のインプラントを用いたMP関節形成

術とAcutrakbonescrewを用いたIP関節固定術

による再建術が，有用と思われた
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Z-4-14

RA性尺側偏位に対する再建手術の経験

ExperienceofReconstructionfOrThemnar

DriftinhtientswithRheumatoidArthritis

'鹿児島赤十字病院整形外科，2東京手の外科・ス

ポーツ医学研究所,3鹿児島大学大学院運動機能修

復学講座整形外科

○恒吉康弘1，南川義隆2，小宮節郎3

RA性尺側偏位はRAの手指変形の中で最もポ

ピュラーなものであるが，把持動作・ピンチ動作

等のADL障害の原因となり，また外観上の問題に

もなる．昨年より当院では,RAの手指関節変形に

対し積極的な治療を行ってきたそこで，少数お

よび短期間の調査ではあるが,RA性尺側偏位に対

する再建手術の現時点での成績について報告する．

【対象および方法】対象は平成18年8月より当院

において,RA性尺側偏位に対し再建手術を行い，

術後3ヶ月以上経過した女性13例，男性2例の計

15例60関節である．手術の適応は陸arnleyの分類

でStage2以上とし,Stage2症例にはMP関節の

軟部組織による再建(Wood法）を,Stage3症例

には軟部組織再建に加え人工関節置換術を行っ

た．人工関節置換術には主に表面置換型人工関節

であるSelfLokingFigerJointsystemを使用し

た．臨床評価は，尺側偏位（中指基準)，握力，側

方つまみ力，関節可動域,DASHscoreの改善度，

患者の満足度調査により行った．

【結果】手術の内訳は，軟部組織による再建が10

例40関節，人工関節置換術が5例20関節であっ

た．同時手術として，ボタンホール変形矯正手術

が8例14指，スワンネック変形矯正手術が3例6

指に行われていた．尺側偏位は術前平均38.が最

終評価時に平均8．まで有意に改善していた．握

力および側方つまみ力,DASHscoreは術後改善

傾向にあったが，統計学的有意差はなかった．

MP関節伸展は術前平均-55.から術後平均-27．

J､,arcは術前平均28.から術後平均45.へと有意

に改善していた患者の満足度は概ね高く，特に

機能と外観の改善を挙げていた．

【考察】RA性尺側偏位に対する再建手術は,ADL

や外観上の改善に有効であり，さらに浸透すべき

治療と思われる．今後は更なる症例の集積，長期

的なfOllowupが必要と考えている．

2-4-15

当科におけるMP人工関節の術後成績

Resultsoftheprosthesisarthroplastyofthe

matacarpophalangealjomts

'北海道大学医学部整形外科，2北海道大学人工関

節・再生医学講座

○紺野拓也'，末永直樹2，三浪明男'，

岩崎倫政'，益子竜弥！

【はじめに】関節リウマチ（以下RA)患者の手指

変形，痙痛，及び機能障害に対する手術は，その

適応や術式に苦慮することが多い．現在MP関節

に対する治療として様々な人工関節が考案，使用

されている．今回，我々の施設で行われたMP関

節に対する人工関節置換術の術後成績について報

告する．

【方法】1995年以来当科でMP人工関節置換術を

行ったRA患者のうち調査しえた13例15手40関節

を対象とした症例は女12例，男1例，手術時年

齢49～78,平均63.9,人工関節はMES19関節，

AMNTA9関節,Swansonl2関節であった．示指

12関節，中指11関節，環指9関節小指8関節で

あった．痛み,安定感満足度に関し調査した．

また可動域とX線学的検討としてアライメントお

よび中手骨の短縮について検討した

【結果】痛みの残存はMES:5%,AMNTA:44%

およびSwanson:17%であった．安定性は全例で

改善していた．力と可動域については改善があま

りみられなかった．痙痛の消失という理由でほぼ

全例で手術に満足との結果であった．術後平均可

動域はSwanson伸展-17.8･,屈曲54.9｡,MES伸

展-29.1.,屈曲66.7･,AVANTA伸展-47.5｡,屈

曲87.5.の順であった．術後アラインメントは

MES(11.6｡),Swanson(15.1｡),AMNTA(17.9｡)

の順でよかった．中手骨の短縮はMESで最も多

く，基節骨の短縮はAMNT独で最も少なかった．

【考察】本研究で調査したMP人工関節置換術は

瘻痛や安定性，アラインメント矯正について改善

を認めたが，力や可動域の点で課題を残してい

た．今後はこれらの改善が可能な，新しい人工関

節の開発や術式の考案が望まれる．

-S162-



2-4-16

リウマチ手に対するProDesign人工指
MP関節置換術の臨床成績:2年以上経過

例について

AprospectiveoutcomesstudyofProDesign

metacarpophalangealjointarthroplastyfbrrheu-

matoidhand:minimum2-year-fOllow-upevalua-

tion

1大阪労災病院整形外科，2大阪市立大学大学院医

学研究科整形外科学

○恵木丈1，香月憲一2，米田昌弘2，

川端確'，高岡邦夫2

【目的】手指MP関節の破綻によって機能不全に

陥った関節リウマチ（以下RA)患者の手指機能

再建のために開発した，生理的可動域と安定性を

備える半拘束型人工指MP関節,ProDesignの臨
床成績を報告する．

【方法】RAによるMP関節障害を認めProDesign
による人工関節置換術を施行し，2年以上経過観察

可能であった5症例，13関節（示指：5，中指：4，

環指：2，小指：2）を対象とした全例女性手

術時平均年齢は59.8歳（52～67歳)，平均経過観察

期間は28ヶ月（24～34ヶ月）であった手術は背側

進入から尺側指背腱膜腱帽を切離し，関節包を縦

切して関節内に到り，セメントを使用してインプ

ラントを固定した．手内筋腱拘縮を認める場合は

尺側手内筋腱切離を追加した．術後はダイナミッ

クスプリントを約2ヶ月使用した．評価は関節可

動域,DASH,MHQ,X線を前向きに検討した．

【成績】可動域は術前平均伸展-37.7度（-60～

0度)，屈曲69.6度（40～110度）が，術後伸展-

30.4度（-60～30度)，屈曲75.8度（20～95度）と

なり，1関節を除き伸展拘縮に陥ることなく屈曲

域を獲得した.DASHは術前平均59.2点(26.7~

80.4）が術後平均34.1点(13.4～62.9),MHQは

術前平均37.4点(18.6～61.8)が術後平均56.4点

(32.5～89.6）と共に有意に改善したX線像では

全例術前に関節破壊掌側亜脱臼を認めulnar

driftを10関節に認めたが，術後再脱臼は1例もな

く,ulnardriftの再発が3関節示指基節骨側コ

ンポーネント周囲の骨透亮像を2関節に認めた．

【結論】PmDesign人工MP関節の臨床成績は良
好であった．基節骨コンポーネント周囲の骨透亮

像を認めた症例があったが，従来のシリコンス

ペーサーや人工関節に多く認めた脱臼や破損の発

生はなかった．長期経過観察が必要であるが，

ProDesignはRA患者の手指MP関節再建治療の

選択肢の一つとなりうると考える．

2-4-17

リウマチ手関節に対するmodifiedSauve-

Kapandji法における尺骨近位断端制動術
の有効性の検討

EHectofStabilizationoftheProximalUnar

StumpinModifiedSauve-KapandjiPr℃cedurefbr

mleumatoidWrist

1大阪労災病院整形外科，2りんくう総合医療セン

ター市立泉佐野病院整形外科，3政田整形外科・リ

ウマチ科

○川端確1，恵木丈1,坪井秀規1,

橋本英雄2，政田和洋3

【目的】リウマチ手関節に対する遠位僥尺関節形

成術においては，術後尺骨近位断端を安定化させ

るため制動術を適応することがある．当院でも

modinedSauve-Kapandji法(MSK法）施行時に併

用することがあるので，その有効性について検討

した．

【対象と方法】対象は,1999年1月から2001年12

月の3年間にMSK法を施行した86関節のうち診

療録，単純X線により1年以上経過観察が可能

で，手術記事から尺骨近位断端制動術の有無が確

認できた41関節中，制動群(A群)22関節非制

動群(B群)19関節である．制動群の手術法は，

尺側手根伸筋腱を用いるGoldner法であったこ

れらに対して臨床成績X線学的評価を後向きに

解析した．

【結果】両群間の手術時年齢，性別，経過観察期

間に有意差はなかった．尺骨近位断端部痛は，経

過観察期間中にA群でl関節B群で7関節認め

たが，最終経過観察時には両群ともに消失してい

た．手関節痛の残存はA群,B群ともに2例で

あった．術前後の可動域は,A群では背屈平均40

度から40度，掌屈31度から20度，回内85度から83

度，回外71度から81度であり,B群では背屈40度

から38度，掌屈32度から15度，回内78度から81

度，回外76度から86度であり，両群間に有意差は

なかった.X線学的には，尺骨近位断端の安定性

を評価するための指標であるulnardistance,ul-

nargap,interosseousdistance,dorsopalmardis-

tanceについて検討したが，術直後と最終観察時

において全項目で両群間に有意差はなかった．

【考察】MSK法だけでなくすべての遠位榛尺関節

形成術においては，術後の尺骨近位断端部痛が危

倶される．しかし今回の結果からは，制動群にお

いて術後早期の断端部痛が改善していたこと以外

は，臨床的,X線学的評価において最終的には差

異を認めなかった．従って,制動術は積極的に施

行する必要はない．
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Sauve-Kapandji法におけるUInarGapと
UInarDistanceの経過について

UlnarGapandUnardistanceinSauve-Kapandji

procedure

豊見城中央病院整形外科

○岩田友希江，新垣晃

【目的】関節リウマチの手関節障害に対する

Sauve-Kapandji法(SK法）においては，術後尺骨

断端が急速に吸収される経過をとることが多い．

当院では尺骨断端の安定性を保つため，尺骨の切

除量を最小にとどめてきた術後尺骨骨切り部の

UlnarGap(UG)と手関節面から断端までの距離

UnarDistance(m))の経過を検討し報告する．

【対象･方法】1996年より当院で施行したSK法27

症例29手中，術前からの単純レントゲン評価が可

能であった14症例15手を対象とした．術前Larsen

分類2が3手，3が8手，4が4手．術後経過観

察期間は平均44カ月（3-93ヵ月)．評価はUD,

UG,RadioUlnarDistanceの経過を測定した臨

床成績として，可動域，瘻痛，尺骨断端部の不安

定性，川Lについて調査した尺骨は遠位端より

平均12mm(7.5-16.5mm)で切離し,UGは平

均3mm(1.5mm-6.5mm)で作成した尺骨切

断端の制動処置は特に行っていない．

【結果】UDとUGが急速に拡大していくのは術後

約6ヵ月までであった．その後は個人差があるが

ギャップの拡大は緩徐となる．術後6ヵ月以上経

過している12手について検討すると,UDの差は

術直後と現在で平均2.5mm(0.5mm-6.0mm),

UGの差は平均4.0mm(1.0mm-6.5nnn)で

あった全例で尺骨切断端の癒合は認めなかっ

た．可動域は伸展・屈曲は術前と比べ著変なく，

回内外では顕著な改善を認めた．術後手関節の瘻

痛を訴える例はなく，1例に回内外時尺骨断端部

のクリック音をまれに生じたがその他の症状はな

かった．全例で術後ADLが向上した．

【結論】一般的にUGは再癒合の危険性を考えて

5-10mmの幅で作成されることが多いが，我々は

術後徐々に拡大していくUGの経過を加味し，

2-3mmの幅としている．これまで再癒合の経験

はなく，尺骨断端の特別な制動を加えずとも不安

定性の発症のない優れた方法と考える．

2-4-19

関節リウマチにおける尺骨近位端の安定

化術(Breen変法）の治療成績

ClinicalResea【℃hoftheStabilizationofthe

ProximalUnarStumpbyModifiedBreenPr℃Ce‐

dureinRA

'国家公務員共済組合連合会立川病院整形外科，

2国立病院機構箱根病院整形外科，3慶應義塾大学

医学部整形外科

○谷野善彦'，矢部裕'，山内健二2，

池上博泰3，中村俊康3

【目的】手関節形成術や関節固定術後の尺骨近位

端(ulnarstump)における労作時痛は,Grip時や

回内外運動時に問題となる．今回，われわれは，

Breen変法を施行したRA患者における山ar

stumpの回内外肢位における変位量と最大握力時

での変化について検討したので報告する．

【方法】対象は13例15手であり，僥骨手根関節に

対する術式はSauve-Kapandji法13例，関節固定術

2例であった．年齢は平均62歳,Larsen分類では

grade3が4手,grade4がll手であり，術後観察
期間は3年8ヵ月である．調査項目は，関節可動

域，握力，尺骨近位端の瘻痛，クリックとGrip時

の回内外各肢位における僥骨とulnarstumpとの

距離をX線正面および側面像において測定した．

【結果】瘤痛，クリックは全例認めなかった．可動

域は回内が平均65.4度から80.9度，回外は平均

60.9度から84.5度と増加し，掌屈は平均23.4度か

ら21.3度，背屈は平均28.6度から37.5度と変化し

た．握力は術前平均9.5kgから12.7kgと増加し，
改善率は133%(83%から280%)であった．手関

節最大回内／中間／回外位のX線正面像における僥

骨と山arstumpの距離は,7.0/7.6/7.3mmと各群

間に有意差を認めなかった．また,Gripした状態

での手関節最大回内／中間／回外位の画像において

も,ulnarstumpは僥骨との位置を維持していた．

【考察】ulnarstumpを安定化させるためには,m-

narstumpが回内外運動の軸中心に位置すること

と,Gripに代表される掌背屈および回内外運動中

に,ynamicstabilityとしてそれぞれの運動方向
に対して緊張を持たせる必要がある.Breen変法

は，これらの条件を満たしていることから，瘻痛

を伴わず，良好な手関節の動きが回復し，握力の

増強に至ったものと考えている．これより,RA

における手関節の安定化を図る本術式は有用であ

ることが確認された
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関節リウマチに対するSauve-Kapandji変
法の治療成績

ModifiedSauve-KapandjiProcedurefOrRheuma-

toidWrist

'東海大学大磯病院整形外科，2東海大学八王子病

院整形外科,3東海大学医学部外科学系整形外科学

○齋藤育雄1，岡義範1,池田全良29

小林由香3

【はじめに】Sauve-Kapandji(以下S-K)法は，関

節リウマチの遠位僥尺関節障害に対する再建術と

して広く行われている．僥骨手根関節に骨性強直

がない症例には，尺側に十分なbonycarpal.stabi-

lizerが必要と考えS-K変法を施行してきた遠位

僥尺関節に切除した尺骨骨片を挿入する方法（以

下変法1）と尺骨頭を90.回転させ固定する方法

(以下変法2）を行い，その術後成績とX線学的

評価を行ったので報告する．

【対象･方法】手術適応は，遠位僥尺関節の障害に

より持続する前腕回旋運動障害もしくは伸筋腱

断裂を来たしているものとした．2000年以降，術

後1年以上経過し得た17例21関節を対象とした

男3例，女14例，手術時年齢は38～81歳であっ

た．変法lを9例11関節，変法2を8例10関節に

施行した．合併手術は，伸筋腱再建術を14関節に

施行した術後成績は日手会の手関節機能評価に

準じたX線学的評価は,carpalheightratio

(CHR),carpaltranslationindex(CTI)を計測し

術前後で比較した

【結果】経過観察期間は平均27ヶ月であった．日

手会の手関節機能評価では，80～115点，平均96

点であった．X線上，両術式ともに全例骨癒合が

得られた．またCHRの減少やCTIの増加を認め

なかった．

【考察】関節リウマチによる遠位僥尺関節障害で

尺骨頭の骨破壊を認める症例では変法2も行なわ

れてきている．手関節機能は，変法1．2ともに

満足する結果が得られたが，変法lは尺骨骨片を

挿入する操作がやや煩雑である．変法2は手関節

機能が良好であり，また手術操作が比較的簡便で

あることから広く行われて良いと考えられた

2-4-21

関節リウマチに対するSauve-Kapandji法
における尺骨近位端制動術の検討

FxaminationofStabilizationMethodofProximal

UlnarStumpinSauve-KapandjiProceduremr

RheumatoidWrist

東邦大学医学部整形外科

○関口昌之，大日方嘉行，川上裕史，

斎藤宗樹勝呂徹

【目的】慢性関節リウマチ対するSauve-Kapandi法

(S-K法）試行時のECU半裁腱による制動術は尺

骨近位端の安定化に有用であり，2000年からは中

枢側から順行性に腱固定し，2004年以降は手根骨

掌側亜脱臼の進行に抗する目的で，遠位からルー

プ状に腱を固定してきた．今回は制動方法の違い

による臨床成績と画像所見について検討した

【対象および方法】症例は43例45関節で平均53.6歳

で術後経過観察期間は平均2年3カ月であり，術

前のLarsen分類はgrademl9関節,gradeW26関節

であった.ECUによる固定なし(A群),中枢側か

ら順行性にに固定(B群),遠位からループ状固定

(C群）の3群に分けて検討した手根骨の破壊，

尺側移動，僥側回転掌側移動の指標として，それ

ぞれcarpalheightratio(CHR),uharcarpaldis-

tanceratio(UCDR),radialrotationangle(RRA),

palmarcarpalsUbluxationratio(PCSR)を術前，

術直後，調査時に評価したまた，臨床評価とし

て，術前後の手関節部痛および尺骨中枢端の疾

痛，可動域を検討した．

【成績】調査時手関節部痛は全例で改善が得られ，

尺骨中枢端部痛をA群の3例に認めた．可動域は

回内外では3群とも術後改善が得られたが，掌背

屈の改善は得られず，むしろ掌屈が制限された症

例もみられたX線評価では，調査時に3群とも

CHRは優位に減少していた．統計学的優位差は

ないが，術直後にUCDRとRRAはともに減少の

傾向を示し，調査時には尺側変位は増加の傾向を

示したまた,PCSRは術直後と比較し調査時に

A･B群は悪化の傾向がみられ,C群ではほとんど

差を認めなかった．

【結論】制動の方法の違いによる手根骨の破壊，

尺側移動，僥側回転の変化に差はなかったが，

distallybasedtenodesisは掌側亜脱臼の制御に有

効に作用する可能性があると考えられた
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Z-4-22

三次元CT画像を用いたリウマチ手関節の

伸筋腱断裂の検討

Extensortendonruptureand3D-CTmageof

theRheumatoidwrist

新潟県立リウマチセンター

○阿部麻美石川肇，大谷博，

村澤章，中 園清

【目的】関節リウマチ(RA)では手関節部に持続

する滑膜炎と変形によって，しばしばMP関節の

伸展不全を生じ，伸筋腱断裂と診断され再建術が

行われることが多い．しかし，伸展不全の原因と

して,MP関節の掌尺側亜脱臼，伸筋腱の尺側脱

臼，まれに後骨間神経麻痒なども考えられる．そ

こで今回，われわれは，三次元CT画像を用いて，

関節リウマチに罹患した手関節において伸筋腱

が，どの程度的確に描出されるかを検討したので

報告する．

【対象と方法】対象は，手関節滑膜切除術が施行さ

れたRA患者45例（男4例，女41例，平均年縦2歳）

の48手関節（右29手,左19手）である．術前に手関

節部の三次元CTを撮影し，その画像を用いて,5

名の整形外科専門医により腱断裂の有無が診断さ

れた．使用したCTのⅧndow幅レベルともに60

前後である．術中19手関節に,1本以上の伸筋腱断

裂(EDM腱18手,EDCV腱7手,EDCⅣ腱5手，

EDCⅢ腱3手,EDCⅡ腱1手,EIP腱1手,EPL

腱4手）が確認された．術中に確認された腱断裂

の有無と読影結果とを照合し，診断率（感度，特異

度）を各伸筋腱ごとに求めた

【結果】診断率の平均は,EDM腱で感度85.0%,

特異度67.9％で最も高く，ついでEDCⅣ腱で感

度70.0％，特異度93.3%,EDCV腱で感度

78.6％，特異度65.0％で，比較的診断率は高かっ

た．しかし，腱にある程度の厚みがないと描出困

難であり,MP関節以遠ではほとんど診断不可能

であったEDCV腱の診断率が低かったのは，解

剖学的に50％は独立していないことによると考え

られた．

【結論】高度に変形が進んだリウマチ手の伸筋腱

断裂の補助診断に，三次元CTは有用であるよう

に思われた．

2-4-23

関節リウマチの手指伸筋腱皮下断裂に対

する三次元CTの診断能力

DiagnosticAbilityoftheThree-dhnensionalCom-

puted'IbmographyfOrSubcutaneusRaptureof

theFinger'sExtensor'IbndoninRheumatoidAr-

tMtis

広島大学整形外科

○鈴木修身，砂川

來嶋也寸無越智

融，横田和典，

光夫

【目的】三次元CT(3DCT)は腱断裂の有無や，腱

断端の位置を知る上で有用な検査方法である．関

節リウマチの手指伸筋腱断裂に対する本法の診断

能力について検討した

【対象・方法】術前に3DCT検査で腱の評価を行

い，手術時の所見と対比できた8人（男性8人，

女性4人）のリウマチ患者を対象とした手術時

年齢は37～77歳（平均62歳）であった．手術時に

確認できた伸筋腱断裂は，小指総指伸筋腱

(EDC)が8腱小指伸筋腱(EDM)が8腱環

指EDCが7腱中指EDCが2腱，長母指伸筋腱

(EPL)がl腱であった．また，ほぼ完全断裂に近

い固有示指伸筋腱(EIP)の損傷が2腱にあった

【結果】術前に3DCTで診断し得た腱断裂は，環指

EDCが6腱，小指EDCが3Ig,EDMが3腱，中

指EDCが2腱,EPLがl腱であった．このうち

実際の所見と異なっていたのは，小指EDCの細

い線維がわずかに残存していたl腱と,3DCTで

環指EDCが不明瞭であったl腱のみで,3DCT

での診断は正確であった.3DCTで腱が見えにく

く断裂の有無が判定不可能であったものは，小指

EDCが5腱,EDMが4腱環指が1腱であった．

これらの10腱は，手術時にはすべて完全断裂して

いた．また，尺骨末端レベルで完全断裂に近い

EIPの損傷が2腱にあったが,3DCTでEIPが確

認できており，損傷はないと予測していた．

【考察】環指・中指EDCの断裂は,3DCTでほぼ

確実に診断できる．小指EDCとEDMは,3DCT

のみでは断裂の有無を診断できない例が多いが，

実際にはほとんど断裂しており治療方針を考える

上での問題は少ない．しかし本法では断裂しかけ

ているEIPの損傷は検出できず，本腱は腱移行の

力源として用いられることが多いため留意が必要

である．
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2-5-1

手指回旋変形を伴う中手指節関節の裂離

骨折について

Casesofavulsioniactureatthemetacarpopha-

langealjointwithrotatonalfingerdefOrmity

緑成会病院整形外科

○齋藤則夫，星野優子

【目的】中手骨の骨幹部や頚部骨折の治療におい

て，回旋変形の有無に留意することは一般に言わ

れているが，今回中手指節関節の裂離骨折に，指

の回旋変形を伴った5例を経験したので報告する．

【症例】男2例女3例．年齢は15歳～63歳．受傷

機転は，自転車による転倒3例，バイクによる転

倒l例，蹴られたことによる打撲1例であった．

中手骨骨頭側の裂離骨折は4例で，受傷指及び部

位は，右示指尺側，右中指僥側，右中指尺側，左

環指僥側であった基節骨側の裂離骨折は，右環

指尺側に認めた回旋変形の方向は，全例受傷側

の反対方向に向かっていた.X線所見では，中手

骨骨頭側の骨片は紡錘形もしくは長方形として認

められ,CT所見では,X線所見の予想より大き

く，中手骨骨頭背側関節面を含んだ骨片を認め

た．中手骨骨頭裂離骨折の2例は手術を拒否した

ため，3例に観血的整復固定術を施行した

【成績】全例術後3ヶ月で骨癒合を認め,ROMも

改善し,ADL障害は，訴えていない．手術を拒否

した1例は，瘻痛は消失したが骨癒合は認めず，

回旋変形が遣残している．他の1例は経過観察不

能であった

【結論】指の中手指節関節の裂離骨折では，骨折

部位が基節骨側でも中手骨骨頭側でも，指の回旋

変形が起こり得る．従って,X線上骨片の大きさ

や転位の程度が顕著ではない裂離骨折でも，まず

回旋変形の有無の確認が重要と考えられる．回旋

変形を認めた場合は，予想より大きな関節内骨折

が疑われるため,CT等で積極的に精査を行い，

骨折型を把握し，手術計画を立てる事が必要と考

えられた．回旋変形の原因としては，患側側副靭

帯の張力の減少や方向の変化が潜在していると予

想され,MP関節を屈曲すると健側の側副靭帯が

緊張し，それに牽引されて回旋変形が生じるので

はないかと推測した．

2-5-2

手指MP関節側副靱帯損傷の治療と問題

点一保存的治療VS.観血的治療一

CollateralLigamentofMetacarpophalangealJoint

oftheFingers-Conservative'Iifeatmentvs・Sur-

gical'Iifeatment

医療法人友和会鶴田整形外科

○鶴田敏幸，可徳三博，北川範仁，

青柳孝彦，笠原貴紀

【はじめに】一般診療所における母指以外の手指

MP関節靱帯損傷例は，報告以上に多い．今回は

その治療成績を検討し，問題点について考察を加

えた．

【対象及び方法】1997年12月～2007年8月までに

診断した340例（9～89歳，平均32.4歳）を対象

とした．手術施行例は65例70指(O群),保存加療

例は275例288指(C群）であった0群の受傷よ

り手術までの期間は3～239日，平均49.8日，術

後fOllowup期間は平均234.4週であり,C群の受
傷より初診までの期間は0～4539日，平均82.3

日，初診よりのfbllowup期間は平均130.8週で
あった．O群に対しては瘻痛，可動域，握力の調

査及びスポーツ，仕事復帰後の活動能力調査

(JOA肘機能評価に準ずる）をおこない,C群に対
しては電話による疾痛，活動能力調査をおこなっ

た．手術はendpointのない症例に対し施行，アン
カーリングシステムを主に使用（59指)，骨粗霧

症例にはPulloutwiring変法(6指）を，靱帯中
央部損傷例には端端縫合（3指）を，骨接合は2

指であった

【結果】0群において可動域は屈曲78.0±22.7度，

伸展5.4±ll.6度握力は42｡4±19.8kg,癖痛は

平均25.9点，活動能力は15～20点，平均18.5点

で，術式による差はなかったC群では瘻痛平均

28.7点，活動能力5～20点，平均19．5点であっ

た．

【考察】l.O群のほうが比較的安定した成績が得

られているが,C群における瘻痛，活動能力調査

ではばらつきが大きく，その成績は不安定であ

る．原因は残存する軽微な不安定性にあると考え

られ，指の捻り動作や過伸展時の瘻痛を訴えてい

た．2.受傷後3週以降で来院する症例が26.6％と

高率であった．いずれも運動時痛，腫脹があるも

自己判断で経過をみている例や，近医受診にて診

断されていない例が多い点が特徴である．しか

し，幸い陳旧例でもこの部位の側副靱帯は全例縫

合可能であった．
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2-5-3

母指MP関節尺側側副靱帯損傷に対する

関節鏡補助下での修復術

Arthroscopic-assistedRepairfbrthelnjmesof

UnlarConatemlLigamentofThumb

'三重大学医学部整形外科，2名古屋大学大学院手

の外科，3永井病院整形外科,4鈴鹿回生病院整形

外科

○辻井雅也1，平田仁2，飯田竜3，

森田哲正4，内田淳正！

【目的】母指MP関節尺側側副靭帯(UCL)はピン

チの際の重要なstabilizerであり，不適切な治療に

より慢性的不安定性による瘻痛，ピンチカ低下，

関節炎を引き起こす．我々は不安定性を認めた

UCL損傷に対して関節鏡補助下で低侵襲に修復

できたので報告する．

【方法】対象は2006年4月以降に母指MP関節

UCL損傷を認め，不安定性を認めた6例で，全例

男性，平均年齢45.6歳（14～64)，新鮮5例，陳旧

1例であった．手術は全例伝達麻酔下で最初に関

節鏡を行ったtractiontowerを用い，ポータルは

長母指伸筋腱・短母指伸筋腱の両側に作成し，僥

側から鏡視，尺側より操作を行った．関節鏡は

2.4mm径を使用したUCLは緊張を失っており，

断裂を確認，シェーバーなどで周囲より剥離して

鏡視は終了した．その後新鮮例では尺側ポータル

を2cmに延長し，内転筋腱膜は一部だけ切開，

UCLを基節骨へanchorで逢着した.MP関節は

wireにて関節固定し，新鮮例では外固定は行わ

ず，腱膜は縫合せず，皮層のみで閉創した陳旧

例の鏡視所見は靭帯断裂以外に僥側に著明な滑膜

増生を認めた．再建はMitsionisの方法で行い，内

転筋腱膜は切離翻転し，遊離腱を中節・基節骨に

2nChorで固定した

【成績】新鮮例では術後3週後に抜釘を行い，陳
旧例では3週間の外固定としてwireは4週で抜

去した．全例で良好な安定性が得られ，ピンチ時
の瘻痛を認めなかった．

【考察】母指MP関節UCL損傷の観血的治療では

断裂部位の把握とStenerlesionを念頭におく必要

があり，内転筋腱膜の切離を要する．鏡視下に断

裂靱帯を確認周囲組織より剥離することで腱膜

切離は最小限にでき,MP関節の固定だけで外固

定は不要であったStenerlesionは治療していな

いが,Sladeは鏡視下に整復可能であると報告し

ており，関節内に引き込んだ後に小切開での修復

が理論的には可能であり，今後も積極的に適応し

たいと考える．

2-5-4

手指PIP関節側副靱帯損傷の治療成績の

検討

Operative'IifeatmentsoftheConateralLigament

'IbaroftheProximallnterphalangealJoints

2城東社会保険病院，2千葉大学

○岩倉菜穂子2，斉藤忍2，國吉一樹2

【目的】今回我々は当院で手術的治療を行った手

指PIP関節側副靭帯損傷患者を評価し，手術方

法，受傷部位が最終結果にどのような影響を及ぼ

すかを検討．

【対象】対象は当院にて手指PIP関節側副靭帯損

傷（剥離骨折も含む）に対し手術を行った20例20

指男15例15指，女5例5指，新鮮例16例，陳旧

例4例，手術時平均年齢34.5歳損傷指は中指7

例，環指5例，小指8例，僥側側副靱帯損傷17例

(掌側板損傷あり7例，なし10例）尺側側副靭帯

損傷3例（あり2例，なし1例)．手術方法は

pullout法ll例，アンカー固定5例スクリュー

固定4例．手術方法，靭帯損傷の部位についてそ

れぞれ握力，最終可動域と最終可動域を得るまで

の期間，自覚症状を検討した．

【結果】全体での最終平均可動域は屈曲89.4.,伸

展-14.7｡,pullout法でそれぞれ87.8･と-14.6｡,

アンカー固定で90.0･と－13.8｡,スクリュー固定

で92.5｡と-16.3.であり，その獲得期間とともに

有意差はなかった最終屈曲角度は掌側板損傷を

伴わない症例，僥側側副靭帯損傷で回復が良好で

あったが，最終伸展角度では有意差は認めなかっ

た握力は尺側側副靭帯損傷，30歳以下，男性，

陳旧例で回復が良好である傾向があった．

【考察】最終可動域は手術方法によらず，症例に

合わせて適切な手術方法を選べば，良好な可動域

が得られる．掌側板損傷合併例は伸展制限が残存

することがあるので注意を要する．1年以上経過

している陳旧例はいずれもスポーツ（草野球から

オリンピックレベルまで）をする症例であり，手

術所見では靱帯の付着部異常を認めるものがあっ

た．靱帯の付着部異常は日常生活では問題になら

ないが，競技中特定の肢位での不安定性の原因と

なったと考える．
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2-5-5

手指側副靱帯断裂に対する一次修復術の

検討

PrimaryRepairofTheCollateralLigamentlnju-

riesinRngersandThumb.

回生会大西病院整形外科

○中村智

【はじめに】手指側副靱帯断裂に対する一次修復術

は，瘻痛や不安定性の治療には有効だが，可動域の

減少や伸展制限が課題であり，靱帯修復時の過緊張

がその原因と考えられる．今回，健側側方動揺性と

の比較より一次修復術の治療結果を樵寸した

【対象と方法】2001年から2006年までに一次修復

術を行った手指側副靱帯損傷24例中，経過観察が

可能であった母指11例指8例を対象とした受

傷時年齢は平均38才，受傷から手術まで平均25日

であった．固定法はpull-outwire2例,sture

anchorl7例で，調査項目は術前後及び健側の関節

可動域ストレス角とX-p上の再縫着部位及び瘻

痛・不安定性とした術後2週間の伸展位固定

後，自動運動を開始した

【結果】経過観察期間は平均7か月，瘻痛は2例，

不安定性は0例であった．術後MP関節の可動域

は対健側比81%,伸展は平均-5.2｡,ストレス角

は術後平均10｡(健側15.8｡),縫着部は中手骨で掌

側から平均62％，基節骨では掌側から平均48％で

あった術後PIP関節の可動域は，対健側比93%,

伸展が平均－4．4．，ストレス角は術後平均9。（健

側9｡)，縫着部は掌側から平均42％であった術

後ストレス角が，健側未満の症例と健側以上の症

例に分けた検討では，ストレス角が健側以上の症

例で健側未満の症例に比べて可動域の拡大と伸展

制限の減少傾向があった．一方で痩痛の残存例も

認めた．

【考察】健側と比べた術後側方動揺性の減少と指

での付着部の掌側偏位は，靭帯修復が十分な長さ

がない状態で行われた結果であり，過緊張や不適

切な縫着部位が術後可動域の減少の原因と考え

た今回靱帯修復時に健側の側方動揺性を用い

て緊張度を確認する必要性が示唆された．

2-5-6

尺側手根中手関節脱臼骨折の検討

'IifeatmentfbrRfactureDislocationoftheUlnar

CarpometacarpalJoint

千葉市立青葉病院整形外科

○松浦佑介，六角智之，高橋勇次

【はじめに】尺側CM関節脱臼骨折は比較的少な

いとされ，分類治療方針も確立されたものがな

い．我々は尺側CM関節脱臼骨折新鮮例に対し

て，徒手整復，経皮鋼線固定術を施行した．

【対象】平成14年4月より平成19年10月の間に当

院にて直接加療を行った尺側CM関節脱臼骨折12

手を対象とした男性12例，女性O例，年齢は18

－37歳（平均28.0歳)，罹患側は右手9手，左手

3手（利き手8手，非利き手l手，不明3手）で，

受傷原因は殴打が7手，転倒5手であった．受傷

関節は第5CM関節の単独損傷が2手，第

4,5CM関節の損傷が10手であった．損傷形態は

田崎の分類でTypel(尺側Bennett型)2手,Type

2(尺側Rolando型)2手,Type3(CainTypelB)

7手，中手骨，有鉤骨ともに骨傷を認めない分類

不能例(CainTypelA)が1手であり,Type4

(CainType3)は認めなかった全例徒手整復

し，骨片が大きく経皮的にHerbertScrewを挿入

した1例を除き，経皮鋼線固定術のみ行った．受

傷から手術までの期間は2～16日（平均5日）で

あった．

【結果】全例骨癒合が得られた．尺側CM関節の不

安定性を有する症例はなく，握力は健側比

100.2％と機能障害を認めない．また，圧痛，尺

骨神経背側枝の庫れを来たす症例はなかった．

【考察】文献的に尺側CM関節脱臼骨折は観血的

整復固定術の適応とされ，解剖学的な整復と背側

CM靭帯の再建が必要であるとされている．今回

の検討では，徒手整復，経皮鋼線固定のみで良好

な成績が得られた．靭帯修復を行わなくても術後

CM関節の不安定性，握力の低下を来たしたもの

はなかった．また新鮮例では徒手整復不能例は経

験しておらず，基本的に徒手整復,経皮鋼線固定

を第一選択としてよいと考えられた．
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第4．5中手骨基部背側脱臼骨折の5例

-Fistblowの治療経験一

ThetreatmentoffOrthandfifthmetacarpaldislo-
cationhfacture

2倉敷中央病院，2京都大学医学部附属病院リハビ

リテーション部

○林英輔2，松本泰一2，上羽宏明2，

柿木良介2，松下睦2

【目的】FYstblowとは中手骨に長軸方向への外力

が加わった時に起こる主に第4,5CM関節損傷

を示す．第5中手骨頚部骨折（ボクサー骨折）は

中手骨頚部に背側からの屈曲力がかかった場合に

起こり,fstblowは中手骨長軸へ平行な外力がか

かった際に起こる点で異なる．拳を強く握った状

態では第4,5CM関節は屈曲する(metacarpal
descent).その状態で中手骨長軸方向へ外力がか

かることにより背側への脱臼骨折を起こすと考え

られる．その際に有鉤骨骨折を伴うこともある．

今回我々 はhstblow5例を経験したのでその治療

結果につき報告する．

【対象および方法】2005/12月～2007／5月までに

当院にて治療を行ったHstblow5例を対象とした

平均年齢は28歳（18-34歳)．平均フオローアップ

期間は5.6カ月．全例男性であった．受傷機転は転

倒3例，拳での殴打2例であった．右手4例左

手1例有鉤骨体部骨折を伴う症例（4例）に対し

plate固定，有鉤骨体部骨折を伴わない症例(1例）

に対して経皮的pmningを行った．

【結果】全例で良好な整復位，骨癒合を得た．可

動域（手関節，手指MP関節）に関しては全例で

hlllrangeであったCM関節の不安定性は認めな

かった瘻痛に関して1例で動作時の軽度の痙痛

を認めた握力に関しては健側比で平均85％まで

改善を認めた．

【考察】第4,5CM関節は大きな可動性を持つと

される．また，第4，5中手骨降下(metacarpal
descent)により強力な把握動作が可能となる．こ

れらの機能の再建の為には第4,5CM関節の解

剖学的整復が必要である．正確な診断にはCTが

必須であり，骨折型CM関節の状態により治療

方法を選択することが重要だと考えられた．今回

我々 は有鉤骨骨折を伴う症例に対しplate固定を
行うことにより早期にROM訓練を開始すること

で良好な成績を得た

2-5-8

有鉤骨骨折を伴った尺側CM関節脱臼骨

折の治療経験

InjuryofthemnarCarpometacarpalJointsAsso-

ciatedwithHamateFracture

青森市民病院整形外科

○鈴木雅博，坪健司

【目的】母指以外のCM関節脱臼や脱臼骨折は比

較的稀であるが，有鉤骨骨折を伴うことが少なく

ない．今回有鉤骨体部骨折を合併した尺側CM

関節脱臼骨折を検討したので報告する．

【対象と方法】平成13年1月から平成19年6月ま

でに当科で治療した尺側CM関節損傷14例のうち

有鉤骨体部骨折を伴った11例を対象とした．有鉤

骨体部骨折は田崎の分類に準じて分類した．

【結果】受傷時年齢は13～41才（平均30.0才),男

性10例，女性1例，全例右側の受傷であった受

傷原因は転倒7例，殴打3例，労災l例脱臼関

節は第4,5CM関節が7例，第5CM関節単独が

3例，第3,4,5CM関節がl例，全例背側脱臼

であった．有鉤骨体部骨折は田崎分類でtypelが

5例,type2aが4例,type3が2例であった．全

例，徒手整復を施行.Typelのl例は保存療法を

施行した．その他の10例は経皮的鋼線固定術を施

行した鋼線固定法としては,typelはキルシュ

ナー鋼線による関節固定のみ,type2a,3は関節

固定に加え骨片も鋼線固定した．観血的整復固定

を必要とした症例はなかった．術後，外固定を使

用し，約4週で抜釘，外固定を除去した．保存療

法はshortarmcastを3週間施行した．最終診察

時,1例のみ若干の痙痛が残存したが仕事や日常

生活に支障はなかった再脱臼を生じた症例はな

かった．

【考察】有鉤骨体部骨折を伴う尺側CM関節脱臼

骨折に対する治療は観血的整復固定が多く報告さ

れている．特にtype3では鋼線固定やスクリュー

固定などの観血的固定法が報告されている．我々

はtypel,2a,3に対し徒手整復，経皮的鋼線固定

により良好な安定性が得られた．経皮的鋼線固定

法は侵襲も少なく，有効な固定法と思われた
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尺側CM関節損傷の骨折型について

ClassificationofthemnarCarpometacarpal

Jointslnjury

箕面市立病院整形外科

○難波二郎，藤原達司

【目的】尺側第4,5CM関節損傷は単独関節脱臼か

ら両関節脱臼骨折まで種々の組合せがあり，整然と

した体系は困難である．今回我々の経験した尺側

CM関節損傷を調査し骨折型について検討した．

【対象と方法】当院にて治療を行った第4,5CM

関節について，各々単独損傷を含め，関節内骨

折，脱臼，脱臼骨折を対象にした．対象は14例15

手で男性12例，女性2例，年齢は19～64才，平均

39才であった．左右別では左3手，右12手であっ

た受傷機転は殴打が7手，転倒4手，交通事故

4手であった．初診時診断はX-P手2方向にて行

v,,CT撮影は5例に施行した．全例観血的整復

固定術を施行した．骨折型は田崎分類をCain分類

TypelAで補充し，術前画像診断と術中所見にて

分類した．

【結果】受傷部位は単独第4CM関節1手，単独第

5CM関節8手，第4,5CM関節3手，第4中手

骨骨幹部骨折と第4CM関節合併例1手，第4中手

骨骨幹部骨折と第5CM関節合併例2手であった

第4CM関節はCain分類TypelAが1手，田崎

分類Type3が1手，第5CM関節はCain分類Type

1Aが1手，田崎分類Typelが1手,Type2が5

手，分類不能が3手，第4,5CM関節は田崎分類

Type3がl手,Type2with4thmetacarpalhf-

disl.がl手,Type3with4thmetacarpalbs-disl.

1手であった分類可能率は80％（12/15）であっ

た．

【考察】既存分類法は多くの近似損傷を例外として

いる可能性がある．また骨幹部骨折合併例は同一

受傷機転と思われ,category分類が望まれる．第5

CM分類不能例は尺側手根伸筋腱付着部骨片の脱臼

はあるものの背側手根中手関節靭帯性の亜脱臼，

脱臼がないものであった．分類不能例が出現した

理由は1，既存分類は理論分類ではなく，臨床パ

ターンから作られたこと,2,CTによりどの靱帯

剥離骨片か厳しく判読できるためと考えられた．

2-5-10

手指末節骨骨折偽関節例の検討

PseudoarthrosisoftheDistalPhalangealFirac-

turesintheHand

愛知県厚生連海南病院整形外科

○勝田康裕，西源三郎，土屋大志，

蓮尾隆明，向藤原由花

【目的】手指末節骨骨折は頻度の高い骨折であり，

軟部組織損傷を伴うことが多いため，偽関節とな

ることも比較的多い.tuft部骨折では偽関節と

なってもADL上の制限を来すことは稀であるが，

骨幹部骨折では骨癒合が得られないと爪甲変形や

瘻痛の原因となり，日常生活に大きな支障を来

す．今回，末節骨偽関節例の発生要因及び治療法

について検討した

【対象】対象は当院及び他院にて初期治療を行い，

偽関節となった9例10指で，男性5例，女性4

例，年齢は21歳から55歳，平均40歳であった．受

傷側は右側6指，左側4指，母指1指，示指l

指，中指5指，環指3指であった．9指は開放性

骨折,1指は切断であり，骨折部位はすべて骨幹

部であった．初回手術から偽関節手術までの期間

は，1ヵ月から60ヵ月，平均12ヵ月であった．

【結果】手術は1指は側方アプローチ，9指は掌

側アプローチを用いて行った．8指に対し同側の

僥骨または尺骨から骨移植を行った．固定はすべ

てKirschner鋼線2本で行い，全例骨癒合を得た

爪甲変形は爪床損傷の程度によるが，爪甲の長さ

は末節骨の長さに比例していた

【考察】手指末節骨に偽関節を生じる要因として

は感染，固定力不足，整復不良，骨折部の骨欠損

などが挙げられる．また軟部組織損傷の大きい切

断や開放性骨折に偽関節を生じやすいとの報告も

ある．今回の症例もすべて開放性骨折または切断

例であったのに加え，初回手術時に大きな骨欠損

を認めたが骨移植を怠ったものを3指固定力不

足のものを2指に認めた．特に末節骨骨幹部骨折

で転位があるものは非常に不安定であり，爪甲変

形を生じるのみでなく偽関節に至りやすく，骨欠

損を伴う場合はさらにその可能性が高くなる．初

期治療を行う上で骨折部の正確な整復，固定，ま

た骨欠損に対する骨移植は非常に重要である．
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ロッキングプレートを用いた指骨偽関節・

指関節固定の治療

UsingofLockingPlateSystemfOr'Iireatmentof

DigitalNonunionandArthrodesis

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，森谷浩治，小熊雄二郎，

向田雅司，斎藤英彦

指偽関節の治療は骨自体が小さいためにその内固

定法に苦慮する．また関節固定術では安定して強

固な固定が得られれば早期から指運動は可能とな

る．演者らは手指の骨折に対してロッキングプ

レートシステムを用いて治療した結果について第

50回本学会等で報告した．今回はロッキングプ

レートを用いて治療した指偽関節例・関節固定例

について報告する．

【対象・方法】対象：偽関節は6指（中手骨2指，

基節骨2指，中節骨2指）で，関節固定は4指

(MP2指,PIP2指）である．手術法：用いた

ロッキングプレートシステムはSynthes社製

CompactLock2.0とCompactLockMandible

2、0である．また使用したロッキングスクリュー

はCompactLockMandible2.0に付属するスク

リューである．偽関節は変形の矯正と偽関節の近

位遠位の骨に2本のスクリューが最低挿入できる

プレートを選択して固定し，骨欠損部には必要が

あれば骨移植をした関節固定も近位遠位の骨に

最低2本のスクリューが入るプレートを選択しあ

らかじめ関節固定角度にプレートを曲げて，プ

レートにあわせて骨を固定した．関節固定部には

必要があれば骨移植をおこなった．外固定はせ

ず，自動可動域訓練は術直後から許可した

【結果】骨癒合期間は偽関節例では6～8週で，

関節固定は4～6週であった内固定材料のゆる

み，破損等の問題はなかった．

【考察】偽関節や関節固定術は，骨癒合までは術

中の矯正位や角度の維持が必要であり，これが維

持できないと骨癒合は完成しない．ロッキングプ

レートは長さ安静性・角度安定性に優れているの

で，まさに偽関節や関節固定の治療にふさわしい

内固定法の一つと考えている．

2-5-12

手指の基節骨穎部骨折術後に生じた骨壊

死症例の検討

OsteonecrosisfbllowingCondylarFigacturesof

theFingerPhalanx

'医真会八尾総合病院整形外科，2市立奈良病院整

形外科

○大川卓海1，面川庄平'，藤谷良太郎1,

大田大良2

【目的】手指の基節骨穎部骨折に対する観血的整

復固定術後に骨穎部壊死をきたした6例につい

て，その骨折型，壊死部位，成績を検討した．

【方法】2000年から2006年に発症した6例（男性

5例女性1例）で，年齢は12歳から34歳（平均25

歳）であった．受傷原因はスポーツ2例，労災2

例，転倒2例で，骨折型はLondon分類1型:2

例,2型：2例,3型：2例に分類され，6例中5

例が掌側に転位していた開放性骨折が2例，閉

鎖性骨折が4例であった全例で観血的整復術を

施行し，プレート固定4例，スクリュー1例，創

外固定l例であった受傷から手術までの期間は

平均13.5日，観察期間は平均26ケ月であった

【結果】全例で骨癒合が得られ，骨癒合までの期

間は平均3ヶ月であった．骨穎部壊死は術後平均

4.7ケ月で認められ，全例抜釘前から壊死が確認

された最終観察時の%'IAMは平均72%であり，

Duncanらの基準で優:1例，良:3例，可:1例，

不可:1例であった壊死部位を単純X線で解析

すると，正面像で骨壊死は2例のみ穎部に限局し

ており，他の4例は穎間部に及んでいた．側面像

では背側あるいは中央部のみに位置していた．2

例は関節症に進行したが，瘻痛や側方動揺性など

の臨床症状が乏しいため保存的に観察した．

【考察】手指の基節骨穎部骨折後に生じる骨壊死

は治療が困難である．骨穎部の血行障害の要因と

して，骨折部位や転位の程度，手術操作や術後の

機械的ストレスなどがあげられる.'Ibpouchianら

は小児の指節骨頚部骨折23例を治療し，観血的治

療を施行した症例の31％に骨壊死を生じたと報告

した．掌側転位を呈する若年者の穎部骨折に対す

る観血的整復術は骨壊死の危険因子となりうる可

能性があり注意が必要である．

-S172-



2-5-13

骨軟骨移植による手指関節再建

Reconstructionoffingerjointusingwithosteo-

chondralgraft

清恵会病院大阪外傷マイクロサージヤリーセン

ター

○五谷寛之寺浦英俊，坂中秀樹，

佐々木康介，山野慶樹

【はじめに】外傷を始め様々な要因によって発生

する指関節の破壊，関節の強直は手の外科診療に

おける大きな課題である．筆者らは手指関節の関

節面が大きく欠損あるいは高度に粉砕された症例

に対して，骨軟骨移植による手指関節再建を行っ

ている．これらの手技について臨床上の実施ポイ

ントを述べるとともに今後克服すべき問題につい

てもあわせて考察する．

【症例および方法】直近の症例含めPIP関節は12

指である．両側関節面置換例2例，片側全置換10

例，片側1/2以上を置換例6例であった．全置換，

l/2以上置換例は肋骨肋軟骨移行部，その他は有

頭骨等手根，足根骨（外側模状骨）より採取し

た.MP関節は2例3指に施行,1指が両側置換

である．年齢は15～58（平均38.5）歳，追跡期

間は6-47（平均27）か月であった手術前後に創

外固定器（コンパスヒンジ）を装着した症例は5

例，手術後に装着した例は6例であった

【結果】骨癒合は全例に得られ，最終成績はMP関

節で自動ROMが平均58度PIP関節で平均39度

であった側方動揺性は認めなかった．術前20度

以上の軸偏位があった陳旧症例では5度の軸変異

が残存した．移植骨採取部に特別な愁訴の残存は

なかった．

【考察】演者らは軟骨損傷に対する骨軟骨移植に

対して以下のような適応を考えている．すなわち

関節面の欠損が50％以下であれば肋骨肋軟骨移植

に加え手根骨や足根骨からの骨軟骨移植を，片側

全関節面に損傷が及んでいる場合やそれに加えて

大きな骨欠損を伴う症例では肋骨肋軟骨移植を適

応としている．両側全関節面に損傷が及んでい

る場合には腱，靭帯組織や掌側軟骨板の損傷程度

がポイントとなる．関節面の再建のみで機能獲得

の可能性が低ければ足趾よりの関節移植も考慮す

べきである．また，創外固定の使用による早期の

ROM訓練がROM拡大にはたす役割も大きい．

2-5-14

サファイアピンを用いた手指骨折に対す

る小侵襲骨接合術の開発および術後早期

可動域訓練

Minimallyinvasivetechniquewithusesapphire

pinsfOrinternalfixationofthefinger丘acture

whichenabletoearlymotionexercise.

土浦協同病院整形外科

○石突正文，白坂律郎，佐藤哲也

青山広道

【目的】われわれは単結晶アルミナセラミックス

ピン，即ち，太さ1.2mmのサファイアピンをデ

ザインし，1980年から手指骨骨折や肘の関節内骨

折などに用い，その臨床成績や長期経過時のXP

所見などを報告してきた今回，サファイアピン

を用いた手指骨折に対する小侵襲手術法を開発

し，その手技および術後早期可動域訓練につき報

告する．

【手術手技および後療法】良い手術適応は指節骨

の頚部骨折であり，背側に転位している場合は

Kapandji法に準じて指骨針で経皮的に整復する．
整復位で関節を屈曲して骨頭側から直径1.2mm

の指骨針2本で骨折部を仮固定する．1本の指骨針

を抜去してその骨孔に適当な長さのサファイアピ

ンを経皮的に打ち込む．ピンが関節面に出ないよ

うに軟骨面より1～2mm深くなるように打ち込

む．もう一本の指骨針を抜去し，同じ作業を繰り

返す．この際，サファイアピン同士がぶつからな

いように指骨針がクロスしないように髄内に刺入

しておく必要がある．サファイアピンを軟骨面下

に埋める操作のために,5mm位の小皮切の追加が

必要になることがある．術後は外固定することな

く痛みの許す範囲で自動運動を許可する．

【症例および結果】この手技を4症例に用いた

骨折部位は示指中節骨頚部，示指基節骨頚部，第

5中手骨頚部，小指基節骨骨幹部であり，術後早

期可動域訓練により可動域制限もなく，全例に骨

癒合が得られた．

【結論】手指骨折の骨接合術は指骨針を用いた経

皮ピンニングやプレートなどを用いた観血的整復

固定術が一般的に行われる．経皮ピンニングは手

技も容易であるが，ピンが伸展機構を貫いてお

り，術後早期の可動域訓練の妨げになる．サファ

イアピンを用いた小侵襲手術手技は術後早期可動

域訓練も可能で手指骨頚部骨折に対して有用な手

技と考えられる．
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2-5-15

指節骨骨折に対するMP関節屈曲位での

早期運動療法

EarlyMobilizationExer℃iseUsingKnuckle

BenderSplintfOrFracturesofPhalanx

西能病院整形外科

○堂後隆彦

【目的】指節骨骨折に対して石黒らが報告したMP

関節屈曲位での早期運動療法を行った．

【対象及び方法】2006年4月から2007年10月まで

に,MP関節屈曲位での早期運動療法を行った指

節骨骨折18例20骨折を対象とした．男性17例，女

性1例，平均年齢30歳（9-60歳）であった．骨折

部位は，中節骨基部8骨折，基節骨頚部2骨折，

基節骨骨幹部3骨折，基節骨基部7骨折であっ

た．ギプスとオルソグラスの芯材を組み合わせ

て，患指と隣接指のMP関節を屈曲位に保持でき

るようにし，早期運動療法を行った6例6骨折

に対し事前に徒手整復を行った．開放骨折の2例

2骨折と開放創を伴うl例l骨折に対し，手術室

で洗浄，整復した後に，固定を行った．固定は

2～5週間で除去した．

【結果】全例骨癒合し回旋変形はなかった.Reyes
の判定基準にて開放骨折の2例を除き全例Excel-

lentであった．開放骨折の2例はいずれも鉄板に

圧挫され受傷した示指基節骨骨折であった2例

とも早期運動療法を行っている問に創は閉鎖し，

PIP関節の可動域（伸展/屈曲）はl例は-207

75.，もう1例は-35γ90。で不自由なく現職に

復帰している．

【考察】指節骨骨折の治療では早期運動を期待し

て経皮的ピンニングや内固定が好まれる傾向にあ

る．しかし鋼線による腱や皮層への刺激や手術侵

襲による癒着などにより，指は期待したほど動か

ないことが多い．本法はMP関節屈曲位で整復を

保持し，積極的な指の屈伸運動を行わせることに

よって腱との癒着を防止し，骨癒合や関節可動域

の早期獲得ができうる方法であり，石黒らにより

良好な成績が報告されている．今回の検討でも閉

鎖骨折の成績は良好で，さらに開放骨折において

も全例骨癒合し，機能障害が生じない程度の可動

域を獲得できた．

2-5-16

基節骨骨折に対するllizarovminifixator

の使用経験

OurExperienceofllizarovminiFixatorusing

fOrFifactureofProximalPhal3nx

'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'，朴寿恵1,石橋嘉津雄2

【はじめに】我々 は，2004年10月から3年間に41

症例に対し11izamzminifxatorを用いた治療を

行っている：対象症例は骨折37．変形治癒骨折矯

正l･拘縮l･骨延長2例であった今回，基節

骨骨折に対し同創外固定器を用いた症例について

検討を加えたので報告する．

【対象･方法】基節骨骨折13例を対象とした．症例

の内訳は，男11女2例，右8左5例，年齢は平均

42.9歳（24～70）であった骨折した部位は基部

ll骨頭部2例，罹患指は示指3環指3小指8例，

術後経過観察期間は平均7か月（3～13か月）で

あった．

【結果】全例骨癒合を得た．追加手術は，関節形

成術2例，変形治癒骨折矯正手術l例に行った．

骨折部隣接関節の一次固定は4例に行った．創外

固定装着は6～8週で，関節を一次固定した症例

では4週で関節固定を解除し可動域訓練を開始し

たPIP関節可動域は，平均で屈曲80.9伸展～6.8

度であった．環・小指2指受傷の1例で強い関節

拘縮を残した．

【考察】Ilizarovmininxatorは創外固定ピンを折

り曲げて本体に設置するため，厳密なワイヤー刺

入角度が不要，アライメンント調整簡単で，自由

度が高い創外固定器である．また，圧迫・牽引機

能を兼ね備える為，骨折にも骨延長にも使用が可

能である．今回の症例は，関節近傍の骨折でプ

レート固定が困難な症例を対象とした.11例では

隣接関節の一次的固定は行わなかったが関節拘縮

を残した症例を経験したその後，4例に隣接関

節の一次固定を行ったが良好な関節可動域を早期

に得ることが出来た

【結語】プレート固定が困難と思われる基節骨骨

折13例に対し,nizarovmmfixatorを用いた治療

を経験した．特に関節近傍骨折例では，隣接関節

の一時的固定が関節可動域の獲得に有効であると

思われた．
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2-5-17

手指骨折変形治癒例に対する矯正骨切レノ

術の検討

CorrectiveOsteotomyfOrtheMalunitedFifac-

tureofPhalangealorMetacarpalbone

'練馬総合病院整形外科，2慶応義塾大学医学部整

形外科学教室

○三戸一晃1，佐藤和毅2，中村俊康2，

高田直樹'，池上博泰2

【目的】指節骨・中手骨骨折変形治癒による指交

叉・離解や側屈変形は，自家矯正が働きにくいた

め，愁訴が残ることが少なくない．矯正骨切り術

に至った患者の愁訴，手術における問題点，など

を明らかにする目的で，当院における指節骨・中

手骨骨折変形治癒に対する治療症例について検討

を加えた．

【対象】2000-2007年に当院で矯正骨切り術を

行った指節骨・中手骨変形治癒は18例19骨折で

あった．男性17例，女性1,年齢は20-62歳（平均

33．6歳)，右12例，左6，中手骨6骨折，基節骨

10,中節骨3,指別では母指l例，示指1,中指3,

環指6，小指8であった．愁訴は,ROM制限13例，

指交叉・離解9，整容上の問題1(重複回答あり）

であった．原則として変形治癒部で模状(closed)

あるいは回旋骨切りを行い，内固定にはlowpro-

fileplateを使用した．

【結果】術後経過観察期間は2カ月から24カ月，

平均9.0ヵ月であった．全例で骨癒合を獲得し，骨

癒合までの期間は平均30．2週であった．全例で予

定した矯正を得られ，愁訴は消失し，満足度は高

かった術前拘縮が高度であった症例（2例）は

矯正時に腱剥離を行ったが，成績は劣った．

【結論】矯正骨切り術施行症例の大半がROM制

限，指交叉・離解を愁訴とし，外観上の問題を訴

える例は殆どなかった．変形治癒部での模状ある

いは回旋骨切りは，矯正の自由度が高く手技も容

易であるが，遷延治癒や偽関節のリスクが報告さ

れている．骨切り部の接触面積が小さく，十分な

固定性が得にくいことが原因と考えられる．自験

例は，骨切り部をlowprofileplateで強固に固定

した．その結果，遷延治癒・偽関節例はなく，ま

た術後早期から可動域訓練を開始することができ

た．

2-5-18

中手骨頚部骨折に対する経皮的ピンニン

グ法の工夫

'IireatmentofthekrcutaneousPmmngMethod

toMetacarpalNeckFracture

'関西医科大学附属滝井病院整形外科，2巽病院整

形外科

○谷川暢之'，中村誠也2，齋藤貴徳

【諸言】中手骨頚部骨折では，手指機能再獲得を

目的に経皮的ピンニングなどの侵襲的治療を選択

することが多い．しかし，骨と手指伸展機構が隣

接しているため，容易に拘縮が生じる.MP関節

背側部からの経皮的クロスピンニング法（従来

法）は，鋼線が伸展機構を貫通すること，ピンニ

ング中関節可動域訓練が解剖学的に困難である事

より，術後の可動域制限に繋がる．そのため整復

位を維持しながら早期運動療法を行える治療法が

望まれる．そこで我々は，骨折部の中枢，末梢側

に2本ずつ隣接中手骨へピンニングする経皮的横

止め法に早期可動域訓練を追加し，加療期間短

縮術後成績改善に繋がった結果を，従来法と比

較した．

【対象と方法】対象は31例33指，第2中手骨骨折

1例，第4中手骨l例第5中手骨31例であっ

た術者Aが16例に従来法を施行し(A群),術者

Bが15例に経皮的横止め法を施行した(B群).A

群のピンニング，副子固定期間は30.3±l.2日,B

群は18.8±l.6日で副子を除去し，骨折部を鋼線

のみによる固定のまま自動運動を開始した.B群

のピンニング期間は28.8±1.1日であったまた

全例骨癒合を確認した

【結果】A群では作業療法士による可動域訓練を

施行するもMP,PIP関節の伸展制限を認める例

が散見されたB群では鋼線抜去後，リハビリ科

への可動域訓練依頼を行わなかったが全例，％

TAM100%となった．リハビリ加療期間を含めた

術後通院期間は,A群55.8±8.1日,B群42.8±0.8

日であり両群間に有意差を認めた．

【考察】中手骨頚部骨折では,長期間固定,伸展機構

を貫通するピンニングにより容易に拘縮を生じる．

これに対し，経皮的横止め法は，伸展機構の温存，

早期運動療法力呵能であり，また良好な結果を示し

た事より，従来法より優れた術式と考えられた
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中手骨頚部骨折に対するint㎡ocalpinning
を用いた低侵襲固定法の治療経験

MimmallylnvasiveFixationfbrMetacarpalNeck

FifacturesusinghtrafocalPinnning

l太田総合病院整形外科，2東急病院整形外科，3谷

津保健病院整形外科

○金潤壽'，富田泰次1，根本高幸'，

後藤昭彦2，岩崎幸治3

【目的】本外傷は比較的若年者に多く，外固定に

よるADL制限や変形治癒による屈曲変形，可動

域制限などを指摘する意見がある一方,70．まで

の変形を許容する報告や，外固定の必要性を否定

する報告も散見される．そのため手術は低侵襲，

簡便でありながらも良好な固定性を持つ術式が要

求される．今回，我々 は本疾患に対しintrafOcal

pinningによる治療を行い，臨床的に検討を加え

たので報告する．

【対象】対象は本疾患に対して本法を行った23例

23指で，全例男性である．初診時年齢は平均32.3

歳骨折部位は第5中手骨19例，第2中手骨3

例，第4中手骨l例で，屈曲転位が第4，5中手骨

は30.以上，第2中手骨は20.以上のものを手術

適応とした．受傷から手術までの期間は平均6.9

日，経過観察期間は平均12.8週である．

【方法】手術はイメージ透視下で1.0～l.2mmの

K-wireをintrafocalに刺入，術後1週間はMP関節

屈曲位で隣接指と共に外固定を行い，その後

buddytapeを用いて可動域訓練を開始した.K-

wiIeの抜去は術後3～5週に外来で行った．これ

らの症例に対して可動域や握力，合併症の有無，

およびX線学的検討などを行った

【結果】術後'IEMは平均246.5.で,ASSHの

'IEMによる臨床評価ではexcellentが21例good

が2例であった．握力は健側の約86.4％であり，

X線学的所見で21例は変形なく骨癒合したが,2

例に15．と13.の屈曲転位の変形治癒を認めた．

【考察】本外傷で屈曲転位が高度な症例には整復

操作を加えるべきであり，我々は整復位の保持が

困難な場合は，積極的に手術を行っている．本法

は，経皮的に1本のK-wireのみで固定する極めて

低侵襲で簡便な方法でありながら，固定性は良好

な手術法であり，外固定に代わるinternalsplint
として極めて有用であると考えている．

2-5-20

MODIFIEDPERCUTANEOUSINTRA-

MEDULLARYK-WIREFIXATIONOF

METACARPALFRACTURES

DepartmentsofOrthopedicSurgery;SeoulNa-

tionalUniversityCollegeofMedicine;InjeUni-

versityCollegeofMedicine';EuljiIMversity

CollegeofMedicine,Daejeon2

○YbungHoLee,SangLimLee',SangKiLee2,

MoonSangChung,HyunSikGong,Goo

HyunBaek

Introduction:Theauthorsusedclosedreduction

andpercutaneousintramedullarytwoorthreeK-

wiresfixationtothemetacarpalhfactureswhich

needinternalfixation,withK-wireinserted丘om

themetacarpalhead,leavingitaroundthewdst
level.

MaterialsandMethods:RfomMayof2002to

Juneof2007,105patientsweretreatedwith

modinedpex℃utaneousintramedullaryK-wirein-

sertionmethod.121metacarpalboneshfeated・A

K-wirewasinsertedatthemetacarpalhead,

thrroughthebfacturesite,pulledoutatthewrist

levelwithwristflexedmaximallXandthen,re-

treatedbackwardnottoafiecttheMCPjomt

movement，Inthefinalstageoftheoperation,

theK-wirewasbentdorsallyandwristex-

tendedmaximallMsothewristcouldbeinthe

functionalpositionof30degree-extension,topre-

ventK-wireslidingoutpostoperatively

Results:Theaveragedurationofthebonyunion

was6weeks.Theaverageposteriorangulation

oftheneckhfactureswas48degreespreopera-

tivelX7degreesatthefnalfOllow-upstage.Fbr

shafthacturesitwas25degreespreoperativelX

2degreesatthefinalfOllow-upstage.Nolimita-

tionoftheactiveexerciseandnodistinguish-

ablerotationaldefbrmitywerefOundinallcases

atthefinalfbllowupstage・Inregardingtothe

comphcation,therewerel4casesofextensorir-

ritation,whichweregonedmngthefOllowup,

withnorupturecases.

Conclusion:Thismethodiseasiertofixatethe

丘acturesitethanthepreviouspercutaneous

method,givesmorecomfortablepositionof

wristpostoperatively;andreducesthepossibility

ofK-wireslidingout.
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2-5-21

髄内釘固定術を想定した中手骨形態のX

線学的研究

RadiographicstudyofmetacarpalsfOrmtramedul-

laryfxation

'鹿島労災病院整形外科，2千葉大学医学部整形外科

○板寺英一'，樋渡龍1，國吉一樹2

【目的】我々は中手骨骨折に対してJ字型髄内ピン

固定術を行っている，今回，この手技のさらなる

改良・発展を目的として，正常中手骨のX線学的

計測および評価を行ったので報告する．

【対象および方法】当科を何らかの理由で受診し，

手または手関節のX線撮影をうけた骨端線閉鎖後

の患者のうち，関節リウマチなどの骨関節に影響

をおよぼすと思われる慢性疾患や骨折を除く200

例200手（男111手，女89手）を対象とした．平均

年齢は45歳（13～89歳）であり，29歳以下49手

(男40手，女9手)，30歳～49歳67手（男44手，女

23手)，50歳～69歳54手（男18手，女36手),70歳

以上30手（男9手，女21手）であった．

【結果】第2．3．4．5中手骨髄腔最小横径の平均は

それぞれ3.5mm,3.3mm,2.8mm,4.3mmであっ

た．男性ではそれぞれ3.5mm,3.2mm,2.9mm,

4.5mm,女性では3.5mm,3.4mm,2.8nnn,4.1

mmであった第2･3･4．5中手骨髄腔最小横径2

mm未満のものの数はそれぞれ12,14,17,0(男性

6，7，10，0，女性6，7，7，0）であった第2．

3．4．5中手骨長はそれぞれ66mm,61mm,55

mm,52nnn(男性69nnn,64mm,57mm,54mm,

女性63mm,58mm,53mm,49mm)であった

【結論】骨折の多くが第5中手骨に発生している

ことから現在標準として用いている直径2mmの

J字型髄内ピンは決して太すぎることはなく，手

技上，可能であればさらに太い髄内ピンを用いる

ことも検討したい．

2-5-22

中手骨皮質厚の測定一プロボクサーと一

般成人男性の比較一

MeasurementfOrTheCorticalThicknessofthe

metacarpalbone-ComparisonbetweenPro-

BoxerandConunonYbungMale-

'駿河台日本大学病院整形外科，2日本大学医学部

整形外科

○長尾聡哉'，長岡正宏'，山口太平'，

龍順之助2

【はじめに】中手骨骨折を髄内固定で治療する際，

プロポクサーなどでは皮質が厚く髄腔が狭いため

にKワイヤーの刺入が困難であることも少なくな

い．しかし，ボクサーの中手骨の皮質の厚さにつ

いて言及した報告はない．今回は単純X線CR画

像を用いて正確な中手骨皮質厚を測定し，ボク

サーと一般男性の違いについて考察を加えたので

報告する．

【対象･方法】対象は，当科で手の単純X線を撮影

したプロボクサー15例16手，および20歳代の一般

成人男性16例16手である．手背単純X線正面CR

画像において，コンピュータ上で2～5指中手骨

の榛・尺側の皮質厚および中手骨長を測定した

中手骨皮質厚は原則として中手骨骨幹部の最も骨

皮質が厚いと思われる部位を3回ずつ測定した．

なお，中手骨骨幹部骨折例では骨折した中手骨は

測定対象から除外した．使用ソフトはVirtual

PlaceAdvance(AZE社製）である．

【結果】一般成人男性の2．3．4．5指中手骨皮質

厚はそれぞれ平均2.36mm･2.26mm･1.98mm･

l.93mmであったのに対し，プロボクサーではそ

れぞれ平均3.91mm・3.73mm・2.58mm･3.00

mmであった．また，一般成人男性の2･3．4･5

指中手骨長はそれぞれ平均75.47mm･76.87nnn･

66.30mm･62.05mmであったのに対し，プロボ

クサーではそれぞれ平均79.70面皿･74.73mm･

66.00mm･62.90mmであった．中手骨長は両者

に著明な差が見られないのに対し，中手骨皮質厚

はプロボクサーの方が厚い結果となった．

【考察】ボクサーなどでは，反復する中手骨軸圧

により骨皮質が肥厚すると考えられる．従って，

中手骨の髄腔は狭小化するため中手骨骨幹部骨折

の手術術式を選択するときには注意が必要であ

る．
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2-6-1

INTRAMEDULLARYNAILFIXATION

FORTHEDIAPHYSEALFRACTURES

OFFOREARINADULT

DepartmentsofOrthopedicSurgery;SeoulNa-

tionalUniversityCollegeofMedicine;EuljiUni-

versityCollegeofMedicme

○YbungHoLee,SangKiLee,

MoonSangChung,HyunSikGong,

GooHyunBaek

Introduction:Thepurposeofthisstudyistopre-

senttheoutcomeofmtramedmlaryrodsystem

fOrtheradiusandulnatostabilizedisplaceddia-

physealfOrearm丘actures.

MaterialsandMethods:Aprospectivestudywas

performed丘omJanuary2004toJme2006with

38nailbeinginsertedinto26fOrearms.Seven-

teenradiusrodsand21mnarodswereused，In

14fOrearm,hfactureofonlyonefOrearmbone

wasseen(radius:5,mna:9),intwelvepatients

bothfOreannboneswerehactured・Allpatients

weretreatedwiththeintramedullaryrodsystem

fOrtheradiusandulna.ThemeanfOllow-uppe-

riodwasl5months(rangel2-37months).

Results:All丘actureswereunitedexceptone

ulnahfacture(nonunion).Theaveragetimeto

丘acturehealingfOr37丘acturesof26patients

wasl2(range9-20)weeks・Twentythreeof26

fOrearms(88%)showedanearlyfUllrangeof

motion(90%ormore)comparedwiththecontra-

lateralann,andonly3fOrearmshad20,22and

25degreeslossofpro-ands叩ination，Nodeep

orsuperficialinfectionoccurred・Usingtherat-

ingsystemofGraceandEvermann,23patients

(88%)hadanexcellentresults,3(12%)hada

goodresult.DASHscoreaveragedatll.7.

Conclusion:Theadvantageofintramedullaryrod

systemfOrtheradiusandulnaarehighrateof

bonyconsolidation,minimalsurgicalexposure

andscaxilessoperationtime.Theintramedul-

laryrodsystemfbrtheradiusandulnamaybe

consideredanacceptablealternativetoplatefixa-
tionoffOrearmkactures.

2-6-2

LIPUSを用いた上肢の遷延治癒骨折およ

び偽関節の治療成績

Clncalresultsoflow-mtensitypulsedultra-

soundfOrdelayedunionornonunionofthe

upperextremity

大阪市立大学大学院医学研究科整形外科

○米田昌弘，香月憲一，上村卓也，

矢 野公 一， 高岡 邦夫

【はじめに】超音波骨折治療法（以下LIPUS)は

四肢の遷延治癒骨折や偽関節に限って適応されて

きたが，近年舟状骨偽関節に対して保険が適応さ

れたり，手術症例に限って術後早期からの使用が

先進医療として認められるなど,LIPUSの適応範

囲が拡大してきたそこで，これまで当科で治療

した上肢骨折へのLIPUSの治療成績を調査する

ことで，本治療法のよい適応について検討するこ

とにした．

【対象】2000年4月から2007年3月までに当科にて

LIPUSにて治療した上肢の遷延治癒骨折および偽

関節症例は28例（男性18例，女性10例)，平均年齢

34.5才（5～76才）で，骨折部位（うち開放骨折例

数）は上腕骨6（1）例，僥骨5例，尺骨7（2）

例，手根骨6例，手指骨4(1)例であった受傷

もしくは術後LIPUS開始までの期間は平均4.7ケ月

(2～12ケ月)，治療期間は平均8.2ケ月（3～1年

8ヶ月）であったこれを骨癒合に関係する因子

で分類し，骨癒合について評価した

【結果】LIPUS使用後,X線像で骨癒合が確認でき

たのは28例中19例（67.9％）であった手術症例

に限ると24例中15例(62.5%)であった．尺骨短

縮骨切り5例，基節骨矯正骨切り2例では術後

3ケ月以降の時点で骨切り部にgapを認めるもの

に施行し，全例X線像で骨癒合が確認できた．逆

に舟状骨偽関節4例と難治性偽関節に遊離血管柄

付き骨移植を行った3例ではLIPUS使用でも全

例で明らかな骨癒合は認められなかった．

【結論】本研究結果から，従来から言われている

ように，遷延癒合骨折に対してLIPUSは明らかな

有効性を認め，早期からの使用での治療期間の短

縮が期待できる．一方，舟状骨偽関節術後や血管

柄付骨移植の遷延癒合例では骨移植部への血行が

悪いためLIPUSを用いてもその有効性は期待で

きない．
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2-6-3

3次元変形矯正骨切シミュレーションシ

ステムにおける精度検証

Wrificationoftheaccuracyof3-Dcomputer

simulationsystemfbrcorrectiveosteotomy

大阪大学整形外科

○岡久仁洋，森友

後藤 晃，村瀬

寿夫，有光小百合，

剛

【背景】我々は，独自に開発した3次元シミュ

レーションシステムを用いた上肢の変形矯正骨切

術の有用性を報告してきた．本シミュレーション

システムでは，まず手術対象となる変形骨の3次

元モデルをCTデータからコンピューター上で作

成し，変形骨モデルと健側同名骨モデルを比較し

て得られる3次元的変形量に基づいて最適な3次

元矯正方法を計画する．つぎに変形部の特徴的骨

表面形状にフィットするカスタムメイド骨切ガイ

ドを症例ごとに設計し，プラスティックモデルと

して作成する．ガイドにはシミュレーションで計

画した骨切面を再現する骨切スリットと矯正の目

安となる複数のKワイヤーの刺入孔が設けられて

いる．実際の手術ではこのガイドを手術支援部材

として用いて，シミュレーションに忠実な矯正骨

切を実行する．

【目的】本研究の目的は，屍体骨を用いて本シス

テムの精度を調査することである．

【方法】ヒト乾燥僥骨6本，尺骨6本を用いて以

下の精度実験を行った．1）本システムで作成し

たCT骨モデルと表面接触型計測器による骨形状

実測値との比較2）コンピューター上のガイド

設置位置と実際にマニュアルで屍体骨にガイドを

設置した位置の誤差3）本システムを用いて

行った屍体骨模擬矯正骨切術（回旋骨切．屈曲骨

切）のシミュレーション予定値との誤差

【結果】CTモデルの精度は実測値と比較し

0.45mmであった．骨切ガイド設置位置の誤差は

1mm,1．未満であった．模擬手術における矯正

誤差は回旋骨切，屈曲骨切とも1mm,1．未満で

あった

【考察】本システムの骨モデル，ガイド設置，骨

切精度は十分に高精度であり手術支援として有用

であると考えられる．しかし，本実験は乾燥骨を

用いているために実際の臨床では軟部組織抵抗に

よる矯正損失などの要素を考盧する必要がある．

2-6-4

近位あるいは遠位僥尺関節脱臼を伴う前

腕両骨骨折変形治癒

Malunitedbothboneshacturesofthemrearm

accompaniedwithdislocationoftheproximalor

distalradio-ulnarjoint

大阪大学整形外科

○村瀬剛，岡久仁洋，有光小百合，

竹安酉佳倫，森友寿夫

【目的】近位あるいは遠位僥尺関節脱臼を伴う前

腕両骨骨折変形治癒は報告自体まれで，治療に対

する一定の見解を見ない．我々は，同変形治癒骨

折3症例に僥骨・尺骨の正確な3次元矯正骨切術

を行うことで良好な成績を得たので報告する．

【症例】近位僥尺関節脱臼は14歳男性（症例l)

と16歳女性（症例2)の2例である．いずれも前

腕骨折の保存療法後に変形治癒と回内時の僥骨頭

前方脱臼を認め，受傷後2年と3年で当科紹介受

診した遠位僥尺関節脱臼は12歳男児（症例3）

で前腕両骨骨折に対して治療を受けたが，骨癒合

後に前腕回外時の尺骨頭の有痛性掌側脱臼が残存

し，受傷後2年で受診した．

【方法】両前腕のCTデータから僥骨.尺骨の正確

な3次元コンピューター骨モデルを作成して，患

側榛尺骨を健側と比較し，変形を3次元変形軸周

りの回転変形量として定量化した．症例1の僥骨

は近位1/3で30.の回内変形，尺骨は中央1/2で

18.の背屈変形，症例2の僥骨・尺骨は近位1/3

でそれぞれ，35.の背屈変形･16.の僥屈変形，症

例3の僥骨・尺骨は遠位1/3でそれぞれ,21．の

榛背屈変形・8．の榛掌屈変形であった．いずれの

症例も術前解析結果に従って正確な3次元矯正を

計画し，カスタムメイド骨切ガイドを用いた矯正

骨切術を行った．内固定にはプレートを用い，輪

状靭帯やTFCCの再建は行わなかった．術後3週

間の外固定の後に可動域訓練を開始した

【方法】骨切終了後に近位・遠位僥尺関節は整復

され，全回旋可動域で安定化した．1例（症例2）

で尺骨が偽関節となり再手術を要したが，術前の

愁訴であった近位・遠位僥尺関節の瘻痛脱臼

感前腕可動域障害は改善した

【考察】僥骨・尺骨の正確な3次元矯正を行うこ

とによって得られた今回の良好な結果は，前腕骨

のアライメント異常が同脱臼の主因であることを

示唆している．
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2-6-5

小児前腕中央1／3骨折変形治癒後の角度

矯正

CorrectionofAngulationDefOrmityFbllowmg

MidshaftFifacturesofFbrearmBonesinChildTen

'手稲渓仁会病院整形外科，2帯広厚生病院整形外科

○佐々木勲1，蕊栄告'，木村長三2

【目的】小児前腕骨折のうち遠位端および近位端

は骨癒合時に角状変形が残っても経時的に矯正さ

れやすい．一方，中央l/3の骨折の場合，矯正さ

れる程度は不明であり治療に迷うことがある．過

去に木村が発表した6症例に新たに7例を加えて

骨癒合後の変形角度の推移を調査した

【方法】対象は13例13肢（男児9例，女児4例）

で，受傷時年齢は4歳から14歳と年齢にばらつき

があった．経過観察期間は6か月から5年1ヶ月

であった治療は全身麻酔下に徒手矯正したのが

l例，伝達麻酔下に徒手整復したのが4例,K-

wire固定が1例，無麻酔で徒手整復したのが3例，

徒手整復を行わなかったのが4例で，全例骨癒合

までギプス固定あるいはギプスシーネ固定を行っ

た骨癒合時と最終経過観察時の前腕正面および

側面X線写真で僥骨および尺骨の変形角度を測定

し，それぞれの矯正角度を調べた．受傷時年齢と

矯正角度の関連から保存治療の限界を考察した．

【結果】矯正角度は正面像で僥骨0～10.,尺骨

O～11｡,側面像で僥骨O～8．，尺骨0～15.で

あった年齢別に矯正角度を見ると10歳以下の症

例がより矯正されていたが，優位差はなかった

症例が少なかったこと,10歳以下の症例は経過観

察期間が短く，骨癒合時の変形角度が大きかった

ことも優位差が出なかった一因と考えられた．

【結論】小児前腕中央1/3骨折後の変形矯正に影

響を与える因子は受傷時年齢，骨癒合時の僥骨お

よび尺骨の角度，変形の方向経過観察期間等が

ある．本骨折は比較的まれで過去の発表は母集団

が少ない．今後は詳細なデーターを論文に記載

し，学会でデーターを共有活用すべきである．

2-6-6

多発性骨軟骨腫における前腕手術例の検

討（特に尺骨延長の視点から）

TifeatmentofMultipleOsteochondroma:Correc-

tionandLengthemngfbrFbreannDefOrmities

琉球大学整形外科

○岳原吾一，普天間朝上，伊佐智博，

赤嶺良幸，金谷文則

【目的】多発性骨軟骨腫の前腕発生例では成長障

害や変形，可動域制限のため手術適応となること

が多い．その手術方法や成績問題点について検

討する．

【対象および方法】平成9年以降の手術症例は9

例であり，男性4例，女性5例であった．そのう

ち家族発生が明らかなのは7例であった．手術

は，腫瘍切除と骨延長を行った．延長方法は，仮

骨延長法(CL法),緩徐延長骨移植法(LG法),

一期的延長骨移植法(OG法）から選択した手

術時平均年齢はll歳(7～21歳）であり，平均経

過観察期間は41カ月(13～79カ月）であった．

【結果】尺骨短縮例に対し，手術を行ったのは9

例で，内訳はCL法5例,LG法2例,OG法2例

であった．平均延長距離はそれぞれ

2.9,4.5,1.9(cm)であった.CL法およびLG

法のExternalfxationindex(Em)はそれぞれ

64.5,103.3(days/Cm)であった．骨移植を行っ

た4例中3例で，他部位の骨軟骨腫切除部位より

得られた海綿骨移植を行い骨癒合が得られ，腫瘍

の再発は認めていない．尺骨短縮を伴った僥骨短

縮の2例に対し，それぞれCL法(3cm),LG法

(2.8cm)による僥骨延長を併用した．

【考察】Matsubaraらの報告では，多発性骨軟骨腫

例における尺骨の仮骨延長は平均2.7cm,EFIは

52.9とされ，わたしたちの症例でもほぼ同等の結

果が得られた．緩徐延長骨移植法の2例でEFIが

高値となったのは，骨移植後にも創外固定器を継

続使用したためである．移植時仮にプレート固定

を行ったとするとEFIは41.3となり，延長距離も

仮骨延長のl.5倍得られたことから，軟部組織と

ドナーサイドの問題が解決できれば治療期間を短

縮できる可能性がある．
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2-6-7

前腕延長後の榛尺関節の変化と回旋可動域

RadioulnarjointcongruencyandrangeofrOta-

tionaftermrearmlengthening

'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】僥骨･尺骨の延長術において，新しく形成

された僥尺関節が前腕回旋運動に及ぼす影響につ

いての知見は乏しい．そこで，前腕延長が僥尺関

節に与える影響と回旋可動域の変化について検討

したので報告する．

【対象と方法】対象は前腕延長の19例（僥骨単独

5例，尺骨単独11例，両骨延長3例）である．手

術時年齢は平均11歳，原疾患は骨腫瘍12例(11例

は外骨腫)，外傷性短縮5例，先天性変形2例で

あった．延長量は僥骨平均22mm,尺骨29mmで

あり，延長法はⅧgner法2例，仮骨延長法17例

であった術前，延長直後，調査時（平均7.1年）

の近位と遠位僥尺関節のX線所見とulnarvari-

ance(UV)を調べ，回旋可動域との関係を検討し

た．

【結果】術前の平均回旋可動域は回内63。（0～

90)，回外69｡(20～90)であり，回内50.以下の

制限例が4例，回外50.以下が2例あった調査

時は回内68。（40～90)，回外69。（20～100)であ

り，川は術前平均-7mm,延長直後-1mm,

調査時-3mmであった．回旋アークが10．以上

増加のものは10例,10．以上減少が6例,10.未満

の増減が3例であった．回旋アーク10.以上減少

の原因は，尺骨延長による遠位僥尺関節の不適合

が3例，僥骨頭後方脱臼による近位榛尺関節障害

が3例であった．尺骨外骨腫で尺骨頭が先細りし

た形態のものは[Ⅳに関係なく遠位僥尺関節障害

が少なかった．

【考察】前腕延長術により手関節や前腕の変形が

改善され，53％において回旋可動域が10.以上増

加した．外骨腫の回内制限例は腫瘍切除と骨延長

により回旋域がよく改善した．しかし，延長後に

遠位僥尺関節の不適合を生じたものと僥骨頭脱臼

が残存したものは回旋域が減少したため，前腕延

長の合併症の1つとして注意が必要である．

2-6-8

llizarovMinifixatorを用いた手指の仮骨延

長術

Bonelengtheningofdigitsbytheuseofllizarov

Mini6xator

'日本医科大学整形外科，2日本医科大学武蔵小杉

病院整形外科，3大洗海岸病院整形外科

○澤泉卓哉1,南野光彦2,齋藤善3,

堀口元'，伊藤博元］

【目的】我々 は2003年の本学会でIlizarovMinifixa-

torを用いた手指末節骨の仮骨延長の手術手技と

治療成績について報告した．今回さらに同じ延長

器を用いておこなった中手骨，指節骨の仮骨延長

の治療成績と問題点について報告する．

【対象・方法】対象は本法をおこなった外傷性指

切断・欠損23例23指で，男性10例，女性13例，手

術時年齢は8歳から52歳（平均29歳）であった．

末節骨14指，中節骨3指，基節骨2指中手骨4

指で，罹患指は母指6例，示指4例，中指5例，

環指3例，小指5例であった．そのうち2例は骨

移送術をおこなった．延長器は骨の大きさ・形状

にあわせてIlizarovMinifixatorのパーツを適宜組

み合わせて装着した．4～7日のwaitingperiod

後,0.125mm×4回/1日で延長を開始した．

【結果】3例では仮骨形成不良により骨移植を追

加し,1例では末節骨延長中に骨が指尖部から露

出して骨切除を余儀なくされたため，仮骨延長が

完成したのは23指中19指であった．骨移送例2例

とも骨移植が必要であった．延長器装着期間は

50～112日（平均89日)，獲得延長距離は6mm~

36mm(平均13江皿）で,Healinglndexは68日/Cm

であった．延長中の早期仮骨完成による再骨切り

を4指に，脱転やワイヤーのしなりによる延長器

再装着を3指に，また延長後に皮膚や爪の形成術

を8指に対し12回追加した．

【考察・結果】諸家の報告では上肢の仮骨延長は

下肢に比べHealinglndexが高いとされているが，

手指の仮骨延長をおこなった自験例はHealingh-

dexがさらに高く，多数回の追加手術も必要で

あった．しかし指長の回復による整容面の改善が

大きいため，患者の満足度は非常に高く，治療法

の有用性が確認された．本延長器は自由度が高

く，パーツの組み合わせで多様な延長が可能であ

るが，骨移送術にはいまなお技術的に多くの課題

を残した
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Z-6-9

当科における手指骨延長法

BoneLengthemngfOrMetacarpalBoneandPha-

langialBone

'奈良県立医科大学，2奈良手の外科研究所

○前川尚宜'，小畠康宣'，矢島弘嗣'，

村田景一'，玉井進2

Iはじめに】骨短縮・骨欠損の治療として一期的延

長マイクロサージャリーの技術を用いた再建

創外固定器を用いる方法などが考えられる．1970

年にMatevが指骨延長が報告して以降多くの手指

骨延長の報告が見られるようになった．今回当科

にて行った手指骨延長について検討し報告する．

【対象および方法】対象は男性12例，女性13例の

計25例37指で，手術時年齢は1～48歳（平均19.0

歳）であった．手術方法は仮骨延長法が18指，延

長後骨移植法が9指一期的延長骨移植法が5指

であった．疾患は外傷性切断，短縮が12例，先天

異常11例，嬢痕による短縮および腫瘍切除後が各

l例で，延長指は母指8，示指6，中指12,環指

7，小指4であった．用いた創外固定器は,SteU-

brink:17例,Hoffmann-mim:4例,OrthofxM-

100：4例,kmg-皿ni:1例,Ilizarov:4例であっ

た．術後経過観察期間は平均22ヵ月であった．

【結果】仮骨延長法による獲得延長量は平均12.8

nnn(4～22nnn),ExternalFixatorIndexは平均

88.2日/Cm,延長後骨移植法では平均15.3mm

(10～0mm),平均85.5日であった一期的延長

骨移植法では延長量が平均9.2mm(7～llmm),

E.EIは平均67.2日/Cmであった．創外固定器によ

るEFIはIlizamv式で有意に小さかった．仮骨形

成不良にて骨移植を追加したものが6指であっ

た合併症として2指で屈曲拘縮が，1指で屈筋

腱断裂を生じた．

【結語】指骨では若干遷延する傾向はあるが手指

骨の延長は可能と考えられたまたIlizarov創外

固定器は手指骨延長に有用な創外固定器であるこ

とが示唆された

2-6-10

指用イリザロフ創外固定器を用いた第一

指間開大術

Firstweb-plastyusingwithllizarovminifixator

清恵会病院大阪外傷マイクロサージャリーセンター

○五谷寛之，片岡威博，寺浦英俊，

坂中秀樹，山野慶樹

【目的】手部外傷に伴う第一指間部の拘縮は手の

機能を著しく阻害する要因となる．演者は指用イ

リザロフ創外固定器を用いて，第一指間部の開大

を緩徐に行い良好な結果を得たので報告する．

【症例】第一指間の開大例は7手で年齢は19から

65歳（平均44歳),1例は女性で他は男性であっ

た．指間の拘縮の原因となる外傷の受傷機転は労

災事故に伴う切断，デグロービングや開放骨折が

中心である．

【方法】母，示指の中手骨に各々l.5mmのワイ

ヤーを3本ずつ刺入する．中央に径3mmのバー

を貫通させた基本となるフイクセーションユニッ

トを装着従来他の創外固定器でも中手骨間を連

結して指間の開大は可能だったが，開大の方向の

コントロールは困難な症例もあった．演者は母，

示指の中手骨に設置した2つの基本ユニットをヒ

ンジを挟んだ2本のバーで連結し，外転及び掌側

外転の2方向に指間開大可能にした．

【結果】他動的外転における母一示指間の距離を

健側と患側で比較すると平均で正常の94％に，同

様に他動的掌側外転で比較すると平均で正常の

95％まで回復したピンチや把持機能の回復は受

傷機転に影響されるものの良好といえる．l例は

手関節亜切断の挫滅だが，遊離皮弁により再建し

たミット状手の母指部分の解離に効果的だった．

抜釘術6ヶ月程度の観察で再発はない．

【結論】ミニフイクセーターとも呼ばれる指用イ

リザロフ創外固定器は専用ワイヤーを自由に折り

曲げて固定器に装着するために手技の習得がやや

困難である．しかし骨への刺入方向や部位に制限

が少ない特徴を有し，豊富なパーツを用いて様々

な器材の連結が可能である高い自由度を有する．

強い拘縮を起こした指間部の開大には適切な方向

の牽引と軟部組織を損傷しない延長が必要であり

指用イリザロフ創外固定器はこの目的に合う．
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2-6-11

当科における骨間神経麻揮の治療成績

ClinicalResultofhterosseousNerveHlsies

兵庫医科大学整形外科

○山際得益田中寿一，大迎知宏

蔭山敬久，吉矢晋一

【目的】非外傷性前骨間神経麻痒の原因・治療に

ついては，種々報告されているが，一定の治療原

則は確立されていない．当科での観血的加療の治

療成績を報告する．

【対象】1985年より35例（前骨間神経麻痒：以下

Am25例，後骨間神経麻痒:以下PmlO例）の観

血的加療を行った.AIN症例の1992年までの9例

は既に，第5回肘関節研究会で報告した．今回，

その後の症例で3か月以上の経過観察が可能で

あったAIN10例（男6女4)およびPm7例（男

3女4）を対象とした．手術時年齢は16～63歳，

平均37.4歳であった．所見でくびれを有する例

(A群）がAIN6,PIN2,くびれの無い例(B群）

はANN4,Pm5であった．経過観察期間は91～446

日（平均211日）であった．

【評価方法】AIN症例ではFPLまたはFDP2の，

Pm症例ではEIまたはEDCのMMTが術前より1

段階上がった時期を追跡し，予後不良因子を検討

した．

【結果】A群AIN症例では術後20～124日（平均47

日)Pm症例では69～141日（平均187.5日）で,B

群Amは7～78日（平均44日)Pmは7～35日

(平均21日）で改善を認めたPm症例のl例は術

後6ケ月でEIの回復不良で腱移行術を追加した．

【考察】A群AINではくぴれ2ヶ所以下の8例の

改善は20～41日（平均28日）であり,3ケ所の2

例との間に改善期間の有意差を認めたまたPm

でも<ぴれ2ケ所の例が69日，4ケ所例が141日

と改善期間に隔たりがあった．これらよりAIN･

Pmの両者とも<ぴれ数が予後に関与すると考え

られたまたAINではB群であっても神経自体に

所見が乏しいものに，回復期の遅延傾向を認め

た．しかし前回報告した例のように，除圧後超早

期に回復を認めたり，神経自体に所見が乏しいに

も関わらず回復の遅れる症例も認められ，単一の

所見のみでは結果を予測できない．今後さらに症

例を積み重ね，検討が必要である．

2-6-12

当科における特発性前・後骨間神経麻揮

の治療経験一神経上膜における浮腫の検

討一

ClinicalAnalysisofldiopathicAnterior/POsterior

InterosseousNerveHIsy

'川崎市立川崎病院整形外科，2済生会宇都宮病院

整形外科，a松村外科整形外科,4慶應義塾大学病

院整形外科

○越智健介1,2，松村崇史3，川島秀一1，

岩本卓二4，武井照江2

【目的】特発性前骨間神経（以下AIN)麻痒および

後骨間神経（以下Pm)麻痒の病態は未だに明ら

かではない．われわれが経験した特発性Amおよ

UfPm麻痒症例に基づき，病態を検討した．

【対象と方法】対象はAIN麻痒8例（男2,女6)

およびPm麻痒9例（男7,女2)で，年齢は12~

70（平均46）歳，追跡期間は1～27（平均11）力

月であった．またPm麻痒例のうち3例は筋電図

上，正中・尺骨神経麻痒も伴っていた．10例は保

存療法のみで治療したが，保存療法に抵抗した5

例および早期手術を希望した2例の計7例(Am

麻痒3例,Pm麻揮4例）に神経剥離術を行った．

麻痒の発症から手術までの期間は2～11(平均

6）ヵ月であった．

【結果】手術症例のうち,AIN麻庫の3例全例と

PⅨ麻痒の4例中2例において複数の軽度くびれ

と，神経束周囲の神経上膜に浮腫・肥厚を認め

た．正中・尺骨神経麻痒を伴っていたPm麻痒の

2例では神経束は腫脹していたものの，神経束周

囲の変化は軽度であった保存的に治療した10例

のうち9例では1～21(平均9)力月以内に，手

術的に加療し術後6ヵ月以上経過した5例のうち

4例でMMT3以上に回復した

【考察】くびれの存在した単神経麻痒症例とくび

れが存在しなかった複数神経同時麻輝症例では，

神経上膜の反応が異なっていた．くびれを伴った

5例全例でくびれた神経束周囲の神経上膜組織は

浮腫状になって〈ぴれ部を覆っていたのに対し，

浮腫のみであった2症例では神経束周囲には明ら

かな浮腫・肥厚はみられなかった．病態の違いに

より浮腫の部位に差異が生じうることが示唆され

た．これらの反応はくびれの発生後に生じたもの

とも考えられるが，〈ぴれ発生の何からの原因に

なっている可能性もあると考えている．
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2-6-13

僥骨神経深枝麻痘の経過について

Thecourseofradialnervedeepbranchpalsy

'千葉大学整形外科，2千葉市立青葉病院

○柿崎潤1，六角智之2，高橋勇次2，

國吉一樹1，

【目的】日常診療で比較的よく遭遇する僥骨神経

深枝麻痒（または後骨間神経麻痒）の臨床経過を

検討し経過観察可能な時期や手術的加療を行う時

期などが推測できるのかを目的とした．

【対象と方法】1996年～2006年に当科を受診し，後

骨間神経または僥骨神経深枝麻痒と診断された30

例男性21例，女性9例であった．年齢は6歳～70

歳，平均43.1歳であった．観察期間は1～36ヶ月

で，平均4.2ヶ月であった．要因としては，不良

肢位による圧迫8例外傷性12例，非外傷性10例

であった検討項目には，1）初診時麻痒:手指伸

展･母指伸展の2つで判断とし，完全麻痒(MMT

O～1）・不完全麻輝(MMT≧2)の2つに分類

した2）回復時期:初期回復（少しでも回復して

きた時期)，回復(MMT≧4)の2つで回復の時

期を分類した．3）非外傷例では,a)瘤痛の有無

b)発症の仕方（急性か緩徐),c)手術例では手術

所見につき検討を行った

【結果】不良肢位によるものは8例あり回復まで

の期間は，2．6ヶ月であったが,1例は回復をし

なかった．外傷性のうち，小児骨折に伴うものは

6例あり回復までの期間は4.3ケ月，直接の神経

損傷によるものは4例あり回復までの期間は

9.25ケ月であった．非外傷性の内，腫瘍性による

ものは3例あったまた，神経炎によると思われ

るものは7例あったが，その内保存的治療例は4

例あり,1例は回復しなかったが，回復したもの

は5.6ヶ月で回復し，手術加療例は3例あり，

6.8ヶ月で回復していた．

【まとめ】僥骨神経深枝麻痒はおおむね予後良好

であった．占拠性病変のない原因不明の麻痩は保

存的加療で75％の症例に回復が期待でき，6ケ月

程度は保存的に経過をみることができるのではな

いかと考えられた．

2-6-14

自家静脈bridging,wrapping,cappingに
よる神経損傷の治療

'Iifeatmentoftheperipheralnerveinjuryusing

veinbridging,wrappingandcapping

'新潟手の外科研究所，2新潟中央病院整形外科

○成澤弘子'，坪川直人1，吉津孝衛'，

牧裕'，幸田久男2

【はじめに】末梢神経損傷の治療に神経導管とし

て血管を利用する方法は古くから行われ,3cm以

内の静脈架橋(bddging)では知覚回復の可能性
が報告されている．また静脈内壁は再生軸索の足

場となり，嬢痕組織から再生神経を隔絶し神経腫

形成を防ぐ効果があるので，部分神経損傷による

神経腫や断端神経腫の治療に静脈の被覆(wrap-

ping,capping)が有効であると報告されている．

私たちは末梢神経損傷や障害例の治療に静脈移植

を用いてbridging,wrapping,cappingを行ったの
で結果を報告する．

【対象症例】2001年12月から2007年6月までに神

経損傷に対して静脈移植を用いた症例は22例23神

経で平均年齢は41.4歳，男18例，女4例，新鮮7

例，陳旧15例である．新鮮または陳旧性断裂に対

するb面dgingが10神経，神経部分損傷に対する

wrappingが9神経，断端神経腫を切除,cappingが
4神経で僥骨神経知覚枝7，指，趾神経7，前腕

外側皮神経3，尺骨神経背側枝3，腓骨神経2，

母指背側神経lである．

【結果】bridgingの距離は2-30mm,平均11．6mm,
術前後で知覚テストが比較できた5症例中4症例

で知覚が改善術前痙痛痛覚過敏を訴えた6症

例全例に症状の改善9例中6例にシビレの改善

を認めた腓骨神経例では知覚の改善は認めたが

術後1年で運動回復は認めなかった.CRPS合併

のl例は改善した.wrapping,capping例ではすべ
て痙痛，シビレともに改善していた．

【考察】管腔構造を維持できない静脈の場合，腰

痕化による絞槐が危倶されたが，知覚神経損傷に

よる知覚過敏や知覚異常に対する静脈移植の治療

成績は良好であった．しかし知覚回復は不変の症

例もあり1例のみであるが腓骨神経の運動回復は

なく，静脈bridgingが神経移植に代わり得るかど

うかの評価は困難で，その適応には注意が必要で

ある．
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2-6-15

僥骨神経損傷後神経因性瘻痛に対する生

体内再生治療の治療成績

TheresultOfthein-situtissueengineeringfOr

thetreatmentofneuropathicpainfOllowingra-

dialsensorynerveinjury

'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17中村達雄2,市原理司2,

諸井慶七郎3，古家仁3

我々はPGA-Ctubeの臨床応用を担当，これまで

知覚・運動神経再生から各論として指神経，伏在

神経損傷後神経因性瘻痛・CRPSの外科的治療成

績について報告してきた今回僥骨神経損傷後神

経因性痙痛患者･CRPS19症例に対して生体内再

生治療をおこなったのでその結果を報告する．

【症例】症例は19症例，平均年齢は44才，僥骨神

経損傷から手術までの期間は平均24ヶ月，合併損

傷として神経障害（正中ll,尺骨3),骨損傷7

例，軟部組織外傷6例みとめた．

【方法】僥骨神経浅枝本幹8例，分枝12枝に対し

て,PGA-CtUbel6-90mmまでの平均48mmの

20本が術中電気診断の結果使用された．合併損傷

例も段階的に治療され皮弁を要した例が4例あっ

た．合併症として神経剥離後の皮層壊死が3例

あった．

【結果】ADL改善するも2例が精神疾患のため判

定不能，のこり17例の平均観察期間は40ケ月,Ya-

mashitaの評価基準では,Excellentll,Good2,

Fbir2,Horl,成績不良例は皮層壊死合併例と一

致し，さらに癌罹患例が一例あった神経損傷は

複合外傷の一部であり，今回の成績は指・伏在神

経より劣っていた．

2-6-16

外傷性肩関節脱臼に合併した神経麻揮の

検討

Peripheralnerveparalysisaftertraumaticshoul-

derjointdislocation

浜松医科大学整形外科

○澤田智一，西村行秀，荻原弘晃，

鈴木隆辰，長野昭

【目的】外傷性肩関節脱臼に伴う神経麻溥につい

て損傷型と治療方針を検討する．

【対象と方法】脱臼骨折を含む肩関節脱臼症例に

合併した神経麻痒例10例を対象とした．全例男

性，初診時年齢は平均49.5歳，受傷から初診まで

の期間は平均2.5ヶ月，経過観察期間は2～18ヶ

月であり，損傷型，治療法，治療成績につき検討

した

【結果】損傷型は腋窩･肩甲上神経損傷3例，腕神

経叢鎖骨下損傷3例，後束・筋皮神経損傷l例

腋窩・肩甲上・正中神経損傷l例，腋窩・肩甲上・

筋皮神経損傷l例，腋窩神経損傷1例で，全例に

腋窩神経損傷を含んでいた．三角筋については，

2例は初診時すでに筋収縮がみられていたが，8

例はMMTOであった．この8例のうち,5例に保

存的加療を，3例に手術を行った．保存的加療5

例中1例は65歳のため手術を行わなかった症例

で，回復がみられなかった．他の4例は筋力の回

復がみられ，筋電図にて再生電位は1～4ケ月

(平均2.4ケ月）に出現し，最終MMTはすべて3

以上であった．手術は神経剥離術を1例に，2例

に神経移植術を行った神経移植を行ったl例に

のみ回復がみられず，これは50歳で，受傷後9ケ

月経過した例であった．鰊下筋・上腕二頭筋は1

例を除き全例MMT3以上の良好な回復がみられ

た．回復不良例は腕神経叢損傷の尺骨神経領域

僥骨神経領域のそれぞれl例ずつであった．

【考察】一般的に肩関節脱臼に伴う麻痒の発生原因

は主に牽引損傷と考えられ，保存的治療でおおむ

ね良好な回復が期待できるとの報告が多い．しか

し，腋窩神経麻痒のうち保存的に回復がみられな

いl例，神経移植を行った2例の全症例30％と高

率にSundedand4度以上の損傷が生じていた．そ

のため4ヶ月にて電気生理学的に回復がみられな

い症例は手術的加療が必要であると考える．
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Z-6-17

注射・採血に関わる神経障害による医事
紛争例の検討

ConflictswiththeiatrOjemcinjuriesofthepe-

ripheralnervecausedbytheinjectionneedle

'勤医協中央病院整形外科，2勤医協苫小牧病院整

形外科

○堺慎1，柴田定2，高畑直司2

【目的】注射，採血に関わる神経障害は時に医療

紛争となる．昨年本学会にて当院での発生頻度と

予防対応策につき報告した．今回は賠償・補償ま

でに至った例について詳細に検討し報告する．

【対象】ここ数年注射，採血によって当院で痛み

などを生じ，事故対応としたインシデント例は外

来入院併せて約8万件の採血数に比して3－4件

の0.003%ほどで推移している．リスク分類別に

みるとレベルlが8例，レベル2が7例，レベル

3が6例である．一方この7年間で他院からの紹

介も含め賠償・訴訟問題にまで至った例は7例で

ある．事故発生時年齢は19歳から63歳，平均35歳

である．このうち採血に関わるものが5例，治療

行為である点滴注射時のものが2例である．採血

では献血時のものが1例，検査採血時のものが4

例である．全例就業中で，自営が2例，アルバイ

ト中のものが3例，正職員に準じた就労形態のも

のが2例である．事故発生から当科受診までの期

間は当日から1ヶ月後まで平均5日であった障

害領域は7例中6例が正中神経領域を主とし,1

例は正中・尺骨神経領域両方の障害であった．知

覚障害は全例当該神経支配領域に何らかの知覚鈍

麻を有していた．運動障害の程度は様々だが主に

手外筋の運動障害が主であった．神経伝導速度を

測定した例ではほぼ正常であった．和解など終結

までに完治した症例はなく何らかの知覚障害を残

していた運動障害については略治したものが4

例若干の症状を残したものが3例である．休業

補償期間は短いもので3ヶ月，長いもので1年間

にわたる．

【考察】最近の事例は肘周辺での採血・注射で生

じていた．直接神経損傷を来さなくとも何らかの

メカニズムで正中神経の興奮状態を惹起するもの

と推察した．初動からの慎重な対応と厳密な所見

記載が重要である．

2-6-18

胸郭出口症候群に合併する腰痛に対する

腰椎伸展運動の効果

TheefacacyofLumbarExtensionExer℃isesfOr

LowBackHinAssociatedwithThoracicOuUet

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】昨年の本学会にて,TOSに合併する

腰痛について報告し，腰痛合併例に対して姿勢の

改善指導と同時に，腰痛に対する運動療法を行う

必要性について述べた．今回,TOSを前提とした

腰椎伸展運動(LEE)を施行したので報告する．

【対象と方法】当院にてTOSと診断された症例の

内，腰痛を合併しLEEを指導し得た症例13例を

対象とした．男性1例，女性12例，年齢は15から

70歳（平均36.8歳）であった．これらの症例に対

して,1)TOS発症前の腰痛の有無2)姿勢矯正

時の腰痛部位とⅥsualAnalogScale(VAS),3)

LEE指導後の最終的なⅦSとTOS症状の変化に

ついて調査した

【結果】1)TOS発症前に腰痛を発症していたのは

9例（69.2％)，姿勢矯正時の腰痛は全例に認め

た．2）姿勢矯正時の腰痛部（重複回答）は，腰背

部正中部8例（61.5％)，腰背部傍脊柱部5例

(38.5％)，上臂部1例（7.7％）であり，ⅦSは

2.8から8.9（平均6.6）であった．3）最終的には

ⅦSは0から5.8（平均1.1)となり良姿勢保持が

容易となった．また，腰痛消失と同時にTOS症状

が消失したものは4例(30.8%)であった

【考察】従来のLEEは，腹臥位で肘荷重や腕立て

伏せ状態で行うため,TOS例では肋鎖間隙の狭小

によるTOS症状の増悪は避けきれない．その為，

当院では肋鎖間隙を狭小しないように背臥位での

LEEを指導している．今回の結果から，姿勢矯正

による腰痛を軽減することができ，良姿勢保持も

容易となった．また，腰痛消失により速やかに

TOS症状が消失した例もあり，腰痛性TOSの存

在も明らかとなった．これらのことから，腰痛合

併例のTOSでは，積極的に腰痛軽減を図ること

は意義のあるものと考える．
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z-6-19

fMRIによる音楽家のフォーカル・ジスト

ニアの検討

AnMmstudyonfOcaldystoniainprofessional
●●

mus1c1ans

'防衛医科大学校整形外科，2横浜市立大学整形外

科，3宇都宮大学工学部バイオメカニクス研究室

4国立身障者リハビリテーションセンター学院

○有野浩司'，根本孝-1,酒井直隆2'3,

尼子雅敏19中島八十一4

【目的】本研究の目的はフォーカル・ジストニア

の病態を脳疾患であるとする観点から，Ⅲmを

用いて運動・演奏中の大脳皮質の活動を記録し，

病態生理を明らかにすることである．

【対象･方法】被験者は，フォーカル・ジストニア

に罹患するプロ音楽家8名（男性4名女性4名，

平均年齢31.5歳）および健常プロ音楽家12名（男

性4名女性8名，平均年齢33.4歳）であった．全

員右利きであり，演奏楽器はピアノ，クラリネッ

ト，フルートであった．装置は'Ibshiba,Visart

1.5Tを用いEPI方式でTR/I,E=6000/40msecの

T2強調Ⅲmを撮像した．課題は右手指タッピン

グ，左手指タッピング，両手タッピング，特製の

非磁性体楽器演奏であり，ブロックデザインによ

り記録し,StatisticalHrametricMappingで解析

した．

【結果】臨床神経学的所見として，ジストニア群

では楽器演奏時以外でも軽度のジストニア症状を

示す症例が5名，手首固化徴候を示した症例が4

名あった．フォーカル・ジストニア群でfMmの所

見として，片側手指のタッピングで両側Mlの活

性化を認めた症例が3名あった．健常群では片手

タッピングで両側M1に活性化を1名で認めた．

【考察】手首固化徴候はinducedrigidityと考えら

れていることから，大脳基底核の機能異常がジス

トニア群にあることが示唆される．伽、では，通

常右利きのヒトでは片手の運動時に両側M1が活

性化されることはないが，ジストニア群で高率に

本所見を認めたことは脳内における運動プログラ

ムに変化が生じたことを示唆すると考えられた

健常群でもl例に認められたことから，本所見を

プロの音楽家の特性であるか，フォーカル・ジス

トニアの病態に関連するのか今後検討する必要が

ある．

2-6-20

僥骨遠位端骨折後の変形治癒に対する矯

正骨切術の治療成績

CorrectiveosteotomyfOrmaluniteddistalradius

hfactures

'関西労災病院整形外科，2よしだ整形外科クリ

ニック，3大阪大学整形外科

○堀木充1，田野確郎'，中川玲子'，

吉田竹志2，村瀬剛】

【目的】僥骨遠位端骨折後の変形治癒に対し，術前

の作図をもとにした矯正骨切術と（以下,J群),3

次元コンピューターシュミレーションに基づく矯

正骨切術（ジグを使った正確な腸骨の採取･骨移植

も併用）（以下,C群）のレントゲン評価を含めた

治療成績を比較検討したので報告する．

【対象と方法】1997年以降，僥骨遠位端骨折後の

変形治癒に対して手術治療を行った症例10例を対

象とした全例，術前に関節可動域制限，手関節

の変形，短縮を主訴としていた．男l例，女9

例，手術時平均年齢は53才，平均経過観察期間

l.3年であった．受傷時骨折型はコレス骨折6例

スミス骨折4例，手術方法はJ群5例とC群5例

であった．術後評価は日手会の手関節機能評価と

X線学的評価(volartilt(VT),radialinclination

(m),ulnarvariance(UV))を調査し，比較検討

した．

【結果】手関節痛は全例で改善し，術前goodl例，

fair6例,poor3例が，術後excellentl例,good

9例となった.VTは術前平均J群-6｡,C群0.が

術後平均J群-3.4｡,C群5.2｡,mは術後平均J

群24.2｡,C群25｡,wは術後平均J群0.8mm,C

群1.8mmであった．Ⅵの内訳をみると,C群で

は全例で掌屈（つまり0．以上）矯正できていた

が,J群では5例中3例に背屈変形の残存を認め

た．また，合併症としてJ群の5例中2例に移植

骨が背側へ突出していたためEPL断裂を認めた．

【考察】コンピューターシュミレーションによる

矯正骨切術は従来法に比べ，正確で安定した矯正

が可能であり，正確な腸骨の採取・移植により腱

断裂などの合併症を減らすことが出来ると考えら

れた．
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2-6-21

僥骨遠位端骨折変形治癒に対する矯正骨

切ﾚﾉ術

CorrecticveosteotomyfOrmalunionofthefac-

tureofdistalradius

徳島大学整形外科

○花岡尚賢浜田佳孝，笠井時雄，

安井夏生，

【目的】僥骨遠位端骨折変形治癒例に対して，掌

側プレートまたはnon-bridge創外固定器を用いた

矯正骨切り術を行い，両術式の利点，欠点を検討

した．

【対象と方法】対象は2002年以降，背屈転位型の

僥骨遠位端骨折変形治癒症例で手術治療を行った

9例である．男性2名女性7名で，手術時年齢は

28～81歳で平均58.2歳であった．受傷から手術ま

での期間は3～12ヶ月で平均6ヶ月であった．掌

側プレート固定は4例で，うち2例にはopen

wedgeosteoto川を行い,2例にはclOsedwedge

osteotomyと尺骨短縮術を併用した.Non-bride型

創外固定は5例で，全例背側進入openwedgeos-

teotomyを行ったX線評価はmnarinclination(｡),

palmartilt(｡),ulnarvariance(mm)を計測し，

臨床評価は陸rnandezの方法を用いた．

【結果】ulnarinclination,palmartilt,ulnarvari-

anceの平均は，術前それぞれ10.5,-31.1,4.3,

術後はそれぞれ23』0，5．8，0．7であった臨床評

価はexcellent4例good3例,fairl例,poorl

例であった．全例骨癒合が得られたものの，non‐

bridge型創外固定を行った1症例で伸筋腱の断裂

が生じ，2例に水庖が生じた手術手技上の相違

点として，掌側プレート固定では，変形矯正が

subchondralsupportによる一連の操作で比較的容

易に良好なアライメントが得られるのに対して，

non-bridge型創外固定器を用いた場合，低侵襲で

あるものの，変形が高度になると延長しながらの

矯正とその保持が難しく，また伸筋腱のフロアー

作成にも工夫が必要であった．

【考察】non-bridge型創外固定器を用いた方法は変

形の程度比較的少なく，骨切りがシンプルな症例

がよい適応であると考えられた高度変形の矯正

を要する症例では掌側プレートを用いた方法が適

していると考えられた．

2-6-22

僥骨遠位端骨折変形治癒に対する尺骨短

縮術を併用した僥骨模閉じ矯正骨切ﾚﾉ術

の治療成績

SimultaneousRadialCIosingWedgeosteotomy

andUlnarShorteningOsteotomyfOrDistalRa-

diusMalunion

1札幌医科大学医学部整形外科，2札幌医科大学保

健医療学部理学療法学科,3旭川厚生病院整形外科

○小笹泰宏'，和田卓郎'，射場浩介'，

織田崇2.3,青木光広3

【目的】愁訴のある僥骨遠位端骨折変形治癒に対

する模開き矯正骨切り術は確立された術式であ

る．しかし目標矯正角の獲得困難例や，骨癒合の

遷延などによる成績不良例の報告もある．2000年

以降，当科では尺骨短縮術を併用した榛骨の模閉

じ矯正骨切り術を施行しておりその短期成績術

式の詳細，手根骨配列の変化を報告してきた今

回症例数を増やしDASHscoreによる機能,QOL

評価を行ったので報告する．

【方法】榛骨遠位端骨折変形治癒の16手（背屈型

12手，掌屈型4手）を対象．女性13手，男性3手，

平均年齢は57.4歳，術後平均経過観察期間は

14.9ケ月．手術は掌側進入で正常のvolartilt

(VT),radialinclination(m)を目指した榛骨模閉

じ骨切り術とulnarvariance(UV)が0mmとな

るような尺骨短縮術を施行した．術前後のVT,

m,UV,可動域，握力を計測し総合評価は比r‐

nandezの評価基準を用いDASHscoreによる機能

評価も行った

【結果】全例で骨癒合した術後合併症はなかっ

た．Ⅵ,m,UVは掌屈型ではそれぞれ術前平均－

21．8．，14．6．，5．4mmが術後9．8｡,18.2｡,0.5

mmに，背屈型ではそれぞれ術前25｡,21｡,5.5

mmが術後10｡,19.8.-0.3mmに矯正された．可

動域は掌屈型では術前掌屈25.9.,背屈56.4.,回

内63.2.，回外72.7.が術後70.8.,75.4.,77.9.,

82.1.に背屈型ではそれぞれ術前65｡,61.3｡,

68.8.,48.8.が術後80.,85.,82.5.,82.5.に改

善握力は健側比で術前48.3％が術後75.6％に改

善全例で瘻痛は軽減.Fbrnandez評価基準では

verygood:10手,good:6手であった．術後
DASHスコア平均値は9.9であった．

【考察】腸骨移植が不要な僥骨模閉じ骨切り術に

よって目標とするPT,mを，尺骨短縮術の併用

により遠位僥尺関節の適合性を得ることができ

た．握力の回復も健側比75％であり,DASH

scoreによる機能,QOL評価も良好であった
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2-6-23

僥骨遠位端骨折変形治癒に対するロッキ

ングプレートを用いた矯正骨切り術

DistalRadiusOsteotomyUsingLockingplate

fOrmalllniteddistalradiushacture

函館五稜郭病院整形外科

○佐藤攻

【目的】僥骨遠位端変形治癒骨折に対する矯正骨

切り術は移植骨の圧壊，矯正損失が問題となる，

ロッキングプレートを用いた治療成績について検

討する．

【対象と方法】対象は2005年4月から2007年6月

までに手術治療を行った7症例を対象とした男

性1例，女性6例，平均年齢65才（50～81)，平均

経過観察期間11ケ月(4.5～21).DTは背側転位

型の5例が30度（20～40),VTは掌側転位型の2

例が18度(18～27),川は平均6mm(5-7)で

あった．手術方法は僥骨遠位端で骨切り後変形を

矯正しロッキングプレートで固定した．使用した

プレートは2.4mmL字プレート1例,Distal

window6例であった．骨欠損部にはオスフェリ

オンを4例，ネオボーンを2例使用した．

【結果】全例3ヶ月以内に骨癒合が得られた．Ⅵ

は平均8度（3～14),UVは平均2mm(0～5)

であり，術直後と経過観察時で矯正損失はほとん

ど無く合併症も発生しなかった手関節痛は全例

で改善した．4例で瘻痛は消失，3例で軽度の労

作時痛が残存した．手関節可動域は平均伸展60度

(45～70)，屈曲43度（30～60),回内74度(60~

80)，回外77度（70～80）と改善した．握力の健側

比は平均74％（39～100)であった.Fbrnandezの

評価ではVerygood2例,Good3例,Fhirl例，

morl例であった．

【考察】愁訴のある僥骨遠位端骨折変形治癒に対

する手術療法として，僥骨のopenwedgeosteot-

omyが広く行われてきた．しかし移植骨の圧壊

遷延治癒，変形の残存など合併症も多い．強固な

支持性を有するロッキングプレートは矯正位の保

持に優れており自家骨移植を行わなくても人工骨

で十分な骨癒合が得られた．しかし諸家の報告に

もあるとおり僥骨の延長には限界があり短縮の強

い症例には尺骨の短縮などを併用する必要がある

と思われる．

2-6-24

僥骨遠位端関節内骨折後変形治癒に対す

る関節内矯正骨切ﾚﾉ術

CorrectiveOsteotomyfOrlntra-articularMa-

lunionoftheDistalRadius

'東京歯科大学市川総合病院整形外科’2慶應義塾

大学整形外科

○栩木弘和1，佐藤和毅2，中村俊康2，

池上博泰2，高橋正憲Ⅱ

【はじめに】僥骨遠位端関節内変形治癒骨折に対

する関節内矯正骨切り術について治療成績・治療

の有用性などを検討したので報告する．

【対象･方法】2005年から2007年の間に，関節内矯

正骨切り術を施行した僥骨遠位端関節内変形治癒

骨折例，男性4例，女性3例を対象とした．年齢

は22歳から56歳，平均35歳であった．術前愁訴

は，関節可動域制限5例，運動時痛7例，外観上

の変形4例（複数回答あり）であった．受傷から

矯正骨切り術までの期間は，1ヵ月から7カ月，

平均4.5ヵ月であった手術は6例が掌側,1例

が背側から骨切りを行った．原則として，骨切り

は変形治癒部，すなわちオリジナルの骨折線部で

行った鏡視下，透視下および直視下に関節内・

外の転位を矯正し，内固定を行った．内固定は，

螺子固定l例掌側プレート固定5例，背側プ

レート固定1例（うち，螺子固定と掌側プレート

固定の各1例に創外固定を併用）であった．

【結果】術後経過観察期間は平均8ヵ月であった．

手関節痛は全例で改善したが2例で軽度の運動時

痛が残存した術前，3症例が手関節痛・可動域

制限のため就業不能であったが，術後は元職に復

帰した．手関節掌屈／背屈は術前平均409/46.か

ら術後709/64.,前腕回内／回外は術前平均

38756.から術後839/75.に改善した．握力は健

側比術前平均16%から術後79%に改善した

Mayowdstscoreは術前平均25点が術後平均75点

に改善した

【結論】僥骨遠位端関節内骨折後変形治癒に対し

矯正骨切り術を施行し，可動域ならびに瘻痛の改

善を得た．本術式は，関節外骨折変形治癒例に比

べると，手技上の難易度は高いが,ADLの改善が

期待できる．関節症変化の少ない症例に対しては

検討すべき治療法と考える．

-S189-



2-7-1

尺側手根伸筋腱障害手術例の検討

OperativeOutcomesofECUTbndonDisorder

慶応大学医学部整形外科学

○福岡昌利中村俊康，佐藤和毅，

戸山芳昭，池上博泰

【はじめに】手術加療を要した尺側手根伸筋腱

(以下ECU腱）障害を14例経験した

【症例】症例は男性6，女性8例，患側は右9，左

5であった．年齢は20～72歳，平均42歳であっ

た．ECU腱障害の詳細，合併損傷の有無と腱障害

との関連手術法，成績を検討した

【結果】術中,ECU腱の腫大を2手，回外位での

ECU腱の脱臼4手，尺骨茎状突起とECU腱のイ

ンピンジメントをl手，滑膜炎4手，腱の断裂を

7手認めた合併損傷はTFCC損傷11手，尺骨茎

状突起変形治癒を3手，尺骨茎状突起偽関節2

手，手根骨間靭帯損傷2手であった．合併損傷の

関連で特徴的なことは，茎状突起骨折・偽関節を

合併した4手で骨鰊によりECU腱の腱鞘床面が

"ばさばさ”に不全断裂し，他1手では腱が完全

断裂していたことであった．他の完全断裂例では

多数回のステロイド局注が行われていた．手術で

は腱の腫大2手では腱の部分切除縫合による減量

術，腱脱臼4手では腱鞘縫縮による腱制動術およ

び腱鞘の一部を用いた腱鞘床形成術インピンジ

メント例では尺骨茎状突起の部分切除と腱鞘床形

成術，滑膜炎では滑膜切除術を行った骨鰊を伴

う不全断裂4手では骨鰊切除と腱鞘床形成，完全

断裂例のl手で長掌筋腱移植を，もうl手では腱

固定術を行った．合併損傷に対してはTFCC損傷

に対して部分切除術，尺骨短縮術，直視下縫合術

を行い，茎状突起偽関節には接合術，手根骨間靭

帯損傷には鏡視下debridement後にピンニングを

施行した．全例経過良好であった．

【考察】ECU腱障害に治療においては，腱・腱鞘

に対する処置とともに合併損傷の加療を要する．

また，尺骨茎状突起骨折・偽関節の際，骨鰊が

ECU腱を損傷したことから，尺骨茎状突起骨折・

偽関節の場合にはECU腱の状態を調べる必要が

ある．

2-7-2

Dynamicsplintを用いた手指伸筋腱皮下
断裂再建術の成績

DⅦamicSplmtageafterReconstructionfOrEx-

tensor'IbndonRupture

'信州大学医学部整形外科，2信州大学リハビリ

テーション部，3千葉大学整形外科

○伊坪敏郎'，中村恒－2，内山茂晴1，

國吉一樹3，加藤博之Ⅱ

【目的】手関節リウマチ(RA)あるいは変形性手

関節症(OA)に伴う伸筋腱皮下断裂は良くみら

れる疾患である．しかし本病変に対する腱再建術

の多数例報告は少ない．本研究ではdynamic

splintによる早期運動療法を行った腱再建例にお

ける術後成績を報告し，成績に影響を与える因子

について検討する．

【対象と方法】示指から小指の伸筋腱皮下断裂31手

67指を対象とした．年齢は21から92(平均62.6)

歳，断裂から腱再建術までの期間は2週から24か

月（平均5.9か月）であった原疾患はRAが23手，

OAが7手，キーンベック病が2手であった．罹患

指数は小指あるいは環指単独：3手，環・小指ある

いは中・環指の2指：21手，示から小指の3指以

上：7手であった．再建術式は腱移植：38指，腱移

行:29指であった．術後平均17か月時に，手関節伸

展0．での指MP関節自動可動域とextensionlagを

計測したさらにextensionlagと,l)手術時年齢

2）罹患から手術までの期間3）罹患指数，4）腱

再建術法,5)RAとOAの違い，について統計学的

に検討した．結果:MP関節屈曲可動域は,45.から

95｡(78.1｡±12.8｡),extensionlagは,0．から50。

(10.3｡±13.3｡),であった．術前より指MP関節の

伸展が悪化した例，腱の再建断裂例はなかった．

Extensionlagが有意に大きかった因子は,80歳以

上(p<0.0001),罹患指数3指以上(p<0.001)で

あった．断裂からの期間腱移植または腱移行術

の違い,OAあるいはRAの差異は,術後extension

lag値に明らかな影響を与えなかった．

【考察】Dynamicsplint法は指MP関節に著明な屈

曲制限が生じず，再断裂も生じない有用な方法で

ある．今後さらに成績を向上させるには,1)ex-

tensionlagが生じる機序の解明,2)80歳以上あ

るいは3指以上の罹患例における治療方法の改善

を要すると思われた
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2-7-3

固有小指伸筋腱と伸筋腱鞘第5区画の解

剖学的特徴

Wriabilitywithinandaroundthe5thextensor

compartment

''2キツコーマン総合病院整形外科,2MayoClimc

バイオメカ研究室

○田中利和',MoranStevenL.2,

ZobitsMark2,AnKai-Nan2,AmadioPeterC2

【はじめに】固有小指伸筋腱（以下EDM)は伸筋

腱鞘第5区画に存在しその役割は小指の伸展であ

る．リウマチの手関節破壊や変形性遠位僥尺骨関

節症の際にEDMは断裂する．それ以外にもEDM

に腱鞘炎も生じることがある．しかしながら

EDMと伸筋腱鞘第5区画との解剖学的な詳細に

ついての報告はない．

【対象と方法】41肢（右24肢，左17肢）の新鮮凍結

標本を使用し，2．5倍のルーペを使用し解剖を行

い，以下の項目について検討した.1,EDMと第

5総指伸筋腱（以下EDC5)の数と腱間結合のタ

イプ(GodwinandEllis分類)2,EDMの分岐タ

イプ3，異所性プーリーの存在の有無とその部

位，長さを計測した．計測方法は，スケールと同

時に各肢に対して垂直に写真撮影を行いPC上で

ソフト(CurvatureRadius&reg;,ALCO-EXInc,

Japan)を使用して計測した

【結果】EDMの欠損例はなく,EDMl本は1肢，

2本は29肢，3本は9肢で，2例で4本に分岐し

ていた25肢ではEDC5が1本,6肢で2本に分

かれ,10肢でEDC5が欠損していた5肢でEDM

よりEDC4に腱の移行しているものがあった腱

間結合は1型14肢，2型10肢，そして3型17肢で

あった．30肢で第5中手骨基部に滑膜性の腱鞘が

存在し，その部位は伸筋腱鞘の遠位端より12±

7nnn,その平均の長さは4.7±l.5mmであった．

36肢では伸筋腱鞘内に分岐したEDM間に滑膜性

中隔が認められた．分岐したEDMは小指他動的

屈曲時にこの中隔部で引っ掛かりが見られた．

【結論】今回の研究からEDMには異所性の腱鞘が

あり2腱以上に分岐したものではその腱間に滑膜

性中隔を認めるものがあった.EDMの腱移行時

やEDM腱鞘炎の際にはこれら解剖が重要となる．

2-7-4

浅指屈筋腱腱移行による母指伸展機能再建

FlexorDigitorumSuperHcialis'Iiansfrmrthe

ReconstructionofThumbExtensor

大阪市立総合医療センター整形外科

○ 細見僚，明石健一，山本研，

上村卓也，日高典昭

【目的】陳旧性断裂や先天性低形成による母指伸

筋腱機能不全に対する再建法としては，固有示指

伸筋腱(EIP)を用いた腱移行術がよく用いられ

ている．しかし，何らかの理由でEIPが使用でき

ない場合の移行腱の選択については定まった意見

がない．私たちはこの場合の移行腱として浅指屈

筋腱(FDS)を用いてきたので，その結果につい

て報告する．

【対象と方法】症例は5例で，成人2例（69歳男

性，35歳女性)，小児3例（5歳男児，3歳男児，

7歳女児）であった．伸展機能不全となった原因

は，僥骨遠位端骨折後の長母指伸筋腱皮下断裂2

例，先天性握り母指症2例，母指多指症に伴う伸

筋腱形成不全1例であった．EIPが使用できな

かった理由は,EIPの低形成4例，前医でのEIP

腱移行術後の再断裂l例であった．使用したFDS

は全例中指であった．手術方法の概要は，1）

FDSを腱交叉遠位部で切離し手根管近位へ引き出

す，2）伸筋腱第1区画の遠位で長母指外転筋腱

と短母指伸筋腱の下をくく”らせてpulleyとする，

3）母指MP関節背側に引き出し，伸筋腱と編み込

み縫合または骨に引き抜き縫合する，であった

術後経過観察期間は中央値10ケ月(4～77ケ月）

であった．

【結果】母指の自動伸展は概ね良好であり,%TAM

は優3例，良2例であった．69歳男性例では手指

を屈曲すると母指の完全伸展が可能であるが，手

指を伸展すると母指の伸展不全を呈した．また，

35歳女性例は術後に手根管症候群を発症した

【考察】FDSを用いた母指伸展機能再建の成績は

ほぼ良好であった．長僥側手根伸筋腱を用いた場

合と比べて腱の滑動域が大きく，腱移植を必要と

しないという利点があった．しかし，成人では機

能変換が不十分な例があり，特に高齢者への適用

は注意を要すると考えた．
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2-7-5

3D-CTによる術前診断を併用した手指屈

筋腱皮下断裂の治療経験

Three-dimensionalCTimagingofHexortendon

rupturesinhandandwrist

米沢市立病院整形外科

○長谷川和重，佐々木大蔵

【はじめに】手指屈筋腱皮下断裂は比較的頻度が

少なく，麻痒との鑑別を含めて診断に難渋する場

合がある．近年の画像診断法の進歩により,3D-

CTによる腱断裂部位の同定が可能になった．

我々も2003年よりこの方法を術前診断に用いて手

術治療を行っており，その有用性と術後成績につ

いて報告する．

【対象と方法】症例は7例で男4例，女3例，年

齢28～80歳（平均58歳)，経過観察期間は3～6

M(平均4M)であった．罹患指は母指2例，小

指5例で，断裂原因は小指：有鉤骨鉤偽関節3

例，有鉤骨鉤骨鰊1例,FDP停止部avulsion損傷

1例，母指：中手骨基部骨鰊1例，基節部刺創1

例であった．3D-CTによる腱組織の描出はvol-

umerendering法により，骨と腱を同時に描出し

た画像を作成した．臨床診断と3D-CTで断裂が

疑われる部分を手術で展開，画像所見との整合性

を検討した．手術は修復または長掌筋腱移植を行

い，原則として早期運動療法を行った．

【結果】全例で断裂部が明瞭に描出できたため,

他の画像診断法を行わなかった断裂部位は手術

所見と3D-CTで全例一致していた．有鉤骨鉤付

近の損傷では全例小指FDP単独断裂であったが，

小指FDSの断裂の有無の判定は画像上困難で

あった．小指FDP停止部avulsion損傷母指基節

部刺創例は腱修復術で良好な成績が得られた．他

の例は腱移植を行ったが80歳の1例を除いた成績

は概ね良好であった．

【考察】3D-CTによる断裂腱の描出は放射線技師

の協力を要するが，その画像は容易に理解できる

ため，患者への説明に非常に有用であった．ま

た，明らかな外傷歴のない例や偽関節部がない骨

鰊例など臨床的に断裂部位の推測が困難な場合に

特に有用性が高い．

2-7-6

屈筋腱皮下断裂例の検討

EvaluationfOrthecasesofsubcutaneousnexor

tendonrupture.

'香川大学医学部整形外科，2屋島総合病院整形外

科，3栗林病院整形外科

○加地良雄'，今泉泰彦'，香川好男2，

森健3，山本哲司』

【目的】屈筋腱皮下断裂は伸筋腱皮下断裂に比べ

比較的少ない．今回これまでに経験した屈筋腱皮

下断裂例に対し検討を加えた．

【対象と方法】1989年以降に当院および関連病院

で経験した屈筋腱皮下断裂例16例を対象とした．

性別は男10例，女6例，年齢は12から80歳，損傷

指は母指4例，示指4例，中指l例，小指5例

環小指l例，示指から小指1例であった．これら

の症例に対し患者背景，受傷原因，断裂部位，治

療方法，治療成績（日手会評価）について検討し

た．

【結果】患者背景としてステロイド治療4例，透

析l例を認めた．受傷原因は有鉤骨鉤部での摩擦

5例（小指5例)，僥骨遠位端骨折後の変形治癒

3例（示指2例，示指から小指l例)，強い外力

による伸展強制3例（示指1例，中指l例，環小

指1例)，僥骨遠位端骨折固定金具による摩擦2

例（母指2例)，舟状骨偽関節l例（母指)，関節

リウマチ1例（母指)，原因不明1例（示指，透析

例）であった．ステロイド治療を受けていた僥骨

遠位端変形治癒例2例では骨の露出がないにも係

わらず腱断裂が生じていた．断裂部は14例では腱

実質部であったが，外力によるもの3例のうち2

例は筋腱移行部であった．治療は腱移行術8例，

腱移植術7例，断裂腱の端端縫合l例で，後療法

は早期運動療法12例，固定法4例であった．治療

成績は優6例，良6例，可2例，不可2例であっ

たが，成績不良であった可，不可の内訳は腱移植

術後に早期運動療法を行えなかったものが2例，

示指から小指の断裂1例，術後に再断裂したもの

1例であった

【考察】屈筋腱皮下断裂は骨関節病変による摩擦

や強い外力により生じていたが，ステロイド治療

や透析など腱の脆弱性が考えられるものでは軽微

なストレスでも腱断裂が生じる可能性も考えられ

た．また，腱移植を行った場合には早期運動療法

が必要と考えられた．
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2-7-7

Zonem,Ⅳにおける屈筋腱皮下断裂に対

する腱移行・移植術の成績

Tbndon'IifansferandBridge'IbndonGraftfOr

SubcutaneousFlexor'IbndonRuptureinZone

IIIandW

'新潟中央病院整形外科，2新潟手の外科研究所

○幸田久男1，吉津孝衛2，牧裕2，

坪川直人2，成澤弘子2

【目的】Zonem,Ⅳにおける屈筋腱皮下断裂に対

しては，端々縫合や腱移行後の早期運動療法によ

り，比較的良好な可動域を得ることが知られてい

る．今回端々吻合を除いた4種類のFDP再建法

と早期運動療法の組み合わせについて，手術法別

の治療成績を比較検討した．

【対象と方法】1993年から2006年までの18例，男

性9例女性9例，年齢は27～76才，平均59.1才．

断裂腱は小指FDP10,小指FDP･FDS6,中指

FDP･示中指FDS1,示指FDPl例だった原因は

慢性滑膜炎4，有鉤骨鉤部びらん3，豆状三角骨

関節変形症2，有鉤骨鉤骨折後偽関節・キーン

ベック病・遠位僥尺関節掌側亜脱臼・僥骨遠位端

骨折後が各1，基礎疾患がなく伸展力によると考

えられるものが5例だった．手術法は，1群：健

常なFDSの移行6,2群：橋渡し腱移植5,3群：

隣接指FDPへの端側縫合2,4群:3群十腱移植

5例であった後療法は3例でmeinert変法,15

例で早期自動運動療法を行った腱剥離術を追加

した症例はなかった．術後経過観察期間は5～

16ヶ月だった．日手会評価法で判定を行った

【結果】1群では優l･良3･可2,2群では優4．

良1,3群では良1･可1,4群では優2．良3例

だった．1～4群の平均%TAMはそれぞれ

76．5,91.2,80．5,85.0%だった．可の成績は腱

移植を用いない1．3群にみられ，この2群では

他の2群に比べ平均%TAMが低い傾向にあった．

【考察】FDP遠位断端へのFDSの移行は，筋力が

強いという利点があるが成績不良例もあり，この

手術方法が適さない可能性が考えられた．また，

腱移植は手技が繁雑となり，癒着の可能性も危倶

されるが，早期運動療法で十分回避可能であっ

た．手掌部では両端を編み込み縫合することがで

き，腱断裂の危険性も低いと思われ,FDPの大き

な欠損や陳旧例に対しては，積極的に腱移植と早

期運動療法を併用すべきと考える．

2-7-8

ZoneⅡでの6-strand屈筋腱一次縫合，早

期自動運動の成績

Clinicaloutcomeofprimarynexortendonrep血

inzonenwith6-strandYItechniqueandearly

mobilization

'新潟手の外科研究所，2新潟中央病院整形外科

○牧裕'，吉津孝衛1,坪川直人19

成澤弘子'，間庭圭一2

【目的】屈筋腱断裂一次修復の成績向上には腱縫

合法と後療法の改良が必要である．私たちはZone

Ⅱにおける6-strandⅥ法と早期自動運動の組み合

わせの成績(1992-2003)を既に発表したが，そ

の後も後療法の改良，入院期間の短縮などを行っ

てきた．今回最近4年間（2004-2007）のzonen

における成績を前回と比較し，成績向上の有無を

検証した．

【症例および方法】19例20指を対象とした．男15例

16指女5例5指年齢は16-65歳（中央値32歳)，

示指5中指6環指4小指5であった．屈筋腱鞘Al

入口から浅指屈筋腱(FDS)中節骨付着部までを

ZoneⅡとした深指屈筋腱(FDP)の接合端が指

伸展位でZoneⅡをはずれる例は除外した．FDPの

主縫合は両端針付き4-0二重ナイロンと4－0津下

ループ針による6-strandⅥ法で,6-0ナイロンに

よる補助縫合を加えたFDSは二つに分かれた先

は4-0ループ針の津下法と6-0ナイロンの補助縫

合を，一部は放置または切除を行った．背側スプ

リント下に手術翌日からKleinert変法と自動屈伸

運動を組み合わせた後療法を開始した．3ヶ月以上

の経過観察を行い，最終指自動可動域を日手会機

能評価法で評価した．腱剥離を行った1例は剥離

前の可動域で評価した．

【結果】優13良7で%'IAM値は81%から100%で中

央値は90％であった．各指間での成績の優劣はな

かったC1,A3,C2プーリーの一部または全てと

A4プーリーを切除した例が6あったこの%'IAM

値は81%から98%で中央値は86%であった．

【考察】成績は，前回47指で良以上が81％であっ

たが，今回可，不可の症例はなく，良以上100%

と向上した．これは後療法の改良と治療者側の習

熟度が上がったことに起因すると思われる．後療

法改良点について言及する予定である．
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2-7-9

Zone2屈筋腱断裂に対する3週間固定法

とKleinert変法の経時的可動域の比較

Comparisonof3weeksinnnobilizationandmodi-

fiedmeinertmethodintheprogressofrangeof

motion

'学校法人青丹学園関西学研医療福祉学院，2名古

屋披済会病院リハビリテーション科,3名古屋披済

会病院整形外科，4広島大学大学院保健学研究科

○飯塚照史'，桂理2，渡邉健太郎3，

村上 恒二

【はじめに】Zone2手指屈筋腱断裂に対する後療

法手技にはEAF法,meinert変法,3週間固定法

がある．臨床成績はEAF法が有利とされるが，現

状では後2者が適応されることが多い．そこで，

memert変法,3週間固定法，それぞれについて経

時的関節可動域の推移を検討し，後療法中の対応

について考察を加えて報告する．

【対象】術後12週以上追跡可能であったZone2屈

筋腱断裂34例35指を対象とし，性別は男性23例，

女性10例であった後療法毎の内訳は,3週間固

定法20例20指,meinert変法14例15指であった

【方法】最終成績をStrickland評価により,Excel-

lent,Good,Fhir,Horに分類し，前2者を良好

群，後2者を不良群とし，各後療法の経時的可動

域の推移を術後4週以降，週ごとに比較検討し

た．統計学的検討にはMann-whiteney検定を用
い，有意水準を5％未満とした．

【結果】3週固定法ではPIP関節屈曲ROMにおい

て，両群間に4週以降有意差を認めた．伸展

ROMについては,PIP関節,DIP関節ともに8週

で有意差を認め，良好群全例でPIP関節伸展-30

度以内,DIP関節伸展-15度以内であった．

memert変法の屈曲ROMでは両群間のPIPおよび

DIP関節に有意差は認めなかった．伸展ROMに

ついてはDIP関節で5週,6週に,PIP関節で8週

から12週において有意差を認め，良好群全例で5

週でDIP関節-10度以内,8週でPIP関節-35度

以内であった

【考察】3週間固定法では，リハビリ開始後4週

までにPIP関節屈曲可動域を，また8週までに

PIP関節伸展可動域を獲得することが重要であ

り，段階的に拘縮を軽減させるためのスプリント

療法等が有効であることが示唆された．また，

meinert変法においては，術後5週までにDIP関

節伸展可動域の回復が重要な因子であり，同後療

法中にD11ran法などによる単関節他動伸展運動等

を行うことの重要性が示唆された

2-7-10

外力による爪の動態観察(Kleine仕法改善

への基礎研究）

DefOrmationmeasurementofnailunderthe

stress(BasicreserchfOrKleinertmethod)

'関西医科大学附属枚方病院整形外科，2関西医科

大学附属病院リハビリテーション科,3巽病院整形

外科

○児島新'，飯田寛和'，吉川尚高'，

菅俊光2，中村誠也3

【はじめに】meinert法は，屈筋腱修復術の後療法

として広く行われている手法である．われわれも

meinert法を用いた後療法を行っているが，長期

間の装具治療に伴い爪母から後爪郭部の違和感を

訴える症例に遭遇する．このような問題を解決し，

より理想的な装具作成を目標に，外力下に爪に発

生する変形の特徴を調べる基礎研究を行った

【対象と方法】健常人8名（男性4名女性4名）

の示・中・環指24指を対象とした．l)爪甲先端

からDIP関節背側皮膚部分までの背側正中線をガ

ストログラフィンを用いてマーキングした後，正

常指の指側面像のX線軟線撮影を行った．続いて

爪甲先端部分に圧迫を加えた状態で指側面像のX

線軟線撮影を行い発生する爪甲の変形を計測評価

した2）次に爪の正面･側面画像を同時に観察記

録できる簡易装置を作成爪甲の背側正中線上で

爪甲を遠位端より爪半月部まで順次圧迫し，爪床

上皮の色の変化を観察した．

【結果と考察】l)爪甲先端部を圧迫すると，爪

甲には末節骨背面を支点にした変形が発生した．

その結果，爪甲近位部から爪母部が持ち上がる傾

向が観察された．2）爪甲先端部分の圧迫では爪

床上皮の皮膚色は不均等に変化するが，上記支点

付近の爪甲を圧迫した場合には爪床上皮の皮膚色

が広範囲に変化し，爪甲が均等に爪床を圧迫して

いることが示唆された．3）爪半月付近を圧迫す

ると違和感を訴える被験者がいた．爪甲先端部に

力点を設置する従来のmemert法では長期リハビ

リテーション中に爪母から後爪郭部の負担が増強

し，爪母部分への機械的炎症を発生する要因があ

ることが示唆された.Kleinert法の力点の設定は

従来の爪甲先端部よりも，より爪甲中央にするこ

とで爪への負担が軽減することが予測された．
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A2Pullyばね指の治療経験

'IieiggeringatthedistalA2pully

日本大学整形外科

○山口太平，長岡正宏，長尾聡哉，

豊泉泰洋，龍順之助

ばね指はAlpuneyで発症するが，稀にA2puny

にばね指現象を認めることがある．我々の経験し

た症例を検討したので報告する．対象は1999年3

月より2007年4月までに当院を受診したA2pully

にばね指現象を認めた7例7指である.性別は全

例男性，年齢は35歳から68歳で平均53歳であっ

た罹患指は右示指l例，右中指2例，左示指2

例，左中指2例で，母指環指，小指例はなかっ

た．5例は手の反復動作がある職業に従事してい

た．経過観察期間は1ヶ月から49ヶ月で平均

15.4ヶ月であった．全例にA2pmly部に弾擢現象

および圧痛を認めたが，いずれもAlpullyにも程

度は軽いがばね指の所見があった．4例に基節部

とPIP関節部に腫脹を認めた.5例に超音波検査

を行った指を屈曲すると肥大した屈筋腱が

A2pullyの末梢から中枢へ引き込まれる所見を認

めた．4例はデキサメタゾン腱鞘内注射を行った

が，軽快せず手術に移行した．4例ともAlpully

の切開とA2pmyの末梢4nnnの切開を施行し

た2例に腱縮小形成術（深指屈筋腱1例と浅指

屈筋腱l例）を追加した．これら2例では腱滑膜

の増生が著明に見られた．術後平均14ヶ月でばね

指現象は消失し経過は良好であった最近の3例

ではトリアムシノロン腱鞘内注射で経過良好であ

る．自験例では示指と中指が罹患し手をよく使う

男性で基節部に腫脹がある症例が多かった．

A2pulleyの末梢部は中枢部より厚く硬いことが知

られている．屈筋腱の腫大部がこの末梢部を通過

しA2pulleyの柔らかい部分に引き込まれるときに

弾擢が生じると考えられる．一般的なAlpullylX

ね指と異なる病態のA2pullyばね指があることを

報告する．

2-7-12

成人ばね指に対する腱鞘内卜リアムシノ

ロン注射による腱・腱鞘の形態学的変化

Themorphologicalchangeoftendonsand

sheathsgeneratedbyintrasheathtriaminolonem-

jectionsfOrmggerfingersandthumbsinadults

'大洗海岸病院整形外科，2日本医科大学整形外科，

3日本医科大学武蔵小杉病院整形外科

○齋藤善''2，澤泉卓哉2，南野光彦3，

青木孝文2，伊藤博元2

【はじめに】近年，ばね指に対するトリアムシノ

ロン腱鞘内注射（以下TC注）の有効性に関する

報告が散見される．今回我々はTC注を行った成

人ばね指患者に対して経時的に超音波検査を行

l/､,TC注が腱や腱鞘に及ぼす形態学的変化につ

いて調査した

【対象と方法】対象は本法を施行し，6ヶ月以上

経過観察が可能であった成人ばね指症例18例21指

である．男性5例5指女性13例16指で，年齢は

24～82歳（平均56.6歳)，罹患指は母指11指，示

指2指，中指5指環指3指であった.TC注は

トリアムシノロン10mgと1%塩酸メピバカイン

0.25mlの混注とした．注射前，および注射後2

週，4週,12週,6ケ月の時点で超音波検査を行

い，狭窄部位での横断面で腱の断面積および腱鞘

の肥厚の有無を測定し，健側と比較した．治療成

績は,Htel&Moradiaの評価法を用いた

【結果】治療後6ケ月の治療成績はExcellentl9

指Good2指で全例症状改善を認めた．狭窄部

位であるA1pulleyでの平均腱断面積比（患側/健

側）は，母指は治療前:1.23,2週:0.78,4週：

0.74,12週:0.96,6ケ月:0.94,示～環指は治療

前：1．82，2週:1.17,4週:1.09,12週:1.01,

6ケ月：1．01であった治療前にAlpulleyの肥厚

を母指で7例に，示～環指で4例に確認できた

が,TC注後4週で全例消失した．

【考察】TC注は最低6ヶ月，腱や腱鞘の肥厚を減

少させ，維持させることがわかった．ばね指は腱

鞘と屈筋腱の不均衡が原因であり,TC注は漸進

的にこのバランスを整え，病態を改善させる有効

な治療法であると思われた．また，トリアムシノ

ロン注射が原因と思われる腱断裂の諸家の報告が

あり，投与量や追加投与の時期について考慮を要

する.TC注の効果不十分な場合における追加投

与時期を決定する際に，本研究は参考になると思

われた．
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手指ばね指に対して腱鞘切開専用メスを

用いた治療成績

'IifeatmentfOrtriggerfingersusinganewde-

signedknife

'佐々木研究所附属杏雲堂病院整形外科，2順天堂

大学整形外科，3順天堂浦安病院整形外科，4順天

堂江東高齢者医療センター整形外科,5東京労災病

院整形外科

○富田善雅1，岩瀬健太郎2，原章3，

岩瀬嘉志4，楠瀬浩一5

【はじめに】演者らは第49回本学会で腱鞘切開専

用メスを開発し，屍体手を用いて小侵襲かつ高い

安全性を有することを報告した．今回その臨床

応用を行なったのでその治療成績を報告する．

【対象・方法】対象は，この腱鞘切開専用メスを用

いて腱鞘切開術を行ない3カ月以上経過した15例

16指である．内訳は男性8例女性7例で，手術

時平均年齢は60歳（49～79歳）で，罹患指は母指

6指示指2指中指5指環指2指小指l指

であった6例に糖尿病（以下DM),1例に人工

透析，1例に関節リウマチを認めた手術適応は，

腱鞘内注射などの保存的治療が行なわれているに

も拘らず再発を繰り返す症例やDMなどの合併症

によりステロイド注射による保存的治療が困難な

症例で，かつ瘻痛やロッキングや弾発現象によっ

て日常生活に著しい不自由を認めるものとした．

【結果】皮切長は，初期の2例2指では従来と同

様に掌紋に沿って10mmの切開をおいて専用メス

にて腱鞘切開術を行なった他の13例14指の皮切

長は4～5mmであった抜糸期間はテープのみ

とした3例と初期の2例を除く10例11指はl～8

日で，6例7指で3日以内に抜糸が行なわれた．

手術時間は6～20分で平均12.4分であったが最近

5例の平均は8.2分であった術前ステロイドに

よる腱鞘内注射はll例で,2～15回行なわれてい

た．全例で疾痛・ロッキング・弾発現象は改善し，

腱神経血管損傷は認められなかった．また，スキ

ンフックを用いることで，直視下に腱鞘と神経血

管の確認が可能であった．

【結語】l.腱鞘切開専用メスを用いて15例16指に

腱鞘切開術を行なった．2．全例で瘻痛・ロッキン

グ・弾発現象は改善し，腱神経血管損傷は認めら

れなかった．3‘スキンフックを用いることで直

視下に腱鞘を確認できた．

2-7-14

糖尿病に伴った手指屈筋腱狭窄性腱鞘炎

に対する鏡視下腱鞘切開術の検討

EndoscopicSurgeryfOrStenosing'Ibnosynovitis

ofFlexor'IbndonassociatedwithDiabetesMelli-

tus

'大分循環器病院，2麻生整形外科クリニック

○内田和宏'，麻生邦－2

手指の屈筋腱狭窄性腱鞘炎は頻度の高い疾患であ

り，糖尿病に合併することも比較的多いといわれ

ている.当院での手術は鏡視下腱鞘切開術を行っ

ており，今回，糖尿病に伴った手指屈筋腱鞘炎の

手術例を検討したので報告する．

【対象と方法】2003年4月より鏡視下腱鞘切開術

を行ったのは96例(168指）であり，このうち糖

尿病の合併例において，手指の症状，鏡視所見の

重症度を調査した鏡視所見は第48回日手会にて

報告した分類を用いた軽度：滑膜の増生は軽度

で，腱およびAlpmleyが容易に直視できる．中

等度:Alpulleyは直視できるが，腱自体の直視が

困難である．重度：腱のみならずAlpulleyも直

視できない．

【結果】糖尿病は11例（男性7例，女性4例)，平

均65歳であり，罹患指は22指（母指3，示指2，

中指8，環指8，小指l指）であった．術前に弾

発がみられたのは7例，瘻痛のため手指の屈曲制

限が生じていたのが4例であった単指のみの手

術が5例，同一日に行った多数指手術が6例（2

指3例，3指1例，4指2例）であった．鏡視下

手術を単指のみしか行わなかった5例のうち，他

の指に腱鞘炎が認められたのは3例であった．鏡

視所見の確認ができた17指では軽度4指中等度

l指重度12指であり，重度の例が多い傾向に

あった．

【考察】糖尿病の屈筋腱鞘炎は多数指に起こるこ

とが多く，弾発現象だけでなく，手指のこわばり

や瘻痛で屈曲障害が生じていた．その原因として

鏡視所見から滑膜の増生が示唆された
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超音波検査によるばね指手術後の画像的

検討

Rndingsofhngersaftersurgeryoftenosynovitis

byultrasonicprobe

取手医師会病院整形外科

○許表措，國府幸洋， 横 井 直 幸

【目的】今回，われわれは，腱鞘切開をおこなっ

た成人ばね指術後患者に対して，臨床所見と超音

波画像上の所見を検討したので，報告する．

【方法】対象は当院で同一術者により腱鞘切開が

行われ,llヶ月以上が経過したばね指患者27例の

うち，超音波検査が施行可能であった14例(18

指)である．年齢は42～74歳(平均62.9歳)，男性

3例，女性ll例，各指の頻度は，母指2指，示指

2指，中指8指，環指4指，小指2指であった

術前の重症度，手術後の経過期間,Alプーリー部

の圧痛の有無，可動域を調査した．画像上の検討

項目は，手術側・反対側両方の屈曲・伸展時の指

屈筋腱の太さ（基節骨基部,MP関節，中手骨頚

部の三点),MP関節レベルにおける腱鞘様組織の

有無腱と周囲組織の癒着の有無である．治療成

績は正常を優，ときに違和感のあるものを良，日

常生活に支障はないが瘻痛のあるものを可，支障

のあるものを不可とした．

【成績】治療成績は，優13指，良4指，可l指不

可0指であった．成績不良例は，罹病期間の長い

例（6ヶ月以上)，術前拘縮のみられた例，重症の

糖尿病の例であった．腱の肥厚（術後腱の厚さ最

大測定値～最小測定値）は患側（手術側）で平均

0.85mmであったのに対し，健側は平均0.62mm

であった．

【考察】エコー上，腱鞘レベルで正常な腱の上に

みられる帯状の低エコー像は，腱鞘滑膜や術後懐

痕ではないかと推察された今回ばね指術後患者

の腱の肥厚は超音波検査で，平均0.85mmであ

り，共同演者の國府ら報告している超音波検査に

よるばね指患者の腱の厚みの平均l.1mmよりは

小さくなっている．しかし，健側の平均0.62mm

よりは大きく，今回の研究から，手術後も術前に

みられたの腱の肥厚は，やや減少するものの残存

する傾向が示された．

2-7-16

糖尿病に伴う手指狭窄性屈筋腱腱鞘炎の

病理組織学的検討（靭帯性腱鞘の中間層

における新生肉芽組織について）

Histopathologicalstudyondiabeticstenosmg

Hexortenosynovitis(Granulationtissuesinthe

middlelayersofligamentoustendonsheaths)

'東京都済生会中央病院整形外科，2束京都済生会

糖尿病臨床研究センター

○亀山真'，斉藤憲太'，手塚正樹'，

渥美義仁2

【目的】我々は2007年の本学会で，糖尿病に伴う

手指狭窄性屈筋腱腱鞘炎（以下，腱鞘炎）の病理

像において，靭帯性腱鞘の中間層に新生肉芽組織

を認める傾向が強いことを指摘した今回この所

見を有する例の組織像について，より詳細に検討

を加えた．

【対象および方法】対象は腱鞘炎の手術時に靱帯

性腱鞘(Alpulley)を採取した53例（糖尿病例38

例，非糖尿病例15例）で，糖尿病例は男性21例，

女性17例,50～70歳（平均61歳),非糖尿病例は

男性4例，女性ll例,38～69歳（平均54歳）で

あった組織学的にはHematoxylin-eosin染色に，

Alcianblue,CD34,α一SMA,Vimentin,などの免

疫組織染色を加えて検討した．

【結果】靱帯性腱鞘の中間層に肉芽組織を認めた例

は，糖尿病例で3Ⅷ（79％)，非糖尿病例で3例

(20％)で，明らかに糖尿病例で多かった(p<

0.0001).内層側（屈筋腱に対向する側）は線維軟

骨化生した細胞と，その周囲は好塩基性の基質で占

められ,Alcianblue強陽性を示した．中間層の肉芽

組織内の血管は外層側に比べ小径で，周囲は間質細

胞が巣状に散在し，基質は粘液腫状の浮腫を呈して

いた.CD34陽性細胞は血管内皮細胞以外の細胞に

も散在していたVimentin陽性の間質細胞は中間

層の肉芽組織で密度を増していた．外層の血管は内

層に比べ血管平滑筋の肥厚を多く認めた．

【考察】糖尿病例の多くで，中間層における新生

血管の増加粘液腫状の浮腫，および間質細胞の

細胞密度の増加を特徴とする肉芽組織が認められ

た．このことは糖尿病における全身的な微小循環

障害や代謝障害を背景とする虚血状態ないしは低

酸素状態により血管新生や血管透過性が充進し，

靭帯性腱鞘での浮腫線維化が進行する病態の存

在が考えられた
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ばれ指の術後に残存するPIP関節の屈曲

拘縮に関わる危険因子

RiskFactorsAffectingAFlexionContractureof

thePIPJointafter'IisiggerFingerRelease

北海道整形外科記念病院

○西尾泰彦，加藤貞利，近藤真，

三浪三千男

【目的】母指を除く4指のばね指の術後にPIP関

節の屈曲拘縮が残存するのをしばしば経験する

が，その病態について検討した報告は少ない．本

研究の目的はこの屈曲拘縮に関わる危険因子を明

らかにすることである．

【対象と方法】手術を行った母指を除く4指のばね

指72例121指を対象とした．男29例女43例，罹患指

は示指20指中指53指，環指36指，小指12指であっ

た．糖尿病の合併は20例30指に認められた．同時

手術として母指の腱鞘切開が12例に，手根管開放

術が4例に行われていた．術前の所見としては，

弾発現象が42指に,PIP関節の屈曲拘縮が17指に認

められ，腱鞘の圧痛のみであったのが64指であっ

た．手術は全例A-1pmley上の横皮切にて行われ

ており，術中所見として中等度以上の腱鞘の肥厚

を45指に，著明な屈筋腱の絞掘所見を16指に，腱

滑膜炎を56指に認めた．腱鞘の切開範囲は,A-1

pmleyのみが55指であり,A-2pulleyの一部に及ん

でいたものが66指であった．上記各項目を説明変

数とし，術後1カ月時におけるPIP関節の屈曲拘縮

の有無を目的変数としてロジステイック回帰モデ

ルを用いた多変量解析を行った

【結果】術後1カ月を経過してPIP関節の屈曲拘

縮が残存していたのは59指であった統計学的に

有意であった術後屈曲拘縮残存の危険因子は腱鞘

の切開範囲及び中指罹患であり，オッズ比はそれ

ぞれ8.44（95％信頼区間3.47～20.5)，3．82（同

1.58～9.24)であった．

【考察】ばね指の手術において腱鞘の切開範囲を

A-2pulleyまで広げるとPIP関節の屈曲拘縮を生

じやすいことが明らかとなり，その危険率は切開

範囲をA-1pulleyにとどめた場合に比べおよそ8

倍であった．その理由として,A-2pmleyの切離

により浅指屈筋腱のbowstringが生じる可能性が

考えられた．中指に起こりやすい原因に関しては

現時点では不明であった．

2-7-18

外傷・手術後の拘縮に関与する手指屈筋

腱腱鞘炎

Flexortenosynovitisassociatedwithposttrau-

maticorpostoperativecontractureofthefngers

山形大学医学部整形外科

○高原政利，井上林，渡邉忠良

伊藤和生，荻野利彦

【目的】CRPStypelが疑われる症例の中にしば

しば屈筋腱腱鞘炎がある．今回は，外傷や手術後

に手指の拘縮をきたした症例のうち，屈筋腱腱鞘

炎の治療を行った例を検討した．

【方法】外傷や手術後に手指の浮腫と拘縮をきた

した症例のうち，屈筋腱腱鞘炎の治療を行った10

例を対象とした性別は男：4例，女：6例であ

り，年齢は45から72歳（平均61歳）であった．罹

患側は右が6手，左が4手であった外傷後が8

例（僥骨遠位端骨折3例，切断指再接着2例，中

手骨骨折1例，中節骨骨折l例,PIP関節脱臼l

例)，手術後が2例（手根管開放術2例）であっ

た．外傷・手術から2週から1年4カ月（平均

6カ月）経過後に，屈筋腱腱鞘炎に対してトリア

ムシノロンの腱鞘内注射を行った．運動制限は平

均2．5指にみられ，屈筋腱腱鞘炎の注射は平均

1.5指に行われた．外傷指に注射を行ったのは3/6

指であった．経過観察期間は平均6ヵ月であっ

た．

【結果】1）治療による瘤痛の変化：全例に瘤痛の

改善がみられ，4例で瘻痛が消失した2）治療に

よる手指運動の改善角度：各指の運動改善角度は

0度から140度（平均52.8度）であった．注射し

た14指の改善角度は平均46度であり，注射しな

かった11指の改善角度は平均62度であった．外傷

後の8例では手指運動の改善角度は平均35度で

あった．外傷指6指の改善角度は平均23度であっ

た．5）治療成績：自覚症状と運動制限がともに消

失した例は2例であった．8例では運動制限が残

存した．

【考察】外傷・手術後の屈筋腱腱鞘炎にトリアム

シノロン注射を行い，他の指の拘縮も著明に改善

した.CRPStypelが疑われる症例の中にしばし

ば屈筋腱腱鞘炎がみられ，トリアムシノロンの局

所注射によって劇的に症状が改善する．

-S198-



2-7-19

DeQuervain病における瘻痛誘発テスト

TheprovocativetestofDeQuervain'sdisease

'東北海道病院，2北海道スポーツ・手の外科研究所

○我満佳子'，薄井正道1,石崎仁英1,

池田清豪'，石井清一2

【目的】DeQuervain病における瘻痛誘発テスト

は一般にFinkelsteintestとして広く知られてい

る．しかし2004年Naveenらは,Finkelsteinが記載

した手技は実際にはEichhofによって報告された

ものであることを明らかにした．彼等はまた，

Brunelliの瘻痛誘発テストも紹介した今回，

我々 はDeQuervain病の診断にEichhofftest,

Finkelsteintest,Brunellitestのいずれが最も有

用であるかを検討した．

【対象と方法】対象は当院で2005年11月～2007年

10月までに本症と診断された患者70人である．診

断は第1コンパートメントに圧痛があり各テスト

のいずれかが陽性であり，鎮痛薬投与かステロイ

ド注射によって治癒したことで確定したこれら

を対象に，いずれのテストで瘻痛が誘発されたか

を調査した．

【結果】陽性率はEichhofftest62人(88.6%),

Finkelsteintest24人(34.3%),Brunellitest62

人（88.6％）でありFinkelsteintestは最も低い陽

性率であった．

【考察】蘭nkelsteintestとEichhofftestの取り違え

がなぜ起こったかについて,Elliotは，文献の孫

引きにあるとしている．我々は，今回原著を入手

し，この点を確認した.Finkelsteintestでは，他

の2法に比べて第1コンパートメントにおける腱

の滑動距離が最も少ないことが，低い陽性率の原

因とおもわれる．

【結論】DeQuervain病において真のFinkelstein

testの陽性率は低く,EihhofftestとBrunellitest

が高い陽性率を示す．

2-7-20

deQuervain病の病態からみた手術法の

検討

StudyoftheoperativeproceduresfbrdeQuer-

vain'sdiseasehfomthepathologicalpoint

麻生整形外科クリニック

○麻生邦一

【背景】deQuervam病の手術的治療として，これ

まで単純に第1背側区画（以下，腱鞘という）を

切開し，短母指伸筋（以下,EPBという）腱と長

母指外転筋（以下,APLという）腱の両腱を開放

する手術法が一般的である．しかし本症がEPB

の腱鞘炎を本態とすることが解明され,EPB腱の

みの開放で良いとする報告があり，またEPB腱

を腱鞘外へ出す手術法が良いとする報告もあり，

また腱鞘再建術（腱鞘腔拡大術）の考え方もあ

り，様々行われている．今回手術時所見からどの

手術法が優れているかを検討したので報告する．

【対象】1994年8月より2007年6月までdeQuer-

vain病に対して手術的治療を行った症例は63例で

ある．6例は単純腱鞘切開術を57例には腱鞘再建術

を行った．手術時での肉眼的所見により，隔壁の

有無，腱の狭窄，腱の表層などの病態を観察した．

【結果】（1）隔壁の有無:隔壁が存在したものは48

例，77％と大多数にみとめられ，病因および難治

性との関連が示唆された（2）腱の狭窄，圧痕：

ll例,18%に認められ,APL単独が4例,EPB単

独が3例，両腱が狭窄されていたものが4例にみ

られた.APLはll例中8例,EPBは7例を占め，

狭窄はAPL腱にも多いことが分かった(3)腱表

面の異常：毛羽立ち，粗造化している症例は5

例，8％にみられ，全例EPB腱であった．

【考察と結語】ド・ケルバン病の手術時所見から，

EPB腱を囲む隔壁による腱鞘炎が主体であるこ

とはわかったが,EPB腱鞘のみを開放する手術

は,APL腱の狭窄を呈する症例もあることから，

固執することは危険である．またEPB腱を完全

に腱鞘腔から皮下に出す手術法は，腱の異常可動

性を容認することになり，愁訴が起りやすいと考

えられる．単純な腱鞘切開であれ，腱鞘再建術で

あれ，両腱を確実に開放する方法が安心できる手

術法と考える．
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deQuervain病に対する我々の治療方針

と成績

OurCnmcalPrinciplesandResmtsfOrdeQuer-

vaindisease

'埼玉成恵会病院埼玉手の外科研究所，2横浜市立

大学整形外科

○勝村哲1,児島忠雄1,平瀬雄--1,

福本恵三'，齋藤知行2

【目的】deQuervain病に対する我々 の治療方針と

その成績について検討した

【対象と方法】2005年10月から2006年10月までのう

ち，当院外来でdeQuervain病と診断した79例85

手，右44手，左29手，（両側6）を対象とした．年

齢は平均48.8歳（20～77）男性16例，女性63例で

あった発症から当院受診までの期間は，2日～

24ヵ月であった．発症誘因は，手の過度の使用後

が20例，外傷後3例，出産2例，特に原因にない

もの54例であった．また，全例で超音波検査を行

い，短母指伸筋(EPB)と長母指外転筋(APL)

の両腱間の隔壁の有無を調査した治療法は，ま

ず，全例にEPB腱鞘内に25G針を用いて，トリア

ムシノロン4mgとl%メピバカイン0.5mlの腱

鞘内注射をl～2回，2～3週間の間隔で行っ

た．また,ADL上少しでも痛みが出現した時点で

再発とし，腱鞘内注射の有効期間を検討した．有

効期間の判定は，注射後1年以上経過した時点で

直接診察するか，あるいは電話で行った．保存的

治療で再発を繰り返し，隔壁を認め患者が手術を

希望するものに対しては手術を行った．

【結果】腱鞘内注射で，全例で瘻痛は消失した

注射の回数は平均1.2回であった．超音波検査で

隔壁を認めたものは62手（73％）であった．腱鞘

内注射の有効期間は,1年以上再発しなかったも

のは47手（55％)，6カ月以上有効で1年以内に

再発したものは13手(15%),3カ月以上有効で

6カ月以内に再発したものは12手（14％)，3カ

月未満で再発したものは10手(11%)であった

手術を施行したものは，7手で（8％）であり全

ての症例で隔壁を認めた．また，腱鞘上ガングリ

オンを合併したものが3例に認められた．手術例

は全例で瘻痛は消失した．

【まとめ】deQuervain病の治療では,EPBへの選

択的腱鞘内注射が有効であり，手術を施行したも

のは，全体の8％であった

2-7-22

DeQuervain病に対するトリアムシノロ

ン腱鞘内注入の治療成績一糖尿病群と非

糖尿病群について一

TreatmentResmtsoflntrasheathlniectionUsing

TieiamcmolonefbrdeQuervain'sDisease-A

ComparisonbetweenDiabeticandNon-diabetic

Groups-

東京都済生会中央病院整形外科

○斉藤憲太，亀山真手塚正樹

【はじめに】DeQuervain病の治療としてステロ

イド腱鞘内注入は良好な成績が報告されている

が，糖尿病患者に対しては感染の懸念より敬遠さ

れることがある．今回我々は糖尿病例と非糖尿病

例に対するステロイド腱鞘内注入の結果と合併症

の有無について比較検討した．

【対象と方法】1999年1月から2007年8月に当院

を受診した132例140手に対し腱鞘内ステロイド注

入（トリアムシノロン10mgと1%キシロカイン

0.5ml)を行った．年齢は16～92歳（平均51歳),

糖尿病例(D群)39手，非糖尿病例(N群)101

手，糖尿病群のうち1型糖尿病例(D1群）は16

手，2型糖尿病例(D2群）は23手であった．後日

アンケート調査を行い,ADL,僥骨茎状突起部の

圧痛，手関節尺屈時の痛みについて調査し，それ

らを点数化し合計して治療効果の目安とした（9

点満点，点数が高いほうが成績が良い)．追跡期

間は3～73ヶ月（平均24ヶ月）であった．

【結果】治療を行ったが症状の残存・再発のため手

術を行った例は23手(17.1%)でD群5手(12.8%,

Dl:3手,D2:2手),N群19手(18.8%)でD群と

N群の間Dl群とD2群の間に有意差はなかった．

アンケートの点数はD群8.2点(D1:7.8点,D2:

8.4点),N群6.9点でD群が有意に良かった(D1

群とD2群の間には有意差なし).感染腱断裂，

神経損傷を生じた例はなかった．

【考察】両群で重篤な合併症なく結果も良好であ

り，ステロイド腱鞘内注入は糖尿病例でも有効と

思われた．また，今回の調査でD群の成績がより

良好であった理由は不明だが，糖尿病に伴うde

Quervain病が，非糖尿病例よりステロイド治療に

奏効する病態である可能性を考えている．
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上肢パスツレラ感染症の検討

Hsteurellainfectioninthearm

手稲前田整形外科病院整形外科

○ 畑 中 渉

【目的】hsteurellamultocidaは家畜や野生動物に

常在する細菌であるが，近年のペットブームの影

響を受け，ペットから人への感染が問題になって

いる．当科で経験した上肢のパスツレラ感染症に

関して検討したので報告する．

【対象】2003年4月から2007年8月までに当科を

受診した上肢の動物咬傷例のうち，培養検査にて

Hsteurellamultocidaが検出された9例を対象と

した．これらに対して，性別，年齢，加害動物の

種類，受傷部位，受傷から受診までの期間，合併

損傷治療，予後について調査した．

【結果】性別は男性4例，女性5例，年齢は51～

82歳，平均65.5歳であった．加害動物は飼い犬3

例，飼い猫6例であった．受傷部位は肘が1例，

前腕がl例，手背が2例，母指が2例，示指・中

指・環指がそれぞれl例であった．受傷から初診

までの期間は0～8日，平均2日であった．合併

損傷は，直接ならびに感染波及による腱損傷の合

併が2例あり，経過中骨髄炎を生じた例が1例

あった．治療後に糖尿病が診断された1例以外

は，耐糖能障害は合併していなかった．予後は，

関節可動域制限の残存を2例に，受傷部位に硬結

の残存を2例に認めた．

【考察】随steurellamultocidaは家畜や野生動物の

呼吸器・腸管常在菌で，以前から家畜における出

血性敗血症や肺炎の起炎菌として知られていた

が，犬でも12～55％，猫では60～90％と高率に常

在しており，近年のペットブームによる影響も

あってペットから人への感染が問題となってい

る．動物咬傷の場合は，早期に細菌培養を行い，

適切な抗生剤を炎症症状が充分軽快するまで投与

し，炎症の遷延・重症化を回避すべきである．
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2-8-1

余剰指からの島状指腹皮弁を使用した母

指多指症指尖形成法

ANewMethodfOrReconstructionofFingerTip

andPulpofDuplicatedThumbUsinglslandFlap

Raised丘omSupernumeraryThumb

神奈川県立こども医療センター形成外科

○山本康，岩瀬わかな，渋谷麻衣

【目的】母指多指症治療において，余剰指より島

状皮弁を挙上して指尖を再建する方法を経験した

ため報告する．

【症例および手術法】対象は2004年9月，10月に

手術を行ったそれぞれWasseltype3と4の母指
多指症の2症例．切除母指の皮切線は単純な片側

切除のごとく側正中線に一致させ，その中で島状

皮弁を温存母指の指尖に挿入できるよう可及的に

長く設計する．皮弁の挙上はpahnaradvance-

mentflapの挙上法に準じて切除側母指の神経血

管束を周囲の軟部組織をつけた状態で温存して茎

とする．余剰骨切除・関節形成・外転筋移行等の

骨格の修正を行った後，挙上した島状皮弁を前進

させてその先端が届く範囲内で残存母指の側正中

線上から指尖にHshmouth切開を行い，ここに皮

弁を挿入する．島状皮弁は指尖方向に10mm程度

の移動は可能であると考える．

【結果】2例とも組織量のある整った指腹・指尖

形態が再建されており，日常動作で問題なく使用

されてている．違和感や不安定性などは今のとこ

ろ認められない．

【考察】母指多指症の手術法は，片側切除と骨抜

き皮弁法，二分併合法等があるが，温存母指に低

形成を認める場合その形態や組織量を健側母指に

近く再建することは難しい．特にWasseltype3
または4などの症例で，温存指の発達が比較的よ

く低形成が指尖と僥側の爪郭部に限局する場合，

骨抜き皮弁では分岐部ではむしろ組織が余剰であ

るにもかかわらず，指尖まで十分に挿入するだけ

の皮弁の長さが確保できないことも多く，不十分

な先細りの指尖形態となる可能性がある．また，

骨抜き皮弁や二分併合法は指背に癩痕が目立つた

め，整容的にもやや問題を残す．本法は温存母指

の基部の周径を保ちつつ，指尖へ有効に皮弁を挿

入でき，側正中線に創を一致させるため，形態

的・整容的に優れる方法であると考えられる．

2-8-2

小児先天性疾患に対する第一指間の再建

について

ReconstructionoftheFirstWebmCongenital

Anormaly

国立成育医療センター整形外科

○森澤妥，高山真一郎，関

日下部浩，中川敬介

敦仁，

【目的】小児先天性疾患に合併する母指内転拘縮

に対する第一指間再建には種々の指間形成法があ

るが適応の違いを定量的に検討した報告は少な

い．我々 は主にoppsedZplasty(O群）とSpm-

nerflap(S群）を用いている．今回X線で第一第

二中手骨角(1,2MCA),母指僥側最大外転位正面

で第一中手骨骨軸と第二中手骨骨軸のなす角，を

計測，第一指間を定量し両法の成績適応を検討

した．

【対象と方法】過去4年間の第一指間再建例は39

例45手で，そのうち，術前・術後1,2MCAを計測

しえた15例19手を対象とした男性12例女性3

例，平均年齢9.5歳（3～19)，経過観察期間平均

ll.7カ月,0群は5例6手,S群は10例13手で

あった．症例内訳は0群は母指形成不全3手，先

天性握り母指2手，母指多指症術後変形l手,S

群は先天性多発関節拘縮症11手，母指形成不全1

手，先天性握り母指l手であった．各症例の術前

と最終診察時の変化を検討した

【結果】1,2MCAは0群で術前平均24.7度から最

終平均28度,S群では術前平均11.2度から最終平

均19.8度に改善した.0群では術前1,2MCA25度

以下の症例では成績が不良であった．S群では8

歳以上と8歳未満の症例で改善に有意差があっ

た

【考察】S群で8歳を境に成績に有意差がみられた

のは年長例におけるCM関節の拘縮が原因と考え

られた一般に第一指間の狭小，母指内転屈曲拘

縮が高度の場合はSpinnerflapにより掌側まで覆

え，指間の開大が十分に得られる．一方，拘縮が

軽度の場合,opposedZplastyでも対応でき，植
皮不要なため美容的に優れている．しかし，どち

らを用いるか，判断基準についての報告は少な

い．今回の結果から母指屈曲拘縮が高度あるいは

1,2MCAが25度以下ではSpinnerflap,母指屈曲拘

縮が軽度かつ1,2MCAが25度より大きければop-

posedZplastyで良好な結果が得られる．
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母指形成不全症Blauthtype3における
extrinsictendonの病態と再建について

Wriationandtreatmentofextrinsictendonin

Blauthtype3hypoplasticthumb

国立成育医療センター整形外科

○高山真一郎，関敦仁，森澤

日下部浩，高木岳彦

妥，

【目的】母指形成不全Blauthtype3では，対立障

害・第1指間狭小･MP関節不安定性に加え，母指

屈伸運動障害がみられるが，他の要素に比べると

その再建は重要視されていない．今回type3にお
けるextrinsictendonの病態・治療法および成績を

調査し，再建の目的・必要性などについて検討を

行った．

【対象】2001年以後に再建手術を行った男児10例

女児7例の17例21手,3A16手,3B5手を対象と

した．なお3Bでは母指化術が選択されることが

あるが，われわれは全例骨移植に加え3Aと同様

な再建を行っている．

【結果】手術時年齢は2歳4カ月から10歳（平均

4.5歳）で,3A16手のうち,10手に明らかな

FPLの分岐が見られ，うち5手では屈筋腱と伸

筋腱が僥側で結合するhllexabductusが確認され

た．また3手ではFPL分岐なしにhllexabductus

が見られた..3Aでは3例のみ両者のいずれでも

なかった.3Bの5手は全例FPLEPLtendonの母

指MP関節より中枢への連続性が確認できなかっ

た．屈筋腱伸筋腱の処置はl例を除いて母指対立

再建・第1指間形成･MP関節安定化と同時に

行った.FPL分岐に対しては副腱の切離および

可及的pulleyの再建,Ibllexabductusに対しては
結合部の切離及び腱剥離中枢が低形成な例では

7例にFDS4移行によるFPL再建3例にEIP移

行によるEPLEPBの再建を行ったが，末梢側が

著しく低形成な症例では腱固定を選択した．腱の

癒着によりMP関節伸展拘縮が生じた1例では再

手術を施行した.IP関節の拘縮もあり，術後IP関

節自動屈伸は良好な例でも30度程度にとどまった

が，ピンチの際の安定効果が得られた．

【考察】Blauth3におけるextrinsictendonの病態

は多彩で，状況に応じて適切な対応が求められ

る．単にIP関節屈伸だけでなく，内転･外転要素

以外の多方向へのベクトル再建が母指の安定性獲

得に重要と考えられた．

2-8-4

母指機能障害をともなった合短指症の検討

Thestudyofsymbrachydactylywiththumbdys-

function

'札幌医科大学医学部整形外科，2札幌医科大学保

健医療学部理学療法学科

○射場浩介'，和田卓郎'，小笹泰宏'，

青木光広2，山下敏彦！

【目的】合短指症(symbrachydactyly)は指が短く

皮層性合指を伴うものから切断様の形態異常を呈

するものまで，その表現型は多彩であり，治療法

も一定していない．障害程度は中央指列に多く，

母指や小指の機能が残存している症例が多いとさ

れている．主な手術は合指の分離であり，母指機

能再建についての報告は少ない．今回は当科で加

療を行なった合短指症において，母指機能障害の

程度とその治療内容について検討をおこなったの

で報告する．

【対象と方法】1986年4月から2007年3月の間に

当科で加療をおこなった合短指症36例40手を対象

とした．男23例，女13例，右19手，左21手，両側

4例であった症例の病型別頻度，母指機能障害

の有無，手術施行の有無とその内容について検討

をおこなった．

【結果】、末梢低形成型9手，合短指型14手，四指

型2手，三指型3手，二指型4手，単指型3手，

無指型3手，手関節型2手であった40手中30手

で母指機能が残存していた26例28手に対して手

術を行った手術内容は指間形成術16手，痕跡指

切除術5手，足趾移植術2手，関節固定術2手，

指延長術2手，回旋骨切り術1手，指切除術1

手，腱形成術l手であったこの中で8手は母指

機能障害を認めたため，つまみ機能改善を目的に

手術を行った手術は第1指間形成を4手，他指

列中手骨の母指列への移植を1手，母指中手骨の

回旋骨切りをl手，足趾移植を2手に行った．足

趾趾節骨移植を行った手関節型のl例を除いた7

例において，術後良好なつまみ機能を獲得した．

【考察】当科で治療を行った合短指症においても

過去の報告と同様に母指機能が残存している症例

が多かった．一方，母指機能障害を有する合短指

症においては，つまみ機能の再建手術は有用であ

ると考えられた．
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乳幼児強剛母指一手術治療は必要か－

'IifiggerTmmbinChildren

'名古屋第一赤十字病院整形手の外科，2名古屋大

学手の外科

○堀井恵美子'，服部達哉'，建部将広2，

洪淑貴2，平田仁2

【目的】乳幼児強剛母指に対して早期の手術治療，

スプリントの有用性などについて報告されてい

る．スプリント治療は有効ではあるが，乳幼児期

には装着困難な場合もある．当院にて経過観察し

た症例の自然経過，スプリント治療の有効性につ

いて検討したので報告する．

【対象】強剛母指のうち，母指を他動伸展困難な

拘縮型の症例76例（男児33例，女児43例）を対象

として，診療録から治療経過を調査した中断し

た症例に対しては電話にて追跡調査を行った．当

院の治療方針では，病態をよく説明した上で，ス

プリント治療を第一選択としている．治癒の判定

は自動屈伸が可能で，かつスナッピングも消失し

た時とした

【結果】初診時平均年齢2.6歳であった．スプリン

ト治療を継続可能であった症例は24例で，スプリ

ント装着時平均年齢は3.9歳であった．現在治療

中の5例を除いた19例中,18例は平均5.4歳で治

癒したl例は12歳の現在まだクリックが残存し

ていた．経過観察のみを行った症例20例は，平均

年齢6.4歳（3～13歳）で，全例治癒を確認でき

た．手術治療を行った6例は全例術後経過良好で

あった手術時年齢は3.5歳の1例をのぞいた5

例の平均年齢は9.1歳で，局所麻酔での手術が可

能であった．中断した症例のうち,14例（平均年

齢9歳）は電話にて追跡調査可能で，うち6例は

治癒しており，8例はクリックを認めるが自動伸

展可能で，日常生活に支障ないと回答した

【考察】強剛母指に対して，治療期間の短縮とい

う点からスプリントは有効であった．しかし，長

期を要するが，自然治癒する症例も存在した．今

回の検討では，治癒までの時間に影響を与える因

子の詳細は検討できなかったが，瘻痛・変形・日

常生活障害などの訴えのない症例に対しては，長

期間の経過観察も有効であると考えられた．

2-8-6

横軸形成障害の分類と治療

ClassificationandsurgicaltreatmentfOrtrans-

versedeficiencies

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

【目的】横軸形成障害には合短指型をはじめとし

ていくつかのタイプがある．横軸形成障害の最近

の手術例を検討し，われわれの考える日手会分類

によるタイプ別の治療方針について述べる．

【方法】1998～2007年に手術を行った横軸形成障

害の症例は18例で，男13例女5例であった．罹患

側は右7例左ll例で，初回手術時年齢は1歳～ll

歳であった．日手会分類では合短指型10例，三指

型2例，二指型l例，単指型1例，無指型3例，

中手型1例であった．大胸筋欠損を2例に認め

た．術式は遊離趾骨移植術が12例23趾合指の分

離術が7例，化骨延長術2例3指であった．趾骨

移植術後に合指の分離を行ったものが3例あっ

た．

【成績】術後経過観察期間は6カ月～9年，平均

2年3カ月であった．趾骨移植術では，3例5趾

について骨吸収や早期の骨端線閉鎖を認めた以外

では，良好に生着し骨の成長を認めた．合指の分

離術では術後の指間の再上昇もなく良好な指間が

形成された．化骨延長では9mmから15mm,平

均12mmの延長を得た

【結論】合短指型で中手骨頭上に趾骨移植を行っ

て，後に合指の分離が行えるものは最も大きな指

の延長効果が得られる．趾骨移植時には皮層軟部

組織の余裕があることが重要である．趾骨の部分

的な移植や，過度の皮膚軟部組織の緊張下への移

植は，移植骨の吸収や骨端線の早期閉鎖をきた

す．趾骨移植術は延長効果だけでなく関節を再建

でき，関節動揺性や指の太さの改善についても有

用である．合指の分離時には指間を通常より深く

形成することで視覚的な指延長効果が得られる．

三，二，単指型では趾骨移植術を行って，ピンチ

機能の改善を図る．化骨延長は無指型や中手型で

皮膚軟部組織の余裕がない場合に適応があり，埋

め込み型の延長器はかさばらず有用であった
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先天性第4，5中手骨癒合症に対する骨延

長術の治療経験

BoneLengthemngfOrCongenitalSynostosisbe-

tweentheFburthandFifthMetacarpals

'名古屋第一赤十字病院整形外科，2名古屋大学大

学院医学系研究科機能構築医学専攻運動・形態外

科学手の外科，3市立四日市病院整形外科

○服部達哉'，堀井恵美子'，平田仁2，

洪淑貴2，馬島雅高3

【目的】先天性第4，5中手骨癒合症に対する創外

固定器を用いた手術方法について1998年に報告し

た．その後症例を重ね，機能面，整容面での評価

が可能となったので中期成績を報告する．

【方法】手術症例は6例10手，全例男性で，手術

時年齢は平均6歳1ヶ月であったうちl例は，

両側環小指MP関節の伸展拘縮を伴っていた．手

術方法は，第5中手骨基部で骨切りし，アライメ

ントを矯正して創外固定を装着し,1週間の待機

期間の後骨延長を0.5-1mm/日で行った．骨延

長は第4中手骨に対し過延長となるように行っ

た．第5中手骨長を第3中手骨長で除したもの

(％中手骨長）を術前術後で比較したまた自動

で指を内転した時の，環指と小指のなす角度を小

指の外転角度として，検討した初回手術時より

最終経過観察時までの平均経過観察期間は4年

4ケ月であった．

【結果】術前％中手骨長は平均61%だったが最終

経過観察時には平均84％であった．小指の外転角

度は術前39.8度だったが術後には2.9度と減少し

た．術前よりMP関節の伸展拘縮を伴っていたl

例は術後にも拘縮が残存したが，そのほかの症例

で環小指の屈伸可動域の減少はみられなかった

術直後に目立った創部嬢痕も最終調査時には目立

つこともなく，形成術を必要としなかった．

【考察】本術式では，小指の指軸の改善とともに

骨延長を行うことで全例に整容面，機能面での改

善を認めた．骨切り後，中手骨間に骨移植術やシ

リコンなどを行う報告もあるが，延長器の利用

は，矯正が出来るだけでなく低侵襲で骨延長もで

きるという利点がある．軟部組織の剥離は特に追

加はしなかったが，手指の骨延長で問題となる新

たな関節拘縮の出現はなかった．

【結論】先天性第4，5中手骨癒合症において骨延

長術は有効な治療法の1つと考えられる．

2-8-8

僥側列形成不全に対する新しい手関節変

形矯正・安定化手術-CarpalUInariza-
tion-

NewMethodofWdstCorrectionandStabiliza-

tionfOrRadialClubHand-CarpalUlnarization-

弘前大学大学院医学研究科整形外科

○湯川昌広，藤哲，山本倫子，

岩崎弘英

【目的】僥側列形成不全の内反手変形に対しては，

cent'･21izationやradializationによる手関節の安定

化・矯正手術が一般的に行われている．2004年

DmrHleyは，手根骨僥側の間隙(radialpocket)

に尺骨頭を移動し，手根骨を尺側化(ulnariza-

tion)する手術方法を提唱した．我々は，本術式

が，より機能的な手関節の可動域と安定性が得ら

れるものと考え,2005年より2例に施行したの

で，その臨床成績を報告する．

【症例，方法】2例の女児．手術時年齢は両例と

もに3歳.Baynetypeml例,typelV1例手術

は掌側より展開し，尺側手根屈筋腱を豆状骨をつ

けて背側へ移動し，手関節背屈の力源とするとと

もに，内反変形再発予防のためのstabilizerとし

た．尺骨頭をradialpocket内に移動し，尺側の手

根骨とK-wireで仮固定した．症例1では前腕の仮

骨延長術を同時に行った．症例2では本術式後1

年で前腕延長術を行ったfOllow-up期間は2年

10カ月および1年5ケ月である．

【結果】症例lでは50nunの延長を同時に行った

ところ，尺骨頭は僥背側へ突出し，術後7ヶ月で

矯正骨きり術を行った．矯正骨切り時には新たな

手関節が形成されていた．自動背屈-15度掌屈

50度可能である．症例2では骨延長を手関節が安

定する1年後まで待機し，自動背屈0度掌屈50

度可能である．両例とも内反変形の再発はなく，

外見上，榛尺屈中間位となっている．

【考察】興味深いことに，本術式後僥側へ移動

させた尺骨頭はあたかも僥骨のように形状を変化

させ，その掌尺側に手根骨との関節面を形成して

いた．しかしながら，手関節の完全な安定化には

約1年を要すると思われた．
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2-8-9

尺側手根伸筋の筋活動と前腕回内外肢位

との関係

RelationshipbetweenEMGActivitiesofExten-

sorCarpiUlnarisandFbrearmPOsition

'新潟医療福祉大学医療技術学部，2東北大学大学院

○大山峰生1，大西秀明'，相馬俊雄1,

半 田康延2

【目的】尺側手根伸筋腱鞘炎は,hypermobilityに

よる機械的腱鞘炎であり，尺側手根伸筋(ECU)

の筋張力の程度が，本疾患に影響を及ぼす可能性

がある．またECU機能は前腕回内外肢位で影響

されるが，その時の筋収縮特性については解明さ

れていない．本研究では，手関節背屈運動時の

ECU活動に前腕回内外肢位が及ぼす影響につい

て筋電図学的に解明し，その特性について検討し

た．

【方法】対象は健常男性9名（平均31才）とした

運動課題は，一定握力（最大の60％）による筒状

掴みと最大努力時の等尺性手関節背屈運動とし

た両課題の測定肢位は，前腕最大回内，回外の

2肢位を設定した．課題動作時のECU筋電図は

双極ワイヤー電極で導出し，筋電図積分値を算出

した．手関節背屈運動課題では，同時に手関節背

屈トルクも測定した.ECUの筋活動と背屈トルク

は，前腕回内外肢位間で比較した(pairedT).

【結果】一定の握力で筒状掴みを行っている時の

ECUの筋活動は，回外位に比べ回内位で有意に高

かった(P<005).手関節背屈運動においては，

ECUの筋活動は回内位に比べ回外位で有意に高

かったが(P<0.01),手関節背屈トルクは逆に回

外位よりも回内位で有意に大きかった(P<

0.01).

【考察】一定握力を維持している時は,ECUは回

内位で負担がかかり易いことが明らかになった．

手関節背屈運動では，背屈力は回外位で低くなる

が,ECUの筋活動は逆に回外位で増加する特性が

あるので,ECUは回外位の背屈力の低下を代償す

るように筋活動が発揮されているものと考えられ

た．このようにECUの筋活動は前腕回内外肢位

で影響されることから，尺側手根伸筋腱鞘炎の発

生要因の解明やその治療においては，前腕肢位を

考盧する必要がある．

2-8-10

リウマチ手関節部分固定術前後の3次元

的動態評価

Three-dimensionalkinematicevaluationofthe

rheumatoidwristsbefOreandafterpartialar-

throdesis

大阪大学大学院医学系研究科整形外科

○有光小百合，村瀬剛，岡久仁洋

竹安酉佳倫森友寿夫

【目的】関節リウマチ(RA)で手関節の癌痛や不

安定性を伴う症例に対し，僥骨月状骨（Ⅲ）固定

術や榛骨舟状骨月状骨(RSL)固定術など部分手

関節固定術がしばしば選択されるが，部分固定術

後RA手関節を3次元的に動態評価した報告はな

い．今回部分固定術後のRA手関節を3次元CTを

用いて動態解析し，我々がこれまで報告した正常

及び術前のRA手関節の3次元動態と比較した

また，Ⅲ固定術後手関節とRSL固定術後手関節

で3次元動態を比較した．

【方法】対象は部分手関節固定術（Ⅲ固定術：6

例,RSL固定術:4例）を施行されたRA患者10名

10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，手根中央関節の3次元動態を評価した．

【結果】Ⅲ固定術を施行された6例の手根中央関

節の3次元的可動域は平均48±21度で，正常手

関節の手根中央関節平均可動域48±7度および

術前の手根中央関節の可動域46±8度と同等で

あった．また回転の方向は榛背屈から掌尺屈の

ダーツスロー方向であり，純粋な掌背屈方向から

平均25±10度斜めに傾斜していたRSL固定術

を施行された4例の手根中央関節の可動域は平均

49±18度で，同4例の術前の平均可動域59±22

度より低下したものの，正常手関節の手根中央関

節と同等の可動域を有していた．回転の方向は同

じくダーツスロー方向であり，純粋な掌背屈方向

から平均26±12度斜めに傾斜していた．

【結論】ダーツスロー運動はADL上最も重要な手

関節の運動といわれている.RL,RSL固定術のい

ずれも術後手関節は，榛背屈から掌尺屈のダーツ

スロー方向に，良好な可動域を有していた．術前

に十分な手根中央関節の可動域が残存していれば

術後良好な手関節機能の改善が期待できる．
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PowerGripに要する手関節背屈力につい

て一榛骨神経ブロックモデルによる検討一

TheStrengthofWdstExtensionfbrHwerGdp

inHeal伽恥lunteer

千葉大学医学部医学研究院整形外科学

○鈴木崇根國吉一樹，高橋仁

柿崎潤，国司俊一

【目的】僥骨神経麻揮に対するRiordan変法施行例

や僥骨神経深枝麻痒例で，手関節背屈筋力が単独

ではMMT4程度あるにもかかわらずHwerGrip

時には手関節掌屈位となり握力が十分に発揮され

ない症例をしばしば経験する．手関節背屈筋が

HwerGdp時の手指屈筋の手関節掌屈作用に抗

して軽度背屈位を維持できないために生じると考

えられる．そこで，手関節背屈力と握力との関係

を明らかにすることを本研究の目的とした．

【方法】対象は健常男性5例10肢（平均年齢34.2

才）である．握力(kg)はJAMAR握力計，手関節

背屈力(N)はMicmFET2を用いて測定した後，

僥骨神経ブロックを施行した握力，背屈力の測

定は完全ブロック後および自動背屈運動が出現し

た時点から完全回復するまで経時的に行い，背屈

力の回復過程と握力との相関関係を調査した各

計測は3回ずつ行い，最大値を測定値として採用

した．

【結果】完全ブロック後の背屈力は全例でONで，

握力は平均13.5kg(7～20),ブロック前の平均

27%(13～38)であったブロックから回復する

過程では背屈力の増加に伴って握力は順調に増加

し，強い相関を示した(r=0.96).hwerGrip時

に手関節を中間位以上に維持できるようになる時

点での背屈力はブロック前に対して平均50％

(40～61)であり，その時の握力はブロック前に

対して平均67％（53～74）を示した．

【結論】手関節背屈筋力を最大の50％程度再建で

きれば，手関節掌屈動作を防ぎ握力を最大の約

70％程度発揮できる．僥骨神経麻痒の再建におい

て検討すべき重要ポイントとなる可能性がある．

2-8-12

僥骨遠位端骨折に対する方形回内筋を温

存した掌側Iockingplate法一バイオメカ
ニクス的検討；第2法一

'Iifeatmentfbrdistalradiushfacturesusingpahar

lockingplatewithsavingthepronatorquadratus

muscle-Abiomechanicalstudy;2ndreport-

東邦大学医学部整形外科学第2講座

○津布久義人，戸部正博，水谷一裕

重光俊男大谷崇裕

【目的】われわれは2004年より方形回内筋を温存

した掌側lockingplate法による僥骨遠位端骨折の

治療について報告しており，第49回本学会でも

BIODEXSYSTEM3を使用し前腕の筋力測定を

行い，短期結果を報告した．今回，さらに症例を

追加し，検討したので報告する．

【方法】2004年8月～2006年7月までに掌側lock-

ingplate法を行った僥骨遠位端骨折128例のうち，

術後12カ月以上経過観察可能であった28例28手

(温存群18手，切離・縫合群10手）を対象とした．

温存群は方形回内筋を骨膜下に剥離し，骨膜下を

<く．らせるようにplateを設置，切離・縫合群は方

形回内筋を僥側で切離しplateを設置後，吸収糸

にて縫合した術後のリハビリテーションは温存

群が術翌日より，切離・縫合群は術後1週間より

行った術後3，6，12カ月にBIODEXSYSTEM3

を使用し，肘関節90.に固定し，左右の手関節回

内および回外の最大トルクを比較し，患側筋力の

欠損率を測定した．また対象とした骨折型は全例

AO分類A2もしくはA3であり，尺骨茎状突起骨折

や靭帯損傷例，認知症のある例は除外した．

【結果】切離・縫合群の術後3，6，12カ月時の回

内・回外筋力の平均欠損率はそれぞれ48.9％・

26.8%･16.3%,46.4%･29.0%･28.3%であっ

た温存群の術後3，6，12カ月時の回内・回外筋

力の平均欠損率は22.9%･12.5%･10.6%,

19.9%・7.0%・7.2%であり，回内・回外筋力と

もに両群間に優位な差を認め，切離・縫合群は術後

1年経過しても筋力の完全な回復は認めなかった．

【結論】今回の検討から，可能であれば方形回内

筋を温存した方が術後の筋力保持に有利であるこ

とが示唆された
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手関節掌背屈における靭帯の歪みの変化

Changeinligamentstraindmngwristflexion

andextension

'名古屋披済会病院整形外科，2テキサス大学医学

部ガルベストン校，3北テキサス大学オステオパ

シー手技医学科

○矢崎尚哉',AndersenClarkR.2,

Scott,Jr:NewtH.2,HttersonRitaM.3,

ViegasStevenE2

【目的】手関節の靭帯は線維が短く狭い範囲に重

なり合っているため歪みの測定は困難で，運動に

伴う歪みの変化を測定した研究はこれまでにな

かった．今回我々は新しい方法を考案し，掌屈背

屈における変化を測定した．

【方法】新鮮凍結屍体2手関節を使用した僥骨，

尺骨，舟状骨，月状骨，三角骨，有頭骨にそれぞ

れ3つのマーカーを接着したカーボンロッドを挿

入．最大掌屈から最大背屈の範囲で他動的に動か

し，光学式モーションキャプチャーシステムによ

り3次元空間における各骨の位置の変化を記録し

た．その前後に1スライス0.63mmのComputed

Tbmographyを撮影し，ソフトウェアMimicsによ

り3次元モデルを作成した各骨に付着する靭帯

を同定し，接触式デジタイザとソフトウェアSpi-

derを使って骨，軟骨および靭帯付着部を入力し

3次元モデルを作成したこれらの2種類の3次

元モデルを組み合わせることにより，靭帯付着部

の距離の変化を測定した．

【成績】舟状月状骨間靭帯の背側部は手関節背屈時

に17％短縮したが，中間位と掌屈位には明らかな

変化はなかった掌側部は中間位に最も短縮し，

背屈掌屈ともに伸長した月状三角骨間靭帯は掌

側部，背側部ともにごくわずかな変化のみであっ

た．背側手根骨間靭帯は手関節背屈時にわずかな

伸長が見られたが，掌屈時は変化がなかった背

側僥骨手根骨間靭帯の僥骨と月状骨の間の線維は

掌屈で伸長し背屈時に短縮したが，月状骨と三角

骨の間の線維は掌屈位で短縮し背屈位に伸長して

いた．2つの検体において同様の変化を認めた

【結論】これまで困難であった手関節運動時におけ

る靭帯の歪みの測定が可能であった．今後，検体

数を増やすとともに，舟状月状骨間靭帯損傷など

における変化を測定していくことにより靭帯損傷

のメカニズムの解明に有用であると考えられた．

2-8-14

僥骨遠位端関節内骨折に対する掌側ロツ
キングプレートの固定性：屍体手関節モ

デルによる研究

VblarlockingplatefixationfOrintra-articmarhfac-

turesofthedistalradius:abiomechanicalstudy

usingacadavermodel

濁協医科大学整形外科

○亀井秀造，長田伝重，吉川勝久，

玉 井 和 哉 ， 野 原 裕

【目的】近年，僥骨遠位端骨折の治療に対しては

掌側ロッキングプレート固定が一般的となってい

る．しかし，関節内骨折に対する固定性について

の研究は報告されていない．今回，5種類の掌側

ロッキングプレートに対して屍体を用いた僥骨遠

位端関節内骨折モデルによる力学試験を行ったの

で報告する．

【方法】ホルマリン固定屍体30肢の前腕近位部か

ら手MP関節までを用いた．僥骨遠位骨幹端部で

7mmの骨欠損を作り，さらに僥骨関節面を十字

状に骨切りしてAO-C3.2型骨折とした手関節モ

デルを作製した．標本を以下の5群に分け，各群

6例づつプレート固定した.I群:DRVLocking

プレート，Ⅱ群:Stellarプレート，Ⅲ群:Acu-Loc

プレート，Ⅳ群:DRPプレート,V群:Matrixプ

レート．標本の僥尺骨近位部と中手骨部を強度試

験機に固定し，手関節に250Nの軸圧を3000回繰

り返し負荷し，3000回目にはモデルが破断するま

で圧負荷を加えた．圧負荷1回目，2回目，3回

目，1000回目，2000回目，3000回目の剛性と3000

回目の弾性限界，破断点を測定した

【結果】剛性の平均値(N/mm)はI群229.7,n

群240.5，Ⅲ群216.7，Ⅳ群172.4,V群173.6でI

群Ⅱ群はⅢ群Ⅳ群V群よりも剛性が高かった弾

性限界の平均値(N)はI群1196,Ⅱ群1454,m

群1120,Ⅳ群805,V群680であった．破断点の平

均値(N)はI群1436,Ⅱ群1655,Ⅲ群1240,W

群1051,V群1045であった．

【結論】I群Ⅱ群は他のプレートよりも強固なプ

レートである．今回のAO-C3.2型骨折モデルに

おいては，すべてのモデルにおいて250N,3000

回負荷では十分な固定性を獲得していた．
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僥骨遠位端骨折に対するnon-bridge創外
固定器のバイオメカニクス

ComparisonofElasticityamong3Non-bridgeEx-

ternalFixatorstoUnstableDistalRadiusRfac-

tureModel

'キッコーマン総合病院整形外科，2茨城県立医療

大學，3筑波大学大学院臨床医学系整形外科

○田中利和'，阿部亮子'，安部伊知朗2，

小川健3，落合直之3

【はじめに】僥骨遠位端に対するnon-bridgetype

創外固定器は多様な機種が発売されているが，

各々が異なる力学的特性を有しているために，骨

折系によっては不向きなものを選択してしまうこ

とがある．今回，僥骨遠位端骨折モデルに対して

主要な3つの機種を用いて，3方向への弾性率を

計測したので報告する．

【方法】僥骨遠位端模擬骨を遠位端部から3cm

の部位でlcm切除し，不安定型僥骨遠位端骨折

モデルを作成した.non-bridge創外固定器は僥骨

僥側から3本のピンを刺入して遠位端を保持する

A群（ピン径2mm),僥骨遠位端を背側から2本

のスクリューで固定するB群(3nm),遠位骨片

に背側2本，僥側1本スクリューを入れて固定す

るC群(2mm)を使用した．どの機種も骨折部

からピンまでの距離，ピン刺入部から創外固定器

までの距離を一定にした．島津製作所製『オート

グラフAG-20KND』を使用して,1)僥側から尺

側方向に2)背側から掌側に3)遠位僥骨手根骨関

節面から近位方向の3方向から圧迫をかけて

stress-strainを計測し弾性率を計算した．断面積

12mm2の圧迫子を使用した．統計学的処理は

onefactorrepeatedANOVERを使用し,p<0.05

を有意差ありとした．

【結果】背側から掌側への弾性率はC群（2377随）

がB群(1019H),A群(1000H)に比し有意に大

きかった．僥側から尺側への弾性率はB群

(7942随）が,C(2866H),A群(1864H)に比較

して有意に大きかった．関節面から近位への弾性率

はC(4688H),B(3584H),A群(2877H)の順

で小さくなり，各群間に統計学的有意差を認めた．

【結論】僥尺側への不安定性があるものにはB群

の創外固定器が，掌背側の不安定性があるものに

はC群の創外固定器を選択することにより不安定

僥骨遠位端骨折を固定することが出来る．

2-8-16

内在筋による手指PIP関節伸展力の検討

htrinsicMuscleContributiontotheProximalln-

terphalangealJointExtensionofthefingers

千葉大学大学院医学研究院整形外科

○国司俊一，國吉一樹，高橋仁，

鈴木崇根，柿崎潤

【目的】手指PIP関節の伸展において，内在筋と外

在筋の関与の割合についての詳細な報告はない．

今回我々はPIP関節伸展力における内在筋の寄与

の程度を評価したので報告する．

【対象・方法】健常者の8手32指（示一小指）を対

象とした．計測はPIP関節を努力下に完全伸展さ

せ基節骨掌側にカウンターを当て，中節骨頭に計

測器(microFET2)を押しつけて行い,PIP関節

が動き出すまでのピーク値をPIP関節伸展力とし

た．手関節は中間位とし,MP関節は0．と90.の2

つの肢位で行った測定後に上腕遠位レベルで僥

骨神経ブロックを施行し，同様の測定を行った．

ブロック後の伸展力をブロック前の伸展力で除し

た値を内在筋の寄与率とした．また，1手4指に

おいては後日，手関節レベルで正中・尺骨神経ブ

ロックを施行し同様の方法で外在筋寄与率を求め

た．

【結果】内在筋の寄与率は手関節中間位･MP関節

0.において，示指から順に平均33.4％・44．2％・

47.6%･43.1%であった．手関節中間位･MP関節

90.屈曲位では，僥骨神経ブロック後の伸展力は

検出限界以下であった正中・尺骨神経ブロック

を行った1手4指におけるMP関節0．での外在筋

寄与率は示指から順に54．8％（内在筋寄与率

47.0%)･48.0%(51.0%)･42.4%(71.6%)･

38.7％（66.3％）であった．

【考察】l手4指における内・外在筋寄与率を比

較するとほぼ整合性がとれ，本研究の測定誤差は

少ないものと予想された．示指の内在筋寄与率が

小さい傾向であったのはPIP関節伸展に関わる外

在筋が示指伸筋，総指伸筋の2筋あり，他指と比

べ外在筋寄与率が大きいためと推察された．尺側

指ではばらつきが大きく，個体差が大きいことが

推察された.MP関節90.においては内在筋の張力

が緩み，滑走性も小さいために僥骨神経ブロック

後のPIP関節伸展力は計測不能であったと考えら

れた．
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掌側亜脱臼MP関節における腱モーメン

トアームの解析一関節リウマチ手指変形

の原因についての一考察

MomentAnnAnalysisofRheumatoidArthritis

SimulatedFingerModelwithMetacarpophalangeal

JointVblarSubluxation

'名古屋大学医学部手の外科，2米国テキサス州立

大学ガルベストン校

○洪淑貴1,ViegasSteven2,BuiordWilliam2

I目的】手指MP関節(MPJ)は関節リウマチ

(RA)で最も早期かつ高頻度に罹患する関節の一

つである.RA患者の約2割ではMPJの掌側亜脱

臼を呈するが，その原因としては側副靱帯

(CLL)や，伸筋腱の支持機構の一部である僥側

矢状索(RSB)が滑膜炎による関節腫脹で弛緩す

ることが挙げられる．本研究の目的は亜脱臼した

MPJ運動時の内在筋・外在筋各腱のモーメント

アーム(MA)を計測し，正常MPJと比較検討す
ることである．

【方法】新鮮屍体標本12肢（男性6肢，女性6肢，

平均年齢71歳）の示指へ停止する全ての筋腱にワ

イヤーを縫着し，これをexcursiontransducerz､

接続した.MPJ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MA

を全可動域にわたって連続的に算出した．正常関

節でMAを計測した後,CLLとRSBを順次切離

し，段階毎にMAを計測した.CLL,RSB切離の

順は半数ずつランダムに割り当てた．

【結果】屈曲伸展運動では,RSBのみの切離では

全可動域で伸筋群のMAが，またCLL単独切離

では60.以上の屈曲位で屈筋群のMAが有意に減

少した．両者を切離すると全ての筋腱のMAが

20.以上の屈曲位で著明に減少した榛尺屈運動

ではRSBのみの切離では榛屈筋群のMAが増大

し,CLL単独切離では榛屈筋群のMAは増大し，

尺屈筋群のMAは減少した．両者の切離では僥尺

屈筋群両者のMAが減少した．

【考察】RSBとCLLはMPJに作用する筋腱のMA
の変化にそれぞれ独自に作用した．両者の切離に

よって生じるMAの変化は掌側亜脱臼を増悪させ

る方向に作用し，屈曲位での著明なMAの減少

は，屈曲拘縮を生じるにもかかわらず患者が握力

低下を自覚する現象の原因である．また両者の切

離で生じる榛尺屈運動時のMAの変化は患者のピ

ンチカの低下を説明しうる．

2-8-18

前腕の肢位の違いによる母指筋力への影響

TheEffectofThumbMuscleStrengthonthe

DiferenceofFbrearmHsition

'金沢大学大学院医学系研究科保健学専攻，2吉村

整形外科医院

○西村誠次'，清水順市'，生田宗博'，

柴田克之'，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，計測方法の基準化のた

めに母指手根中手関節（以下母指CM関節）の僥

側外転角度及び手関節の掌背屈角度の違いによ

る母指筋力への影響を検討してきた．今回はさら

に前腕の肢位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17名17手の右母

指で，年齢は20.9±1.1歳，上肢長は,69.0r

1.9cmであった．本測定システムは，三分力計を

用いた自作センサー部を動歪みアンプと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｡,手関節背屈200,母指CM関節僥側外転20.と

し，前腕は中間位と回内90.,回外90.の3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では多重比

較検定として'rilkeyの方法を用い有意水準を5%

とした．

【結果と考察】伸展では中間位が11.0±3.8N,回

外位が8.3±2.5Nで中間位が回外位よりも有意に

大きかった(P<0.05)．内転では中間位が

36.9±11.3N,回内位が13.0±5.0N,回外位が

13.8±3.6Nで，中間位が回内，回外位よりも有

意に大きかった(P<0.05).屈曲と外転では前腕

の肢位の違いによる有意差はなかった．つまり前

腕の肢位の違いによって伸展運動では長・短母指

伸筋の作用効率が変化することが推測され，内転

運動においても外来筋による影響が示唆された．

また母指筋力の計測では，母指CM関節の僥側外

転角度と手関節の掌背屈角度と同様に，前腕の肢

位も考慮する必要性が示唆された．
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第1手根中手骨関節靭帯の3次元運動解析

Three-dimensionaldynamicmotionanalysisof

thenrstcarpometacarpalngaments

'日本医科大学武蔵小杉病院整形外科，2日本医科

大学整形外科

○南野光彦1，澤泉卓哉2，伊藤博元2

【目的】手関節の筋，腱の運動解析の報告はある

が，靭帯については未だ報告がない．今回，第1

手根中手骨(CM)関節靭帯の3次元運動解析を

行い，母指運動における靭帯長の変化について検

討した．

【対象および方法】新鮮凍結屍体4上肢を用い，

EPL,EPB,FPL,APL,APB,AddPの6腱を選

択的に引っ張り，母指の伸展，屈曲，内転外転

運動をさせ,Microscnbe-3DXDigitizerを用いて，

第lCM関節の3次元運動解析を行った．次に第

1CM関節を解剖し,Dorsoradialligament(DRL),

Hsteriorobliqueligament(POL),Superficialan-

teriorobliqueligament(SAOL),Deepanterior

obliqueligament(DAOL))の4靱帯の付着部を

markingした．そして3次元骨表面モデルを作成

し，母指の各運動下での第1中手骨と大菱形骨の

靱帯付着部間の距離すなわち靱帯長の変化を各靭

帯の僥側縁，尺側縁中間部の3箇所で測定し

た．

【結果】母指屈曲時はDmとPOLが伸張し，伸展

時はSAOLとDAOLが，内転時はDmとSAOL

が，外転時はPOLとDAOLが伸張した第1CM

関節の脱臼肢位である屈曲内転位では，4靱帯中

でDRLだけが伸張していた．中間位の時の靭帯

長を基準とした各靭帯の平均伸張率は，母指最大

屈曲時ではDmとPOLが約20%伸張し，母指最

大内転時ではDmとSAOLが約30-40%伸張して

いた．

【まとめ】本研究は，第1CM関節の靱帯個々の運

動や機能を正確に知る上で有用であり，靭帯損傷

や変性疾患の病態診断と治療の一助になりうると

思われた．

2-8-20

母指外転運動測定法の信頼性

TheReliabilityofMeasurementsofThumbAb-

duction

東京大学医学部整形外科学教室

○伊藤祥三，三浦俊樹岡敬之，

中 村 耕 三

【目的】母指機能において外転運動は重要な要素

である．母指外転は中手骨間角度を用いて表現さ

れることが多いが，その測定法の信頼性について

は不明である．一方で，母指外転を指間距離で評

価する方法もあり，現時点では標準的な測定法は

定まっていない．そこで母指外転の各種測定法の

信頼性を検討した．

【対象と方法】健常ボランティア30名を対象に検

者2名が測定を行った．測定項目として第一に，

最大掌側外転時に5種類(A:中手骨間角度,B:

基節骨間角度,C:母指指節皮線～遠位手掌皮線

距離,D:母指指節皮線僥側縁～近位手掌皮線僥

側縁距離,E:母指指尖～示指近位指節皮線僥側

縁距離）の方法で母指外転の測定を行った.2～

3週の間隔をあけて同様の方法で2回目の測定を

行い，各測定項目に関して検者間信頼性と検者内

信頼性を級内相関係数(intraclasscorrelationco-

e伍cient,ICC)にて評価した．第二に，被検者に

異なる径の円柱（直径3～llcm,1cm刻み）を

把握させ，円柱の直径と各外転測定値との積率相

関係数を求めた

【結果】検者間信頼性，検者内信頼性ともに角度

よりも距離による測定法でICCは高かった．角度

の測定法ではA法で，距離の測定法ではC法で

ICCが低かったまた，径6cm以下ではD法の測

定値が,6cm以上ではE法の測定値が円柱径との

間で高い相関を示した．

【考察】指間距離，特に母指指尖～示指近位指節

皮線僥側縁距離を用いた母指最大外転の評価は信

頼性が高かった．この方法は計測が簡単であり診

療に有用な評価法であるといえる．また，円柱直

径と指間距離との間に高い相関があったことから

指間距離による外転測定法は筒状握り動作を良く

反映しており，日常生活機能を推測しやすい測定

法であると考えられる．

【結語】母指外転運動測定法では角度よりも距離

を用いた測定法の信頼性が高かった．
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家兎手根管内における滑膜下結合組織の

機械的特性

MechanicalPropertiesoftheRabbitCarPal'Iim-

nelSubsynovialConnectiveTissue

'日本大学整形外科,2DMsionofOrthopedic

Resear℃h,DepartmentofOrthopedicSurgery,

MayoClimc

○山口太平',AmadioPeterC.2,AnKai-Nan2,

長岡正宏1，龍順之助】

【目的】一般に家兎モデルは手根管症候群(CTS)

の研究によく用いられる．手根管内の滑膜下結合

組織(SSCT)の損傷がCTSの病因の一つである

可能性についての報告があるが，家兎SSCTの機

械的特性は知られていない．本研究の目的は家兎

SSCTの剪断特性を測定する方法を開発すること

である．

【方法】家兎6体を用いたこれらの家兎より浅

指屈筋(FDS)腱とSSCTを含む手根管の損傷の

無い前足を得た．手根管を開放せずにFDS腱を露

出した．第3指FDS腱を屈筋支帯の近位端から5

mm中枢まで剥離し，その近位端部を縫合しload

cellに接続した．第3指FDS腱末梢端を手根管の

遠位端から5皿、末梢まで露出した検体を実験

台に固定し，第2指と第4指を固定し，第3指は

固定しなかった．検体は実験台と共にリニアサー

ボモーターとloadcellに取り付けた第3指FDS

腱を牽引しPIP関節の最大屈曲位まで測定した．

この測定の後，第3指FDS腱を手根管から5

m、末梢で切離し第3指FDS腱が手根管を完全に

引き抜けるまで牽引を続けたこの張力は第3指

FDS腱とSSCTの結合している剪断力である．

【結果】最大屈曲位までのFDS腱の移動距離は

7.08mm(SDO.77)であった最大屈曲位の剪

断力は317mN(SD166)であった．最大屈曲時

の剪断力の割合は54.5%(SD19.4)であった．

最大屈曲位で吸収されるエネルギーは0.29mJ

(SDO.31)であった剪断力が最大値より5%の

FDS腱の移動距離は3.04mm(SDO.99)であっ

た．

【結語】本研究において家兎の第3指FDS腱と

SSCTの剪断特性を測定する方法を開発した．本

モデルは今後CTSの病態研究に有用であると考

えている．

2-8-22

Di什erentialMotionsofMedianNerve

andSubsynovialConnectiveTissuein

DifferentFingerMotionswithinCarpal
TunneIDifferentialMotionsofMedian

NerveandSubsynovialConnectiveTis-

sueinDi什erentFingerMotionswithin

CarpalTunnel

OrthopedicBiomechanicsLaboratorMMayoClinic

CollegeofMedicine

○YbshiiYilichi,ZhaoChunfeng,

HendersonJacqueline,AnKai-Nan,

AmadiokterC.

[Introduction]Ithasbeensuggestedthatthe

pathologicalchangesofCTSarecausedbyshear

injurytothesubsynovialconnectivetissue

(SSCT).'Ibestimatetheshearstraminthe

SSCTdmngfingermotion,wemeasuredthe

relativemotionoftheSSCTandmediannerve.

Methods]Usingfluoroscopy;wemeasuredthe

relativemotionofthemiddlehngerflexordigito-

mmsuperficialis(FDS)tendon,SSCT;and

mediannerveintenhumancadavers・The

measurementswereobtainedfOrtwodifferent

motions:simulatedisolatedmiddlenngermotion,

andsimulatednstmotion・ThemaximumtendOn

excursionwasdennedaslOO%・Thepercentage

ofSSCTandmediannervemotionrelativetoten-

donexcursionweremeasuredateachlO%incre-

mentoftendonexcursionandthemotion

patternsduringdifferentialfingermotionfOreach

tissuewerecompared.haddition,themotionpat-

ternsofSSCTandmediannervewerecompared.

[Results]Theisolatednddlefingermotionwas

significantlylessthanthefstmotionmrboth

SSCTandmediannerve.Themediannervemo-

tionwassignificantlylessthanSSCTmotionbe-

yond20%ofmaximaltendonexcursion.

[Discussion]Thisstudydemonstratedthatd倣うr‐

entialfingermotionaffectedthemotionpatterns

oftheSSCTThissuggeststhatdiHerentnnger

motionsgeneratesdifferentshearstrainsinthe

SSCTThismayhelptounderstandtheriskfOr

shearinjurywithcertainfingermotions.
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母指CM関節症に対する関節鏡視下手術

ArthroscopicsurgeryfOrthethumbcarpometa-

carpaljointarthritis

'木原整形外科医院，2聖マリアンナ医科大学横浜

市西部病院3聖マリアンナ医科大学整形外科学教

室

○木原仁1,笹益雄2,里見嘉昭3,

新井猛2，別府諸兄2

【目的】今回われわれは，母指CM関症節症（以下

OA例）に対して関節鏡視下手術を施行した症例

の手術成績について報告する．

【対象】手術適応は術前病期がEaton分類のstage3

までとし，関節リウマチや外傷後の不安定性症例

は適応外とした．症例は16例で女性10例，男性6

例，手術時年齢は23から80歳で平均57歳であっ

た症例の内訳は1次性OAが13例,2次性OAが

3例で，術前病期はstage2:10例,stage3:6例

であった．

【方法】関節鏡の刺入点は鏡視と手術器具用に母

指CM関節直上で長母指外転筋腱の僥側と尺側の

2ヶ所に作製した手術は滑膜切除と大菱形骨の

部分切除を行った大菱形骨の切除範囲は海面骨

がわずかに露出するまで行い，大菱形骨の部分切

除後に生じた間隙には同側の長掌筋腱を採取し充

填した．長掌筋腱の欠損例には僥側手根屈筋腱の

半切を利用した．術後平均経過観察は平均2年

8カ月である．

【結果】直接検診し得た9例中6例は痙痛が消失

していたが，3例は軽度残存していたLateral

pinchは術前平均3.3kgから5.6kgに,3finger

pinchは術前平均2.1kgから術後5.9kgに改善し

た．またX線上，関節症性変化が進行した症例は

なかった．術後合併症は僥骨神経背側枝の刺激症

状を認めた1例と充填した長掌筋腱が皮下結節と

なり，部分切除した症例がl例あった

【考察】母指CM関節症に対する鏡視下手術は皮

切も小さく整容的にも優れており，術後成績も安

定していた本法の不成功例に対しては，従来法

で手術を行うことが可能であるが現在まで再手術

に至った症例はない．手術適応は限定されるが推

奨できる方法と考える．

2-9-2

母指CM関節障害に対するLRTI法術後の

早期回復過程

EarlyProcessofRecoveryafterLRTIProcedure

fbrThumbCMCArthritis

東京大学医学部整形外科

○三浦俊樹，石山典幸，大数加光治，

伊藤祥三，中村耕三

【はじめに】母指CM関節障害に対してBurtonら

のligamentreconstructiontendoninterposition

(LRTI)法は術後長期にわたって安定した効果が

得られる優れた治療法である．一方で,LRTI法

では手術効果が安定するまでに時間がかかるとい

う意見もある．そこで術後6ケ月までの早期の効

果に着目して現在当科で行っているLRTI変法の

効果を検討した．

【対象･方法】母指CM関節障害に対してLRTI変

法を行った10例を対象とした．手術は原則として

母指中手骨と大菱形骨のCM関節面を最小限切除

し，遊離で採取したPL腱をFCRに縫合してBur-

ton法に準じた靱帯再建と腱挿入を行った．術前，

術後2ケ月，4ケ月，6ケ月，および最終時に瘻

痛，可動性，力の各指標を評価した．瘤痛は

Davisらのスコアを使用した．可動性は対立をKa-

pandjiindexで，最大掌側外転を第1指間距離
(母指尖一示指近位指節皮線）で評価した力は

握力,keypinch,tippinchを測定した

【結果】瘻痛スコアは術前と比較して術後2ヶ月

の時点から有意に改善していた．6ヶ月時点で全

例瘻痛は全くないか軽度の違和感程度であった．

可動性では対立が術後2ヶ月から徐々に改善して

いく傾向にあった最大掌側外転は術前後で変化

がなかった．力に関しては握力,tippinchとも

4ヶ月で,keypinchは6ヶ月で改善していた．

【考察】治療効果が早期に得られることは手術の

重要な要素である.IRTI法は早期からの症状改

善も期待できる治療法であるといえる．以前の報

告と比べ，骨切除量を最小にすること，靱帯再建

法の工夫が早期からの症状改善につながった可能

性がある．今後は統一された母指機能評価法に基

づいて他の治療法との詳細な比較を行っていくこ

とが必要である．

【結語】LRTI法では術後早期から瘻痛，可動性，

力の各指標が改善していた．
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2-9-3

表面置換型母指人工CM関節術後4年以

上の経過例について

FburyearsfOllowupoftheSRTiapeziometacar-

palProsthesisofthumb.

東京手の外科

○山口利仁，

南川義隆

スポーツ医学研究所

平田丞，脇田隆司，

【目的】母指CM関節症に対し，当院では全例に装

具を装着し6ヶ月以上の保存療法を第一に選択し

症状が改善する例が多い．保存療法で無効の場合

には手術療法となるが，手術法のうち関節固定術

は，母指を対立位のどの角度で固定するかは症例

により差があるために，術後思わぬ不満を聞くこ

とが多い．さらに他の関節にも既に変形性変化を

来たしている場合も多く,CM関節固定術後，そ

の分動きや荷重の負担が増えた他の関節の症状が

顕在化して思わぬ愁訴を聞くことがあり，当院で

は固定術は現在行っていない．そこで母指CM関

節にはある程度の可動性が残されることが望まし

く，われわれはAVANTASRTMCImplantSys-

temを平成15年9月より用い種々の工夫をしてき

た．その初期の10症例は4年以上経過しており，

その結果を報告する．

【対象】男1例，女9例の10症例で，女の1例は

両母指に手術したため合計ll指である．手術時年

齢は51～70歳，平均61.1歳術前のEaton分類で

stage3が2指,stage4が9指で，平均経過観察

期間は約4,03年である．

【結果】7例7指では愁訴は全くなく手を自由に

使用している．X線所見でもルースニングはなく

順調である．他の3例のうち2例はCM関節自体

は問題がないが1例はSTT関節症の悪化,1例は

MP関節とIP関節の変形性変化が悪化して母指の

使用に制限を見たそして両母指にCM関節置換

術を施行したl例は両側にルースニングがみら

れ，関節の腫脹と瘻痛が強く著明な可動域の制限

があり，再手術を予定している．本手術には種々

の問題点があり様々な工夫をしてきたが，今回の

10例は手術法や形状を変更する以前の症例であっ

たが,CM関節自体に再手術を必要とする例は11

指中2指であり，本手術の経過としては比較的良

好と思われる．

2-9-4

母指CM関節症に対する関節固定術

ArthrodesismrtheOsteoarthrosisoftheThumb

CarpometacarpalJoint

熊本整形外科病院

○ 田 嶋 光

【目的】母指CM関節症に対する手術原則は，関節

症変化が軽度で不安定性に依る労作時痛には靱帯

再建法を,X線上関節症変化が進行した例では関

節固定術を選択してきた我々は骨移植を加えな

l/､tensionbandwiring法(TBW法）を最近では圧

迫螺子も使用してきており，手術手技，治療成

績，評価法および関節固定術の問題点と今後の課

題について検討する．

【対象方法】1994年から2007年4月までの母指CM

関節症に対する関節固定術症例は，48歳から81歳

で，女26例男7例右18手左16手両側1手の33例34

手であった．2例を除き一次性関節症で,Eaton

分類ではstagel:1手stage2:3手3:27手4:

3手，30手はTBW法,3手にmimACUTRAK

screw,1手にDTJscrewを使用

【結果】34手中TBW法を行った3手に骨癒合が得

られず，内2手は部分癒合でTBW抜去後mini

ACUTRAKで再固定し癒合,1手はTBW抜去後

放置，結果として関節形成術となりTBW法の1

例でK－鋼線が手根管に穿通し経時的に示指深指

屈筋腱断裂術後6ヶ月から2年5カ月で癒合が

得られTBW抜去後で最終評価が得られた30例31

手を評価した．水関の評価では痛み，動き，自覚

的満足度の3項目で1手を除き全て優・良

【結論】母指CM関節症に対する関節固定術は，除

痛効果により本人の自覚的満足度は高く，固定角

度は掌側外転30.僥側外転20°としても，外転･対

立機能障害は少ない.TBW法は確実に行われれ

ば外固定を要さず早期に日常生活復帰が可能であ

るが，問題点も残している．症例ごとに各種圧迫

螺子との使い分けを考盧する．
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2-9-5

握力は年齢とともに中手骨骨密度の説明

変数である

GripStrengthasWenasAgeisanExplanatory

FhctorofMetacarpalBoneMineralDensity

'産業医科大学整形外科，2中間市立病院整形外科，

3長崎大学医学部公衆衛生

○酒井昭典1，大茂壽久1，戸羽直樹2，

青柳潔3，中村利孝Ⅱ

【目的】地域住民女性において，握力は年齢とと

もに中手骨骨密度の説明変数であるか否かを明ら

かにする．

【方法】対象は30歳以上の地域住民女性で検診参

加者90名である．調査項目は，年齢，身長，体重

体脂肪，握力（利き手)，第2中手骨量密度

(metacarpalbonemineraldensity:CXD法),踵骨

骨密度(stiffiless:QⅢ法）である．

【結果】中手骨骨密度と踵骨骨密度はそれぞれ年

齢と有意な負の相関を示した．また，中手骨骨密

度と踵骨骨密度は有意な正の相関を示した中手

骨骨密度が若年成人平均値(YAM)の70%以上の

群（非骨粗渥症群）と70％未満の群（骨粗霧症

群）に分けると，握力（平均±標準偏差）は非骨

粗霧症群27.4±5.3kg,骨粗霧症群19.4±6.7kgで

あり骨粗霧症群で有意に低かった(p<0.01).一

方，年齢は非骨粗寵症群52.4±15．6歳，骨粗霧

症群75.0±5.1歳であり骨粗髭症群で有意に高

かった(p<0.01).次に，骨密度を従属変数に，

年齢，身長体重BⅢ，体脂肪，握力を説明変

数としてstepwise回帰分析を行った．その結果，

中手骨骨密度の有意な説明変数は年齢（標準回帰

係数-0.566)と握力(0.349)であり，踵骨量密

度の有意な説明変数は年齢（-0.588）と体重

(0.224）であった．

【考察】年齢で補正して解析した結果，握力は中

手骨量密度の説明変数であり，体重は踵骨量密度

の説明変数であった年齢とともに局所の力学的

負荷の増減が骨密度に影響を及ぼしていることが

示唆された．

【結論】地域住民女性において，握力は年齢とと

もに中手骨量密度の有意な説明変数である．

2-9-6

ヘバーデン結節に対するステロイド軟盲

を使用した治療の試み

UseofointmentincludingsteroidfOrHeberdenis

tubercule

せんぽ東京高輪病院整形外科

○中川種史，大数加光治

【はじめに】ヘバーデン結節では，当初NSAIDを

含有する軟膏などの外用治療が行われるが，著明

な効果が得られない場合も多い．また近年テーピ

ングの報告もあるが，いまだ一般的でない．重症

例ではステロイドの関節注入が有効な場合があ

る．ファルネシル酸プレドニンゲルはリウマチの

手指病変に使用されるステロイド軟膏であり，関

節内への良好な移行が特徴とされている．われわ

れは本症にこの軟膏を応用し症状の軽減を得てい

るので報告する．

【症例】臨床的にDIP関節の腫脹瘻痛を主訴と

し，臨床的にリウマチの診断基準を満たさない30

例である．男性3例，女性27例年齢平均70.4歳で

あった．方法:本軟膏処方後2週間で，ⅦSによる

症状軽減，主観評価と副作用について調査した．

さらに他の6例の両側例で本軟膏とインドメタシ

ン含有ゲルを左右に使用して比較試験を行った

【結果】30例中25例では主観評価で何らかの治療

効果が見られ，無効例は5例であった．ⅦSでは

治療前の症状を100とした場合，平均67.5となっ

た．副作用はl例で軽度の皮層発赤が見られたの

みであった主観的な短所では“べたべたする”

とした例が5例あった．インドメタシン含有ゲル

との比較では6例中4例で本軟膏の優越性を報告

した．

【考察とまとめ】ヘバーデン結節は重大な症状に

移行する疾病ではなく，ある時期を経過すると変

形を残して瘻痛はほぼ消滅する．このため治療が

本格的には行われない場合がしばしばである．し

かし，複数の指に時期が異なって発症すると手の

使用に困難が発生する症例もあり，有効な治療法

が望まれる．今回の症例では，自覚的に有効性が

高く，副作用もほとんど見られていない．ファル

ネシル酸プレドニンゲルはヘバーデン結節に対す

る有用な治療としてよいと考えている．
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Z-9-7

DTJscrewを用いた指節関節固定術の検討

Arhrodesisoftheinterphalangealjomtusing

DTJscrew

兵庫医科大学整形外科学教室

○奥野宏昭，田中寿一，大迎知宏

蔭山敬久，吉矢晋一

【目的】指節関節が著しく変形または関節破壊を

来し，日常生活動作において瘻痛が強く，不安定

性を来した症例では，その治療として関節固定術

が適切である．関節固定法は，従来より鋼線締結

法をはじめとして様々な方法が行われているが，

当科では2000年11月以降から,DTJscrewを用い

てきた．今回,DTJscrewを用いた指節関節固定

術を行った症例に対し，その術後成績について検

討し報告する．

【方法】2000年11月より当科で関節固定術をD町

Screwを用いて行った52症例,53関節について検

討した年齢は19歳から82歳，平均年齢は53.6歳

で男性22例，女性31例32関節であった．原因とし

ては，変形性関節症27例，関節リウマチ15例，外

傷後8例，そのほか3例であった．

【成績】Screw固定時に骨皮質が割れ鋼線締結法を

用いた一症例を除き，全例骨癒合が得られた．

【結論】DTJscl℃wは，構造が中空構造であるた

め，関節面を掻爬し1.2ミリの鋼線で仮固定した

のちScrewをそのまま刺入可能であるといった手

術手技的に簡便な内固定材料である．またdou-

blethreadedscrewであり，固定力においても強

固であり，今回検討した症例において，良好な結

果を得た．しかしScrew挿入の際，ドリリングを

行った骨孔にscrewheadを無理に挿入すると皮

質骨を破損してしまうことがあり，またしっかり

と挿入されていないと，スレッド部が骨より突出

し軟部組織の損傷の危険性があるため，挿入の際

には，わずかに大きめに骨孔を作製した後，十

分，スレッド部が皮質骨下へと収まるよう，挿入

することが大切である．また0.8ミリ鋼線が使用

可能な中空構造のDTJscrewminiも使用可能で

あり，指節骨のさまざまなサイズに対応可能であ

り，今後使用していく予定である．

Z-9-8

指節間関節の関節症の分布及び骨密度と

の関係

Prevalenceofthehandosteoarthritisandtheas-

sociationwithbonemineraldensity

'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'，竹内慶法'，土屋卓人'，

酒井昭典2

【背景・目的】指節間関節の関節症(OA)は，左

右対称性に存在し，加齢に伴い増加することが大

規模な疫学調査により明らかにされている．また

指節間関節のOAが骨粗霧症の危険因子とする報

告もされている．本邦では，指節間関節に関する

疫学調査の報告は少ない．本研究の目的は，指節

間関節のOAの分布調査，および骨密度との関係

を検討することである．

【対象】骨粗霧症検診を当院で行った60歳～95歳

(平均73歳）の女性339人を対象とした．

【方法】骨密度測定(DIP法）に使用した両手の単

純X線正面像を用いて各指節間関節のOAの診断

を行った.OAはkellgren-Lawrenceのgrade2以

上とした.OAの分布の検討を行い，これまでの

疫学調査との比較を行った．また指節間関節の

OAの罹患数が年齢あるいは骨密度に関連するか

統計学的検討を行った．

【結果】1:OAの罹患は左右とも母指IPJ,示指

DIPJ,中指DIRJ,母指C川の順に多く存在した．

OA罹患頻度の差は左右間に認められず，左右対

称であった.2:OAの罹患数は高齢者ほど，また

骨密度が低くなるほど有意に多く認められた3：

説明変数を年齢と骨密度とし，結果変数をOAの

罹患数として行った重回帰分析の結果では,OA

の罹患数と相関したのは年齢のみであった．

【結論】今回の疫学調査では，指節間関節OAは母

指IPJ,示指D町，中指DIPJ,母指CMJの順に多

く，他の疫学調査と同様に左右対称であった．指

節間関節OAの因子は年齢であり，骨密度は因子

では無かった．
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2-9-9

高齢者の低工ネルギータ膓による僥骨遠位

端骨折の転位の程度と腰椎骨密度の関係

RadiusDefOrmityisCloselyAssociatedwith

BoneMmeralDensityoftheLumbarSpinem

Low-energyDistalRadiusRfacturesofElderly

Htients

'産業医科大学医学部整形外科，2香川労災病院整

形外科

○山中芳亮'，酒井昭典1，大茂壽久'，

中村利孝1,善家雄吉2

【目的】本研究の目的は，高齢者の転倒による背

側転位型僥骨遠位端骨折の受傷時の転位の程度が

腰椎骨密度と関連があるか否かを明らかにするこ

とである．

【対象と方法】2002年より200碑までの間に，手術

を行った50歳以上の背側転位型榛骨遠位端骨折

(Colles骨折）で，受傷機転が転倒である141例を対

象とした．転落や交通事故による高エネルギー外傷

症例は除外した男性14例女性127例，平均年齢

71.8歳(51～95),腰椎骨密度平均0.730(0.379~

l.053),bodymassindex平均22.1(17.1～29.2),

AO分類A87FI,C54例尺骨茎状突起骨折有り93

例無し48例であった初診時，腰椎骨密度と尿中

NTXを測定した．僥骨遠位端骨折の転位の程度は手

関節単純X線正面像におけるmnarvariance(UV),

radialinclmation(m),volartilt(VT)で評価した

【結果】l)腰椎骨密度がYAM<70%の群は，

YAM≧70%と比較して〔Ⅳ,m,VT共に有意に受

傷時の転位の程度が大きかった（すべてp<

0.05)．2）骨折受傷時の[Ⅳは腰椎骨密度と有意

な負の相関を示した(r=0.14,p<0.05).3)初

診時の[Ⅳに影響を与える有意な因子は，Ⅲ，腰

椎骨密度,VTであった（説明変数：性別，年齢

Bodymassindex,尺骨茎状突起骨折の有無,AO

分類Ⅲ,VT,腰椎骨密度，尿中NTx).

【結論】高齢者の僥骨遠位端骨折では，骨折の転

位の程度は腰椎骨密度と密接に関連している．

2-9-10

僥骨遠位端骨折（脆弱性骨折）患者に骨

粗霧症の薬物治療はどのくらい行われて

いるのか？

Whatper℃entageofdistalradius丘acturepa-

tientswithosteoporosisweretreatedwithantios-

teopomticdrugs？

'済生会川口総合病院整形外科，2東京医科歯科大

学整形外科

○志村治彦'，太田剛'，佐藤浩一'，

若林良明2，四宮謙一2

【目的】最近の急速な高齢化により骨粗繧症患者

は急増しており，現在約1100万人と推定されてい

る．骨粗繧症が悪化すると，脆弱性骨折が生じ

QOLを低下させ延いては生命予後を悪化させる．

しかし実際の臨床の現場では骨折治療に重点が置

かれ，骨粗繧症治療まで手が回っていないという

指摘を受けることがあった．そこで，僥骨遠位端

骨折（脆弱性）患者に受傷前・受傷後何らかの

骨粗瘻薬を処方されていたかどうかを調査した．

【対象と方法】2004年1月～2007年9月までに治

療を行った僥骨遠位端骨折144例のうち脆弱性骨

折75例を対象として調査した平均年齢は63.6歳

(48～89歳)，男性4例女性71例．

【結果】何らかの骨粗瘻薬が処方されていたのは受

傷前2例（2.7％)，受傷後25例（33.3％)．内訳は，

受傷前ビスフォスフォネート製剤1例ビタミンD

製剤l例受傷後ビスフォスフォネート製剤20例

SERM製剤3例ビタミンD製剤2例．受傷後の薬

物治療率は2004年ll.2%,2005年18.8%,2006年

33.3％，2007年60.9％と年々 上昇していた．

【考察】骨粗霧症による僥骨遠位端骨折では関節

内・背側皮質粉砕骨折が多く従来治療に難渋して

いたが，2003年頃よりロッキングプレートが広ま

り矯正損失のない満足した成績が得られるように

なってきたその一方で，骨粗瘻症治療は全体の

33.3％にしかされておらず高率とはいえなかっ

た．しかし経年的にみると治療率は確実に上昇し

ていた．これは2006年「骨粗霧症の予防と治療の

ガイドライン」による影響が大きいと思われる．

僥骨遠位端骨折患者は60歳代から増加が著しく，

それに比較して大腿骨頚部骨折・上腕骨頚部骨折

患者は70歳代から増加が著しい．僥骨遠位端骨折

を治療する我々手の外科医が骨粗霧症治療を始め

るかどうかがその後の脆弱性骨折の再発に重要と

考えられた．

-S217-



2-9-11

僥骨遠位端骨折に合併した尺骨茎状突起

骨折における尺骨無治療例の手関節尺側

部痛

UInarWristhininHtientswithUnarStyloid

FractureAssociatedwithDistalRadiusRfacture

withoutReductionofmnarStylOid

1聖ヨゼフ病院整形外科，2横須賀北部共済病院整

形外科，3横浜市立市民病院整形外科，精浜市立

大学附属病院整形外科

○岡崎敦'，坂野裕昭2，黒坂望'，

中澤明尋3〃齋藤知行4

【はじめに】我々は，尺骨茎状突起骨折を伴う僥

骨遠位端骨折において，僥骨を解剖学的に整復固

定し尺骨を無処置とした場合の予後について前向

きに検討したので報告する．

【対象と方法】対象は術後3ヵ月以上経過した尺

骨茎状突起骨折を合併した僥骨遠位端骨折手術例

116例116手，男性41例，女性75例，年齢は平均

61.7才，経過観察期間は平均14.4ケ月，尺骨骨折

部位は中村らの分類で先端部20手，中央部28手，

基部52手，基部から骨端部16手であった僥骨遠

位端骨折に対する治療はnon-bridging型創外固定
49手，プレート固定67手であり，全例尺骨茎状突

起の内固定は行わなかった手術時手関節鏡

(AS)を43手に施行した症例を手関節尺側部痛

のある群（瘻痛（＋）群）とない群（瘻痛（－）

群）に分け,X線像により，調査時の尺骨茎状突

起の偽関節の有無,HImar'111t(PT),Radialh-

clination(m),mnarWriance(UV)について調

査した．

【結果】手関節尺側部痛を7手（6.0％）に，偽関節

を69手(59.5％）に認めた．全例瘻痛の程度は軽く，

原職に復帰していた.ASを行った43手のうち36手

(84％）でTFCC損傷を認めた.HImer分類では

ClasslAが4手,1A+1Bが1手,1Bが3手,1B+1D

が18手,1Dが10手であった．調査時PTは痙痛(+)

群で11.3±4.2.および瘤痛（一）群で11.8±6.0･,

mは24.8±4.6･および24.1±4.6.,UVは4.7±4.0

nmおよび2.1±1.8mmであった偽関節および

TFCC損傷の有無PT,RIAと，手関節尺側部痛の

間に相関は認めなかったが,UVは瘻痛(+)群で有

意に大きかった(p<0.05).

【考察】偽関節およびTFCC損傷の有無と瘻痛は

相関を認めなかったが,UVの大きい症例で手関

節尺側部痛を有意に多く認めた．手関節尺側部痛

を予防するためには，榛骨の解剖学的整復位を獲

得し，術後の短縮変形を防止することが重要であ

ると考える．

2-9-12

榛尺骨遠位端骨折の治療成績一尺骨内固

定の必要性についての検討一

TieatmentofDistalRadiusandUInarFracture

-NecessityoflnternalFixationofDistalUInar-

'香川労災病院整形外科，2香川労災病院リハビリ

テーション科

○森谷史朗1，善家雄吉'，前原孝1，

林智樹1，生熊久敬！

【目的】僥骨遠位端骨折に対する掌側lockingplate

による内固定は確立された治療となっているが1

合併する尺骨遠位端骨折（尺骨茎状突起骨折を除

く）の治療法については意見が分かれる所である．

本研究の目的は榛尺骨遠位端骨折の治療成績を調

査し，尺骨内固定の必要性を検討することである．

【対象および方法】2004年ll月～2007年10月まで

に内固定を行った僥骨遠位端骨折178例中，尺骨

遠位端骨折を合併した15例15手を対象とした．男

性2例女性13例，平均年齢は69.2歳，経過観察期

間は平均8.4ヵ月であった．骨折型は僥骨がAO分

類でA2:3例/A3:8例/C2:4例，尺骨がBiy-

ani分類でtypel:3例/type2:4例/type3:5

例/type4:3例であった．尺骨の内固定方法は

plate固定9例/tensionbandwiring4例／経皮的

pinning2例であった．これら症例に対して経時的

な関節可動域および握力,X線学的評価としてul-

narvariance,臨床評価として日本手の外科学会手

関節機能評価基準（以下JSSH)を調査,検討した

【結果】関節可動域は最終調査時，背屈平均69γ

掌屈83cｿ回内887回外86.であった握力は術後

4週で健側の約50%,12週で約80%の改善を認め

た［Ⅳはほぼ術直後の整復位を維持できていた．

JSSHでは，最終調査時全例excellentであったが，

術後2ケ月の時点ではexcellentlO例/good4例／

fairl例であった．その内訳を検討したところ，

excellentlO例のうち7例はplate固定を行った症

例であり，早期機能回復にはplate固定が有用で
あった．

【考察および結論】榛尺骨遠位端骨折の治療に対

して，僥骨が掌側lockingplateによる内固定で早

期ROMが可能となった現在，同様に尺骨の強固

な内固定が必要であると考えられた．尺骨の内固

定材料としてはplateが有用であった．今後lock-

ing機構を有するlowprofileなplateの開発が望ま
れる．
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僥骨遠位端骨折に合併する尺骨茎状突起

骨折の治療成績

Doesulnarstyloidhactureaffectthesurgical

outcomeofdistalradiusfracture

'社会保険中京病院整形外科，2金城学院大学生活

環境学部食環境栄養学科,3愛知県厚生連加茂病院

整形外科，4市立四日市病院整形外科

○夏目唯弘1，今枝敏彦2，稲垣弘進3，

馬島雅高4

【目的】尺骨茎状突起骨折が僥骨遠位端骨折の臨

床成績へ及ぼす影響を調査すること．

【対象と方法】2006年4月～2007年3月に僥骨遠

位端骨折に対し掌側ロッキングプレートを用いて

治療した55例を対象とした．男性18例，女性37

例，平均年齢56.7±16.7歳，平均観察期間は6ケ

月であった32例（58.2％）に尺骨茎状突起骨折

を合併し，転位の大きい10例では骨接合術を行っ

た尺骨茎状突起骨折の骨折型は中村の分類で

tip6例,center6例basel8例,proximal2例で

あったMayowristscore(以下score)での成績

不良例を調査し，僥骨遠位端骨折単独群（以下単

独群)，尺骨茎状突起合併tip・center群（以下tip

群)，尺骨茎状突起骨折合併base･proximal群（以

下base群）の3群に分けscoreおよび回内外可動

域，手関節尺側部痛の有無，痛みの程度(visual

analogscaleを使用),術直後・最終単純X線像の

voraltilt,ulnarvariance(以下UV)について比較

し尺骨茎状突起骨折の有無および部位と成績不良

因子との関連を調べた．

【結果】成績不良因子は回内外制限，手関節尺側部

痛あり，強い痛み,Wの矯正損失であったscore

は単独群77.8±10.0点,tip群80.4±7.8点,base群

82.6±5.0点，回内外可動域は単独群163.3±23.28

度,tip群172.5±12.7度,base群164.8±24.4度で3

群問に有意差を認めなかった尺側部痛の頻度，

程度には有意差を認めなかったⅢ矯正損失は

単独群0.66±1.96mm,tip群0.53±1.28,base群

0.62±l.88といずれも僥骨は良好な整復位が保た

れていた．

【考察及び結論】尺骨茎状突起骨折の有無および

部位が尺側部痛や可動域制限を引き起こすことは

無く成績に影響しなかった単独群でも多く尺側

部痛を認め骨性要因ではなくTFCCなどの軟部組

織損傷が痛みの主原因として考えられるのではな

いかと思われた．

2-9-14

尺骨遠位端骨折の治療

TieatmentofDistalUlnamacture

'山口大学大学院医学系研究科整形外科，2山口県

立総合医療センター整形外科,3済生会山口総合病

院整形外科，4光市立大和総合病院整形外科

○小笠博義1，酒井和裕2，大野晃靖3，

大塚儲，村松慶一】

【目的】尺骨遠位端骨折の治療成績のまとまった

報告は比較的少なく，尺骨遠位部に特化した適当

な内固定材料も現在までのところみあたらない．

尺骨遠位端骨折の治療法と成績を報告し，内固定

材料について検討する．

【対象と方法】女性27例，男性3例の30手関節で，

僥骨遠位端骨折合併は29例であった．受傷時年齢

は44～86歳（平均72歳）で，原因は転倒23例，転

落5例，交通事故2例であった．尺骨遠位端骨折

の骨折型はBiyani分類でtypel;6例,type2;7

例,type3;7例,type4;10例で，僥骨遠位端骨
折はAO分類でA2;1例,A3;11例,Cl;5例，

C2;7例C3;5例であった受傷日から手術ま

での待機期間は1～12日（平均7.7日）で，僥骨

は掌側プレート固定を行い，尺骨の内固定にK-

wire,ミニプレート・スクリューシステム,1/3

円プレートなどを使用した.X線での骨癒合と，

受傷時・術直後・調査時のUInarWriance,DRm

gapを計測し，臨床評価として比rnandezの評価
法を用いた

【結果および考察】骨癒合はK-wireで固定したl

例を除く全例に得られ,mnarWrianceは受傷時

1.75mm,術直後-0.17mm,調査時0.12mmで，

DR町gapは受傷時1.33mm,術直後1.25mm,調

査時1.21mmで,6ケ月以上経過観察可能であっ

た症例の治療成績はExcellent6例,Goodl2例，

Fair8例であった．尺骨遠位端骨折の多くは合併

する僥骨遠位端骨折の確実な整復固定が優先され

るが,DRmの適合性に関しては尺骨の整復が治

療成績を左右する．僥骨遠位端骨折に対しては，

様々な専用プレートが開発されてきているが，尺

骨遠位端骨折に対しては既存の内固定材料を工夫

して使用しているのが現状である．現時点ではミ

ニプレート・スクリューシステムは内固定材形状

の選択肢が多く，固定性も比較的良好であり，尺

骨遠位端の有効な内固定材料と考えられる．
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僥骨遠位端骨折に合併する尺骨遠位端骨
折の治療法尺骨頭切除と尺骨骨接合

Surgical'IifeatmentofDistalUInamacturesasso-

ciatedwithDistalRadiusFracture

名古屋披済会病院整形外科

○米田英正，渡邉健太郎，佐久間雅之，

矢島弘毅

【目的】僥骨遠位端骨折に合併する尺骨遠位端骨

折の治療法については報告例が少ない．今回過去

5年間に当院で外科的治療を必要とした榛尺骨遠

位端骨折の症例につき，一期的に尺骨頭を切除し

た群（以下A群）と尺骨の内固定を行った群（以

下B群）の2つの群に分けて治療成績を検討した

ので報告する．

【対象および方法】症例は22例22関節で,A群が9

例,B群が13例であった平均年齢はA群では82

歳B群では63歳であった．僥骨遠位端骨折の骨

折型はAO分類でA3型が14例,B1型がl例,C2型

が3例C3型が4例であった．尺骨遠位端骨折は

Biyani分類で1型が9例,2型が2例,3型が2

例，4型が9例であった．僥骨遠位端骨折は掌側

ロッキングプレートをおもに使用した尺骨遠位

端骨折については鋼線締結法またはプレート固定

を行った．平均追跡期間は7か月であった．治療

結果は職業についての項目を一部削除した日本手

の外科学会手関節機能評価とX線学的評価を行っ

た．

【結果】手関節機能評価ではA群でexcellentが8

関節,goodがl関節,B群でexcellentが10関節，

goodが2関節,poorがl関節であった.A群では

手根骨尺側偏位を生じた症例はなく，尺骨断端部

偏位は2例にみられたが自覚症状を訴えた症例は

みられなかったB群では尺骨の骨癒合は全例に

得られた.poorの1例は遠位僥尺関節障害を残し

たため二次的にSauve-Kapandji法を術後208日目

に行った

【結論】僥骨遠位端骨折に合併する尺骨遠位端骨

折において，一期的な尺骨頭切除を行った群では

骨接合を行った群と比べ遜色のない成績が得られ

た．早期に可動域訓練が施行できることから，高

齢者に対しては一期的な尺骨頭切除は治療方法と

して有用と考えられた．

2-9-16

浸潤神経ブロックの四肢手術への応用

1㎡ltrativeNerveBlockinSurgeryoftheEx-

tremities

吉村整形外科医院

○吉村光生

【目的】低侵襲手術を目指すと共に，侵襲のより

少ない麻酔法の工夫も必要である．新しく考案し

た神経ブロック法は侵襲が低くかつ安全で有用な

麻酔法であり，その方法と効果について述べる．

【方法】目的の神経そのものに刺入しないで，神

経周囲を穿刺し，局麻剤を時間をかけて浸潤させ

る神経ブロック法で，以下浸潤神経ブロックと呼

ぶ．局麻薬を入れたボトルに輸液セットを接続

し，26ゲージ皮内針を付ける．局麻薬20～30ccを

約15分かけてゆっくり点下する．局麻剤としてリ

ドカインを単独で使用することもあるが，多くの

場合麻酔持続時間の延長と術後長時間の鎮痛をは

かって，短時間および長時間作用麻酔薬を混合し

て使用する．その混合の割合と総量は症例によっ

て選択する．本法は多くの部位に利用可能で，腕

神経叢（鎖骨上および腋窩)，前腕部で正中神経

や尺骨神経，下肢で坐骨神経，下腿上部および足

関節部で腓骨神経や脛骨神経など，単独あるいは

組み合わせで利用する．

【結果および考察】平成17年1月以後，四肢の手

術の大部分を浸潤神経ブロックで行ってきたが，

今回は手技や適応などが一定した平成18年9月か

らの1年間の症例について検討した．この1年

間の手術数は732例で，麻酔の内訳をみると局麻

が多かったが，次いで伝達麻酔が308例（浸潤神

経ブロック288例，他の神経ブロック20例）で，

全麻39例，腰麻21例であった．安定した麻酔効果

発現までの時間が長いため，手術の1時間以上前

に麻酔を開始するのがコツである．本法の利点は

手技的に容易であること，針が細くかつ神経に刺

入しないため痛みが少なく神経損傷の合併症がな

いこと，ゆっくり注入するので注入時の痛みがな

く注入量の調節が容易であること，年少例にも利

用できること，可能性としては合併症などの早期

発見など利点が多い．
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筋膜クリック法による腋窩アプローチ腕

神経叢ブロック

Brachialplexusblockviaaxillaryapproachbyfas-

cialclicktechmqUe

県立宮崎病院整形外科

○井上三四郎，高妻雅和，菊池直士，

斎田 義 和

【対象と方法】2007年2月1日から2007年7月3

日までに，筆頭著者一人のみが直接伝達麻酔を行

い，麻酔薬として1%メピバカインのみを用いた

肘以遠の上肢手術症例54例．全例に筋膜を貫く感

覚のみを頼りとした，腋窩アプローチ腕神経叢ブ

ロックを行った．以上の症例にl.合併症の有無

2.麻酔効果，3.追加麻酔の有無，を調査した．4．

更に腕神経叢ブロックのみで手術可能であった群

と，局所麻酔や鎮痛剤が必要であった群とにおい

て，影響を与えた因子を統計学的に検討した．統

計には,Mann-Whitney'sUtestを用い,p<0.05

を有意差ありとした．

【結果】1.重篤な合併症は認めなかった．2.完全

な無痛状態は，正中神経領域では41例(75.9%),

尺骨神経領域では37例（68.5％）に得られたのに

対し，僥骨神経領域では31例(57.4%)に留まっ

た．3.腕神経叢ブロックのみで手術可能な症例は

38例（70.3％)，局所麻酔や鎮痛剤を必要とした

症例が12例(22.2%),局所静脈麻酔を必要とし

た症例が4例（7.4％）であった全身麻酔を必

要とした症例はなかった．4．2つの群において，

麻酔効果に影響を与える因子は認めなかった

【考察】局所静脈麻酔や他の方法による腕神経プ

ロ.ツクもまた優れた方法であり，これらの麻酔と

比べて今回の方法が特に勝っているとは言えな

い．しかしながら，例えば，透析患者のシャント

側の手術に局所静脈麻酔は行えないし，末梢循環

障害のある患者に動脈貫通法を行うのは無謀であ

る．放散痛法は神経損傷を起す可能性が常に付き

まとう．神経刺激装置やエコーが使用できる病院

は限られる．筋膜クリック法は古典的な方法であ

るが，これらの問題点を克服しており，現在でも

なお，有用な方法と考える．

2-9-18

腕神経叢ブロックの手技上の工夫

technicaldeviceofsupraclavicularbrachialplexus

block

ごとう整形外科クリニック

○佐藤明弘後藤均

【はじめに】上肢手術の麻酔として行われる腕神

経叢ブロックは，気胸合併の危険性から腋窩法で

行うことが多い．当院では従来の鎖骨上法に手技

的工夫を加え，安全にかつ確実に行える方法とし

て考案したので報告する．

【対象】2007年1月から6月までに行った全手術

310例のうち，腕神経叢麻酔の94例（全例日帰り

手術)．

【手技方法】l)患者を仰臥位とし，頭部を患肢の

反対側に軽度回旋，側屈させ，患肢を体幹につけ

る．2）注射針は27G3/4インチ針を用い，延長

チューブで注射器に連結し，薬剤注入は助手が行

う．3）第1肋骨基部を触知して前方へたどり，

胸鎖乳突筋鎖骨停止部の外側縁から約2cm(1

横指）外側の鎖骨上窩において，第1肋骨上で鎖

骨下動脈の拍動，腕神経叢を示指先端で触知し，

その位置を刺入部位とする．この位置であれば肺

尖部に誤刺入することはない．4）注射針の刺入

方向は体幹長軸に平行とし，上肢への放散痛が得

られたところで針を保持する．その際，中心方向

には針先を向けないことに注意する．5）針刺入

中は注射器に陰圧をかけ血管内でないことを確認

する．薬剤は0.75％アナペインを通常は20mlと

し若年者や高齢者などで10mlまで減量する．

【結果】効果発現は約10分以内で，気胸の合併症

はなく，効果持続時間は約10時間程度であった

【考察】局所解剖の要点は，第1肋骨上を3本の

神経幹が束になって横切り，その前方を鎖骨下動

脈が伴走することである．それらを，第1肋骨骨

軸上に位置させた示指先端で触知するのが肝要で

ある．手術開始時に，皮層切開部にl%E入りキ

シロカインを併用するが，ほとんどの例で術後約

半日は無痛が持続し，術後痙痛対策としても有用

であった．本法は特別な器具が不要で，しかも安

全に確実な効果が得られ，上肢麻酔の第一選択と

なるべき手技と考えられる．
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安価で確実な患肢挙上方法の工夫

ReliableandinexpencivemethodfOrelevationof

thehand

東京医科大学形成外科

○井田夕紀子，松村一，渡辺克益

【目的】手指の手術後には浮腫を予防し，安静を

保つ目的で患肢挙上が行われる．現在，挙上方法

には三角巾,Armslingなど様々 なものが用いら

れているが，特に小児患者など自己安静が保ちに

くい患者に対しては挙上維持が困難な場合が多

い．今回われわれは歩行時の患肢挙上方法につ

いて，弾性チューブ包帯を用いて安価で確実な工

夫を用いたので報告する．

【方法】手指の手術後患者に対し，弾性チューブ

包帯（エルチューブ）を筒状に見立てて上肢を挿

入し，頚部にかけて結ぶことにより患肢挙上を

行った．また，他の素材（三角巾，伸縮性ネット

包帯，市販腕吊り製品）と比較し，対象年齢，挙

上の確実性，価格，患肢観察の容易性，使用感，

トラブルの有無について検討した．

【結果】三角巾については，安価ではあったが，

頚部の閉塞感があり，高い位置での挙上が困難で

あった．また，使用が長時間におよぶと頚部の疲

労感を認めた．伸縮性ネット包帯（コンネット）

は安価で患肢挙上は可能であったが，伸縮により

挙上が不安定となった弾性チューブ包帯（エル

チューブ）は比較的安価であり，頚部の閉塞感・

疲労感が無く，手部を鎖骨部まで挙上しても安定

し，確実性に優れていたまた，患部が安定した

小児患者の歩行時挙上に適していると考えられ

た．市販腕吊り製品（キャストサスペンダー）は

高価であり，挙上に関して高さがやや不足であっ

た．

【結語】チュービックスによる患肢挙上方法は小

児に関して安全で確実に施行できるものであっ

た．また，比較的廉価であり，簡便であることか

ら有用と考えられた．

2-9-20

Patient-basedFunctionalandCosmetic

OutcomeofUpperExtremitySurgery

forCerebralPalsy

DepartmentofOrthopaedics,SeoulNationalUni-

versityCollegeofMedicine,Seoul,Korea

○HyunSikGong,MoonSangChung,

YbungHoLee,GooHyunBaek

Purpose:LitUeisknownontheoutcomeof叩一

perextremitysurgeryfOrcerebralpalsyhfoma

patientorcaregiverperspective.Thepurposeof

thisstudywastoevaluatepatient-reportedfUnc-

tionalandcosmeticoutcomeofupperextremity

surgeryfbrcerebralpalsyG

MaterialsandMethods:BetweenJanuary2006

andMarch2007,weperfOrmedupperextremity

surgerieson9patiemswithhemiplegiccerebral

palsyBFburweremaleandivewerefemale,and

themeanageattheoperationwas22(range:7-

54)years.Thenumberofproceduresperpa-

tientaveraged7.4(range:3-12)andallproce-

duresweredonesimmtaneously;Aninterviewer
whohadnotbeeninvolvedinthetreatmentret-

rospectivelyreviewedHousefunctionscale(0-8),

statusofhygiene(0-4),abintytodress(0-4),sub-

jectivecosmesis(0-4),andoverallsatisfaction(0-

4)．ThefOllow-upaveragedl2.4(range7-18)
months.

Results:Htient-reportedHousescalenproved

hfomaverage3.3to4.6(p<0.05),while

physician-assessedscaleimprovedhom2.9to

5.2(p<0.05).Themeanhygienescoreimproved

hfom3.2to4(p<0.05),theabilitytodressfrom

3.3to4(p<0.05)andthecosmesis丘om2to

3.8(p<0.05)．Regardmgtheoverallsatisfaction,

fOurpatientsreportedtheresultswereexcel-

lent;onepatientgood,threeworthwhile,and

onepoor:

Conclusion:Afterupperextremitysurgeryjpa-

tientswithcerebralpalsyreportedlessimprove-
mentintheHousescalethantheauthors

assessedintheshort-termfOllow-up・Although

somewerenotsatisfiedfunctionallMallex-

pressedimprovementmthecosmesis・Thisinfor-

mationmayhelppatientconsultingbefbreupper

extremitysurgeryinpatientswithcerebralpalsyG
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独自の上肢機能評価表作成の試み（第2報）

Developmentofanupperextr･emityoutcome

measure:theHand20

'中日病院整形外科,2愛知県厚生連加茂病院整形外

科,3名古屋大学手の外科,4中津川市民病院整形外

科，5金城学院大学生活環境学部食環境栄養学科

○栗本秀1，稲垣弘進2，三ツロ秀幸3，

鈴木実佳子4，今枝敏彦5

【目的】平易な文章やイラストとvisualanalog

smleを用いて上肢機能障害を評価する20項目か

らなる質問表（以下Hand20)を作成し，第50回

日本手の外科学会学術集会において報告した．

Hand20はDASH日手会版とほぼ同等の信頼性，

妥当性，反応性を示した．また,DASHが高齢者

への適応に問題のあることもわかった．今回は，

Hand20の信頼性や妥当性を維持しつつ，項目数

の削減を目的とした．

【方法】症状のほぼ固定した上肢障害患者66名を

対象とした平均年齢は52歳であった．患者は平

均7日間の間隔をおいてHand20とDASHを用い

2回上肢の状態を自己評価した2つの方法を用

い10項目の評価法を作成し，再び信頼性（内的整

合性と再テスト再現性）と妥当性について検討し

た．1つは，身体的，社会的，精神的能力評価と

症状の4つのconceptを維持しながら，因子負荷

量の低い項目から削除していった．もう1つは

equidiscriminativeitem-totalcorrelationapproach

を用いた．

【結果】2つの方法で10項目の評価表を作成する

と8項目は同じ項目が残った.Cronbachalphaと

級内相関係数を求めると,conceptを維持しなが

ら項目を除去した方法で最も高い信頼性が得られ

たその10項目の評価表とDASHのCronbachal-

phaはそれぞれ0.94と0.96,級内相関係数は0.86

と0.90であった．同時的妥当性の検討では，

DASHと強い相関を認め(r=0.82,p<0.001),

主成分分析の結果，尺度の一次元性を確認した．

【結論】10項目からなる上肢機能評価表はDASH

とほぼ同等の信頼性，妥当性を示した．高齢者に

も適応し，非常に簡潔で臨床上使用しやすい上肢

機能評価表であると考える．

2-9-22

新たな形式の症例カンファレンスの可能

性一ネットカンファレンスの立ち上げと

実際一

htroductionofnewtypecaseconferenceusing

e-mailcorrespondence

'興生総合病院整形外科，2済生会下関総合病院整

形外科，3岡山済生会総合病院整形外科

○河野正明'，安部幸雄2，今谷潤也3

【目的】離島などの遠隔地から中核病院へのコン

ピュターを利用した症例相談などの現状はしばし

ば目にする．しかし，治療に難渋する症例を即座

に検討できるような環境はこれまで存在していな

いように思える．そこで我々は，ネットの発達を

利用して随時，各所からの多人数参加による症例

検討の方法を模索し新たなネットカンファレンス

(名称：山陽手の外科ネットカンファレンス

(SNET))を立ち上げた．今回開始より1年を

経過し現状について報告する．

【方法・システム】患者個人情報等の流出を危'倶

し完全会員制とし，年に1度講演会を開催して参

加した先生のみ会員として登録している．久光製

薬の協力を得てメーリングリストを開いた．会員

各人のPCを利用し困った症例を提示すれば，随

時会員全員が閲覧し多発的に意見交換が可能で質

疑応答ができる，すなわち会議場と同様のカン

ファレンスができる形式が可能となった．

【会員】現在会員数は19施設36人で，出身医局は

愛媛大学，岡山大学，山口大学など山陽地区の大

学医局が中心となっている．また講演して頂いた

先生（現在2名）は，顧問として登録させて頂き

参加を承諾して頂いている．

【長所】大学や医局の垣根を越え，症例の検討が

自由に簡便にできる．会員各人の空いた時間であ

れば24時間参加可能である．

【短所】前述した如く患者情報の守秘が絶対である．

【発展性】今後更に同時，随時，多数参加手軽な

症例検討の方法を模索する必要はある．本会を更

に充実させていけば多施設での共同臨床研究にも

利用可能であるとも考えている．こういった会を

広めていくことで，医療レベルを都市，地方にか

かわらず一定レベルに近づけることができるので

はないか．
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2-10-1

腕神経叢損傷に対する横隔神経移行によ

る肘屈曲再建術後の横隔膜機能の電気生

理学的検討

PulmonaryfUnctionafterrestorationofelbow

nexioninbrachialplexusinjurywithphrenic

nervetransfer.

2-10-2

LONG-TERMOUTCOMEOFCON-

TRALATERALC7NERVETRANSFER

DepartmentofhandsurgerXHuashanHospital,

RldanUniversity

○JieLao,Yil-dongGu,Kai-mingGao

'関西医科大学付属滝井病院整形外科，2関西医科

大学付属枚方病院整形外科

○齋藤貴徳1，松矢浩暉'，足立崇'，

飯田寛和2，谷川暢之！

【目的】平成8年より全型引き抜き損傷の肘屈曲

再建に横隔神経を用い肘屈曲再建を施行してき

た．術後1年の時点での肺機能にはADL上問題

がないこと，また，術後5年以上経過した症例の

肺機能がさらに回復することを本学会で報告し

た．今回は筋電図検査にて経時的に追跡した術後

5年以上経過した症例について報告する．

【対象と方法】対象は現在まで胸空鏡を用いて筋

皮神経と直接端端縫合を行った全型完全損傷の19

例中，術後5年以上経過し，経時的に筋電図検査

にて追跡し得た8例を対象とした術後経過観察

期間は平均7年2ヶ月である．筋電図検査は横隔

膜の脱神経電位の経時的変化と，頚部にて横隔神

経を針電極で刺激し，横隔膜で記録する運動誘発

電位とを，神経移行術後6ヶ月毎に記録した

【結果】術後5年以上経過した症例での最終検査

時のVC%による肺機能は-15%から－7%であ

り術前と比較すると平均12%逆に向上していた．

8例中7例では単純レントゲン上も最大吸気時の

横隔膜の下降は改善していた筋電図検査では，

手術後1ケ月目の初回検査では，前例で脱神経電

位を記録できた．しかし，1年目の検査では2例

で脱神経電位が消失し，3年目の検査では全例で

消失した一方，運動誘発電位は横隔神経切断側

での刺激では5年後でも全例で記録不能であった

のに対し，健側の刺激では5年目で8例中7例で

運動誘発電位の記録が可能であった．

【考察】今回，平均7年2ケ月経過した症例での肺

機能は明らかに術後1年の時点より改善してた．

また，電気生理学的にこの機能改善と呼応して，

健側刺激の運動誘発電位が記録された．この結果

より，支配神経である横隔神経切断後denervation

に陥った横隔膜は3年以降徐々に対側（健側）の

横隔神経の支配を受けることにより再度機能を獲

得してゆく可能性が示唆された．

ContralateralC7roottransferwasoneofsev-

eraltreatmentpr℃cedureshrtotalbrachial

plexusrootavmsioninourdepartment・Here

twenty=ninepatientstreatedwithcontralateral

C7transferwerefOllowedupfOroverthree

years(average5.76years)fbrthepurposeof

evaluatingthelong-termhlnctionalrecoveryof

contralateralC7transferandevaluatingthefac-

torsthataffecttheresultoftheoperation.

TheoperationsofcontralateralC7transfer

wereperformedbyaone-stageprocedurein

fOurcasesoratwo-stageprocedureintwenty-

fvecases.TheC7weretransferredtomedian

nerveintwentycases;radialnerveintwocas-

es;musculocataneousnerveintwocases;thean-

teriordMsionofuppertrunkinonecase;to

medianandradialnerveintwocases;andto

mediannerveandmusculocataneousnervein

twocases・

Theeffective.rate(motorrecoveryM3,sen-

soryrecoveryS3)ofone-stageprocedureis

20%,whilethatoftwo-stageprocedureis

64.29％・Andtherewasnolastmgmpairmentm

healthylimbfUnction.Onlysevenpatientsin

theseriescouldmovetheiraHectedlimbs

independemly

Conclusions:ContralateralC7transferisan

idealprocedurefOrthetreatmentoftotalbra-

chialplexusrootsavulsioninjuries;theopera-

tionshomdbecarriedoutthrough2stagesand

theoptimalintervalis4to8months;andfunc-

tionofafiectedlimbwillgetimprovedwith

timeafteroperation.

Ｉ
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全型腕神経叢損傷に対するdoublemus-

cle法一知覚再建の長期成績一

Long-termResultsofSensoryReconstructionus-

mgDoubleMuscle'IifansferfOllowingComplete

AvulsionofBrachialPlexus

小郡第一総合病院整形外科

○服部泰典，土井－輝，坂本相哲，

守屋淳詞

【目的】われわれは，全型腕神経叢損傷に対して，

一貫して筋肉移植による手指機能再建と同時に神

経交差縫合術による手の知覚再建も行っている．

本発表では，われわれが行っている腕神経叢損傷

に対する知覚再建の長期成績と意義について検討

したので報告する．

【方法】1992年から2004年までに全型腕神経叢損傷

に対してdoublemuscle法による手指機能再建術

を行ったのは45例であった．知覚再建の方法は，

肋間神経の知覚枝である外側皮枝の正中神経もし

くは尺骨神経への神経交差縫合術を行った．この

うち，術後2年以上経過した12例を対象とした

男性10例，女性2例で，手術時年齢は平均26歳

(5～46）であった．受傷から手術までの期間は平

均11カ月(6～22)であった．直接検診を行い，

再建上肢のSemmes-Weinsteintest,2点識別覚，

振動覚温痛覚位置覚などを測定した

【成績】12例中10例で,ModinedHeightScaleでS

2以上の知覚が，再建した神経の固有領域に獲得

できていた2点識別覚を獲得できていた症例は

なかったが，振動覚は8例で得られていた．

【結論】腕神経叢損傷に対する機能再建術は，神

経交差縫合術や筋肉移植術の応用により飛躍的な

発展を遂げてきている．しかし，運動機能の獲得

のみに焦点が当てられることが多く，手の知覚獲

得に関しての報告はほとんど見られない．今回の

われわれの結果では，肋間神経の知覚枝の神経交

差縫合術により，ほとんどの症例で何らかの知覚

が獲得できていた．腕神経叢損傷においてADL

で有用な再建上肢を獲得するためには，運動機能

のみならず手の知覚回復も必須であり，肋間神経

交差縫合術は有用な方法であると考えられた

2-10-4

分娩麻揮に対して術中神経刺激の結果か

ら神経修復術を行わなかった症例の検討

Thesmdyofobstetricalparalysiswiththeexplo-

rationofthebrachialplexus,butdidnotgoun-

dernerverepairfromtheresultofthe

intraoperativefindings.

浜松医科大学整形外科

○舩橋伸司，大村威夫，森本祥隆，

宮 城 道 人 ， 長 野 昭

【はじめに】近藤らは，頭位分娩では生後3カ月で

手関節背屈が不能であると，上肢挙上，肘屈曲は回

復し得るが交叉過謝申経支配が強くなると報告して

いる．これを改善するためには早期神経手術が適応

となるが，診察上は筋力が［0］と判断しても術中

神経刺激で筋に収縮が見られることが多く，神経修

復を行うべき否かは判断に迷うところである．

【目的】上記のような分娩麻痒例に対して腕神経

叢展開を行い，術中神経刺激の結果から神経修復

術を行わなかった2症例を経験したので，その結

果につき報告する．

【症例】99年より05年まで当科にて診断，保存療

法を含めた治療を行い，1年以上経過観察可能で

あった分娩麻痒17例のうち，術中神経刺激の結果

から神経修復術を行わずに保存的に治療た2例を

対象とした．

【結果】両症例とも頭位分娩で術前の肘屈曲，手

関節背屈は不能であった症例lはC5-8型，症

例2はC5-7型と診断した．それぞれ生後3.5カ

月，4．5カ月で腕神経叢を展開し上神経幹および

各神経に電気刺激を行ったところ，三角筋，上腕

二頭筋，鰊下筋の収縮が見られたため回復を期待

して神経修復は行わなかった．両症例とも上腕二

頭筋は生後6ヵ月で収縮を触知し，最終的に

MMT4,5に回復した．肩外旋はそれぞれ水平か

ら5．，50．であり,Malletscoreは13点,15点で

あった．また，上肢前方挙上すると肘関節がそれ

ぞれ25.,40.に屈曲し，三角筋，上腕二頭筋間で

の同時収縮を認めた．両症例ともに患者とその家

族からの訴えは少ないが，外旋筋力の回復は不良

であり，交叉過誤神経支配による円滑な動作の妨

げが残存した．

【まとめ】頭位分娩では生後3ヵ月で肘屈曲，手

関節背屈が不能であった場合は，術中電気刺激で

筋収縮を認めた場合でも，交叉過誤神経支配を防

ぎ良好な肩外旋機能を得るために神経修復を行う

べきと考える．
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脊椎・脊髄損傷患者における上肢の合併
損傷

UpperExtremitylnjmesinSpinallnjuryCases

'神戸赤十字病院整形外科，2兵庫県災害医療セン

ター整形外科

○中後貴江'，長谷川康裕2，塩崎泰之］

【目的】高エネルギー外傷に起因する脊椎・脊髄

損傷は多発外傷を伴うことが多く，上肢外傷の合

併もまれではない．今回我々は当院で経験した脊

椎・脊髄損傷に合併した上肢外傷の治療状況につ

いて検討した

【対象および方法】2004年8月より2007年8月ま

でに兵庫県災害医療センターおよび神戸赤十字病

院で治療を行った高エネルギー外傷に起因する脊

椎・脊髄損傷患者は251例で，そのうち上肢の合

併損傷を認めた39例を対象とした．受傷機転は交

通事故17例,.高所からの転落20例，その他2例で

あった．脊椎損傷レベル,InjurySeverityScore

(ISS),上肢外傷の診断に要した時間および手術

までの待機期間等につき検討した．

【結果および考察】脊椎損傷のレベルは頚椎17例，

胸椎17例，腰椎14例で,18例で脊髄損傷を合併し

ていた上肢以外の合併損傷を35例で認め,ISS

は13～50（平均27.0）であった．上肢外傷の部位

は，肩15例上腕6例，肘関節8例，前腕2例，

手関節11例，手部8例で，腕神経叢損傷の合併は

3例であった．手術を要した症例の初回手術まで

の待機期間はl～31日（平均8.5日）であった．

上肢合併損傷の診断はほとんどがsecondarysur-

veyの段階までに行われていたが，発見が遅れい

わゆるmissedinjuryとなった症例が6例あった．

特に下肢の麻痒を伴う脊椎・脊髄損傷患者にとっ

て，上肢は車椅子の駆動やトランスファーの際の

体重支持など移動を行う上でも重要な役割を果た

すことになり，上肢合併損傷の見落としや治療の

遅れによって，リハビリテーションの遅延や肋L

の低下を招くことが危'具される．そのため合併す

る上肢外傷については，早期に確実に診断を行い

適切な治療を行う必要がある．

2-10-6

腕神経叢引き抜き損傷早期展開例について

EarlyExplorationfbrtheDiagnosisofRootAvul-

sionlnjmesofBrachialPlexus

'東京都立広尾病院整形外科，2東京大学整形外科，

3横浜労災病院整形外科

○田尻康人1．2，川野健一1，原由紀則2，

三上容司3，山本真一3

【目的】腕神経叢損傷で受傷後早期に根を展開す

ると，嬢痕がなく剥離が容易で引き抜かれた根が

直接確認できる可能性がある．早期展開を行った

症例の手術所見や電気刺激に対する根の反応性に

ついて検討し報告する．

【症例】受傷後10日までに神経根の展開を行った6

例を対象とした．麻揮型はC5-71例,C5-82例

全型3例で手術時期は受傷2日後が2例，5日

後，6日後8日後，10日後が各1例であった．

【方法】手術時の神経根所見ならびに術前術中の

電気刺激に対する神経の反応性を検討した．

【結果】受傷2日後手術の2例：引き抜かれた神経

根は剥離容易で刺激によく反応した．また，椎間

孔に連続したSEP陰性のl根も刺激に反応し，杉

岡分類のZonelaと診断された.1例は術前日に

Erb刺激を行い麻痒筋の反応を確認した.5日目例：

受傷翌日腋窩刺激では麻痒筋の反応が存在手術

は全根抜けで剥離も容易であったが，反応性は低

下し一部で反応を認めるのみであった6日目例：

受傷2日目のErb刺激を行い麻庫筋の反応確認．手

術では全根抜けで剥離容易であったが反応なし．8

日，10日例:共に6日目の経皮刺激では反応なく手

術時も反応なし．神経は容易に剥離された．

【考察】早期展開では全例神経剥離は容易であり肉

眼的診断には有用であった．神経伝導性は受傷後

2日目までは良好であったが，5日目では一部残

存するのみであり，6日目以降では伝導性が失わ

れ，速やかに反応性が消失していた．また，2日目

では経皮的刺激でも筋反応を確認できた．特にErb

で反応があれば，末梢側での損傷がないことが明

らかとなり，損傷はより近位の節前損傷であると

予想されるため診断には有用と考えられた

【結論】早期手術では根の剥離は容易である．受

傷後2日目までは神経の伝導性は保たれ，経皮的

刺激による観察も可能であった
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当科における肘屈曲再建の為の肋間神経

交差縫合術の治療成績

SurgicalOutcomeofthelntercostalNerve'Iifans-

ferfOrReconstructionofElbowFlexion

筑波大学大学院人間総合科学研究科臨床医学系整

形外科

○岩指仁，吉井雄一，國府幸洋，

西浦康正，落合直之

【目的】我々は，腕神経叢引き抜き損傷に対する

肘屈曲再建には，肋間神経の交差縫合術を第一選

択としてきたその手術成績を報告する．

【方法】対象は，1998年3月から2005年ll月まで

に，肋間神経交差縫合術で肘屈曲再建を行い，2年

以上経過観察された24例で，年齢は5～66歳（平

均24.4歳)，術後経過観察期間は2年～8年5ケ月

(平均3年10ヶ月）である．調査項目は，合併損傷，

受傷から手術までの期間，移行した神経の走行に

沿って'IYnel様兆候が出現するまでの期間，上腕二

頭筋の収縮が認められるまでの期間，最終調査時

の肘屈曲力とした手術は，術中の電気生理学的

検査で節前損傷と診断した例に対して，2本の肋間

神経を落合法で筋皮神経に縫合した．

【結果】受傷から手術までの期間は，1．5ヶ月から

5.5ケ月（平均3.1ケ月）であった．症例によって

は，遊離神経移植，副神経の移行，広背筋を用い

た手指屈曲再建のための筋移行などを同時に行っ

た．術後の'IYnel様兆候は，術後一時的に受診しな

かった1例を除き，4週から4ケ月までに全例に

認められ，その出現時期は平均2.5ケ月であった．

術後，上腕二頭筋の収縮を認めるまでの期間は

4ヶ月から10ヶ月であり，その平均期間は5.7ヶ月

であった．徒手筋力テストで［4］以上を優

[4～］から［3］を良，［2］と［1］を可,[O]

を不可とすると，最終調査時の肘屈曲力の成績は，

優13例（54％)，良10例(42%)可l例(4%)で

あった上肢帯の骨折，多発骨折，受傷時の出血

性ショック，カウザルギーの強いものなどに最終

の肘屈曲力が劣る傾向が認められた．

【結論】当科において行った，落合法を用いた肋

間神経交差縫合術によるMMT3以上の肘屈曲力

獲得率は96％であり，本法は十分に安定した良好

な成績が期待できる．

2-10-8

尺骨神経部分移行による肘屈曲再建術の

術後経過，成績について
ClinicalResultsofPartiallnnarNerve'Iieansfer

toRestoreElbowFlexion

'千葉市立青葉病院整形外科，2城東社会保険病院

整形外科，3佐倉整形外科病院

○六角智之'，高橋勇次'，松浦佑介'，

斉藤忍2，阿部圭宏3

【目的】外傷性腕神経叢損傷に対する尺骨神経部

分移行による神経再建術（以後Oberlin法）の報

告が散見されるようになった．当科で経験した

Oberlin法の術後経過，成績について検討した

【対象と方法】H12年以降施行したObedin法のう

ち術後1年以上経過観察できた7例で，すべて男

性であった手術時年齢は18から47歳（平均25

歳)，左3例右4例，損傷レベルはC5,6が3例，

C5,6,7が3例,C5,6,7,8がl例であった手術

はすべてC5,6根の節前損傷を確認し，上腕二頭

筋枝に対して直接尺骨神経部分移行をおこなっ

た術後観察期間は平均2年11ヶ月であったこ

れらの症例について，術後合併症，上腕二頭筋に

筋電図上活動電位が見られた時期，上腕二頭筋

MMTが2になった時期，手指運動とは独立した

肘屈曲運動が可能になった時期，最終成績につい

て検討した

【結果】術後尺骨神経領域の軽度知覚障害を認め

たが，最終的に消失した．平均2.8ケ月で上腕二

頭筋に活動電位を認め，平均3.9ヶ月でMMT2

となった．独立した肘屈曲は平均1年7ヶ月で可

能となった．最終経過観察時での肘屈曲MMTは

5が4例，4が1例3が1例,C5,6,7,8損傷の

1例がlであった

【考察】近年Obelin法の良好な成績の報告が散見さ

れる．まだ少数例ではあるが，当科で経験した症

例でも比較的安定した成績が得られた.MMT2に

なった時期は以前報告した肋間神経移行術では平

均9.3ケ月であったのに対して平均3.9ケ月であり，

明らかに早期に回復していた．最終的に遣残する

尺骨神経障害はなかったが，手指の運動と肘の屈

曲が完全に分離するには平均1年半以上を要して

いた適応はC7までの上位型損傷例で,C8損傷を

合併している場合は，手指機能が良好であっても

Oberlin法の適応にはならないと考えられた．
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Selectiveneurotizationofthedeltoid

fortreatmentofbrachialplexusPalsy-

ananatomicstudyandcasereports

DepartmentofHandSurgery;HuashanHospital,

FildanUniversity

○XinZhao,JieLao,Yil-dongOu

Intreatmentofaxillarynervepalsyofbra-

chialplexusinjurypatientswithnervetransfer;

mismatchanddilutionoftheinsufficientdonor

nerveareimportantreasonsfOrthepoorre-

sults.Selectiveneurotizationofthedeltoidmus-

cleisaconsiderationtodm血ishtheproblem.

Herewedescribeandreporttheresultsofare-

latedanatomicstudyin40cadavericshoulders

andanewmethodofselectiveneurotizationof

thedeltoidandpreliminaryclmicalresults.

Anatomicalfindmgs:Inhfontofthesubscapu-

laris,theaxillarynerveconstantlyfOrmedinto

thelateralandmedialfasciculargroupswhich

comdbeseparatedatraumaticallyinaretrograde

fasmonuntill.4cm(range,0.3-3.7cm)superior

totheinferiorborderofthesubscapularis.Proxi-

malthislevel,thelateralgroupwasmainly

tracedtothelateralpartoftheaxillarynerve,

andthemedialgroupwasmainlytracedtothe

medialpart・Thelateralgroupbecametheante-

riorbranchoftheaxillarynerveafterpassing

throughthequadrilateralspace,andthemedial

groupbecametheposteriorbranch・Thelateral

groupcontainedallfibersinnervatmgtheante-

riorandmiddledeltoidandpartfibersinnervat-

ingtheposteriordeltoidin57.5%ofcases.

Chicalcases:Byatransaxillaryapproach,

thelateralfasciculargroupoftheaxillarynerve

wasselectivelyreinnervatedwithtwointercos-

talsnervesinseveralbrachialplexusinjurypa-

tients,andpatientswerefbllowedupfOr4years.

Conclusion:Proximaltothequadrilateral

space,selectiveneurotizationofthedeltoidis

practicable,whichhasbeenusedeffectivelyin

severalpatients.
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腕神経叢損傷患者に対する神経再建後の

肩関節機能

SurgicaloutcomesofshoulderfUnctionofpa-

tientswithbrachialplexusinjmes

'京都大学医学部附属病院リハビリテーション部，

2京都大学医学部整形外科，3日本赤十字社和歌山

医療センター，4倉敷中央病院

○柿木良介1，池口良輔2，麻田義之3，

松本泰－4，中村孝志''2

【目的】腕神経叢損傷患者に対して施行した肩甲

上神経単独再建例と肩甲上神経腋窩神経再建例の

術後成績について報告する．

【患者および方法】症例は，術後1年以上経過観察

できたC5損傷患者l例,C5C6損傷患者8例，

C5-C8損傷患者1例,C5-Tl損傷患者3例,C5及び

肩甲上神経と腋窩神経の合併損傷患者l例の男性

12例女性2例の14症例である．うち肩甲上神経

のみを再建した症例(S群）は8症例，肩甲上神経

と腋窩神経を再建した症例(SA群）は6症例で

あった手術時平均年齢はS群が42才,SA群が32

才であったこれらの症例に肩関節外転運動が最

初に認められた週数，最終観察時の抗重力下での

肩関節外転，屈曲，伸展，外旋角度を調査した

【結果】S群での肩甲上神経への縫合神経は,CC71

例，副神経6例，横隔神経l例であったSA群で

の肩甲上神経への縫合神経は，全例副神経また腋

窩神経の縫合神経は僥骨神経上腕三頭筋枝5例，肋

間神経l例であった.S群の1例で肩関節の抗重力

下の運動が得られなかった．残りのS群の6例の抗

重力運動がみとめられるまでの術後平均期間は35

週であった.S群の肩関節外転屈曲伸展，外旋

角度はそれぞれ60±43,56±46,6±17,23±13

度であった.SA群は全例で抗重力運動が得られ，

抗重力運動がみとめられるまでの術後平均期間は

31週であった．それらの肩関節外転屈曲，伸展，

外旋角度はll7±66,123±63,33±19,38±13

度であった．肩関節外転および外旋角度でSA群が

有意にS群を上回った．

【結論】症例間で損傷神経の重症度に差が有るも

のの，肩甲上神経腋窩神経再建例のほうが，肩甲

上神経単独再建例より良好で確実な肩関節運動が

認められた．
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手根管症候群におけるwristflexiontest

前後の正中神経の血流と神経活動電位の

変化

Intraneuralbloodflowandactionpotential

changesbefOreandafterwristflexiontestincar-

paltunnelsyndrome

'福井大学医学部器官制御医学講座整形外科学領

域，2愛光整形外科

○彌山峰史'，小林茂'，早川克彦2，

宮崎剛1，馬場久敏Ⅱ

【目的】手根管症候群は多様な症状を発現するが，

症状発現の機序に関与する神経の伝導性障害や血流

変化の有無および除圧後の神経内動態の変化につ

いては不明な点が多く存在する．手根管解放術中に

wristnexiontestを行い，正中神経に生じる活動電

位，神経内血流の変化について観察した

【対象と方法】インフォームドコンセントが得ら

れた手根管症候群25例27神経（男性8例，女性17

例，手術時平均58.5歳）を対象とした．手根管の

解放前後にwristnexiontestを1分間行い，正中

神経の活動電位と血流を計測した．神経活動電位

は手関節直上部で刺激し，横手根靱帯の直下の神

経絞拒部で計測した．神経内血流量はレーザー

ドップラー血流計を用いて測定した

【結果】耐stflexiontestを行うと神経活動電位の

振幅はtest施行前と比較して0-24.7%(平均

12.6±3.8%)に低下した1分間のⅧstflexion

test施行後には電位の振幅は直ちに回復した．手根

管解放後ではⅧstnexiontestによる神経活動電位

の変化は認めなかった．神経内血流量はⅦstflex-

iontest施行後に0-43.3%(平均21.9±16.1%)に

低下したが,手根管解放後ではⅧstflexiontest前

後の血流量はほとんど変化しなかった．これらの一

連の変化には再現性を認めた

【考察】絞掘性神経障害では症状発現に際して神

経線維が脱髄性変化を生じることが指摘されてい

るが，本研究から障害を受けている神経では血流

低下や伝導性の低下が外的負荷により容易に生じ

ることが示唆された血流の低下により神経は浮

腫・低酸素状態となることで神経内環境は大きく

変化し，外力に対する抵抗性は著しく低下すると

考えられる．このことが異所性発火による瘻痛の

発現やさらなる神経伝導障害をもたらすことが推

測された．
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特発性手根管症候群の病態

Hthophysiologyofidiopathiccarpaltunnelsyn-

drome

虎の門病院整形外科

○中道健一，立花新太郎喜多島出

【目的】絞抓性神経障害の代表的疾患である特発

性手根管症候群(CTS)の病態は，神経外組織の

量的増加による神経圧迫とされてきた．これに対

しわれわれは，本症では正中神経が腫大し，その

程度は血清低比重リポ蛋白(LDL)と相関するこ

とを報告した（第78回日整会)．しかし，神経外

組織の量的変化は不明であったため，今回病態を

包括的に把握する目的に，正中神経に加え神経外

組織の量的変化を，神経伝導速度検査とLDLと

の相関も含めて検討した

【対象と方法】両側性特発性CTS94女性(4~68

(平均59)歳）と同年代の対照74女性を対象とした．

超音波横断像により，利き手側の正中神経断面積

(nerveareaGJ))と神経外組織(腱＋滑膜）の断面

積(extraneuralarea(E))を絞抓部（有鉤骨鉤近位

部）で測定したNとEを患者・対照間で比較し，

運動神経遠位潜時(DML)と発症前1年以内のLDL

との相関を検討した（有意水準,p<0.05).

【結果】（患者/対照の順)N(mm2),11.3±2.0/

8.5±1.5;E(m㎡),138.6±18.1/135.4±14.7;

LDL(mg/dl),155±29/113±28で,NとLDL
のみ患者群で高値であったNはDML(r=

0.47),LDL(同0.36)と相関した.EはDML,

LDLとは相関しなかった．

【考察】本結果は，特発性CTSでは神経外組織は増

加せず，正中神経は圧迫されるのではなく腫大す

ることを示しており，上述の従来見解を支持しな

い．特発性CTSでは手根管に明らかな退行性狭窄

要因はないため，その病態は「正中神経の腫大→

手根管内容物の増加→手根管内圧上昇」と考えら

れる.NとDMLの相関は，重症化にも神経腫大が

関連することを意味する．高LDL血症では主要臓

器に線維化，浮腫が生じ，組織学的には滑膜にも

同様の変化をみる（第22回日整会基礎学会）が,量

的変化は主に正中神経に現れることが示された

【まとめ】特発性CTSの主たる病態はLDLと相関

した正中神経の腫大である．
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健常人の手関節掌背屈時における手根管
内の変化

Carpaltunnelchangesandmediannervecom-

pressiondmngwristnexionandextensionseen

bymagneticresonanceimaging

'愛光整形外科，2藤田保健衛生大学整形外科

○早川克彦1,中根高志1,柴田邦央2,

重盛香苗2，

【目的】特発性手根管症候群の発症は屈筋腱滑膜

の浮腫炎症などで手根管内圧の上昇を来たし正

中神経の障害を来たすといわれているがその成因

は不明である．今回われわれは手関節の掌背屈時

における手根管内変化をMHで検索し男女間で

比較検討したので報告する．

I方法】臨床症状を有さない健常者42例を対象と

した．男性21例（平均34.8歳)，女性21例（平均

43.8歳）全例利き手とした．MⅢ装置は日立製作

所製永久磁石オープン型APRTO(0.4T)を使用

した．撮影方法は手関節中間位，背屈位，掌屈位

(40～45｡）で正中神経（有鉤骨から豆状骨間）に

垂直になるよう横断面のT2*を連続撮影した

計測は有鉤骨，豆状骨レベルとその中間部で行っ

た，検討項目は，軟性手根管面積と正中神経の移

動方向を検討した.T検定を用い統計学的有意差

を検討した．

【結果】軟性手根管面積は女性142.33±10.94,男

性158.63±16.89(中間部）であり両群に有意差が

あった掌屈位，背屈位は男性で160.28±18.02,

162.99±21.40(有鉤骨レベル）であり，女性に

おいては147.02±12.83,148.07±14.99であり，

中間位と有意差はなかった．正中神経の移動につ

いて中間位と背屈位では男女ともに神経は横手根

靭帯に接しているが，掌屈位では男性21例中4例

(19.0％）が横手根靭帯から離れ骨側へ移動した．

それに対して女性は21例中12人(57.1%)が同様

に骨側へ移動し横手根靭帯から離れていた．

【考察】手関節掌背屈時における軟性手根管面積

に明らかな有意差が認められなかったが，正中神

経の移動については男女間において違いが認めら

れた特発性手根管症候群は圧倒的に女性の発症

が多く，手関節掌屈による正中神経の移動が女性

に多いことは神経や周囲を取り巻く軟部組織への

反復するストレスが発生し易く手根管症候群の発

生の一要因と推測された．

2-10-14

2-portalECTR術中手根管内接触圧測定

SurgeoflntracaxpalTunnelContactPressure

dmngModified2-portalECTR

'信州大学医学部整形外科，2北斗市立塩川病院整

形外科，3諏訪赤十字病院整形外科

○内山茂晴1，安富隆2，百瀬敏充3，

伊坪敏郎'，加藤博之Ⅱ

2-portalECTRは，病的手根管内へ5.5mm径のカ

ニューラを挿入するという手技が正中神経損傷を

生じるリスクが高いと懸念されている．一方近年

の報告では正中神経損傷の合併症の率は極めて低

く成績は良好とするものもある．この一見矛盾す

るECTRに対する評価の理由を探るために，われ

われはECTR術中の手根管内接触圧を持続的に測

定し，臨床経過との関連を検討した．方法30人30

手の特発性手根管症候群患者に対して,Millar社

製圧トランスデューサーを手根管に挿入後，われ

われのChow変法(5.5mmカニューラ使用）を施

行した．データ採取はカニューラアセンブリー挿

入開始から横手根靭帯切離終了まで持続的に測定

した．術前に手関節部の横断面Mmを撮影し，手

根管面積を測定し，圧上昇との関連を調べた．術

中カニューラアセンブリー挿入時の抵抗を術者の

主観でtightまたはeasyに分類し，圧上昇との関

連を調べた．術前と術後1，3，6か月に局所所見

と神経伝導速度を測定した.DASHは術前と術後

3か月時に記入依頼した術後は手術による正中

神経あるいは尺骨神経損傷について注意深く観察

した結果手根管内接触圧の上昇はカニューラア

センブリー挿入開始から手掌に出すまでの間に顕

著であり，極めて短時間であるがその値は

2000mmHgを超える症例が11例に認められた．

しかしながら，術後の臨床症状や神経伝導速度の

回復は順調であり，正中神経悪化を示す所見は認

められなかった手根管横断面積が小さい方が

tightの症例が多く(p=0.02),圧も上昇する傾向

にあった(p=0.003).結論慢性圧迫されている

正中神経の圧迫伸展損傷の閾値が不明であるた

め,ECTRを行なう際には，手根管断面積や滑膜

などの状態を十分に術前に把握し，接触圧を上昇

させないような工夫をすべきである．
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手根管における屈筋支帯，手掌腱膜の組

織・解剖学的調査

Histo-anatomicalSmdyofRelationshipbetween

theFlexorRetinaculumandtheHlmarApponeu-

ros1s

奈良県立医科大学整形外科

○村田景一，熊井司，矢島弘嗣，

小畠康宣，高倉義則

【目的】手根管開放術は手根管症候群の治療方法

として広く施行されている．しかしながら屈筋支

帯(FR)およびその周囲の解剖については諸家に

より報告が異なる．確実で合併症の少ない手根管

開放手術を施行するため同部を組織学・解剖学的

に詳細に調査した

【方法】固定屍体標本手8手を使用し,FRと手掌

腱膜（肌）の周囲組織への付着部位を詳細に観察

した．FRの幅長さ，有鉤骨との位置関係,FR

遠位部でのMとの連続部の形態,FRとr強の間

の組織構造を観察計測した後，それらの連続を一

体として周囲組織から切離したFRとI強の連続

部と間隙部の組織学的構造を組織学的に調査する

ため，採取した組織を10%ホルマリン固定，アル

コールによる脱水処理を行いパラフィンにてマウ

ント後8umにて切片を作成しhematoxyline&

alcianblue染色,Masson'strichrome染色を行い

光学顕微鏡にて観察した

【結果】解剖学的調査においてFRは全例で近位ほ

ど薄く膜様となり，近位端が識別できないものが

3例，厚い横走繊維のスリットとして確認できた

ものが5例であったFRの遠位部は全例で扇状

に広がり別に連続する形態をとっていた．この

遠位の構造は有鉤骨鉤部遠位端から遠位に13.7

mmから20.8mmで肌の層に達し，さらにその遠

位では肌と一体化していたFRと別の間には

全例で薄い脂肪組織の層が存在していた．組織学

的調査においてもFRの遠位にて縦走する繊維組

織は肌の腱様組織に入り込む形態が観察された．

またFRと肌の間の脂肪組織の中には複数の細動

静脈と神経が観察された．

【考察および結論】手根管開放術では完全な手根管

の開放を行うためにはFRの遠位部と肌との連続

部を切離する必要があると考えられたまた術後

圧痛を軽減するためFRとMの間の脂肪組織の損

傷を最小限にすることが望ましいと考えられた．
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特発性手根管症候群患者における内視鏡

所見による手根管遠位部の形態と性差

GenderdifferencesfOundindistalcarpalcanal

endoscopicfindingsofidiopathiccarpaltunnel

syndromepatients

'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

○浜中一輝'，奥津一郎1,吉田綾2,

田邊恒成］

【目的】手根管症候群は様々な要因により発症す

る．今回，特発性手根管症候群における手根管遠

位部掌側組織の内視鏡所見を男女間で検討した．

【症例および方法】2007年4月から9月の間に

UniversalSubcutaneousEndoscopesystemを用い

て屈筋支帯(FR)とdistalholdfastfbersofthe

nexorretinaculum(DHFFR)を切離する内視鏡下

手根管完全開放術を行った特発性手根管症候群76

手（男性15手，女性61手）を検討対象とした．手

術時平均年齢は,61.3歳であった．手根管遠位部

の内視鏡所見で,FRとDHFFRに連続性がある群

(連続群）と連続性が無い群（非連続群）に分け，

連続例の発生率を男女間で検討した

【結果】76手のうち，連続群が38.2％（29手:男性

3手，女性26手）であり，連続例の発生率は男性

群では20.0%(3手/15手),女性群では42.6%

(26手/61手）であり，男女比はl:2.2であった

【考察】われわれは第48回本学会で，連続例の術

前手根管内圧が非連続例に比べて高いことを報告

したLatinovicらは,10万人あたり手根管症候

群罹患率の男女比は，87．8人:192.8人，すなわち

1：2.2と報告している．この結果は，今回検討し

た手根管掌側組織の連続例の発生率の男女比と同

等であり，男女の罹患率に影響を与える因子と

なっている可能性があると考えられた．

【結語】FRとDHFFRの解剖学的連続性は手根管

内圧の上昇に結びつく．今回の検討ではFRと

DHFFRの連続例の発生率の男女比は1:2.2で

あった．解剖学的特徴が罹患率の男女差の一因と

なっている可能性があると考えられた．
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高度な筋萎縮を呈する手根管症候群にお
ける母指球筋枝の圧迫と破格

Compressionandvariationmseverecarpaltun-

nelsyndromewhichhavemuscleatrophy

昭和大学医学部整形外科

○久保和俊，稲垣克記，富田一誠，

瀧川宗一郎，宮岡英世

【目的】近年，高齢化社会に伴い高度の筋萎縮を

呈する手根管症候群が増加している．高齢者の重

度の特発性手根管症候群では短母指外転筋

(APB)は(0)か(1)で誘発筋電図上正中神経

の波形が導出できない事が多い．このような症例

に対し我々は針筋電図で（0）か（1）かの確認

を行った後にOpenHlm法で正中神経運動半回枝

の絞掘を術中確認してきた．今回我々は正中神経

本管とmotorbranchの2ケ所で圧迫を受けている

重度の本症候群の検討を行った

【方法】2001年から2006年までに当科で手術を

行った高度の筋萎縮を呈する手根管症候群は20例

であった平均年齢77歳．全例女性の特発性手根

管症候群であった．いずれも誘発筋電図は導出さ

れず針筋電図上APB(O)または(1)の症例で

ある．このうち術中正中神経本管の圧迫以外に母

指球筋枝の破格または絞拒を確認したものを対象

としたSpinnerの分類を用い絞掘レベルの検討

を行った

【結果】20名中7名7手(35%)に破格または絞

抓を認めた.Spinnerの分類では横手根靱帯中央

を貫いて分岐していた症例が1例，手根幹内尺側

から分岐していたもの：2例，正中神経本管僥側

にて分岐後ただちに絞抓されていたものがl例，

APBの肥厚した筋膜入口部での絞掘が3例で

あった．正中神経本管とmotorrecurrentbranch

の2ケ所で圧迫を受けていた正中神経麻痒は4例

(20％）であった．

【結論】近年，内視鏡視下手術や小切開による手

根管開放術の報告が多いが，高度の筋萎縮を呈す

る高齢者には正中神経母指球筋枝の破格も含めた

神経の確認と剥離が必要である．

2-10-18

手根管開放術における掌側皮神経ならび

に解剖学的異常所見についての検討

palmarcutaneousbranchandanatomicvariations

inopencarpaltunnelrelease

埼玉成恵会病院・埼玉手の外科研究所

○小平聡，児島忠雄

【目的】本邦では，手根管の解剖学的異常に関す

るまとまった報告は少ない．我々は手根管症候群

に対して直視下手根管開放術を行っており，術中

に得られた解剖学的所見について考察を加えて報

告する．

【対象と方法】1999年から2007年までに手根管症候

群と診断し，直視下手根管開放術を行った359例の

うち,1人の術者により行われた275例を対象とし

た内訳は男42例・女233例，年齢は26歳～85歳

平均59歳，右137例･左138例であった手術は伝達

麻酔下に，横手根靭帯の末梢縁から母指球皮線や

や尺側をこれと平行に中枢へ向かい，手首皮線に

至るとこれとほぼ平行に尺側へ向かう小三角皮弁

を挙上し，手根管を開放すると同時に皮神経の走

行，解剖学的変異や腫瘍の検索を行った．

【結果】掌側皮神経は151例(55%)に認められ

た．正中神経掌側皮枝120例，尺骨神経掌側皮枝

33例，両方存在するもの10例，不明なもの8例で

あった．正中神経掌側皮枝は1本が117例,2本

が3例，尺骨神経掌側皮枝は1本が30例,2本が

2例，3本が1例であった．正中神経掌側皮枝は

手根管中枢側で僥側から尺側へほぼ横方向へ1

本，尺骨神経皮枝は手根管中枢側で尺側から僥側

へほぼ横方向へ1本存在するものが多かった．掌

側皮神経は可及的に温存し，術後pillarpainを訴

えたものは2例（0.7％）であった．解剖学的変

異に関しては，正中神経分岐高位4例，反回枝の

異常4例，掌側皮枝の異常12例長掌筋の異常3

例，虫様筋起始高位10例，浅指屈筋筋腹低位5

例，正中動脈l例を認めた．腫瘍に関しては，ガ

ングリオン1例と石灰化上皮腫l例を認めた

【考察】手根管症候群の手術に際しては，必要最

小限の皮切で展開し，病変をよく観察し，病変に

対応した処置を行うことが必要である．
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2-10-19

手根管症候群に合併する肩甲部痛

Scapulalgiaaccompaniedbycarpaltunnelsyn-

drome

'札幌医科大学医学部整形外科学講座2札幌徳州

会病院

○大木豪介'，和田卓郎1，射場浩介1,

山下敏彦1，辻英樹2

【目的】手根管症候群(CTS)の患者が，手の庫れ

や知覚障害といった典型的症状の他に，肩こりや

肩甲部の痛みを訴えることを日常診療上しばしば

経験する．しかし，その頻度や病態に関する報告

は少ない．今回,CTS患者に合併する肩甲部痛の

頻度と臨床像を調査した．

【対象と方法】当院で手根管開放術を施行した

CTS患者33例43上肢中，各種誘発テストにより，

頸椎疾患，肩関節疾患などの同側上肢疾患を有す

る患者を除いた29例（男6女23）37上肢を対象と

した．手術時平均年齢は65.3歳（33-85歳）で

あった後頚部から肩甲背部にかけての違和感，

鈍痛を「肩甲部痛」と定義し，罹患手と同側の肩

甲部痛の有無を調査した．肩甲部痛を有する群を

A群，有しない群をB群とし，両群間の年齢，性

別,罹病期間正中神経終末潜時を比較検討し

た．また術前後の肩甲部痛をvisualanalogue

scale(VAS:10点満点）で調査した．統計処理は

Welchのt検定を用い,p<0.05を有意差ありとし

た．

【結果】A群9上肢,B群28上肢であった平均年

齢はA群61.2歳,B群66.6歳，性別はA群:男1,

女8,B群：男8,女20であった．平均罹病期間

はA群7.5カ月,B群16.4カ月でA群が有意に短

かった．平均正中神経終末潜時はA群5.8ms,B

群7.1msで導出不能例が4上肢（全てB群）で

あった．肩甲部痛の平均ⅦS(術前，術後3週，

術後3カ月）は5.7,2.1,3.0点であった．

【考察】CTS患者に合併する肩甲部痛に関するま

とまった報告はほとんどない．今回の調査では，

約1/4の症例で同側の肩甲部痛を有していた．肩

甲部痛を有する群では女性が多く，罹病期間が有

意に短く，終末潜時の遅延も軽度な比較的軽症例

に多いことが示唆された．また術後,7ｿ9上肢で肩

甲部痛の改善を認めた．

2-10-20

長期血液透析に伴う手根管症候群の発症，

再発に関するriskfactorの検討

TheRiskFactoroftheCarpal'IilnnelSyndrome

onLongTbrmHaemodialysisHtients

'虎の門病院整形外科，2虎の門病院リハビリテー

ション科

○喜多島出1,立花新太郎1,中道健一2

【目的】長期血液透析に伴う手根管症候群（以下

CTS)の治療法に対する各手術法の優劣が議論さ

れてきた．長期血液透析患者は様々な基礎疾患を

持つことから，治療成績には，術式だけでなく全

身状態が大きく影響している．また近年，透析技

術の進歩によりCTS発症時期，再発率に変化が見

られる．われわれは当院において手術治療を施行

された長期血液透析患者に伴うCTS症例を対象

として，発症率，再発率に対し影響度の高いrisk

factorを再検討した．

【対象と方法】対象は1982年4月より2006年3月

までの期間に，長期血液透析に伴うCTSに対し，

当院にて手術治療を施行された症例170例（初発

120例，再発50例）である．男性71例，女性99例，

透析導入時年齢：42．2±15.5歳，手術までの透析

期間;17.8±8.5年，原疾患:慢性腎炎87例，多発

性襄胞腎25例，糖尿病性腎症12例，その他19例，

不明27例であった．影響因子として原疾患年

齢，性別，透析導入時年齢平均透析期間，高K

血症，手術法，理学的所見，終末潜時を検討し

た統計学的検索にはstudent'st-test,Wilcoxon

signed-rankestest,Mann-Whitney'sUtest,相関

係数検定およびLogistic回帰分析を用いた

【結果】25年間でCTS手術症例の平均透析期間が

長期化している傾向が見られた原疾患別では，

糖尿病性腎症に伴うCTSでは発症までの平均透

析期間が有意に短かった.Riskfactorの検索では

再発CTS郡では初発CTS郡に比し透析導入時の

年齢が有意に若かった．また追跡可能であった再

発症例に対する各因子の影響度の分析では，高K

血症の影響度が大きかった．

【考察】CTS発症までの平均透析期間の長期化が

認められ血液透析技術の進歩に伴うものと推察さ

れた．高K血症はCTS術後再発のriskmctorの1

つと考えられた
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維持透析患者における透析導入原因別
(糖尿病性腎症とその他の原因）での手根
管症候群の比較

ComparisonoftWogroupofca[paltunnelsyndro-

me,onegroupishemodialysisduetodiabetic

kidneydiseaseandanotherisduetootherrenal

hilure.

'新城市民病院整形外科，2名古屋大学手の外科

○馬渕まりえ1，平田仁2，奥井伸幸2，

山本美知郎2，三ツロ秀幸2

【目的】透析性手根管症候群は長期透析に伴って発

症するが，透析導入原因による違いなどは明らか

になっていない．今回の目的は糖尿病性腎症によ

る透析導入例（以下DM群）と他の腎疾患による透

析導入例（以下非DM群）において，手根管症候群

の有病率や症状について検討することである．

【方法】当院で維持透析中かつ腹膜透析の既往や

中枢神経障害がないものを対象とし，透析年数，

導入年齢，手根管症候群の有無知覚テスト，

JSSH-CTSI質問紙などについて調査した手根管

症候群の診断は，各種誘発テスト，母指球の萎

縮,S-Wテストによる知覚障害，正中神経領域の

樺れや痛みにて臨床的に行った．

【成績】症例数はDM群22人44手（男性ll名女性

11名),非DM群17名33手（男性10名女性7名),

平均年齢はDM群66±ll歳，非DM群67±13歳，

透析導入年齢はDM群61.0±14.0歳，非DM群

61.8±15.3歳，透析年数はDM群4.9±3.7年，非

DM群5.5±4.6年で各項目において2群間に有意

差を認めなかった手根管症候群への罹患を認め

たものはDM群で24手(54.5%),非DM群で9手

(27.3％）であり有意差を認めた．手根管症候群

に罹患している者について検討すると，透析年数

がDM群で4.6±2.5年，非DM群で8.4±4.9年と

DM群で有意に短かく，両側例がDM群で11人

(84.6％)，非DM群で2人(28.6%)とDM群で

有意に多かったまた,S-Wテストにおいて母

指，環指小指ではDM群で有意な知覚低下を認

めた．

【結論】DM群で有意に有病率が高く，罹患までの

期間も短く，両側例も多かった．原因として糖尿

病性腎症時に増加するAGE-modified-62-Micro-

globulinが通常のアミロイド沈着よりも周囲組織

の炎症を強める(LonnemannGetal.2001)と

報告されており,DM腎症では透析アミロイドー

シスによる手根管症候群が早く発症する可能性が

あると考えられた．

2-10-22

長期透析患者に発生した手根管症候群に

対する皮下手根管開放術

MinimallyOpenCarpalTunnelReleaseUsinga

Carpal'IilnnelTbmeinLong-TbrmHemodialysis

Htients

'土谷総合病院整形外科，2広島手の外科・微小外

科研究所，3広島大学保健学科

○梶原了治1，木森研治1，津下健哉2，

生田義和2，村上恒二3

【目的】演者らは特発性の手根管症候群に対し，

一貫して手根靭帯切離刀を用いた皮下手根管開放

術を行っているが，長期透析患者に発生した手根

管症候群に対しても本法を応用しているのでその

術後成績を報告する．

【方法】対象は1999年以降当科で手術を行った26

例39手で手術時平均年齢59歳全例15年以上の透

析歴を有していた手術は局所または伝達麻酔下

に環指僥側線上に1.5cmの皮切を入れ，手掌腱膜

と横手根靱帯間の剥離を行って切離刀の進入路を

確保する．次いで正中神経の尺側で切離刀を末梢

側から挿入して横手根靱帯の切離を行う．非シャ

ント側では駆血下に行い，術後5日程度の外固定

を行うが，シャント側では駆血は行わず，弾力包

帯による圧迫固定を行う．切離刀はIndiana'Ibme

(Biomet社）とKnifelight(Striker社）の2種類を

用いた

【結果および考察】平均手術時間は非シャント側

18分，シャント側21分であった．術後3カ月の時

点で全例に瘻痛自覚的しびれ感の改善を認め，

S-Wtestでは術前平均4.01が3.03に改善してい

た創周囲の疾痛が3カ月以上にわたって認めら

れたのは1手であるが術後4ヵ月で消失してい

た．血管・神経損傷，屈筋腱損傷の発生は認めな

かった4手（術後2～6年）で再発を認め，2

手に屈筋腱滑膜切除を行った．本術式は切離刀以

外に特殊な機械を必要とせず，切離後に手根管の

開放を直視下に確認できるという利点を有する．

また，手根管遠位部を直視下に展開するため浅掌

動脈弓，尺骨神経および正中神経分岐部での損傷

を回避できる．屈筋腱，横手根靭帯などに形状あ

るいは質的変化を生じる長期透析患者の手根管症

候群においても本法により安全かつ確実な手根管

開放が可能である．

-S234-



2-11-1

指尖部損傷に対する袋型陰圧閉鎖療法

'IifeatmentofFingerTipInjurywithBag-Type

NegativePressureDressing

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科形成再建外科

○長谷川健二郎，徳山英二郎，杉山成史，

山下修二，木股敬裕

【目的】我々は手指の早期運動療法を取り入れた

袋型陰圧閉鎖療法を考案し，手の熱傷・末梢性対

称性四肢壊死・広範囲皮層欠損を伴う圧挫滅創・

デグロービング損傷などに用い，良好な結果を報

告して来た今回，指尖部損傷4症例に応用し，

ともに良好な結果が得られたので報告する．

【対象】症例1は20歳女性,Allentype3の右中指

完全切断で，切断指は紛失していた．症例2は5

歳女児,Allentype4の右中指デグロービング損

傷で，末節骨の尖端が露出していた．症例3は20

歳男性,Allentype4の右母指完全切断で，他施設

で再接着術を受けるも壊死となり，当科に紹介さ

れてきた症例4は1歳女児で，兎に右示指を咬

まれてDIPで離断され，関節面が露出していた．

【方法】創部を可及的にデブリードマンした後，

滅菌ビニール袋を応用した陰圧閉鎖療法を開始し

た．病室に設置の吸引器を用い,-15～-17kP

の陰圧で吸引した．継続的に吸引するのではな

く，手指の運動療法を行う際には吸引を止め，陰

圧を除き，密封パックに余裕をもたした状態で手

指を動かす様にした．

【結果】陰圧閉鎖療法開始より26～34日後に十分

な肉芽形成と創の縮小が得られ，陰圧閉鎖療法を

終了した．陰圧閉鎖療法終了より1週間で創部は

ほぼ上皮化した．症例l･2は健側と比べると小

さいが爪の再生は良好で,DIPの関節可動域制限

は残していない．症例3．4は爪の再生は認めら

れないが，断端は骨切除を加えなくても良好な形

態を呈した．

【考察】手の外科において，袋型陰圧閉鎖療法は

陰圧閉鎖療法開始とともに手指の運動療法が出来

るため，手指の関節拘縮，耀痕拘縮を最小限にと

どめる事が可能であった．今回の結果から，この

方法は指尖部損傷に対しては従来のアルミホイー

ル法や人工真皮に変わる方法として期待される．

2-11-2

Delayedextendedmid-thenarflapと
1､webflap－局所遠隔皮弁の工夫

Delayedextendedmid-thenarnapandthelst

webflap

猫協医科大学越谷病院整形外科

○ 佐 野 和 史 ， 木 村 和 正 ， 大 関 覚

【目的】手掌皮弁，指交差皮弁は今尚有用な被覆

法である．しかし従来の手掌（母指球）皮弁では

皮弁切断までに患手使用は困難，採取部に植皮を

要する，更に指尖部の引き抜き損傷では大きさが

不十分といった問題がある．指交差皮弁でも皮弁

採取部に植皮を要し，特に示指基節背側からの指

交差皮弁を用いた栂指の指尖部被覆では移植部に

発毛を生じる．これらの問題に対しての我々の工

夫を代表的症例を供覧し報告する．

【適応と手術方法】Delayedextendedmid-thenar

napは中・環指の末節骨が残存する指尖部の引き

抜き損傷に有用である．母指球皮線の尺側に幅約

lcmの皮下ポケットを手掌腱膜上に作成し露出

末節骨を埋入する．次にポケットの皮切を基部と

した皮弁近位方向に必要な長さだけデザインし，

それに沿って皮切を手掌腱膜上まで加えdelayを

行う．約2週間後埋入した末節部とともにdelay

を加えた皮弁を挙上し被覆する．皮弁採取部は一

期的に縫合する．皮弁採取部は手根管開放術同様

にきれいに治癒する．また皮弁作成部が母指球皮

線の尺側にあるため，固定期間中も栂指を自由に

使え患側手での書字，食事が可能である．一方，

lstwebnapは栂指切断被覆に有用である．皮弁
を示指MP関節榛背側から近位に向かって第1指

間背側にデザインする．約2週間で皮弁切断し採

取部は一期的に縫縮する．本皮弁の適応は栂指の

指交差皮弁と同様である．
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2-11-3

指尖部切断に対するVY前進皮弁の治療経験

HlmarAdvancementFlapwithV-YclosurefOr

FingerAmputation

田附興風会医学研究所北野病院形成外科

○齊藤晋，鈴木義久

【目的】指尖切断に対する神経血管柄W前進皮弁

は切断指再接着が適応とならない場合の代替治療

のひとつである．われわれの治療経験を報告する．

【方法】対象は8例8指男6人女2人，受傷指

は母指4指示指4指であり，切断型は横切断7指

斜切断l指，切断レベルは全例爪基部レベル（石

川sUbzone2-3相当）であった．皮弁は切開線が

切断端の側正中に始まり基節部掌側中央で合わさ

るホームベース型にデザインされた．1指のみ

stepladder法を適用した．皮弁は神経血管柄皮弁

として挙上され,PIP関節枝は可能な限り温存，

中節の各指動脈背側枝は切断し，指神経背側枝は

温存した．併用してcompositegraftをl指爪床

移植をl指，植皮を2指に施行した．4指に皮弁

末梢端を一時的に鋼線固定した．

【結果】皮弁壊死は認めず，指背側の皮層壊死も

認めなかったcompositegraftは部分生着，移植

爪床は2指とも生着しなかった示指例の4指中

3指に軽度のPIP関節の屈曲拘縮を認めた皮弁

の前進度は母指では15mmの前進が得られたが示

指では関節の軽度屈曲を併用し10-15mmの前進

が得られた．7指中3指に軽度の嬢痕拘縮を認め

た.stepladder法を適用したl指では癩痕拘縮が

比較的軽微であった皮弁を一時的固定した症例

は後戻り傾向が少なかった

【考察】掌側W皮弁は，末節部に作成する小さ

いものから児島らの指腹部全体におよぶものまで

多種報告されている．指尖を形態良く再建し，神

経障害を起こさないためには，より大きい皮弁と

神経血管束の中枢への十分な剥離が必要となる．

われわれは指動脈背側枝は切断し指神経背側枝を

温存したが，指背側の壊死を認めなかった．欠点

として示指は神経血管柄の伸展性が乏しく，皮弁

縫合時に指屈曲を併用するため術後に屈曲拘縮を

引き起こすことが挙げられた．

2-11-4

指背側へ拡大した指動脈皮弁による再建術

DorsalExpandedDigitalArteryFlap

長野赤十字病院形成外科

○川村達哉，岩澤幹直佐野貴史

指先の組織欠損を修復する手段として多くの皮

弁が報告されているが，指動脈皮弁はそのなかの

有用な手段の一つである．しかし順行性に伸展さ

せる特性上その移動距離には制限があり，症例に

よっては予想したほど皮弁が前進せずに欠損の被

覆に難渋し，爪変形，知覚障害，指節関節拘縮な

どを残す場合もある．我々は被覆範囲を拡大する

ため背側拡大型指動脈皮弁を工夫して使用してい

るので報告する．

【対象】10例13指で，いずれも指遠位部の指腹組

織欠損例である．

【方法】指動脈からは指節毎に背側へ2本ずつの

穿通枝があることが知られている．三角形状の指

動脈皮弁遠位部に，背側へ幅lcm長さ2～3cm

拡大された皮弁を背側枝が含まれるようにデザイ

ンする．背側拡大部を遠位から伸筋腱膜上で背側

枝を含めて剥離して，指動脈皮弁と一体の皮弁を

挙上する．背側拡大部はそのまま背側におき爪床

の再建などに用いたり，欠損部へ転位して被覆し

たりする．背側拡大した部分の皮弁採取部には小

指球などから採皮し全層植皮を施行する．

【結果】平均lcm程度の指動脈皮弁の前進距離

に，拡大した2cm程の皮弁の長さの分，皮弁で

被覆できる距離を延長できた．2例で拡大した皮

弁の部分壊死を生じたが保存的に治癒した．

【考察】順行性の指動脈皮弁は1～2cmまで移動

出来ると報告されているが，過度な移動は指節関

節拘縮などの後遺症の原因にもなる．我々の背側

拡大型指動脈皮弁は，皮弁そのもの移動距離は1

cmほどであるが，指動脈からの背側枝で潅流さ

れる指背部の皮膚を指動脈皮弁に含めることで，

より長い欠損を無理なく修復でき，指遠位の指腹

組織欠損の再建に有用であると考えられた．
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2-11-5

DigitalArteryPerforator(DAP)flapを
用いた指尖部再建

DigitalArteryPerfOmtor(DAP)napfOrfinger-

tipreconstruction

東京大学医学部形成外科

○成島三長，光嶋勲，吉村浩太郎，

権太浩一，内田源太郎

【目的】指先部損傷の場合，挫滅創および露出し

た骨をデブリードマンしての断端形成をおこなっ

たり，人工真皮などによる被覆をおこなうことも

多い．しかし中には，できるだけ指の長さを残し

てほしいと希望されたり，先端の被薄化により痛

みを訴える患者もある．今回われわれは,digital

arteryperfOrator(DAP)Hapをもちいた指先部再

建を経験したので報告する．

【方法】内訳は7例8指（男性5例女性2例）年

齢は24～47歳（平均37歳）母指1例中指4例

環指1例小指2例であった.

【成績】すべての症例で生着した．またadiposal

DAPHapとしてskmgraftしたり，先端の血流が

術中不安定であった症例でperioratortoperfora-

torでsuperchargedを行なった．

【結論】指先部の再建は，単純縫縮からw皮弁・

crossfingernap・thenarnap・Kitenap・freenap

など非常に多くの治療法が報告されており，それ

ぞれ一長一短がある．機能的かつ整容的に考盧し

つつ治療を行なうことが重要である．近年解剖

学的研究が進みsuper-micmsurgeryによる指先部

の再建にも応用されつつある．今回われわれは

DAPHapを用いて，指先部の再建にて良好な結果

を得た.DAPflapは自由に必要な部位に必要な皮

弁を作成することができる丘eestyleflapである．

十分な太さの穿通枝がある場合だけでなく近位

に太い穿通枝がない場合には非常に細いものを複

数含んだ血管茎をもちいて皮弁を作成することが

できる．この方法により，低侵襲で他へ傷をつけ

ることなく，絞拒を解除し，指の長さを保ちつつ

知覚も得られ，痛みを改善することが可能であっ

た．

2-11-6

指尖切断に対する人工真皮法と治癒後の

指尖形態の検討

EvaluationofFingertipdefOrntyafterArtifcial

dermistreatmentfOrFingertipinjmes

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，松岡保子，

山口健一

【目的】爪母部より末梢の指尖切断に対し，人工

真皮貼付による保存的治療を行った症例におい

て，損傷形態と治癒後の爪を含む指尖形態につい

て検討した．

【方法】1997年から2007年までの症例のうちで，

デジタルデータが存在した28指を後ろ向きに再検

討した

【結果】28指中24指でほぼ患者の満足がえられる

爪と指尖形態が得られた．結果が良好でなかった

ものは4指あった．人工真皮貼付のみで，指腹再

建を行わなかった爪母部の横切断の2指は痕跡上

の爪となった．爪床中枢部切断で，掌側軟部組織

の欠損が著しかった2例は，人工真皮のみの治療

の結果，爪の変形，狭小化，指腹偏平化が強く患

者の満足が得られなかった．

【結論】治癒後の爪を含む指尖形態に関して，骨

切断レベルにかかわらず，掌側の軟部組織が十分

に温存されているものでは，平坦な爪を含む良好

な指尖形態が再建された掌側の軟部組織の不足

するものは，爪の掌側湾曲，狭小化，指腹の偏平

化が生じるものが多かった．これらの結果を考慮

すると，人工真皮法において，良好な爪と指尖形

態の獲得には十分な掌側軟部組織の残存が重要で

ある．これらが不足する症例では，皮弁による指

腹部の再建を行った上で人工真皮を貼付する必要

があると思われた．
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2-11-7

手指に人工真皮とbFGFの併用によしﾉ治

療を行った21例29指の検討一人工真皮

のみで治療を行った102例127指との比較
検討一

ClimcalStudyofFingerlnjuryCasesthatwere

'IiseatedUsingtheArtificialDermisandbasicFi-

broblastGrowthFactor

大分中村病院形成外科

○亀渕克彦，林田健志，遠藤淑恵

【はじめに】我々は第49回手の外科学術集会にお

いて，手指に人工真皮を用いた102例の検討を発

表した．良好な結果ではあったが，その後は主に

人工真皮とトラフェルミン(bFGF)の併用によ

り治療を行っている．2006年1月～2007年8月ま

で21例29指にこの併用療法を行ったので，比較検

討し報告する．対象と方法）2006年1月～2007年

8月までに人工真皮とトラフェルミンの併用療法

を行った21例29指を対象とした年齢は平均40.9

歳（26～71歳)，性別は男性18例，女性3例，平均

経過観察期間は4.9ヶ月であった．症例の内訳は，

新鮮外傷16例，腫瘍切除後2例で，熱傷マムシ

咬傷，膠原病が各1例であった治療成績は前回

発表同様に，変形，瘻痛がなく，以前と変わらず

手指を使用しているものをexcellent,変形は軽度

であるが，痙痛もなく手指を使用しているものを

good,軽度の変形，瘻痛はあるものの日常生活に

おいて問題なく手指を使用しているものを伽，

変形や瘤痛のため手指を使用できていないもの，

肉芽の再生が不良で再手術や他の治療を行ったも

のをpoorとした．

【結果】保存治療行った10例l1指では2例2指が

poorで，再手術と断端形成術を行った．その他の

8例の上皮化までの平均日数は，32．3日であっ

た．植皮を行った10例17指はすべて植皮の生着は

良好であり,fair,poorの症例はなかった皮弁を

行った1例は軟部組織の欠損が大きく，逆行性指

動脈皮弁を行ったが，特に問題は認めなかった．

【考察】保存治療行った症例では，膠原病や圧挫

滅損傷など局所の血行不全が存在する場合には肉

芽形成が不良で，再手術や上皮化までの日数が長

い傾向にあった．症例数に差があり，統計学的な

有意差はあまり認めなかったが，併用療法の方

が，上皮化までの日数が短縮し，上皮化後の腰痕

による違和感・瘻痛の訴えが少ないと思われた

2-11-8

瘻痛性手指爪変形に対する形状記憶合金

ワイヤーを用いた治療

CorrectiveTieatmentfbrHinfulNailDefbrmity

UsingShapeMemoryWire

'塩之谷整形外科，2中日病院手の外科センター，

3名古屋大学手の外科学

○塩之谷香'，中村蓼吾2，中尾悦宏2，

栗 本 秀 2 ， 平 田 仁 3

【はじめに】形状記憶合金ワイヤー（以下ワイ

ヤー）を使用した足趾の巻き爪・陥入爪治療は簡

便で有効性が高く，新しい治療法として普及しつ

つある．我々は第49回本学会において，手指の巻

き爪に対するワイヤー治療について報告した今

回手指の巻き爪に対して発症原因別に分類し，そ

の特徴を検討したので報告する．

【対象】対象は手指の爪変形に対して当院と関連

病院においてワイヤー治療を行った18例36指であ

る．問診と爪の形状より5タイプに分類した.1.

凛疽・爪周囲炎に続発したもの9例9指2.手指

骨折など外傷後に発生したもの3例3指3.麻痒

性疾患にともなうもの3例12指4.膠原病に伴う

ものl例10指5.グロームス腫瘍にともなうもの

2例2指で，全例女性であった．

【結果】ワイヤー治療により瘻痛は全例消失する

か改善した.1は疾痛が強く，患指を全く使用で

きない場合が多い．治療を行う前に瘻痛を有した

期間が長いと，治療期間も長引く傾向にあった

2は外傷のため外固定中に徐々に発生し，固定除

去後に手指を使用し始めて爪の瘻痛と聲曲に気づ

く．痙痛は比較的弱く，治療により容易に改善

し，治療期間は2週間から1ヶ月程度と短い．3

は麻痒側の手に，4は全指に発生し，瘻痛は比較

的弱いが治療期間は長期にわたる．5は爪の変形

は改善したが，痙痛を消失させるには腫瘍の摘出

が必要となった．

【考察】lから3は手指の廃用に伴って手指の先

に圧力がかからないことによって発生すると考え

られる．特にlでは痙痛が高度であり，適切な治

療がされないと爪の聲曲が強くなる．受診まで1

年半瘻痛が持続していた症例は全く物に触れるこ

とができず,CRPS様に骨萎縮を呈していた

【まとめ】ワイヤー治療により痙痛は早期に改善

するか消失する．瘻痛の強い症例は積極的に治療

を行う事が望ましいと考える．
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2-11-9

移植爪母上皮細胞の運命とinvivoでの

ハードケラチン産生の可能性

Fhteoftransplantednailmatricalcellsandpoten-

tialofhardkeratinproductioninvivo

名古屋市立大学整形外科

○岡本秀貴，関谷勇人，大塚隆信

【はじめに】爪欠損により手指の外観的，機能的

な障害が惹起されるが，欠損した爪の再生はまだ

実現していない．近年，爪母上皮細胞(NMK)の

培養の報告が散見されその性質が明らかになりつ

つあるがNMKの移植実験は報告がない．移植

NMKのinvivoでのハードケラチン産生を調査し

たので報告する．

【対象と方法】Ⅷstarラットの指から爪母を採取

しcollagenase処理後mitomycinC処理した3r3J2

細胞をfeederlayerとしてNMKを培養した．コ

ラーゲンゲルの上面にNMKを蒔き5日間培養し

た．ゲル内に爪母間様細胞を含んだ群，皮層間様

細胞を含んだ群，ゲルのみの群を作成した．5日

間培養後ゲルごとⅧstarラット背部皮下に移植し

た．2週間後に移植組織を摘出して抗ハードケラ

チン抗体(AE13,hHb5,hHb6)を用いて免疫

組織生化学的に評価した

【結果】NMKは培養後3～4日で小さいコロニー

を形成し始め，コロニーは敷石状に徐々に大きく

なっていったコラーゲンゲル上で培養した

NMKはゲル内の間葉細胞の種類，有無に関わら

ず3群とも重層の上皮層を成し，角化産物を産生

していた3群とも，移植後2週間の組織標本で

正常爪甲組織と同様の層構造を呈する抗ハードケ

ラチン抗体陽性の角化組織を多数認めた．

【考察】培養NMKは移植生体内で爪特有の硬性ケ

ラチンを産生し，この産生能は共培養した間葉細

胞の種類，有無に影響されなかった．本研究にお

いてNMKは単独培養組織の生体内移植において

も硬性ケラチンの産生能を有することが判明し

た．本研究により証明された移植生体内における

硬性ケラチンの産生能の維持は重要な知見であ

り，将来，爪の再生・臨床応用への第一歩と考え

る．

2-11-10

指尖部挫滅あるいは陳旧性切断に対する

Graft-onflap法

Graft-onnapmethodfOrfingertiploss

'埼玉成恵会病院形成外科，2高月整形外科・東京

手の外科スポーツ医学研究所,3埼玉手の外科研究

所

○平瀬雄一1，山口利仁2，児島忠雄3，

福本恵三3

指尖部再建におけるGraftonnap法の基本的概念

は，指尖掌側を指皮弁で再建し，その上に爪床を

移植して，指尖部を爪を含めて再建することであ

る．筆者は指尖切断の再接着の一方法として本学

会に報告してきた．今回は，切断指を利用できな

い陳旧性あるいは挫滅爪床切断例の指尖再建への

応用例を検討する．適応は，爪母が残っている爪

床レベルでの切断例である．

【術式】指尖部を再建した皮弁上に母趾からの爪

床分層移植を行う．皮弁は母指では掌側前進皮弁

が，他の指ではObliquetriangularflapが使いやす

い．末節骨が1/2近く欠損している場合は二次的

に骨の移植を行う．爪床は母趾爪床中央から採取

する．採取した分層爪床は指尖の皮弁の上に植皮

と同様に移植する．

【症例】計38例で，皮弁は掌側前進皮弁が14例

(うち，母指は8例),0bliquetriangularnapは18

例，逆行性指動脈皮弁は6例であった．骨の移植

は9例あったが，最近の5例は第Ⅱ趾の末節骨を

骨膜付きで採取して移植し，そのうち2例は一期

的に行った

【結果】皮弁は全例生着した．爪は全例で成長し

たが，爪の成長の不良なl例に血管柄付き爪床移

植を行った尺骨や腸骨からの小さな骨の移植例

は吸収されたが爪の形は温存された．移植骨サイ

ズの大きい第Ⅱ趾からの骨膜付き移植は吸収が少

ないかほとんど見られなかった．

【考察】爪母が残存している指尖部切断症例では，

指尖掌側を指島状皮弁で背側を爪床移植で再建す

るgraftonnap法の概念が，安全で短時間にすぐ、
れた結果を得られる第1選択肢として考盧される

べきと考える．
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Z-11-11

指尖部切断に対するgraftonflapによる
治療経験

ReconstructionofHngertipAmputationwith

GraftonFlap

三豊総合病院整形外科

○阿達啓介

当科では2005年以降，爪床レベルの指切断に対

しthenarnapもしくはobliqUetrianglarflapで掌

側皮層欠損を再建したgraftonnapを行ってい

る．症例数は少ないが良好な経過であるので報告

する．

【対象および方法】2005年3月以降，当院で手術，

直接検診を行った4例4指（男性2例，女性2

例）を対象とした年齢は30～62歳（平均44.8

歳）であった．切断指より骨，爪床のみ残し指腹

の皮下，皮膚を切除する．骨と爪床のみとなった

切断指をconceptwirel～3本で固定する．爪床

を修復した後，掌側皮層欠損を母指球皮弁もしく

はobliquetriangularflapで被覆した採皮部は縫

縮もしくは切断指より全層植皮を行った．母指球

皮弁を行った症例では術後2.5～3週で皮弁切断

を行った．

【結果】compositegraft部分，皮弁は全例生着し

た．また骨癒合も全例得られた．深部感染を1例

に認め，掻爬により感染は鎮静化したが指腹の萎

縮を残した．知覚：母指球皮弁を用いた3例では

全例SennnesWeinstemtest(SW)3.61,static2-

pointdiscriminationtest(s2-PD)10mmが得ら

れた.Obliquetriangularnapの1例はSW2.83,

s2-PD6mmが得られた.%TAM:母指球皮弁を用

いた3例では86～96%,obliquetriangularflapの
1例は89％であった．

【考察】指尖部切断の治療において整容面は重要

な要素である．少数例ではあるがgraftonflapは

再接着術に引けをとらない整容面，機能的に優れ

た指尖部形成が可能であった本法はultram-

crosurgeryの特殊技術も必要とさない指尖部切断

に対する優れた再建方法と考える．

2-11-12

血管新生療法（徐放化塩基性線維芽細胞

増殖因子）を用いた指尖部切断再接着

Thefinger-tipreplantationusmgthesloWreleas-

ingbasicFibroblastgrowthfactor

'近畿大学医学部形成外科，2京都大学再生医科学

研究所生体組織工学研究部門生体材料学分野

○楠原廣久I,和田仁孝1,森廣政1,

磯貝典孝'，田畑泰彦Ⅱ

【目的】指尖部切断再接着において，石川分類

Subzonelでは複合組織移植でも十分生着し，

Subzone3より中枢での切断では動脈と静脈の吻

合が不可欠となる．しかし,Subzone2では，複合

組織移植での完全生着は難しく，また血管吻合を

するには血管が細く，特に静脈吻合は技術的に困

難である．そのため動脈吻合のみが可能な症例も

数多く，これらの症例では術後，諺血きたし治療

に難渋する．また，血管吻合が困難なSUbzone2症

例では一般に，複合組織移植が用いられるが，母

床となる接着面からの血管新生に頼るため，組織

量が高くなるにつれ組織の生着率は激減する．そ

こで今回我々 は，薬物送達システム(drugdeliv-

erysystem,以下DDS)を応用して塩基性線維芽

細胞増殖因子(basicfibroblastgrowthhctor,以

下b-FGF)を徐放化し，再接着組織の生着率が

向上するかを検討した．

【対象】2003年8月から2006年7月までの当科に

おける石川Subzone2の指尖部切断症例(42例，

48指）について検討した．

【方法】ゼラチン微粒子にb-FGFを含浸させて徐

放化b-FGFを作成し，切断端創面の中枢側およ

び末梢側の両面へ直接塗末して使用した．

【結果】複合組織移植の症例のうち75％以上の組

織生着を認めた症例は,b-FGFを使用した症例群

では9例中7例（77％）であったのに対し,b-

FGFを使用しなかった症例群では9例中4例

(44％）であったまた，動脈のみ吻合した症例

のうち75％以上の組織生着を認めた症例は,b-

FGFを使用した症例群では17例中11例(65%)で

あったのに対し,b-FGFを使用しなかった症例群

では13例中5例(38%)であった

【結語】Subzone2の指尖部切断再接着において，

徐放化b-FGFにより組織生着が高まる傾向を認め

た．
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2-11-13

指尖部切断再接着における静脈移植の有

用性

VeinGraftfOrFinger'IipReplantation

小郡第一総合病院整形外科

○坂本相哲，服部泰典土井一輝，

守屋淳詞

【目的】指尖部切断再接着術における静脈移植の

適応と技術的問題点について検討したので報告す

る．

【方法】過去10年間に当院で玉井分類Zonelに再

接着を行ったのは60指で，このうち，静脈移植を

必要とした19例20指を対象とした．男性15例，女

性4例，平均年齢42.3歳（1-84歳）で，受傷指は

母指ll指，示指5指，中指2指，環指1指，小指

1指であった．切断レベルは石川分類でsubzone

l:7指,sUbzone2:13指，切断タイプは山野分

類にてclean-cut:4指,blunt-cut:2指,avulsion:

3指,crush:11指であった．静脈吻合はl例を除

く19指で可能であった．動脈再建のみに静脈移植

を要したのは10指で，静脈のみが7指動脈静脈

ともに静脈移植を要したものが3指であった．静

脈の採取部位は，母指球部皮下が11指前腕掌側

が10指，足底l指であった．

【結果】術後に血行障害を生じたものは6指で，

うち2指は諺血を生じたが潟血を行い生着した．

残り4例はcrushタイプの切断であり動脈血栓を

起こし壊死となった結果的に16指が生着し，生

着率は80％であった．

【結論】静脈移植の適応は，血管の挫滅や欠損の

場合だけでなく，末梢側の血管の縫い代が十分に

確保できない場合であり，自由度のある移植静脈

で吻合した方が，端々吻合を行うより容易であ

る．母指においては，その位置関係により，骨接

合前に末梢側への静脈移植を行なった方が容易な

ことが多い．また，静脈の採取部位は，血管径と

壁の厚さが適合する母指球部の皮下静脈が最適で

ある．積極的な静脈移植の応用が指尖部再接着の

生着率を上げる秘訣である．

2-11-14

末節完全切断再接着の成績に対する切断
指整復前静脈移植法の影響

VeinGraftfOrCompleteFingerAmputationat

DistalPhalanx

長野市民病院整形外科

○松田智，岡本正則

【目的】手指末節切断は比較的多い外傷であるが，

その治療法は施設によりまちまちであり，手の外

科医が積極的に関与すべきと考える．当院で施行

した再接着の成績と，切断端の動脈にあらかじめ

静脈移植を用いる手術方法（以下切断指整復前静

脈移植法）との関連について検討した．

【方法】当院で施行した1995年から2006年までの切

断指のうち,DIP関節以遠の切断が76指(70.4%)

を占めていた．切断レベルは玉井のZone分類で

Zonelの完全切断が46指,Zonelの不全切断が5

指Zone2の完全切断が23指,Zone2の不全切断

が2指であったZonelおよびZone2の完全切

断症例69指のうち，再接着を施行した36例につい

て，整復前静脈移植の有無と生着率について検討

した．

【成績】Zonelで静脈移植を施行した症例は12例

で，このうち全例（生着率100%)が生着してい

る．静脈移植をしなかった症例は4例であり，こ

のうち1例が生着しなかった（生着率75％)．

Zone2で静脈移植をした症例は16例で,15例（生

着率93.8％）が生着していた．静脈移植をしな

かった4例のうち2例で生着しなかった（生着率

50%).これをまとめると,Zonelでの生着率は

15/16(93.8%),Zone2では17/20(85%)であ

り，静脈移植をした場合は27/28（96.4％)，静脈

移植をしない場合は5/8（62.5％）であった．こ

れらには統計学的に有意差はなかった．

【結論】末節切断では，切断端を整復後に血管吻合

をすることは，困難なことが多い．切断端の動脈

にあらかじめ前腕の皮下静脈を指整復前に移植す

ることで，より確実に，短時間で動脈再建が可能

である．今回，統計学的な有意差は出なかったが，

整復前静脈移植法を採用した症例に，生着率が明

らかに高い傾向があった．切断指整復前静脈移植

法は手指末節切断再接着に有用な方法と考える．
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切断指再接着術例の治療成績

ClinicalResultofdigitalreplantation

札幌徳州会病院外傷センター

○土田芳彦，磯 貝 哲 ， 辻 英 樹

【目的】切断指再接着術は生着率が80-90％を超え

る一般的な医療行為となっており，術後の機能を

如何に向上させるかが話題となっている．今回

我々は，演者自身による切断指再接着症例の治療

成績を検討し報告する．

【方法】対象は1996年1月から2006年3月までの

間に，演者自身が施行した切断指再接着症例132

例166指である．年齢は4才から68才〔平均37

才〕，性別は男性111例，女性21例であった単指

切断が92例，複数指切断30例，完全切断は73指，

不全切断は93指また鋭利切断は42指，挫滅切断

は124指であったまた玉井Zone別ではzone2が

53指，3が62指，4が40指，5が11指であった

以上の症例を対象にまず生着率を調査し，生着し

た症例について玉井Zone別の術後機能評価を施

行した（玉井・中村の評価基準)．

【成績】再接着術全症例における生着率は144/166

指で87％であった．鋭利切断例と挫滅切断例にお

ける生着率はそれぞれ100％，83％であった生着

した144指の術後機能は，母指単指切断はzone2が

90点,3が88点,5が82点，母指以外の単指切断は

zone2が88点,3が86点,4が72点，複数指切断は

3が82点，4が62点であった．

【結論】中村，玉井の評価基準で，母指切断およ

UrZone3までの手指切断は良好な機能が得られ

たが,Zone4切断の術後機能は満足されるもので

はなく，機能低下の原因はPIP関節の自動可動性

の低下にあった.Zone4切断のPIP関節可動性の

獲得の為には，伸筋腱の強固な再建と早期リハビ

リテーションの導入が必要と考えた．

2-11-16

家庭災害による切断指の検討一労災事故

との相違点は何か一

Theexaminationofthecuttingingerbythe

homedisaster

'東北大学病院形成外科，2石巻赤十字病院形成外科

○鳥谷部荘八'，武田睦1，高地崇2，

工藤宏之1,館正弘！

【はじめに】マイクロサージャリー技術の発展に

より切断指再接着の生着率は飛躍的に向上し，今

では一般的な治療として普及している．近年の労

働環境改善により，労災事故は減少しそれに伴い

切断指も減少傾向にある．一方で労災外において

の事故において，原因となる製品や器具に関する

マスコミ報道は後を絶たない．公園遊具やシュ

レッダーによる指切断の報道は記憶に新しい．家

庭災害での指切断はどのような要因で発生し，一

般の労災事故と比べ差異はあるのか評価すること

を目的とした過去10年間に経験した切断指再接

着について，受傷原因として家庭内におけるもの

を抽出し，検討を加えた．

【方法】1997年から2006年にかけて東北大学形成

外科において再接着を行った症例を診療録及び手

術記録，東北大学形成外科入院患者データベース

により検討を行った

【結果】10年間に当科に搬送された切断指は344

例，369指再接着を施行したものは277例，282

指．再接着成功したものは244例,251指，成功率

は約89％であった．家庭内災害による指切断は36

例,40指．再接着施行したものは27例,29指，成

功率は約84％であった．女性・主婦に多く，利き

手の指尖部が多い傾向にあった

【考察】一般に家庭内災害は女性・主婦の指尖部

切断が多く，日常の家事で受傷し，労災事故とは

異なった対応が必要である．また原因となった製

品や器具に関して，その危険性を早急に情報とし

て共有し，一般に啓蒙する必要がある．

-S242-



2-11-17

広背筋皮弁による肘屈曲再建術(Zan-

colli'sbipolarmethods)一上腕再接着後
の3症例について一

Elbowflexorplastywiththepedicledbipolar

latissimusdorsitransferfOr3casesofreplanted

upperann

市立札幌病院整形外科

○平地一彦，佐久間隆

【目的】上腕再接着後に肘屈曲が不能な3例に対

し広背筋による機能再建を行った．手術手技と成

績について検討し，この手技の利点・問題点につ

いて考察する．

【方法】症例は全例男性の利き手側であり，手術

時年齢は42，55，63歳であった全員労災事故で

完全切断がl例，不全切断が2例であった．受傷

から手術まで13カ月～23カ月であった.2例に肩

下方亜脱臼を認めた手術は上腕部で移植床を作

成後広背筋皮弁を採取し，近位はconjointed

tendon,遠位は上腕二頭筋腱停止部に縫着する

Zancolliのbipolar法を行った．後療法は6週間外

固定による伸展制限を行い，術後2週以内に自動

屈曲運動を始めた．追加治療で2例に肩関節固定

を行った．これらについてi)経過観察時のMMT

とROM,ii)手術手技を調査した経過観察機関

は7ヵ月，19ヵ月，90ヵ月であった．

【結果】i)MMTは3,4,4,ROMは-35｡～100｡,

-20｡～120.,-30｡～110.であった．前腕回外作

用は得られなかった．獲得した肘屈曲によりl例

は鞄下げ，1例では重量物把持挙上が可能となっ

た．もうl例は観察中である.ii)手術手技では

移植筋近位で筋の緊張調節を行い，遠位縫合部で

は広背筋の幅広い裾で二頭筋を巻き余剰分を前腕

伸筋郡へ縫着した．1例に筋遠位停止部の再縫合

を,1例で輸血2例で植皮を要した．重大な合

併症はなかった．

【考察】上腕再接着後の肘屈曲再建は筋肉が欠損

しているためSteindler法，遊離筋肉移植，筋移行

術などに限られる.Steindler法は麻揮回復不良で

不適，遊離筋肉移植は適切な血管がないことが多

い．広背筋移行は閉創や筋縫着には工夫が必要

で，肩亜脱には関節固定術を考慮する必要がある

が，比較的早期の肘屈曲が得られ,Bipolar法によ

り短縮した上腕にあわせて筋の緊張調節が可能で

有用な方法であった

2-11-18

微小血管吻合術後の合併症

ComplicationsfOllowingmicrovascularanastomosis

'徳島大学整形外科，2高松赤十字病院整形外科

○笠井時雄'，花岡尚賢'，浜田佳孝'，

安井夏生'，宮本雅文2

【目的】微小血管吻合が必要な再接着術および遊

離組織移植術の術後の合併症については，その術

後成績に比して言及された報告は少ない．今回

我々は，当院で行った微小血管吻合術後の合併症

を検討した．［対象および方法]1999年よりその

後5年間に筆者が行った微小血管吻合例53例に対

して，その術後経過と合併症について検討した．

対象は，男性49例，女性4例，平均年齢45.3歳

(2-72歳）であった．術式の内訳は，切断再接着

41例，遊離組織移植12例であった．

【結果】全体的生着率は，87.3％（再接着83.7％遊

離組織移植100%)であった．術後に再吻合を行っ

た症例は，指尖部切断2例，下腿開放骨折への遊

離皮弁l例の計2例（3％）であった3例とも動

脈血栓に対して，血栓除去，再吻合を行ったが，再

接着l例については救済できなかった．全身的合

併症では，術後明らかな出血傾向を認めた2例に

ついて,1例に創出血部位の止血追加処置を,1例

に抗ヘパリン製剤（硫酸プロタノール）の全身投

与を必要とした．いずれも輸血を必要とはしな

かった．また，精神症状として，2例に臥床安静に

伴う一時的な拘禁症状を呈したが，起坐，歩行開

始と共に消失した．アルコール依存例では，3回に

わたる自傷小指切断があり，2度再接着を行ったも

のの，最終的に切断術を行った．

【考察】術後血栓形成による血行障害については，

やはり時期を外さない再手術の決定により血栓除

去・再吻合を施行するしかないと思われる．ま

た，ヘパリン全身投与を行う際個々の薬剤反応

性を常に考慮し，臨床所見のみならずACT,

APITなどのモニターを行う必要があった．さら

に，術前に精神状態をも含めた評価を行ったうえ

で適応を決定すべきであり，その術式や経過につ

いて十分な説明と同意を行うべきであることが，

あらためて確認された．

-S243-



2-11-19

機能的筋肉移植の血行モニター（皮弁モ
ニターの問題点）

VasuclarmonitoroffUnctioninghfeemuscle

transtr

小郡第一総合病院整形外科

○守屋淳詞，土井一輝服部泰典

坂 本相哲

【目的】遊離複合組織移植術後の血行モニターは，

皮弁が一般に用いられている．しかし遊離筋肉移

植では血行モニターが皮弁の場合，再手術により

皮弁の生着は得られても筋肉が壊死する可能性が

高い．自験例の筋肉移植後吻合部血栓例の遠隔成

績と血行モニター皮弁の持つ問題点，筋肉移植に

おける血行モニター方法について検討を行ったの

で報告する．

【方法】1980年～2006年の27年間に行った筋肉移

植は173症例247筋肉移植である．再建を要した原

疾患は腕神経叢損傷198筋肉悪性腫瘍32,フオ

ルクマン拘縮7，末梢神経損傷7，先天異常3で

ある．この内,10筋肉移植に術後吻合部血栓を合

併した．動脈血栓が2例，静脈血栓が7例，不明

がl例であった．術後吻合部血栓10症例中，血栓

摘出・静脈移植を行い生着した症例は7例，壊死

が1例であった．再吻合時，筋膜からの出血もな

く筋収縮もない1例は移植筋を摘出した．感染と

壊死を合併していたl例は再吻合を行うことなく

移植筋を摘出した術後モニター皮弁の生着した

7例中2例の遠隔成績について検討する．

【結果】2例ともに動脈血栓症例で血行モニター皮

弁は生着したが，移植筋の1例は完全に脂肪変性

し,HbrillationもMUPも導出できず，全く筋収縮

を認めなかったもうl例は筋肉の一部にfbrilla-

tionをみとめ,MUPが導出できたが，神経再支配

時期も遅れ，機能的に有用な収縮は獲得できな

かった．

【結論】筋肉は常温阻血の許容時間は3－4時間と

他組織に比べ短く，血行モニターを皮弁とした場

合には動脈血栓では救済時期を逸する可能性が高

く信頼性が低い．新たな血行モニター方法とし

て，'IhnS-Hらが報告したCMAPによるモニター

方法を行っているので合わせて現状も報告する．

2-11-20

上腕動脈損傷の検討

BrachialArterylnjuries

'奈良県立医科大学高度救命救急センター，2奈良

県立医科大学整形外科，3稲田病院整形外科

○河村健二1，村田景一2，稲田有史3，

奥地一夫！

【目的】上腕動脈は主幹動脈損傷の中では好発部

位の一つあるが，頻度は比較的稀であり，国内の

文献報告では大半が症例報告である．我々が経験

した上腕動脈損傷10例の受傷原因，合併損傷術

後成績などを検討した

【方法】切断肢および腋窩動脈を損傷部に含む症例

は除外し，2003年1月から2007年9月までの間に

筆頭者の施設にて血行再建を行った上腕動脈損傷

10例を対象とした．男性8例女性2例で，年齢は

3から55歳（平均30歳）であった受傷原因，合併

神経損傷動脈の損傷形態再建方法，受傷から血

行再開までの時間術後成績を検討した．

【結果】受傷原因は刃物による刺創2例，切創l

例，上腕骨開放骨折2例，小児上腕骨穎上骨折2

例，肘関節開放性脱臼l例，圧挫傷1例，デグ

ロービング損傷l例であった．神経損傷の合併は

4例で，開放骨折の1例が正中，尺骨，榛骨神経

損傷，肘関節開放性脱臼が正中神経損傷，デグ

ロービング損傷が僥骨神経損傷，切創が正中，僥

骨神経損傷を合併していた．動脈の損傷形態は動

脈断裂が7例動脈痙箪が2例，動脈挫傷がl例

であった．再建方法は動脈断裂の5例が端々吻

合，動脈断裂の2例と動脈挫傷の1例が大伏在静

脈移植，動脈痙鍾の2例が外膜切除であった．受

傷から血行再開までの時間は4から20時間（平均

10時間）であり，8例は他院からの紹介受診であ

り，うち2例は初診医が動脈損傷を見落としてい

たために紹介が遅れていた．神経損傷を伴わな

かった6例は最終的に術前の症状は回復し機能障

害は認めなかった

【結論】上腕動脈損傷は側副血行路により壊死発

生率は低いと言われているが，虚血による合併症

を予防するために可能なかぎり早急に血行再建を

行うべきであり，神経損傷の合併頻度も高いこと

を念頭におく必要がある．
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四肢リンパ浮腫に対する最小侵襄リンパ

管細静脈吻合術の検討

Minimuminvasivelymphaticovenularanastomosis

fOrlymphedemaofthelimbs

高知大学医学部整形外科

○野口政隆谷脇祥通，中島紀綱，

坪屋英志 ， 喜 安 克 仁

【目的】四肢のリンパ浮腫は，整容面だけでなく

患肢の重だるさ，歩行障害，リンパ管炎による発

熱などを来たして重い運動器障害を呈することも

多く，苦しんでいる患者も多い．これに対して，

近年superncrosurgeryの技術を用いたリンパ管

細静脈吻合術の有効性が散見されるようになって

きた．我々は,2005年から本法を開始し，術後療

法も簡素化している．今回短期ではあるが，自験

例について報告する．

【対象・方法】リンパ管細静脈吻合を行い，術後

2ヶ月以上経過した21例を対象とした．全例女性で

あり，年齢は平均59歳であった．上肢リンパ浮腫が

6例，下肢リンパ浮腫が15例であり，浮腫の原因疾

患は上肢では乳癌が5例,RAがl例であり，下肢

では全例子宮癌であった浮腫発生から手術までの

期間は平均9.6年であった．手術は全例局所麻酔下

に行い，術後外固定や抗凝固療法は行わなかった．

下肢例では手術直後から歩行を許可した臨床評価

は患肢周囲径，自覚症状の変化で行った．

【結果】リンパ管細静脈吻合数は上肢では平均2.6

(2-3）本であり，下肢では平均2.5（2-3）本で

あった．上肢例では術後平均8.7ヵ月の時点で上

腕周径は平均1.4（0.4-2.5)cm減少し，前腕周

径は平均l.4(0-2.5)cm減少した．下肢例では

術後平均ll.3カ月の時点で大腿周径は平均l.9

(0-6.5)cm減少し，下腿周径は平均l.5(0-

4.0)cm減少した．自覚症状については改善が17

例，不変が3例であり，悪化例はなかった．

【考察及び結論】リンパ浮腫に対するリンパ管細

静脈吻合術は，吻合数が少なくても効果があるよ

うであり，四肢周径の改善に比して自覚症状の改

善が大きい．まだ短期成績ではあるが，我々の

行っているリンパ管細静脈吻合術は極めて低侵襲

で，患者に福音となるものであり，今後積極的に

挑戦してゆく価値のある方法と思われた

2-11-22

マイクロサージャリー初学者に対する練

習材料としての貝割れの有用性

Usefulnessofradishsproutsfbrbeginnersofn-

crosurgery

東京医科大学形成外科学講座

○ 岡田宇広，松村一，柴田大，

今井龍太郎，渡辺克益

【目的】先日の第34回マイクロサージャリー学会

において，我々は今日までに報告されているガー

ゼ・シリコンチューブ・手羽先などの各種材料と

比べより安価で入手しやすい練習素材がないかを

検討し，コスト面の低さや扱いやすさから貝割れ

の有用性を報告した．特にその非常に裂けやすい

点が，マイクロサージャリー初学者にとって

atraumaticな操作を身につける上で高い効果があ

る可能性が示唆された．そこで，さらに実際に貝

割れを用いて初学者にトレーニングを行い，どの

程度の有効性が認められるか検討した．

【方法】当科のマイクロサージャリー初学者3名

を対象とし，顕微鏡下(ZEISSStenDV4)に

10-0ナイロンを用いて吻合練習を行った．まず

顕微鏡下の運針法に関しての指導を行なった後，

ガーゼ・シリコンチューブを用いた練習を各々30

分行った．続いて，貝割れを用いた試験を貝割れ

を初めて吻合する段階，最初の試験後に1時間貝

割れで練習した段階2回目の試験後に1時間貝

割れで練習した段階の計3回行ない採点した

採点項目は，バイトと深さ・針の軌跡・貝割れが

裂けることなく縫合可能かなどの10項目で評価し

た．

【結果】各段階における試験の平均点は，それぞ

れ3点・6点・8点であり，練習時間と共に評価

点数の上昇が認められた．特に，繊細な操作に関

しての評価項目で大きな改善がえられた．

【考察】貝割れは，畜産物や実験動物と異なり保

存場所や実施前の準備に負担がなく，医局内の冷

蔵庫などに保存しいつでも練習可能であり，臨床

業務の多忙性に伴う練習機会の減少を改善する意

味で効果的である．かつ，マイクロサージャリー

初学者とってatraumaticな操作感覚を身につける

上で有効性が高いことが明らかとなった．
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マイクロサージャリーの縫合手技は難し
いものであるか

IsMicrosulgicalsuturetechniqueitselfdifficult？

慶應義塾大学医学部整形外科

○奥山訓子，中村俊康佐藤和毅，

中道憲明

【目的】顕微鏡視下縫合手技（以下，マイクロ手

技）には難しいという印象があり，全ての外科医

が積極的に行うわけではない．その難易度を初学

者で検証した．

【方法】医学部5年生75名を対象とした器械縫合

経験者は3名，マイクロ経験者は0名であった．顕

微鏡操作法とマイクロ手技の説明は班（6-7名）単

位で，マイクロ手技は監督下で個別に行った10-0

ナイロン糸を用い，動物実験用マイクロ錨子3番2

本を使用して，練習用シートに一針かけ結紮した．

手をとめることなくl針を1分程度で完了した者を

A群，時に手技の見直しや助言を要したが5分程度

で完了した者をB群，5分以上かけてできず再挑戦

となった者をC群とした．全ての学生を同一指導者

が担当した．結果:A群25名,B群40名,C群10名

であったA群の学生は初回から熟練者同様に結紮

操作ができ,C群も再施行では全員が容易にマイク

ロ手技を行った

【考察】B,C群の者で最も困難な操作は右の鋸子

での糸輪の把持であり，鑑子の向きを変え持ち直

すよう助言すると容易に結紮操作ができるように

なった手関節を背屈し緊張させるために手先で

の鑑子の操作が困難な者は実習開始時まで鑑子を

和裁ばさみのように握り使用していた者が多かっ

た．鐙子の“鉛筆持ち”と手関節を中間位でリ

ラックスすることができると操作が容易になっ

た手元が上がり顕微鏡の焦点深度から外れて糸

を見失ったり，引きすぎて糸を切ったりしていた

者は小指球部を接地させ，手先を主に使うように

指導することで改善した．これらのポイントを押

さえることで器械縫合の初心者にもマイクロ手技

は容易に可能であった．

【まとめ】マイクロ手技は初心者の33％で容易に行

うことができた，2回目では100%で可能となり，

難易度の高い特殊な手技ではないと考えられる．
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1

KienbOck病の手術治療

一僥骨短縮・模状骨切ﾚﾉ術と血管柄付き骨移植術一

中日新聞社健康保険組合中日病院名古屋手の外科センター

中尾悦宏

Kienb6ck病の手術的治療法は多種報告きれている。われわれは従来,Lichtman分類

stageII,IIIの症例には，軟化した月状骨への力学的負荷軽減を目的として,negativeul-

narvarianceの症例には僥骨短縮術あるいはこれと僥骨尺側傾斜角を減少させる模状骨切

り手術の合併手術を,nullやpositiveulnarvarianceの手関節には模状骨切り術を主に行っ

てきた。今回，約30年間施行してきた僥骨骨切り術の成績をretrospectiveにまとめた。術

者も評価者も複数にわたるが，瘻痛の緩和に加え可動域握力の改善が得られ，安定した

信頼に足りうる手術法であった。

本疾患に対する他のアプローチとして，虚血あるいは壊死した月状骨への血流改善を目

的とした手術が存在し，月状骨への血管束移植や血管柄付き骨移植がこれにあたる。近年，

手関節背側の血管解剖が詳細に研究され，手根骨疾患に対する血管柄付き骨移植がより確

実に応用可能となった。

このような背景のもと，さらなる治療成績の向上をもとめて，近年，月状骨への力学的

負荷軽減を目的とした手術と，月状骨の直接的骨質改善を目的とする骨移植手術を同時に

行う術式が登場してきた。われわれも2000年以降，僥骨短縮・模状骨切り術と，僥骨より

挙上した血管柄付き骨片の月状骨への移植術を同時に施行する方法を選択している。現

在までに十数例を経験し成績評価を行った。本合併手術にて，瘻痛の軽減，消失，可動域

や握力の増加など，臨床的には骨切り術単独と同等あるいはそれ以上の成績が獲得され

た。経時的し線像の観察においても月状骨形態はおおよそ良好に保たれ，扁平化の防止や

改善，分節化の防止，既に分節化した骨の癒合等が認められた。Mmでは，掻爬せずに残

した月状骨海綿骨の輝度は比較的早期より変化し，本手術によって月状骨骨質の改善が得

られていることが明確に示された。骨移植による骨質を改善させる直接的効果と骨切り術

による月状骨への負荷軽減，それら両者の相乗的な効果によるものと推察される。温存，

再建された良好な月状骨形態は手根配列を健常に維持し，手関節症の発症を予防して，長

期的に安定した予後を期待させるものである．
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講師略歴

中尾悦宏（なかおえつひろ）

中日新聞社健康保険組合中日病院名古屋手の外科センター整形外科部長

略歴

昭和62年3月名古屋大学医学部卒業

昭和62年5月名古屋披済会病院研修医

平成 元年4月名古屋披済会病院整形外 科 医 員
’

平成5年9月名古屋大学附属病院分院整形外科医員

平成7年9月NewWrk州立大学･Syracuse健康科学センターHand

平成9年1月名古屋大学附属病院整形外科医員

平成14年12月名古屋大学附属病院整形外科・手の外科助手

平成15年7月名古屋大学附属病院整形外科・手の外科医局長

平成19年4月中日新聞社健康保険組合中日病院

名古屋手の外科センター整形外科部長
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フォルクマン拘縮の診断と治療

広島大学大学院保健学研究科運動制御解析科学

砂川融

フォルクマン拘縮とは，前腕部に発生したcompartment症候群が進行し，不可逆性の阻

血性組織壊死を引き起こした状態である．最も重要なのは発生を予防することであり，以

前のように小児の上腕骨顎上骨折後に発生する症例を見る機会は激減している．最近診る

機会があるのは，アルコールや睡眠薬の多飲後，あるいは外傷による前腕の直接圧迫に続

発した症例である．

診断で大切なのは5P(pain,palloriparesthesia,paralysis,pulselessness)であるが，そ

の中でも特に重要なのは痛みで，耐え難い異常な痛み，手指の他動伸展での高度の癌痛を

訴える場合にはcompartment症候群を疑い，早急な処置に努めなければならない．

完成したフオルクマン拘縮に対して当科では津下の分類に従い重症度を判定し，治療方

針を決定しているので紹介する．最終的な手術方法の決定と手術時期は自然回復がほぼ終

了する発症後6カ月を目安としている．それまでは手関節，手指伸展装具を装用させ，拘

縮の悪化の防止，改善に努める．

軽症型：筋の変性は一部の深指屈筋に限局されており，腱延長術で対応する．

中等症型:深指屈筋の全て，円回内筋，長母指屈筋，一部の浅指屈筋が変性している．この

型は症例により変性範囲がまちまちであるので，どこに変性，拘縮のfOcusがあるのか，力

源は残存するのか否かを十分吟味し，手術計画を起てる．変性，拘縮が広範囲に及んでい

るためまず筋解離術を行い，力減が十分でない場合にはそれと同時，あるいは後日伸筋側

からの腱移行術を追加する．良好な力源がない場合には機能的遊離筋肉移植術を行う．

重症型：筋の阻血性壊死は屈筋群のみならず伸筋群にも及んでおり，機能再建のためには

遊離筋肉移植術しかない．

術後の手の機能を考えた場合重要なのは，屈曲拘縮の解離はもちろんのこと，手内筋の

回復であるので，上記壊死筋に対する手術と同時，あるいは先行して神経剥離を行う必要

がある．
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講師略歴

砂川融（すな が わ と お る ）

広島大学大学院保健学研究科運動制御解析科学教授

略歴

昭和61年3月広島 大 学 医 学 部 卒 業 同 整 形外科入局

平成8年3月広島大学大学院医学系研究科整形外科学修了

ロ平成10年4月～平成11年9月

MayoClinic整形外科,Researchltllow

平成13年4月広島大学整形外科助手

平成18年4月同手の外科班チーフ

平成 19 年7 月広島大学整形外科講師

平成20年1月広島大学大学院保健学研究科心身機能生活制御科学講座

運動制御解析科学教授
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前腕骨の骨折と塑性変形

山形大学医学部整形外科

高原政利・鈴木朱美

済生会山形済生病院整形外科

石 垣 大 介

長管骨のacuteplasticdefOrmation(急性塑性変形）は，骨の長軸方向にその弾性限界を

超える外力が加わった場合に発生するとされ，弾性限界を超えてから骨折を生じるまでの

塑性変形領域が広い小児に発生することが多いしかし成人での発症も少数ながら報告さ

れている．また，これまで小児の外傷性僥骨頭脱臼と診断きれていた例では，実際にはそ

の多くに尺骨の塑性変形が存在していた．受傷早期では徒手整復が可能であり，整復され

れば予後もよい．しかし陳|日例では整復が困難となり，骨折と比べて自然矯正が期待でき

ず，前腕や肘の可動域制限を遣残する．

【診断】両側の手関節，肘関節を含む前腕の2方向X線撮影を行い，健側と比較することが

重要である．僥骨の骨折，榛骨頭の脱臼を認めた場合は，尺骨の湾曲変形の有無を注意し

て読影する必要がある．また，尺骨の塑性変形を認めた場合は，肘関節のX線撮影で僥骨

頭の脱臼がないかを評価する．尺骨塑性変形の診断にはMUB(maximumulnarbow)が役

立つ.MUBは前腕側面X線像で尺骨遠位端と肘頭の背側縁を結んだ直線から骨幹部背側縁

までの最大距離であり，正常値はlmm以内で3江皿から5mm以上の場合には整復が必

要である．

【治療】新鮮塑性変形では麻酔下の徒手整復が第1選択である．湾曲の頂点に硬く巻いたタ

オルを置いて挺子の支点とし，尺骨の近位と遠位に術者の体重を2～3分かける操作を繰

り返し，徐々に整復していく．整復は容易でないことが多く,10～20分にわたる操作を要

する．塑性変形の整復を透視下に確認し，回内外運動が容易に行えることを確認した後に，

4～6週間の上腕ギプス固定を行う．受傷初期に見逃されて3週以上経過した例では徒手

整復が困難となる．可動域制限が遺残した例や僥骨頭脱臼がある例は手術適応である．

本講演では，前腕骨の骨折と塑性変形について自験例を交え解説する．
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講師略歴

高原政利（たかはらまさとし）

山形大学医学部整形外科

略歴

昭和58年3月

平成3年4月

平成5年4月

平成9年4月

平成13年3月

平成13年4月

平成14年4月

平成15年4月

北海道大学医学部卒業同整形外科入局

北海道大学医学部助手

伊達赤十字病院整形外科部長

山形大学大学院入学

医学博士

山形大学医学部助手

山形大学医学部講師

山形大学医学部助教授
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手の先天異常

埼玉成恵会病院・埼玉手の外科研究所

福 本 恵 三

先天異常手の治療は手の外科の中でも特殊性の高い分野といえよう．手の外科学会会員

の中でも先天異常の治療の経験が豊富な方は少ない．そのため小児医療を専門とする施設

でさえ，手の先天異常の治療を満足に行えないこともあるのが日本の現状である．

先天異常手の治療に当たっては認識すべきことは，先天異常手を外傷手と同様に考えて

はならないということである.AdrianFlattが未治療の裂手について"fUnctionaltriumphs

andaestheticdisaster"と述べているように，先天異常手の機能は未治療であっても予想外

に優れていることが多い．一方，治療を受けた患者の不満の多くは機能についてではなく，

手術懐痕などの整容的なものである．外科医として機能を追求するばかりに，大きな懐痕

を作ることに無関心であってはならない．

手術時期については一部の例外を除き1歳前後に行う.1歳時の手の大きさは成人の半

分以下であり，マイクロサージャリーに準じたテクニックを要する．愛護的で整容面に配

盧した手技を行うため，適切な手術器械，縫合材料を用いるべきである．ドレッシング，

外固定，術後処置などについても小児に適した特別な配慮が必要である．

先天異常手の分類は日本手の外科学会の手の先天異常分類法マニュアルにそって分類す

るとよい．

各疾患の治療法については母指多指症，合指症，裂手症，横軸形成障害（合短指症)，絞

拒輪症候群，母指形成不全を取り上げる．

先天異常手の治療成績の判定には長期の経過観察が必要であり，生後間もない頃から思

春期頃まで，一人の子供の成長に関わっていくことになる．医師としてやりがいのある仕

事であると思う．皆さんが手の先天異常に興味を持ち，レベルの高い治療を提供するよう

になることを期待する．
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講師略歴

…釜
福本恵三（ふくもとけいぞう）

埼玉成恵会病院・埼玉手の外科研究所副所長

、
災
い

別
、
、
創
刊
塾

嚇
課
琴《

一
丘略歴

昭和61年

昭和63年

昭和63年

平成2年

東京慈恵会医科大学卒業

東京慈恵会医科大学形成外科研修医修了

東京慈恵会医科大学形成外科学教室助手

テキサス大学サンアントニオ校

ヘルスサイエンスセンターリサーチフェロー

富士市立中央病院形成外科医員

同上医長

東京慈恵会医科大学形成外科学教室講師

東京慈恵会医科大学附属第三病院形成外科診療科長

埼玉成恵会病院・埼玉手の外科研究所副所長

《
．
鋒

綴＃

平成3年

平成5年

平成8年

平成10年

平成12年
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音楽家の手の障害

宇都宮大学工学部バイオメカニクス研究室・横浜市立大学整形外科

酒 井 直 隆

音楽家の手の障害は「楽器演奏が特殊である」「芸術家に気難しい性格の者が多い」等と

いう誤解から，治療が敬遠されることがある．他方音楽家の側も，「練習を休むように」と

言われることを嫌い，病院を敬遠する場合が少なくない．しかし楽器演奏を職業動作の一

種と捉え，「手は脳の鏡である」という観点から音楽家の手の治療に取り組むことは，手の

外科学に新たな一分野を開くと同時に，保存的治療を見直す機会をもたらすと考えられ

る．演奏動作は楽器の種類に応じて異なるが，その要点は限られている．音楽家の手の障

害には外傷や基礎疾患によるものと，楽器演奏によるオーヴァーユース障害に大別され

る．オーヴァーユース障害では腱鞘炎，筋肉痛付着部炎が多く，指関節捻挫や絞拒性神

経炎も含まれる．治療は保存的治療が主体で手術適応となる例は少ない．絞拒性神経炎も

同様で，症状が軽微な段階で来院するため保存的治療で治癒することが多い．難治性で問

題となるのがフオーカル・ジストニアであり，伽mによる検討を進めているが，一部の例

では演奏動作によるリハビリテーションプログラムが有効である．オーヴァーユース障害

は演奏法もしくは手と楽器の適合不良が原因と考えられ，これらを改善することで予防が

可能である．特に楽器演奏特有の肢位や動作が問題となることがあり，例えばピアニスト

のオーヴァーユース障害の多くはオクターヴや和音の演奏，すなわち母指と小指を同時に

外転きせた肢位で打鍵する動作が原因となっている．演奏動作による障害の原因解明には

手の三次元動作解析など，手と楽器のマン・マシン・インターフェースのバイオメカニク

ス研究が有用であり，これまで行ってきた研究を紹介する．
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講師略歴

酒井直隆（さかいなおたか）

宇都宮大学工学部バイオメカニクス研究室・横浜市立大学整形外科

略歴

昭和54年

昭和63年

平成4年

平成7年

平成12年

平成13年

同年

平成16年

平成17年

山形大学医学部卒業

横須賀共済病院整形外科医長

米国メイヨー・クリニック留学

横浜市立大学整形外科講師

横浜市立市民病院診療部長

宇都宮大学工学部機械システムエ学科教授

横浜市立大学整形外科客員教授

洗足学園音楽大学客員教授

宇都宮大学大学院工学研究科生産情報専攻長
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スポーツによる手関節痛とテニス肘の最近の知見

聖マリアンナ医科大学整形外科学

別 府 諸 兄

テニスの競技者レベルの選手は，用具の進歩に伴い，スピードの速い，パワフルなテニ

スが要求され，その結果，手関節痛を訴える選手が増加している．また，いわゆるテニス

肘に関しても最近新しい知見がでてきている．今回，これらのスポーツによる手関節痛並

びにテニス肘などを中心に紹介する．

テニスなどのラケットスポーツでは繰り返される手関節の負荷からTFCC損傷を来たす

ことがある．特に関節円板は損傷を受けやすい部位であり，外傷により円板の断裂や穴が

開いたりすると手関節の尺側部に痛みが出現する．また，損傷が三角靭帯におよぶと僥骨

と尺骨の連続性が断裂あるいは，伸張したため遠位僥尺関節が不安定な状態となり，遠位

僥尺関節部において尺骨頭が動的もしくは静的に亜脱臼や脱臼を来すようになる．

今回，スポーツによる手関節痛について，手関節痛は何故診断・治療に難渋するのか．

手関節に痛みがある場合にはどのような事を確認するか.TFCC並びに遠位僥尺関節の解

剖について．具体的な障害である遠位僥尺関節障害並びに不安定症，その他について説明

する．

また，テニス肘（上腕骨外側上穎炎）は日常臨床にてよく遭遇する肘外側部痛の障害で

ある．このテニス肘について解剖学的に詳細を述べ，われわれの考えを紹介する．肘の外

側に痛みがあれば全てテニス肘なのか，テニス肘の診断基準はあるのか，また役に立つ補

助検査はどのようなものがあるのか．肘の外側部痛の鑑別診断はどのようにしているの

か，治療法としてどのような方法が有効なのかを紹介し，われわれの行っている鏡視下手

術の適応と方法になどについて紹介する．
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講師略歴

別府諸兄（くつぷもろえ）

聖マリアンナ医科大学整形外科学教室主任教授

…葦．

浜謬‘′む、

1李郵

＃略歴

昭和50年3月

昭和50年5月

昭和56年6月

昭和60年1月

平成2年5月

平成6年4月

平成7年10月

平成11年4月

平成12年5月

平成17年4月

平成19年5月

東京慈恵会医科大学大学卒業

同大学整形外科入局

ILouisvilleHandSurgeryAssociates留学

聖マリアンナ医科大学整形外科学教室講師

日整会A.0.A.'IigavelingFbllowship

聖マリアンナ医科大学整形外科学教室助教授

日本私学振興財団海外派遣MayoClinic留学

聖マリアンナ医科大学整形外科学教室教授

AOSSM&WPOASportsMedicine'Iifavelingltllowship

聖マリアンナ医科大学整形外科学教室主任教授

同大学付属病院副院長

ｒ
也
擢
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演者索引

新井

新井

新垣

荒木

有薗

有野

健
也
晃
聰
朋
司

哲
行
浩

S91

S133

S145,S164

S117

S136

S37,S142,S152,

S187

S47,S124,S179,

S179,S206

S84,S85

S102

SLADEIII,JosephE

TALEB,Chihab

TAXShianChao

TIAN,Guang-lei

TIAN,Wen

WEGAS,StevenE

ZHAO,Chunfeng

ZHAO,Xin

ZOBITS,Mark

S126

S28,S57

S123

S100

S100

S208,S210

S25,S212

S228

S25,S191

AMADIO,RterC.S25,S67,

S67,S108,S191,S212,S212

AMRAMI,KimbedyK.S123

AN,Kai-Nan S8,S25,S67,

S67,S191,S212,S212

ANDERSEN,ClarkR.S208

BAEK,GooHyun S75,S148,

S176,S178,S222

BERGER,RichardA.S123

BISHOBAllen S99

BUFORD,William S210

CHUNG,MoonSangS75,S148,

S176,S178,S222

DAHLm,LarsB．S19,S22,S90

ETTEMA,Anke S25

FACCA,Sybille S28,S57

FLETCHER,JoelG.S123

GAO,Kai-ming S224

GONG,HyunSikS75,S148,

S176,S178,S222

GU,YU-dong S224,S228

HENDERSON,JacquelineS212

HmTRNGER,Wolfgang S10

KOZm,ScottH.S140

LANZETTA,Marco S70

LAO,Jie S224,S228

LEE,SangKiS176,S178

LEE,SangLim S176

LEE,hungHo S75,S148,

S176,S178,S222

LWERNEAUX,PhilippeS28,S57

MACKINNON,Susan S92

McCOLLOUGH,CynthiaH.S123

MORAN,StevenL.S99,S191

MYCKATYNj唖rence S92

OH,Jmmk S25

OH,Sangho S25

PAN,Ybng-weiS100

MTTERSON,RitaM.S208

PRIMAK,AndrewN.S123

ROSENWASSER,MelvmRS147

SAI,Jilafi' S17

SCHMID'I;BernhardS123

SCOTTJm,NewtH.S208

SHm,Alexander S99

有光小百合

亮
明邦

安藤

安楽【あ】

青木俊介

青木孝文

青木光広

S91

S195

S21,S76,S85,S87,

S188,S203

S94

S215

S167

S173

S122,S191

S180

S75

S45

S94

S137,S228

S88

S196,S199

S240

S224

S27,S37

S197

S136

S125,S166

S87,S209

S186

S157

S181

S52,S119,S223

S227

S209

S37,S142,S152,

S187

S82

S29,S58,S84,S85,

S111,S213

【い】

飯田昭夫

飯田拓也

飯田寛和

飯田竜

飯塚照史

生田宗博

生田義和

生熊久敬

池上博泰

S65

S77

S55,S194,S224

S168

S194

S210

S51,S146,S234

S218

S39,S50,S54,S61,

S63,S64,S76,S79,

S90,S112,S143,

S146,S157,S159,

S164,S175,S189,

S190

S228

S69,S86,S89,S89,

S90,S106,S121

S199

S165

S72,S77

S145,S180

S199

S118,S151

S129

S36,S36

S71

S130

S125,S166

S97

S69,S89

S199

S132,S173

青柳和也

青柳潔

青柳孝彦

青山広道

明石健一

赤嶺良幸

秋末敏宏

秋田鐘弼

秋本峰克

麻田義之

安食孝士

麻生邦一

阿達啓介

足立崇

渥美覚

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

阿部宗昭

安部幸雄

阿部圭宏

阿部亮子

尼子雅敏

池口良輔

池田和夫

池田

池田

池田

伊佐

石井

石井

石井

石垣

石川

石川

石川

石川

石黒

石崎

石突

清豪

全良

崇

智博

清一

宣一

朝夫

大介

浩三

淳一

肇

正和

基

仁英

正文

綾部敬生

新井猛



石田治

石橋嘉津雄

石丸雅巳

石 山典幸

泉山公

磯貝哲

磯貝典孝

井田夕紀子

板 寺英一

市川亨

市原理司

伊 坪敏郎

伊藤和生

伊藤恵子

伊藤祥三

伊藤聰一郎

伊藤博元

伊藤洋平

伊藤恵康

稲垣克記

岩瀬わかな

岩田勝栄

岩田友希江

岩永隆太

岩部昌平

岩本卓二

岩本卓士

岩本幸英

S27

S174

S49

S66,S213

S29,S58

S242

S240

S222

S177

S63

S185

S190,S230

S198

S82

S211,S213

S88,

S181,S195,S211

S47

S82

S44,S72,S133,

S134,S232

S6,S117,S121,

S219,S223

S185,S244

S35,S70

S38

S221

S198

S21,S76,S85,

S188,S203,S233

S7,S132

S245

S192

S6,S35,S138,

S219,S223

S151

S47

S30,S223

S81

S84

S168

S43,S205

S176

S62,S130,S154,

S155,S162

S227

S95,S236

S196

S196

良
裕
裕
博
健
信
尚
明
靖
行
宏
夫
士
生
洋

大
和
崇
隆
秀
晃
嘉
知
威
智
峰
仁

方
久

田
谷
谷
谷
塚
塚
塚
西
野
日
迎
村
室
山

大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
岡

S202

S46,S149,S150

S164

S29,S99

S135

S183

S63

S66,S78

S172

S148

S3,S207

S125,S166

S219

S239

S31

S206

S219

S165

S43,S183,S216

S225

S58

S68,S206

S47,S74,S124,

S179,S179,S206

S211

S165

S151,S219

S4,S32,S218

S72,S77

S40,S156

S92,S93

S245

S45

S93

S37

S180

S55

S239

S31

S241

S104

S87,S129,S209

S45

S109,S144

S39,S198

S185

S59,S121,S138,

S234

S161

S156

S244

S153,S231

S43,S216

S63,S139,S172

S40

S152,S246

S51

【う】

上新淑文

植田直樹

上野幸夫

上羽宏明

上村卓也

臼井透

薄井正道

臼田修二

内尾祐司

内田淳正

内田和宏

内田源太郎

内山茂晴

S45

S181

S134

S170

S73,S178,S191

S83

S199

S91

S68

S168

S196

S237

S35,S144,S190,

S230

S133

S61

岡敬之

岡義範

小 笠 博 義

岡崎敦

岡崎真人

岡島誠一郎

岡田潔

岡田宇広

岡田貴充

緒方徹

岡林俊貴

岳原吾一

岡村泰三

岡本秀貴

岡本雅雄

岡本正則

小 川 和 浩

小川健

小川光

沖永修二

荻 野 利 彦

荻原弘晃

奥井伸幸

稲垣弘進

稲田有史

乾淳幸

井上貞宏

井上三四郎

井 上林

射 場浩介

浦田士郎

浦部忠久

【え】

江川弘光

江川誠一郎

惠 木丈

S149

S158

S62,S73,S122,

S163,S163

S107

S87

S238

今井晋二

今井龍太郎

今泉泰彦

今枝敏彦
一
歩
恵

荘
淑

江尻

越後

遠藤

今釜崇

今田英明

今谷潤也

今村恵一郎

今村宏太郎

岩倉菜穂子

岩崎弘英

岩 崎幸治

岩崎倫政

【お】

王巍

大井宏之

S88

S59,S63,S113,

S139,S172

S66

S65,S172

S233

S26,S33,S142,

S215,S217

S30,S213,S215

S235

S94

S132,S217

江
川
木
茂

大
大
大
大

隆史

卓海

豪介

壽久

奥田敏治

奥田良樹

奥地一夫

奥津一郎

奥野宏昭

小熊雄二郎

奥村弥

奥山訓子

尾崎敏文

岩指仁

岩澤幹直

岩瀬健太郎

岩瀬嘉志

大数加光治

大 関 覚

太田周介

太田剛



喜安

木山

許

清重

金

仁
資
措
郎
壽

克
博
表
佳
潤

鎌田雄策

我満佳子

亀井秀造

亀渕克彦

亀山 真

鴨居史樹

蒲生和重

河合生馬

河井秀夫

川上裕史

川上幸雄

川口直之

川口浩

河越宏之

川崎恵吉

川崎由美子

川島秀一

川西弘一

川野健一

河野茂

河野正明

川端確

川原奈津美

河村健二

川村達哉

神田俊浩

S245

S91

S103,S197

S36,S36

S176

小笹泰宏 S145

S199

S5,S208

S83,S238

S197,S200

S94

S45,S74,S91

S28

S45,S74

S165

S44

S84

S66

S146

S44,S72,S134

S41

S183

S119

S226

S28

S49,S223

S62,S163,S163

S40

S244

S95,S236

S26

S21,S85,S188,

S203

S5)S154,S208

S100

S61

S25,S106,S121

S188

S183

S56,S97,S117,

S166

S17,S87,S103,

S114,S129,S149,

S209,S227

S49,S134,S138

S157

S2,S65,S119,S172

重
郎
介
希
崇
介
夫

伝
佳
龍
直
健
光

長田

長田

長田

納村

織田

越智

越智

【〈】

日下部浩

草竹兼司

櫛田学

楠瀬浩一

楠 原 廣 久

忽 那 岳 志

工藤修巳

工藤悟

工 藤 宏 之

国司俊一

國吉一樹

S202,S203

S101

S120

S196

S240

S44

S83

S60

S242

S207,S209

S168,S177,S184,

S190,S207,S209

S232

S28,S40,S156

S231

S133

S29

S223,S238

S70,S136

S137

S116

S218

S35,S75

S115

落合直之

小野浩史

小原由紀彦

面川庄平

【か】

貝田英二

香川好男

柿崎潤

柿木良介

蔭山敬久

笠井時雄

笠島俊彦

笠原貴紀

加地良雄

柏木慎也

梶原了治

片 岡威博

片山幹

香 月憲一

勝田康裕

勝見泰和

勝村哲

桂理

加藤貞利

加 藤宗一

加藤久佳

加藤博之

S84

S192

S184,S207,S209

S170,S228

S43,S183,S216

S52,S188,S243

S135

S167

S192

S94

S51,S146,S234

S182

S60

S73,S163,S178

S53,S171

S156

S200

S194

S198

S138

S56,S139

S35,S130,S144,

S190,S230

S167

S56

S104

S35,S70

S145,S180

S122

S47

S76

久保和俊

久保俊一

熊井司

倉橋俊和

倉持大輔

栗本秀

栗山幸治

栗山新一

栗山龍太郎

黒坂望

黒 坂 昌 弘

黒 島 永 嗣

【き】

菊池和希

菊池克彦

菊地臣一

菊池直士

菊地淑人

木佐貫修

岸和彦

來嶋也寸無

岸本健太

北川範仁

喜多島出

北野岳史

衣笠清人

木下光雄

木 原 仁

木股敬裕

木村敦

木村和正

木村長三

木村理夫

木森研治

S96

S66

S18,S107

S221

S50

S96

S47

S56,S117,S166

S75

S167

S143,S229,S233

S46,S149,S150

S137

S181

S213

S235

S88

S235

S180

S115

S51,S146,S234

【こ】

洪淑貴 S31,S80,S138,

S156,S157,S204,

S205,S210

S42,S77,S96,

S237

S128

S184,S193

S242

S78,S221

S48

S70,S75

S197,S227

S31

S55,S194

S38,S200,S204,

S232,S239

光嶋勲

幸田

幸田

高地

高妻

河野

国分

國府

国立

児島

児島

夫
男
崇
和
平
毅
洋
以
新
雄

久
久
雅
亮
幸
真
忠

徳
西
澤
谷
谷
城
田
野

可
角
金
金
金
金
金
嘉

博
寛
治
子
則
典
志
允

三
憲
貴
文
養
栄
真



小 島哲夫

小平聡

五谷寛之

児玉祥

児玉成人

小寺秀樹

後藤昭彦

後藤晃

後藤治彦

後藤均

小西池泰三

小畠康宣

坂本相哲S45

S232

S120,S173,S182

S48

S7,S132

S27

S176

S179

S186

S221

S55

S98,S158,S182,

S231

S88

S115

S229

S165

S162

S92

S144

S237

S30

S135,S198

S18,S107

S162

柴田

柴田

柴田

柴田

渋谷

萎沢

島田

嶋村

島村

清水

清水

清水

央
定
大
彦
衣
行
造
正
則
章
市
之

邦
政
麻
利
幸
安
国
順
弘

S46,S225,S241,

S244

S109

S243

S97,S220

S213

S180

S120,S173

S192

S76

S7

S97

S221

S26

S136

S189

S54,S64,S76,S77,

S79,S112,S175,

S189,S190,S246

S83

S86

S173

S136

S217

S32

S48,S158

S58,S85,S213

S235

S95,S236

S27

S26

S1,S181,S195,

S211

S185

S118

S71

S13

S230

S186

S245

S160

S202

S81

S53,S74

S155

S30,S51

S135

S210

S29,S58,S81,S85,

S111

S132,S217

S46,S150

S161

S181

S173

S51

S59,S86,S157

S34

S44

作田直記

佐久間隆

佐久間雅之

笹益雄

佐々木勲

佐々木康介

佐々木大蔵

佐々木孝

佐々木英幸

佐々木宏

佐藤明弘

佐 藤 朗

佐藤栄一

佐藤攻

佐藤和毅

小林

小林

小林

小林

小宮

小室

是永

権太

近藤

近藤

紺野

紺野

英司

康一

茂

由香

節郎

裕造

建雄

浩一

秀則

真

慎一

拓也

志 村 治 彦

下江隆司

十字琢夫

白井久也

白坂律郎

申 正 男

申正樹

神宮寺誠也

神野泰

佐藤啓二

佐藤純

佐藤哲也

佐藤信隆

佐藤浩一

佐藤美奈子

佐藤由佳

里見嘉昭

佐野和史

佐野貴史

佐野禎一

佐野博繁

澤泉卓哉

【す】

末永直樹 S62,S135,S154,

S155,S162

S194

S118,S151

S237

S61

S94

S235

S165

S56,S166

S71

S41

S207,S209

S185

S6

S33,S142

S170

S223

S236

S56,S97,S117,

S166

S40

【さ】

斎田義和

齋藤育雄

斉藤憲太

斉藤忍

齊藤晋

齋 藤貴徳

齋藤善

齋 藤知行

齋藤則夫

斎藤治和

斎藤英彦

齋藤英彦

斉藤政克

斎藤宗樹

酒井昭典

菅俊光

菅田祐美

菅又章

頭川峰志

杉 本 孝 之

杉山成史

勝呂徹

鈴木修身

鈴 木 克 侍

鈴木康一

鈴木崇根

鈴 木 隆 辰

鈴木正孝

鈴 木 聖 裕

鈴 木 雅 博

鈴木実佳子

鈴 木 義 久

砂川融

S221

S165

S197,S200

S168,S227

S236

S175,S224

S181,S195

S4,S32,S200,S218

S167

S90

S59,S139,S172

S63

S148

S165

S26,S33,S142,

S215,S216,S217

S29,S99,S219

S16,S187

S186

S120,S173,S182

S4,S32,S218

S78

田
渡
辺
海

澤
猿
沢
山

智一

知行

一馬

嘉之

【し】

塩崎泰之

塩之谷香

重冨充則

重光俊男

重盛香苗

篠原孝明

S226

S238

S151

S207

S71,S230

S31,S80,S156,

S157

S82,S118,S151,

S217

S210

酒井

酒井

堺

坂中

坂野

坂本

和裕

直隆

慎

秀樹

裕昭

昭夫

角光宏

四宮謙一

【せ】

関敦仁S161,S202,S203柴田克之



辻村知行

津 田 悦 史

土金彰

土 田 尚 美

士田芳彦

土原豊一

土 屋 大 志

土屋卓人

恒吉康弘

角田賢二

角田憲治

津布久義人

坪健司

坪井秀規

坪内英樹

坪川直人

田崎和幸

田崎憲一

田鴫光

田島克巳

多嶋佳孝

田尻康人

多 田 薫

多田浩一

館正弘

立花新太郎

S31

S37,S142

S54

S68

S242

S152

S53,S171

S216

S162

S31

S40

S3,S207

S60,S170

S163

S86,S121

S128,S184,S193,

S193

S52,S119

S245

S167

関英子

関口 昌之

関ロ美穂

関ロ泰史

関谷勇人

瀬戸信一朗

善家雄吉

S84

S72,S77

S64,S214

S155

S82

S226

S69,S86,S89

S81

S242

S110,S143,S229,

S233

S80,S156,S157,

S204

S101

S133

S43,S183,S216

S103,S129,S191,

S209

S150

S47,S74,S92,S93,

S124

S142

S89,S90

S47

S231

S175,S224

S29,S99

S46,S149,S150

S91,S164

S245

S69,S240

S5,S154,S208

S182

S32

S137

S45,S74

S159

S61

S165

S18

S107

S239

S29,S99

S26,S33,S217,

S218

S94

S57

千田博也

千馬誠悦

【そ】

相馬俊雄

園田広典

建部将広

S206

S51 克己

健司

寿一

利和

田中

田中

田中

田中

【た】

田浦夏希

高井宏明

高井盛光

高岡邦夫

高木岳彦

高木正之

高倉義則

高瀬勝己

高田真一

高田直樹

高橋仁

高橋正憲

高橋勇二

高橋勇次

高畑直司

高原政利

高樋康一郎

高山真一郎

S71

S52

S5

S163,S178

S143,S203

S84

S231

S48,S158

S95

S175

S207,S209

S159,S189

S59,S63,S139

S169,S184,S227

S186

S39,S131,S198

S53

S39,S54,S90,S91,

S146,S161,S202,

S203

S4,S32

S44,S72,S133,

S232

S116

S67,S67

S183

S138

S216

S242

S49

S144

S49,S134

S179,S206

坪根

坪屋

鶴田

徹
志
幸

英
敏

田中英城

田中啓之

【て】

鄭明守

手 塚 正 樹

寺井祐司

寺 浦 英 俊

寺田聡史

寺 田 信 樹

田野確郎

韓法輪光

田中優砂光

田中嘉雅

田中隆治

田邊恒成

谷川暢之

谷川泰彦

谷口泰徳

谷野善彦

谷脇祥通

田畑泰彦

玉井和哉

玉井進

玉井誠

玉置康之

田宮大也

丹治 敦

S137

S197,S200

S55

S120,S173,S182

S94

S61

S81,S187

S92,S93

【と】

土井一輝 S11,S46,S225,

S241,S244

S96

S1,S43,S60,S205

S61,S174

S235

S189

S215,S216

S65,S119,S158

S3,S207

S154

S72,S232

S69,S86,S89,S89,

S90,S106

S176

S196

S27

登石聡

藤哲

堂後隆彦

徳山英二郎

栩木弘和

戸 羽 直 樹

土肥義浩

戸部正博

富沢一生

富田一誠

富田勝郎

瀧上 秀威

瀧川宗一郎

【ち】

察 栄 告

陳隆明

田口敏彦

田口 学

武井照江

武内亜紀子

竹内慶法

武田睦

竹葉淳

武村 濃

竹村和生

竹安酉佳倫

S180

S12

【つ】

津下健哉 S48,S51,S146,

S234

S233,S242

S20,S37,S168

S82,S149

S28

英樹

雅也

昭人

隆是

井
野
原

辻
辻
辻
辻

次
雅
弘

泰
善
良

田
田
田

吉
田
吉
田
一
邑



富永

冨山

友利

戸山

康弘

貴司

裕二

芳昭

中村

中村

中村

S52,S119

S148

S59

S50,S54,S61,S63,

S64,S76,S79,S90,

S112,S143,S146,

S190

S195

S242

達雄

哲郎

利孝

隆
裕
吾

１
政
進

の１
口
原
田

野
野
信

S185

S38

S33,S142,S215,

S217

S39,S50,S54,

S61,S63,S64,S76,

S77,S79,S112,

S143,S157,S159,

S164,S175,S189,

S190,S246

S143

S55,S175,S194

S238

S71

S27

S210

S80

S219

S51,S105

S95,S128,S184,

S193,S193

S57

S31

S77,S96,S237

S181,S195,S211

S171

S245

S5,S154,S208

S104

中村俊康

【は】

朴 寿 恵 S 1 7 4

橋詰博行S51,S105

橋本典之S69,S86,S89

橋本英雄S163

蓮尾隆明S53,S171

長谷川和重S192

長谷川健二郎S235

長谷川康裕S226

畑中渉S201

服部達哉S204,S205

服部泰典S46,S225,S241,

S244

花岡尚賢S52,S188,S243

葉梨大輔S4

馬場久敏S229

浜田良機S136

浜田佳孝S52,S69,S188,

S243

浜中一輝S153,S231

浜西千秋S148

早川克彦S71,S229,S230

林 礼 人 S 9 2

林英輔S170

林俊吉S79

林智樹S218

林 正 徳 S 1 4 4

林田健志S238

原章S196

原えりS109

原龍哉S133

原友紀S17,S87,S103,

S149

原由紀則S226

原田雅奈S78

半田康延S206

豊泉泰洋

烏谷部荘八

【な】

永井正弘

中尾悦宏

仲尾保志

長尾聡哉

長尾由理

中岡啓喜

長岡正宏

中川敬介

中 川種史

中川照彦

中川玲子

中後貴江

中崎蔵人

中澤明尋

中島英親

中島 紀 綱

中 島浩志

中島八十一

中島佳子

中園情

仲田紀彦

中士幸男

中西昭登

中西美紗

仲西康顕

中西義孝

中根高志

中野智則

長野昭

永野龍生

永松将吾

中道健一

中道憲明

中村英次郎

中村恒一

中村耕三

中村智

中村孝志

中村雅也

中村誠也

中村蓼吾

中山毅一郎

中 山 憲

中山幸保

名 越 充

夏目唯弘

楢崎慎二

成澤弘子

S154

S1,S238

S152

S177,S195

S71

S78

S177,S195,S212

S202

S215

S82

S81,S187

S226

S117

S218

S67,S67

S245

S81,S111

S187

S149

S125,S166

S144

S54

S96

S97

S138

S66

S71,S230

S121

S185,S225

S138

S78

S143,S229,S233

S50,S159,S246

S83

S35,S190

S211,S213

S169

S228

成田裕一郎

成山雅昭

成島三長

南野光彦

難波二郎

【に】

西源三郎

西井幸信

西浦康正

S53,S171

S137

S1,S17,S87,S103,

S129,S149,S227

S198

S68

S27

S137

S139

S155

S210

S185

S58,S60

S72

西尾泰彦

西川梅雄

西島直城

西田一也

西田圭一郎

西田淳

西村誠次

西村行秀

西村隆一

西脇正夫

【ひ】

稗田寛

樋口晴久

彦坂一雄

日 高 典 昭

日高康博

日比野直仁

【ね】

根本孝一

S41

S45,S74

S146

S191

S44

S69

S37,S142,S152,

S187

S176

S94

根本高幸

根 本 充



松本英彦

松本由美子

松矢浩暉

間庭圭一

馬渕まりえ

丸谷龍思

丸谷雅人

【ほ】

星川慎弥

星野雄一

星野優子

細見僚

堀井恵美子

S95

S78

S224

S193

S234

S161

S107

百名克文

平瀬雄一

S137

S38,S200,S204,

S239

S186,S214

S20,S37,S59,S80,

S86,S121,S156,

S157,S168,S204,

S205,S234,S238

S243

S101

S149

S133

S80

S177

S93

S88

S167

S191

S80,S138,S204,

S205

S24,S91,S146,

S152

S81,S187

S145

S181

S7,S132

平田

平田

丞
仁

堀内行雄

３
４

１
１

Ｌ
２
５
２
１

Ｓ
Ｓ

２

４３

Ｓ
６
，
２
４
Ｓ

２
６
０
６
８
１
９

６
５
６
３
１
９
２
６
２

２
７
３

Ｓ
０
１
１

別
５
劃
β
別
β
別
師
Ｓ

６

７
。
〃
空
〔
こ
）

Ｓ
３

Ｑ
別
帥
舶
伽
姐
船
舶
妬
Ⅳ
凪
捌
６
制
Ⅳ
脇
師
脳
Ⅲ
而
珊
仏
珊
恥
弱
珊
祀
糾
砒
珊
刎
別

別
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ

子

樹
志
正
司
也
裕
枝
行
典
幸
紀
倫
晃
男
男
隆
誠
純
世
人
一
剛
政
一
士
也
文
之

１
俊
一
裕
容
隆
一
和
知
泰
秀
由
廣
一
明
千
義
義
英
道
潤
幸
洋
久
裕
雅
啓

み
口
口
三

Ｉ
浦
浦
浦
上
関
谷
村
口
中
ッ
シ
安
戸
浪
浪
川
原
内
岡
城
宅
崎
崎
崎
本
本
本
輪

三
三
三
三
水
水
水
溝
道
三
三
光
三
三
三
南
三
宮
宮
宮
三
宮
宮
宮
宮
宮
宮
三

平地

平野

平野

平原

廣岡

樋渡

彦
喜
好
庸
彦
龍

一
明
三
博
孝

堀木

堀切

堀口

本城

充
士
元
昌

健

【ま】

前川尚宜

前田剛

前田登

前 原孝

牧裕

【ふ】

深 沢克康

深澤大樹

福岡昌利

福田寛二

福 田祥二

福田眞輔

福 本恵三

S98,S182

S122

S31

S218

S68,S128,S184,

S193,S193

S6

S98

S62,S163

S53

S121,S205,S219

S62,S154,S155,

S162

S154

S174

S169,S227

S100

S27

S158

S237

S54,S144

S95

S111

S115

S170

S91

S7,S132

S241

S120

S155

S94

S39,S145,S183

S222,S245

S170,S228

S115

S100

S190

S148

S56,S139

S132

S38,S200,S204,

S239

S133

S80

S58,S60

S58,S60

S35,S70,S75

S20,S27,S37

S118,S151

S49,S65,S119,

S172

S49

S135

S171

S28,S40,S156

S145,S180

S225

S49,S134

S155

S185

仁美

正晴

和洋

隆

雅高

竜弥

牧野

牧野

政田

正富

馬島

益子

藤井惠悟

藤井淳一

藤井貴之

藤 尾 圭司

藤岡宏幸

藤澤幸三

藤田浩二

藤谷良太郎

益崎浩一郎

松浦愼太郎

松浦佑介

松尾情

松岡秀明

松岡宏明

松岡保子

松木寛之

松崎浩徳

松下和彦

松下隆

松下睦

松島綱治

松末吉隆

松田智

松田秀策

松橋智弥

松原健

松村崇史

松村一

松本泰一

藤渕剛次

藤巻亮二

藤原達 司

藤原浩芳

普天間朝上

舩橋伸司

古 田和彦

古 町克郎

古家仁

【む】

向田雅司

向藤原由花

村上恒二

村上隆一

村澤章

【へ】

別所 祐貴

別府諸兄

S172

S53,S171

S194,S234

S101

S125,S166

S64,S145

S29,S58,S81,S84,

S85,S111,S213



村瀬剛 山岡慎大朗

山際得益

山口健一

山口太平

S47,S74,S92,S93,

S124,S130,S179,

S179,S187,S206

S98,S158,S182,

S231,S244

S82

S116,S151,S219

吉田佑一郎

吉津孝衛

S49

S183

S237

S25,S177,S195,

S212

S186,S214,S239

S35

S83

S235

S21,S76,S203,

S233

S84

S142,S217

S120,S173,S182

S191

S48,S158

S70,S136

S93,S109,S226

S192

S93

S43,S205

S99

S20,S59,S234

S202

S77,S96

S117

S229

S151

S68,S128,S184,

S193,S193

S237

S220

S120

S43,S183,S216

S68

S220

S73,S163,S178

S67,S67

村田景一 吉村浩太郎

吉村光生

吉本栄治

吉矢晋一

四本忠彦

米田英正

米田昌弘

米満弘之

村中秀行

村松慶一

山口

山崎

山崎

山下

山下

利仁

京子

豊弘

修二

敏彦

【も】

持丸正明

百瀬敏充

森健

森秀樹

森廣政

森裕之

森隆治

森 崎真介

森澤妥

森田哲正

森田晃造

森谷史朗

森友寿夫

S14

S35,S144,S230

S192

S78

S240

S55

S68

S40

S39,S202,S203

S20,S27,S37,S168

S135,S145.

S26,S218

S1,S47,S74,S92,

S93,S124,S179,

S179,S206

S153

S225

S46,S225,S241,

S244

S59,S63,S139,

S172

S85

S66

S185

S134

山中健生

山中芳亮

山野慶樹

山本研

山本謙吾

山本浩司

山本真一

山本哲司

山本直哉

山本倫子

山本博史

山本美知郎

山 本 康

山本裕介

山本佳史

彌山峰史

【り】

龍順之助

領家幸治

S177,S195,S212

S68

【ろ】

六角智之S169,S184,S227

【わ】

若林良明 S82,S118,S132,

S151,S217

S214

S91

S21,S76,S85,

S188,S203,S233

S240

S222,S245

S97,S118,S194,

S220

S152

S39,S198

S181

S26

S88

脇田

和田

和田

隆司

圭司

卓郎森本

森本

守屋

修平

祥隆

淳詞 和田仁孝

渡辺克益

渡邊健太郎森谷浩治 【ゆ】

油形公則

湯川昌広

S69

S43,S205森谷珠美

茂呂徹

諸井慶七郎

門馬秀介

渡邊

渡邉

渡辺

渡邊

渡部

樹一

忠良

千聡

牧人

和彦

【よ】

横井直幸

横井浩史

横田和典

好井覚

吉井雄一

S197

S15

S97,S166

S58,S60

S17,S25,S212,

S227

S208

S194

S112

S133

S237

S98,S158

S153,S231

S81,S187

S78

S46,S150

【や】

矢崎尚哉

矢島弘毅

矢島弘嗣

S208

S86,S97,S220

S96,S98,S119,

S158,S182,S231

S52,S69,S188,

S243

S230

S43

S92

S3

S73,S178

S164

S164

吉川

吉川

吉川

吉澤

吉澤

吉田

吉田

吉田

芳田

吉田

久
高
弘
之
樹
淳
綾
志
也
人

勝
尚
泰
利
直
竹
辰
宗

安井夏生

安富

保村

梁井

柳原

矢野

矢部

山内

隆
宏
皎
泰
一
裕
二

昌
公
健
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第47回手の先天異常懇話会開催のお知らせ

例年通り，手の先天異常懇話会を，第51回日本手の外科学会学術集会会期中に開催いたします．本

会は手の先天異常の難治例・問題症例などについて自由に討論していただく会です．特にテーマは限

定いたしませんので，お気軽に症例をお持ちより下さい．

会の進行を円滑に行うため，症例数と概要をあらかじめ把握する必要がありますので，症例を呈

示される先生は事前登録をお願いいたします．発表された症例は懇話会での症例検討の内容を含め

日手会誌に掲載いたしますので,後日簡単なまとめ（原稿用紙2枚程度，図2～3枚）を提出してい

ただきます．

なお今年度より，日本手の外科学会専門医取得･継続のための研修単位に認定されましたので，多

くの方々の参加をお待ちしております

会期

会場

会費

応募方法

平成20年4月17日（木)12:00-13:00

学術集会会場（第6会場201）

1,000円

平成20年3月末日までにe-mail(または郵送）で症例の概要を写真とともにお

送りください．なお時間の関係で当日採択できなかった場合には，先天異常

委員会で検討のうえ，後日報告いたします．

e-mail:takayama-s@ncchd.gojp

〒157-8535東京都世田谷区大蔵2-10-1

国立成育医療センター第2専門診療部高山真一郎

※当日はコンピューターによるプレゼンテーションになります．各自PCを持参してください．プロ

ジェクターとの接続には，一般的な15ピンのコネクター以外は対応不能ですので，必要に応じて

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

またはUSBメモリーで御持参下さい．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

委員長高山真一郎



第31回末梢神経を語る会

時：平成20年4月18日（金）18時～20時

場：つくば国際会議場第2会場

ｐ
Ｈ
今
云

プログラム

テーマ:他科との接点

1．「かゆみの神経生理学」

京都大学大学院医学研究科皮層科学 助教生駒晃彦先生

2．「帯状庖疹の病理一皮層神経病変，血管病変を中心に」

医療法人キリスト会わたひきクリニック副院長村木良一先生

｢胸腔鏡による手掌多汗症の治療」

福岡大学医学部外科学講座呼吸器・乳腺内分泌・小児外科学

教授白日高歩先生

3

当番世話人 落合直之

根本孝一

伊藤聰一郎



第20回日本ハンドセラピイ学会学術集会のご案内

第51回日本手の外科学会学術集会会長落合直之先生ならびに日本手の外科学会諸先生のご支

援により，第20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頂きます．

今回のテーマは「僥骨遠位端骨折一基礎知識から実践まで－」と致しました．特別講演では広島

県障害者リハビリテーションセンターの水関隆也先生より「手関節周辺部の機能解剖｣，また済生

会山形済生病院整形外科の清重佳郎先生より「僥骨遠位端骨折治療法の変遷と今後の課題」と題

してご講演を賜ります．またテーマ演題によるシンポジウム，一般演題，記念講演，教育講演を行い

ます．

ご多用の折とは存じますが，是非とも手の外科に携わっておられます多くの先生にご参加を頂き，

ご指導，ご助言を賜りますようご案内申し上げます．

4月18日（金）

日 時

場所

テー マ

参加費

記

平成20年4月18日（金),19日(iz)(受付開始9:10)

ノバホール（つくば国際会議場より徒歩5分）

僥骨遠位端骨折一基礎知識から実践まで－

医師無料（抄録集代は別途500円頂戴致します.）

会貝3,000円

非会員8,000円(1日のみ参加5,000円）

学生 5 0 0 円 ※ 参 加申し込みは当日会場で承ります

プログラム

9：50～10:00開会式

10：00～11：00教育講演I「運動機能再建術前後のセラピイ」

小郡第一総合病院

座長：星城大学

11：10～12：10教育講演Ⅱ「手指屈筋腱断裂修復術後の早期自動運動療法」

新潟中央病院

座長：聖隷浜松病院

12：10～13：00昼休み

13：00～14：20総会

渡邊政男

岡野昭夫

土田尚美

奥村修也



14：30～15：30一般演題I座長：高槻赤十字病院西出義明

1－1長母指伸筋腱皮下断裂術後の早期自動運動療法一母指内外転運動の重要性一

東京手の外科・スポーツ医学研究所

1-2手指屈筋腱6-strands縫合後の早期自動運動療法

埼玉成恵会病院

I-3手根管症候群に対する神経・腱のグライデイングエクササイズ

太田総合病院

1－4基節骨骨折に対する早期運動療法の治療成績に及ぼす要因

新潟中央病院

1－5リウマチ性MP関節尺側偏位に対する手術療法の経過と傾向

鹿児島赤十字病院

I-6先天性前腕欠損児への筋電義手の取り組み第一報

筑波大学附属病院

15：40～16：30一般演題Ⅱ座長：弘前ホスピタリテイーアカデミー

Ⅱ－1手の腫れ評価研究第2報一指周囲径の左右差について－

NPO法人ハンドフロンティア

Ⅱ－2母指球筋萎縮の定量化の試み－健常人における母指球厚の計測一

いまむら整形外科

Ⅱ－3母指と示指，中指によるピンチ動作時の母指回旋角度の検討

やわたメデイカルセンター

Ⅱ－4手関節におけるjointlaxityと掌背屈可動域の関連性について

名古屋披済会病院

Ⅱ－5前腕部の経皮的末梢神経電気刺激による手指電流知覚閾値の変化

金沢社会保険病院

16：40～17：30一般演題Ⅲ座長:金沢大学

Ⅲ－1交響楽団における弦楽奏者の筋骨格系傷害(PRMDs)の調査

一アンケート調査からの報告－

札幌医科大学

Ⅲ－2小指PIP関節炎に対する低反応レベルレーザー治療を行ったl例

笛吹中央病院

Ⅲ－3母指CM関節症に対する固定装具の検討第2報

鈴鹿回生病院

Ⅲ－4示指･中指･環指･小指切断，デグロービング損傷例におけるスプリントの秀Iントの効果

共和病院

高徳智幸

渡邊慶太

杣澤祐子

竹内絵美

安藤千恵

須田恵子

佐藤彰博

飯塚照史

杉野美里

松井美幸

清水亜衣

永井良枝

西村誠次

坪田貞子

志茂聡

渡部明子

岡室信幸



Ⅲ－5母指切断者に対する義手作製前のsplint療法が有効であった1症例

おく、らリハビリテーション病院

17：40～18：10記念講演「日本ハンドセラピイ学会今後の課題」

吉村整形外科医院

座長：せんぽ東京高輪病院

18：30～

4月19日（士）

日本ハンドセラピィ学会20周年記念式典・祝賀会

会場：オークラフロンティアホテルつくば

9:50～10:50一般演題Ⅳ座長：あさひ病院

Ⅳ－1新たに開発した手関節可動域訓練用機器の使用経験

興生総合病院

Ⅳ－2手根骨の動きからみた僥骨遠位端骨折後の早期運動療法について

名古屋披済会病院

Ⅳ－3僥骨遠位端骨折に対する早期介入の試み

独立行政法人国立病院機構金沢医療センター

Ⅳ－4両側僥骨遠位端骨折に対するADL自立を重視したセラピイ

北九州総合病院

Ⅳ－5僥骨遠位端骨折骨接合術後の心理的アプローチ

与那原中央病院

Ⅳ－6複合性局所瘻痛症候群を生じた僥骨遠位端骨折患者の治療経験

立川メディカルセンター悠遊健康村病院

11：00～12：00特別講演I「手関節周辺部の機能解剖」

広島県障害者リハビリテーションセンター

座長：愛野記念病院

12：00～13：00昼休み

松山浩仁

中山幸保

仲木右京

茶木正樹

矢島真奈実

伊藤志乃

奥野怜子

下門範子

狩俣実範

矢川明子

水関隆也先生

田崎和幸

13:00～14:00特別講演Ⅱ「僥骨遠位端骨折治療法の変遷と今後の課題」

済生会山形済生病院整形外科清重佳郎先生

座長：新潟医療福祉大学大山峰生

14：10～17：00シンポジウム「榛骨遠位端骨折」

座長：愛野記念病院田崎和幸



S-1榛骨遠位端骨折における保存,pinmng例の治療成績と後療法の検討

おく 、 ら 記 念 病 院 窪 昌 和

S-2不安定型僥骨遠位端骨折に対する創外固定術後治療成績

渡辺整形外科病院松山拓史

S－3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固定法の術後治療成績

熊 本 整 形 外 科 病 院 木 浦 扇

S－4僥骨遠位端骨折における術後予後の検討～掌背側プレートによる相違点～

鶴田整形外科井川有里

S-5僥骨遠位端骨折掌側プレート固定術に対する訓練終了時期の検討

東京慈恵会医科大学附属病院上原和美

S－6僥骨遠位端骨折術後ハンドセラピイパスの有効性について

名古屋披済会病院桂理

S－7僥骨遠位端骨折例に対する手関節可動域獲得への当院の徒手的他動掌背屈運動

愛野記念病院野中信宏

S-8僥骨遠位端骨折後の有痛性手関節拘縮に対する関節造影注射による

関節授動術後セラピイの効果

南川整形外科病院大川尊規

17：00～閉会式

次期学術集会会長挨拶せんぽ東京高輪病院仲木右京

＜お問合せ先＞

〒854-0301長崎県雲仙市愛野町甲3838-1愛野記念病院リハビリテーション部田崎和幸

TEL:0957-36-0015FAX:0957-36-1027E-mail:knj-hand20@ainomhpjp
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セレコキシブ錠劇薬､指定医薬品､処方せん医薬品(注意-医師等の処方せんにより使用すること）、息鑓圃

｢効能･効果」「用法･用量」「警告､禁忌を含む使用上の注意｣等につきましては､製品添付文書をご参照ください

販売提携ファイザー株式会社
〒151-8589東京都渋谷区代々 木3-22-7

資料請求先：お客様相談室

鑑〆謬鍛"~‐

製造販売アステラス製薬株式会社
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』 巳

■
Ｐ月状骨ドリルガイドセット

』

術前の準備

手関節用の創外固定器-壊死をおこしている骨の圧壊を防ぐために用います。

移動型X線テレビ装置-透視下で手術を行います。

使 用方 法,,、
1.骨髄血の採取

創外固定器の檮骨用のピンのドリルホールから､あらかじめ骨髄血を

採取しておきます｡この際､ドリルホールは手前の皮質骨のみを開け、

骨髄血を採取した後に､ドリルホールを貫通させます°

2ドリルガイドの設置

透視下で月状骨の位置を確認した後､皮切を行い､ドリルガイドを

月状骨の上に設置します｡四隅の0.8mm用の穴に固定ピンを刺入し、

ドリルガイドから数ミリ上方で折り曲げます。

3.ストッパー付ドリルの刺入

ストッパー付ドリルをドリルガイドの2.0mm用の穴に刺入します｡ドリ

ルはドリルガイドの下面から10mm出るようになっています。

4骨髄血の注入

あらかじめ採取した骨髄血をドリルガイドの2.0mm用の穴から

注入します。

＃。5.ドリルガイドの取り外し；

固定ピンをペンチ等で抜去し､ドリルガイドを取り外します。・・

6創外固定器の設置

創外固定器を設置します。

鷹、謹垂＝‘｜
z,h

－

ilL今

屑需一li
＝＝＝ﾆご一も-舌．､--．ー二二＝＝

鹿 ‘司

≠小

’一噸一

－ マ 由 垂
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’月状骨ドリルガイドセット

(セット内容)
1-128-000-01

ドリルガイド§

,|0.8mm用4穴2.Omm用7穴

1-128-000-00

1-128-000-03

固定ピン．（4本）

全長60mm径0.8mm

1-128-000-02

ストッパー付ドﾘﾙ

全長60mm径2mm､3mm
L

臣一一一一一一一‐

五

ｺ

許可番号12B1XOOO14,
ゴ

特許出願中

発明者:落合直之(筑波大学臨床医学系整形外科教授）

研究者:株式会社リエゾン研究所(筑波大学TLO)

：株式会社イソメディカルシステムズ

I馴》
蕊イソメディカルシステムズ

製造販売元〒277-0863千葉県柏市豊四季495-14

TELO4(7141)4021FAXO4(7141)4022

12800006041000MA
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例中､887例(3.95％)に副作用(臨床検査値の異常を含む)が報告さ
れた｡その主なものは､悪心183件(0.81％)､顔面潮紅175件(0.78％)、

ALT(GPT)上昇63件(0.28％)､AST(GOT)上昇61件(0.27%)等であ
った。(2003年9月再審査期間終了時）

（1）重大な副作用

l)ショック､アナフィラキシ一様症状(頻度不明）ショック､アナフイラキシ
一様症状を起こすことがあるので､観察を十分に行い､血圧低下、

気分不良､全身発赤､蕊麻疹､呼吸困難､咽頭浮腫等の症状があら

われた場合には投与を中止し､適切な処置を行うこと。
2)テタニー(頻度不明）低カルシウム血症性テタニーを誘発すること

があるので､症状があらわれた場合には投与.を11'止し､注射用カル

シウム剤の投与等適切な処置を行うこと。
3)喘息発作(0.1％未満）喘息発作を誘発することがあるので､観察

を十分に行い､症状があらわれた場合には投与を中lこし､適切な処
置を行うこと。［｢l慎重投与｣の(2)の項参照］

4)肝機能障害､黄疸(頻度不明）AST(GOT)､ALT(GPT)､ALPの
上昇等を伴う肝機能障害､黄疸があらわれることがあるので､観察
を十分に行い､異常が認められた場合には投与を巾I|こし､適切な処

擶を行うこと。

■卜記以外の使用上の注意等､詳細については製
品添付文言をご参照下さい。禁忌を含む使用上の
注意の改訂に十分ご留意下さい。

|骨 粗 髭 症 治 療 剤 薬 価 基 準 収 載 ｜

工ﾙﾖﾄﾆコ注216
工ﾙﾖﾄﾆｺ・注21§勃スボ

IIuilonin1m.2鵬IIGilonin.lm｡2ISIiSﾘ0
1劇薬指定医薬品､処方せん医薬品※（ｴﾙｶﾄﾆﾝ注射液)｜
※注意一医師等の処方せんにより使用すること

禁忌(次の患者には投与しないこと）

本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

【効能･効果】
骨粗霧症における擦痛

【用法･用量】
通常､成人には1回エルカトニンとして20エルカトニン単位を週1回筋肉
内注射する。

【使用上の注意】（一部抜粋）
1.慎重投与(次の患者には慎重に投与すること）

(1)発疹(紅斑､膨疹零)等の過敏症状を起こしやすい体質の患者

(2)気管支喘息又はその既往歴のある慰者[喘息発作を誘発するおそれがある｡］
2.重要な基本的注意

(1)本剤の適用にあたっては､〃生省｢老人性‘i‘)･粗慰症の予防及び治療法

に関する総合的研究班｣の診断基準('｝l･戯減少の有無､椅折の有無、

腰背揃の有無などの総合による)竿を参考に､骨粗溌症との診断が確
立し､樽揃がみられる‘患粁を対象とすること｡本剤の投与は､6カ月間を

u安とし､漫然と投与しないこと。［｢臨床成紋｣の項参照］
(2)本剤はポリベプチド製剤であり､ショックを起こすことがあるので､アレルギ

ー既往歴､薬物過敏症等についてl･分な問診を行うこと。
(3)ﾗｯﾄに1年間大fl皮下投ﾉj,した慢性灘ﾔ|試験において､下垂体脈瘍の

発生頻度のjW川がみられたとの糊f1『があるので､長期にわたり漠然と投

与しないこと。［｢9.その他の注愈｣の項参照］

3.相互作用

併用注意(併用に注意すること）

薬剤 名 等 臨床症状･措置方法機序･危険因子

血消カルシウムが急速に低ドするおそ両剤のｶﾙｼｳﾑ
れがある。低ド作用により、

岡度の低カルシウムIIll症があらわれた血清ｶﾙｼｳﾑが

場合には投与を''1止し､注射Hjカルシウ急速に低下する

ム剤の投ﾗ･等適切な処俄を行うこと。おそれがある。

ビスホスホン酸塩

系骨吸収抑制剤

パミドロン酸二

ナトリウム等

4.副作用

承認時までの調在及びIIj販後の使用成紙I淵企等における総症例22.478

製造販売元(資料請求先）

旭化成コァニマ株式会社
医薬学術統括部:東京都千代田区神田美土代町9番地1

URLhttp：／／www･asahi-kasei,CO・jp/iyaku／ H18．02



抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤｜薬価基準収載｜

レミケー暁点滴静注用100
REMICADE"orl.v.lnfusionloo
インフリキシマブ(遺伝子組換え)製剤

｜至覇臣菜画嘉1両雨1｢葹壷匿罵豆1匝芳を兀匡粟ヨ(注恵一医師等の処方せんにより使用すること）

■効能･効果､用法･用量､警告･禁忌を含む使用上の注意等については､添付文書を
ご参照ください。

〃蕪慧静会社

2007年10月1日より田辺製薬と三菱ウェルファーマは田辺三菱製薬に

2007年10月作成
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〔使用上の注意〕一抜粋一
副作用

調査症例10,047例中54例(0.54％)に臨床検査値の異常を含む副作用が認められ

ている。このうち65歳以上の高齢者3,035例では18例(0.59％)に副作用がみら

れた。副作用発現率、副作用の種類においても高齢者と非高齢者で差は認め

られなかった。（ムコスタ錠100の承認時及び再審査終了時）

以下の副作用には別途市販後に報告された自発報告を含む。

重大な副作用

1.ショック、アナフィラキシ一様症状(頻度不明*）：ショック、アナフィラキ

シ一様症状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。

'白巾球減少(0.1％未満)、血小板減少(頻度不明＊）：白血球減少、血小板減

少があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場

合には投与を中止し、適切な処置を行うこと。

3.肝機能障害(01％未満)、黄疸(頻度不明＊）：AST(GOT)、ALT(GPT)、

γ-GTP、AI-Pの上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがあるの

で、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止し、適切な

処置を行うこと。

＊：自発報告において認められた副作用のため頻度不明。

◇その他の使用上の注意等は､製品添付文書をご参照ください。

胄炎･冑潰瘍治療剤 …昆司

鎌100′ロ■ス風穎加0％

〔禁忌(次の患者には投与しないこと)〕
本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

溌識識霧織鰯繍鐵蕊

1.冑粘膜のPG増加作用･フリーラジカル抑制作用を併せ持つ初め
ての胃炎･胃潰瘍治療剤です。

2.NSAIDs(ラット)*､He//cobacrerpy/orj(ﾉnv"ro)などに
よる胃粘膜傷害を抑制します。

3.胃潰瘍のQOUH**を高め、再発･再燃を抑制します(ラット)。

4胃炎***、特にびらん･出血に対する有効性が認められています。

5.胃粘膜の炎症を制御し、粘膜機能を改善します。

6副作用発現症例率は0.54％(54/10,047)で、その主なものは、

便秘9件、ALT(GPT)上昇5件等でした。（ムコスタ錠100の

承認時及び再審査終了時）

また、重大な副作用としてショック、アナフィラキシ一様症状、
自巾琿董少、血小板減少、肝機唾瞳宴函び黄疸があらわれるこ
とがあります。

･NSAlDs:non-steroidalanti･infIammatorydrugs（非ｽﾃﾛｲド性抗炎症薬）

･傘QOUH:QualityofuIcerhealing(漬痛治癒の質）
…胃炎：急性冑炎、慢性胃炎の急性増悪期

〔効能･効果〕及び〔用法･用量〕

〔用法･用丘〕〔効能･効果〕

通常､成人には1回ﾚバﾐピドとして100mg(ムコ
スタ錠100：1錠“ムコスタ顎粒20％:O-5g)を1日
3回､朝､夕及び就鷹前に経口投与する｡

胃潰瘍

下記疾患の胃粘膜病変(びらん、

出血、発赤、浮圏)の改善

急性胃炎、慢性胃炎の急性増

悪期

通常､成人には1回ﾚパﾐピドとして100mg(ﾑｺ

ｽﾀ錠100:1錠、ムコスタ穎粒20％:0.59)を1日
3回経口投与する。

Mucost" レバミピド製剤

資料請求先

大塚製薬株式会社信頼性保証本部医薬情報センター
〒108-8242東京都港区港南2-16-4品川グランドセントラルタワー13F鰯蕊繍論鴬 <'07.07作成〉
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カルバベネム系抗生物質製剤 指定医薬品，処方せん医薬品注'）廩価墓牽収罰 ■｢効能･効果｣,｢用法･用量｣,｢禁忌｣，

｢原則禁忌｣，「使用上の注意」等に

ついては添付文書等をご参照下さい。

フイニバツクズ．潔総;25‘ 製造販売元[資料講求先］

⑱シオノギ製薬
大阪市中央区道修町3-1-8〒541-0045

電話0120-956-734(医薬情報センター）

htlp://www､shiono9i-co.'p/me｡/

⑭:登録商標2006年9月作成B52

FINIB今X｡
（注射用ドリベネム水和物略号：DRPM）

主1）注恵一医師等の処方せんにより使用すること

骨粗霧症治療薬

サマック漣35mg劉造販売元[資料誌求先］
FosamaSTablets35mg アレンドロン酸ナトリウム水和物錠

〈薬価遮準収城＞万有 製 薬 株式会社 劇選･罰茄透医蕊墨･処方せん隆譲露:注慰一陸師寺の処方せんにより仙州す．ること

【禁忌】､【効能･効果】､【用法･用量】､【使用上の注意】等については、〒102-8667束京都千代田区九段北1-13-12北の丸スクエア

ホームページhttp://www.banyu・CO・jp/
製品添付文書をご参照ください。

Registeredt｢ademarkofMe『ck＆CO.,Inc.,WhitehouseSIaMon,N,』.,U､S､A、2007年7月作成07-12-FSM-07-J-A11-J



経口プロスタグランジンE1誘導体製剤

正 “オ〃皿干~l錠5
指定医薬品

狸g
処方せん医薬品塗）

OPALMON$||リマプロストアルファデクス錠
薬価基準収載注)注意一医師等の処方せんにより使用すること。

資料請求先

而蛎慧鷺罵轆会社
050601

●効能・効果、用法・用量、禁忌を含む使用上の注意等、

詳細は製品添付文書をご参照ください。

フルルビプロフェン貼付剤
畦晶盈

一一l再一マレF両

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 〔飼料騎求先〕

○ 三笠製薬株式会社

鰯〒176-8585

東京都練馬区豊玉北2-3-1
http://www.mikasaseiyaku.co.ip/

摩…至例型鈎
r…串諦砺筵1

●『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。

子
Ｊ

ｒ
ａ

可

2006年11月作成

薬価基準収載

zepopasI1

指定医薬品
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｢焉定匡票昂1

下行性瘻痛抑制系賦活型

瘻痛治療剤(非オビオイド、非シクロオキシゲナーゼ阻害）

ノイロトロビシ｡錠
ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液含有製剤

<薬価基準収載〉

[効能・効果］

帯状庖疹後神経痛、腰痛症、頸肩腕症候群、

肩関節周囲炎、変形性関節症

‘燕効能鋤果に関運動篭使用韮鰯注薫＞；‘メ‐：鑑：
1諦状撤獲後神経瀞魏薩を場謝裁帯職癌疹擶発症後6ヵ月以上経過した患者霧対象
"と蝿ごどK備りf癌疹痛発症後鰯月未満の患者に対する効果ば検証されて耐郷い､:!

[用法・用■］

通常､成人には1日4錠を朝夕2回に分けて経口投与する｡
なお､年齢､症状により適宜増減する。

--_ﾆｰﾆｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰﾆ，~,ﾆｰｰ;,-,-ニー

〈用法§用量に関連ず薗穫蹴上の露〉
帯状瘤疹鋳経溺に溌迩畿麹間筵効果の認められない場合は漫然と投薬を続妹
:な唾う注意秘這職:鰯勲認怠獅割…::

|禁忌(次の患者には投与しないこと):本剤に対し過敏症の既往歴のある患者’

※｢使用上の注意｣などについては添付文富を
ご参照ください。

日本臓器製薬
資料、求先:日本魔器製薬株式会社学術部〒541伽46大陵用中央区平和2丁目1番2号念06.6203.M41

蕊
骨粗霧症治療剤 薬価基準収載

ボﾅﾛ跳錠35mg
BonaloneTablet35mg<アレンドロン酸ナトリウム水和物錠＞

劇薬･指定医薬品･処方せん医薬品(注意一医師等の処方せんにより使用すること）

※効能効果､用法用量､禁忌を含む使用上の注意等

については､添付文書をご参照ください。

製造販売元

丁匿〃"皿帝人ﾌｧｰﾏ株式会社
資料請求先：学術情報部

〒100-8585東京都千代田Iﾇ霞が関3丁目2番1号

商標ボナロユ/BonaIon･isIheregisTeTed【r&demm｢kufMerck＆CO.,Inc.,WhIlehcu髭Slation,N〕.USA

2007年11月作成
BNWO37(KK)0711改3



ネクスジェン人工膝関節システム

※ジンマー人工膝関節（1）

※※ジンマーフェモラルコンポーネント

※※※NexGenLPSポーラスCN-フェモラル

※※※NexGenプレコート人工膝関節

長期成績の安定を目的とした様々なデザインコンセプト

深い屈曲位での安定性を考慮したFlexデザイン

1一ユ

CR
侯禰職器承認番号

※16100BZYO1064000

肇界

調

C RA
医癒槻器承潔番号

※16100BZYO1064000

⑰"mnnner
ジンマー株式会社
本社〒105-0001東京都港区虎ﾉ門四丁目1番17号神谷町プライムプレイス7階

Te1.03-6402-6600(代表)FaX.03-6402-6620

http:"www.zimmer・CO・jp

口

腰癒総器承閲番号

※※※※21500BZYOO280000

凧､LL
可

戻癒揺器承醐番号

※1S100BZYO1064000

蒸緊21000BZYOOS念？口00

、。’

L PS
医療機器承騨番号

豪16100BZYO1064000

蕊※21000BZYOO632000

燕姦蕊21100BZYOO179000

'『
墨

CR-Fle><

ー

I

ifg

ﾛー耐力脆
LPS-FIex

LCCK
医療機器承認番号

豪16100BZYO1064000

●カスタマーダイレクト(商紬のご注文）

北海道…･…････…･…Tbl.011-781-3367Fax.011･781.3368

東北,IM"lW･近働地力…唖1.0550-89-8522FaX､0120-89-3570

中|副個回･九州地方･…･･Tb1.092-931.7297Fax､092.931-7303

●修理のおl111合せ…･……･…………．.…･…･'Ib1.0120-33-8507

●製品のお|Ⅲ合せ………KNEE…･･………･唖1.03-“02-“02



《トフイツク1
関節用創外固定器手 用 固

－

_’
ー

咽1

咽
一

軽いカーボン製のロッドを採用

’
’

一

－

固定器、ロッド、ボーンスクリュー、手術器械同梱滅菌済。

■
ー

販売名；リストフィックス手関節用創外因壼袈

h

Iイオメット･ジャパン株式会社

社：〒105-0014東京都港区芝1丁目5番9号住友不動産芝ビル2号館8階
TELO3-5730-1301(マーケティング部)FAXO3-5730-1314

http;"vVI"W:qOmetcojp/";′繕ゞ′、．：:;;｣|=h
L室‘L、

目5番

4
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ききい

一』:::極療に錨望と趣命に鰯きをき療
■
Ｔ
Ｉ
●

の企業理念の下､新しい価値創造を通じて医療に貢向

そして顧客と共に生体材料事業の卜可ツブランナーを目

ｕ
‐
し

献
轤

てまいります。

ﾉてまいります。

を通じ

2007年4月1日､オリンパスバイオマテリアル株式会社は

オリンパステルモバイオマテリアル株式会社として

新たなスタートを切りました。

テルモ株式会社のコラーゲン事業を継承し、テルダーミス真皮欠損用グラフトを新規に取り扱います

骨補填材オスフエリオン水酸アパタイト骨補填材料真皮欠損用グラフト

"ferionポー 巾ー引gP司旧-ミズ
医療機器承認番号20700Rファ00418000医療機器承認番号16200BZZO1201000医療機器承認番号20400BZZOO406000

骨補填材オスフエリオン60水酸アパタイト人工骨材料

60ボー?巾弓"目K
BOⅣEREPlACEMEⅣT蝿疋尺仙L

mferiOn
医療機器承認番号21800BZZ10045000医療機器承認番号20600BZZOO403000

製造販売元：

オリンバステルモバイオマテリアル株式会社

〒163-0914東京都新宿区西新宿2-3-1

匡画61".01-2226
R303N



listen.respond.deliver｡

メドトロニックソファモアダネックは､脊椎疾患用

医療機器と手術支援用ナビゲーションシステムを

提供しています。

当社の製品は､優れた技術力､迅速な対応やサービスで

多くの専門ドクターから高い信頼を得ています。

私たちは､患者さん一人一人に合った製品を提供し、

多様化するドクターのニーズに応えていきます。
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霊蕊鴬零 噴識

|製造販売業者｜許可番号27B1XOOO36

ﾒドﾄD=ツクソファモアダネック株式会社http://wwwsofamordanek.co.jp

本社〒553-OOO3大阪市福島区福島7-20-1KM西梅田ビﾙ3階TEL.06-6453-3444(代)FAX.06-6453-3464

札幌TEL011.746-2644(代)FAX､011-746-5123金沢TEL076.238-5687(代)FAX.076-238-5713

仙台TELO22-723-0870(代)FAX.022-723-0871大阪TELO6-6453-3488(代)FAX,06-6453-3490

束京TELO3-5148-8621(代)FAX.03-5148-8623京都TELO75.256-8316(代)FAX.075-256-8317

横浜TEL045･222･3721(代)FAX.045-681-7366岡山TEL.086-224-9688(代）FAX､086-235-8460

名古屋TEL052.212-3636(代)FAX.052-212-3656福岡TELO92-418-1800(代）FAX､092-418-1811

MEDTRONlC

SpinalandBiologicsBuSineSS
WorIdwideHeadquarterS

2600SofamorDanekDrive

Memphis,TN38132

1800PyramidPIace

Memphis,TN38132

(901)396-3133

(800)876-3133

CustomerService:(800)933-2635

www,sofamordanek､com |RN12905

鶚
■

伽倣mluCEARTANDVASCULARDlSEASEoNEUROLOGICALDlSORDERS・PAIN･SPINALDlSORDERSoDIABETES

ROLOGlCDlSORDERS･DIGESTIVESYSTEMDlSORDERS･EYE,EAR』NOSEANDTHROATDlSORDERS



蕊

問寛平

経口ブﾛｽﾀダﾗﾝ夢ソ職識蕊侭製剤 薬価基準収載－

霧ゴﾛ酸灘霧錠5側
議

L
／

蒋弐箇蓋昼友製蕊

※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
T541-0045大阪市中央区道修町2－6－8

〈製品に関するお問い合わせ先>

’＜すり相醗室i

"O120-OB-43Bg
郵寸銅／月～金9:、~17:釦(祝･…＜）

【医療欄報ｻｲﾄIhttp://ds-Pha｢ma､jp／

2007.4作成

関節機能改善剤 経皮吸収型鎮痛消炎貼付剤
⑬冒定匡葵品

(指定医薬品）（処方せん医薬品）注竃-医師等の処方せんにより使用すること

アドﾌｨー 肝パｯブ40mgｱﾙッデｲｽボ藺節注25mg

アルヅ関節注25mg

鰹砦熱慧節内達ツ ③
科研製薬株式会社

●各製品の効能･効果､用法･用量､禁忌､使用上の注意等の詳細は、

製品添付文書をご参照ください。●各製品共､薬価基準収載

(フルルビプロフェン製剤）

〔製遣販売元}誠魏k淳会社ノ
『

発売元〔資料請求先〕

科研製薬株式会社医薬品情報サービス室
〒113－8650東京都文京区本駒込2-28-8

（2007年12月作成）O7L3



“…蝿！､‘読漏鰄蒜

＊アリクストラ皮下注の効能･効果は｢酵脈血栓室栓症の発現リスクの高い､下肢整形外科手術施行患者における
静脈血栓童桙詐の発症抑制｣です。

''一ﾆーーーｰーーー ｰーーーｰー'---｡'，ﾛーーーf，'，'ﾛー砧''''---』ず'--.℃--------'■---■-''''一曲誼'，'，Gf，.-,-.,,-■-F'1，鰐｡,,.，,凸一.津---h.ﾆーーー 垣ー.-｡,ﾆーーー ﾛーヱーー＊'J幹.I凸，,，℃q',',､_｡-J,,,,■-■-■,,,',五F｡,,,,,…,,,J,H--ず.,------q-q.も-.-q,､-.-.｡,,,,,,4．

合 成Xa阻害剤「蕊価豆罰賑可

a｢IXtra
fondaparinux

｢眉壼戻霊扁1|…ん医薬品(注童一医闘等の処方せんにより使用す弓巨匠）

アリグストラ°畠鴇:誰
ﾌｵﾝグパﾘﾇｸｽﾅﾄﾘｳﾑ注射液 AriXtra｡Injection

【薑告】

脊椎･硬膜外麻酔あるいは腰椎穿刺等との併用により、
穿刺部位に血腫が生じ､神経の圧迫による麻痘があらわ
れるおそれがある｡併用する場合には神経障害の徴候及
び症状について十分注意し､異常が認められた場合には
直ちに適切な処置を行うこと。（｢用法･用量に関連する
使用上の注意｣の項参照）

【禁忌】(次の患者には投与しないこと）
（1）本剤の成分に対して過敏症の既往歴のある患者
(2)出血している患者(後腹膜出血､頭蓋内出血､脊椎内

出血､あるいは他の重要器官における出血等）［出血
を助長するおそれがある｡］

(3)急性細菌性心内膜炎の患者[血栓剥離に伴う伽桙寒
栓様症状を呈するおそれがある｡］

(4)重度の腎障害(クレアチニンクリアランス20mL/min
未満)のある患者[本剤は腎臓を介して排泄される
ので､血中濃度が上昇し､出血の危険性が増大する
おそれがある（｢用法･用量に関連する使用上の注意｣、
「慎重投与｣及び添付文書｢薬物動態｣の項参照)｡］

;鑑≦=犀;鳶童舞≠【効能･効果】。字.鐸鋒享窺:』~”患鍵』
静脈血栓塞栓症の発現リスクの高い､下肢整形外科手術施行患者における静脈
巾桙塞栓症の発症抑制

§難蕊fⅧ鱒i¥【用法｡用量】鍵;…鳶蕊蕊蕊蕊
通常､成人には､フォンダパリヌクスナトリウムとして2．5mgを1日1回皮下投与

する。なお､腎障害のある患者に対しては､腎機能の程度に応じて1．5mg1日
1回に減量する。

l用法･用量に関連する使用上の注意

：（1）本剤は皮下注射のみに使用し､筋肉内投与はしないこと。

i(2)本剤の初回投与は､手術後24時間を経過し､手術創等からの出血がな
いことを確認してから行うこと。また､投与後に患者の状態を十分に観
察できるよう､夜間等に初回投与がなされないように配慮することが望

ましい。なお､海外臨床試験において手術後6時間以内に本剤を投与し
たとき､出血の危険性が増大したとの報告がある。

｜(3)本剤の初回投与は､硬膜外カテーテル抜去あるいは腰椎穿刺から少なく

とも2時間を経過してから行うこと｡また､やむを得ず初回投与以降にこ
れらの処置を行う場合には､予定した次回の投与直前に実施すること。

↓（4）2回目以降の投与は､1日1回ほぼ一定の時刻に投与することが望まし
いが､投与時刻を変更する場合には､前回の投与から少なくとも12時間
以上の間隔をあけて投与すること。

l（5）本剤投与中は､臨床症状の観察や超音波検査等により､血栓塞栓症の有
無を観察し､十分な歩行が可能となり静脈血栓塞栓症のリスクが減少す
るまで本剤を継続投与すること。なお、15日間以上投与した場合の有
効性及び安全性は､国内臨床試験においては検討されていない。

｜（6）腎障害のある患者では本剤の血中濃度が上昇し､出血の危険性が増大
するおそれがある。クレアチニンクリアランス20～30mL/minの患者

では､フオンダパリヌクスナトリウムとして1．5mgを1日1回､クレアチニ
ンクリアランス30～50mL/minの患者ではフオンダパリヌクスナトリウ

ムとして2．5mgあるいは出血の危険性が高いと考えられる場合には

1．5mgを1日1回皮下投与すること。（外国人における成績による）（｢禁
忌｣、「慎重投与｣及び添付文書｢薬物動態｣の項参照）

I（7）プロトロンビン時間(PT－lNR)及び活性化部分トロンボプラスチン時間
（APTT)等の通常の凝固能検査は､本剤に対する感度が比較的低く､薬，
効をモニタリングする指標とはならないので､臨床症状を注意深く観察｜
し､出血等がみ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(添付文書｢薬効薬理｣の項参照)。

!:iiZ"IWiiili＃識"謹報纏用土の注意澱…§蕊鍵蕊蕊§驚箪譲令！
1．慎重投与(次の患者には慎重に投与すること）

（1）出血する可能性が高い患者(出血傾向のある患者､消化管潰瘍の患者、
頭蓋内出血後又は脳脊髄や眼の手術後日の浅い患者等）［出血を生じる
おそれがある｡］

（2）体重40kg未満の患者[国内臨床試験において使用経験がほとんどない。

低体重の患者では出血の危険性が増大するおそれがある（『重要な基本
的注意｣の項参照)。］

（3）腎障害のある患者[本剤は腎臓を介して排泄されるので､血中濃度が上
昇し､出血の危険性が増大するおそれがある（｢禁忌｣、「用法･用量に関
連する使用上の注意｣及び添付文書｢薬物動態｣の項参照)。］

（4）重度の肝障害のある患者[凝固因子の産生が低下していることがあるの
で､出血の危険性が増大するおそれがある｡］

（5）へパリン起因性血小板減少症(HlT)Ⅱ型の既往のある患者[HIT抗体と
の交差反応性は認められていないが､使用経験が少なく､安全性は確立
していない(添付文書｢薬効薬理｣の項参照)。］

（6）高齢者[添付文書｢高齢者への投与｣の項参照］

2.重要な基本的注意

（1）本剤の使用にあたっては､個々の患者の出血リスク､体菫､年齢症状(手
術後の腎機能の低下､血行動態等の心機能､尿量等)を踏まえ､観察を十
分に行い､出血等の異常が認められた場合には､投与を中止するなど適
切な処置を行うこと｡

（2）本剤の全身クリアランスは体重の低下に伴って低下する傾向がみられる
ため､低体重の患者に投与する場合には本剤の血中濃度が上昇し､出血
の危険性が増大するおそれがあるので､十分に注意すること｡海外臨床
試験において､体重50kg未満の患者に出血の危険性が増大したとの報
告がある。（｢慎重投与｣の項参照）

（3）出血等の副作用を生じることがあるので､必要に応じて血算(ヘモグロビ
ン値及び血小板数)及び便潜血検査等の臨床検査を実施することが望ま

しい（｢重大な副作用｣の項参照)。

（4）血小板減少症が起こることがあるので、1週間に1回程度は臨床検査を
実施するなど観察を十分に行い､急激な血小板数の減少がみられた場合
には､投与を中止すること。

3.相互作用

他の薬剤との相互作用は､可能なすべての組合せについて検討されているわ
けではない｡抗凝固療法施行中に新たに他剤を併用したり､体薬する場合には、
凝固能の変動に注意すること。

併用注意(併用に注意すること）

●抗凝固剤(ヘパリン､低分子へパリン､ワルファリン等)●血小板凝集抑制作
用を有する薬剤(アスピリン､ジピリダモール､チクロピジン塩酸塩等)●血栓
溶解剤(ウロキナーゼ､t-PA製剤等）

4.副作用

待機的膝関節全置換術､待機的股関節全置換術及び股関節骨折手術施行患
者を対象とした国内臨床試験において､825例中318例(385％)に副作
用が認められた｡その主なものは､肝機能障害88例（10．7％)､血小板数増
加67例(8．1％)､出血64例(7．8％)であった(承認時)。
（1）重大な副作用

出血：出血(7B％)を生じることがあり､また､まれに後腹膜出血､頭蓋内・
脳内出血を生じるおそれがあるので､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は添付文言をご参照ください｡また､禁忌を含む使用上の注意の改訂に十分ご留意ください。2007轌月作成(第'版）

製造販売元(資料請求先）

グラクソ･スミスクライン株式会社
〒151-8566東京都渋谷区千駄ヶ谷4－6－15GSKビル

TEL:O120-561-OO7(9:00～18:00／土日祝日を除く

FAX:0120.561-047(24時間受付）
hMp:"www’91axosmithkIine､CO･lp

2007年6月作成
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抗リウマチ剤一票砺墓軍反面1
劇薬.指定医薬品､処方せん腰垂黒

(注憲一医師等の処方せん|こより使用すること）

メトレード錠2mg
Metolatemtablets2mg
メトトレキサー卜錠

■〔効能･効果〕､〔用法・用鷺〕､〔■告､禁忌を含む使用上

の注意〕等については､添付文■をご参照下さい。

盟遥簸亮元

鼠鐸,議蕊蔦
資塑硝求先医寓事頁鄙匿属損岬室

ingSysfem

Y10D72000〉

ノ

蕊爵

ザ鯵謬鐙：蕊鑛謬

抗リウマチ剤’~秦価璽奉厩1抗リウマチ剤薬価基準収載

蝉.麗缶震亜鼎.処方せA厘理(注■一医廓…方せんにより使用すること)指定医栗品･処方せん医薬品（性悪一医師等の処方せん'こより使用すること）

gアザルフイジニjEN錠500m9リマチル霞鍵100m
Rimatil|"tabletslOOmg-AzuifidinSENtablets500mg
プｼﾗﾐﾝ100mg碇ｻﾗソｽﾙﾌｧピリジン500mg臆溶錠

劇薬､指定医男品,処方せん医鋸(趣一医師鋤魎せん|こより使用すること）掲定医桑品、処方せん医薬品（注恵一医師等の処方せんにより使用すること）

9アザルフイジニjEN錠250m9リマチ〃錠50m
Rimatil"tablets50mg-AzuifidinSENtablets250mg
プｼﾗﾐﾝ50mg錠サラゾスルファビﾘジﾝ250mg阻溶錠

■〔効駈・効果〕､〔用法・用■〕､〔禁忌、原則禁忌を含む使用■〔効能．効果〕､〔用法．用副、〔蒙忌を含む使用上の注意〕等については､添付

上の注璽〕尋については、添付文官をご参照下さい。文■をご参照下さい。

理 週販売元発売頃週藍売

s蒸蕪艤驚多蕊蕊緊讓唖認鰕蕊謬‘…周俺。
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僥骨遠位端用プレート APTUS@2．昼

,JR当きI

APTUSm.5は､独自のロツキング機構TriLock"トリロツク）

により､スクリューの挿入を±15.まで自在に選択することができ

症例に応じたスクリューポジションは高い固定力が得られます。

プレート厚は1．6mm･ローブﾛﾌｧｲﾙ､アナトミカルヂザｲﾝです。

驚鱗灘§灘蕊

B GF
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，

○すべてディスポーザブル品で、メンテナ

ンス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。

○劃外固定器519と軽量です。

｣IIES蕊エム･イー･ヨステ凸

本社 〒164-0013束京都中野区弥生町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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中外製薬は｢運動器の10年｣世界運動を応援しています。

中外製薬の運動器疾患に対する治療薬 随目遥の10年｣世界Zn
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ヒァルロン酸ナトリウム関節内注射液

り使用すること

骨粗髭症治療剤
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衣五F冥囹｡錠
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、ラロキシフェン鐘
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Ca・骨代謝改善1a-OH-Do製剤
劇薬､州定|災築『V』

匡而墓翠収圃1

口肥ｶｾﾙI::,ア冊コァロー0
ALFAROL

アノ

力ルシトリオール製剤

⑧F･ホフマン･ラ･ロシュ社(スイス)田毎画■

※「効能･効果｣、「用法･用量｣、「用法･用量に関連する

使用上の注意｣、「【禁忌】を含む使用上の注意｣等に
つきましては､添付文書をご参照下さい。

http:"www.chugai-pharm.co.jp
關呵中外製薬|舗蕊農京…区日本橋菫町2,！
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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。
■

エーザイ販売の主な，画謹直魎霊睡圃

運動器疾患に対する治療蘂･診断薬

イ販

ﾛ
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｢運動器の10年j世界運動
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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

骨粗髭症治療剤
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ワ 骨粗霧症治療用ビタミンK2剤
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〈メナテトレノン製剤＞

指定疾蓋品

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
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末梢性神経障害治療剤
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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

K重必，ノノ 注射液500"9
〈メコバラミン製剤＞

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

組織活祥型鎮痛･抗炎症剤
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指定医薬品

経皮吸収型鎮痛消炎剤
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抗ガラクトース欠損免疫グロブリンG抗体キット
血清中抗ガラクトース欠損lgG抗体測定用医華品
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〈電気化学発光免疫測定法＞

低カルボキシル化オステオカルシンキット
血清中低カルボキシル化オステオカルシン(ucOC)測定用疾蓉吊
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ヒューマン・ヘルスヶァ企業

エーザイ株式会社
、

商品情報お問い合わせ先:エーザイ株式会社お客様ホットライン室

画面0120-419-4979～18時(土､日､祝日9～17時）

SE0709-22007年9月作成

〒112－8088東京都文京区小石川4-6-10
http://www.eisai.co.jp
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鎮 痛 ･ 抗 炎 症 ･ 解 熱 剤 声 1効能効果､用法･用量および禁忌を含む使用上の注意等

については添付文書をご参照ください。
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製造販売元(資料請求先）

第一三共株］ 錠/細粒･ 三共株式会社
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経皮吸収型鎮痛･抗炎症剤"ﾐ繧緬璽箪鞭翻

ロキソニゴ
ﾉWﾘﾌ｡100mg●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。 指定医薬品ロキソプロフエンナトリウム水和物貼付剤

販売元(資料諭求先）
製造販売元
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■訳▲■』町 窪蕊篝
■Lサイズ(10×14cm)唯一の｢腰痛症適用」

■Lサイズ(10×14cm)唯一の「1日1回」

■腰等の大関節(広い患部)にピッタリサイズ

■畠昨用総症例1,156例中副作用が報告されたのは57例(4.93％）

であり､発現した副作用は､発疹11件､発赤9件､瘤痒感18件､刺激感

5件等の接触皮層炎54件（4．67％）、貼付部の膨疹､動悸､顔面

及び手の浮腫各1件(0．09％)などであった｡(モーラステープ承認時）

ほか'こ医師などの自発的報告により､アナフィラキシ一様症状、喘息

発作の誘発(アスピリン喘息)、光線過敏症の発現が報告されている。

■重大な副作用として、アナフィラキシ一様症状、喘息発作の
誘発(アスピリン喘息)、接触皮膚炎、光線過敏症がある。

指定医薬品

経皮鎮痛消炎剤〔薬価基準収載〕

モーラスデ邑訪Ⅱ。
【禁忌】（次の患者には使用しないこと）

（1）本剤又は本剤の成分に対して過敏症の既往
歴のある患者

（｢重要な基本的注意｣の項（1）参照）

（2）アスピリン喘息(非ステロイド性消炎鎮痛剤

等による喘息発作の誘発)又はその既往歴

のある患者［喘息発作を誘発するおそれが

ある｡］

（3）チアプロフェン酸、スプロフェン、フェノフィ

ブラート及びオキシベンゾンに対して過敏

症の既往歴のある患者［ケトプロフェンと交

叉感作性を有することが知られており､本剤

の使用によって過敏症を誘発するおそれが

ある。］

【効能･効果】

下記疾患の慢性症状(血行障害､筋痙縮､筋拘縮)を伴う場合の鎮痛･消炎

腰痛症（筋･筋膜性腰痛症変形性脊椎症、椎間板症、腰椎捻挫)、

変形性関節症、肩関節周囲炎、腱･腱鞘炎、腱周囲炎、上腕骨上穎
炎(テニス肘等）

｡
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1【効能･効果に関連する使用上の注意1

1(1)局所熱感､腫脹等を伴う急性期には有効性が確認されていな’
いので使用しないこと。

｜(2)本剤の使用により重篤な接触皮層炎､光線過敏症が発現する’
ことがあり､中には重度の全身性発疹に進展する例が報告され’
ているので疾病の治療上の必要性を十分に検討の上､治療上｜
の有益性が危険性群卜同る場合にのみ使用すること。

L－－－－－－－－一一一一－－－－－－－－－－－－－-----ローーーーーーーーーーー‐一一一一一一一一一一一一一一一一

【用法･用量】

1日1回患部に貼付する。

【使用上の注意】

1.慎重投与(次の患者には慎重に使用すること）

気管支喘息のある患者[アスピリン喘息患者が潜在しているおそれがある｡］

2重要な基本的注意

（1）本剤又は本剤の成分により過敏症(紅斑､発疹･発赤､腫脹､刺激
感､塵痒等を含む)を発現したことのある患者には使用しないこと。

（2）接触皮膚炎又は光線過敏症を発現することがあり､中には重度の

全身性発疹に至った症例も報告されているので､使用前に患者に対

し次の指導を十分に行うこと。

1）紫外線曝露の有無にかかわらず､接触皮層炎を発現することがある

ので､発疹発赤､瘻痒感､刺激感等の皮膚症状が認められた場合に

は､直ちに使用を中止し､患部を遮光し､受診すること。なお､使用後

数日を経過して発現する場合があるので､同様に注意すること。

2)光線過敏症を発現することがあるので､使用中は天候にかかわら

ず､戸外の活動を避けるとともに､日常の外出時も､本剤貼付部

を衣服､サポーター等で遮光すること。なお､白い生地や薄手の

服は紫外線を透過するおそれがあるので､紫外線を透過させにく

い色物の衣服などを着用すること。また､使用後数日から数カ月

を経過して発現することもあるので､使用後も当分の間､同様に
注意すること。

（3）消炎鎮痛剤による治療は原因療法ではなく､対症療法であることに

留意すること。

（4）皮膚の感染症を不顕性化するおそれがあるので､感染を伴う炎症

に対して用いる場合には適切な抗菌剤又は抗真菌剤を併用し､観

察を十分に行い慎重に投与すること。

（5）本剤による治療は対症療法であるので､症状に応じて薬物療法以外

の療法も考慮すること。また､投与が長期にわたる場合|こは患者の

状態を十分に観察し､副作用の発現に留意すること。

●その他の使用上の注意については添付文書をご参照
下さい｡20OB年,月作成

製遷腹夷元⑧久光製薬株式会社幕e4"017鳥姉田代大函40.
資料胴求先：学術部〒100-S221東京都詞f田区丸の内1-11-1


