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第52回

日本手の外科学会学術集会

プログラム・抄録集

堀内行雄（川崎市立川崎病院整形外科）

平成21年4月16日（木）・17日（金）

京王プラザホテル

〒160-8330東京都新宿区西新宿2-2-1

TELOS-3344-0111FAXO3-3345-8269
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日本手の外科学会第15回春季教育研修会

会期平成21年4月18日（土）

会場東京医科大学臨床講堂（東京医科大学病院内）



第5三回日本手の外科学会学術集会プログラム委員

青木光弘

池 田全良

井上五郎

岡義範

越智光夫

香月憲一

河井秀夫

酒井昭典

佐藤和毅

鈴木康

瀧川宗一郎

辻野昭人

長野昭

根本孝一

浜田良機

堀井恵美子

三上容司

南川義隆
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楠瀬浩一
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柴田実
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藤哲
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牧 裕
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村瀬剛

和田卓郎

池田和夫

稲垣克記

内山茂晴

荻野利彦

柿木良介

金谷文則

光嶋勲

貞廣哲郎

白井久也

高山真一郎

谷口泰徳

長岡正宏

西 田 淳

橋詰博行

別府諸兄

松下和彦

三浪明男

矢島弘嗣

(75名）

(敬称略、五十音順）
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第52回日本手の外科学会学術集会の開催にあたって

長堀内行雄
(川崎市立川崎病院副院長）

今
云

第52回日本手の外科学会学術集会を2009年4月16日(木)と17日（金）の2日間、東京の

新宿で開催させていただきますことは、私をはじめ慶應義塾大学整形外科上肢班にと

りましてこの上ない光栄でございます。慶大整形外科では過去に3回の本学術集会を開

催しました。昭和34年に第3回を故岩原寅猪名誉教授、昭和52年に第20回を故池田亀夫

名誉教授、平成2年に第33回を矢部裕名誉教授がそれぞれ会長としてその重責を果た

されました。その後、早19年が経過しましたが、この間、諸先生方からの温かいご支

援．ご鞭燵をいただき、さらに慶大戸山芳昭教授ならびに大谷清同窓会長のご支援

も賜り、慶大整形外科上肢班を代表して私が本学術集会の会長を引き受けさせていた

だきました。光栄であると同時に重責を担うことになり、身の引き締まる思いで慶大

整形外科上肢班とともに準備をすすめ、つつがなく今日の開催を迎えることができま

すことは、会員皆様のご支援の賜物と深謝いたします。

まず、本学術集会のスローガンを考えました。現在の手の外科学会の会員数は

3300名を超えており、平成18年度から日手会認定手の外科専門医制度が始まり、現在

513名の専門医が認定されております。また、本学術集会において移行措置で106名が

追加認定されると、専門医数は合計619名になります。さらに、今回の学術集会の終了

後に第1回専門医認定試験が行われます。そこで今回の学術集会のスローガンを「専門

医制度の確立一更なる技術の修得に向けて」とさせていただきました。日手会の専門

医制度は、始まったばかりでこれからいくつかの問題を克服していかなければなりま

せん。三浪明男理事長と別府諸兄理事に座長になっていただき、「日手会専門医制度

の現状と未来」という題名でシンポジウムを組みました。昨年と同様に演題募集時に

UMINを使用して会員が「日手会認定手の外科専門医についてどのように考えている

か」についてアンケートをとりましたので、その集計をこのシンポジウムでお示しい

たします。さらに特別講座として独自で画期的な手術法や治療法を考案した12名の日

手会会員の先生方にお願いして「自分はこのような困難な現実に直面し、このような

ことを考え実践した。」というような内容の講演をしていただきます。会員はもとよ

りこれから活躍していただきたい若き専門医や専門医になろうという先生方に大いに

刺激と感動を与えていただき、更なる技術の修得に向けての意欲や創造性を高めてい

ただきたいと思っております。

今回、5つのシンポジウム、4つのパネル、12題の特別講座のほかに、海外からの

Lundborg先生はじめ6人の先生方にそれぞれ招待講演を担当していただきます。さら

に僥骨遠位端骨折治療における「創外固定VSプレート固定」という題名でデイベート

をl題組みました。トラベリングフェローの2口演は国際委員会の意向もあり、一般
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演題の中で口演してもらうことにしました。演題募集では過去最高の512題の応募を

いただきました。誠にありがとうございます。審査は75名のプログラム委員にお願い

し、厳正に採点を行っていただきました。1題につき3名のプログラム委員におのお

の採点していただき、15点満点で評価しました。すべての演題を採用したかったの

ですが、ただでさえゆとりのないプログラム編成のなかで休憩時間がなくなるなどの

事態を避けるため、一部不採用にせざるを得ませんでした。まことに申し訳ありませ

ん。複数の演題を応募した先生の演題採用は高得点でも1人2題までとざせていただ

きました。また、昨年同様にe-posterを使用しますが、新しい試みとして貼り付けるポ

スターは全部廃止しました。その分、モニターの数を増やしました。じっくり見たほ

うが良い演題もe-poster演題とさせていただきましたが、その中には査読で満点を取っ

た2演題が含まれており、閉会式で表彰させていただきたいと思っています。さらにe‐

posterは全演題とも3分間の口演をしていただきますが、同時刻に一括並列ではなく発

表会場で行うことにしました。最終的には応募演題512題の中からは、シンポジウムに

5題、パネルに6題、口演257題、e-posterl63題を選ばせていただき、結果的に431題を

採用させていただきました。その結果、採用率は84.2％になりました。ご多忙の中、審

査していただいたプログラム委員の皆様にはこの場を借りましてお礼申し上げます。

今回は日整会が導入しましたカード管理システムと同様なことができませんでした

ので、初日の会場での受付の混雑を緩和するためにホームページによる事前登録受付

をすることになりました。登録料金も当日とは異なりますので、是非、事前登録にご

協力願います。また、講演会の受講受付も事前登録が必要です。早めに行って聴講希

望の受講チケットの確保をお願いします。料金はオンライン決済ではなく振込みで行

っていただくことになりましたが、本会のスムーズな運営のためにも事前登録をお忘

れなきようにお願いします。

ランチョン、イブニング、モーニングの各セミナーも多くの興味ある演題を取り揃

えましたので、聞きたい演題を選んでご参加願えればと存じます。おのおの食事を用

意いたしますので、是非、ご参加願いたいと存じます。今回は、都心で開催しますの

で会員の自由な行動を妨げないように、全員懇親会は開催しません。

本学術集会の関連の集会として、日本手の外科学会第15回春期教育研修会(18日)、第

48回手の先天異常懇話会(17日昼)、第32回末梢神経を語る会(18日夕)、第21回日本ハン

ドセラピィ学会学術集会(18日)が例年通り開催されます。

新しい取り組みを交えて多くの企画を準備いたしましたが、平行で進行する演題も多

くすべての演題を聞いていただけないのが残念です。招待講演、シンポ、パネル、特

別講座、デイベート、各セミナーに加え、口演、e-posterにも興味ある演題が多数あり

ます。発表される会員は勿論のこと、できるだけ多くの演題を聞き、討論に参加して

いただきたいと考えております。是非、本学術集会に参加きれ、学会を盛り立ててい

ただくとともに多くのものをお持ち帰りになり、明日への診療や研究に生かしていた

だくことを祈念いたします。
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日本手の外科学会歴代学術集会会長一覧
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回数 会長名 所属 会期 開催地

1 天 児民和 九州大学整形外科 1957年7月7日 神 戸

2 水野祥太郎 大阪市立大学整形外科 1958年7月13日 大 阪

3 岩 原寅猪 慶應義塾大学整形外科 1959年10月30日 東 京

4 河 野左 宙 新潟大学整形外科 1960年9月30日～10月1日 新潟

5 柏木大治 神戸医科大学整形外科 1960年9月30日～10月1日 神
一

戸

6 児玉俊夫 岡山大学整形外科 1962年10月10日～10月12日 岡山

7 佐藤孝三 日本大学整形外科 1963年10月30日～10月31日 東 京

8 諸 富武文 京都府立医科大学整形外科 1964年9月25日～9月26日 京 都

9 片山良亮 東京慈恵会医科大学整形外科 1966年3月28日～3月29日 東 京

10 伊藤鉄夫 京都大学整形外科 1967年3月27日～3月28日 京 都

11 津 下健哉 広島大学整形外科 1968年4月1日～4月2日 広島

12 津山直一 東京大学整形外科 1969年3月31日～4月1日 東
_■一

泉

13 上田 文 男 名古屋市立大学整形外科 1970年2月6日～2月7日 名古屋

14 小谷勉 大阪市立大学整形外科 1971年2月5日～2月6日 大阪

15 田 島 達 也 新潟大学整形外科 1972年5月27日～5月28日 新潟

16 西尾篤人 九州大学整形外科 1972年5月7日～5月8日 福岡

17 伊丹康人 東京慈恵会医科大学整形外科 1974年5月9日～5月10日 東 京

18 猪狩忠 岩手医科大学整形外科 1975年5月8日～5月9日 盛岡

19 宮崎淳弘 鹿児島大学整形外科 1976年5月13日～5月14日 鹿児島

20 池 田亀夫 慶應義塾大学整形外科 1977年5月25日～5月26日 東 京

21 中川正 名古屋大学整形外科 1978年6月15日～6月16日 名古屋

22 伊藤忠厚 日本医科大学整形外科 1979年5月29日～5月30日 東
●_

泉

23 森 益太 関西医科大学整形外科 1980年5月16日～5月17日
■一

泉 都

24 増原建
一
一 奈良県立医科大学整形外科 1981年5月13日～5月14日 奈良

25 山内裕雄 順天堂大学整形外科 1982年5月7日～5月8日 東
■_

泉

26 高岸直人 福岡大学整形外科 1982年5月19日～5月20日 福岡

27 野村進 金沢大学整形外科 1984年5月10日～5月11日 金沢

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

29 鳥山 貞宜 日本大学整形外科 1986年5月8日～5月9日 東
■_

泉

30 室田景久 東京慈恵会医科大学整形外科 1987年5月7日～5月8日 東 京

31 三浦隆行 名古屋大学整形外科 1988年5月19日～5月20日 名古屋

32 鈴木勝己 産業医科大学整形外科 1989年5月11日～5月12日 北九州

33 矢部裕 慶應義塾大学整形外科 1990年5月17日～5月18日 東 京

34 渡辺好博 山形大学整形外科 1991年5月16日～5月17日 山形

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

36 石井清一

札幌医科大学整形外科 1993年5月27日～5月28日 札 幌

37 生田義和 広島大学整形外科 1994年5月19日～5月20日 広島

38 児島忠雄 東京慈恵会医科大学形成外科 1995年5月18日～5月19日 東 京

39 茨木邦夫 琉球大学整形外科 1996年5月9日～5月10日 宜野湾

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

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

42 藤巻悦夫 昭和大学整形外科 1999年5月13日～5月14日 東 京

43 平澤泰介 京都府立医科大学整形外科 2000年5月11日～5月12日 京 都

44 山 野 慶 樹 大阪市立大学整形外科 2001年5月10日～5月11日 大阪

45 吉津孝衛 財団法人新潟手の外科研究所 2002年4月11日～4月12日 新潟

46 中村蓼吾 名古屋大学手の外科学 2003年4月18日～4月19日 名古屋

47 阿部 宗 昭 大阪医科大学整形外科 2004年4月22日～4月23日 大阪

48 土井 一 輝 小郡第一総合病院整形外科 2005年4月21日～4月22日 下関

49 長野昭 浜松医科大学整形外科 2006年4月20日～4月21日 浜松

50 荻野利彦 山形大学整形外科 2007年4月19日～4月20日 山形

51 落合 直之 筑波大学整形外科 2008年4月17日～4月18日 つくば
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1。

1．参加者へのお知らせ

受付

京王プラザホテル本館5階ロビーにて受付を行います。

4月16日（木）7：00～18:00

4月17日（金）6：30～16：00

2．事前登録

参加費（15,000円）と日本整形外科学会教育研修講演（1単位1,000円）をホームペー

ジより事前にご登録いただけます。

登録期間：2009年3月2日(月)～14日(土)まで

振込期限：2009年3月23日(月)迄に必ずお振込ください。

期限内にお振込いただけない場合は､事前登録扱いとはなりませんので、

お気をつけください。

登録URL:http://wwwjssh.umin.jp/52nd/

3．

事務局にて事前登録のご入金確認後、参加章を3月中に郵送いたします。

事前にお申し込みいただいた教育研修講演の受講証明書は会期中に教育研修講演受付

にてお渡しいたしますので、登録用紙をご持参の上お立ち寄りください。

尚、研修医の先生は研修医手帳を必ずご持参ください。

ご不明な点がございましたら、下記へお問い合わせくだきい。

会期前：学会運営事務局

㈱アサツーディ・ケイメディカル事業推進室

TEL:03-3547-2533FAX:03-3547-2590

会期中：京王プラザホテル本館5階ロビーの事前登録受付

当日参加登録

本誌巻頭綴込みの参加申込書に必要事項をご記入の上、参加費18,000円を添えて当日

参加受付にお申し込みください。会場内では参加章を必ずご着用ください。学会参

加章を付けていない方の入場はお断りいたします。

ハンドセラピイ学会学術集会の当日受付も行いますので、参加費4,000円を添えてお

申し込みください。
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4． 年会費・新入会申込み

総合受付の日本手の外科学会事務局へ納入してください。新入会の申し込みも受け

付けております。所定の申込書にご記入後、入会申込金2,000円を添えてお申し込み

ください。

5．クローク

ホテルのクロークをご利用ください。

6． 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さい。

7．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。

8．昼食

ランチョンセミナーのお弁当をご利用ください。

数に限りがございますので予めご了承ください。

9． 抄録集

会員は必ずご持参ください。当日は実費で販売いたしますが、部数が限られており

ます。

10．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。

退席して頂く場合もございますのでご注意ください。

11． 医療機器展示

日時：4月16日（木)9:00～18:00

4月17日（金）8：00～15：00

会場：京王プラザホテル本館4階「花」
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1．

2．

3．

2.発表者へのお知らせとお願い

PCセンター

京王プラザホテル南館4階「なつめ」にて下記の時間にPC受付を行います。

4月16日（木）7：30～18：00

4月17日（金）7：30～16：00（モーニングセッションのみ6：30から受付ます。）

PC受付は、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日目の演者は1日目にも受付できます。

口演時間

特別講座

シンポジウム、パネルディスカッション

－般演題

e-poster発表

口演15分、討論5分

口演10分、一括討論

口演6分、討論3分

口演3分、討論3分

発表時間の終了1分前に青ランプ、終了は赤ランプでお知らせいたします。討論時

間については座長の指示に従ってください。口演時間を厳守してください。

口演発表データ作成要領

･WmdowsPowerPoint2003形式またはMacPowerPoint2004,2007での作成・

保存をお願いいたします。

．ご口演は、データの持込み･PCの持込みどちらでも可能です。

ただし、WindowsVista･PowerPoint2007には対応しておりませんのでご注意

ください。

・フォントは標準搭載されているものをご使用ください。

特殊なフォントを使用されますと代替フォントが使用され、レイアウトが崩れ

ることがあります。特殊なフォントをお使いになるときは画像化し、オブジェ

クトとして貼り付けてください。

・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。他のPCでの動画確認を必ず事前に

行ってください。

・動画などを含まれる方や､Macintoshをご利用の方は､ご自身のPCをご持参ください。

・音声出力や動画出力がある場合は、必ず係員にお申し出ください。

・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ください。

・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。
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4．

【PCを持ち込まれない場合】

・発表データは、CD-RまたはUSBフラッシュメモリーでご持参ください。

MOなどのメディアは受け付けられませんのでご注意ください。

、データは、学会が用意するサーバーに一旦コピーいたしますが、ご発表後は責任

を持って消去いたしますのでご了承ください。

【PCを持ち込まれる場合】

・学会が用意するプロジェクターの接続はD-subl5ピンです。

・電源アダプターは必ずご持参ください。また、スクリーンセーバーや省電力機能

など発表の妨げとなるモードは予めオフに設定してください。

・万一に備え、別途バックアップデータをお持ちになることをお勧めいたします。

･PCセンターで外部出力および動作確認を行った後、発表20分前までに次演者席

付近に設置してあるPCデスクへPCを各自ご持参ください。PC受付ではお預かり

いたしません。

e-poster演題

【e-posterについて】

この度のポスターは電子ポスターとなり、実際のポスター掲示はありません。

事前にデータをお送りいただき、そちらを会期中閲覧して頂き、同じデータを使用

して指定日時にご発表いただきます。

【電子ポスターデータ作成について】

・データの作成については、口演データ作成要領に基づきますが、Windows

PowerPoint2003での作成をお願いいたします。Macintoshは受付けません。

・動画と音声が入っているデータも可能ですが、下記の容量内に収めてください。

事前に他のPCにて動画確認を行ってください。

・データサイズは最大50MBまでに収めてください。

容量を超える場合はお戻しする場合もございます。

・スライドはタイトルも含めて10枚以内に収めてください。

・データは事前に下記事務局宛にお送りください。

1）送付納期：2009年3月31日(火)まで

2)CD-Rで、演題番号と演者名・所属をケースと本体へご記入ください。

また、動画や音声がある場合は、そちらも必ずご記入ください。

3）データファイルは演題番号と演者名をお入れください。

4）最新のウイルス駆除ソフトを使用し、ウイルスチェックを必ず行ってくだ

さい。
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5）送付先：〒104~8172東京都中央区築地1-13-1

㈱アサツーデイ・ケイメディカル事業推進室内

第52回日本手の外科学会学術集会運営事務局

TEL:03-3547-2533FAX:03-3547-2590

発表について

発表･討論は座長の指示により行ってください。

発表者はセッション開始予定時間の10分前には該当ポスター会場へお越しくださ

いo

B.座長および発言者へのお知らせとお願い

座長へのお願い

l.担当セッション開始時刻の15分前までに次座長席へご着席ください。

2．進行は時間厳守でお願いいたします。

発言者へのお願い

1．あらかじめマイクの前に立って、座長の指示に従い所属・氏名を述べた後、

簡潔に発言してください。

2．質問の前に長い前置き、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、モーニングセミナー、ランチョンセミナー、イブニングセミナーは日本

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、旧最高4単位、2日間

合計6単位までです。日本手の外科学会認定教育研修単位はl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単

位(無料)として取得が可能です。
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【日本整形外科学会教育研修単位】

申込み方法

1．事前申込み

日本整形外科学会教育研修講演（1単位1,000円）をホームページより事前にご登録

いただけます。

登録期間：2009年3月2日(月)～14B(土)まで

振込期限：2009年3月23日(月)迄に必ずお振込ください。

期限内にお振込いただけない場合は、事前登録扱いとはなりませんの

で、お気をつけください。

登録URL:http://www.jssh.uminjp/52nd/

2．

3．

4．

事前にお申し込みいただいた教育研修講演の受講証明書は会期中に教育研修講演受

付にてお渡しいたしますので、登録用紙をご持参の上お立ち寄りください。

尚、研修医の先生は研修医手帳を必ずご持参ください。

当日申込み

・本誌巻頭綴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ください。受講証明書をお渡しします。

・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致しません。

・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。

・受講証明書が必要でない方は、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。

受講証明書

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回収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。

日整会研修医の方の受講について

・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。

．申し込み方法は上記に準じますが、この際手帳に必要事項をご記入の上、申込書

と一緒に受付へご提出ください。

・講演終了後、主催者印を押印のうえ手帳をご返却いたします。

・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。
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【日本手の外科学会認定教育研修単位】

申込み方法

1．当日申込みのみとなしﾉます

・本誌巻頭綴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ください。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致しません。

・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。

・受講証明書が必要でない方は、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． 受講証明書

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張付ください。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回収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。

主催者控えのご提出をお忘れにならないようご留意願います。

【取得できる単位】

●4月16日(木）

1．招待講演110:40～11:40第3会場（日整会・日手会）

TheHand,theBrainandtheMmd

G6ranN.Lundborg(Professor,DeptofHandSurgery,MahnoUniversity

Hospital,LundUniversity,Sweden)

2．招待講演216:55～17:55第3会場（日整会・日手会）

Anatomy,PhysiologyandTraumaticpathologyofantibrachialinterosseous

membraneoffOrearm

ChristianDumontier(Associateprofessor,CollegeofMedicine,Paris

Hospital,l'InstitutedelaMain,France)

3．ランチョンセミナー112:00～13:00第2会場（日整会・日手会）

上肢骨折に対する最近のプレート骨接合術-LockingPlateを中心に－

今谷潤也（岡山済生会総合病院整形外科主任医長）

4．ランチョンセミナー212:00～13:00第4会場（日整会・日手会）

FragilityFracturesandCurrentTrendsintheManagementofthe

OsteoporoticDistalRadiusFractures

J6rgGrtinert(Professorandchainnan,Hand-plasticandReconstructive

Surgery,KantonsspitalofSt.Gallen,Switzerland)
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5．デイベート12:00～13:00第3会場（日整会・日手会）

僥骨遠位端骨折の治療一創外固定VSプレート固定一

長田伝重（濁協医科大学准教授）、

岩部昌平（佐野厚生総合病院主任医長）

6．イブニングセミナー18:10～19:10第4会場（日整会・日手会）

DistalRadiusFracturewithanlntramedullaryFixationNail

-Micronail:Designrationale,fractureapplicationsandclimcalresults-

MarkJ.Warburton(AttendingSurgeon,HighPointOrthopedicsand

SportsMedicine,HighPoint,NC,USA)

7．シンポジウム18:30～10:30第3会場（日手会）

末梢神経再生の基礎と臨床応用

8．シンポジウム214:15～16:00第1会場（日手会）

日手会専門医制度の確立と将来展望

9．シンポジウム316:05～17:50第1会場（日手会）

手関節尺側部痛に対する診断と治療

10.パネルデイスカツシヨン18:10～10:00第1会場（日手会）

手の外科領域の骨軟骨欠損に対する対策

ll.パネルディスカッション418:10～19:10第1会場（日手会）

僥骨遠位端骨折一各種プレートの適応と限界一

●4月17日（金）

l.招待講演39:45～10:45第3会場（日整会・日手会）

Personalexperiencesoncongenitalabnormalitiesofthethumb

GooH.Baek(Professor,DepartmentofOrthopedicSurgery,Seoul

NationalUniversityHospital,Korea)

2．招待講演410:45～11:45第3会場（日整会・日手会）

IntrinsicMuscleDysfUnction

ClaytonA.Pemer(ClmcalProLssorofSurgery(Orthopaedic)CoUege

ofHumanMediCme-MichiganStateUniversityAssociatesofMarquette

Hospital,USA)

3．招待講演513:10～14:10第3会場（日整会・日手会）

Dowereallyunderstandwristbiomechanics？

MarcGarcia-Elias(InstituteKaplanfOrSurgeryofHandandUpper

ExtremitySurgery,Barcelona,Spain)
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4．

5．
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7
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10.

11

12.

13.

14.

15

招待講演614:10～15:10第3会場（日整会・日手会）

ScapholmateDissociation:WhyDoTreatmentsFail？

RichardA.Berger(ProfessorofOrthopaedicsandAnatomy,

Chair,DivisionofHandSurgeryandDean,MayoSchoolof

ContinuousProfessionalDevelopment,MayoClimc,USA)

モーニングセミナー17:00～8:00第2会場（日整会・日手会）

手の外科における最小侵襲手術

山中一良（済生会横浜市東部病院部長部長）

モーニングセミナー27:00～8:00第4会場（日整会・日手会）

手の感染症

根本孝一（防衛医科大学校整形外科学教授教授）

ランチョンセミナー312:00～13:00第1会場（日整会・日手会）

手の外科における保険診療

立花新太郎（虎の門病院副院長部長）

ランチョンセミナー412:00～13:00第2会場（日整会）

変形性関節症に対するCOX-2選択的阻害剤の臨床効果

酒井昭典（慶應義塾大学消化器内科講師、産業医科大学准教授）

ランチョンセミナー512:00～13:00第3会場（日整会・日手会）

ヒトの手と脳のかかわり

高橋正憲（島田療育センターリハビリテーション科部長）

ランチョンセミナー612:00～13:00第4会場（日整会・日手会）

ペインクリニックにおける神経障害性瘻痛への対応

小川節郎（日本大学医学部麻酔科教授）

ランチョンセミナー712:00～13:00第5会場（日整会・日手会）

僥骨遠位端骨折における吸収置換型骨補填材の有用性

一高強度β-TCPの使用に向けて－

坂野裕昭（国家公務員共済組合連合会平塚共済病院整形外科部坂野裕昭（国家公務員共済組合連合会平塚共済病院整形外科部長）

シンポジウム413:10～15:00第1会場（日手会）

手の先天異常：母指の機能障害とその再建

シンポジウム516:00～17:50第1会場（日手会）

手根管症候群重症例に対する母指対立機能再建術の必要性とその工夫

パネルディスカッション28:10～10:00第4会場（日手会）

CRPSの病態と治療

パネルデイスカツシヨン313:10～14:50第4会場（日手会）

末梢神経砂時計様くびれの病態と治療

－18－



’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15日（水）8：00～14：00

会場：京王プラザホテル南館4F「なつめ」

鷆
日
会

議評

時：4月15日（水)15:00～18:00

場：京王プラザホテル南館4F「錦」

《
云
口
ｕ
〈
云

総

時：4月16日（木)13:10～14:10

場：京王プラザホテル第1会場

S.併設学会のお知らせ

第48回手の先天異常懇話会

日時：4月16日（木）12：00～13：00

会場：京王プラザホテル第5会場

第32回末梢神経を語る会

日時：4月17日（金)18:30～20:30

会場：京王プラザホテル第3会場

第21回ハンドセラピィ学会学術集会

日時：4月18日(土）8：50～17：00

会場：新宿パークタワーホール

（東京都新宿区西新宿3-7-1新宿パークタワー3階）

－19－



ﾌ．日本手の外科学会教育研修ビデオライブラリー

下記ビデオは,本館4Fのロビーで閲覧できまま

なお,既に在庫のないものもございますが,希望される会員には実費(1本3

しますので,事務局受付でお申込ください．

巻数 タイトル

1 腱移行術

2 手の外科医に必要な皮弁の挙上法

3 僥骨遠位端骨折に対する種々の手術的治療法

4 鏡視下手根管開放術

5 手関節鏡

6 Dupuytren拘縮の手術

有茎血管柄付DIP関節を利用した指PIP関節再建のコツ

7 HerbertScrewによる舟状骨偽関節手術

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

9 リウマチ手関節の手術

10 母指再建術①②

11 母指再建術③④

12 遊離筋膜脂肪弁移植を用いた先天性近位榛尺骨癒合症の授動術

13 手の外科手術手技（1）

14 手の外科手術手技（2）

15 手の外科手術手技（3）

16 手の外科手術手技（4）

17 指尖切断の被覆法

18 手の外科手術手技（5）

19 手の外科手術手技（6）

20 手の外科手術手技（7）

21 Kienb6ck病の治療

PIPJ骨折牽引療法

22 指尖部切断再接着術

尺骨模状短縮骨切り術

23 手の外科手術手技（8）

24 手の外科手術手技（9）

25 手の外科手術手技（10）

－20－

講師

津下健哉

土田芳彦ほ力

斎藤英彦ほ力

奥津 一 郎ほ力

玉井和夫ほ力

福 居 顕 宏

黒島永嗣

井上五郎

土井 一 輝

政田和洋

川端秀彦ほ力

稲田有史ほ力

金谷文則

津下健哉ほ力

津下健哉ほ力

津下健哉ほ力

津下健哉ほ力

土井 一 輝ほ力

津下健哉ほ力

津下健哉ほ力

津下健哉ほ力

安田匡孝ほ力

黒島永嗣

服部泰典

吉田竹志
●

津下健哉ほ力

津下健哉ほ力

津下健哉ほ力

。

。

。

。

。

ミ

。

。

。
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ミ
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。



第52回日本手の外科学学術集会日程表

第1日目4月16日（木）

第5会場 第6会場 第7会場第4会場第3会場第2会場第1会場
(扇） 一

》
(花D)(錦）(工ミネンス）(コンコードC)(コンコードAB) 7:00

7:00
a-l-JC

1;： 詞会式 8:00－8:00

会長講演
座長‘

(堀内行雄）
内西兼一郎
S1

430 30 三30

僥骨遠位端骨折1

手術手技と分類

座長：村瀬剛

S34～S36

パネル1

手の外科領域の

骨軟骨欠損に対する治療

シンポジウム1

末梢神経再生の基礎と

臨床応用

０
５
０

５
１
４

50
腱臨床1

座長：木森研治
S118～S119

手関節尺側部障害1

座長：坪jll直人

S76～S77

9:00-100 009:00
神経<びれ他

座長：>中永修二
S140～S141

デュピュイトラン拘縮

座長：楠瀬浩一

S100～S102

腱臨床2
座長：貞廣哲郎

S119～S120
303030

感染
座長：西源三郎実

仁
座長：柴田

平田

マイクロ1

座長：中島英親

S78～S79

座長：矢島弘嗣

佐藤和毅

僥骨遠位端骨折2

Minimallyinvasive

座長：戸部正博

S37～S39

腱臨床3

座長：久保俊一
S121～S122

,0:001;：
S142～S1

５
０
５
１

10:00
キーンベック病

座長：井上五郎

S102～S104

０
０

１
２

０
０

１
２ 腫瘍1

座長：和田卓郎
S143～S145

S54～S60
S2～S7 先天異常1

座長：堀井恵美子
S123～S124

11:
０
０

３
４

→30 肘部管症候群

座 長 ：宮坂芳典

S80～S83

1“11:00

０
５
４
０

40
腫瘍2

座長：山本謙吾
招待講演1

TheHand,theBrainandtheMind

(G6ranLundborg)

座長：越智光夫

S62～S63

画像

座長：内尾祐司

S104～S106

０
５
０

５
１
４

特別講座1

手関節

座長：田中寿一

S8～S10

檮骨遠位端骨折3

合併症

座長：面川庄平

S40～S42

先天異常
座長：川端

S125～S1

彦
２
秀
記

S145～S14611:00

指関節
座長：古月顕宗

S147～S149

先天異常3
座長：関敦仁

S126～S127
－13030

40440 ０
０
４
０ 二;： 12;00斗'000012:00

ランチョン2

FragilityFr師tu｢esandCu『ent
TIer紅sinM帽Mana駅mentof順
Osl…oticDis旧lRadi“Fracnre

ティベート

榛骨遠位端骨折の治療

一創外固定vsプレート固定一

(岩部昌平､長田伝重）

｝座長：佐々木孝

S64～S65

ランチョン1

上肢骨折に対する
最近のプレート骨接合術

（今谷潤也）
座長：池上博泰
小林メディカル

S43

先天異常懇話会

座獣腎欝､窪
エム･イー･システム

S84～SB5
12：00～13：00

13:00斗'0000 →00 0013:00

－110

総会

S11～S15

鴬
14:00－14:00

1!: 1010 10ー 10

５
０
５

１

４
０

５
０
５

１

４
０

肘1

座長：高原政利

S44～S45

槙骨遠位端骨折4

早期運動

座長：池田全良

S66～S67

麻酔1
座長：辻野昭人

S128～S129

舟状骨1
座長：柳原泰

手根管症候群1マイクロ2

座長：野口政孝

S86～S88

シンポジウム2

日手会専門医制度の確立

と将来展望
麻酔2

座長：有野浩司
S129～S130

座長：立花新太郎

S107～S109

50 座長：福居顕宏
S151～S152肘2

座長：稲垣克記

S46～S48

00

'5001,,
0015:00

僥骨遠位端骨折5
骨移植・合併軟骨損傷

座長：池田和夫
S68～S70

デュプイト
座長：市j

S152～

ラン拘縮
|’亨
S154

皮弁
座長：福本恵三

S131～S132

末梢神経1

座長：六角智之

S88～S90

座長：三浪明男

別府諸兄

S16～S21

手根管症候群2

０
０
４
５

。届
ジゾ

．E
ユリ

解剖
座長：寺田信樹

S133～S134

腱基礎
座長：大井宏之

S154～S156

０
０

４
５ 座長：酒井昭典

S110～S112

50

榛骨遠位端骨折6
固定材料

座長：吉田健治
S70～S72

末梢神経2

座長：柿木良介

S91～S92

０
５

０
０ ０

５
０
１

16:00 16100

1:
CRPS

座長：梁瀬義章

S48～S50

05

シンポジウム3

手関節尺側部痛に対する

診断と治療

肘部管症候群
座長：西浦康正

25

肘
座長：中川種史

S156～S158

ばね指1

座長：水谷－裕

S113～S115

０
５
３
５

０
５
３
４

4040

手根管症候群1
座長：内山茂晴

S136～S137

腕神経叢麻痘
17:00-

ごE
ユリ指尖損傷・皮膚欠損

榛骨遠位端骨折1創外固定,髄内定
座長：岡島誠一郎

S158～S159

17:00 招待講演2

Anatomy,PhysiologyandTraumatlc
palhoIogyofantibrachiaI

interosseousmemb｢aneofforearm

（ChristianDumontier）
座長：阿部宗昭

S74～S75

1010ト
座長：水関隆也

，中村俊康

S22～S28

づ

手根管症候群2
座長：奥山訓子

S138～S139

、

座長：土井－輝

S51～S53

ばね指2

座長：亀山真

S115～S117

座長：光嶋勲

S93～S95

20

4040

５
０
４
１]W

こく
ユユ

18:00 18:00400

イブニング

DistaIRadiusFracturewith

anlntramedulIaryFixationNaⅡ
（MarkJ､Warburton）
座長： 佐々木孝

ライト･メディカル･ジャパン
S96～S97

パネル4

模骨遠位端骨折

一各種プレートの適応と限界一

座長：金谷文則

S29～S33
19:00 19:00-

],0 10

ワークショップ
19:30 19:30

－23－－22－
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第52回日本手の外科学学術集会日程表

第2日目4月17日（金）

第7会場
（花D)

e-Poster発表

第6会場
（花A)

e-Poster発表

一

第5会場
（扇）

第1会場 第2会場 第3会場 第4会場
(コンコードAB) (コンコードC） (エミネンス） (錦）

7:00- 7:00-

モーニング1

手の外科における最小侵襲手術

（山中一良）
座長：浦部忠久

ﾅｶｼﾏﾒﾃ゙ ｨｶﾙ

S190

モーニング2

手の感染症
（根本孝一）

座長：岡義範
久光製薬
S2398:00- 00 ０

０
０
１

00 8;00-０
０

０
１リハビリ

座長：齋藤知行

S213～S214

手関節尺側部障害2

座長：伊原公一郎

S163～S165

10
15

ヘバーデン結節
座長：藤澤幸三

S287～S288

手根管症候群3腫瘍1 パネル2

CRPSの病態と治療

０
５
０
５
乃
岫
略
犯

４
０
３
５

40
関節リウマチ1

座長：政田和洋５
０
５
５

４
１
３
５

座長：清重 佳郎

S191～S193

座長：勝見泰和

S264～S266

棲骨遠位端骨折7

変形治癒

座長：酒井和裕

S215～S217

CM関節
座長：松下和彦

so

特別講座2

腱

座長：伊藤恵康

S166～S168

9:00- S309～S3109:00-
座長；落合直之

堀内行雄

～S290
関節リウマチ2

座長：石川肇
S310～S311

10 10
手関節尺側部障害
座長：畠|｣島修腫瘍2 手根管症候群4

０
５

３
３

S290～S291 無腐性壊死1
座長：中土幸男招待講演3

PersonaIExperiencesonCongenital
Abno『malitieso1theThumb

(GooH.Baek)
座長：柴田実

S218～S221

座長：西田淳

S194～S196

座長：松村崇史

S267～S269

S240～S246０
０
５
０ 無腐性壊死2

座長：信田進吾
S313～S315

遠位檮尺関節

座長：谷口泰徳

S292～S294

10:00-

０
０
０
２

10:00-
特別講座3

手指
座長：生田義和

S169～S170

０
０

１
２

10

手根管症候群5
ジストニア・指変形

座長：酒井直隆

S247～S248

30前腕骨骨折

座長：橋詰博行

S197～S199

模骨遠位端骨折2合併症・他
座長：岡崎真人

S294～S296

35
40 招待講演4

1NTRlNSlCMUSCLE

DYSFUNCTlON

(ClaytonA・Peimar)
座長；藤哲

只クク2～S224

骨・靱帯基礎

座長：香月憲一
S315～S316

特別講座4
前腕その他

座長：中村蓼吾
S171～S172

座長：奥津一郎

S270～S27211:00- 0000 11:00－
僥骨遠位端骨折3関節内病変

座長：吉川泰弘
S296～S298

軟骨・免疫基礎
座長：石田治

'0 10

20
S317～S318

30

５
０
３
０12:00- 00 00 00 0012:00－100トー

ランチョン3

手の外科における保険診療
（立花新太郎）

座長ニ佐々木孝

三笠製薬
S173

ランチョン4

変形性関節症に対する
COX-2選択的阻害剤の臨床効果

（酒井昭典）
座長：鈴木 克侍

ファイザー

S200

ランチョン5

ヒトの手と脳のかかわり

（高橋正憲）
座長：矢部裕

万有製薬

S225

ランチョン7

僥骨遠位端骨折における
吸収置換型骨補填材の有用性

（坂野裕昭）
座長：金谷文則

オリンパステルモバイオマテリァル
S273

ランチョン6

ペインクリニックにおける
神経障害性痔痛への対応

（小川節郎）
座長：浜田良機

日本臓器製薬
S24913:00- ０

０
０
１

０
５
０
１

０
０

０
１

０
０

０
１

13:00100＋一一０
０

０
１

０
５
０

１

３

０

神経基礎1
座長：新井健

招待講演5

Dowereallyunderstand

wristbiomechanics？

（MarcGarcia-Elias）

座長5三浪明男

SククB～Sクロ9

シンポジウム4

手の先天異常：

母指の機能障害とその再建

拘縮

座長：薄井正道

S274～S276

パネル3

末梢神経砂時計様くびれ

の病態と治療

座長：長野昭

田崎憲一

S250～S255

関節リウマチ1

座長：加藤博之

S201～S203

０
５
０

３

５

２

S298～S299 マレットフィンガー1
座長：清水弘之

S318～S319

神経基礎2
座長：伊藤聡一郎

S300～S301 マレットフィンガー2
座長：木下行洋

S320～S321

14:00- 14:00- 00
05 神経基礎3

座長：白井久也
S301～S303

10 舟状骨

座長：田嶋光

S276～S278

閨節リウマチ2 招待講演6

ScapholunateDissociation:

WhyDoTreatmentsFail？

(RichardA.Berger)
座長：別府諸兄

S230～S231

座 長：荻野利彦

高山真一郎

S174～S180

30

神経基礎4
座長：牧裕

S303～S305

座長：南川 義隆

S203～S205
０
０
５
０

０
０
５
０15:00- 00０

０
０
１

0015:00－100ﾄー 僥骨遠位端骨折4
掌側プレート

座長：島田幸造
S321～S323

５
５

０
１ 手関節1

座長：青木光広

S279～S280

〈
Ｕ
０

１
７

麻痒手・仮骨延長

座長：松下隆

S256～S258

特別講座5
神経

座長：河井秀夫
S181～S182

伸筋腱1

座長：関口昌之

S206～S207

手関節尺側部障害3

座長：澤泉卓哉

S232～S234

司頁
ジリ

僥骨遠位端骨折5
変形治癒

座長：川島秀一
S324～S326

440

手関節2

座長：西川真史

S281～S282

０
０

５
０

50

,6:0016;F 55

母指CM・STT

座長：平山隆三

S258～S260

0016:00伸筋腱2

座 長 ： 小 林明正

S208～S209

腕神経叢
座長：三上容司

S305～S307

シンポジウム5

手根管症候群重症例に

対する母指対立機能再建術

の必要性とその工夫

1010

僥骨遠位端骨折8

掌側lockingplatel
座長：鈴木康

S234～S236

-''20

指骨1

座長：石黒隆

S283～S284

０
５

３

５

測定ほか
座長：瀧川宗一郎

S307～S308

元F

。。

40
屈筋腱

座長：吉津孝衛

S210～S212

機能評価・ほか55
17:00-

僥骨遠位端骨折9

掌側lockingplate2
座長：鈴木克侍

S237～S238

17:00引'00

指骨2

座長：石突正文

S285～S286

座長：長岡正弘

池上博泰

S183～S189

座長：麻生邦一

S261～S263
25

元F

。。

40 』40

０
０
５
１

閉会式
18:00-

18:00

30

末梢神経を語る会

19:00－
19:00

10

18：30～20：30
19:30－

19;30－

－24－ －25－
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DaylAprill6(Thursday)

ROOM7ROOM1 ROOM2 ROOM6ROOM3 ROOM5ROOM4

7:00m
7:00

e-PosterPresentatlonlle-PosterPresentatlon

1:： OpeninRRemarks
8:00 8;00-

CongressPresidentLecture
＜K・UCHlNlSHl＞

S1
430 30 30

DistaIRadiusFracturel：

TechnigueandClassiication

＜T･MURASE＞

S34～S36

PaneiDiscussionl：

OsteochondraIdefect

Symposiuml:

PeripheralNerve ０
５
０

５
１
４

50
Tendonl

＜K,KlMORl＞
UlnarWristl

＜N･TSUBOKAWA＞

S76～S77

9:00－ 00009:00-100岸
Hourglass-likeConstriction(nerve)

＜S､OKlNAGA＞

S140～S141

Dupuytren1sContracture

＜K・KUSUNOSE＞

S100～S102

Tendon2

＜T,SADAHlRO＞ 3030 30
lnfection

＜G,NlSHl＞

S142～S143

Microsurgeryl

H,NAKASHlMA＞

S78～S79

DistalRadiusFracture2

Minimallylnvasive

＜M,TOBE＞

S37～S39

＜H,YAJlMA＆K,SATO＞ ＜M､SH旧ATA＆H､HIRATA＞ Tendon3

＜T･KUBO＞

S121～S122

０
０

５
０ ５

０
５
１

10:00－ 10:00斗'0Uﾄー 一一

KienbOck'sDisease

＜G・lNOUE＞

S102～S104

０
０

１
２

０
０

１
２

S2～S7 S54～S60 Tumorl

＜T・WADA＞

S143～S145
CongenitalDifferences1

＜E･HORll＞

S123～S124

０
０

３
４

０
０

３
４

０
０

３
４ CubitalTunnelSyndrome

０
５
４
０

40
Tumor2

<K,YAMAMOTO>
｜nvitedLecturel

TheHand,theBrainandtheMind

(G6ranLundborg)
＜M･OCHl＞

S62～S63

SpeciaISessionl

Wrist

＜J､TANAKA＞

S8～S10

DistalRadiusFracture3

Complication

＜S・OMOKAWA＞

S40～S42

０
５
０

５
１
４

Imaging

＜Y､UCHlO＞

S104～S106

CongenitalDifferences2
<H,KAWABATA>

S125～S126

11:00-
11:00-＜Y,MlYASAKA＞

S80～S83
FingerJoint

＜K､KOZUK｜＞

S147～S149

CongenitaIDifferences3
＜A,SEK｜＞30 30

40

０
０
４
０

40
０
０
４
０12:00- 00 00卜12:00-

LuncheonSeminarl

PlateOs1eosynthesisiorFractures

oiUpperExtremitybyLockingPlate
J･lMATANI

<H,lKEGAMl>

S43

Debate

ExtemaIFixation

vsPlateFixation

S､IWABE，D,OSADA

＜T,SASAKI＞

S64～S65

LuncheonSeminar2

FragilityFracmresandCurrent

TrendsintheManagementoflhe
OsteopOroticDistalRadiusFractu｢e

JbrgGUrnart
＜H,SAITO＞

S84～S85

The48thMeetingon

CongenitalAnatomy

oftheHand

l2:00～13;00
13:00- 00 00 00 '3:00- 肥

10

BuseinessMeeting

，S11～S15
14:00－ ０

０
０
１

14:00-
10 10 10 10

５

０
５
４
０

１E|bowl

＜MTAKAHARA＞

S44～S45

５
０
５
４
０

１
DistalRadiusFractu｢e4

EarlyExercise

＜MlKEDA＞

S66～S67

Scaphoidl
＜Y・YANAGlHARA>

S149～S150

Symposium2:

HandSpecialties

SystemofJSSH

Anesthesial

＜A,TSUJlNO＞

S128～S129

Microsurgery2

＜MNOGUCH｜＞

S86～S88

CarpalTunnelSyndromel

Scaphoid2
＜A,FUKU｜＞

S151～S~152

Anesthesia2
＜H・ARlNO＞

S129～S130

＜S･TACHlBANA＞

S107～S109

50

Elbow2

＜K,lNAGAK｜＞

S46～S48

15:00- 00 00 15:00－
DistalRadiusFracture5：

BoneGraft'SoftTissuelnlury
＜K」KEDA＞

S68～S70

Dupuytren｢sContracture
＜T,lCHlKAWA＞

S152～S154

Flap
＜K・FUKUMOTO＞

S131～S132

PeripheralNervel

＜T･ROKKAKU＞

S88～S90

10

CarpalTunneISyndrome2
＜AMlNAMl＆M・BEPPU

０
０
４
５

3535
０
０

４
５

Anatomy
＜N・TERADA＞

TendonResearch
＜H,OHi＞

S154～S156

S16～S21 ＜A､SAKA|＞

S110～S112

50

S133～S134DistalRadiusFracture6

lmplants
＜K・YOSHIDA＞

S70～S72

０
５

０
０16:001#ﾘヒ CRPS

＜Y､YANASE

S48～S50

PeripheralNerve2

＜R･KAKlNOKl＞

S91～S92

０
５
０
１

16:00-

５
５
０
２

０
０

１
２Symposium3:

UInar-SidedWristPain
CubitalTunneISyndrome

<Y,NlSH1URA>
S134～S135０

５
３
５

Elbow

＜T・NAKAGAWA＞

S156～S158

０
５
３
４

~｢riggerFingerl

＜K,MlZUTAN｜＞

S113～S115

40 40

BrachialPlexusInjury CarpalTunnelSyndromel
＜S・UCHlYAMA＞

S136～S137

Fingertiplnjury･

SkinDe什ect

＜｜･KOSHlMA＞

S93～S95

匡尽
ジジ

TMlZUSEKl＆T,NAKAMURA＞

t

S22～S28

17:00- DistalR銅iusF｢acturel；

Exle｢nalFixatia1/intrameduIlaryNaW
<S･OKAJlMA>

S158～S159

lnvitedLecture2

Anatomy,PhysioIogyandTraumallc
palhologyofan軸rachial

lnterosseousmembraneofforearm

(ChristianDumontier)
＜M､ABE＞

S74～S75

17:00-

10f
-''10

CarpalTunneISyndrome2
＜N,OKUYAMA＞

S138～S139

ン
〔
。５

０
Ｓ

Ｄ
－

Ｋ
引

く
Ｓ

TriggerFinger2

＜M・KAMEYAMA＞

S115～S117

20

40 40

５
０
４
１

０
０
５
１

55
18:00－

18:00－100

EveningSeminar

DistalRadiusFracturewith

anlntramedullaryFixationNail
MarkJ・Warburton

＜T,SASAK｜＞

S96～S97

PanelDiscussion4：

DistaiR銅iusFr釦ture

＜F､KANAYA＞

S29～S33
19:00-

19:00
10 10

Workshop
19:30

19130

－26 －27－
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Day2Aprill7(Fryday)

ROOM7ROOM6ROOM5ROOM1 ROOM2 ROOM3 ROOM4

7:007:00-
e-PosterPresentatlonlle-Poste『P『esentationMomingSeminarl

MinimallylnvasiveSurgery
inHandSurgery
K･YAMANAKA

＜T・URABE＞

S190

MorningSeminar2
InfectionoftheHand

K･NEMOTO

＜Y･OKA＞

S2398:00 8:00-

]OO ０
０

０
１

00 ０
０

０
１UlnarWrist2

＜K､lHARA＞

S163～S165

10Rehabilitation

＜T､SAITO＞

S213～S214

15

CarpalTunneISyndrome3 HeberdenNodes

＜K･FUJlSAWA〉

S287～S288

Tumorl PanelDiscussion2

CRPS

０
５
０

４
０
３

40 RheumatoidArthritisl

＜K,MASADA＞５
０
５
５

４
１
３
５

＜Y・KATSUM｜＞

S264～S266

Y･KlYOSHlGE＞

S191～S193

Tumo「2

DistalRadlusFracture7

Malunion

＜K・SAKA｜＞

S215～S217

CMJoint

＜K,MATSUSHlTA＞

S289～S290

-150

SpeciaISession2

Tendon

＜Y,ITO＞

S166～S168

9:00 9:00-

<N・OCHlAl＆Y・HORlUCHl＞ RheumatoidArthritis2
＜H､lSHlKAWA＞

1010
UlnarW7ist

＜0.SOEJlMA＞CarpalTunnelSyndrome4
０
５

３
３ AsepticNecrosisl

＜Y・NAKATSUCH｜＞
S312～S313

lnvitedLecture3

PersonalEx"riencesonCongeni旧I
AbnormalitiesoftheThumb

(GooH.Baek)
＜MSHlBATA＞

S218～S221

＜TMATSUMURA＞

S267～S269

＜J､NlSHlDA〕

S194～S1961:8 S240～S246 55

AsepticNecrosis2
＜S､NOBUTA＞

S313～S315

10:00- DistalRadioulnarJoint

＜Y・TANIGUCHl＞

S292～S294

10:00-

０
０
０
２

SpecialSession3

Finger
<Y,|KUTA>

S169～S170

10０
０

１
２ CarpalTunnelSyndrome5 ５

０
２
４ForearmF｢acture

＜H･HASHlZUME＞

S197～S199

30
Dystonia/FingerDeformity

＜N･SAKA|＞

S247～S248

DistalRadiusFracture2

<MOKAZAK|＞

S294～S296

．再
ジジ

40
Bone/LigamentResearch

＜K,KAZUKI＞

S315～S316

lnvitedLecture4

1NTRlNSlCMUSCLE

DYSFUNCTION

(ClaytonA.Peimar)
S,TOH

S222～S224

SpecialSession4：

Forearmetc.

<R－NAKAMURA>

S171～S172

＜｜,OKUTSU〉

S270～S27211:00- 0011:00-00

５
０
０
３

DistalRadiusFracture3

＜Y・YOSHlKAWA＞

S296～S298

Cartilage/ImmunityResearch
＜O･ISHlDA＞

S317～S318

1010

20

30

５
０
３
０12:00- 00 00 0012:00-00

LuncheonSeminar4

ClinicaIEficacyofCOX-2
SelectivelnhibitoronOsteoahritis

A､SAKAI

<K,SUZUK｜>

S200

LuncheonSeminar3

JapaneseHealthInsurance

SystemandHandSurgery
S,TACHlBANA

＜T・SASAK｜＞

S173

l~uncheonSeminar7

Bioabsorbableandosteoconductive

artificialbonesubstitutefor

fractureofthedistalradius

H･SAKANO

＜F､KANAYA＞

S273

LuncheonSeminar6

Treatmentofneuropathic
paininPainCIinic

S,OGAWA

＜Y,HAMADA＞

S249

LuncheonSeminar5

Relationshipbetween
HandandBrain

M･TAKAHASHI

＜Y・YABE＞

S22513:00－100岸０
０

０
１

０
５
０
１

13:00100岸０
０

０
１

０
０

０
１

０
０

０
１

０
５
０

１

３
０

SpecialSession4:

CongenitalDifferenCes

ThumbReConstraction

NerveResearchl

＜T･ARAI＞

S298～S299
PaneIDiscussIon3：

Hourglass-likeConstriction

ofthePeripheralNerve

InvitedLecture5

Dowereallyunderstand
wristbiomechanics？

(MarcGarcia-Elias)
＜A,MlNAMl＞

S226～S229

Contracture

＜M・USU｜＞

S274～S276

RheumatoidArthritisl

＜H､KATO＞

S201～S203

０
５
０

３
５
２

MaIletFingerl
＜H,SHlMIZU>NerveResearch2

＜S､ITOH＞
RRnO～S301

S318～S319

MalletFinger2
＜Y・KlNOSHlTA＞

14:00- 14;00- 00
05 NerveResearch3

＜H･SHlRA|＞

S301～S303

Scaphoid

＜H､TASHlMA

S276～S278

10
RheumatoidArthritis2 InvitedLecture6

ScapholunateDissociation:

WhyDoTreatmentsFail？

(RichardA.Berger)
＜MBEPPU＞

S230～S231

＜T､0GINO＆S･TAKAYAMA＞

S174～S180

＜A､NAGANO＆K･TAZAKl＞

S250～S255
30

NerveResearch4

＜Y,MAK|＞

S303～S305

＜Y・MlNAMlKAWA＞

S203～S205
０
０
５
０

０
０

５
０15;00- 00０

０
０
１

0015:00-
DistalRadiusFractu7e4

VolarP1ate

＜K,SHlMADA>

S321～S323

５
５

０
１

Wristl

＜M､AOKI＞

S279～S280

０
０
１
２

ParalyticHand/Callotasis

＜T・MATSUSHITA＞

S256～S258

SpecialSession5
Nerve

＜H,KAWAl＞

S181～S182

ExtensorTendonl

＜MSEKlGUCH｜＞

S206～S207

UlnarWrist3

＜T､SAWAIZUM｜＞

S232～S234

35
DistalRadiusFracture5

Malunion

<H･KAWASHIMA>

S324～S326

40

Wrist2

＜S､NlSHlKAWA

S281～S282

０
０
５
０

5055
16:00-

ExtensorTendon2

＜A･KOBAYASH｜＞

S208～S209

FlexorTendon

＜~｢.YOSHlZU＞

S210～S212

0016:00－

Symposium5:

Opponensplastyfor

AdvancedCarpal

TunnelSyndrome

ThumbCM/STT

＜T・HlRAYAMA＞

S258～S260

BrachialPlexus

＜Y､MlKAMl＞

S305～S307

1010

DistalRadiusFracture8

VolarLockingPlatel

<Y･SUZUKI>

S234～S236

20

Phalanx1

T･lSHlGURO

S283～S284

０
５

３

５

Measurementetc．

＜S､TAKlGAWA＞
S307～S308

35
40

FunctionaIAssessmentetc55
17:00- 17;00- 00DistalRadiusFracture9

VolarLockingPlate2
<K,SUZUKI>

S237～S238

Phalanx2

M,lSHIZUKl

S285～S286

白
1

＜K,ASO＞

S261～S263
＜M･NAGAOKA＆H・lKEGAM|＞

S183～S189

つど
坐』

戸

､F

。。
44040

０
０
５
１

18｣OO41ClosingRemarks 18:00

30

The32ndMeeting
forPeripheral
NerveProblems

l8:30～20:30

19:00－ 19:00

10

19:30- 19:30-
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第5Z回日本手の外科学会学術集会プログラム

旨＝二16日巳ヨ

7：50～8：00 開会式

開会の辞

第1会場

会長堀内行雄（川崎市立川崎病院）

8:00～8:30会長講演

座長：内西兼一郎

本学会の企画と手の外科専門医制度に関するアンケート結果分析

川崎市立川崎病院整形外科堀内行雄 Sl

8:30～10:30パネルディスカッション1手の外科領域の骨軟骨欠損に対する治療

座長：矢島弘嗣（奈良県立医科大学整形外科）

佐藤和毅（慶應義塾大学整形外科）

1-1-Pl-1第2,3CM関節からの骨軟骨移植による手指関節損傷の再建

広島大学大学院保健学研究科運動制御解析科学砂川融他．………….S2

1-1-P1-2PIP関節損傷陳旧例の救済手術（骨軟骨移植を中心に）

滋賀医科大学整形外科児玉成人他．………….S3

1-1-P1-3手の外科領域の関節軟骨欠損に対する治療肋骨肋軟骨移植術

慶應義塾大学整形外科佐藤和毅……….….S4

1-1-P1-4重度手指関節損傷に対する肋骨肋軟骨移植術

一解剖学的な関節面を再建するためのコンピュータ支援手法と創外固定併用の有用性一

清恵会大阪外傷マイクロサージヤリーセンター五谷寛之他………….、S5

1-1-P1-5血管柄付き腓骨頭移植による僥骨遠位端の再建

奈良県立医科大学整形外科矢島弘嗣他一…………S6

1-1-P1-6有茎DIP関節利用の関節配置換え手術

帝 京 大 学整形外科黒島永嗣”…………S7

10:40～11:40特別講座1手関節

座長：田中寿一（兵庫医科大学整形外科）

l-1-SS1-l尺側手根伸筋腱半裁腱を用いた手関節TFCC再建法

慶應義塾大学整形外科中村俊康他

l-1-SS1-2舟状骨偽関節のDISI矯正法（中村法）

中日病院名古屋手の外科センター中村蓼吾他
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l-1-SS1-3血管柄付き第2中手骨基部移植術

新潟逓信病院整形外科牧野正晴

13：10～14:00総会

TravelingFellow

DorsalUlnarFlap-theanatomyandclmicalapplication

DepartmentsofOrthopaedicsandTraumatology,

TuenMunHospital,HongKongSAR

ManYanMarianneLam他

FactorsAffectingWillingnesstoUndergoCarpalTunnelRelease

DepartmentofOrthopaedicSurgery,SeoulNationalUniversityCollege

ofMedicine,Korea

HyunSikGONG他

14:10～16:00シンポジウム2日手会専門医制度の確立と将来展望

座長：三浪明男（北海道大学大学院医学研究科整形外科）

別府諸兄（聖マリアンナ医科大学整形外科）

1-l-S2-1専門医制度の必要性と立ち上げの経緯

中日病院名古屋手の外科センター中村蓼吾

1-1-S2-2専門医を目指す若手研修医の教育研修方針

信州大学整形外科加藤博之

1-1-S2-3専門医資格取得後の教育研修方針と問題点

奈良県立医科 大 学 整 形 外 科 矢 島 弘 嗣

l-1-S2-4形成外科医にとっての専門医取得上の問題点

東京大学医学部形成外科光嶋勲他………

l-1-S2-5専門医試験および施設認定のかかえる問題点

星 ヶ丘厚生年金病院整形外科河井秀夫

l-1-S2-6専門医制度の確立と今後の展望

小郡第一総合病院整形外科土井一輝

1-1-S2-7特別発言

国 家 公 務 員 共 済 組 合 連 合 会立川病院整形外科矢部裕

1-l-S2-8特別発言

順天堂大学名誉教授山内裕雄

16：05～17：50シンポジウム3手関節尺側部痛に対する診断と治療

座長：水関隆也（広島県障害者リハビリテーションセンター）

中村俊康（慶應義塾大学整形外科）

1-l-S3-1手関節尺側部痛の診断高分解能MRmicroscopycoil

キッコーマン綜合病院整形外科田中利和他“……．

l-l-S3-2手関節尺側部痛の診断：手関節鏡

済生会下関総合病院整形外科安部幸雄他…..…．
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l-1-S3-3

1-l-S3-4

1-l-S3-5

l-l-S3-6

l-l-S3-7

TFCC損傷に対する直視下手術

慶應義塾大学整形外科

尺骨手根骨間靱帯損傷の診断と治療

大阪大学整形外科

尺骨茎状突起偽関節・変形治癒の治療

国保中央病院整形外科

手関節尺側部障害に対する尺骨短縮術

－5年以上経過観察例の臨床成績とX線的評価一

中日病院名古屋手の外科センター

Sauve-Kapandji法の有用性と問題点

北海道大学医学研究科整形外科

中村俊康他

森友寿夫

小野 浩史 他

中尾悦宏他

岩崎倫政他

18：10～19:1019:10パネルデイスカツシヨン4檮骨遠位端骨折

一各種プレートの適応と限界一

座長：金谷文則（琉球大学整形外科）

僥骨遠位骨折に対する掌側ロッキングプレート固定術の問題点

那覇市立病院外間浩

僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート

-DistalWindowLockingPlateSystem＠の開発と臨床成績一

東邦大学整形外科学第2講座戸部正博他

MatrixSmartLockplateを用いた僥骨遠位端骨折治療の工夫と成績

山口県立総合医療センター整形外科酒井和裕他

僥骨遠位端骨折に対するプレート骨接合術の適応と限界

岡山済生会総合病院整形外科今谷潤也他

僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定の変遷一私的経験より

慶應義塾大学整形外科岡崎真人他

1-1-P41

1-l-P42

1-l-P43

l-1-P44

1-l-P45
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第2会場

8：30～9：30檮骨遠位端骨折1：手術手技と分類

座長：村瀬剛（大阪大学医学部整形外科）

l-2-l僥骨遠位端骨折掌側ロッキングプレートのおける抜釘の必要性の検討

済生会川口総合病院整形外科太田剛他………“

l-2-2僥骨遠位端部におけるLockingPlatescrewの刺入角度の検討

一引き抜き強度の観点から－

聖マリアンナ医科大 学整形外科学教室泉山公他………“

l-2-3榛骨遠位端関節内骨折におけるulno-dorsalfragmentの固定の必要性に関する検討

名古屋披済会病院整形外科太田英之他….……．

l-2-4方形回内筋を温存した掌側ロッキングプレートによる僥骨遠位端骨折の治療

一前向き研究－

東邦大学医学部整形外科学第2講座戸部正博他…･……・

l-2-5僥骨遠位端骨折の新しい分類法の検討

熊本整形外科病院整形外科玉井誠

l-2-6僥骨遠位端骨折の治療成績を予測しうる分類法

-AO分類は有用であるか－

市立四日市病院整形外科中野智則他…..……

9：30～10：30檮骨遠位端骨折2:Minimallyinvasive

座長：戸部正博（東邦大学第2整形）

1-2-7僥骨遠位端骨折に対するPART法成績不良例の要因

済生会下関総合病院整形外科安部幸雄他…

l-2-8僥骨遠位端関節外骨折に合併した関節内軟部組織損傷の解析

済生会下関総合病院整形外科富永康弘他“

l-2-9榛骨遠位端骨折に対する新しい術式

一鏡視下整復術の簡素化と術後の整容的を考盧した術式の開発一

東大阪市立総合病院整形外科重松浩司

1-2-10僥骨遠位端骨折に対してロッキングプレートを用いたMIPO法による治療成績

岡山大学病院整形外科島村安則他．“

l-2-ll僥骨遠位端骨折に対する小型掌側ロッキングプレートを用いた最小侵襲手技

~MIPOにおけるcondylarstabilizmg法～

太田総合病院整形外科根本高幸他”

l-2-12僥骨遠位端骨折術後の手関節造影所見と機能予後の検討

市立豊中病院栗山幸治他”
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9：30～10：30梼骨遠位端骨折3：合併症

座長：面川庄平（八尾総合病院整形外科）

1-2-13僥骨遠位端骨折に伴う伸筋腱嵌入

慶應義塾大学医学部 整 形 外 科 岡 崎 真 人 他 “ ・

l-2-14掌側ロッキングプレート後の僥側部痛は長期間持続し上肢機能を障害する

名古屋大学医学部手の外科教室三ツロ秀幸他…

1-2-15僥骨遠位端骨折に対するインプラントによる腱皮下断裂

相澤病院整形外科山崎宏他…

1-2-16Acu-Lockdistalradiusplatesystemを用いて長母指屈筋腱障害を生じた5例

金沢大学医学部整形外科多田薫他…

1-2-17ACU-LOCDistalRadiusPlateSystemを用いた僥骨遠位端骨折の治療における

術中トラブルおよび術後合併症の検討

長 崎 労 災 病院整形外科角光宏

1-2-18僥骨遠位端関節内骨折に対する背側固定法の合併症について

（ 特 医 ） 多 根 総 合病院整形外科本城昌他…

12：00～13：00ランチョンセミナー1

座長：池上博泰（慶應義塾大学医学部整形外科）

1-2-LS1上肢骨折に対する最近のプレート骨接合術-LockmgPlateを中心に－

岡山済生会総合病院整形外科今谷潤也

14：10～14：50肘1

座長：高原政利（山形大学医学部整形外科）

l-2-19RA肘の鏡視下滑膜切除術の術後短期の成績

札幌医科大学整形外科佐々木浩一他

1-2-20上腕骨小頭離断性骨軟骨炎に対する自家骨軟骨柱移植術

広島大学医学部 整 形 外 科 大 坪 晋 他

l-2-21肘離断性骨軟骨炎に対する治療

島根大学医学部 整 形 外 科 香 川 亮 介 他

l-2-22肥大型上腕骨小頭離断性骨軟骨炎(ICRSOCDIII)に対する吉津変法

京都大学医学研究科形成外科石河利広他

14：50～15：40肘2

座長：稲垣克記（昭和大学医学部整形外科）

1-2-23上腕骨穎上骨折後内反肘の3次元変形パターン

大阪大学医学系研究科臨床外科学専攻器官制御外科学

竹安酉佳倫他

1-2-24陳旧性僥骨頭脱臼に対する創外固定器を用いた治療

弘前大学大学院医学研究科整形外科学教室岩崎弘英他

1-2-25高齢者上腕骨遠位端骨折に対する観血的骨接合術の短期臨床成績

東住 吉森 本病院整形外科前田剛他
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l-2-26

l-2-27

成人上腕骨遠位端骨折に対するLCPDistalHumerusPlateの治療成績

千 葉大学整形外科河野元昭他

InfluenceofCoronoidFractureonElbowStabnity:

AKmematicSmdyBasedonNewClncalRelevantFractureClassification

DepartmentofKyungpookNationalUniversity,Daegu,Korea

h-HoJeon他

15：50～16:40CRPS

座長：梁瀬義章（(医)長吉総合病院）

1-2-28CRPSの手指拘縮に対するステロイド併用局所静脈麻酔下非観血的関節授動術の

治療成績

長野中央 病 院 整 形 外 科 下 田 信

1-2-29上肢のカウザルギー(CRPSType2)に対する手術的治療の有効性

元赤坂診療所仲尾保志

1-2-30CRPS-typelに対する早期ステロイド療法の検討-CRPSは予防できるか？

岡山赤十字病院整形外科小西池泰三他………．

1-2-31自動車事故の民事訴訟の際のCRPSの扱いについて

尼崎中央病院整形外科三木健司他………．

l-2-32労働災害に関連した複合性局所癌痛症候群(CRPS)後遣障害認定における問題点

東京労災病院整形外科楠瀬浩一他

16：40～17：40腕神経叢損傷

座長：土井－輝（小郡第一総合病院整形外科）

1-2-33最近の腕神経叢損傷患者の疫学調査について

小郡第一総合病院茶川一樹他

1-2-34腕神経叢損傷における経頭蓋電気刺激による前根誘発電位測定

東京都立広尾病院整形外科田尻康人他

1-2-35腕神経叢損傷に対する尺骨神経部分移行術(Oberlin法）における

donorsitemorbidity

広島大学整形外科鈴木修身他

1-2-36中年期受傷の重度腕神経叢麻痒に対する治療経験

岐阜大学医学部整形外科大野義幸他

1-2-37外傷性腕神経叢損傷における肘屈曲機能再建術の術後成績

高知大学医 学 部 整 形 外 科 中 島 紀 綱 他

1-2-38全型腕神経叢損傷に対するdoublemuscle法

一肘関節の位置覚の獲得について－

小郡第一総合病院整形外科服部泰典他
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第3会場

8：30～10：30シンポジウム1末梢神経再生の基礎と臨床応用

座長：柴田実（新潟大学医学部形成外科）

平田仁（名古屋大学医学部手の外科）

l-3-Sl-1ChronicallydenervatedSchwannceuにおけるATF3及びCaspase3の発現について

l-3-Sl-2

1-3-Sl-3

l-3-Sl-4

l-3-Sl-5

l-3-Sl-6

l-3-Sl-7

国立病院機構村山医療センター整形外科斎藤治和他

末梢神経再生効率向上の補助療法

一近赤外線発光ダイオード光やHeatShockProteinの応用一

金沢医療センター整形外科池田和夫他

神経断端直接緩徐伸長による末梢神経欠損部修復法の研究

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

西浦康正他

神経端側縫合臨床応用の現状

名古屋大学医学部手の外科平田仁他

部分損傷末梢神経内側副発芽神経による標的組織の再支配の検討

東京歯科大学市川総合病院リハビリテーション科新井健他

選択的神経再生と臨床応用の可能性

（財）新潟手の外科研究所牧裕

骨髄幹細胞移植した血管茎含有チューブでの犬尺骨神経30mmの架橋実験

一自家神経移植との比較

京都大学医学部整形外科、リハビリテーション部柿木良介他

10：40～11：40招待講演1

座長：越智光夫（広島大学大学院整形外科）

l-3-ILlTheHand,theBrainandtheMmd

ProfessorofHandSurgery,DepartmentofHandSurgery,

Malm6UmversityHospital,LundUniversity,Sweden

G6ranN.Lundborg

12：00～13：00ディベート梼骨遠位端骨折の治療一創外固定VSプレート固定

座長：佐々木孝（済生会神奈川県病院整形外科）

1-3-D-1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

濁協医科大学整形外科長田伝重他．………．

l-3-D-2僥骨遠位端骨折に対する創外固定法：

ロッキングプレート固定法全盛期における創外固定法の存在価値を検証する

佐野厚生総合病院整形外科岩部昌平他………“
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14:10～15:00榛骨遠位端骨折4:早期運動

座長：池田全良（東海大学八王子病院整形外科）

1-3-1

l-3-2

1-3-3

1-3-4

1-3-5

Colles骨折に対する掌側ロッキングプレートを用いた早期運動療法の

術後臨床成績不良症例の検討

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の治療成績第2報

一掌側Lockingplate固定術とnon-bridge創外固定術の比較

術後早期自動ROMについて－

佐倉整形外科病院徳永進他

掌側転位型僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレートを用いた

早期運動療法の治療成績

香川労災病院整形外科布施好史他

高齢者は榛骨遠位端骨折後の機能回復が遷延する

岐 阜 社 会 保 険 病 院 加 藤 宗 一 他

掌側ロッキング・プレートを用いた僥骨遠位端骨折術後に外固定は必要か？

国保中央病院整形外科古田和彦他

15：00～15：40檮骨遠位端骨折5：骨移植・合併軟部損傷

座長：池田和夫（金沢医療センター整形外科）

1-3-6僥骨遠位端骨折治療における骨移植は掌側ロッキングプレート(VLP)の

長期成績を低下させる

鈴鹿回 生 病 院 整 形 外 科 渥 美 覚 他 …

1-3-7僥骨遠位端骨折に対する掌側lockingplateの治療成績

一骨移植と非骨移植の比較一

鹿児島市立病院南周作他…

1-3-8僥骨遠位端骨折に合併する尺骨茎状突起骨折とTFCC尺骨小窩剥離損傷の関係

-DRUJ鏡視所見による検討一

埼玉社会保険病院小原由紀彦他…

l-3-9僥骨遠位端骨折後に生じた遠位榛尺関節掌側脱臼

立川綜合病院整形外科二宮宗重他…

15：50～16：30骨遠位端骨折6：固定材料

座長：吉田健治（聖マリア病院整形外科）

l-3-10MicronailとLockmgplateによる僥骨遠位端骨折の治療成績比較

福岡リハビリ テ ー シ ョ ン 病 院 中 川 広 志 他

l-3-ll僥骨遠位端骨折に対する髄内固定法の問題点

近森 病 院 整 形 外 科 西 井 幸 信 他

1-3-12僥骨遠位端骨折に対するAO下顎骨用ロッキングプレートの応用

金沢医療センター整形外科池田和夫他
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l-3-13 PalmarRadialSystemを用いた背側転位型僥骨遠位端骨折の治療成績

一骨折型や年齢の違いによる比較一

大阪市立総合医療センター整形外科細見僚他

16：55～17：55l7:55招待講演2

座長：阿部宗昭（城山病院上肢機能再建術研究所）

Anatomy,PhysiologyandTraumaticpathologyof

antibrachialinterosseousmembraneoffbrearm

CoUegeofMedicme,ParisHospital,I!InstitutedelaMain,France

l-3-IL2

ChristianDumontier
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第4会場

8：50～9：30手関節尺側部障害1

座長：坪川直人（(財)新潟手の外科研究所）

l-4-1三角線維軟骨複合体(TFCC)損傷患者の前腕肢位の変化にともなう握力変動

医真会八尾総合病院整形外科面川庄平他

l-4-2遠位僥尺関節(DRUJ)の機能的レントゲン撮影

-TFCC損傷におけるDRUJ不安定性の定量的評価の試み一

八尾総合病院飯田昭夫他

14-3尺側手根伸筋腱々鞘炎に対するステロイド腱鞘内注入

一治療成績と診断上の問題点－

日本医科大学整形外科澤泉卓哉他

l-4-4手関節尺側滑膜ヒダの病態と治療

慶友整形外科病院辻野昭人他

9：30～10：10マイクロ1

座長：中島英親（熊本機能病院整形外科）

1-4-5手指慢性虚血性疾患に対する動脈周囲交感神経切除術の経験

奈良県立医 科大学整形外科村田景一他

l-4-6四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効果

高知大学医 学 部 整 形 外 科 野 口 政 隆 他

147遊離穿通枝皮弁による手の低侵襲再建術

東京大学医学部形成外科光嶋勲他

148母指再建術：われわれの工夫

東京大学医学部形成外科・美容外科土居健太郎他

S76
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10:20～11:30肘部管症候群

座長：宮坂芳典（仙塩総合病院整形外科）

1-4-9尺骨神経前方移動術におけるレーザードップラー血流計による尺骨神経前方移動術におけるレーザードップラー血流計による尺骨神経血流量の検討

一伴走血管の有無による比較－

信州大学整形外科中村恒一他…….…….S80

第8頚髄神経根障害と考えられた症例の検討

せんぽ東京高輪病院整形外科中川種史他“…………S80

われわれの手内在筋再建術

岩手医科大学医学部整形外科古町克郎他……..……S81

重度肘部管症候群に対する一期的示指外転機能再建術の有用性

相模台病院整形外科小林明正他……..……S81

肘部管症候群の重症例に対する示指外転機能再建術の治療成績

東北労災病院整形外科信田進吾他…….….…S82

肘部管症候群におけるDASHと上肢機能の術後経時的変化

信州大学医学部附属病院リハビリテーシヨン部井戸芳和他…….….…SO2

1410

l-4-11

l-4-12

1413

l-414
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l-4-15 肘部管症候群の術後における神経伝導速度の改善とDASHスコアとの関係

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科整形外科学分野

若林良明他

12：00～13：00ランチョンセミナー2

座長：斎藤英彦（聖隷浜松病院）

14LS2FragilityFracturesandCurrentTrendsintheManagement

oftheOsteoporoticDistalRadiusFracmre.

DepartmentofHand-PlasticandReconstructiveSurgery,

Kantonsspital,Switzerland

J6rgGrtinert

14：10～15：00マイクロ2

座長：野口政隆（高知大学医学部整形外科）

l-4-16UntiedStaySuture法を用いた指尖部切断再接着術

岡山大学長谷川健二郎他…”

1417手関節部切断再接着症例の機能予後の検討(DASHスコアを用いた評価）

富山大学 整形外科頭川峰志他．…

1418多数指切断(4指以上）再接着手術の問題点

安城更生病院整形外科新井哲也他…．

1-419手指再接着術における問題点について

土浦協同病院整形外科白坂律郎他．…

1420指尖部切断再接着におけるDelayedvenousanastmosis(遅延静脈縫合）の実際

清恵会大阪外傷マイクロサージヤリーセンター五谷寛之他…．

15：00～15：50末梢神経1

座長：六角智之（千葉市立青葉病院整形外科）

1421末梢神経損傷における部位、時期特異的発現タンパク質のプロテオミクス

札幌医科大学医学部整形外科相木比古乃他

1-4-22ヒト末梢血由来CD133陽性細胞移植による末梢神経再生

広島大学医学部 整形外科來嶋也寸無他

1-4-23Methylcobalammはラット坐骨神経損傷モデルにおいて軸索伸展および

機能改善を促進する

大阪大学医学系研究科器官制御外科学(整形外科）岡田潔他

1424末梢神経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

1-425神経移植の有用性は運動神経の回復状態で評価すべきである

－自家神経移植cablegraftの動物実験及び臨床成績から－

大阪市立大学大学 院 名 誉 教 授 山 野 慶 樹 他
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15：50～16：30末梢神経2

座長：柿木良介（京都大学医学部整形外科附属病院リハビリテーション部）

1426末梢神経再生過程の評価法一脱神経筋MRIの有用性についての基礎的研究一

平塚市民病院整形外科山部英行….……….S91

l-4-27軸索特異性又はSchwann細胞特異性に蛍光発色する様々 な

トランスジェニックマウスを用いた末梢神経基礎研究

順天堂大学医学部形成外科林礼人他….…….…S91

l-4-28正中、尺骨神経欠損に対するPGA-CoHagentubeを用いた生体内再生治療の中期結果

l-4-29

稲田病院整形外科

ポリフェノールを用いた末梢神経長期保存に関する研究

京都大学整形外科

稲 田有 史他

池口良輔他

16：45～17：40指尖損傷・皮層欠損

座長：光嶋勲（東京大学医学部形成外科）

1-4-30Brent変法の治療成績

日本赤十字社和歌山医療センター整形外科玉置康之他

l-4-31指動脈背側枝を利用した指尖再建術

長野赤十 字 病 院 形 成 外 科 永 井 史 緒 他

l-4-32指尖部損傷に対する各種皮弁の知覚回復

愛知県厚生連海南病院伊藤可絵他

1433DorsalUlnarFlap-theanatomyandclimcalapplication

DepartmentsofOrthopaedicsandTraumatology,

TuenMunHospital,HongKongSAR

ManYanMarianneLam他

l-4-34Adipofascialturnoverflapによる指背側軟部組織欠損の再建

飯田病院整形外科菊田朋朱他

l-4-35逆行性指動脈島状皮弁術術後の指ROMの検討

北海道徳洲 会 グ ル ー プ 外 傷 部 辻 英 樹 他

18：10～19：10イブニングセミナー

座長：佐々木孝（済生会神奈川県病院）

14ESDistalRadiusFracturewithanhtramedullaryFixationNail

-Micronail:Designrationale,fractureapplicationsandclinicalresults-

HighPointOrthopaedic,U.S.A.

MarkJ.Warburton

l9 ：1 0～ワークショップ
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第5会場

9：00～9:50デユピユイトラン拘縮

座長：楠瀬浩一（東京労災病院整形外科）

1-5-lデュピュイトラン拘縮は保存治療でどの位の改善が可能か

聖隷浜松病院手の外科・マイクロサージヤリーセンター

大井宏之他

l-5-2当科におけるデユプイトラン拘縮の手術治療

近畿大学医学部 整形外科大谷和裕他

1-5-3当科におけるDupuytren拘縮の術後成績

防衛医科大学校整形外科学講座尼子雅敏他

1-5-4Dupuytren拘縮に対するZigzag切開による選択的手掌腱膜切除術の長期成績

燕 労 災 病 院整形外科松崎浩徳他

1-5-5当科におけるDupuytren拘縮の手術成績一指別、関節別の術後成績－

大阪大学医学部整形外科田中啓之他

10:00～10:40キーンベツク病

座長：井上五郎（豊橋市民病院整形外科）

1-5-6壊死骨に対する骨髄血移植・低出力超音波の併用効果について

一家兎骨壊死モデルを用いた研究一

筑波大学人 間 総 合 科 学 研 究 科 臨 床 医学系整形外科小川健他

1-5-7ARTHROSCOPICBONEGRAFTINGFOREARLYSTAGES

OFKIENBOCK'SDESEASE

HandUnit,PlasticSurgeryDepartment,UniversityofMilan,Italy

LorisPegoli他

1-5-8月状骨の形状とキーンベック病

名古屋大学医学部手 の 外 科 建 部 将 広 他

l-5-9LichtmanstagelllのKienbock病に対する血管柄付き骨移植術・

有頭骨短縮術併用法の成績

静岡県立総合病院整形外科松岡秀明他

10：40～11：30画像

座長：内尾祐司（島根大学医学部整形外科）

1-5-10MRIによる手背の伸筋腱描出の有用性-SoapBubbleMIP処理を用いて－

島根大学医学部整形外科学教室平松由美子他

1-5-11拡散強調MRIによる末梢神経の描出

東京逓信病院整形外科沖永修二他

1-5-12手外傷後MDCTを用いた血管評価の試み

金沢医科大学形成外科島田賢一他

1-5-13上肢3次元骨モデルによる3次元CTの被曝線量の評価

ベルランド総合病院整形外科岡久仁洋他
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1-5-14 舟状骨骨折癒合判定におけるpivotCTの有用性

千葉大学大学院医学 研 究 院 整 形 外 科 国 司 俊 一 他

14：10～15：10手根管症候群1

座長：立花新太郎（虎の門病院）

1-5-15手根管症候群屈筋腱滑膜線維化と重症度

済生会山形 済生病院整形外科清重佳郎他

1-5-16手根管症候群における上腕部低圧圧迫による各種検査結果の変化

弘前ホスピタリテイーアカデミー作業療法科佐藤彰博他

1-5-17Speckletracking法を用いた腱滑膜組織における剪断損傷リスク評価の試み

Mayoclmc,OrthopedicBiomechamcsLaboratory吉井雄一他

1-5-18手根管症候群における正中神経のMRI拡散テンソル画像

東京逓信病院整形外科沖永修二他

l-5-19特発性手根管症候群患者の手根管内に占める屈筋腱断面積の割合は、

健常者より大きく、加齢とともに増加する

日 立横浜病院整形外科鈴木聖裕他

1-5-20神経伝導速度検査が正常な特発性手根管症候群のMⅢ所見の特徴

産業医科大学整形外科大茂壽久他

15：10～16：10手根管症候群2

座長：酒井昭典（産業医科大学整形外科）

l-5-21手根管症候群に対するステロイド手根管内注射1年経過時の成績

山形大学医学部整形外科渡邉忠良他

l-5-223テスラMmによる特発性手根管症候群の重症度分類に基づいた

トリアムシノロン手根管内注射の有効性

産業医科大学 病院 整形 外科 大塚 弘剛 他

l-5-23手根管症候群にトリアムシノロン注射を受け正中神経神経麻痒と

著明な貧血を発症した2例

東京手の外科・スポーツ医学研究所高月整形外科山口利仁他

l-5-24特発性手根管症候群における手指屈筋腱腱滑膜切除術の長期成績

医療法人友和会鶴田整形外科鶴田敏幸他

l-5-25前腕遠位まで屈筋腱腱鞘滑膜の肥厚を認めた手根管症候群

埼玉成恵会病院・埼玉手の外科研究所楠原廣久他

l-5-26更年女性の手のこわばりに対するスタチンの効果-preliminaryreport-

済生会山形 済生病院整形外科清重佳郎他
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16：20～17：10ばね指1

座長：水谷－裕（東邦大学医学部整形外科学第二講座）

l-5-27Midlateralapproachを用いた手指屈筋腱鞘炎に対する腱鞘内注射

政田整形外科リウマチ科政田和洋

1-5-28可動域制限を有する手指屈筋腱腱鞘炎（ばね指）に対する

トリアムシノロン腱鞘内注射の有効性

日高病院整形外科中島大輔他

l-5-29糖尿病患者における弾発指一発生率及びその特徴

名古屋大学手の外科洪淑貴他

1-5-30糖尿病に伴う狭窄性屈筋腱腱鞘炎の臨床的病態について

東京都済生会中央病院整形外科亀山真他

1-5-31特発性弾発指に対する経皮腱鞘切開術の治療成績

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

17：10～18：0018:00ばね指2

座長：亀山真（東京都済生会中央病院整形外科）

超音波検査による成人ばね指の腱・腱鞘の形態学的変化

日本医科大学整形外科齋藤善他

ばね指に対する腱鞘内ステロイド注射による保存療法の評価

一超音波検査とquickDASHを用いて－

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

國府幸洋他

縦皮切による弾発指手術

国際親善総合病院整形外科田島康介他

バネ指手術による医原性末梢神経損傷例の検討

和歌山県立医科大学整形外科学教室浅井宣樹他

l-5-32

1-5-33

1-5-34

1-5-35

1-5-36 ACOMPARISONOFENDOSCOPICANDOPENTRIGGERFINGERRELEASE

PlasticSurgeryDepartment,UniversityofMilan,Italy

ChiaraParolo他………”
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第6会場

8：50～9：15腱臨床1

座長：木森研治（土谷総合病院整形外科）

l-6-EPl転倒後に発生した長母指伸筋腱皮下断裂の検討

済生会横浜市南部病院整形外科杉木正他“…………S118

1-6-EP2僥骨遠位端骨折後に生じた長母指伸筋腱断裂の検討

石切生喜病院整形外科水沢慶一他“…………S118

1-6-EP3僥骨遠位端骨折後の尺骨頭掌側脱臼に合併した稀な尺側手根屈筋腱皮下断裂の1例

和歌山県立医科大学整形外科橋本忠晃他．………….S119

9：15～9：40腱臨床2

座長：貞廣哲郎（(医)ハンズ高知フレッククリニック）

l-6-EP4長母指屈筋腱(FPL)皮下断裂の病態と手術成績

洛西シミズ病院木戸一二他・

1-6-EP5僥骨遠位端掌側プレート固定後のFPL断裂3例

フレッククリニック北岡謙一他、

1-6-EP6僥骨遠位端掌側部の組織学的検討－いわゆる"WatershedLine''を中心に－

岡山済生会総合病院整形外科今谷潤也他．

S119

S120

S120

9：40～10：10腱臨床3

座長：久保俊一（京都府立医科大学整形外科）

l-6-EP7関節リウマチに生じ，治療に工夫を要した屈筋腱皮下断裂の2例

京都府立医大大学院運動器機能再生外科学（整形外科）

小橋裕明他”…………S121

l-6-EP8関節リウマチに伴う手関節部での腱断裂に対する手術成績

京都府立医科大学大学院医学研究科運動器機能再生外科学（整形外科学教室）

小田良他．…….……S121

l-6-EP91ntersection症候群の経験

井上整形外科井上貞宏“…………S122

1-6-EP10伸筋腱脱臼に対する手術的治療の検討

札幌医科大学整形外科高橋信行他．……….…S122

10：20～10：50先天異常1

座長：堀井恵美子（名古屋第一日赤）

l-6-EPll同一家系内の3例に発生した指列誘導異常の異なった表現型の報告

山形大学医学部整形外科佐竹寛史他

l-6-EP12三節母指多合指症候群の一家系

富士市立中央病院形成外科平川正彦他

1-6-EP13趾動脈茎島状爪皮弁を用いた巨趾症の治療経験

東京医科歯科大学形成外科小平聡他

－46－
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1-6-EP14指欠損を伴わない第4指間部の過剰指間陥凹症例の治療経験

大阪市立総合医療センター整形外科中川敬介他 S124

10:50～11:15先天異常2

座長：川端秀彦（大阪府立母子保健総合医療センター）

1-6-EP15有茎筋膜脂肪弁移植を用いて分離授動術を施行した先天性榛尺骨癒合症18例20肢の検討

1-6-EP16

l-6-EP17

琉球大学医学部整 形外 科金 城政 樹他

当科における先天性母指形成不全の治療成績

淀川キリスト教病院 整 形 外 科 金 城 養 典 他

皮膚性合指を伴う母指形成不全

山形大学医学部 整形外科佐竹寛史他

11：15～11：40先天異常3

座長：関敦仁（成育医療センター）

l-6-EP18母指多指症の軸偏位に対する矯正手技の検討

広島大学病院整形外科形成外科診療班中西美紗他

l-6-EP19doubledorsalslidingilapを用いた中手骨型母指多指症の治療

長野市民病院整形外科岡本正則他

1-6-EP20当科における母指多指症の治療成績

長崎大学医学部 形成外科田中克己他

14：15～14：40麻酔1

座長：辻野昭人（慶友整形外科病院）

1-6-EP21上肢手術に対するエコーガイド下腕神経叢ブロック鎖骨上法

星ヶ丘厚生年金病院蒲生和重他

l-6-EP22超音波ガイド下腋窩ブロックの試み

春日井市民病院整形外科久保田雅仁他

1-6-EP23上肢外科領域における超音波ガイド下腕神経叢ブロックの施行経験

新潟中央病院整形外科忽那岳志他

14：40～15:05麻酔2

座長：有野浩司（防衛医科大学校整形外科）

1-6-EP24上腕駆血と前腕駆血の局所静脈麻酔法の検討

東大阪市立総合病院整形外科重松浩司

l-6-EP25当科における鎖骨上窩腕神経叢ブロックの検討

土谷総合病院整形外科梶原了治他

1-6-EP26鎖骨上窩腕神経叢ブロック（外下方穿刺法）における安全な刺入角度の検討

～胸郭3D-CTを用いて～

大阪市立大学大学院医学研究科整形外科学教室高松聖仁他
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15：05～15：35皮弁

座長：福本恵三（埼玉手の外科研究所）

1-6-EP27指体部皮層再建における皮弁の選択

埼玉手の外科研究所平瀬雄一他

l-6-EP28皮弁を用いて治療を行ったmumatedhand症例の検討

神戸赤十字病院整形外科中後貴江他

l-6-EP29指先部損傷後の指動脈径とcoldmtolerance

東京大学医学部形成外 科 ・ 美 容 外 科 成 島 三 長 他

l-6-EP30足趾爪移植における手指と足趾の爪形態の適合性

関東労災病院整形外科小林康一他

15：35～16：00解剖

座長：寺田信樹（藤田保健衛生大学第2病院）

1-6-EP31正常手指PIP関節の神経終末分布一組織学的研究－

札幌医科大学大学院保健医療学部千見寺貴子他

l-6-EP32dynamicultrasomdによるPIP関節掌側板の運動生理に関する研究

田附興風会医学研究所北野病院形成外科齊藤晋他

1-6-EP33舟状月状骨解離におけるGeisslergradeの意義

一第2報：舟状月状骨解離の関節鏡診断における解剖学的研究

奈良県立医科大学整形外科土肥義浩他

16：15～16：40肘部管症候群

座長：西浦康正（筑波大学整形外科）

l-6-EP34高齢者における肘部管症候群の検討

香川大学整形外科今泉泰彦他

l-6-EP35当科における肘部管症候群の手術例の検討

順天堂大学整形外科有冨健太郎他

l-6-EP36肘部管症候群の術後再発例の検討

和歌山県立医 科 大 学 整 形 外 科 谷 口 泰 徳 他

16：40～17：10手根管症候群1

座長：内山茂晴（信州大学医学部運動機能学講座）

l-6-EP37手根管症候群患者の手術選択と各種検査結果の関係について

弘前ホスピタリテイーアカデミー作業療法科佐藤彰博他

l-6-EP38特発性手根管症候群手術患者における血圧と手根管内圧の関係

筑波メディカルセンター病院整形外科吉田綾他

l-6-EP39鏡視下手根管解放術前後の正中神経のMRI信号強度の検討

諏訪赤十字 病 院 整 形 外 科 百 瀬 敏 充 他

l-6-EP40手根管症候群質問表(CTSI)で評価した手根管解放術後の症状経過と年齢（(CTSI)で評価した手根管解放術後の症状経過と年齢の関係

済生会山形済生病院整形外科石垣大介他….…“
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17：10～17：40手根管症候群2

座長：奥山訓子（慶應義塾大学医学部整形外科）

l-6-EP41Kienb6ck病に合併した手根管症候群

名古屋大学大学院医学系研究科手の外科学篠原孝明他

l-6-EP42手根管症候群に対する鏡視下手根管開放術(2-portal法）の合併症の検討

聖マリアンナ医科大学整 形 外 科 学 教 室 新 井 猛 他

l-6-EP43同時腱移行の有無による重度手根管症候群の治療成績の比較

大阪市立大学整形外科

l-6-EP44特発性手根管症候群再手術例の検討

駿河台日本大学病院整形外科
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第フ会場

9：00～9：30神経くびれ他

座長：沖永修二（東京逓信病院整形外科）

l-7-EPl僥骨神経本幹にくびれを認めた一例一針筋電図の重要性と神経上膜病理所見一

盛岡友愛病院整形外科乗上啓他”…．

1-7-EP2ギラン・バレー症候群に合併した後骨間神経麻溥の治療経験

東京女子医科大学東医療センター整形外科小見山貴継他……

1-7-EP3手袋装着を誘因とする手の外科領域の重度損傷

済 生会 横浜 市東部病院整形外科山中一良他“…．

l-7-EP4指末節骨骨折後の有痛性偽関節、遷延治癒の治療経験

鈴鹿回生病院整形外科森田哲正他……

9：30～9：55感染

座長：西源三郎（愛知県厚生連海南病院整形外科）

1-7-EP5手指化膿性関節炎の手術治療

中通総合病院整形外科千馬誠悦他

1-7-EP6上肢における重症軟部組織感染症の治療経験

大阪府三島救命救急センター整形外科岡本雅雄他

1-7-EP7手指化膿性炎症（蜂窩織炎，化膿性腱鞘炎）の治療経験

大垣市民病院整形外科千田博也他

10：10～10：40腫瘍1

座長：和田卓郎（札幌医科大学整形外科）

1-7-EP8手部脂肪腫手術症例の検討一巨大脂肪腫を中心に一

濁協医科大学越谷病院整形外科木村和正他

1-7-EP9手指に発生したPacinianneuromaの3例

熊本大学大学院医学薬学研究部運動骨格病態学分野入江弘基他

1-7-EP10TriggerWristを呈した腱鞘巨細胞腫の2例

青森市民病院整形外科上里涼子他

l-7-EP11上肢の悪性軟部腫瘍症例の検討

鹿児島大学大学院運動機能修復学講座整形外科有島善也他

10：40～11：05腫瘍2

座長：山本謙吾（東京医科大学整形外科）

1-7-EP12上肢静脈奇形に対する、PDEを用いた無被曝可視化硬化療法の可能性について

東京大学医学部形成外科・美容外科成島三長他“‘

l-7-EP13手に発生した静脈奇形に対する硬化療法

神戸大学大学院医学研 究科形成外科学永田育子他“‘

l-7-EP14榛骨を除く手関節以遠に発生した骨巨細胞腫の治療成績

札幌医大医学部整形外科和田卓郎他”‘
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11：05～11：40指関節

座長：古月顕宗（会津中央病院整形外科）

1-7-EP15PIP関節掌側板付着部裂離骨折の自然経過

千葉市立青葉病 院整形外科山田俊之他

1-7-EP16指関節内骨折に対する最小侵襲手術の試み

麻生整形外科クリニック麻生邦-

1-7-EP17指骨骨折に対するロッキングプレートの問題点および対策

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

1-7-EP18小児における指節骨頚部回旋転位骨折の治療経験

諏訪中央病院整形外科志村治彦他

1-7-EP19PIP関節脱臼骨折におけるCTの有用性

関西労災病院整形外科中川玲子他

14：15～14：40舟状骨1

座長：柳原泰（山王病院）

1-7-EP20舟状骨偽関節に対する低出力超音波(LIPUS)治療の経験

ごとう整形外科クリニック佐藤明弘他

l-7-EP21学術研究プロジェクト：

「観血的手術を行った舟状骨偽関節・遷延癒合に対する低出力超音波パルスの

治療効果に関する研究」

九州大学大学院医学系研究院整形外科光安廣倫他

l-7-EP22大相撲力士の手舟状骨骨折の治療経験

同愛記念病院整形外科多嶋佳孝他

整形外科）

江川博昭他
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14：40～15：05舟状骨2

座長：福居顯宏（奈良県立奈良病院

l-7-EP23手舟状骨中枢型偽関節の治療経験

兵庫医科大学整形外科

l-7-EP24舟状骨偽関節によるDISI変形の矯正と臨床成績は舟状‘舟状骨偽関節によるDISI変形の矯正と臨床成績は舟状骨への移植骨の大きさで決まる

奈良県立医科大学高度救命救急センター片山健他……….….S151

難治性舟状骨偽関節に対する血管柄付き骨移植術の治療成績

奈良医大整形外科小畠康宣他．.…………S152

l-7-EP25

15：05～15：35デュピュイトラン拘縮

座長：市川亨（金子整形外科）

1-7-EP26Dupuytren拘縮におけるオステオポチン発現の検討

三重大学大学院運動 器 外 科 学 辻 井 雅 也 他

1-7-EP27Dupuytren拘縮における新規細胞外基質タンパク質であるPeriostinの発現

佐賀大学医学部 整 形 外 科 園 畑 素 樹 他
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l-7-EP28

l-7-EP29

Dupuytren拘縮におけるインスリン受容体シグナルの関与

産業医科大学整形外科目貫邦隆他”………‘

デユピュイトラン拘縮弾発現象とMP関節屈曲拘縮を呈したDupuytren拘縮の5例

埼玉成恵会病院・埼玉手の外科研究所北山晋也他…….…“

S153

S154

15：35～16：05腱基礎

座長：大井宏之（聖隷浜松病院手の外科･マイクロサージャリーセンター）

l-7-EP30層状構造の生体吸収性高分子(PLLA)scaHbldによる腱組織再生の試み

神戸大学大学院整形外科乾淳幸他“…………S154

1-7-EP31屈筋腱修復に対する多血小板血漿の影響：器官培養での検討

山形大学医学部整形外科佐藤大祐他…………..S155

l-7-EP32生体内解離性ポリマーケルの腱癒着防止効果に対する組織学的．分子生物学的検討

東京大学医学部整形外科石山典幸他．….………S155

l-7-EP33エピテノンとエンドテノンに対するルブリシンの効果

東京慈恵会医科大学柏病院形成外科岸陽子他….……….S156

16：25～16：55肘

座長：中川種史（せんぽ東京高輪病院）

l-7-EP34肘関節鏡に必要な僥骨・正中神経の機能解剖

札幌医科大学保健医療学部理学療法学科青木光広他

l-7-EP35小児上腕骨遠位骨骨端離解の治療経験

聖マリア病院整形外科坂井健介他

l-7-EP36難治性上腕骨外側上穎炎に対する鏡視下手術の手術成績

福岡大学医学 部整 形外 科石 河利 之他

l-7-EP37上腕骨外側上穎炎におけるMmと関節鏡所見の比較

島根大学医学部整形外科山本宗一郎他
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16：55～17：20檮骨遠位端骨折1：創外固定・髄内釘

座長：岡島誠一郎（社会保険神戸中央病院リハビリテーション科）

l-7-EP38僥骨遠位端骨折治療における掌側ロッキングプレートと創外固定器の成績と合併症の検討

岩手県立胆沢病院整形外科佐藤光太朗他…………"S158

1-7-EP39僥骨遠位端骨折に対する掌側プレート法と創外固定の治療成績の比較

多摩南部地域病院武光真志他．.…………S159

l-7-EP40髄内釘を用いた僥骨遠位端骨折の手術治療成績

荻窪病院整形外科西脇正夫他“…………S159
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号2日4月17日、，

第1会場

8：00～8：50手関節尺側部障害2

座長：伊原公一郎（関門医療センター整形外科）

2-1-1不安定型僥骨遠位端骨折に合併する遠位榛尺靭帯損傷例の検討

医真会八尾総合病院整形外科藤谷良太郎他

2-1-2榛骨遠位端骨折に合併する尺骨茎状突起骨折の部位と内固定の有無は

長期の治療成績に影響するのか

社会保険中京病院整形外科夏目唯弘他

2-l-3TFCC損傷に対する保存療法の治療成績

慶応義塾大学医学部整形外科松村昇他

2-14僥骨遠位端骨折に合併する尺骨遠位端骨折に対するプレート固定

尾道市立市民病院整形外科廣岡孝彦他

2-1-5尺骨突き上げ症候群に対する尺骨短縮術の治療成績

一月状三角骨靭帯損傷の有無による成績の比較一

中日病院名古屋手の外科センター岩月克之他

8：50～9：50特別講座2腱

座長：伊藤恵康（慶友整形外科病院）

2-1-SS2-l治療上の工夫一槌指（骨折）とRA伸筋腱皮下断裂一

いしぐろ整形外科

2-1-SS2-2腱縫合に対するループ針の開発

広島手の外科・微小外科研究所

2-l-SS2-3屈筋腱縫合吉津法

（財）新潟手の外科研究所

石黒隆

津下健哉

吉津孝衛

10：00～10:40特別講座3手指

座長：生田義和（広島手の外科・微小外科研究所）

2-1-SS3-l陳旧性PIP関節背側脱臼骨折に対する観血的整復術

国家公務員共済組合連合会立川病院整形外科矢部裕

2-1-SS3-2DDAの開発と新鮮PIP関節脱臼骨折に対する臨床応用

政田整形外科リ ウ マ チ 科 政 田 和 洋 他

10：40～11：20特別講座4前腕その他

座長：中村蓼吾（中日病院名古屋手の外科研究所）

2-1-SS41先天性近位榛尺骨癒合症の授動術一金谷法

琉球大学医学部整 形外 科金 谷文 則他

2-1-SS42TJscrewsystemの開発とその応用

兵庫医大整形外科田中寿一
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12：00～13：00ランチョンセミナー3

座長：佐々木孝（済生会神奈川県病院整形外科）

2-l-LS3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

13：10～15：00シンポジウム4手の先天異常：母指の機能障害とその再建

座長：荻野利彦（山形大学医学部整形外科）

高山真一郎（国立成育医療センター整形外科）

2-l-S41母指多指症の治療戦略

大阪府立母子保健総合医療センター整形外科川端秀彦

2-l-S42母指多指術後変形に対する治療

名古屋第一赤十字病院整形。手の外科堀井恵美子他

2-1-S4-3母指形成不全の治療

山形大学医学部整形外科荻野利彦他

2-1-S4-4母指形成不全BlauthlllRおよびⅣに対する母指温存治療

国立成育医療センター整形外科高山真一郎他

2-l-S45横軸形成障害および裂手症における母指機能再建

埼玉成恵会病院・埼玉手の外科研究所福本恵三他

2-1-S4-6先天性母指屈曲内転拘縮の機能再建

国立成育医療センター整形外科森澤妥他

2-l-S47先天異常手のつまみ機能評価

札幌医大医学部整形外科射場浩介他

15：10～15：50特別講座5神経

座長：河井秀夫（星ヶ丘厚生年金病院整形外科）

2-1-SS5-1鏡視下手根管開放術の開発一根拠にもとづいた治療法一

おくつ整形外科クリニック奥津一郎

2-l-SS5-2腕神経叢麻輝DoubleFreeMuscleTransfer

小郡第一総 合 病 院 整 形 外 科 土 井 一 輝

16：00～17：50シンポジウム5
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2-l-S5-1

2-1-S5-2

2-l-S5-3

手根管症候群重症例に対する母指対立機能再建術の必要性とその工夫

座長：長岡正弘（日本大学医学部付属駿河台病院整形外科）

池上博泰（慶應義塾大学医学部整形外科）

高齢者手根管症候群重症例に対する母指対立機能再建術の適応とその術式

駿河台日本大学病院整形外科長尾聰哉他…..………S183

進行した手根管症候群に対する母指対立再建の治療成績

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….….……S184

重度手根管症候群に対するCamitz法の一考案

川崎市立川崎病院整形外科森田晃造他…………"S185
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2-l-S5-4

2-1-S5-5

2-l-S5-6

2-1-S5-7

17：50～

重度手根管症候群に対する母指対立再建術の成績と電気生理学的推移

東北労災病院整形外科信田進吾他．………….S186

高齢者の重度手根管症候群に対する腱移行術一腱移行術を行わなかった群との比較一

東邦大学医学部整形外科学第2講座戸部正博他

特発性手根管症候群重症例における短母指外転筋機能の一期的再建は必要か？

おくつ整形外科クリニック浜中－輝他

重度手根管症候群に対する母指対立再建術の有用性

閉会式

閉会の辞

愛野記念病院整形外科宮崎洋一他

会長堀内行雄（川崎市立川崎病院）
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第2会場

7：00～8：00モーニングセミナー1

座長：浦部忠久（足利赤十字病院）

2-2-MSl手の外科における最小侵襲手術

済生会横浜市東部病院整形外科 山中一良

8:10～9:10腫瘍1

座長：清重佳郎（済生会山形済生病院整形外科）

2-2-l前腕および手の深部発生脂肪腫の臨床所見と治療成績

横浜市立大学医学部整形外科上石貴之他

2-2-2肘関節部で僥骨神経浅枝および後骨間神経の圧排を認めた脂肪腫の検討

九州大学医学部整形外科教室原大介他

2-2-3上肢発生の軟部腫瘍例の検討～MRI所見を中心として～

石心会狭山病院整形外科若杉琢磨他

2-2-4グロームス腫瘍症例の検討

大津赤十字病院形成外科沢辺一馬他

2-2-5上肢に発生した神経性腫瘍

名古 屋大学手の外科水島秀幸他

2-2-6四肢に発生した神経鞘腫の治療成績一術後神経脱落症状についての検討－

帝京大学 医 学 部 整 形 外 科 木 村 理 夫 他

9：10～10：10腫瘍2

座長：西田淳（岩手医科大学整形外科）

2-2-7手指腱鞘巨細胞腫の手術成績

済生会小樽病院整形外科平岩哲郎他

2-2-8指節骨および中手骨に発生した内軟骨腫の検討

東京都済生会中央病院整形外科斉藤憲太他

2-2-9手術治療を行った手指外骨腫16例の検討

愛知県がんセンター愛知病院総合内科大西哲朗他

2-2-10手部および手関節部に発生した原発性悪性骨軟部腫瘍の治療成績

国立がんセンター東 病 院 形 成 再 建 外 科 友 利 裕 二 他

2-2-11手と指の軟部肉腫に対する治療経験

県 立がんセンター新潟病院整形外科小林宏人他

2-2-12手、前腕における悪性肉腫：

臨床成績と患肢温存のためのMicrosurgicalreconstruction

山口大学医学部整形外科村松慶一他
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10:20～11:10前腕骨骨折

座長：橋詰博行（笠岡第一病院）

2-2-13小児の前腕両骨骨幹部骨折（中央1/3)に対する手術法選択の検討

諏訪中央病院整形外科志村治彦他

2-2-14小児僥骨骨折の手術療法による治療成績

埼玉県済生会川口総合病院整形外科松山嘉彦他

2-2-15高度回旋変形を伴う僥骨骨幹部骨折変形治癒

大阪大学整形外科村瀬剛他

2-2-16前腕両骨骨折変形治癒の3次元変形パターン

大阪大学整形外科三宅潤一他

2-2-17尺骨急性塑性変形によるMonteggiaequivalent(BadoTypel)の2例

一回旋変形の存在と重要性

行岡病院整形外科手の外科センター正富隆他

12：00～13:00ランチョンセミナー4

座長：鈴木克待（藤田保健衛生大学医学部整形外科）

2-2-LS4変形性関節症に対するCOX-2選択的阻害剤の臨床効果

産業医科大学整形外科酒井昭典

13：15～14：05関節リウマチ1

座長：加藤博之（信州大学整形外科）

2-2-18関節リウマチ疾患活動性と手指の関節破壊の検討

新潟県立リウマチセンター阿部麻美他

2-2-193D-CTを用いたRA性尺側偏位の検討：第1報

鹿児島赤十字病院整形外科恒吉康弘他

2-2-20関節リウマチにおける生物学的製剤療法の上肢能力障害への影響

新潟県立リウマチセンターリウマチ科石井克志他

2-2-21生物学的製剤使用中のRA患者におけるリウマチ手の治療経験

奥田整形外科奥田敏治

2-2-22ZonellにおけるRA手指屈筋腱鞘滑膜炎による手指屈曲障害について

行岡病院整形外科行岡千佳子他

14：05～15:05関節リウマチ2

座長：南川義隆（高月整形外科新橋クリニック）

2-2-23RA手関節安定化術としての手関節仮固定術

広島県障害者リハビリテーションセンター水関隆也他…‘

2-2-24関節リウマチにおけるSauve-Kapandji法後のギプス固定は必要か？

県立奈良病院整形外科福居顕宏他…

2-2-25尺骨近位端制動術を加えたSauve-Kapandji法における尺骨近位断端部痛の検討

山口大学大学院医学系研究科整形外科坪根徹他…
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2-2-26

2-2-27

－術後2年経過例のADL評価関節リウマチに対するインプラント関節形成術一術後2年経過例の／

国立成育医療センター整形外科関敦仁

シリコンインプラントを用いたRA人工手指関節置換術の検討

（財）甲南病院加古川病院整形外科中川夏子他

15：15～15：55伸筋腱1

座長：関口昌之（東邦大学医学部整形外科）

2-2-28腱緊張度を一定化した長母指伸筋腱断裂再建術

諏訪赤十字病院整形外科鬼頭宗久他

2-2-29長母指伸筋腱皮下断裂に対する腱移行術の治療成績

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

2-2-30長母指伸筋腱皮下断裂に対し局所麻酔下に施行した

固他示指伸筋腱移行から得た新知見

新潟手の外科研究所森谷浩治他

2-2-31ポリエステルパッチで補強した縫合法による腱移行術の術後早期運動療法

土浦協同病院青山広道他

15：55～16：35伸筋腱2

座長：小林明正（相模台病院）

2-2-32伸筋腱皮下断裂に対する手術治療の長期成績

弘前大学大学院医学研究科整形外科湯川昌広他

2-2-33関節リウマチにおける指伸筋腱皮下断裂に対する腱再建術の検討

東邦大学医学部 整 形 外 科 学 教 室 関 口 昌 之 他

2-2-34遠位僥尺関節変形性関節症による伸筋腱皮下断裂例の検討

会津中央病院整形外科坂本和陽他

2-2-35RA手関節手術後の伸筋腱断裂に対する再手術例の検討

新潟県立リウマチセンターリウマチ科石川肇他

16：35～17：25屈筋腱

座長：吉津孝衛（(財)新潟手の外科研究所）

2-2-36Kleinert法に関する実験的工夫

関西医科大学附属病院整形外科児島新他

2-2-37ModifiedKlemert法によるZonell両屈筋腱断裂の治療成績

名古屋披済会病院整形外科矢崎尚哉他

2-2-38屈筋腱損傷早期自動運動療法簡略化への工夫とその治療成績

濁協医科大学越谷病院整形外科佐野和史他

2-2-39ZonelI屈筋腱縫合における、ロツキングループの腱断端からの距離

九州労災病院整形外科畑中均他

2-240陳旧性屈筋腱断裂に対する遊離腱移植と術後早期運動療法の長期成績

相澤 病院整形外科山崎宏他
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第3会場

8：00～8：40リハビリ

座長：齋藤知行（横浜市立大学医学部整形外科）

2-3-1ブロッキング訓練に関する筋電図学的検討

学校法人青丹学園関西学研医療福祉学院飯塚照史他

2-3-2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－第2報一

名古屋液済会病院リハビリ テ ー シ ョ ン 科 桂 理 他

2-3-3脊髄損傷患者における上肢外傷合併例の検討

星ヶ丘厚生年金病 院 整 形 外 科 樋 口 晴 久 他

2-34正中神経および示指指神経に対する両側，一側刺激の体性感覚誘発脳磁界

新潟医療福祉大学医療技術学部大山峰生他

S213
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S214

S214

8：40～9：30檮骨遠位端骨折7：変形治癒

座長：酒井和裕（山口県立総合医療センター）

2-3-5僥骨遠位端骨折変形治癒例に対する尺骨短縮術

中日病院名古屋手の外科センター中尾悦宏他．….………S215

2-3-6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くさび閉じ骨切り術の治療成績

2-3-7

2-3-8

2-3-9

一握力との関連について－

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矯正骨切り術-Watson変法と尺骨短縮術の併用

ごとう整形外科クリニック後藤均他………‘

榛骨遠位端骨折変形治癒の3次元変形パターン

大阪大学整形外科三宅潤一他”……”

榛骨遠位端変形治癒骨折に対する掌側ロッキングプレートと

人工骨を用いた矯正骨切り術の問題点

大阪市立総合医療センター整形外科米田昌弘他．…….“

9：35～10：35招待講演3

座長：柴田実（新潟大学医学部形成外科）

2-3-IL3PersonalExperiencesonCongenitalAbnormalitiesoftheThumb

DepartmentofOrthopedicSurgery,

SeoulNationalUniversityHospital,Korea GooH.Baek

10：35～11：35招待講演4

座長：藤哲（弘前大学医学部整形外科）

2-3-IL4mTRINSICMUSCLEDYSFUNCTION

CollegeofHumanMedicme-MichiganStateUniversity,

AssociateofMarguetteHospital,U､SAClaytonA.Pener
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12:00～13:00ランチョンセミナー5

座長：矢部裕（国家公務員共済立川病院）

2-3-LS5ヒトの手と脳のかかわり

島田療育センターリハビリテーション科高橋正憲

13:10～14:10招待講演5

座長：三浪明男（北海道大学大学院医学研究科整形外科）

2-3-IL5Dowereallyunderstandwristbiomechamcs？

InstitutKaplan,Barcelona,Spain

MarcGarcia-Elias

14：10～15：10招待講演6

座長：別府諸兄（聖マリアンナ医科大学整形外科）

2-3-IL6ScapholunateDissociation:WhyDoTreatmentsFail？

MayoSchoolofContinuousProfessionalDevelopment,MayoClnc,U.SA

RichardA.Berger

15：20～16：10手関節尺側部障害3

座長：澤泉卓哉（日本医科大学整形外科）

2-3-10尺骨突き上げ症候群に対する遠位僥骨模状骨切り術の試み

飯田病院整形外科飯田博幸他

2-3-ll直視下三角線維軟骨複合体縫合術の成績

（財）新潟手の外科研究所坪川直人他

2-3-12三角線維軟骨複合体尺側部損傷に対する簡便なoutside-in手技による

鏡視下縫合術の治療経験

藤枝市立総合病院整形外科豊山起光他

2-3-13陳旧性TFCC尺骨小窩剥脱損傷に対する直視下縫合術の成績

琉球大学医学部整形外科普天間朝上他

2-3-14陳旧性遠位僥尺関節不安定症に対する遠位僥尺靱帯再建術

福岡大学医学部整形外科副島修他

S225

S226

S230

S232

S232

S233

S233

S234

16：10～16：55檮骨遠位端骨折8：掌側Iockingplatel

座長：鈴木康（岐阜県総合医療センター整形外科）

2-3-15榛骨遠位端骨折に対する堂侶llロッキンケプレート滴TF詩情のf-めのデバイ榛骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート適正設置のためのデバイスの開発

福岡新水巻病院整形外科山中芳亮他….….……S234

僥骨遠位端骨折の治療におけるプレートの種類と術後手関節可動域改善度の比較

興生総合病院整形外科河野正明他……….….S235

掌側プレートを用いた僥骨遠位端骨折の治療成績

-Palmarradialsystem(PRS)vs.Acu-Locradiusplatesystem(Acu-Loc)-

東住吉森本病院整形外科明石健一他….….……S235

2-3-16

2-3-17
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2-3-18

2-3-19

僥骨茎状突起骨片を有した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後整復位損失

新潟手の外科研究所森谷浩治他

マルチセンタースタデイーによる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の術後成績と合併症

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

S236

S236

16：55～17：35I7:35檮骨遠位端骨折9:掌側Iockingplate2

座長：鈴木克侍（藤田保健衛生大学整形外科）

背側内側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固定の検討2-3-20

2-3-21

2-3-22

2-3-23

佐賀社会保険病院整形外科石井英樹他

AO分類B3型僥骨遠位端骨折に対する掌側plate固定の治療成績

太田西の内病院 整 形 外 科 上 野 幸 夫 他

PolyaxialLockmgPlateを用いた僥骨遠位端骨折の治療成績

熊本機能病院整形外科

関節面背側粉砕骨折型の僥骨遠位端関節内骨折に対する

CondylarStabilizing法を用いた治療成績

緑風会病院整形外科

－61－

田口学他

藤原達司他
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7：00～8：00

2-4-MS2手の感染症

第4会場

モーニングセミナー2

座長：岡義範（東海大学大磯病院整形外科）

防衛医科大学校整形外科根本孝一

8：10～10：00パネルディスカッション2CRPSの病態と治療

座長：落合直之（筑波大学大学院人間総合科学研究所）

堀内行雄（川崎市立川崎病院整形外科）

2-4-P2-1CRPSの病態と診断:DEXAによるBMD計測と

MRスペクトロスコピーによる脂肪一水信号比計測の有用性

慶應義塾大学整形外科中村俊康他

2-4-P2-2神経因性瘻痛モデルにおける末梢皮層痛覚受容器活動の変化

名古屋披済会病院矢島弘毅他

2-4-P2-3ストレスによる末梢神経への影響

防衛医科大学校整形外科学講座尼子雅敏他

2-4-P2-4CRPSの治療薬物療法

医療法人有光会サトウ病院整形外科古瀬洋一

2-4-P2-5CRPSの治療温冷交代浴

広島県障害者リハビリテーションセンター水関隆也他

24P2-6CRPSの病態と治療

-PGA-CoHagentubeを利用した生体内再生治療の結果－

稲田病院整形外科稲田有史他

2-4-P2-7上肢のCRPSに対する治療エルカトニンの有用性について

北海道大学 医 学 部 整 形 外 科 益 子 竜 弥 他

10：20～11：00ジストニア・指変形

座長：酒井直隆（横浜市大整形・宇都宮大（工）バイオメカ研）

2-4-1音楽演奏家のジストニアに対する手術的治療

元赤坂診療所仲尾保志

242音楽家に発生したフォーカル・ジストニア

防衛医科 大 学 校 整 形 外 科 根 本 孝 一 他 … … ．

2-4-3手指スワンネック変形に対する治療経験

新潟大学整形外科幸田久男他….…

2-4-4外傷後swan-neck変形の検討

駿河台日本大学病院整形外科山口太平他….…

－62－
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12：00～13:00ランチョンセミナー6

座長：浜田良機（山梨大学医学部整形外科）

24LS6ぺインクリニツクにおける神経障害性瘻痛への対応

日本大学医学部麻酔科 学 分 野 小 川 節 郎

末梢神経砂時計様くびれの病態と治療13：10～14：50パネルディスカッション3末梢神経砂時計様くびれの病態と》

座長：長野昭（浜松医科大学整形外科）

田崎憲一（荻窪病院整形外科）

2-4-P3-l特発性後骨間神経麻痒の治療経験

荻窪病院整形外科田崎憲一他．

2-4-P3-2特発性前骨間神経麻痒の手術適応

横浜労災病院整形外科山本真一他．

2-4-P3-3小皮切による特発性前骨間神経麻痒の治療

川崎市立川崎病院整形外科越智健介他．

2-4-P3-4くびれのあった骨間神経麻溥の治療成績

兵庫医科大学整形外科山際得益他．

24P3-5絞拒障害を伴わない前・後骨間神経麻痒の検討

小 郡 第 一 総 合 病院整形外科星野秀士他、

2-4-P3-6特発性前骨問，後骨間神経麻痒を主徴とする症例の予後不良因子と治療の検討

（財）新潟手の外科研究所成澤弘子他．

15：00～15：50麻癖手・仮骨延長

座長：松下隆（帝京大学医学部整形外科）

245前腕切断再接着術後の上腕二頭筋腱移行による手指屈筋力再建の経験

鳴門病院整形外科手の外科マイクロサージヤリーセンター

笠井時雄他

246痙性麻痒に対する上肢手術の治療成績

心身障害児総合医療療育センター整形外科深澤克康他

2-4-7経皮的骨切りによる手指の仮骨延長術

国立 病 院 機 構 京 都 医 療 セ ンター形成外科荒田順他

248僥骨遠位骨端線損傷後の変形・短縮に対するイリザロフ法

一延長方法とその問題点一

大阪医科大学整形外科白井久也他

249ComputedTomographicAssessmentofReductionof

theDistalRadioulnarJointbyGradualLengtheningoftheRadius

DepartmentofOrthopedicSurgery,

SeoulNationalUniversityCollegeofMedicine,Seoul,Korea

HyunSikGong他
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15：50～16：40母指CM・ST｢

座長：平山隆三（医療法人社団進藤病院整形外科）

2-4-10母指CM関節の形態変化

東京大学医学部整形外科・脊椎外科三浦俊樹他”………

2-4-ll母指CM関節障害に対するKaarela法の治療成績

埼玉成恵会病院埼玉手の外科研究所桑原眞人他．…….…‘

2-412当科における母指CM関節症に対するTendonSuspensionArthroplastyの成績

福 岡 大 学 医学部整形外科中川広志他……….“

2-4~13至適固定肢位を得るための母指CM関節固定術の工夫

日高病院整形外科黒沢一也他…………

2-4-14ArthroscopicResectionofDistalPoleoftheScaphoidfOrScaphotrapeziotrapezoid

JomtArthritis:ComparisonbetweenSimpleResectionandlmplantlnterposition

PlasticSurgeryDepartment,UmversityofMilanHandUmt,Italy

AndreaGhezzi他

16：40～17：4017：40機能評価・ほか

座長：麻生邦一（麻生整形外科クリニック）

独自の上肢機能評価票の開発（第3報）

名古屋大学医学部手の外科栗本秀他

手<ぴの評価票日手会版(PRWBJSSH)の妥当性の検討

金城学院大学生活環境学部食環境栄養学科今枝敏彦他

上肢コンパートメント症候群に対する減張切開例の検討

北 里 大 学 医 学 部 形成外科・美容外科根本充他

マムシ咬症にて手・前腕コンパートメント症候群を来した5例

福岡大学医学部整形外科石河利之他

手指に発症した巻き爪・陥入爪一足趾との比較

塩之谷整形外科塩之谷香他

2-4-15

2-4-16

2-4-17

2-4-18

2-4-19
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第5会場

8：10～9:10手根管症候群3

座長：勝見泰和（宇治武田病院）

2-5-1後期高齢者の手根管症候群の術後成績

札幌医科大学整形外科金谷久美子他…………..S264

2-5-2糖尿病患者における手根管開放術の電気生理学的検討

宇治武田病院整形外科勝見泰和他………..…S264

2-5-3専用器具を用いた術中超音波ガイド下経皮的手根管開放術

虎の門病院リハビリテーション科中道健一他…………=S265

2-54特発性手根管症候群に対する2-poratlECTRの適応

信州大学整形外科内山茂晴他….….……S265

2-5-5特発性手根管症候群に対する小皮切手根管開放術(直視下2皮切法）と鏡視下法との比較

関西電力病院整形外科西村隆一他…………..S266

2-5-6手根管症候群に対する知覚・痛覚定量分析装置(PainVision)による

最小感知電流測定の反応性

信州大学整形外科中村恒一他“…………S266

9：10～10：10手根管症候群4

座長：松村崇史（松村外科整形外科）

2-5-7母指対立障害を伴う手根管症候群の治療成績

市立三次中央病院整形外科高田治彦他…….…

2-5-8手根管症候群重症例における術後母指球筋萎縮の改善経過

佐倉整形外科病院江畑龍樹他………．

2-5-9重度手根管症候群に対する母指対立再建術(Camitz法）の術後成績

小郡第一総合病院整形外科坂本相哲他………．

2-5-10手根管症候群重症例に対する手掌刺激による複合筋活動電位の検討

神戸労災病院整形外科金谷貴子他…….…

2-5-11手根管開放術後の母指対立機能回復

田附興風会北野病院整形外科麻田義之他．………

2-5-12Recalcitrantcarpaltunnelsyndromeに対する皮弁形成による神経被覆の治療成績

埼玉成恵会病院埼玉手の外科研究所桑原眞人他．………

10：10-～11：10手根管症候群5

座長：奥津一郎（おくつ整形外科クリニック）

2-5-13ECTR(奥津法)後のpillarpainの検討一ステロイドを使用して

岡山赤十字病院整形外科小西池泰三他

2-5と14手根管開放手術後のpillarpainの発生頻度と術後経過

（財）新潟手の外科研究所牧裕他

2-5-15糖尿病性腎症による透析導入患者での手根管症候群の検討

新城市民病院整形外科馬渕まりえ他
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2-5-16

2-5-17

2-5-18

血液透析合併手根管症候群再発例に対する鏡視下手根管開放術の検討

千葉市立青葉病院整形外科六角智之他

長期血液透析に伴う手根管症候群再発に関するriskfactorの検討

一術中所見による分類を用いた検討一第2法

虎 の門病院整形外科喜多島出他

FactorsAfectingWillingnesstoUndergoCarpalTunnelRelease

DepartmentofOrthopaedicSurgery,

SeoulNationalUmversityConegeofMedicme

HyunSikGong他

12：00～13:00ランチョンセミナー7

座長：金谷文則（琉球大学整形外科）

2-5-LS7僥骨遠位端骨折における吸収置換型骨補填材の有用性

～高強度β-TCPの使用に向けて～

国家公務員共済組合連合会平塚共済病院整形外科・手の外科センター

坂野裕昭

13：10～14：00拘縮

座長：薄井正道（東北海道病院）

2-5-19外傷後PIP関節拘縮に対する外科的治療-DIP関節可動域への影響一

大阪厚生年金病院整形外科島田幸造他、

2-5-20MP関節の伸展拘縮に対する掌側アプローチによる関節授動術の有用性

慶仁会川崎病院整形外科鈴木康一他．

2-5-21拘縮に対する創外固定器の使用経験

町田市民病院形成外科松浦愼太郎他、

2-5-22母指内転拘縮解離後の皮膚欠損に対する各種皮弁の検討

琉 球 大 学 上 原 貢 他 ．

2-5-23前腕骨変形治癒後の前腕回旋障害に対する三次元実体模型を利用した手術治療

千葉大学大学院医学研 究 院 整 形 外 科 学 柿 崎 潤 他 ．

14：00～14：50舟状骨

座長：田嶋光（熊本整形外科病院）

2-5-24舟状骨骨折に対する小皮切スクリュー固定法の有用性と限界

聖マリアンナ医科大学整形外科倉持大輔他

2-5-25難治症例を含めた舟状骨偽関節の治療成績

東京医科大学整形外科高瀬勝己他

2-5-26サルベージ手術を行った舟状骨骨折の検討

神戸大学大学院医学研究科外 科系講座整形外科藤岡宏幸他

2-5-27無症候性舟状骨偽関節

豊橋市民病院整形外科井上五郎
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2-5-28 舟状骨近位端偽関節に対する非血管柄付き骨移植術と内固定術の成績

諏訪赤十字病院整形外科松木寛之他

理学療法学科）

15：00～15:40手関節1

座長：青木光広（札幌医科大学保健医療学部理学癌

2-5-29舟状月状骨解離におけるGeisslergradeの意義

一第1報：臨床での動態X線との不一致について－

国保中央病院整形外科小野浩史他

2-5-30月状三角骨解離の診断と治療一鏡視所見を中心に

名古屋大学医学部手 の 外 科 建 部 将 広 他

2-5-31月状骨脱臼および周囲脱臼の治療経験

聖マリアンナ医科大学整形外科清水弘之他

2-5-32巻き込み損傷による手根骨脱臼についての検討

関西労災病院整形外科早川景子他

15：40～16：20手関節2

座長：西川真史（にしかわ整形外科・手の外科クリニック）

2-5-33SLACおよびSNACwristに対する2つの外科的治療の成績（系統的レビユー）

大阪府済生会中津病院整形外科片岡威博他”…“

2-5-34僥骨遠位端骨折に合併する手根間靱帯損傷

市立豊中病院整形外科山本浩司他…..“

2-5-35手関節周辺骨折における手関節鏡視の有用性

西能病院整形外科堂後隆彦他”……

2-5-36嚢胞状変化をきたした舟状骨骨折に対する手関節鏡の有用性

太田総合病院整形外科金潤壽他“…“

16：20～17：00指骨1

座長：石黒隆（いしぐろ整形外科）

2-5-37骨性マツレト指に対する微小Screw固定の小工夫

城東社会保険病院整形外科樋渡龍他…………

2-5-38PIPコンパスヒンジ使用経験

福島県立医科大学医学部整形外科高橋洋子他…………

2-5-39PIP関節掌側板付着部骨折に対する早期運動療法の治療成績

土浦協同病院整形外科石突正文他…………

2-5-40指基節骨基部剥離骨折に対するAlpulley切開による掌側進入法を用いた治療経験

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…………
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17:00～17:40l7:40指骨2

座長：石突正文（土浦協同病院）

手指関節部分欠損に対する遊離骨軟骨移植術

新潟県立吉田病院整形外科

肋軟骨移植を用いたPIP関節再建術

関西電力病院整形外科

肋軟骨移植による指関節形成術

かかず整形外科

新しい表面置換型人工MP関節の使用経験

2-5-41

2-5~42

2-543

2-5~44

さいたま赤十字病院整形外科

－68－
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第6会場

8：15～8：45ヘバーデン結節

座長：藤澤幸三（浜松大学健康プロ学部）

2-6-EPl手指粘液嚢腫の局所皮弁を用いない手術法の経験

緑 成会 病院整形外科星野優子他

2-6-EP2Headlesscompressivescrewによる指DIP関節固定術

高知大学医学部整形外科谷脇祥通他

2-6-EP3Heberden結節に対する樹脂製指サックを用いた保存療法

東海大学八王子病 院 整 形 外 科 池 田 全 良 他

2-6-EP4関節リウマチ患者における母指IP関節固定術の検討

神戸大学大学院整形外科国分毅他

8：45～9:10CM関節

座長：松下和彦（川崎市立多摩病院整形外科）

2-6-EP5尺側手根中手関節脱臼骨折の治療成績と解剖学的検討

日本医科大学武蔵小杉病院整形外科南野光彦他

2-6-EP6AcutrakMini(ACUMED)を用いた母指CM関節固定術の治療経験

奈良県立医科大学整形外科清水隆昌他

2-6-EP7母指人工CM関節置換術の治療経験

一術後5年以上の中期成績・固定術と比較して一

慶應義塾大学整形外科中山政憲他

9：10～9：35手関節尺側部障害

座長：副島修（福岡大学整形外科）

2-6-EP8当院におけるTFCC損傷の治療成績

みつわ台総合病院有薗行朋他

2-6-EP9尺骨茎状突起骨折に対するUSI-Plateの使用経験

城東社会保険病院 整形 外科 斉藤 忍他

2-6-EP10プレートを使用した前腕骨短縮骨きり術の臨床成績の検討

～キーンベック病、尺骨突き上げ症候群について～

愛媛大学運動器学森実圭他

9：55～10：30遠位檮尺関節

座長：谷口泰徳（和歌山県立医科大学整形外科）

2-6-EPll開業外来診察における尺側手関節痛の病態と診断

よしだ整形外科吉田竹志

2-6-EP12X線イメージ下での遠位僥尺関節軸平面像の描出と不安定性動的評価の試み

聖隷浜松病院手の外科・マイクロサージャリーセンター

神田俊浩他
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2-6-EP13

2-6-EP14

2-6-EP15

陳旧性Galeazzi骨折に対するTFCC縫合および再建術の必要性

慶應義塾大学整形外科別所祐貴

外傷性遠位僥尺関節不安定症に対する靭帯修復術の検討

熊本整形外科病院田嶋光他

遠位僥尺関節不安定症に対する遠位僥尺関節制動術(Hm-Linschid法）

溝 口外科整形外科病院村田大他

10：30～11：00榛骨遠位端骨折2：合併症・他

座長：岡崎真人（慶應義塾大学整形外科）

2-6-EP16僥骨遠位掌側プレート：抜釘術は必要か

名古屋第一赤 十字病院整形外科服部達哉他

2-6-EP17僥骨遠位端骨折後の骨粗霧症治療に関する整形外科医の認識

信州大学医学部運動機能学講座内山茂晴他

2-6-EP18僥骨遠位端掌側ロッキングプレート固定術後に生じる

長母指屈筋腱損傷の危険因子の検討

香 川 大 学 医 学部整形外科教室中村修他

2-6-EP19背側ロッキングプレート固定による僥骨末端骨折の治療成績

大阪府済生会中津 病 院 整 形 外 科 安 藤 佳 幸 他

納 村直 希他

岩部昌平他

11：00～11：30檮骨遠位端骨折3：関節内病変

座長：吉川泰弘（駒沢病院整形外科）

2-6-EP20旧性僥骨手根関節脱臼の一例

金沢医療センター整形外科

2-6-EP21関節探査子を用いた僥骨関節内骨折の探索と整復

佐野厚生総合病院整形外科

2-6-EP22高齢女性のAO分類C型榛骨遠位端関節内骨折に対する蔭高齢女性のAO分類C型僥骨遠位端関節内骨折に対する関節鏡視下整復固定術と

掌側ロッキングプレート固定術併用での治療成績

清恵会 病 院 整 形 外 科 寺 浦 英 俊 他 … …

僥骨遠位端骨折術後早期の作業療法士の介入について

鶴 岡 市 立 荘内病院整形外科後藤真一他……

2-6-EP23
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13：10～13：35神経基礎1

座長:新井健（東京歯科大学市川総合病院リハビリテーション科）

2-6-EP24生体内におけるp38MAPKを介した神経再生制御機構：

遺伝子改変マウスを用いた個体レベルでの検討

埼玉医科大学整形外科加藤直樹他…………..S298

2-6-EP25末梢神経緩徐伸長法による神経欠損間隙修復：実験霊長類における治療成績

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

原友紀他………..…S299

2-6-EP26コラーゲン製人工神経による末梢神経再生一人工神経の内径による再生の違い－

名古屋市立大学整形外科岡本秀貴他……..……S299
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13：35～14：00神経基礎2

座長：伊藤聰一郎（国際医療福祉大学・臨床医学研究センター）

2-6-EP27逆行性神経トレーサーの有効な使用法とその問題点

順天堂大学医学部形成外科林礼人他…….“

2-6-EP28反復的圧迫外力による末梢神経障害後の経時的変化に関する実験的研究

一神経伝導と神経血流の関連一

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

國府幸洋他．….…．

2-6-EP29坐骨神経多重圧迫に対する運動機能回復効果

信州大学医学部整形外科伊坪敏郎他…….“

S300

S300

S301

14：00～14：30神経基礎3

座長：白井久也（大阪医科大学整形外科）

2-6-EP30ラット坐骨神経切断モデルの後根神経節ナトリウムチャネルにおけるカルシトニンの作用

大阪医科大学整形外科大野克記他…………..S301

2-6-EP31前腕遠位部尺骨・僥骨動脈の周囲に分布する末梢神経のSihler染色

杏林大学医学部救急医学教室宮内洋他…………..S302

2-6-EP32神経因性瘻痛に対するHGF遺伝子治療の効果

防衛医科大学校整形外科学講座土原豊一他”…………S302

2-6-EP33高気圧酸素治療の正常末梢神経に及ぼす影響に関する実験的研究

防衛医科大学校整形外科学講座山元浩治他”…………S303

14：30～15：00神経基礎4

座長：牧裕（(財）新潟手の外科研究所）

2-6-EP34ラットの末梢神経虚血・再灌流傷害モデルにおける感覚障害

防衛医科大学校整形外科学講座土原豊一他…………..S303

2-6-EP35ラット坐骨神経internalneurolysismodelにおけるCatWalk動的歩行解析

名古屋大学手の外科山本美知郎他”…………S304

2-6-EP36神経手術後神経保護材としての新しいポリ乳酸フイルムの有用性

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“…………S304

2-6-EP37末梢神経の癒着を防止する新規多糖類誘導体ゲルの開発

名古屋大学手の外科山本美知郎他……….….S305

16：00～16：30腕神経叢

座長：三上容司（横浜労災病院整形外科）

2-6-EP38肋鎖間隙における鎖骨下動脈および腕神経叢の圧迫誘発肢位：

薄型センサーによる圧計測

自衛隊札幌病院整形外科田中祥貴他

2-6-EP39画像診断C5根節後損傷例の手術時期の検討

小郡第一総合病院整形外科油形公則他
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2-6-EP40

2-6-EP41

腕神経叢損傷全型麻痒に対する副神経支配広背筋による手指機能再建の工夫

せんぽ東京高輪病院整形外科大数加光治他

腕神経叢損傷に対する肋間神経移行術後の入院biofeedback訓練の有効性

浜松医科大学整形外科宮城道人他

16：30～16：55測定ほか

座長：瀧川宗一郎（昭和大学附属豊洲病院整形外科）

2-6-EP42電気角度計による指MP関節角度計測値の信頼性

信州大学医学部附属病院リハビリテーション部村井貴他

2-6-EP43手内筋筋力とピンチカの検討

金沢大学医薬保健研究域保健学系西村誠次他

2-6-EP44指尖部の三次元有限要素モデルにおける皮下脂肪の力学的特性

宇都宮大学大学院工学研究科バイオメカニクス研究室

酒井直隆他
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第フ会場

8：40～9：05関節リウマチ1

座長：政田和洋（政田整形外科リウマチ科）

2-7-EPlSharp-vanderHendeスコアを用いた関節リウマチにおける関節破壊のレントゲン解析

2-7-EP2

2-7-EP3

鎌ヶ谷総合病院整形外科望月猛他

関節リウマチの指関節に対する鏡視下滑膜切除術

名古屋市立大学大学院医学研究科整形外科関谷勇人他

リウマチ性手指関節炎に対するAVANTAシリコンインプラントを用いた

PIP人工指関節置換術の臨床成績

東京女子医科大学附属膠原病リウマチ痛風センター整形外科

岩本卓士他

9：05～9：30関節リウマチ2

座長：石川肇（新潟県立リウマチセンター）

2-7-EP4関節リウマチ手関節障害に対するSauve-Kapandji法の術後成績

福岡大学医学部整形外科城島宏他

2-7-EP5血流を温存した尺骨頭を用いた手関節手術

岐阜大学医学部整形外科大野義幸他

2-7-EP6関節リウマチの手関節症に対するSauve-Kapandji法の手術成績の比較

近畿大学医学部 整形外科冨山貴司他

9：30～9：55無腐性壊死1

座長：中土幸男（抱生会丸の内病院整形外科）

2-7-EP7Preiser病に対するClosingradialwedgeosteotomyの治療経験

日本医科大学整形外科林央介他

2-7-EP8膠原病患者における近位手根列の骨壊死病変について

九州大学大学院医学系研究院整形外科光安廣倫他

2-7-EP9ステロイド手根骨壊死圧潰例の中長期経過

千葉大学大学院 整形外科國吉一樹他

9：55～10：25無腐性壊死2

座長：信田進吾（東北労災病院整形外科）

2-7-EP10膠原病に合併したキーンベック病の検討

和歌山県立医科大学整形外科学教室下江隆司他

2-7-EPllKienb6ck病に対する骨核入り腱球移植の術後成績

北海道大学医学部整形外科松橋智弥他

2-7-EP12進行期キーンベック病に対する腱球移植術と仮STT(SC)固定術の治療成績

奈良県立医科大 学整形外科清水隆昌他

2-7-EP13キーンベック病に対する有茎血管柄付き僥骨移植術の経験

山口県立総合医療センター栗山龍太郎他
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10:40～11:05骨・靱帯基礎

座長：香月憲一（大阪市立総合医療センター整形外科）

2-7-EP14靭帯再建におけるエナメル基質蛋白の腱骨移行部投与による組織学的および力学的影響

広島大学大学院整形外科角西寛他”…………S315

2-7-EP15BMPによる骨再生の新たな手法開発への取り組み

－手術ナビゲーションシステム,CADを併用してのBMP使用による骨再生－

大阪市立大学大学院医学研究科整形外科学教室矢野公一他．………….S316

2-7-EP16培養骨髄細胞注入による骨形成（第一報）

奈良県立医科大学医学部健康政策医学講座赤羽学他“…………S316

11：05～11：30軟骨・免疫基礎

座長：石田治（広島市民病院）

2-7-EP17培養細胞を用いない軟骨修復用高分子スキヤホールドにおける適切な気孔率の検討

神戸大学大学院医学研究科外科系講座整形外科藤岡宏幸他…..………S317

2-7-EP18軟骨修復のための生体吸収性ナノファイバーscaHbld

神戸大学大学院医学研究科外科系講座整形外科分野

豊川成和他…………"S317

2-7-EP19移植四肢骨髄細胞による前処置宿主骨髄再構築と免疫寛容

山口大学医学部整形外科村松慶一他…..………S318

13：30～13：55マレットフィンガー1

座長：清水弘之（聖マリアンナ医科大学整形外科）

2-7-EP20陳旧性腱性槌指に対するSnow法の経験

キッコーマン総合病院整形外科田中利和他

2-7-EP21骨性malletfingerに対するdoubleextensionblockによる石黒変法

駒沢病院整形外科齊藤毅他

2-7-EP22Mallet骨折に対する有効な術前評価と石黒法とその変法の治療選択

富永草野病院整形外科中禮康雄他

S318

S319

S319

13：55～14：20マレツトフインガー2

座長：木下行洋（医療法人社団学時会木下整形・形成外科）

2-7-EP23Mallet骨折に対する石黒法における鋼線皮下埋没の試み

江戸川病院整形外科高畑智嗣他．….………S320

2-7-EP24槌指手術後に感染を生じた症例の検討

済生会前橋病院整形外科中島一郎他……..……S320

2-7-EP25陳旧性Mallet骨折に対する治療成績

市立三次中央病院整形外科高田治彦他…..………S321
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15：00～15：35榛骨遠位端骨折4：掌側プレート

座長：島田幸造（大阪厚生年金病院整形外科）

2-7-EP26Acu-Locを用いた榛骨遠位端骨折の治療成績

京都第二赤十字病院整形外科河合生馬他”…………S321

2-7-EP27僥骨遠位端骨折に対する3種類の掌側ロッキングプレート固定の比較検討

一患者立脚型上肢機能評価表Hand20を用いて－

岡崎市民病院整形外科倉橋俊和他”…………S322

2-7-EP28MonoaxialLockmgplateとPolyaxialLockingplateによる僥骨遠位端骨折の治療

昭和大学横浜市北部病院整形外科川崎恵吉他“…………S322

2-7-EP29背側転位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

一合併する尺骨茎状突起骨折との関係における比較検討一

悦伝会目白病院整形外科野池勝利他．.…………S323

2-7-EP30僥骨遠位端掌側部の肉眼的解剖学的検討一いわゆる''WatershedLme''を中心に一

岡山済生会総合病院整形外科清水弘毅他

15：35～16：10榛骨遠位端骨折5：変形治癒

座長：川島秀一（さいたま市立病院整形外科）

2-7-EP31僥骨遠位端骨折変形治癒に対する矯正骨切り術．

-CallusRemovalOsteotomyとOpenWedgeOsteotomyの比較・検討一

岐阜県総合医療センター整形外科河村真吾他．…”

2-7-EP32僥骨遠位端骨折変形治癒に対する60%気孔率β-TCPブロックタイプを使用した

矯正骨切術

駒沢病院整形外科吉川泰弘他“…

2-7-EP33僥骨遠位端変形治癒骨折に対する尺骨頭切除術を併用した矯正骨切り術

北海道整形外科記念病院西尾泰彦他….、

2-7-EP34僥骨遠位端骨折後に生じた遠位僥尺関節障害の治療経験

宮崎大学医学部整形外科崎濱智美他“…

2-7-EP35僥骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位端骨折に対する治療についての検討

福岡整形外科病院櫛田学他…“
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The52ndAnnualMeetingof

theJapaneseSocietyhrSurgery㎡theHand

1ur､〔ay，〕rill620()9

Rooml

7:50～8:000peningRemarks

CongressPresident:YinkioHOmUCHI

8:00～8:30CongressPresidentlfcture
Moderamr:KenichiroUCHINISHI

TheprOjectsofthismeetingandtheanalysisofthequestionnaire
onthehandspecialtiessystemofJSSH

YUkioHORIUCHI

8:30～10:30PanelDiscussionl:OsLochondralDmct

Modexamrs:Hir℃shiYAJIMA

K盈麺pkiSAID

1-1-P1-10steochondralGraftfromthe2ndor3rdCMJointbrthetreatment

ofOsteochondralLesionofthelnterphalangealJoint
'IbmSUNAGAWA〃αﾉ．……

1-1-P1-2SalvageOperationfOrtheChronicinjuriesoftheProximallmerphalangealJoint."
NarihitoKODAMA〃α/.……

1-1-P1-3CostalOsteochondralGraftfOrArticularCartilaginousDefectinHand
KazukiSATO……

1-1-P1-4Costosteochondralgraftfbrreconstructionofinjuriedfingerjoint
-Utilityofcomputeleaidedtechniqueandexternalfixator-

HiroyukiGOTANIetαJ、……

1-1-P1-5VascularizedProximalFibularGraftingfOrthe'Ii･eatmemnt
oftheDistalRadius

HiroshiYAJIMA〃αJ，……

1-1-P1-6AJointPSwitchArthroplastyUsingPedicledDistallnterphalangealJoint
NagatsuguKUROSHIMA……

10:40～11:40SpecialSessionl:Wrist
Moderamr:JuichiTnNAKA

1-1-SS1-1ReconstructionoftheTFCCusingECUhalfslip
'IbshiyasuNAKAMURA〃α/.……

1-1-SS1-2MethodsofReductionfbrDIDIDefOrmityinScaphoidNonunion
(Nakamura'Ibchnique)

RyogoNAKAMURA〃αﾉ．……

1-1-SS1-3VascularizedSecondMetacarpalBaseGraft

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

MasaharuMAKINO……S10

13:10～14:00BusinessMeeting

Thavelmg晩Ⅱow

DorsalUInarFlap-theanatomyandclinicalapplication
ManYanMarianneLam〃αJ.……S12

FEctorsAffectingWillingnesstoUndeIgoCarpal'IimnelRelease
HyunSikGONGe#aJ．……S14
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14:10～16:00 Wmposium2:HandSpecialties釣's蛇、㎡JSSH
Moderamrs:AkioMMAMI

MomeBEPPU

1-1-S2-1MedicalSpecialityfbrHandSurgeons,NecessityandHistory
RyogoNAKAMURA……S16

1-1-S2-2EducationalpolicyfOryoungdoctorswhoareaiming
tobehandsurgeryspecialist

HiroyukiKATO……S17

1-1-S2-3Educationand'1i･ainingaftertheAcquisitionwiththeSpecialistoftheHandSurgeryb
ItsPolicyandProblems.

HiroshiYAJIMA……S18

1-1-S2-4TheproblemstogetaBoardofHandSulgeryfbrPlasticSurgeonsinJapana
IsaoKOSHIMAe#αﾉ．……S19

1-1-S2-5Ahandsurgeonqualifyingexaminationandcertification
ofmedicalfacilitybytheJSSH

HideoKAWAI……S20

1-1-S2-6PresentStatusandFutureoftheCertifiedHandSurgeonbyJHHS
KazuteruDOI……S21

1-1-S2-7SpecialCommentator
YutakaYABE

1-1-S2-8SpecialCommentator
YasuoYAMAUCHI

16:05～17:50 Wmposium3:UInar-SidedWristPain
Moderamrs:TakWaMIZUSEm

TbShiyaSUNAKAMURA

1-1-S3-1HighresolutionMRIofusingamicroscopysurfacecoiltoulnarwristpain
'IbshikazuTANAKA〃αJ.……

1-1-S3-2Arthroscopicdiagnosisfbrulnarsidewristpain
YukioABE〃αI．……

1-1-S3-30penrepairandreconstructionoftheTFCC
'IbshiyasuNAKAMURA〃αﾉ．……

1-1-S3-4Diagnosisand'1i･eatmentoftheUInocarpalLigamentlnjury
HisaoMORITOMO……

1-1-S3-5'Ii･eatmentfOrulnarstyloidnonunionandmalunion
HiroshiONO〃αI．……

1-1-S3-6UInarShorteningOsteotomyfOrUlnarWristDisorder
-ClinicalResultsandXrayFindingsa仕erFbllow-upfOrMinimum5Years-

EtsuhiroNAKAO〃αJ、……

1-1-S3-7SurgicalEfficacyandPostoperativeConsiderations
ofSauve-KapandjiProcedure

NorimasalWASAKI〃αJ.……

S22

S23

S24

S25

S26

S27

S28

18:10～19:10PanelDiscussion4:

DiSmlRadiusFracture

Moderamr:FuminoriKANM

1-1-P4-1 ProblemsofvolarloCkingplatenxationhrdistalradiusfracture
HiroshiHOKAMA〃αJ.……S29

1-1-P4-2VOlarfixed-angleplatefOrdistalradiusfractures
-DevelopmentandclinicaloutcomeofDistalWindowLockingPlateSystem-

MasahiroTOBEeオαl.……S30

1-1-P4-3DistalradiusfracturetreatmentwithMatrixSmartLockplate
KazuhiroSAKAI"".……S31

1-1-P4-41ndicationandLimitationofPlateOsteosynthesishrDistalRadiusFracture

JunyalMAflANIeｵαI．……S32

－77－



1-1-P4-5'Ireatmentofdistalradiusfracturewithvolarlockingplate-personalexperience
MasatoOKAZAKI〃αﾉ．……S33

Room2

8:30～9:30DitalRadiusRacturel:T℃cmigueandC1assification
Modexamr:TbuyoshiMURASE

1-2-1Examinationofthenecessityoftheremovaloperation
afterdistalradiusfractureusingvolorlockingplate

'IilyoShiOTAetαﾉ．……S34
1-2-2Thedirectionofscrewfbrlockingplateindistalradius

KolZUMIYAMA〃αﾉ．……S34

1-2-3Clinicalstudyconcerningnecessitymrfixingtheulno-dorsalfragment
inintra-articularfi･acturesofthedistalradius

HideyukiOOT独威αﾉ．……S35

1-2-4Palmarlockingplatemrthedistalradiusfi･acturessaving
thepronatorquadratusmuscle-Aprospectivestudye

MasahiroTOBEeｵαﾉ．……S35

1-2-5ASuggestionofaNewClassificationfOrtheDistalRadiusRactures
MakotoTAMAI……S36

1-2-6ClassificationofDistalRadiusFracturetopredicttheoutcome
-HowaboutAOclassification?-

'IbmonoriNAKANO〃αﾉ．……S36

9:30～10:30DitalRadiusRature2:Minimallylnvasive
Modexamr:MasahiroTUBE

1-2-7Clinicalfactorsofunacceptableresultswiththetreatment
ofPARTmrdistalradiusfracture

YukioABE〃αﾉ．……S37

1-2-8Theanalysisofintraarticularsofttissueinjuriescombined
withextraarticulardistalradiusfracture

YasuhiroTOMINAGA〃αJ、……S37

1-2-9ArthroscopicReductionwithCosmeticapproaching(ARC)technique
mrdistalradiusfracture

KQjiSHIGEMATSU……S38

1-2-10Surgical'Ii･eatmentofDistalRadiusFractureusingLockingPlatewithMIPOmethod
YasunoriSHIMAMURA〃αﾉ．……S38

1-2-11

1-2-12

MinimallylnvasiveSurgerywiththeSmallVblarLockingPlate
fOrDistalRadiusFractures-CondylarStabilizing'IbchniqueinMIPO-

'IbkayukiNEMOTO"al.……S39
WristArthrographicFindingsAfrectingClinicalOutcome
afterSurgical'Ii･eatmentfOrDistalRadiusFractures

KohjiKURIYAMAeMﾉ．……S39

10:40～11:40DistalRadiusnature3:Compmcation
Modera加r:ShoheiOMOM

1-2-13TbndonEntrapmentinDistalRadiusFractures
MasatoOKAZAKI〃αJ.……S40

1-2-14RadialPainFbraLongPeriodofTimeFbllowingDistalRadiusRactureUsingVLP
HideyukiMITSUGUCHIgオαﾉ．……S40

1-2-15DelayedRupturesofFlexorandExtensor'1EndonscausedbyProtrusion
oflmplantsmrDistalRadiusFractures

HiroshiYAMAZAKIeオαJ、……S41
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1-2-16

1-2-17

1-2-18

Fivecasesofnexorcarpiradialistendoninjuryascomplication
ofthedistalradiusfracturetreatedwithAcu-Lockdistalradiusplatesystem

KaoruTADAetaﾉ．……S41

FhilureandComplicationsofACU-LOCDistalRadiusPlateSystem
mrDistalRadiusR･acture

MitsuhiroSUMI……S42

TheComplicationoftheDorsalOsteosynthesisofthelmra-articularRacture
oftheDistalRadius

MasashiHOMO〃αJ.……S42

12:00～13:00ImmcheonSeminarl

Modexamr:HixWaSulKEGAMI

1-2-LS1PlateOsteosynthesisfOrFracturesofUpperExtremitybyLockingPlate
JunyalMATANI……S43

14:10～14:50Elbowl

Moderamr:MasatoshiTAKAHARA

1-2-19Theshorttermoperationresultofarthroscopicsynovectomyoftheelbow
mrthetreatmentofpatientswithIheumatoidarthritis

KoichiSASAKI〃αJ.……S44

1-2-200steoChondralAutograftmrCapitellarOsteochondritisDissecansin'IbenageAthlete
ShinOOTSUBO〃αJ、……S44

1-2-21'Ii･eatmentofthethrower'selbow

RyosukeKAGAWAeta！．……S45

1-2-22Closed-wedgeOsteotomyandRagmentfixationmrHypertrophictype
ofOsteochondritisDissecansoftheHumeralCapitellum(ICRSOCDIII)

'IbshihirolSHIKO〃αI.……S45

14:50～15:40Elbow2

Moderamr:MtSunorilNAGAm

1-2-23Threedimensionalanalysisofcubitusvarusdemrmitymllowing
supracondylarfracturesofhumerus

YukariTAKEYASU〃αﾉ．……

1-2-24'IreatmentfOrChronicRadialHeadDislocationUsingExternalFixator
KoeilWASAKIeオαJ、……

1-2-25Short'IbrmClinicalOutcomesoflnternalFixationofDistalHumeralFractures

inElderlyPatients
'IhkeshiMAEDAeオαJ.……

1-2-26'IiFeatmentofDistalHumerusFracturewithLCPDistalHumerusPlate

MotoakiKONO"αj、……

1-2-271nnuenceofCoronoidFractureonElbowStability:
AmnematicStudyBasedonNewClinicalRelevantFractureClassification

In-HoJEON〃αI.……

S46

S46

S47

S47

S48

15:50～16:40CRPS

Moderamr:YOshiakiMNASF

1-2-28ClinicalResultsoftheMobilizationunderRegionallntravenousAnesthesiafOrCRPS
ShinSHIMODA……S48

1-2-29Surgical'IifeatmenthrCausalgiainUpperLimb
YasushiNAKAO……S49

1-2-30ClinacalanalysisofsteroidtherapyinthepatientwithCRPS
'IhizoKONISHIIKE〃αJ.……S49

1-2-31CRPSinacivilactionoftrafficaccident

KenjiMIKI〃αJ、……S50
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1-2-32 ProblemsfOrcomplexregionalpainsyndrome(CRPS)
intheresidualdisabilityaccreditationrelatedwithworkrelatedaccident.

KoichiKUSUNOSE〃αﾉ．……S50

16:40～17:40BrachialPIxuslnjury
Moderamr:K"uLruDOI

1-2-33EpidemiologyofRecentPatientswithBrachialPlexuslnjury
KazukiCHAGAⅧ〃αJ.……

1-2-341ntraoperativeMeasurementof'IranscranialElectricalMotorEvokedPotentials

ofAnteriorSpinalRootsinBrachialPlexuslniury
YasuhitoTAJIRIgｵαﾉ．……

1-2-35DonorSiteMorbidityofaPartialUInerNerve'Iifansfer

totheMusculocutaneusNerve(Obel1inIsProcedure)mrBraChialPlexuslnjury
OsamiSUZUKI〃αJ.……

1-2-36'Ii･eatmentofSevereBrachialPlexuslniuryinMiddle-agedPersons
YOshiyukiOHNOe#aJ.……

1-2-37FlexorPlastiesofElbowafterBrachialPlexuslnjury
NoritsunaNAKAJIMA〃αl.……

1-2-38RecoveryofJointPositionSenseofElbowwithDoubleFreeMuscle'1bchnique
fOllowingCompleteParalysisofBrachialPlexus

YasunoriHATTORI""I.……

Room3

S51

S51

S52

S52

S53

S53

08:30～10:30 Symposiuml:Pe面pheralNerve
Moderamrs:MinoruSHIRATA

HimshiHIRATA

1-3-S1-1TheexpressionofATF3andCaspase3mediatedcelldeath
inchronicallydenervatedSchwanncells

HarukazuSAITO〃αﾉ．……S54

1-3-S1-2ComplementarytherapyfOracceralationoftheperipheralnerveregeneration
KazuoIKEDAetαﾉ．……S55

1-3-S1-3ExperimentalStudyofrepairofperipheralnervedefect

bydirectgraduallengtheningofnervestumps
YasumasaNISHIURAeォαJ，……S56

1-3-S1-4Aclinicalperspectivesofend-to-sideneurorrhaphy
HitoshiHIRATA"αJ、……S57

1-3-S1-5FunctionalEvaluationofRegeneratingAxonsEnterlmpairedPart
fromlntactPartinPartiallyDamagedPeripheralNerve'Irunk

'IhkeruARAI〃αﾉ．……S58

1-3-S1-6Possibilityofclinicaluseoftheselectiveregenerationofperipheralnerve
YUtakaMAKI……S59

1-3-S1-7Nerveregenerationinvessel-containingtubeswithBMCtransplantation
incomparisonwithautogenousnervegraftsincaninemodel

RyosukeKAKINOKI""/.……S60

10:40～11:401nvihdIaturel

1-3-IL1TheHand,theBrainandtheMind

－80－

Moderamr:MimuoOCHI
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12:00～13:00Debaf:XrnalFExationvsPlanFimtion

Moderamr:'IElkashiSASAKU

1-3-D-1VOlarLockingPlateFixationfOrDistalRadiusFractures

DenjuOSADA〃αﾉ．……S64
1-3-D-2ExternalFixationmrDistalRadiusFractures:

ExternalFixationversusAngleFixationPlate
ShoheilWABE〃αﾉ．……S65

14:10～15:00DismlRadiusRacture4:Ear吋Fxercise

Moderamr:Masayoshi]KEDA

1-3-1Evaluationofpostoperativepoorclinicalresults

fOrCollestypefractureusingvolarlockingplate
YukichiZENKE〃αJ.……S66

1-3-2Clinicalresultsofofunstabledistalradiusfracture

-comparisonofearlyactiveROMbetweenvolarlockingplate

andnonbridgeexternalfixatormethods-
SusumuTOKUNAGAetaJ．……S66

1-3-3ClinicalresultofearlyphysicalexercisefOrvolardisplaceddistalradius
fi･actureusingvolarlockingplate

YOshi血miFUSE〃αJ.……S67

1-3-4Functionrecoveryofdistalradiusfracturesdoesdelayintheelderly
ShuichiKATOet@J．……S67

1-3-5ExternalFixationafterOperationofDistalRadiusFracture
usingVOlarLockingPlateisEftctivemrClinicalAssessment

KazuhikoFURUTAetaJ.……S68

15:00～15:40DimlRadiusRacture5:BoneGra丘．SoRTYssueInjury
Moderamr:KazuoTKFDA

1-3-6BonegraftingfOrvolarlockingdistalradialplatedeteriolateslong-termoutcome
SatoruATSUMI〃αI．……

1-3-7ClinicalResultsofTheFixationfOrDistalRadiusFractures

-ComparisonbetweenBoneGraftandNonBoneGraft
ShusakuMINAMI〃αﾉ．……

1-3-8WristandDRUJarthroscopy伽dingsindistalradiusfractures:treatment

andfrequencyofulnarstyloidprocessfracturesandTFCCinjuries
YUkihikoOBARA〃a！．……

1-3-9Palmardislocationofthedistalradioulnarjointafterradiusendfi･acture
HiroshiNINOMIYA〃αJ，……

S68

S69

S69

S70

15:50～16:30DitalRadiusmature6:Implants

Moderamr:KenjiYOSHIDA
1-3-10ComparisonofMicronailandlockingplateinthetreatmentofdistalradiusfractures

HiroshiNAKAGMA〃αJ.……S70

1-3-11ConsiderationaboutlntramedullaryNailinghrDistalRadiusmactures
YukinobuNISHIIefaJ.……S71

1-3-12Surgicalproceduretothedistalradiusfracture

usingCompactLockMandible2.0system
KazuolKEDA〃αJ、……S71

1-3-13ClinicalresultsofdistalradmsfractureswithPalmarRadialSystem:
ComparisonbythediffrenceofAOclassificationorage

RyoHOSOMI〃αJ.……S72
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16:55～17:551nvimdlecture2

Moderamr:MuneakiABE

1-3-IL2AnatomyjPhysiologyandn･aumaticpathologyof
antibraChialinterosseousmembraneofmrearm

ChristianDUMONTIER S74●●●●●●

Roonl4

8:50～9:30UharWiiStl

Modexamr:NaomTSUBOKM

1-4-1AnalysisofGripStrengthinDiffrentFbrearmRotationswithTFCCIniury
ShoheiOMOKAWA〃αI.……S76

1-4-2Functionalstressradiographshrdistalradioulnarjointinstability
AkiollDA〃αJ、……S76

1-4-31ntraSheathSteroidlnjectionfOrTbnosynovitisoftheExtensorCarpiUInalis

'IhkuyaSAWAIZUMIetal.……S77
1-4-4Etiologyand'neatmentmrUInarSynoviallmpingementattheWrist

AkihitoTSUJINOeｵαI.……S77

9:30～10:10MicroSurgeryl
Moderamr:mdechikaNAKASHIMA

1-4-5DigitalArterialSympathectomymrChronicDigitalIschemia
KeiichiMURATAeオαI．……

1-4-6Minimuminvasivelymphaticovenularanastomosishrlymphedemaofthelimbs
MasatakaNOGUCHI〃αﾉ．……

1-4-7R･eePerforatornapsfOrReconstructionofHand
IsaoKOSHIMAeオαI．……

1-4-8ThUmbreconstruction

KentaroDOI"αJ、……

S78

S78

S79

S79

10:20～11:30CubitalTtmnelSyndrome
Moderamr:YoshinoriMIⅦSAKA

1-4-9EvaluationofulnarnervebloodnowbyLaserDopderblood-flowmeter

mranteriortranslocationincUbitaltunnelsyndrome
KoichiNAKAMURA〃αﾉ．……S80

1-4-10Disturbanceof8thcervicalnerveroot

'IhnefumiNAKAGAWAgｵαﾉ．……S80

1-4-110urtreatmentmrintrinsicdysfunctionofthehand
KatsuroFURUMACHIeｵαI．……S81

1-4-12ModifiedNeviaserIsprocedureinthetreatmentofadvancedcubitaltunnelsyndrome
AkimasaKOBAYASHI""．……S81

1-4-13'Ibndon'Ii･ansfertoRestorelndexFingerAbduction
mrSevereCubital'IhlnnelSyndrome

ShingoNOBUTA〃αﾉ．……S82

1-4-14ChangesofDASHandupperextremityfunctionscoresaftersuIgery
mrcubitaltunnelsyndrome

YOshikazulDO〃αJ.……S82

1-4-15RelationshipbetweenlmprovementinNerveConductionVelocity

andDASHScoreinCubitalTunnelSyndrome
YOshiakiWAKARAYASHI〃αJ.……S83
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12:00～13:0011mcheonSeminar2

Moderamr:HidehilmSAIIU

1-4-LS2FragilityFracturesandCurrent'1i･endsintheManagement
oftheOsteoporoticDistalRadiusFracture

J6IgGRUNERT S84●●●●●●

14:10～15:00MicroSur"ry2
Moderamr:MasadYDMNOGUCHI

1-4-16ReplantationofFingertipAmputationusingUmiedStaySutureMethod
KenjiroHASEGAWAefaﾉ．……S86

1-4-17FunctionalresultsafterReplantationofWristAmput誠ion
MineyukiZUKAWAe#αﾉ．……S86

1-4-18'IiFeatmentmrMultiple(Morethan4)DigitAmputations

′IEtsuyaARAIefa/.……S87

1-4-19ProblemsofDigitalReplantation
RitsuroSHIRASAKA〃αJ、……S87

1-4-20Delayedvenousanastmosishrfingertipreplantation

HiroyukiGOTANI〃αJ、……S88

15:00～15:50PexiphealNervel

Moderamr:TbmOyukiROMAKU

1-4-21ProteomicsofPeripheralNervelniury
HikonoAIKI"αJ、……S88

1-4-22 RegenerationofPeripheralNerveA仕er'Ii･ansplantation

ofCD133+CellsDerivedFromHumanPeripheralBlood
YasumuKIJIMA〃αJ、……S89

Methylcobalaminpromotesneuriteoutgrowthandfunctionalrecovery

inratsciaticnerveiniuredmodel

KiyoshiOKADAetαJ、……S89

Axonalgrowthofperipheralnerveanditsintracellularsignalingpathway
ShinichiYAMAMOTO〃αJ、……S90

Resultofnervegraftmustevaluaterecoveryofmoterfunction

-fromexperimentalstudyofcablegraftandresultsofclinicalcases-
YOshikiYAMANO〃αJ、……S90

1-4-23

４
５
２
２

４
４

１
１

15:50～16:30Pe面pheralNerve2

Moderamr:RyosukeKAKmOm
1-4-26MRIofdenervatedskeletalmusclesasanassessmenttoolhrreinnervation

-anexperimentalstudy-
HideyukiYAMABE〃α1．……S91

1-4-27Basicresearchmrtheperipheralnerveregenerationusingtransgenicmice

whiChexpressHuorescentproteinsintheaxonsortheSchwanncells

AyatoHAYASHI〃αﾉ．……S91

1-4-280utcomebrthetreatmentofin-situtissueengineering
withaPGAFCollagentUbefOrmedianandulnarnervedetct

YujiINADA〃αJ.……S92

1-4-29Anexperimentalstudyoflongtermstorageofperipheralnervesusing
greenteapolyphenol

RyosukelKEGUCHI〃αJ.……S92
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16:45～17:45Fingertiplnjury・SkinD欲蛇Ct
Moderamr:IsaoKOSHIMA

1-4-30ClinicalResultsofthemodinedBrentMethod

YasuyukiTAMAKIe#αJ・……S93

1-4-31Fingertipreconstructionwithadigitalarteryanditsdorsalbranchnap
FumioNAGAI〃αﾉ．……S93

1-4-32SensoryRecoverywithThreeFlapsFbrtheFingertipReconstruction
KaelTO師αJ、……S94

1-4-33DorsalUlnarFlap-theanatOmyandclinicalapplication
ManYanMarianneLAM〃αJ.……S94

1-4-34TheAdipofascial'IilrnoverFlapmrCoverageoftheDorsumoftheFinger
'IbmomiKIKUTAe＃αJ、……S95

1-4-35Therangeofmotionofthefingerafterreversedigitalarteryislandflap
HidekiTSUJI〃αJ.……S95

18:10～19:10EveningSeminar
Moderamr:TMKashiSASAKY

1-4-ESDistalRadiusFracturewithanlntramedullaryFixationNail-Micronail:

Designrationale,fractureapplicationsandclinicalresults-
MarkJ.WARBURTON

19:10～ Wokshop

RooIn5

……S96

9:00～9:50Dupuytren'sContracture
Moderamr:KoichiKUSUNOSE

1-5-1HowMuChDegreeGetBetterbyHandTherapyinDupuytrenContracture

HiroyukiOHIe＃αJ、……S100

1-5-2SurgicaltreatmentfbrDupytrencontructure
KazuhiroOTANI〃αI．……S100

1-5-3SuIgicalresultsofDupuytrenIscontracture
MasatoshiAMAKO〃αJ、……S101

1-5-4LongtermResultsofLimitedFasciectomythroughPalmarZigzaglncision

fOrDupuytren'sContracture
HironoriMAT､SUZAKIetaJ.……S101

1-5-50per誠iveresultsmrDupuytreniscontracture
HiroyukiTANAKA〃αJ，……S102

10:00～10:40Kienb6ck'sDisease

Moderamr:GoromOUE

1-5-6Theeftctofbonemarrowtransplantationand

lowintensitypulsedultrasoundtherapycombinedmethodhrabonenecrosis
′IhkeshiOGAWAg＃αl.……S102

1-5-7ARTHROSCOPICBONEGRAFTINGFORFARLYS'IAGESOF

mENBOCKPSDESEASE

L・PEGOLI〃αﾉ．……S103

1-5-8Hamatefacet(typelllunate)andKienb6ckisdiseas
MasahiroTAI､EBE〃αﾉ．……S103

1-5-9VascularizedbonegraftwithcapitateshorteningfOrstagelllKienbockdisease
HideakiMATSUOKAetaI．……S104
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10:40～11:30Imaging

Modexamr:YmjiUCHIO

1-5-10DelineationofextensortendonofthehandbyMRI:

UsefUlnessofSoap-BubbleMIPprocessingtechnique
YumikoHIRAMATSU〃αI．……S104

1-5-111magingofperipheralnervesbydiffusionweightedMRI
ShUjiOKINAGAe＃αﾉ．……S105

1-5-12

1-5-13

1-5-14

'Ii･ialofvascularestimateusingmultidetectoPCTfOrhandtrauma
KeniChiSHIMADA〃αj.……S105

Theevaluationoftheexposeddoseusingthree-dimensionalbonemodelsconstructed

frommultidetectorcomputedtomographydatainupperextremity
K11nihiroOKA〃αI．……S106

UtilityofthepivotCTinboneunionjudgmentofscaphoidfracture
'IbshikazuKUNISHI〃αI．……S106

14:10～15:10 CaxpalTtmnelWndromel
Modemmr:ShiniaroTMCWWRANA

1-5-15Relationshipbetweenthenexortenosynovialfibrosisand
theclinicalassesmentincarpaltunnelsyndrome

YOshiroKIYOSHIGE〃αI．……S107

1-5-16Changesofvarioustestsresultsinducedbyupperarmlowpressureloading

incarpaltunnelsyndrome
AkihiroSATO〃αﾉ．……S107

1-5-17TheEvaluationofShearConditionsintheHumanCarpal'Iilnnel

usingSpeckle'1i･ackingUltrasound
YuichiYOSHIIeｵαJ、……S108

1-5-18Diffusiontensorimagingofmediannerveincarpaltunnelsyndrome
ShUjiOKINAGA〃αI．……S108

1-5-19ThewholeflexortendonratioofCTSisincreasingbyagingandlaIger

thanhealthypeople
MasahiroSUZUKIgｵαJ、……S109

1-5-20Fbatureof3TMRimaginginldiopathicCarpaltunnelsyndrome
thatnerveconductionstudyisnormal

'IbshihisaOSHIGE〃αﾉ．……S109

15:10～16:10CaxPalTtmnelSyndrome2
Moderamr:AkinoriSAKAI

1-5-21SteroidlnjectionintotheCarpal'IilnnelmrCarpal'IilnnelSyndrome
-One.yearFbllowLup-

'IhdayoshiW乃TANABEeｵαJ、……S110

1-5-22EfficacyoflocaliniectionoftriamcinolonefOridiopathiccarpaltunnelsyndrome
isassociatedwiththefindingsof3TMRI

HirotakeOTSUKAetQJ.……S110

1-5-23'IWocasesofthecarpaltunnelsyndromeaffectedbyatriamcinoloneinjection
'IbShihitoYAMAGUCHIetαJ、……S111

1-5-24LongtermResultsof'IbnosynovectomyofFlexor'1Endons
fOrldiopathicCarpal'IimnelSyndrome

'IbshiyukiTSURUTA〃αI．……S111
1-5-251diopathiccarpaltunnelsyndromewithflexortenosynovialthickening

ofdistalmrearm

HirohisaKUSUHARA〃αJ.……S112

1-5-26StatintherapyfOrhandstiffnessinpostmenopausalwomenassociated

withhypercholestrolemia
YOshiroKIYOSHIGE〃αJ.……S112

－85－



16:20～17:10Tri""erFingerl
Moderamr:Ka冗皿hiroMIZUTnNI

1-5-27Steroidinjectionmrilexortenosynovitisfi･omamidlateralapproach

attheproximalphalngeallevel
KazuhiroMASADA……S113

Theeftctivenessofintrasheathtriamcinoloneiniectionshrtriggerfingers

andthumbswithfingercontracture
DaisukeNAKAJIMA〃α!.……S113

1-5-28

'Ii･iggerDigitsinDiabetes-ItslncidenceandCharacteristics
ShukukiKOH〃αJ、……S114

Clinicalstudyondiabeticstenosingnexortenosynovitis
MakotoKAMEYAMA〃αﾉ．……S114

Thedinicalresultsofpercutaneoustendonsheathrelease

mrtheidiopathictriggerfinger

ShinjiNARAZAKI〃α/、……S115

９
０
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１

17:10～18:00 T茄酔rHnfr2
Modexamr:MakomKAMEMMA

1-5-32ThesonographicinspectingtheChangeoftendonandsheath
hrtriggerfingersandthumbsinaduh

'IhdashiSAITOeｵαJ、……S115

1-5-33Evaluationoftheeftctofsteroidinjectionintothetendonsheath
fOrtriggerdigitsusingultrasonographyandqUickDASHJSSHVersion

YUkihiroKOKUBUgオαI.……S116

1-5-34LongitudinalskinincisionmrsuIgeryoftriggerfinger
KosukeTAJIMA〃αJ、……S116

1-5-351atrogenicPeripheralNervelnjuriesCausedbySurgeryinSnappingFinger
YOshikiASAIeオαJ.……S117

1-5-36AComparisonofEndoscopicandOpen'IifiggerFingerRelease
C.PAROLO〃α!.……S117

Room6

8:50～9:15Tendonl

Modexamr:mnjimMOm

1-6-EP1ClosedRuptureoftheExtensorPollicisLongusT℃ndonFbllowingRolloverlnjury
'IhdaShiSUGIKIgｵαI.……S118

1-6-EP2RuptureoftheextensorpollicislongustendonafterDistalRadiusR･acture
KeiichiMIZUSAWA〃αJ.……S118

1-6-EP3FlexorCarpiUInaris'I℃ndonRuptureaftertheDistalRadiusFracture
'Ihda-akiHASHIMOTO""I.……S119

9:15～9:40Tもndon2

Moderamr:T℃幅uroSADAWIRO

1-6-EP4Ruptureofnexorpollicislongstendon

HitOjiKIDO"αJ、……S119

1-6-EP5ThreeFPLRuptureCasescausedbyVOlarPlatemrDistalRadiusR･acture
KenichiKITAOKAe＃α1．……S120

1-6-EP6HistologicalStudyofVolarAspectofDistalEndofRadius
JunyalMATANI〃αI．……S120
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9:40～10:10T℃ndon3

Moderamr:TbshikazuKUBO

1-6-EP7'IWocasesoftheflexortendonruptureinrlleumatoidarthritis
whoseoperativetherapyrequiredsomeingenuity

HiroakiKOBASHI〃αJ、……S121

1-6-EP8PostsurgicalresultsofreconstructiVesurgeryfOrtendonrupture
withpatientsofrlleumatoidarthritis

RyoODA〃αI．……S121

1-6-EP9Clinicalexperiencesoftheintersectionsyndrome
SadahirolNOUE……S122

1-6-EP10Surgical'1i･eatmentmrDislocationoftheExtensor'Ibndons
NobuyukiTAKAHASHI〃αJ、……S122

10:20～10:50CongenitalDiffrencesl
Moderamr:FmiIKoHOMI

1-6-EP11DiffrentPhenotypesofAbnormallnductionofFingerRaysOccurred

inThreeMembersofammily
HiroshiSATAKE〃αJ、……S123

1-6-EP12ACaseof'1i･iphalangealthumbPolysyndactylySyndrome
MasahikoHIRAKAWAeｵαJ.……S123

1-6-EP131slandpediclenailnapinthetreatmentoftoemactrodactyly
SatoshiKODAIRA〃αI．……S124

1-6-EP14'1i･eatmemofCleftFbrmationofFbrthWebwithoutFingerDetct
KeisukeNAKAGAWA〃αﾉ．……S124

10:50～11:15CongenitalDiffrences2
Moderamr:HidehikoKMBAⅡ独

1-6-EP15MobilizationofaCongenitalRadiouharSynostosiswilll
aPediCleFascio-fatGraft:20cases

MasakiKIMO〃αJ，……S125

1-6-EP16ClinicalresultsfOrthereconstructivesurgeryfOrHypoplasticthumb
YasunoriKANESHIRO〃αI.……S125

1-6-EP17HypoplasticThumbAssociatedwithCutaneousSyndactyly
HiroshiSATAKF〃αJ、……S126

11:15～11:40Con"nitalDiftrences3
Moderamr:A槌uhimSFKI

1-6-EP18Explor誠ionofcorrectionalprocedurefbrmalalignmentinthumbpolydactylyb
MisaNAKANISHI〃αI．……S126

1-6-EP19Anewmethodmrreconstructionofthefirstweb

ofthumbpolydactylyusingDoubleDorsalSlidingFlap
MasanoriOKAMOTO〃αﾉ．……S127

1-6-EP20The'Ii･eatmentmrDuplicationoftheThumb
KatsumiTANAKA〃αJ.……S127

14:15～14:40Anesthesial

Moderamr:AkihimTSUJINO

1-6-EP21UhrasoundguidedsupraclavicularbrachialplexusblockfOrhand
andupperextremitysurgery

KazushigeGAMOetal.……S128

1-6-EP22Ultrasound-guidedaxillaryblock
MasahitoKUBOTA〃αJ.……S128

1-6-EP23Clinicalexperienceofultrasound-guidedbrachialplexusblockmrupperextremity
′IhkeshiKUTSUNA〃αI．……S129
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14:40～15:05Anesdnesia2

Moderamr:HiroshiARINO

1-6-EP24ComparisonoftheintravenousregionalanesthesiaandintravenousfOrearmanesthesia

KOjiSHIGEMATSU……S129

1-6-EP25SupraclavicularbrachialplexusblockfOrupperlimbsurgery
RyojiKAJIwARAe＃αJ，……S130

1-6-EP261nvestigationofsafetymethodinbrachialplexusanesthesiausingthoracic3D-CT
KiyohitoTAKAMATSU〃αJ､……S130

15:05～15:35map
Moderamr:KeizoFUKUMOID

1-6-EP27FlapselectionfOrreconstructionoffingerbody
YuichiHIRASE〃αﾉ．……S131

1-6-EP28FlapUseageinMutilatedHandlniury'Ii･eatment
KieNAKAGO〃αJ、……S131

1-6-EP29Coldimoleranceandthediameterofadigitalarteryafterfingertipamputation
MitsunagaNARUSHIMAet“……S132

1-6-EP30Accordanceofnailmorphologyintoetranstrs
KoichiKOBAYASHI〃αJ.……S132

15:35～16:00Anammy
Modemmr:NobukiTERADA

1-6-EP31DistributionofNerveEndingsintheHumanProximallnterphalangealJoint
-AHistologicStudy-

'IhkakoCHIKAEMIefa!.……S133

1-6-EP32Biomechanicsofthevolarplateoftheproximalimerphalangealjoint
indynamicultrasound

SusumuSAITO〃αJ、……S133

1-6-EP33AnatomicalstudyondiagnosisofscapholunatedissociationusingarthroscoW
YOshihiroDOHIeオαJ.……S134

16:15～16:40CubitalT1mmelSyndrome
Moderamr:YaSunmaSaNISHIURA

1-6-EP34StudyofCubital'IilnnelSyndromeintheeldexlypatients
YasuhikolMAIZUMI〃αJ.……S134

1-6-EP35StudyofCubital'IimnelSyndromeinOperatedCases
KentaroARITOMI〃αJ、……S135

1-6-EP36ReoperationmrRecurrenceofCubital'IimnelSyndrome
YasunoriTANIGUCHI〃αI．……S135

16:40～17:10CarpalTtmnelSyndromel

Modenamr:Shi"haruUCHIYAMA
1-6-EP37Relationshipbetweensurgerychoiceandvarioustestsresultsinpatients

withcarpaltunnelsyndrome
AkihiroSATO〃α!.……S136

1-6-EP38RelationshipbetweenCarpalCanalPressureandSystemicBloodPressure
inCarpalTunnelSyndromePatients

AyaYOSHIDAeオαﾉ．……S136

1-6-EP391ntensityofMedianNerveinPreandPostoperativeMRI
ofArthroscopicCarpalTunnelRelease

'IbshimitsuMOMOSEeォαﾉ．……S137

1-6-EP40Theoutcomeofcarpaltunnelreleaseinrelationtoageassessed
withthecarpaltunnelsyndromeinstrumem

DaisukelSHIGAKI〃αJ、……S137
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17:10～17:40CarpalT1mmelSyndrome2
Modexamr:NorikoOKUAMA

1-6-EP41CarpaltunnelsyndromeassociatedwithKienb6ckdisease
'InkaakiSHINOHARA〃αﾉ．……S138

1-6-EP42Theclinicalresultsofendoscopiccarpaltunnelreleasewithcomplication
'IhkeshiARAIeｵαI．……S138

1-6-EP43Clinicaloutcomeofcarpaltunnelreleasewithandwithoutsimultaneoustendontranstr
fOrcarpaltunnelsyndromewithseverethenarmuscleatrophy

'IakuyaUEMURA〃αI．……S139
1-6-EP44EvaluationofrevisioncasesofidiopathicCarpal'IimnelSyndrome

YasuhiroTOYOIZUMI〃αI．……S139

Roonl7

9:00～9:30Hourgass-nkeConstriction(nerve)
Moderamr:ShUjiOmNAGA

1-7EP1Acasereportwiththeconstrictionoftheradialnerve
AkiraNORIAGEeオαﾉ．……S140

1-7EP2'Ii･eatmentmrposteriorinterosseusnervepalsycomplicated
withGuillain-Barr6syndrome

'IhkatsuguKOMIYAMA〃αJ.……S140

1-7EP3SevereHandlnjurieslnducedbyGloves
KazuyoshiYAMANAKA〃αI．……S141

1-7-EP4'Ii･eatmemofnonunionormalunionofthedistalphalanx
AkimasaMORITA〃αﾉ．……S141

9:30～9:55Imecdon

Modexamr:GenzaburoNISHI

1-7EP50perativetreatmentmrpyogenicarthritisofthefingerjoint
SeietsuSENMA〃αﾉ．……S142

1-7-EP6NecrotizingSoftTissueln企ctionSintheUpperExtremity
MasaoOKAMOTO〃αI．……S142

1-7EP7ResultsoftreatmentfOrpyogenicinnammationofthedigits
HiroyaSENDA〃αJ、……S143

10:10～10:40Tumorl

Moderamr:TakuroMDA

Surgical'Ii･eatmentmrGiantlipomaoftheHand
KazumasaKIMURA〃αﾉ．……S143

ThreecasesofPacinianneuromainthehand

HirokilRIE〃αJ.……S144

'IWoCasesof'IifiggerWristCausedbyGiantCellTumorofT℃ndonSheath
RyokoUESATO〃αJ、……S144

AnalysisofSoftPartSarcomaoftheUpperExtremity
YOshiyaARISHIMA〃αﾉ．……S145
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10:40～11:05Tumor2

Moderamr:KengoAMAMOT0

1-7EP12RadiationlesssclerotheraWfOrthevenousmalfOrmationofupperlimbs
MitsunagaNARUSHIMAeｵαﾉ．……S145

1-7EP13SclerotherapymrVenousMalfOrmationsintheHandandFbrearm
IkukoNAGArAeオαI．……S146

1-7-EP14GiantCell'IilmorofBoneLocatedDistaltotheWristExcludingtheRadius
'IhkuroWADA〃αJ.……S146
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11:05～11:40FingerJoint
Modexamr:KensoKOZIJKW

1-7EP15Thenaturalhistoryofvolarplateavulsionfi･actures
oftheproximalinterphalangealjoint

'IbshiyukiYAMADA〃αJ.……S147

1-7EP16ClinicalStudyofMinimumlnvasiveOsteosynthesis
mrlntraarticularFracturesoftheDigits

K11niichiASO……S147

1-7EP17ProblemsandMeasuresofLockingPlateSystemfbrtheDigitalR･acture
HiroyukiOHI"αﾉ．……S148

８
９
１
１
Ｐ
Ｐ
Ｅ
Ｅ
私
私

一

１
１

'Iifeatmentofthephalangealneckfi･actureinchildren
HaruhikoSHIMURA"αJ，……S148

CTevaluationofPIPintra-articularfracture-dislocation

ReikoNAKAGAⅢ〃αﾉ．……S149

14:15～14:40Scaphoidl
Modenamr:YasushiMNAGIWARA

1-7EP20Low-IntensityPulsedUltrasoundfOrnonunionoftheScaphoid
AkihiroSATO〃αI．……S149

1-7EP21 ProspectiveRandamaizedControlStudy:TheClinicalEffctoftheLow-intensity
PulsedUltrasoundagainstthePosLoperativeScaphoidnonunitedFractures

HiromichiMITSUYASU"αﾉ．……S150

ClinicalresultsofScaphoidfracturefOrSumowrestler

YOshitakaTAJIMA〃αJ.……S150

1-7EP22

14:40～15:05Scaphoid2
Moderamr:AkihiromKUI

1-7EP23'Ii･eatmentfOrproximalthirdnonunionofthescaphoid
HiroakiEGM〃αﾉ．……S151

1-7EP24DISIcorrectionandclinicalresulthasacloserelationtosizeof

thebonegraftfOrthetreatmentofscaPhoidnonunion
'IhkeshiKArAYAMA〃αJ.……S151

1-7-EP25VascularizedPedicledBoneGraftfbrScaphoidNonunion
YasunoriKOBA(IA""J.……S152

15:05～15:35Dupuytren'sContracture
Moderamr:TbrulCHIMM

1-7-EP26ExpressionofosteopontininDupuytreniscontracture
MasayaTSUJII〃αﾉ．……S152
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ExpressionanalysisofPeriostininDupuytrencontracture
MotokiSONOHATA〃αI．……S153

InvolvementofinsulinreceptorsignalinDupuytrencontracture
KunitakaMENUKI〃αﾉ．……S153

SnappingandMPjointmexioncontractureinDupuytrenIsDisease;reportof5cases
ShinyaKITAYAMAeオαﾉ．……S154

15:35～16:05Ⅱ℃ndonResearch

Moderamr:HrWukiOHI

1-7-EP30'IbndonregenerationusingdoUblelayeredPLLAscaffOld
AtsuyukilNUI〃αJ.……S154

1-7EP311nVitroStudyontheEffctofPlateletRichPlasmato'IbndonRepair
DaisukeSAT,O〃αﾉ．……S155
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Histologicalandmolecularbiologicalinvestigationonanti-adhesiveeftct
ofthephospholipidpolymerhydrogel

NoriyukilSHIYAMA〃αJ.……S155
TheeffectofLubricinonhumanepitenonsandendotenons

YOkoKISHI〃αﾉ．……S156

1-7EP32

1-7EP33

16:25～16:55Elbow

Moderamr:TanmnmiNAKAGMA

1-7-EP34Anatomyoftheelbowjointwhichcontributestoavoidnerveinjuries
duringarthroscopicsurgeries

MitsuhiroAOKI〃αI．……S156

1-7EP35'Ii･eatmentoffracture-separationofthedistalhumeralepiphysisinchildren
KensukeSAKAI〆αI．……S157

1-7LEP36ShorttermeftctivenessofArthroscopictreatmentfOrLateralEpicondylitis
'IbshiyukilSHIKO"αJ、……S157

1-7EP37MRimagingoflateralepicondylitis-comparisonwitharthroscopicfindings
SoichiroYAMAMOTOeｵαJ、……S158

16:55～17:20DimlRadiusFracturel:駄舵rnal刑麺uon/InhamedunaryNail
Moderamr:SeiichiroOKMIMA

Evaluationofresultsandcomplicationsofvolarlockingplate
andbridgingexternalfixationfOrdistalradiusfracture

KotaroSATOeｵαJ、……S158

ComparisonbetweenvolarplatingandexternalfixationfOrdistalradiusfracture
MasashiTAKEMITSUetaJ．……S159

InternalFixationofDistalRadiusR･acturesw肋anlntramedullaryNail
MasaoNISHIWAKI〃〃．……S159

1-7EP38
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1-1〔a，！〕1-ill720()〔

Rooml

8:00～8:50UharWiist2

Moderamr:KoichiroIHARA

2-1-1DistalRadioulnarLigamentinjuriesassociatedwithDistalRadiusR･actures
RyotaroFUJITANI〃αﾉ．……S163

2-1-2Doesinternalfixationandpositionofulnarstyloidfractureaftct
thelong-termtreatmentoutcomeofdistalradiusfracture？

′IhdahiroNATSUME〃αﾉ．……S163

2-1-3ConservativetreatmentmrTFCCiniury
NoboruMATSUMURA〃αﾉ．……S164

2-1-4AngularStabilizingPlatemrtheFractureoftheDistalUlnaAssociated
withRadiusDistalRFacture

'IhkahikoHIROOKA〃αJ.……S164

2-1-5ResultsoftheUlnarShorteningOsteotomyfOrUInocarpalAbutmentSyndrom
with/WithoutLunotriquetrallntercarpalLigamentouslnjury

KatsuyukilWATSUKI〃αI．……S165

8:50～9:50SpecialSession2:T℃ndon

Moderamr:YbshiyasunU
2-1-SS2-1NewideasoftreatmentfOrthemalletfracturesandtherupturedextensortendons

'IhkashilSHIGURO……S166

2-1-SS2-2TheDevelopmentofLoopedSturefOr'1℃ndonRepair
KenyaTSUGE……S167

2-1-SS2-3Flexortendonrepair-YOshizuprocedure(Yprocedure)
′InkaeYOSHIZU……S168

10:00～10:40SpecialSession3:FinJr
Moderamr:YOshikazunlKIJTA

2-1-SS3-1TheOpepativeReductionfOrOldRacture-DislocationofPIPjoint
YutakaYABE……S169

2-1-SS3-2'Ii･eatmentofFractureDislocationsofPIPjointusingDynamicDistractionAppatatus
KazuhiroMASADAetal.……S170

10:40～11:20SpecialSession4:Forearme虻．

Moderamr:Ryo"AKAMURA

2-1-SS4-1Mobilizationofacongenitalproximalradio-ulnarsynostosis-Kanayaprocedure-
FuminoriKANAYA"αﾉ．……S171

2-1-SS4-2Processof'IJscrewsystemdevelopment
JuichiTANAKA……S172

12:00～13:00Lm1cheonSeminar3

Modera加r:TakashiSASAKI

2-1-LS3JapaneseHealthlnsuranceSystemandHandSulgery(m
ShintataroTACHIBANA ……S173

13:10～15:00SpecialSession4:CongenitalDiffrencesThumbReconstraction
Modera加rS:TbShihikoOGINO

ShinichiroTAKAMMA

2-1-S4-1Surgicalstrategyinpolydactylyofthethumb
HidehikoKAWABATA……S174
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RevisionSurgeryfOrDuplicatedthumb
FmikoHORIIet"J．……S175

Surgical'1i･eatmentofHopoplasticThumb
'IbshihikoOGINO"αﾉ．……S176

TwoStageReconstructionofBlauthlllbandlVHypoplasticThumb
byNon-vascularized4thMetatarsalGraftfOllowedby'Ibndon'Iranstr

ShinichiroTAKAYAMAetaﾉ．……S177

FunctionalreconstructionofthethumbfOrtransversedeficienciesandclefthand

KeizoFUKUMOTOe＃αJ、……S178

ReconstructionoftheThumbsinCongenitalFlexionAdductionContracture
YasushiMORISMAetal.……S179

Functionalevaluationofpinchinanomalyhands
KousukelBA"".……S180
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15:10～15:50 SpecidSession5:Nerve
Moderamr:mdeoKAWAI

2-1-SS5-1HowldevelopedtheworldIsfirstendoscopicmanagementof
carpaltunnelsyndromeasanevidence-basedprocedure

IchiroOKUTSU

2-1-SS5-2DoubleFreeMuscle'IiansferfbrCompleteParalysisofBrachialPlexus
KazuteruDOI
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16:00～17:50 Wmposium5:OpponensplastyhrAdvancedCarpalTunnelSyndrome
Moderamrs:Masahin･oNAGAOKA

HrOyasuIKEGAMI

2-1-S5-11ndicationandProcedureofThumbOpponensplasty

fOrCarpal'IimnelSyndromeintheEldellyPatients
SoyaNAGAO〃αJ、……S183

2-1-S5-20pponoplastymrthecarpaltunnelsyndrome
-Camitzprocedurewithminimalincisionsofminimum5-yearfOllow≧up-

HiroyasulKEGAMI〃αﾉ．……S184

2-1-S5-3TheNewldeaofCamitzOpponoplastyfOrsevereCarpal'IilnnelSyndrome
KozoMORITA〃αﾉ．……S185

2-1-S5-4ResuksofOpponensplastyfOrSevereCarpal'IilnnelSyndrome
andElectrophysiologicChanges

ShingoNOBUTA〃αﾉ．……S186

2-1-S5-5TもndontranstrfOradvancedcarpaltunnelSyndromeintheelderly
-Aretrospectivestudye

MasahiroTOBEe＃αJ、……S187

2-1-S5-61sabductorpollicisbrevismusclereconstructionnecessaryincases
ofsevereidiopathiccarpaltunnelsyndrome？

IkkiHAMANAKA〃αﾉ．……S188

2-1-S5-7EfficacyofOpponensplastyfOrSevereCarpal'IimnelSyndrome
YOuichiMIYAZAKI〃αJ、……S189

ClosingRemarks17:50～

CongressPresidem:YukioHORIUCHI
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Room2

7:00～8:00MorningSeminarl
Modemmr:矼迩dahisal服ABE

2-2-MS1MinimallylnvasiveSuIgeryinHandSurgery
KazuyoshiYAMANAKA ……S190

8:10～9:10mmmorl

Modemmr:Yoshin℃mYOSHIGE

2-2-1Clinicalfindingsofdeeplipomasofthehandandmrearm

'IhkayukiKAMIISHI"αﾉ．……S191

2-2-2EntrapmentoftheRadialSuperficialNerveandPosteriorlnterosseousNerve
intheElbowbyLipoma

DaisukeHARA〃αJ.……S191

2-2-3Softtissuetumoroftheupperextremity
'IhkumaWAKASUGI"αJ、……S192

2-2-4Analysisofglomustumor
KazumaSAWABE〃αﾉ．……S192

2-2-5Peripheralnervetumorinupperextremity
HideyukiMIZUSHIMAeオαﾉ．……S193

2-2-6Neurologicaldeficitsaftersurgicalresectionofschwannomaintheextremity
MichioKIMURA〃αﾉ．……S193

9:10～10:10Tumor2

Moderamr:JmmNISHIDA

2-2-70perativeresultsofgiantcelltumoroftendonsheathofthehand
′IEtsuroHIRAIWAeｵαﾉ．……S194

2-2-8AClinicalStudyofEnchondromasofthePhalanxandMetacarpus
KentaSAITO〃αI．……S194

2-2-9Anexperiencewithl6casesofExostosisinthehandwhichrequiredoperations
'IbtsuroONISHI〃αI．……S195

2-2-10'Ii･eatmentofboneandsofttissuesarcomasofthehandandthewrist

YUjiTOMORI"αI．……S195

2-2-11'Ii･eatmentfOrSoftTissueSarcomasintheHandandFinger
HirotoKOBAYASHIe＃αﾉ．……S196

2-2-12Sarcomainthemrearmandhand:Clinicaloutcomesand

microsurgicalreconstructionfbrlimbsalvage
KeiichiMURAMATSU〃αﾉ．……S196

10:20～11:10F℃rearmRacture

Moderamr:HirWukiHASHIZUME
2-2-13ClinicalresultsofoperativetreatmentfOrboth-bonefOrearmmidshaftfractures

inChildren

HaruhikoSHIMURA〃αJ、……S197

2-2-140perative'1i･eatmentofRadiusRactureinChildren
YOshihikoMATSUYAMA〃αﾉ．……S197

2-2-15SevererotationaldefOrmityafterdiaphysealfi･actureoftheradius
′IbuyoshiMURASE"αﾉ．……S198

2-2-16ThreedimensionalanalysisoffOrearmmalunion
JunichiMIYAKE〃αJ、……S198

2-2-17'IWocasesofMonteggiaequivalent(BadoTirpel)duetoulnaracuteplasticdefbrmation
-ImportanceofrotationaldefOrmity

'IhkashiMASATOMIe＃αJ.……S199
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12:00～13:00LuncheonSeminar4

Moderamr:mtsUjiSZUm

2-2-LS4ClinicalEfncacyofCOX2SelectivelnhibitoronOsteoarthritis
AkinoriSAKAI ……S200

13:15～14:05RheumamidArdnnidsl

Moderamr:HirWukiKATU

2-2-18Diseaseactivityanddeteriorationofthenngerandthumbjoints
inthellleumatoidarthritis

AsamiABE"αJ、……S201

2-2-191nvestigationofUInarDriftinRheumatoidarthritisbyusingthe3D-CT:
TheFirstReport

YasuhiroTSUNEYOSHI〃αJ、……S201

2-2-20Theeffctofbiologicaltherapyonthedisabilitiesoftheupperextremity
inthepatientswithIheumatoidarthritis

KatsushilSHIIg＃αJ.…8..S202

2-2-21SurgeryfOrthehandinRApatientsduringbiologicagemstherapy
'IbshiharuOKUDA……S202

2-2-22Limitationof伽gerflexionduetorheumatoidnexortenosynovitisatZonell
ChikakoYUKIOKA〃αﾉ．……S203

14:05～15:05RheumamidArdnxids2

Moderamr:YbShitakaMINAMIKM

2-2-23'Ibmporaryradiocarpalfusiontostabilizeunstablerheumatoidwrists
'IhkayaMIZUSEKI〃αI．……S203

2-2-241sCastlmmobilizationNecessaryafteraSauve-KapandjiProcedure
inRhellmatoidArthritis？

AkihiroFUKUI〃αﾉ．……S204

2-2-25ProblemsofProximalUlnarStumpafterStabilization

intheSauve-KapandjiProcedure
′IbtsuTSUBONE〃αﾉ．……S204

2-2-26ADLevaluationtotherheumatoidpatientswithimplantarthroplastyoftheMPjoints
AtsuhitoSEKI……S205

2-2-27AstudyofRA伽gerjointarthroplastyusingsiliconeimplant
NatsukoNAKAGMefaJ．……S205

15:15～15:55m[nsorT℃ndonl

Modexamr:MasayukiSEmGUCHI

2-2-28Extensorpollicislongustendonrepairunderconstamtension
MunehisaKITO〃αJ.……S206

2-2-29ClinicalreserachofextensorindicispropriustransferfOrextensorpollicis
longusruptures

YOShihikoTANINO〃αJ、……S206

2-2-30Tbndon'nansferofExtensorlndicisPropriustoExtensorPollicisLongus
underLocalAnesthesia

KojiMORIYAe＃αﾉ．……S207

2-2-31Earlymoterexerciseoftendontransferwithporiesutelpatch
HiromichiAOYAMA〃αﾉ．……S207

15:55～16:35FxtEnsorT℃ndon2

Moderamr:AkimaSaKOBMSHI

2-2-32Long'IbrmResultsofSurgical'IreatmentfbrExtensor'IbndonRupture
MasahiroYUKMAefaJ.……S208

2-2-33Reconstructionoftherupturedextensortendonsinllleumatoidhands
MasayukiSEKIGUCHI〃αﾉ．……S208
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Ruptureoffingerextensortendonscausedbyosteoarthritisofdistalradioulnarjoint
KazuakiSAKAMOTO〃αJ、……S209

RevisionfbrPostoperativeExtensor'IbndonRuptureintheRheumatoidWI･ist
HajimelSHIKAWA〃αI．……S209

16:35～17:25mmorT℃ndon

Moderamr:TakaeYOSHIZU

2-2-36ExperimentaldevicefOrKleinertSplint

ArataKOJIMA"αj、……S210

2-2-37BothflexortendonsrepairinZonellfbllowedbymodifiedKleinertmethod
NaoyaYAZAKI〃αﾉ．……S210

2-2-38Simplifiedearlyactivemobilizationafterprimarynexortendonrepairanditsresult
KazufumiSANOeオαﾉ．……S211

2-2-39LengtheningthelockiglooprepairfOrzone2Hexortendonlaceration
HitoshiHAT,ANAKAeオαﾉ．……S211

2-2-40Long'IbrmResultsofFreetendongraftinghrtheneglectedlnjury
ofFlexorDigitorumProfUndus

HiroshiYAMAZAKI〃αJ、……S212

Room3

8:00～8:40Rehabilitation

Moderamr:TbmWuldAIIO

2-3-1ElectromyographicAnalysisfOrblockingexercisesinhealthysubjects
′IbrufumillTSUKAeオα/.……S213

2-3-2Theclinicalpathofpostoperativetreatmentfbrdistalradiusfracture
-SecondReport

SatoruKATSURAefaJ．……S213

2-3-3Characteristicsand'Ii･eatmentfOrUpperLimblnjuriesAssociated
withSpinalCordlniury

HaruhisaHIGUCHI〃αﾉ．……S214

2-3-4SomatosensoryevokedmagneticfieldsfOllowingmediannerve
anddigitalnerveofbilateralandunilateralstimulation

MineoOYAMA"αﾉ．……S214

8:40～9:30DismlRadiusnature7:Malunion

Modenamr:KmuhiroSAKAI

2-3-5Fbllow-upStudyofUlnarShorteningOsteotomyfOrtheMalunion
oftheDistalRadiusFracture

EtsuhiroNAKAO〃αﾉ．……S215

2-3-6Thefactorrelatedtothegrippowerinsimultaneousradialclosingwedgeosteotomy
andulnarshorteningosteotomyfOrmalunitedextraarticularfi･actures
ofthedistalendoftheradius

YasuhiroOZASA〃αI．……S215

2-3-7CorrectiveOsteotomyfOrDistalRadiusMalunion
HitoshiGOTO〃αJ.……S216

2-3-8Threedimensionalanalysisofdistalradiusfracturemalunion
JunichiMIYAKE〃αI．……S216

2-3-9Correctiveosteotomyofthemaluniteddistalradiusfracturesusing
volarlockingplatefixationandartificialbonegraft

MasahiroYONEDA〃α1．……S217
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9:35～10:351nvimdIeture3

Moderamr:MinoruSHIRATA

2-3-IL3PersonalExperiencesonCongenitalAbnormalitiesoftheThumb
GooHBAEK

10:35～11:35Invimdlecture4

Moderamr:SamshiTDH

2-3-IL41NTRINSICMUSCLEDYSFUNCTION

ClaytonA.PEIMER

12:00～13:0011mcheonSeminar5

Moderamr:YutakaYARF

2-3-LS5RelationshipbetweenHandandBrain
MasanoriTAKAHASHI

13:10-14:101nvihdIecture5

Modenamr:AkioMINAMI

2-3-IL5Dowereallyunderstandwristbiomechanics？
MarcGarcia-ELIAS

14:10～15:101nvimdIEcmre6

Moderamr:MoroeBEPPU

2-3-IL6ScapholunateDissociation:WhyDo'1i･eatments随il？
RichardA・BERGER

……S218

……S222

……S225

……S226

……S230

15:20～16:10UInarWhist3

Moderamr:TakuyaSMIZUMI

2-3-10DistalRadialWedgeOsteotomyfOrUlnoCarpalAbutmentSyndrome
HiroyukillDA〃αﾉ．……S232

2-3-110penrepairofthetriangularfibrocartilagecomplex
NaotoTSUBOKAWA〃αJ，……S232

2-3-12'IreatmentofUInarPeripheral'IbarsinThe'IifiangularFibrocartilageComplex

bySimpleOutside-inArthroscopicRepair'I℃chnique
OkimitsuTOYOYAMA〃αJ.……S233

2-3-130penRepairofFbveaRuptureofthe'Ii･iangularFibrocartilageComplex

ChOjoFUTENMA〃αJ、……S233

2-3-14DistalRadio-UlnarLigamentReconstructionfOrChronicDRUJInstability
OsamuSOEJIMA〃αﾉ．……S234

16:10～16:55DitalRadiusFiacture8:VblarlpckingPlan1
Modenamr:YasuShiSZUm

2-3-15DevicehradequatesettingofvolarlockingplatefOrdistalradiusfractures
YOshiakiYAMANAKA〃αﾉ．……S234

2-3-16AComparisonbetweentheRecoveringProcessesoftheRangeofMotion
afterusingTwoDifferentRockingPlatesintheOperationhrDistalRadiusRactures

MasaakiKMNO〃αﾉ．……S235

2-3-17Clinicaloutcomemrdistalradiusfracturestreatedbypalmarplatingsystem
-Palmarradialsystem(PRS)vs･Acu-Locradiusplatesystem(Acu-LoO-

KenichiAKASHI〃αJ.……S235

2-3-18PostOperativeCorrectionLossofLockingPalmarPlateFixation

fOrDistalRadiusFractureswithRadialStyloidFragment
KojiMORIYA〃αJ、……S236

2-3-19ClinicalresultsandcomplicationsofvolarlockingplatingfOrthetreatment
ofthedistalradiusfractures;amulticenterstudy

HiroakiSAKANO〃αJ、……S236
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16:55～17:35DimlRadiusnature9:VblarlpckingPla"2

Moderamr:mtsujiSZUm

2-3-20ClinicalResultsofVOlarLockingPlateFixationfbr'IreatinglntraaArticularFractures
ofDistalRadiuswithDorso-MedialFragment

HidekilSHII"αﾉ．……S237

2-3-21ClinicalresultsofvolarplatingfOrAOtypeB3distalradiusfractures
YukioUENO〃αJ、……S237

2-3-22PolyaxialLockingPlateFixationfOrDistalRadiusFractures
ManabuTAGUCHIe＃αI．……S238

2-3-23ClinicalResultofCondylarStabilzingT℃chniquefOrlntraarticularDistalRadius
Fracturewithcomminutionofdorsaljointsurface

'IhtsUjiFUJIWARA〃α/.……S238

7:00～8:00MorningSeminar2

2-4-MS21ntctionofthehand

Room4

Moderamr:YoshinoriOM

KoichiNEMOTO ……S239

08:10～10:00PanelDiscussion2:CRPS

Moderamrs:NaWukiOCHIAI
YUkioHORIUCHI

2-4-P2-1DEXAandFhtwatercontentanalysisofCRPSlikeboneatrophyinthedistalradius
'IbshiyasuNAKAMURA〃αI．……S240

2-4-P2-2Thechangeofcutaneousnociceptoractivityinneuropathicpainmodel
HirokiYAJIMAgｵαI.……S241

2-4-P2-31nnuenceofstressonperipheralnerve
MasatoshiAMAKO〃αﾉ．……S242

2-4-P2-4MedicationmrCRPS

YbichiKOSE……S243

2-4-P2-5Warm-coolalternatingbathfOrCRPS

'IhkayaMIZUSEKI〃αI．……S244

2-4-P2-6Pathologyand'IiFeatmentofCRPS-Outcomeofin-situtissueengineering

withaPGAFCollagentube

YujilNADA〃αJ、……S245

2-4-P2-7EftctivenessofElcatoninfbrupperextremityCRPS

′IhtsuyaMASUKOe＃αI．……S246

10:20～11:00WWsmnia/FingerDehrmity
Modera加r:NaomkaSAKAI

2-4-1Surgical'Ii･eatmentfOrFbrcalDystoniainMusicians
YasushiNAKAO……S247

2-4-2Fbcaldystoniainmusicians
KoichiNEMOTO〃αI.……S247

2-4-3Surgical'IifeatmentfOrSwan-NeckDefOrmity
HisaoKOUDA〃α/，……S248

2-4-4'Ireatmentofposttraumaticswan-neckdefOrmity
'IhiheiYAMAGUCHI〃αJ.……S248

12:00～13:00LmncheonSeminar6

Moderamr:YbshikiHAMADA

2-4-LS6'Ii･eatmentofneuropathicpaininPainClinic
SetsuroOG州
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13:10～14:50PanelDiscussion3:Hourgass-nkeConstriction㎡thePeripheralNerve
Moderamrs:AkiraNAGANO

KPnichiTAZAKI

2-4-P3-1SpontaneousPosteriorlnterosseousNervePalsy:Ourclinicalexperience
KenichiTAZAKIg＃αJ.……S250

2-4-P3-2Surgicaltreatmentfbrspontaneousanteriorinterosseousnervepalsy
ShinichiYAMAMOTOe＃αJ、……S251

2-4-P3-3'Ii･eatmentofAnteriorlnterosseousNervepalsywithminimalskinincision
KensukeOCHIeraﾉ．……S252

2-4-P3-4ClinicalResultsofSurgicalTifeatmentfOrlnterosseousNervePalsy
withSeveralConstrictions

'IbkuyoshiYAMAGIWAeｵαJ、……S253

2-4-P3-5AnteriorandPosteriorlnterosseousNervePalsywithoutEntrapment
ShushiHOSHINO〃αJ、……S254

2-4-P3-6Clinicalstudyofspontaneousanteriorandposteriorinterosseousnervepalsy
HirokoNARISAWA〃αﾉ．……S255

15:00～15:50ParalyncHand/Callotasis
Moderamr:TEnkashiMISIJSHITA

2-4-5BicepstendontransferfOrfingernexionofreplantedfOrearm
'IbkioKASAI〃αﾉ．……S256

2-4-6TheoutcomeofoperativetreatmentoftheupperextremityfOrspasticpalsy
KatsuyasuFUKASAWAeｵαﾉ．……S256

2-4-7PercutaneousOsteotomyfOrBoneLengthening
JunARATAetaﾉ．……S257

2-4-8Lengtheningandcorrectionofthedistalradiusafterepiphysealinjury
-Strategyandproblemofllizarovmethod-

HisayaSHIRAI"αﾉ．……S257

2-4-9ComputedTbmographicAssessmentofReductionoftheDistalRadioulnarJoint

byGradualLengtheningoftheRadius
HyunSikGONGet"．……S258

15:50～16:40TYnumbCM/Srr

Modexamr:TMMIKn死uHIRAYAMA

2-4-10MorphologicalChangeinthe'Ii･apeziometacarpalJoint
'IbshikiMIURA〃αI．……S258

2-4-110utcomeofKaarelaisarthroplastymrosteoarthritis

ofthethumbcarpometacarpaljoint
MahitoKUWAHARA〃αJ.……S259

2-4-12Thompson
HiroshiNAKAGAWA〃αﾉ．……S259

2-4-13AnAlternativeArthrodesis'I℃chniquemr'IrapeziometacarpalOsteoarthritis

KazuyaKUROSAWA〃αﾉ．……S260

2-4-14ArthroscopicResectionofDistalPoleoftheScaphoidmr

ScaphotrapeziotrapezoidJointArthritis:ComparisonbetweenSimpleResection
andlmplantlnterposition

AndreaGHFZZIeｵαJ、……S260

16:40～17:40FuncdonalAssessmente枕．

Moderamr:KnnniichiASO

2-4-15AnewpatientbasedoutcomemeasurefOrupperextremitydisorders

ShigeruKURIMOTO〃αﾉ．……S261

2-4-16ValidationofJapaneseSocietymrSurgeryoftheHandversion
ofthePatientRatedWI･istEvaluation

'IbshihikolMAFDA"αﾉ．……S261

－99－



Clinicaltaturesofcompartmentsyndrometotheupperextremity
MitsuruNEMOTO〃αJ.……S262

CompartmentSyndromeintheHandorFbrearmfOllowingsnakebite:
areportof6cases

'IbshiyukilSHIKO〃αﾉ．……S262

PincerNailandlngrownNail-ComparisonbetweenFingerand'Ibe
KaoriSHIONOYA〃αI．……S263
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2-4-19

ROom5

8:10～9:10CarpalTummelSyndrome3
Moderamr:YasukazuKATSUMI

2-5-1PostPoperativeresultsofcarpaltunnelsyndromeinpatientsagedover75yearsold
KumikoKANAYAetαJ.……S264

2-5-2ElectrophysiologicalEvaluationofCarpal'IilnnelReleaseinDiabeticPatients
YasukazUKATSUMI〃αJ、……S264

2-5-3Ultrasound-assistedPercutaneousCarpal'IimnelRelease
KenichiNAKAMICHI"".……S265

2-5-41ndicationofECTRfOridiopathiccarpaltunnelsyndrome
ShigeharuUCHIYAMA〃αj、……S265

2-5-5ComparativestudybetweenopenandendoscopicCTR

RyuichiNISHIMURA〃αﾉ．……S266

2-5-6Evaluationoftheresponsivenessoftheperceptionquantitativemeasuringdevice
(PainVision)fbrcarpaltunnelsyndrome

KoiChiNAKAMURAeオαﾉ．……S266

9:10～10:10CaxPalTummelSyndrome4
Moderamr:T？nkashiMAISUMIJRA

2-5-7ClinicalResultsofSurgical'IreatmentofCarpal'IimnelSyndrome
Withthumboppositionpalsy

HaruhikoTAKAflA〃αI．……S267

2-5-8PostoperativeRecoveryofThenarMuscleAtrophyinSevereCarpal'IilnnelSyndrome
'IntsukiEBAIYA〃αﾉ．……S267

2-5-9ResultsofopponensplastyfOrsevercarpaltunnelsyndrome
SoutetsuSAKAMOTO〃α!.……S268

2-5-10TheeffectivenessoftheamplitudeofCMAP

afterpalmarstimulationmeasurementinadvancedcarpaltunnelsyndrome
'InkakoKANATANI〃αﾉ．……S268

2-5-11RestorationofThumbOppositionafterCarpal'IilnnelRelease

YOshiyukiASADA〃αﾉ．……S269

2-5-12VascurizedtissuecoverageofthemediannervefOr
therecalcitrantcarpaltunnelsyndrome

MahitoKUWAHARA〃αﾉ．……S269

10:10～11:10CarpalTunnelSyndrome5
Moderamr:IchiroOKUISU

2-5-13ClinicalanalysisofpillarpainafterEndoscopiccarpaltunnelrelease:

usingsteroidiniection
′IhizoKONISHIIKE"αﾉ．……S270

2-5-14Pillarpainafteropencarpaltunnelrelease
YutakaMAKI"αﾉ．……S270

2-5-15Carpaltunnelsyndromeofhemodialysispatientduetodiabetickidneydisease
MarieMABUCHIgオαﾉ．……S271

－100－



2-5-16

2-5-17

2-5-18

ClinicalResultsofEndoscopicCarpal'IilnnelReleasefOrRecurrentCarpal'Iimnel

SyndromeinHemodialysisPatients
'IbmoyukiROKKAKUeｵαﾉ．……S271

RiskFactoroftheRecurrenceofCarpal'IilnnelSyndrome

onLongTErmHaemodialysisPatientsJI､hesecondreport
IzuruKITAJIMA""．……S272

ClinicalFbatureslnfluencingthePatientBasedOutcomeafterCarpal'IimnelRelease
HyunSikGONGetaJ.……S272

12:00～13:001nmcheonSeminar7

Moderamr:FuminoriKANM

2-5-LS7Bioabsorbableandosteoconductiveartificialbonesubstitutemrfi･acture

ofthedistalradius

HiroakiSAKANO……S273

13:10～14:00Contmcture

Moderamr:MasamichiUSm

2-5-19SurgicaltreatmentfOrposttraumaticcontractureofthePIPjoint

-EffectontheROMoftheDIPjoint
KozoSHIMADA〃αJ.……S274

2-5-20MobilizationusingvolarapproachfOrextentioncontractureofMPjoint
KouichiSUZUKIetaJ．……S274

2-5-210urExperienceofBoneDistractorinthe'Ii･eatmentofJointContracture
ShintaroMATSUURAetaJ．……S275

2-5-22Flapinskindetctsafterreleaseofadductorcontractureofthethumb

MitsuguUEHARA〃αI．……S275
2-5-23Surgical'Ii･eatmentmrLimitationoftheFbrearmRotationduetoFbrearmMalunion

JunKAKIZAKI〃αJ.……S276

14:00～14:50Scaphoid
Moderamr:HikaruTASFIIMA

2-5-24UsefUlneSsandLimitofScaphoidFracturewithSmalllncisionMethod
DaisukeKURAMOCHIe#αﾉ．……S276

2-5-25Therapeuticresultsofnonunionofthescaphoidincludingintractablecases
KatsumiTAKASE""I.……S277

2-5-26Salvageoperationofscaphoidnonunionaftersurgicaltreatment
HiroyukiFUJIOKA〃αJ、……S277

2-5-27Asymptomaticscaphoidnonunion
GorolNOUE……S278

2-5-28Non-vascularizedbonegraftandinternalfixation
mrtreatmentproximalpolescaphoidnonunion

HiroyukiMATSUKIetaﾉ．……S278

15:00～15:40Wristl

Moderamr:Mi館uhin℃AOKI

2-5-29DiscrepancybetweenGeisslergradingsystemandXrayfindings
inscapholunatedissociation

HiroshiONO"αﾉ．……S279

2-5-30ArthroscopicdiagnosisandtreatmentfOrlunotriqutraldissociation
MaSahiroTKI､EBEeオαJ、……S279

2-5-31'Ii･eatmentofLunateandPerilunateDislocations

HiroyukiSHIMIZU〃αJ、……S280

2-5-32DislocationoftheCarpusinvolvedinWringerlIIury
KeikoHAYAKMeｫαJ、……S280
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15:40～16:20Wrist2

Moderamr:ShinjiNISHIKAWA
2-5-330utcomeofthetreatmentmrSLAC/SNACwrist-systematicreview-

'IakehiroKATAOKA""．……S281

2-5-341ntercarpalLigamntlnjuriesAssociatedwithDistalRadiusFractues

KOjiYAMAMOTOeMJ.……S281
2-5-35UsefulnessoftheWristArthorscopyinWristfractures

'IhkahikoDOGO〃αI．……S282

2-5-36UsefullnessoftheWristArthroscopeinScaphoidRactureswithCysticChange
YOon-SooKIMeｵαJ、……S282

16:20～17:00Phalanxl

Moderamr:TakaShiISHIGURO

2-5-37Miniscrewfixationofmalletfingerfi･acture

RyoHIMTARIet"J.……S283

2-5-38'IreatmentmrPIPjointwithcompassPIPjointhinge
YOukoTAKAHASHIetaﾉ．……S283

2-5-39EfficacyoftheeallymotionexercisefOrtreatmentof

thevolarplateavulsionfractureofthePIPjoint
MasafumilSHIZUKI〃αﾉ．……S284

2-5-40VOlarA1pulleyapproachmrfixationofavulsionfracture

ofthebaseoftheproximalphalanx
AkitoNAKANISI〃αj、……S284

17:00～17:40Plnalanx2

Moderamr:Masah'milSHIZUKI

2-5-41RPeeOsteochondralGraftfOrPartialFingerJointDetctsinAdults
HidekiTANAKA〃α/.……S285

2-5-42CostalCartilageGraftsfOrreconstructionofPIPjoint
'InkayukiFUJII〃αJ.……S285

2-5-43ReconstructionwithCostalcartilagegraftinthelnterphalangealjoint
'IhroKAKAZU〃αﾉ．……S286

2-5-44Experienceofnewlydevelopedvolarstabilizingsurfacereplacementarthroplasty
ofMPjoint

'IbtsuyaSATOeｵαJ、……S286

ROom6

8:15～8:45HeberdenNodes

Moderamr:KOuzoFUJISAM

2-6-EP1Thetreatmentofmucouscystnotusinglocalfalp
YukoHOSHINO〃αI．……S287

2-6-EP2DistallnterphalangealJointArthrodesiswithHeadlessCompressiveScrew
YOshimichiTANIWAKI"αﾉ．……S287

2-6-EP3ConservativetreatmentofHeberdennodeusingfingersac
MasayoshilKEDAeオαJ.……S288

2-6-EP4ArthrodesismrlnterphalangealjointofThumbinRheumatoidArthritis
'InkeshiKOKUBU〃αj、……S288

8:45～9:10CMJoint

Modexamr:KazuhiMMAISUSHTIW

2-6-EP5SurgicaltreatmentfOrfracturedislocationoftheulnarcarpometacarpaljoints
MitsuhikoNANNOetαﾉ．……S289
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2-6-EP6

2-6-EP7

ScrewfixationwithuseofAcutrakMini(ACUMED)

intrapeziometacarpalarthrodesis
'IhkamasaSHIMIZUe#αﾉ．……S289

Experienceof'IifapeziometacarpalProsthesisfOr

thumbCarpometacalpalOsteoarthritis
MasanoriNAKAYAMAetaJ．……S290

9:10～9:35UharWriSt

Moderamr:OsamuSOmlMA

2-6-EP8'IreatmentfOr'Ii･iangularFibrocartiliageComplexLesionsinourhospital
YUkitomoARIZONOeｵαJ、……S290

2-6-EP9The'Ii･eatmentofUInarStyloidFracturesusingUSI-Plate
ShinobuSAITO〃αﾉ．……S291

2-6-EP10ClinicalresultoffOrearmshortningosteotomyfOrKineb6chdiseaseandUlno-carpaII
abutmentsyndrome

KeiMORIZANEetaﾉ．……S291

9:55～10:30DimlRadioUharJoint

Moderamr:Yasuno面TANIGUCHI

2-6-EP11UlnarwristpaincausedbythelesionaboutECUsubsheath
'IhkeshiYOSHIDA……S292

2-6-EP12VisualizationofDRUJaxialplaneanddynamicevaluation
ofDRminstabilityunderxFrayimageintensifier

'IbShihiroKANDAetaJ．……S292

2-6-EP13RepairandreconstructionoftheTFCCinchronicGaleazzifracture-dislocation
YukiBESSHOe#αﾉ．……S293

2-6-EP140perative'IreatmentfOr'1i･aumaticlnstabilityoftheDistalRadioulnarJoint
HikaruTASHIMA〃αI．……S293

2-6-EP15Areconstructiveprocedure(Hui-Linschidmethod)fOrdorsalsubluxation
ofthedistalradioulnarjoint

DaiMURArA"aﾉ．……S294

10:30～11:00DimlRadiusRacture2

Moderamr:MasamOKAZAm

2-6-EP16Thenecessityofremovalagainstvolarlockngdistalradialplate
′IhtsuyaHAI,TORIetal．……S294

2-6-EP170steoporotictreatmentafterdistalradiusfracture:Orthopaedicsurgeonsirecognition
ShigeharuUCHIYAMAetaJ．……S295

2-6-EP18ClinicalAssessmenthrtheRiskFactoroftheRapture

oftheFlexorPollicisLongusafterVOlarPlatingoftheDistalRadius
OsamuNAKAMURA""J.……S295

2-6-EP190utcomeofDistalRadiusmactureusingDorsalLockingPlateSystem

YOshiyukiANDO〃αI．……S296

11:00～11:30DismlRadiusFrature3

Modenamr:YasnnhiroYOSHIKM

2-6-EP20NeglectedRadiocarpalDislocation;acasereport
NaokiOSAMURA鉱αﾉ．……S296

2-6-EP21JointProbingT℃chniqueAsaMethodfOrJointfi･agmentsReduction
inlntra-articularFracturesoftheDistalRadius

ShoheilWABU""l.……S297

2-6-EP22ArthroscopicallyAssistedReductionandPalmarLockingPlating
hrAOtypeCIntra-articularDistalRadiusFracturesintheElderlyFbmale

HidetoshiTERAURA〃αJ.……S297
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2-6-EP23Earlyoccupationaltherapymrdistalradiusfracture
ShinichiGOTOH〃αﾉ．……S298

13:10～13:35NerveResearchl

Moderamr:TakeruARAI

2-6-EP241nvolvementofp38MAPKinregulatorymechanismof
nerveregenerationusingknockinmiceexpressingp38mutant

NaokiKATO"αJ、……S298

2-6-EP25Repairofperipheralnervegapbydirectlengtheningofbothstumpsinprimates
YukiHARAetαI．……S299

2-6-EP26Peripheralnerveregenerationusingcollagentubespackedwithcollagenfilaments
HidekiOKAMOTOeオαI．……S299

13:35～14:00NerveResearch2

Moderamr:SoichironOH

2-6-EP27Retrogradelabelinginperipheralnerveresearch

AyatoHAYASHIeｵαJ.……S300

2-6-EP28Chronologicalchangesofperipheralneuropathyinducedbyexperimentalrepetitive
compressionofthesciaticnerveinrabbitRelationshipbetweennerveconduction
andbloodHow-

YUkihiroKOKUBUe＃αJ.……S300

2-6-EP29Effctsofrepeatedcrushinjuriesonfunctionalrecoveryofthesciaticnerve
'IbshirolTSUBO〃αﾉ．……S301

14:00～14:30NerveResearch3

Moderamr:HisayaSHmAI
2-6-EP30TheeffectofCalcitoninontheSodiumChannelofDorsalRootGanglion

afterSciaticNerveAxotomyinRats
KatsunoriOHNO〃αJ.……S301

2-6-EP31ApplicationoftheModifiedSihlersStain'Ibchniqueto
CadavericPeripheralNervesdistributedaroundFbrearmarteries

HiroshiMIYAUCHIgォαI．……S302

2-6-EP32EffectoftheHGFgenetherapymrneuropathicpainmodel
TbyokazuTSUCHIHARA〃αJ.……S302

2-6-EP33Experimentalresearchintoinnuenceonnormalperipheralnerve
ofhyperbaricoxygentherapy

KOjiYAMAMOTO〃αJ.……S303

14:30～15:00NerveResearch4

Moderamr:Yuｫ拝nMMAKY

2-6-EP34Sensoryimpairmentinischemic-reperfusioninjuryofratnerve
'IbyokazuTSUCHIHARA〃αﾉ．……S303

2-6-EP35CatWalkdynamicgaitanalysisinratsciaticnerveinternalneuroslysismodel
MichiroYAMAMOTO〃α1．……S304

2-6-EP36Theusemlnessofanewpolylacticacidfilmasanerveprotector
afternervesuIgery

NobuyukiOKUI〃αJ.……S304
2-6-EP37Novelpolysaccharide-derivedgelpreventsperineuraladhesions

MichiroYAMAMOTO"".……S305

16:00～16:30BnachialPlauS

Moderamr:YOjiMUKAMI

2-6-EP38Measurememofsubclavicularpressureonthes曲clavianarteryandbrachialplexus
duringprovocativepositioningfOrthoracicoutletsyndrome

YOshitakaTANAKA"αJ、……S305
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2-6-EP39TimemrinitialsurgeryfOrbrachialplexusinjury
KiminoriYUKATA〃αJ、……S306

2-6-EP40ReconstructionofHandFunctionwithAccesoryanerve-innervatedLatissumus

Dorsi'IransferinPatientswithBrachialPlexuslnjury

KOjiOSUKA""．……S306

2-6-EP41TheEftctivityofBiofedback'IifaininginPatients
withBrachialPlexuslnjuryafterlntercostalsNerveCrossing

MiChihitoMIYAGIeta！．……S307

16:30～16:55Measuremente虻．

Moderamr:SouichirouT乳ⅢG…

2-6-EP42ReliabilityofthefingerMPjointanglemeasurementvalue
withtheelectricalgoniometer

'InkashiMURAI〃αJ.……S307

2-6-EP43Correlationwithintrinsicmusclestrengthandpinchstrength
SejiNISHIMURAeta！．……S308

2-6-EP44MechanicalPropertyoftheSubcutaneousTissue
inFiniteElementFingertipModel

NaotakaSAKAI〃αj、……S308

Room7

8:40～9:05RheumamidArdlridsl

Moderamr:mzuhiroMASADA

2-7-EP1Radiologicalexaminationinthejointdestructionofrheumatoidarthritis
byusingSharp-vanderHeijdescore

ThkeShiMOCHIZUKI〃αJ、……S309

2-7EP2ArthroscopicSynovectomyofFingerJointsinthePatients
withRheumatoidArthritis

IsatoSEKIYA〃αJ、……S309

2-7-EP3ResultsoftheAMNTAsiliconeimplantarthroplasty

fOrthePIPjointsofrheumatoidarthritis
'InkUjilWAMOTO〃αI．……S310

9:05～9:30RheumamidArdnrids2

Moderamr:HajimelSHIKAWA

2-7EP4ClinicalandradiographicevahationsofSauve-Kapandjiprocedure
fOrdisorderofthedistalradioulnarjointinrlleumatoidarthritispatients

HiroshiJOJIMAe＃αJ..

2-7-EP5Wristsurgeryusingtheosteotomizeddistalulnawithitsvascularitypreserved
YOshiyukiOHNO〃αﾉ．．

2-7EP6Sauve-KapandjiproceduemrRAwrist
'InkashiTOMIYAMA〃αI．．

S310

S311

S311

9:30～9:55AsepdcNecrosisl
Modexamr:YUkioNAKMSUCHI

2-7-EP7CIosingradialwedgeosteotomyfOrPreiser'sdisease
OusukeHAYASHI〃αJ.……S312

2-7EP8Avascularnecrosisoftheproximalcarpalrowincollagendiseasepatients
HiromichiMITSUYASUetaJ．……S312

2-7LEP9MidtoLong'IbrmFbllow≧upofSteroid-inducedCarpalAsepticNecrosis
KazukiKUNIYOSHI〃αﾉ．……S313
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9:55～10:25AsepticNecrosis2

Moderamr:Shin"NOBUTA
2-7EP10Kienbock'sDeseaseAssociatedwithConnectiveTissueDisease

'IhkashiSHIMOEet"1……S313

2-7LEP11Clinicaloutcomesofresectionarthroplastybyusingtendonballgrafting
mrKienbockisdisease

'IbmoyaMATSUHASHI〃αﾉ．……S314

2-7EP12'IreatmentofAdvancedKienbock,sDiseasewith'IbndonRolllmplantation
and'IEmporaryPartialWristFixation

'InkamasaSHIMIZU〃αJ.……S314

2-7-EP13 ThePedicleVascularizedBoneGraftFromtheDistalEndofRadius

mrtheSuIgical'IreatmentofKienb&ouml;ckDisease
RyutaroKURIYAMA〃αI．……S315

10:40～11:05Bone/IjgamentResearch
Moderamr:KenichiKAZUm

2-7EP14EffectofEnamelmatrixproteinson'Ibndon-Bonelnterface
inLigamentReconstructioninaRatModel

YUtakaKADONISHI〃αﾉ．……S315

2-7EP15ComputeraidedskeletalreconstructionwithuseofBoneMorphogeneticProtein
ExperimentalstudyofnewmethodfOrskeletalreconstructivesurgery

KoichiYANO〃αI．……S316

2-7-EP16Cellsheetiniectionmrmsbonetissue

ManabuAKAHANE〃αﾉ．……S316

11:05～11:30Carmaf/ImmuniWResearch
ModexHmr:OSamulSHIDA

2-7EP17Theoptimalporosityofsyntheticpolymerscafmldoncartilagerepair
withoutculturedcells

HiroyukiFUJIOKAeｵαﾉ．……S317

2-7EP18SyntheticpolymerscaffbldwithoutculturedcellfOrcartilagerepair
NarikazuTOYOKAWA〃αﾉ．……S317

2-7LEP19Compositetissue/vascularizedbonemarrowtransplantation:Repopulation
ofhostbonemarrowandinductionofimmunotolerance

KeiichiMURAMATSU"αJ、……S318

13:30～13:55MalletFMnfrl

Mode1圏mr:HirWukiSHIMZU
2-7LEP20SulgicalTifeatmentfOrChronicMalletFingers

'IbshikazuTANAKA〃αJ.……S318

2-7LEP21ModifiedlshiguroIsProcedurewithDoubleExtensionBlockfOrMalletFractures
'InkeshiSAITO〃αJ.……S319

2-7-EP22UsefulPreoperativeAssessmentfOrMalletR･acture

YasuoCHUREIet".……S319

13:55～14:20MalletFinJr2
Moderamr:YinkilniroKINOSHITA

2-7EP23'Ireatmentofmalletfracturebylshiguromethodwithpinsburiedsubcutaneously
SatoshiTAKAHATA〃αJ、……S320

2-7-EP241nfctiouscasesofmalletiingerafteroperativetherapy
IchiroNAKAJIMA〃αJ、……S320

2-7LEP25ClinicalResuktsofClonicMalletfractures

HaruhikoTAKATA"aJ．……S321
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15:00～15:35DimlRadiusRature4:VblarPlan

Moderamr:KOzoSHIMADA

2-7EP26ClinicalResultsofLockingPalmarPlateFixationusingAcu-Loc
mrDistalRadiusFractures

IkumaKMI〃αﾉ．……S321

2-7EP27ComparisonoftheClinicalResuksamongThreeTypesofVOlarLockingPlate
fbrDistalRadiusFractureUsingHand20

'IbshikazuKURAHASHI〃αl.……S322

2-7-EP28ClinicalResultsofVOlarPlatinghrDistalRadiusR･actures-Comparison
betweenMonoaxialLockingPlateandPolyaxialLockingPlate-

KeikichiKAWASAKIeｵαl.……S322

2-7EP29ClinicalResultofPalmarLockingPlateFixation

fOrDorsallyDisplacedFracturesoftheDistalRadius
KatsutoShiNOIKE〃αI．……S323

2-7-EP30GrossAnatomicalStudyofVOlarAspectofDistalEndofRadius
HirotakaSHIMIZUetaﾉ．……S323

15:35～16:10DismlRadiusFrature5:Malunion
Moderamr:HdekazuKAMSHIMA

2-7-EP31CorrectiveOsteotomyfOrMalunionofDistalRadiusFracture
-CallusRemovalOsteotomyvsOpenWedgeOsteotomy-

ShingoKOMURA〃αﾉ．……S324

2-7EP32CorrectiveOsteotomyusing60%porositybeta
JI,CPblocktypefOrmalunionofdistalradiusfractures

YasuhiroYOSHIKAWAeオαﾉ．……S324

2-7-EP33CorrectionOsteotomywithUlnarHeadResection
fOrMalunitedFracturesoftheDistalRadius

YasuhikONISHIOeオαﾉ．……S325

2-7EP34'IreatmentofDRUJArthropathyafterDistalRadiusFi･actures
'IbmomiSAKIHAMAetaJ．……S325

2-7-EP35'Ii･eatmentoftheDistalUlnaR･acturescombinedwith

theDistalRadiusFractures

ManabuKUSHIDA〃αJ.……S326
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抄録

4月16日（木）



会長講演

本学会の企画と手の外科専門医制度に関するアンケート結果分析

Theprqjectsofthismeetmgandtheanalysisofthequestionnaire

onthehandspecialtiessystemofJSSH

堀内行雄

川崎市立川崎病院整形外科

スローガン「専門医制度の確立－更なる技術の修得に向けて」のもと，3つの企画を組みました1

つ目は，総会直後のシンポジウム「日手会専門医制度の現状と未来」で多くの会員に現状を理解し

ていただきたいと考えました．2つ目は，若手専門医への提言として12名の先生方に「特別講座：

新しい治療法の開発－その苦労と工夫，コツと修練法」を担当していただき，これから活躍する会

員に多くのヒントと情熱を与えていただきたいと考えました．3つ目は，以下に述べるアンケート

です．そのほかにも例年通り学術的なものも多く取り入れ，興味あふれるプログラムを組みました．

会場が多くすべてに参加していただけないのが残念です．

演題募集時の手の外科専門医に関するアンケート460名分の集計結果を報告します．回答者の約70％

が45歳未満で，92％が男性，約40％が専門医（うち形成外科5.3％）でした．今後専門医を取りたい

と答えたのは91.9％でした．専門医数は日手会会員数の何％が適当かという問には2040％が最多で

した（移行措置後専門医数619名，正会員数の19.6％)．適正な試験合格率は60-80％が最多でした．

必須スキルは，新鮮外傷（腱・神経)，骨折・脱臼，絞抓性神経障害の治療の順でした後輩に勧め

る書物は,Greenisoperativehandsurgery,私の手の外科（津下),手の外科の実際!(津下）が上位

でした．研修施設の研修は83.3％が必要と答えました．資格更新必須事項は，講習受講，学会参加，

学会発表などの順でした指導医制度の必要性については「はい」が42.4％でした．専認構の認める

標榛可能な専門医を目指すことに73.7％が賛成で，日本医学会加盟にも76.1％が申請継続を支持して

いました．

日手会がこれらの会員の要望を十分に満足させ，専門医制度を確立するには法人化など多くの越え

なければならないハードルがあります．本学術集会総会とシンポジウムにも，是非，参加していた

だき，現状とこれから進むべき道を一緒に模索しましょう．
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第2,3CM関節からの骨軟骨移植による手指関節損傷の再建
OsteochondralGraftfromthe2ndor3rdCMJomtfbrthetreatmentofOsteochondralLesion

ofthehterphalangealJomt

○砂川融1，石田治2，生田義和3，越智光夫4
'広島大学大学院保健学研究科運動制御解析科学，2広島市立広島市民病院整形外科，

3広島手の外科微小外科研究所，4広島大学病院

【目的】当科では手指関節面の欠損に対する治療法として，可動性に乏しく関節面の一部を切除しう

ると考えられる第2,3CM関節からの遊離骨軟骨移植を行い良好な成績を得ているので，その手術

手技，成績適応について報告する．

【手術方法】関節面が欠損している指関節の側正中切開で側副靭帯を翻転して関節内に進入し，拘縮

や癒着など可動域制限や変形の原因の除去と軟骨欠損部の掻爬を行う．次に有頭骨または第2．3中

手骨基部関節面から骨軟骨片を採取し，これを移植部に適合するように正確にトリミングし，キル

シユナー鋼線で固定する．術後は3週頃から自動運動を開始する．

【症例】術後2年以上経過観察できたのは10例で，小児例が8例，成人例が2例であった.PIP関節を

再建したのが6例,DIP関節を再建したのが4例で，骨軟骨欠損範囲は関節面の25～100%,平均54%

であった．術後経過観察期間は平均5年4ヵ月であった．

【結果】術後に脱臼を生じ1例を除き痩痛は軽快し，可動域は術前伸展-22.,屈曲47.が術後伸展-12｡,

屈曲50｡となり，側屈変形は術前33°が術後4｡と改善した．術後脱臼を生じた1例には二次的に関節固

定術を行った．移植片採取部に瘻痛や圧痛，異常可動性を認めた例はなかった．

【結論】本法で最も重要なのは手術中に十分拘縮や癒着を除去すること，移植片を正確に関節面に適

合させること，できる限り早期に可動域訓練を開始することで，最も良い適応は軟骨細胞の活性が

高くリモデリングが期待でき，他の術式の選択肢が少ない小児例であるが，関節面の欠損が50％以

上に及ぶ場合には慎重に適応を決定する必要がある．本法は手技が容易で関節面の再建法として有

用な術式である．
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PIP関節損傷陳旧例の救済手術（骨軟骨移植を中心に）

SalvageOperationfbrtheChromci可uriesoftheProximallmerphalangealJoint

○児玉成人1，今井晋二1，松末吉隆1,佐々木英幸2,本城昌3
』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

【はじめに】PIP関節損傷は屈曲拘縮を来しやすく，特に陳旧例は手術を行っても機能障害を残しや

すい．今回その治療成績について検討したので報告する．

【対象・方法】2005年から2007年に当科にて手術を施行した症例のうち,1年以上経過観察が可能で

あった13例を対象とした．手術時年齢は16歳から61歳（平均36歳),受傷から手術までの期

間は1～15ケ月（平均5.5ヶ月）であった．内訳はPIP脱臼骨折陳旧例が8例，切断を含む開放骨

折例が5例であった．術式は脱臼骨折例では骨切り術および軟骨欠損例では第2．3中手手根関節

よりの骨軟骨移植術，骨軟骨欠損の大きい開放骨折例は肋軟骨移植術を行った評価法は骨癒合の

有無関節可動域はPIP関節可動域,TotalActiveMotion,総合評価は石田の評価法を用いた．

【結果】骨切り術のみを行った症例は4例，第2．3中手手根関節よりの骨軟骨移植術は3例，肋軟

骨移植による関節部分置換術が2例，全置換が1例，大腿骨内上顎よりの血管柄付骨移植術が1例，

拘縮解離のみが2例であった．術後8例に創外固定器を装着した．脱臼骨折陳旧例8例のPIP関節

可動域はarcで平均72｡,石田の評価は良:6例，可:2例であった開放骨折例5例のPIP関節

可動域はarcで平均58｡,石田の評価は良:2例，可:2例，不可:1例であった．

【考察】PIP脱臼骨折陳旧例は軟骨欠損部に積極的に骨軟骨移植を行うことで，関節面の適合性が得

られ,比較的良好な可動域が得られた．大きさについては中手手根関節からの採取で十分可能であっ

たしかし，開放骨折症例のように骨軟骨欠損が大きい症例では肋軟骨移植が適していると考えら

れた
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手の外科領域の関節軟骨欠損に対する治療

肋骨肋軟骨移植術

CostalOsteochondralGraftfbrArticularCartilagmousDefectmHand

○佐藤和毅，中村俊康，岡崎真人，戸山芳昭，池上博泰

慶應義塾大学整形外科

【目的】手指の関節軟骨欠損症例に対し，演者たちが行っている肋骨肋軟骨移植による関節形成術の

治療成績について検討した．

【対象および方法】1995年から2008年に肋骨肋軟骨移植術による関節形成術を行った32例33関節のう

ち,術後6カ月以上経過観察した31例32関節を対象とした．症例は5-68歳(平均33歳),男29例,女2例，

罹患関節はMP関節6,PIP関節20,DIP関節3,母指IP関節3であった．移植範囲は片側部分置換

21関節，片側全置換4関節両側部分置換3関節，両側全置換4関節であり，経過観察期間は6-68カ月，

平均21カ月であった治療成績を症状の改善，関節可動域，移植軟骨生検の組織像(9関節，術後6カ

月以降に施行）により評価した．

【結果】X線上，全例移植片の癒合が確認された．全ての症例で瘻痛・不安定性などの臨床症状が改

善したが，2例で軽度運動時痛が残存した．肋骨肋軟骨採取部痛は術後3，4日で消失した．関節可動

域は術前平均9.から術後58.に改善した．指別にはMP関節で術前25.から術後85｡,PIP関節5｡から

56｡,DIP関節7.から46｡,IP関節0.から34｡に改善した．術式別には片側部分置換で術前13.から術

後59.,片側全置換0.から55.,両側部分置換0.から41.,両側全置換0.から70.に改善し，両側全置

換すなわち関節全置換例でもっとも良好な成績であった．病理組織切片は,1例で組織の一部に細胞

増生が見られたが，全例でviabilityを有すると思われる健康な軟骨組織像が観察された．

【考察】肋骨肋軟骨移植術による関節形成術により臨床症状ならびに関節可動域の大幅な改善を得た．

本法は手指関節軟骨欠損に対する有用な治療法の一つと考える．
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重度手指関節損傷に対する肋骨肋軟骨移植術

一解剖学的な関節面を再建するためのコンピュータ支援手法と創外固定併
用の有用性一

Costosteochondralgraftfbrreconstructionofi可uriedhgerjomt

-Utnityofcomputer-aidedtechniqueandexternalfIxator-

○五谷寛之123,山野慶樹1,3,寺浦英俊1，坂中秀樹1，佐々木康介』

Ⅲ清恵会大阪外傷マイクロサージヤリーセンター，2静岡理工科大学，3大阪市立大学

【はじめに】演者は手指関節の関節が高度に損傷された症例に，肋骨肋軟骨移植による手指関節再建

を行っている．コンピュータ支援や創外固定を利用しており，臨床的な実施ポイントを述べる．

【症例及び方法】症例はPIP関節が9指で右手6,左手3指，指別では示指3,中指2,環指2,小指

2指であった．関節面両側を置換(形成）した例は2，片側全置換は4，片側1/2置換が3例であった

MP関節は2例3指に施行した右手示指が両側，中指が片側，左小指が片側置換でPIPと計11例12

関節であった年齢は15-58（平均39歳)，追跡期間は11-60ヶ月（平均25.8ヶ月）であった

（1）－用手的骨軟骨片の形成一片側関節面が50％以上損傷されている症例では，目視で移植片を形

成した．榛,尺側に欠損がある際は反対面の対称とした．両側関節面欠損例では凹,凸面に作成した．

（2）－コンピュータ支援手技一使用機材はアクティブピエゾセンサを装着した直接接触式モデリン

グマシンで，指関節の3次元形状を術前，術中に計測した．準備したデータの使用も可能で，術中に

コンピュータ制御で移植片を形成した．この例はPIP関節6例で，基節側を50%置換した例が3,基

節側を全置換した例が1,中節側全置換1,両側全置換症例が1例であったコンパスPIPヒンジ創外

固定器装着例は，8例で，機材を追加したイリザロフミニ創外固定器がl例であった．

【結果】骨癒合は全例に得られた経皮的に刺入されたワイヤーは術後3週で抜去された．各々の観

察期間における最終成績はMP関節で自動(他動)ROMが平均60(75)度,PIP関節で41(62)度であった．

【考察】関節形状は用手的には掘削が困難で，関節全置換例ではコンピュータ支援により初めて解剖

学的掘削が可能である．創外固定器の装着により術前後の関節牽引下でのROM訓練の指導，実施

が容易である．
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血管柄付き腓骨頭移植による檮骨遠位端の再建

VascularizedProx加alFibularGraftingfbrtheneatmemntoftheDistalRadius

○矢島弘嗣，小畠康宣

奈良県立医科大学整形外科

【はじめに】手の外科においていろいろな血管柄付き関節移植術が行われてきたが，今回は腓骨頭移

植による僥骨遠位端（手関節）の再建について報告する．

【対象】1980年以降に6例に対して血管柄付き腓骨頭移植を用いた手関節の再建を行った．男性は4例，

女性は2例で,年齢は3歳から38歳，平均20歳であった．疾患は骨巨細胞腫が3例（26歳,27歳,38歳)，

先天性内反手（3歳)，骨髄炎（8歳)，外傷性骨欠損（19歳）がそれぞれ1例ずつであった．骨巨細

胞腫の症例は3例ともgradell(Campanacci分類）であった小児の2例は両者とも内反手変形を呈

していた採取した腓骨は7～1lcm,平均8.5cmで，血管柄は前脛骨動脈が3例，前脛骨動脈十外側

下膝動脈が1例,腓骨動脈十外側下膝動脈が2例,移植床の動脈は僥骨動脈が4例,骨間動脈が2例であっ

た．なお小児例は当然のことであるが成長帯の移植も兼ねていた．腓骨の固定はスクリューが3例，

鋼線が1例，プレートが1例，プレート＋創外固定が1例であった．

【結果】術後経過観察期間は12カ月から135カ月，平均59カ月であった．骨癒合は3-4カ月で全例完

成していた．関節可動域は掌背屈で75度から135度,平均104度で,握力は対健側比で約60%であった．

小児例において，骨端線の閉鎖はX線上みられなかったが，両者とも成長が追いつかず，内反手変

形の再燃を来した．このうち骨髄炎の1例に対しては移植した榛骨部での化骨延長を行った．

【結語】血管柄付き腓骨頭移植による僥骨遠位端の形成術は,比較的良好な手関節可動域が得られた

すなわち，半関節移植としての目的は達成されたものと考えられた．しかしながら小児において期

待したほどの成長が得られなかったので，成長帯移植としての本手術法は問題があり，後日化骨延

長などの二次再建を念頭に置いて適応すべきである．
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有茎DIP関節利用の関節配置換え手術

AJoint-SwitchArthroplastyUsmgPedicledDistallnterphalangealJoint

黒 島 永 嗣

帝京大学整形外科

【開発概要】手内の関節数を変えずに関節の配置換えだけで手機能を向上させる新概念の再建法を

1988年本学会で報告した．2002年報告では,PIP関節再建後10年以上経過した初期群4例の可動域

平均68度の維持と，関節幅増大などの移行したDIP関節の高い適応能力を明らかにした.2007年

ASSHから新概念をJomt-SwitchArthroplastyと呼称している．今回は，成績不良例と最長追跡例

を提示し，本法の適応と限界を検討する．

【適応と術式】損傷PIP関節の再建では,DIP関節の自動ROMが良好な場合のみに適応がある．一

側の側正中切開で指神経を血管束から剥離DIP関節～短腱ひもを血管束と付着させ，近位の血管

束は剥離する．伸筋腱を中節中央で切断,FDP腱は末節で剥離温存．骨切りしてDIP関節・中節骨

を一塊として一側の指動脈付きで挙上する.DIP関節を翻転して軽度屈曲位で基節骨へ骨接合．中

節骨はトリミングして末節骨と接合後，伸筋腱を骨へ縫合固定する．患指に指動脈損傷あれば隣接

指のDIP関節を利用する．血管束を指間まで展開し,Donor部は植骨や切除した強直PIP関節を移

植して固定する．

【症例】本手術11例中の不良例は適応を拡大した2例であったl例は指節癒合症で，移植した関節の

成長肥大を認めたが7年後に瘻痛のため固定した．指中央欠損のまま皮弁被覆・変形治癒したl例は，

軟部延長後，伸筋腱再建（腱移植)･屈筋腱剥離して隣接指DIP関節を有茎血管柄付きで移行したが，

シヤルコー様関節となった．最長追跡1例は，痙性麻痒手の腱形成を行ってから強直PIP関節を本法

で再建した.14年経過時の機能を術後21年でも維持していた．

【まとめ】本法の特徴は同じ手内で完結することにあり，良好な軟部機能が鍵である．重度損傷では，

良好な軟部機能再建ができなければ本法の適応はない．
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尺側手根伸筋腱半裁腱を用いた手関節TFCC再建法

ReconstructionoftheTFCCusingECUhalf-slip

○中村俊康，堀内行雄，矢部裕

慶應義塾大学整形外科

【はじめに】重度の遠位僥尺関節（以下DRUJ)不安定性を伴う三角線維軟骨複合体（以下TFCC)

損傷の治療は困難で，陳旧例の場合にはTFCCの再建が必須である．われわれは尺側手根伸筋腱

(ECU)半裁腱を用いて，残存TFCCを尺骨小窩に誘導・固定し，不安定化したDRUJを再建する

方法を2003年本学会に報告した

【術式】手術適応は重度DRUJ不安定性を伴うTFCC小窩完全剥離例である.TFCC内にECU半裁

腱を誘導，腱とTFCCを強固に縫合し,ECU腱を小窩中央から尺骨外側にあけた直径2.5mmの骨

孔を通し，尺骨外側に引き出すことで，残存TFCCを小窩に引き込む．ECU半裁腱は尺骨または僥

骨より採取した小骨皮質とmterferencescrewを用いて小窩部で固定する．

【対象および方法】1995年以来,本手術を行い1年以上経過観察が可能であった症例は38例39手関節で，

男15,女23例,右23,左15,両側1,年齢は13～68(平均35)歳であった．症状,手術成績を調査した．

【結果】術前，全例で尺側手関節痛を訴えた．回内外可動域制限を呈した症例は2例のみであった．

全例で重度のDRUJ不安定性を認めた．瘻痛は7手で残存したが32手で消失した．可動域制限を呈し

た例はなく,DRUJ不安定性は8手で残存したものの31手では消失した．臨床成績は優28良4可5不可

2と良好であった．

【考察】TFCCの再建はその解剖構造と損傷形態を把握してはじめて良好な成績をおさめることがで

きる．本手術法はTFCCの3次元構造を良く温存し，回旋中心である尺骨小窩にTFCCremnantを

誘導するため，良好な成績をおさめることができたと思われた本特別講座では本手術法の考案に

至った経緯,TFCCの解剖学的特徴，技術的pitfallについて詳述する．
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舟状骨偽関節のDISI矯正法（中村法）

MethodsofReductionfbrDIDIDefbrmitymScaphoidNonunion(NakamuraTecmique)

○中村蓼吾1，中尾悦宏1，岩月克之1，角田賢二2，佐久間雅之3
Ⅱ中日病院名古屋手の外科センター，2つのだクリニック，3梅が丘クリニック

舟状骨偽関節をRusse法や骨移植と鋼線固定で治療した頃は骨癒合をなんとしても得ようとする時

代であった.Fiskが掌側模状骨移植を開発し,DISIの整復を手術の一環とした．その後螺子による

内固定術が開発され，骨癒合が安定的となり，機能成績を向上させる方向からDISIの整復法が1つ

の課題となった.Fiskは手の牽引と掌側移動による整復を記載している．理にはかなっているが整

復位を保持しつつ手術操作をするのが難しい.Cooneyは手関節掌屈位により月状骨を掌屈させ僥

骨月状骨間をピンニングする方法をすすめている．この方法は整復力が強いが，手関節肢位により，

整復度が変化する．他の部位での鋼線による整復法を参考に考案したのが私の方法です．方法舟

状骨偽関節の両骨片間の軟部組織癒合部を十分切除し，互いに分離する操作を行う．透視下に月

状骨に背側より1.5mmキルシュナー鋼線を刺入する．手背と鋼線の間は90.以上となるよう刺入する

が，月状骨が背屈しているので無理なく可能である．刺入したら鋼線で月状骨の掌背屈ができるこ

とを透視下で確かめる．キルシュナー鋼線を手背にテープや包帯で固定すると程よい整復位が得ら

れる．この時偽関節の両骨片間は開大し，必要とする移植骨の大きさが明らかになる．利点は整

復位保持が容易なこと，肢位による整復度の変化が少ない（手関節背屈により整復力が弱まり，掌屈

するにつれ上昇する）ことである．欠点は陳旧性の月状骨周囲脱臼合併例に時に認められる.1.5mm

の鋼線の弾力を越える関節面拘縮には整復力が不足する．このような例には関節内の解離や鋼線の

径を太くする.Cooney法を応用することが必要となる．
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血管柄付き第Z中手骨基部移植術

VascularizedSecondMetacarpalBaseGraft

牧 野正晴

新潟逓信病院整形外科

1997年9月第1例目の血管柄付き第2中手骨基部移植術(以下,本法)を行ってから10年以上が経過した．

この間演者以外にも多くの手の外科医が本法を施術し，臨床評価に耐える術式だとの評価が得られ

ている．今回の講演には教育的内容が求められているので，そこに焦点を絞ってまとめたい．本法

の開発は，遊離腸骨移植術が失敗した舟状骨偽関節に対し，僥骨茎状突起から血管柄付き移植骨の

挙上を試みた際に血管柄が確認できず，何とかしようと手関節背側の動脈を解剖している内に中手

骨基部に分岐を出している太い血管（後日，第2背側中手動脈と判った）を見つけ，これを茎として

十分大きな海綿骨移植ができることに気がついたことである．自分で観察し，応用できると判断し，

実行したわけで，それまでに得られた知識等に頼ったわけではなかった．この舟状骨が癒合したこ

とが自信となり，症例を重ねることができた．この間，同門の先生方のみならず，他大学の先生方

に追試していただいたことが本法の普及に大いに役に立った．他の先生方の協力が新しい試みの波

及には必要不可欠であることが判った．手術方法そのものは偽関節，無腐性骨壊死に対する掻爬・

骨移植法，血管剥離法等の手の外科基本手技が身についていれば問題ない．運動器官の特徴，それ

を構成している組織の特質，それらの操作方法等の基礎を身に付けないと手の外科専門医とは言え

ないし，新しい分野を開くことはできない．自分でなければできないことを開発するには，それに

対する熱望と自分の認識を基盤として論理を組み立てる日々の大脳皮質でのシュミレーションが要

求される．
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Traveling FellowSession

HKSSHExchangeTravelingFellow

ManYanMarianneLam

DepartmentsofOrthopaedicsandTraumatology,

TUenMunHospital

JapanHandFellow

HyunSikGong
DepartmentofOrthopaedicSurgery,

SeoulNationalUniversityCollegeofMedicine



TravelingFellowSession

DorsalUInarFlap-theanatomyandclinicalappliCation

○MLam',KYChoi',WYIp2
DepartmentsofOrthopaedicsandTraumatology',TuenMunHospitallandQueenMaryHospital2

htroduction

DorsalulnarfiapisfirstdescribedbyBeckerandGilbertinaFrenchjournalml988

onthedorsalbranchofulnarartery(DBUA).

Patientandmethod

Thisisbased

Fournon-embalmeddistalfbrearmspecimensweredissectedfbrrelevantanatomywithreference

tobonylandmark.Thesewerecomparedwith3availableanatomicalstudiesmEnglishliterature.

Theresultsof6clinicalcasesarealsoreviewed.

Results

DBUAanditsascendmgbranchispresentinallspecimens.Itarisesat2.0to3.7cmfromthe

proximalpoleofpisifOrmdorsaltofiexorcarpiulnarisandvolartoulnarnerve.Theascending

branchntiallyliesO.5cmvolartothemedialmtermuscularseptumandpassessUghdyawayfrom

theseptumasitascendsproximally.ThedorsalulnarnerveconsistentlyUmitstherotationofflap

basedonDBUAanditsascendmgbranch.Sacrificmgthenervegainsadditional2.5cm.Separate

anastomosesatdorsalwristarcadeanddistalmetacarpallevelarealsoconfirmed,whichcanserve

asadditionalpivotpomts

Fortheclinicalcases,allflapssurvivedwithsatisfactoryfunctionalandcosmeticresult.Two

representativecasesareillustrated.

Conclusion

Dorsalulnararterialsystemisaconstantandversatilecutaneousarterialsystem.Itismvaluable

fOrcoverageofsmalltointermediatesizeddefectinthehandandwristregionwithoutsacrificing

majorartery.
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CurriculumVitae

I,副mManYanMarianne

４
月
旧
日

第
１
会
場

Schoolsattended

Primaryl-6:TrueLightMiddleSchoolofHongKon9,primarysection
Secondaryl-7:St.Stephen'sGirls'College
University:FacultyofMedicine,UniversityofHongKong,graduatedinJuly,1997

Professionalqualificationsattained:

MB.,B.SbytheUniversityofHongKong,SAR,inDecl997
MRC.S(Edin)bytheRoyalCollegeofSurgeonsofEdinburgh,U.K.inMay2001
FHKCOSbytheHongKongCollegeofOrthopedicSurgeons,SARinJuly2005
FRCOS(Edin)bytheRoyalCollegeofSurgeonsofEdinburgh,UKinSept2005
FHKAM(OrthopaedicSurgery)bytheHongKongAcademyofMedicme,SARin
Dec2005

Postgraduatetrainingandworkexperience
uly-Septl9971nterninDeptofMedicine,QEH,HK
Oct-Decl9971nterninDeptofSurgery,QMH,HK

Jan-Marl9981nterninDeptofOrthopedicsandTraumatology,QMH,HK
Apr-Junl9981nterninDeptofObstetricsandGynaecology,QMH,HK
Julyl998-June2005MedicalandHealthOfficerinDeptofOrthopaedicsandTraumatology,
TuenMunHospital,HKwithelectivetraininginthefollowinghospitalsanddepartments:

July-Decl999:DeptofAccidentandEmergency,TuenMunHospital
July-Dec2000:DeptofSurgery,CaritasMedicalCentre

Jan-Mar2003:DeptofOrthopaedicsandTraumatology,QEH
Apr-June2003:DeptofOrthopaedicsandTraumatology,CaritasMedicalCentre
Nov2003:AOEastAsiaJuniorAmbassador,inDepartmentofOrthopaedics,ChiangMaiHospital,
Thailand

July2005-present:MedicalOHicer(SpecialistResident)inDepartmentofOrthopaedicsandTraumatology,
TuenMunHospital

PaperpresentationinInternationalConference
-"Handinfection-RiskFactorsandBacteriologicalprofile!!at22ndHK.OrthopaedicAssociationAnnual
CongressatHongKonginNov2002

-!'DorsalUlnarFlap:theAnatomyandClinicalApplication"at25thH.KOrthopaedicAssociationAnnual
CongressatHongKonginNov2005

-InvitedtobememberofFacultyintheFLAPCourseforTraumaSurgeonorganizedbyTheCanniesburn
PlasticSurgeryUnit,Glasgow,UKandNationalSurgicallnstitue,Tirunelveli,India

ResearchProjects

FirstAuthoroftheResearchprojectandpaperon

'IPyogenichandinfection-Signi6canceofgramnegativeorganismsi!publishedintheHong
KongJournalofOrthopaedicSurgeons2004Vol8No､1
1nvestigationofnitrousoxidepatchontreatmentoftendinopathy

Membershipstatus

LifememberofHongKongSocietyfbrSurgeryofHand

FellowmemberoftheHongKongCollegeofOrthopaedicSurgeonsin2005
FellowmemberoftheRoyalCollegeofSurgeonsofEdinburgh,UKin2005
FellowmemberoftheHongKongAcademyofMedicine(OrthopaedicSurgery)in2005

ExtracurricularActivities

CaptainofSchoolVolleyballteaml985-1992
CaPtainofSchoolChoirl985-1992

Leaderofcellosection,orchestraandstringorchestral985-1992

MemberofSchoolathletesteamandswimmingteaml985-1991
ChairmanofschoolExtracurricularactivitiesboardl991

CongregationrepresentativeoftheKowloonMethodistChurchatpresent
PianistandOrganistinKowloonMethodistChurchsincel991tillpresent

PersonalinterestinOrthopaedicField

HandandmicrovascularsurgeryparticipatedinMicrovascularcourseinSingaporeandHongKong
GeneralOrthopaedicTraumamanagement
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TravehgFellowSession

FaCtorsAffectingWillingnesstoUndergoCarpalTunnelRelease

○HyunSikGong,GooHyunBaek,MoonSangChung
DepartmentofOrthopaedicSurgery,SeoulNationalUniversityCollegeofMedicme

Background:TofUrtherunderstandthefactorswhichareimportantfbrthepatientinchoosing

surgerymcarpaltunnelsyndrome(CTS),weattemptedtoidentifyfactorsthataHectwiUmgness

oravoidancetoundergocarpaltunnelreleaseinwomenwithCTSnotrelatedwithworker's

coInpensanon

Methods:Weretrospectivelyreviewed282electrophysiologically-confirmedCTSpatientswithout

knowncausewhowererecommendedfOrcarpaltunnelreleasebyasinglehandsurgeonina

tertiarymedicalsettmgbetweenMay2004andMay2007.Ofthese36femalepatientsnotentided

toworker'slitigationcancelledoperationsdurmgthewaitingperiodofaverage4weeks,and33

weresurveyedbymailedquestionnairesandl8wereavailablefOrreviewatameanfOllowupof

32months・Furthermore,70femalepatientswhounderwentoperationswererandomlysampled

and38patientswerefinallyreviewed.ThereasonsfOrchoosmgorcancellingsurgeryandvarious

factorsincludingdemographic,psychosocial,anddisease-relatedfactorswerecomparedbetween

theoperationandcancellationgroup.

Results:Thetwogroupsweresimilarmtermsofmeanage,sociodemographicvariables,fOllow

uplength,andimtialelectrophysiologicalfindingsandfunctionalstatusasassessedbyBostonand

DASHscores.Thehighest-rankedreasonfOrchoosmgsurgerywassymptomseverityratherthan

fearofprogressionorapositiveelectrodiagnosticresult.Thosewhocancelledoperationsrated

symptomimprovementduringthewaitmgperiodastheleadingreason,butwerealsoconcerned

aboutscarorpillarpain,transientweakness,andfinancialburden.Diseasepersistenceor

recurrencewastheissueofmostconcerninbothgroups・Atfinalreview,BostonandDASHscores

weresignificantlyimprovedmbothgroups,andtherewerenosignificantdiferencesbetweenthe

tWO.

Conclusions:WomenwithCTSreportedthatsubjectivesymptomswerethemostimportant

reasonfbrundergoingsurgery.Thisandinformationonpatients'concernsmayhelpphysicians

duringpatient-orientedconsultationanddecision-making.Inparticular,recommendationsfbrcarpal

tunnelreleasebasedonsymptomsarereasonablefromthepatientperspectivemcasesofCTS

withoutknowncause.
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Curricl'l''mVitae ４
月
帽
日
第
１
会
場

EDUCATION(AboveCollegeLevel)

GraduatedfromSeoulNationalUniversityCollegeofMedicinewitha

MD,degreeinFebruaryl996.

GraduatedfromSeoulNationalUniversityCollegeofMedicinewitha

Ph.D.degreeinFebruary2006.

Finishedtheone-yearintemshipatSeoulNationalUniveristyHospitalin
Februarvl997.

FinishedthefOur-yearresidentprogramfororthopedicsurgeryatthe

SamehospltalinFebruary2001.

Finishedthethree-yearmilitaryserviceatlchonpublichospitalinApril.2004.

Finishedtheone-yearfellowshipfbrhandsurgeryatSeoulNationalUniveristyHospitalinMay
2005.

EMPLOYMENT

EnteredthedepartmentoforthopedicsurgeryofSeoulNationalUniversityBundangHospital
inMay､2005asahandconsultantandassistantprofessor,andhaveservedatthesamehospital
untilnow.

ACADEMICAPPOINTMENT/MEMBERSIPofSOCIETY

AmemberoftheKoreanOrthopedicAssociation

AmemberoftheKoreanSocietyfbrSurgeryoftheHand

AmemberoftheKoreanSocietyfOrMicrosurgery

AmemberoftheKoreanShoulderandElbowSociety

ARevieweroftheJournaloftheKoreanOrthopedicAssociation

AWARDS

WonthefirstprizefbrclinicalreserchgivenbytheKoreanOrthopedicAssociation,witha
paperentitled!PrevalenceofRaynaudIsphenomenoninpatientswithidiopathiccarpaltunnel
syndrome!co-authoredbyMSChungandGHBaek,inOctober2000.

Wonthesecondprizeforposterpresentationgivenbythe9thcongressofthelFSSH,with
aposterentitled'Isolatedischemiccontractureofthemobilewad'co-authoredbyJSKin,MS
Chung,GHBaek,andJHKim,inJune2004.

WonthesecondprizeforclinicalreserchgivenbytheKoreanOrthopedicAssociation,witha

paperentitled'Ulnarshorteningosteotomyinidiopathiculnarimpactionsyndrome'co-authored
byGHBaek,MSChung,YHLee,SLee,andHHKim,inOctober2006.

WonthesecondprizefOrbasicresearchgivenbytheKoreanOrthopaedicResearchSociety

withapaperentitled'Theeffectofmuslcelengthandexcursiononmyostaticcontracture.A
studyinrabbitSoleusmuscles'co-authoredbyGHBaek,JHOh,YHLee,SHKim,JMKim,MS
Chung,inOctober2007.

RESEARCHPROGRAM/SPECIALTY

ObtainedaPh.Dinthefleldofmusclephysiologyandpathologyaftertendoninjury

Interestedinthenerveandmusclephysiology,andhopefullytrytodoupperextremity

reconstructionsurgeriesforpatientswithvarioustypesofnerveinjureis,includingtetraplegia,
brachialplexus,cerebralpalsyandstrokesequellae,
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1-1-S2-1

専門医制度の必要性と立ち上げの経緯

MedicalSpecialityfbrHandSurgeons,NecessityandHistoIy

中村 蓼 吾

中日病院名古屋手の外科センター

医学のどの分野であれ，国民のその分野の疾患外傷に対する医療要求がない限り成り立たない．

しかし手の外科の高い技術や成績は手の外科診療を必要とする国民にわかりやすい状態にない．そ

こで私的にも公的にもより社会対応が必要となる．現在その第一段階として専門医制度を立ち上げ

た次の段階は法人化です．任意団体である限り同好会と同様に社会性がありません．法人化がで

きると第三段階に進め，医学会では日本医学会分科会として市民権を得ることが可能となります．

また専門医制評価認定機構の一員になり国民に対して手の外科を広告できるようになるのが当座の

目標です．日本手の外科学会の専門医制の端緒は平成12年生田義和理事長のもとに学会在り方委

員会（阿部宗昭委員長）が設置されたことにあります．専門医制がこの委員会で議論をはじめたの

が平成14年です．平成15年には草案ができ，名古屋での日本手の外科学会で提示し，またパネルデイ

スカッシヨンー専門医制をどう考えるか‐を酒井認定機構理事長を招いて行いました．平成16年に制

度原案ができ認定機構加入の必要条件に合わせ5つの小委員会を発足させました．制度原案の周知

に努めながら翌平成17年の第48回日手会を土井一輝会長が専門医制度をめざしてのスローガンで開

催しました．この時評議員会で専門医制の集中討論を行いました．制度案の全員送付などの繰返し

の周知の結果平成18年に総会で制度が承認され，平成19年に特例により449名の専門医が発足しまし

た本年には第1回の専門医試験を4月18日に行うこととなりました．今後は専門医制度を充実しつ

つ法人化などの過程を進むべきと信じています，ここに至るに担当委員会の延べ50名を越える先生

の努力があったことに敬意を表します．
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1-1-S2-2

専門医を目指す若手研修医の教育研修方針

EducationalpoUCyfbryoungdoctorswhoareainngtobehandsurgeryspecialist

加藤 博之

信州大学整形外科

まず整形外科あるいは形成外科の専門医として広い臨床基盤が必要とされます．その上で，1）5年

以上の手の外科研修（1年以上は日手会認定研修施設での研修)，2）カリキュラムに沿った研修，3）

資格審査（資格，研修実績，筆記・試験）などが，日本専門医認定機構から要望されます．1)で

は専門医が常勤し,100例／年以上の手術のある施設での研修が必要です．また2）では,1)基礎医学，

2）診察法・補助診断法，3）手術基本手技，4)骨折・脱臼・靭帯損傷（肘関節を含む)，5）腱損傷

6）末梢神経障害，7)循環障害，8)先天異常，9)関節変性疾患，10)炎症性疾患,11)腫瘍および類似

疾患，12)拘縮13)手関節疾患，14)特殊な外傷，15)マイクロサージヤリー，16)内視鏡手技，17）

手のリハビリテーション，装具，18)医療倫理・安全医療，医療制度などが定められています．さら

に手術経験としては,l)開放創，植皮，皮弁,2)骨折・脱臼・靭帯損傷,3)腱損傷,4)末梢神経障

害，5)先天異常，6)関節変性疾患，7)炎症性疾患，8)腫瘍性および類似疾患，9)拘縮,10)内視鏡手

術,11)マイクロサージヤリー中の6項目の経験が求められます．研修実績と業績としては,5年間引

き続き日手会会員であること，5年間に日手会学術集会に3回以上出席していること，主演者として

1回以上の学術発表と主著論文が1編以上あること，が必要です．手の外科専門医には,局所の診察法，

画像読影，手術や処置において“うで”を必要とされます．この“うで”を身につけるには，手の

外科専門医と日々の診療を共にして徒弟制度で学んでいく必要があります．さらに複数の手の外科

専門医から指導を受けることができれば理想的です．基礎研究，臨床研究に一定期間は没頭するこ

とにより，論理的・科学的な思考力と指導力を身につけることも重要です．
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l-1-S2-3

専門医資格取得後の教育研修方針と問題点

EducationandTianngaftertheAcquisitionwiththeSpecialistoftheHandSurgeIy
ItsPolicyandProblems.

矢 島弘嗣

奈良県立医科大学整形外科

平成19年1月から専門医の認定が始まり，私も含め多くの先生方が「手の外科専門医」を取得しまし

た．取得すれば当然それを維持しなければなりません．すなわち5年後には免許を更新する必要があ

ります．更新に関する申請資格は，規則によれば1)5年間に日本手の外科学会学術集会に2回以上参

加していることを要する，2)5年間で日本手の外科学会が認定する教育研修講演を受講し，20単位以

上取得していること，となっています．1)の項に関しては新しく専門医になる場合は5年で3回の出

席が義務付けられているのに比べてやや甘くなっているようですが，実際専門医と名のる以上は2年

に1度位は出席が義務付けられても良いと思っています．2)の項は10単位が学会出席で振り返られる

ことから，非常にクリアーしやすい数字であると考えられます．実際学会や手の外科関係の研究会

に出席すれば自ずと単位を取得することが可能ですし，例えば5年で日本手の外科学会に3回出席す

るだけで，20単位は充分に取得できるでしょう．平成21年度から試験が導入され，おそらくその道

を極めている医師のみが専門医を取得できる状況になると推測されます.一方,先にも述べたように，

それを維持するのは非常にたやすい状況下にあります．患者さん達から専門医として認めてもらう

ようになるためには，専門医を取得した後も当然日頃から研鎖をつみ，その知識，技量を維持して

いかなければなりません．そのためには教育研修会を充実させ，若い先生達のみをターゲットにし

ているのではなく，専門医取得後の研修の場としても活用していかなければならないと思っていま

す．その他いろいろと課題があり，変革しなければならないことも多々ありますが，私の意見だけ

ではなく，同門の手の外科グループの先生達の意見もとりまとめて発表する予定です．
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1-l-S24

形成外科医にとっての専門医取得上の問題点

TheproblemstogetaBoardofHandSurgeIyfbrPlasticSurgeonsmJapana

○光嶋勲，成島三長，三原誠，飯田拓也

東京大学医学部形成外科

今回の各種条件の導入によって若手形成外科医は専門医を取得することが極めて厳しい状況となっ

た形成外科の学会員は導入に全く対応できておらず，今後形成外科医が専門医になる可能性に関

して危機的状況にある．また専門医数はますます減少する傾向が出てくるであろう．その原因とし

ては，手の外科の手術症例が少ない．軟部組織再建のみで手術内容にひどい偏りがある．専門医が

ほとんどいなく地域格差がひどすぎる点がある．198名中たった15名で年に1人程度なるだけである．

さらに試験が難しすぎる．総合的な専門知識を教えられる指導者がいない．勉強する機会がない．

専門医取得のの具体的な問題点としては，手術件数：60症例の1/3以上，10症例の1/2以上は専門医

のもとで行った症例に限るという条件は厳しい．また各々6/11項目以上は多すぎて無理である．専

門医のもとで研修要するのは東京以外の地域では無理である．筆記試験問題が出題されるGreen!s

textbookは形成ではポピュラーではない．これから出題されるとほとんどの形成外科医は不合格と

なる．ますます手の外科学会から遠ざかるであろう．今後何らかの打開策が必要である．その対策

としては，最初の条件設定は緩めるべき．当面はとにかく若手形成外科医を増やす．ある程度やっ

ている人で特に地方の中核的施設に専門医を作るべき．地域差を考慮して形成外科の専門医を2割程

度に増やす．特例措置を2年以上に延長すべきであろう．手術件数：当面は専門医のもとで行うべき

症例数は不問とすべき．項目も2項目程度にする．試験問題：作成委員により多くの形成外科医を加

えてほしい．また専門医資格は形成外科の施設長を会長推薦枠・特例措置の延期などで認定しても

らう．ただし貢献度のチェック要であろう．
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l-1-S2-5

専門医試験および施設認定のかかえる問題点

AhandsurgeonqualifyingexannationandcertificationofmedicalfacilitybytheJSSH

河井秀夫

星ヶ丘厚生年金病院整形外科

日本手の外科学会専門医制度は，手の外科学の進歩発展を図るとともに高度な専門的知識と技術を

修得した専門医を育成し，もって国民医療の向上に貢献することを目的に設立された手の外科

専門医は，日本整形外科学会あるいは日本形成外科学会専門医であることが前提条件であり，まず

特例措置による専門医を誕生させた．特例措置期間は平成18年10月1日から平成20年10

月31日までであり，その間513名が日本手の外科学会認定手の外科専門医として認定された．

手の外科専門医の誕生とともに認定研修施設の認定も行われた．研修施設は基幹研修施設と関

連研修施設がある．基幹研修施設の要件は手の外科手術が3年間平均して100例／年以上あり，

臨床指導にあたる手の外科専門医が1名以上常勤しており，研修カリキュラムに準じた研修ができ

ることなどである．関連研修施設は基幹研修施設をもち，手の外科手術が3年間平均して30例

／年以上あり，専門医が常勤または専門医が週1回以上定期的に指導しており，研修カリキュラ

ムに準じた研修ができることなどである．認定研修施設は，現在，基幹研修施設219施設，関連

研修施設60施設が認定されている．第1回日本手の外科学会認定手の外科専門医試験は60分

90問の筆答試験と口答試験方式で平成21年4月18日予定されている．専門医試験について

は何名の専門医試験応募者が見込まれるのか，適正な合格ライン基準をどのようにするぱよいのか，

どのような試験問題が出題されるのか受験者には殆ど知らされてないなどの課題がある．認定施

設については専門医の異動で認定の認否が変わり，専門医とともに認定施設も地域差が残る．今

後は国民，患者の立場からみて適切な専門医数，施設数の基準を定めることも重要な点である．
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専門医制度の確立と今後の展望

PresentStamsandFumreoftheCertifiedHandSurgeonbyJHHS

土 井 一 輝

小郡第一総合病院整形外科

【専門医制度の現況】日手会手の外科専門医制度（以下,手の外科専門医）が発足して2年が経過し，

専門医数も500余名になったしかし,現在,手の外科専門医は法的に認定された専門医ではない．

法的に認定された専門医制度としては日本専門医制度評価・認定機構および厚生労働省が認定する

広告できる専門医があるが，手の外科専門医は認定されていない．手の外科専門医制度は専門医教

育としての制度を確立していながら，法的に認定されないのは，日手会自体が権利なき任意団体で

あり，法人として登記をしていないからである．法人格を有しないため，日本医学会分科会にも入

会できていない．

【専門医制度の確立】専門医制度を確立するだけでなく，学術集会および研修会等の開催機関誌発

行などの活動を通じて会員をはじめとする医療関係者に広く最新の上肢外科の知識や技術の啓発，

あまねく人々の健康の増進と健全な社会生活に寄与するなどの事業を遂行するためには法人化は不

可欠である．

【法人化の検討】公益法人改革法案が平成20年12月より施行され，一般社団法人は登記のみで法人化

が可能となった．日手会でも法人化検討委員会を中心に法人化の意義について協議を行い，平成21

年度日手会評議員会･総会に向けて資料を作成し,会員の参考のために,本学会前までにはHPにアッ

プロードする予定である．

【今後の展望】法的に認定されると共に,現在,マスコミで討議されている専門医の諸問題,すなわち，

専門医資格，指導医制度，専門医数などの再検討を行い，国民に信頼される内容の充実した専門医

制度を確立する必要がある．更には日手会の公益性を高め，公益社団法人として，国民の健康増進

に貢献していくことが，日手会の今後の展望と考える．
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手関節尺側部痛の診断高分解能MRmicroscopycoil
HighresolutionMmofusmgamicroscopysuIfacecontouharwristpain

○田中利和1，吉岡大2，落合直之3

'キッコーマン綜合病院整形外科,2DepartmentofRadiology,BrighamandWomen'sHospital,

3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

小関節に対するMRIは，撮影範囲の設定，スライス厚の限界，低い信号雑音比(S/N),小さな撮影

範囲を設定するために必要なグラデイエントなどの問題から撮影困難とされてきた．しかし，非侵

襲的検査であるMRIに対する期待は大きく,Microscopysurfacecoilを用いた高分解能MRIでは

より詳細な病態把握につながる情報が小関節でも得られるようになった．これら高分解能Mmを尺

側手関節痛の補助診断のモダリテイーの一つとして紹介する．

手関節尺側部痛に限局した痙痛の原因疾患の一つにTFCC損傷があり，大きく6つの構造体より形

成されている．ディスク，掌側尺骨三角骨間靭帯，尺骨月状骨靭帯，掌背側榛尺靭帯とそれらが尺

骨窩に収束する三角靭帯である．関節鏡と比較した11例の検討では，僥骨付着部,disc,尺骨への付

着部（三角靭帯）では感受性，特異性ともに100%であるが，その他の尺骨三角骨間，尺骨月状骨間

靭帯，掌背側僥尺靭帯の感受性，特異性ともに60～83％と低下する．また，40人のTFCCの画像

に対する，整形外科医，ベテラン放射線科医，経験の少ない放射線科医の3者の読影者間の検討によ

ると僥骨付着部，ディスク，尺骨への付着部(三角靭帯）でkappa値が整形外科医とベテランとでは

0.6以上となったが,他の部位や,経験の少ない放射線科医とでは0.36以下と一致率が低くなっている．

このようにたとえ従来のMRIよりの鮮明にTFCCが描出されても，コイルを背側におくために掌

側の構造物が捉えにくかったり，読影の慣れが診断能に影響を及ぼす結果となる．

その他ECU腱鞘炎,ECU腱脱臼，月状骨三角骨間靭帯損傷,DRUJ-OA,尺骨突き上げ症候群，ガ

ングリオンなど腫瘍性病変など尺側手関節部痛の他の原因疾患についても，画像を供覧する．
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手関節尺側部痛の診断：手関節鏡

Arthroscopicdiagnosisfbrulnarsidewristpain

○安部幸雄，富永康弘

済生会下関総合病院整形外科

【目的】手関節尺側部痛の診断は腰痛の診断に例えられるごとく困難であり理学，画像，鏡視所見を

総合し診断を導く必要がある．手関節鏡による診断について述べる．

【方法・要点】手関節尺側には尺骨手根関節，遠位僥尺関節尺側手根中央関節の3つの関節があり

それぞれが瘻痛の原因となりうる．径2.3mm程度の小関節鏡を使用し鏡視するが，診断，治療が可

能な主な疾患と要点は以下のごとくである．尺骨手根関節：三角線維軟骨複合体(TFCC)損傷が

主要な疾患である．実質部の損傷は容易に鏡視できるが，辺縁部の損傷はプローベによる断裂の確

認を要する．背側部の損傷は掌側ポータルからの鏡視が有効である.TFCC辺縁部滑膜炎の合併も

しっかりと評価する．月状骨三角骨間靭帯(LTIL)損傷は背側34ポータルでは確認しづら<,45ポー

タルから鏡視する．月状骨尺側や三角骨関節面の変性を認める場合は尺骨突き上げ症候群として尺

骨短縮術を考慮しなければならない．遠位僥尺関節：径1.8mm程度の関節鏡を使用すると鏡視が容

易となる．この部で重要なのはTFCC尺骨小窩部での断裂であり，滑膜炎により鏡視しにくいこと

もある．理学所見にて尺骨頭の不安定性があれば鏡視による十分な評価が必要である．尺側手根中

央関節:LTILの損傷では尺側手根中央ポータルから月状骨三角骨間の不安定性を評価する．関節リ

ウマチの際の鏡視下滑膜切除では同関節背側の滑膜を十分に切除する．

【考察】関節鏡により手関節尺側部痛の診断は飛躍的に進歩した．しかし関節鏡の問題点である無症

候性異常所見の存在を十分に念頭に置かなければならない．三角豆状関節症や尺側手根伸筋腱腱鞘

炎など鏡視では診断不可能な疾患もある．つまり理学所見に基づいた鏡視下診断でない限り，いた

ずらに患者に侵襲を及ぼすばかりで治癒には至らない．
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TFCC損傷に対する直視下手術

OpenrepairandreconstructionoftheTFCC

○中村俊康'，菊地淑人'，西脇正夫1，戸山芳昭'，寺田信樹2
Ⅱ慶應義塾大学整形外科，2藤田保健衛生大学坂文種報徳会病院整形外科

三角線維軟骨複合体（以下TFCC)小窩部剥離損傷例に対する直視下手術法である直視下TFCC縫

合術（以下直視下縫合術）と尺側手根伸筋腱（以下ECU)半裁腱を用いたTFCC再建術（以下再建

術）を報告する．

【術式】直視下縫合術ではECU腱鞘床僥側を展開し,TFCCを尺骨小窩にpun-out縫合した．再建

術ではECU半裁腱をTFCC内に通し,TFCCと縫合した上,ECU腱を尺骨小窩から尺骨内側骨皮

質に開けた骨孔に誘導し，小骨皮質とmterferencescrewで固定した．縫合可能であれば直視下縫

合術を，不可能であれば再建術を行った．

【対象および方法】直視下縫合を行ったのは64例66手で，平均年齢31歳，受傷から手術までの期間は

平均5.3カ月(0日～25年)であった．尺骨varianceが+2mm以上の13手では尺骨短縮術を併施した．

再建術を行ったのは38例39手関節で，平均年齢35歳であった．受傷から手術までの期間は平均37カ

月（2カ月～24年）であった．2手では尺骨短縮術を併施した．さらに7手は尺骨短縮術失敗例，5手

は直視下縫合失敗例であった瘻痛，回内外可動域,DRUJ不安定性を評価した．

【結果】直視下縫合術では瘻痛は60手で消失，6手で軽度残存,DRUJ不安定性は56手で消失,2手で

軽度,5手で中程度残存し,3手では再発した．回内外制限は1手で生じた．臨床成績は優56,良6,可2，

不可2と良好であった．不良例は早期に縫合糸が断裂した例であった．再建術では瘻痛は32手で消失，

7手で残存した．可動域制限を呈した例はなく,DRUJ不安定性は8手で残存したものの31手では消

失した．臨床成績は優28良4可5不可2と良好であった．

【まとめ】TFCC小窩部剥離損傷に対する直視下手術を報告した．直視下縫合術，再建術ともに良好

な成績が得られた手術は縫合術の方が容易であるため，縫合可能であれば直視下縫合術を，縫合

不可能な場合に再建術を行うことが良いと考える．

-S24-



1-l-S3-4

尺骨手根骨間靱帯損傷の診断と治療

DiagnosisandTTeamentoftheUlnocarpalLigamentInjuIy

森友寿夫

大阪大学整形外科

尺骨手根骨間靱帯を背側から見ると掌側僥尺靭帯の全長から垂直に起始しているように見えるが，

解剖学的にはこの靭帯は尺骨小窩に起始し掌側僥尺靭帯に合流した後，三角骨，有頭骨，月状骨に

向かって放射状に走行している．尺骨手根骨間靱帯断裂は，遠位部で断裂するPalmarlC損傷はま

れで，むしろ起始部で剥脱する小窩部断裂が多い．転倒などで手関節を過(榛)背屈することにより

尺骨手根骨間靭帯の緊張が生じ，茎状突起付着部などのTFCCのその他の部位は連続性を保ちなが

らTFCC全体が小窩部から剥脱するTFCC小窩部“単独”断裂となると考えている．この病態の多

くは転倒して手をついて手関節尺側部痛が発症し,X線上僥骨骨折がなく，関節造影してもleakが

ないため，単なる捻挫として治療されるも難治性瘻痛が続く，という経過をとる．尺骨手根骨間靱

帯小窩部断裂の診断には，小窩部掌側の局所的な圧痛(fOveasign)およびDRUJ関節造影による小窩

部の造影剤貯留所見が有用である．中程度の尺骨背側不安定性があるがgrossmstabilityはないこと

が多い．僥骨手根関節の関節鏡ではトランポリンサインがあるのみで断裂部を鏡視することはでき

ない．治療に関しては，僥骨と尺骨を接近させる装具（リストケアプロ③など）を用いることによ

り陳旧例であっても60％以上が保存的に治癒する．3週間の保存的治療が無効な場合は靭帯修復術を

行う．われわれはこれまで尺骨手根骨間靭帯小窩部断裂と診断した37名のうち15名に靭帯修復術を

行った（掌側進入11例，背側進入4例)．全例Nakamuraの評価法でgood以上の結果であったが掌

側進入のほうが背側進入法に比べ，正常な背側の靭帯線維を切離することなく修復可能であったた

め有用であった
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尺骨茎状突起偽関節・変形治癒の治療

Treatmentfbrulnarstyloidnonumonandmalumon

○小野浩史1，面川庄平2，重松浩司3，藤谷良太郎2，古田和彦］
1国保中央病院整形外科，2医真会八尾総合病院整形外科，3束大阪市立総合病院整形外科

尺骨茎状突起にはその基部（尺骨小窩）に遠位僥尺靭帯(RUL)の深層（三角靭帯）がまた体部

に浅層が付着し,DRUJを安定化している．同部の骨折は僥骨遠位端骨折の50%程度に合併ま

たは単独でも起こる.RUL付着より末梢での茎状突起骨折でDRUJが安定であれば多くは無症

候性偽関節となり,特段の治療は不要である．しかし尺骨茎状突起骨折が有症候性に偽関節化すると，

偽関節部由来の痙痛とRUL損傷を伴ってDRUJ不安定症による症状（瘻痛・脱力感・回旋制限

など）を認める．茎状突起偽関節部の治療は，偽関節部の再接合や遠位部分の切除を行う.DRU

J不安定症を伴えば，尺骨小窩への三角靭帯の縫着や尺骨短縮などを行う．また，稀に尺骨茎状突

起がRUL深浅両層と一塊となって骨折転位し変形治癒すると，回内外制限を伴った手関節尺側痛

が生じる．治療に際しては術前に3D-CTで健側と比較し転位状態と本来の整復位置を把握して，

尺骨茎状突起と三角靭帯を一旦尺骨頭から切離し，両者を本来の位置に再固定する．尺骨茎状突起

障害で手術を行ったのは18例（偽関節13例，変形治癒5例）である．茎状突起骨折部位は体部3例

基部横骨折8例基部斜骨折7例であった．尺骨茎状突起の治療は偽関節4例と変形治癒4例で再接

合，偽関節6例で遠位切除，他の4例は放置した.DRUJ障害(16例）の治療は15例で三角靭

帯を尺骨小窩に縫着・再縫着し，偽関節のl例で尺骨短縮術のみを行った．偽関節・変形治癒の各

1例で三角靭帯縫着に尺骨短縮術を併用した．いずれの症例も術後,DRUJの安定性が獲得でき

瘻痛は消失し回内外制限も若干残存したが良好な成績であった．尺骨茎状突起偽関節や変形治癒で

は，常に偽関節部痛とRUL損傷によるDRUJ障害を念頭に入れて加療すべきである．
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手関節尺側部障害に対する尺骨短縮術
－5年以上経過観察例の臨床成績とX線的評価一

UInarShorteningOsteotomyfbrUlnarWristDisorder

-ChmcalResultsandX-rayFmdingsafterFoHow-upfbrMmimum5Years-

○中尾悦宏1，岩月克之'，平田仁2，中村蓼吾Ⅱ
】中日病院名古屋手の外科センター，2名古屋大学大学院手の外科

【目的】瘻痛を有する手関節尺側部障害に対する尺骨短縮術について,5年以上経過観察例を調査した．

臨床成績，満足度,X線所見について報告する．

【対象と方法】骨折後の変形治癒例を除く手関節尺側部痛に対し，尺骨短縮術を施行し5年以上経過

観察した症例を対象とした．25例29手，男13女12,右10,左11,両側4例，手術時年齢は平均39歳で

あった．理学所見，画像，関節鏡所見にて総合的に行った診断は，尺骨突き上げ症候群20手，遠位

僥尺関節(DRUJ)不安定症6手，外傷性TFCC損傷3手であった．瘻痛は，重度3,中程度2,軽度1,

無し0の評価法で平均2.3であった．術前ulnarvarianceは平均4.0mmであった．成績調査は術後5年

から16.8年，平均8.2年で施行した．

【結果】瘻痛は全手で改善し，上記評価法で平均0.3であった．健側比可動域は，掌屈:術前81％から

術後96%へ,背屈:83から98％へ,僥屈:83から100%'､,尺屈:80から89%"､,回外:92から98%'､,回内:90

から97％へ改善した健側比握力も68から96％へと増加した．評価時Xp像では,ulnarvarianceは

平均0.9mmで3.1mm短縮されていた.14手で,DRUJの尺骨頭近位あるいは僥骨関節面近位に骨鰊

形成を認めたが，愁訴を生じる関節症へ進行した症例はなかった．患者自身による治療の満足度(10

点満点）は，平均9.2点であった．日手会手関節機能評価法では,excellent:23,good:3,fair:1であった．

【考察】尺骨短縮術は，突き上げ症候群,TFCC損傷,DRUJ不安定症のいずれの病態にも有効な治

療法であり，今回行った平均8.2年の長期経過観察例の調査でも成績は良好で，患者の満足度も高かっ

た.DRUJ関節面近位の骨鰊形成を約半数に認めたが，関節症に進行した症例はなく，愁訴を生じ

るものではなかった．尺骨短縮術は，長期的に成績の安定した信頼性の高い手術法である．
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Sauve-Kapandji法の有用性と問題点
SurgicalEmcacyandPostoperativeConsiderationsofSauve-Kapan"Procedure

○岩崎倫政'’三浪三千男2，三浪明男’

'北海道大学医学研究科整形外科，2北海道整形外科記念病院

Sauve-Kapandji法（以下,SK法）は,1930年代に発表された遠位僥尺関節（以下,DRUJ)の関節

固定と尺骨遠位の偽関節作成を基盤とする手術法である．現在，本術式は手関節尺側部痛をきたす

疾患に対し広く行われ，有効な術式のひとつとなっている．その効果は,1)DRUJの固定,2)

ulnarplusvarianceの矯正,3)手根骨の尺側サイドからの支持によると考えられる．したがって，

尺骨突き上げ症候群,DRUJ不安定性,DRUJOA,RA手関節（滑膜切除術との併用）などの疾患

がその良い適応と考えられる．しかし，近年,SK法に伴う問題点も指摘され，術式の改良・工夫

も報告されている．当科でも，それらの問題点を解決すべく，術式の工夫を行い良好な成績を獲得

してきた．今回,1)当科においてRA手関節を除く手関節尺側部痛をきたす疾患に対し行ったSK

法の術後成績,2)SK法に伴う合併症とその対策,3)当科で行っているSK法の術式の工夫を紹

介し,SK法の手関節尺側部痛をきたす疾患に対する有用性とその問題点等について検討を加える．

-S28-



1-1-P4-1

檮骨遠位骨折に対する掌側ロツキングプレート固定術の問題点
Problemsofvolarlockingplatefixationfbrdistalradiusfi･acmre

外間浩

那覇市立病院

近年，僥骨遠位骨折では掌側ロッキングプレートを用いる症例が多くなっている．若年者や骨折部

に粉砕のない例，関節面の転位のない安定型の症例においては，術後矯正損失はほとんど無く整

復位の維持は良好である．一方，若年者の高エネルギー損傷や骨粗霧症を合併した高齢者などで

は，背側骨皮質の粉砕や転位した背側骨片の陥入による僥骨遠位の海綿骨の圧潰により，整復後

のfracturevoidが生じうる．このような不安性型の骨折では，掌側ロッキングプレート固定を行っ

ても術後の矯正損失，僥骨の短縮が散見される．そのため症例によっては創外固定器の併用，骨補

填材料の使用や術後の外固定期間の延長なども検討する必要がある．さらに術中の整復も困難で整

復固定に難渋することが多い．そのため術前計画を立てる際には骨折型だけではなくCTによる詳

細な転位骨片，海綿骨の評価が必要で，術中には関節面の評価のため背側切開や関節鏡の使用も考

慮されるべきと考える．また，近年，スクリューの数，刺入方向が異なる各種のロッキングプレー

トが使用されて良好な成績を得ているが，合併症としてインプラントの破損，背側に突出したスク

リューによる伸筋損傷，プレートと遠位掌側縁での摩擦による長母指屈筋腱の滑膜炎や断裂など当

院でも少数例ではあるが経験している．

今回，掌側プレート固定の適応と問題点につき検討し私見を報告する．
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檮骨遠位端骨折に対する掌側ロツキングプレートーDistalWindow

LockingPlateSystem⑨の開発と臨床成績一
IndicationandLimitationofPlateOsteosynthesisfbrDistalRadiusFracture

○戸部正博',水谷一裕1，津布久義人1，重光俊男'，柳原泰2
】東岡山済生会総合病院整形外科，2山王病院整形外科

【目的】Arata社製DistalWmdowLockingPlateSystellf(以下DWP)を開発し，その臨床成績お

よび現状での問題点について報告する．

【方法と対象】本機種の最大の特徴はプレート遠位に大きな窓を作成してあり，この窓より関節内骨

折の整復操作や骨補填が可能である．プレート遠位部は日本人中高齢者女性の僥骨遠位端に適合す

るように緩やかなカーブを作成,ロッキングホールも従来の直線状ではなく，解剖学的な弓状とした

2005年7月からDWPによる治療を行った172例のうち術後6カ月以上経過観察可能であった139例に

ついて検討を行った．年齢は21～91歳（平均61.3歳）で，骨折型はAO分類で,A2:48骨折,A3:

36骨折,B1:2骨折,B2:2骨折,Cl:24骨折,C2:17骨折,C3:10骨折であった．上記139例につ

いて臨床成績，合併症について検討した

【結果】Mayowristscoreではexcellent:103骨折,good:30骨折,poor:4骨折,fair:2骨折であっ

た.X線計測では術直後に得られた解剖学的整復位をほぼ保持していたが,AO分類C2･C3型骨折

に対する単独使用例で術後転位を8例に認めた．術後合併症では遠位スクリューの背側への突出によ

る伸筋腱刺激症状が8例，手根管症候群2例，一過性の前骨間刺激症状が2例，設置位置が遠位すぎた

l例にFPL断裂を認めたまた遠位スクリューの抜釘困難でプレートを破砕したものが2例であった．

【結語】本機種は軽量でlowprofileな掌側ロッキングプレートであり,他のプレートに無い特徴

を有するが，現状での問題点は遠位スクリューホールが浅いため，時に抜釘困難になる事であり，

現在6角より星型に改良中である．
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MatrixSmartLockplateを用いた榛骨遠位端骨折治療の工夫と成績
DistalradiusfracmretreatmentwithMatrixSmartLockplate

○酒井和裕，瀬戸信一朗，栗山龍太郎

山口県立総合医療センター整形外科

僥骨遠位端骨折用の各種ロッキングプレートの選択には,特徴を理解し適応と限界を知る必要がある．

演者らはMatrixSmartLock掌側用を頻用している．理由はプレートが1.5mmと薄くスクリューヘッ

ドの突出が小さいため屈筋腱と方形回内筋への影響が少ないからである．ロッキング角度は20.可変

性があり，プレートとスクリューをそれぞれ目的位置に設置しやすい．プレート遠位は僥尺傾斜の

ないデザインで掌尺側骨片を支えやすく，仮固定K－鋼線ホールも多くて手技が容易である．

適応は単純関節内骨折，観血的整復不能な関節面の粉砕骨折以外の骨折である．

手術は徒手整復可能であれば掌側侵入のみ，不能であれば背側から経皮joystick操作か，開創して

整復操作（＋骨移植）とK－鋼線仮固定のみ行い，プレート固定は掌側に行う．縦割れ骨折に横方

向スクリユー,Palmartiltの矯正にcondylarstabilizing法を追加することもある．スクリュー設置

は月状骨窩関節面との距離2mm以下，背側骨皮質との距離1mm以下を目標とする．茎状突起部

はプレート僥側遠位端から角度をつけてスクリューを刺入する．

2006年以来,手術した71例中，追跡調査できた64例のAO分類はA2:5例,A3:10例,B3:4例，

Cl:5例,C2:19例,C3:21例，平均年齢は65.2歳で経過観察期間は平均8.6か月であった．最終受

診時のCooney評価はExcellent47例,Goodll例,Fair5例,Poorl例で,矯正損失はpalmarmtl.62｡,

radialinclmationO.84｡,ulnarvarienceO.53mmであった．合併症は再転位,EPL断裂,CRPS,母指

屈曲不十分各1例であった．
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檮骨遠位端骨折に対するプレート骨接合術の適応と限界
IndicationandLimitationofPlateOsteosynthesisfbrDistalRadiusFracture

○今谷潤也，清水弘毅，高田逸朗，近藤秀則
岡山済生会総合病院整形外科

僥骨遠位端骨折の治療においては，以前はギプス固定による保存的治療が中心となっていた．しか

し急激な高齢化時代の到来や患者のQOL追求の高まりもあり，より解剖学的整復，強固な内固定，

早期社会復帰が求められるようになり，手術的治療を選択する機会が増えてきている．

まず本骨折に対する治療戦略として，本骨折における手術適応について当科の方針を中心に述べる．

手術方法としてはアプローチの選択や内固定材料の選択等については，実際の臨床症例と治療成績

を提示しながら述べる．また骨折部分の粉砕が骨幹端部に及ぶ症例に対して行なっている最小侵襲

プレート骨接合法についてもその手術手技上のコツや注意点などについて解説する．

さらに本邦で使用可能な掌側LockmgPlateのうちAculocDistalRadiusPlate@,LC-DRP.Smart

Lock③などについて遠位部スクリューの軟骨下骨を支持する部位，背側骨片に対するスクリユー位

置や関節面とプレート設置位置との関係などについて各プレートの細かな仕様を比較検討した結果

を述べる．また重篤な合併症の一つの屈筋腱障害との関連が示唆されている"WatershedLine"と

プレートとの位置関係について各プレートを比較検討するとともに，解剖屍体を用いて同部分の解

剖学的・組織学的検討を行なった結果を報告する．これらの臨床的，基礎的研究の結果をもとに本

骨折に対するプレート骨接合術の適応と限界について文献的考察を加えて述べる．
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檮骨遠位端骨折に対する掌側ロツキングプレート固定の変遷一私的経験より

Ti､eatmentofdistalradiusfracturewithvolarlockingplate-personalexperience

○岡崎真人 佐 藤 和 毅 中 村 俊康戸山芳昭池上博泰

慶應義塾大学整形外科

僥骨遠位端骨折の治療体系はmtrafocalpn血g,bridge型あるいはnon戸bridge型創外固定，骨補填

材料の使用など，この10年で劇的に変化した．近年は掌側ロッキングプレート全盛とも言える状

態であり，各種プレートが使用可能であるが，各々に特徴があり，どれを選択するか判断に困る場

合も少なくない．演者は2004年10月から掌側ロッキングプレートを使用しているが，その経験をふ

まえ，術式の変遷や今まで用いたプレートの特徴，欠点などについて報告する．2004年からSynthes

社distalradiusplateを,2006年からは日本ユニテック社Stellarを,2008年から症例によってMEシ

ステム社APTUS2を使用している．術式はmtrafocalpn血gを用いておおよそ整復した後に,distal

firsttechniqueでロッキングプレート固定している．方形回内筋は可能ならば温存するが，固執して

いない．いずれのプレート，術式を用いるにしても，掌側ロッキングプレートのみでは対応が難しい

症例が存在するということを認識し，必要があればpn曲g,創外固定の併用や骨補填材料の使用を

考慮すべきである．なお，掌側ロッキングプレート固定術後のFPL皮下断裂を現在のところ経験し

ておらず，抜釘は希望者のみ行っている
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僥骨遠位端骨折掌側ロッキングプレート

のおける抜釘の必要性の検討

Examinationofthenecessityoftheremoval

operationafterdistalradiusfractureusingvolor

lockingplate

'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，3諏訪中央病院整形外科，4土浦協同

病院

○太田剛'，松山嘉彦'，若林良明2，

志村治彦3，石突正文4

【はじめに】僥骨遠位端骨折に呈する掌側ロッキ

ングプレートの有用性は近年報告されている．

今回我々は．プレートの抜釘の必要性について検

討した．

【対象と方法】2005年1月から2008年3月までに.手

術的治療を行った不安定型僥骨遠位端骨折186例

の内.掌側ロッキングプレートにより治療した

110例について検討した110例中59例において

抜釘を施行した男性18例.女性41例.平均年齢

は63.5歳．骨折手術から抜釘術までの期間は6ヶ

月から16ケ月（平均9.1ヶ月）であった

【結果】全例について骨癒合は得られていた．2

例においてプレートと長母指屈筋腱（以下FPL)

の軋礫と思われる母指屈伸時の違和感を訴えて

いた．それ以外の症例ではプレートに起因する

と思われる症状はなかった抜釘時の所見とし

てFPL周囲の綴痕組織の増生を全ての症例で認

めた．プレートの最遠位のエッヂにおいてFPL

がプレートと直接接していたと思われる症例が8

例あり．そのうちの4例にはFPLのプレート側に

プレートの圧痕と思われる所見が見られたこ

の4例のうち2例は抜釘前に違和感を訴えていた

症例であった．抜釘後違和感は消失した．

【考察】掌側ロッキングプレー‘トの有用性は臨床

上明らかであるが，合併症としてのFPL損傷は

2-12%の割合で生じると報告されている．今回

我々は.抜釘前に症状がなかった症例でも術中

に.FPLとプレートエッヂの軋礫を思わせる所見

を10.2%に認めた．FPLの損傷の危険性はプレー

ト抜去しない限りなくならず.骨癒合が得られた

後可及的速やかに抜釘術を行うべきと考える．

1-2-2

僥骨遠位端部におけるLockingPlate
screwの刺入角度の検討一引き抜き強度の

観点から

ThedirectionofscrewfOrlockingplateindistal
radius

聖マリアンナ医科大学整形外科学教室

○泉山公，清水弘之，新井猛，

倉 持 大 輔 ， 別 府 諸 兄

【目的】低密度海綿骨より高密度海綿骨の方が応

力分散は小さく僥骨遠位端部では内掌側部に分

布している高密度領域にロッキングスクリュー

を刺入した方が荷重架橋の効率が良いことを第

51回本学会で報告した．しかし，骨片とスク

リューの角度安定性を得るためのロッキングス

クリューの最適な刺入角度は明らかではない．

今回われわれは高密度海綿骨モデルを用いた引

き抜き強度実験より僥骨遠位部におけるロツキ

ングスクリューの刺入方向を検討したので報告

する．

【方法】骨モデルSAWBONE/1522-03(密度

0.16g/cc,)にスクリューを引き抜き方向に対し

それぞれ0度,15度,30度,45度の角度で刺入し，

5mm/minの加速度で引き抜いたときの張力を計

測し，検討した．但し，引き抜き方向となす角

は一定とした

【結果】最大引き抜き強度は0度で0.098±

0.015kN(m/s2),15度で0.173±0.010kN,30度で

0282±0.031kN,45度で0.215±0.036kNであり，

30度で最大の値を示した弾性範囲における変

位(x)強度(y)直線は変位量0.1mmの場合でy=

0.9527x+0.0048,変位量0.2mmの場合でy=

0.9103x+0.0074であった．いずれも30度で最大

を示した．

【考察】角度安定性を有するロッキングスク

リューはプレートと垂直をなす直線に対し30度

の角度をつけて刺入するとより強固となるも

のと考えられる．しかし，骨折部を架橋する

bridgingplate固定は同時に軟骨下骨支持を満た

すことが必要であるため角度は制限される．し

たがって，制限を必要としないロッキングスク

リューはプレートに対して30度の角度をなして

高密度海綿骨内に刺入することが，骨片とスク

リューの角度安定性が得られやすく，固定性は

強固になると考えられる．
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僥骨遠位端関節内骨折におけるulno-

dorsalfragmentの固定の必要性に関する
検討

Clinicalstudyconcerningnecessityfbrfixingthe

ulno-dorsalfragmentinmtra-articularfracturesof
thedistalradius

名古屋披済会病院整形外科

○太田英之，渡邉健太郎，矢崎尚哉

矢島弘毅 ，佐々木宏

【目的】AO分類C3型に代表される榛骨遠位

端関節内骨折にしばしば存在するulno-dorsal

fragmentは掌側プレートによるスクリューでは

必ずしも十分に固定し得ず，別個に背側からの

内固定を勧める意見がある．しかしその必要性

については議論のあるところであり，当院では

積極的には内固定をしていない．そこで同骨片

の存在が術後の成績にどの程度影響があるかを

調査し内固定の必要性を後ろ向きに検討した．

【対象と方法】2003年より2008年までの5年間に

観血的に治療した僥骨遠位端骨折(両側受傷例

は除く）は331例であった内訳は関節外骨折が

168例で関節内骨折が153例であった．関節内骨

折のうちulno-dorsalfragmentが存在したもの

は88例であり同骨片が存在しなかったものは65

例であった．関節外骨折の一部を除きほぼ全例

掌側プレート固定を行った．症例をulno-dorsal

fragmentを有する群(A群),有しない関節内骨

折群(B群）および関節外骨折群(C群）に分け，

最終可動域と握力およびそれぞれの対健側比の

平均値を統計学的に比較検討した．

【結果】術後最終可動域の健側比のうち背屈はA

群がB･C群に，回外がA・B群がC群にそれ

ぞれ有意に優れており，他は3群間に有意の差は

なかった．握力の対健側比は3群間に有意の差は

認められなかった．

【考察】今回の結果から,intermediatecolumn

の骨片の大部分を掌側ロッキングプレートによ

りしっかりsubchondralsupportできれば術後

成績は良好であり，背側に新たな侵襲を加える

デメリットを考慮すると必ずしもulno-dorsal

fragmentの内固定にこだわることはないと考え

られた．

1-2-4

方形回内筋を温存した掌側ロッキングプ

レートによる僥骨遠位端骨折の治療

一前向き研究一

Palmarlockingplatefbrthedistalradiusfracmres

savmgthepronatorquadramsmuscle

-Aprospectivestudy-

'東邦大学医学部整形外科学第2講座，2山王病院

整形外科

○戸部正博'，水谷一裕1，津布久義人'，

柳 原泰 2

【目的】僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキング

プレート法では，漠然と方形回内筋を切離縫合

する掌側アプローチが使用されている．われわ

れはこの点に疑問を持ち，より早期の日常生活

動作への復帰を目的として，方形回内筋を温存

した小侵襲手術を行ってきた．今回は切離縫合

群とのprospectivestudyを行ったので報告する．

【対象と方法】2005年7月より2008年4月までに手

術を行った僥骨遠位端骨折116手を対象とした．

年齢は22～92歳（平均59.6歳）で男性34手，女

性82手で,術後平均観察期間は12.5か月であった．

骨折型はAO分類でA2:72手,A3:32手,Cl:

7手,C2:5手で，関節内転位を認めたC型骨折

は除外した．全例DWPlockingplatesystemを

使用した術式の選択はクジによる抽選を行っ

た温存群は64手であり，プレート挿入時に方

形回内筋断裂を起こした8例を除いた56例を対象

とした．切離縫合群は52手であり，方形回内筋

縫合が困難であった9例を除いた43例を対象とし

た．上記2群について，臨床成績,X線計測，術

後6カ月までの経時的関節可動域,VASscore,

日常生活動作への復帰時期について検討を行っ

た．

【結果】最終調査時の臨床成績とx線計測では

両群間に有意な差は無かったが，経時的関節可

動域の回内・回外において有意な差を認めた

VASscoreでは術後3週までの数値に有意な差を

認めた．日常生活動作への復帰時期は温存群で

は平均2.9週で切離縫合群は平均5.8週であった．

【結語】方形回内筋を温存した小侵襲手術は術後

の方形回内筋周囲の拘縮や周囲との癒着を防ぐ"

ことが可能で，術後早期の日常生活動作への復

帰に有利であるが，高齢者の非薄化した方形回

内筋では術中に筋が裂ける事もあり注意が必要

である．
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僥骨遠位端骨折の新しい分類法の検討

ASuggestionofaNewClassificationfbrtheDistal
RadiusFractures

熊本整形外科病院整形外科

○玉井誠

【目的】信頼度が高く，治療法の選択に役立つ僥

骨遠位端骨折分類の構築を目的とした．

【方法】2003年以降に掌側ロッキングプレートを

用いて観血的治療を行った新鮮不安定型僥骨遠

位端骨折196例の骨折型を分析して手術適応や手

術方法（術式ならびに固定方法）の選択に最も

影響を与えたと考えられる因子について検討し，

新しい分類法を考案した．

【結果】骨折型は以下の5要素T･A･M･D･R

を用いて表記する（例:DO101,I3330等)．

T)骨片の変形・転位状況(Typeof

Defbrmity):骨皮質の連続性が完全に断たれたも

の(NoCorticalContinmty:N型)･掌屈型(Volarly

Displaced:V型)･背屈型(DorsallyDisplaced:D

型）・嵌入型(Impacted:I型）

A)関節内骨折（僥骨手根関節)(Articular

Frac伽e):骨折が無い(0度)･単純な骨折で転位

が無い(1度)･単純な骨折で転位が有る(2度).粉

砕が有る(3度）

M)骨幹端部の粉砕(Metaphyseal

Comminution):なし(0度）・背側のみ粉砕あり(1

度)･掌側のみ粉砕あり(2度)全周性に粉砕あり(3

度）

D)骨幹部損傷(Diaphysealhvolvement):骨

折が無い(0度）・単純な骨折で転位が無い(1度）・

単純な骨折で転位が有る(2度）・粉砕が有る(3度）

R)遠位骨片の僥側偏位(RadialTranslation):

なし(0度)･遠位僥尺関節外で転位が2mm未満(1

度)･遠位僥尺関節外で転位が2mm以上(2度)･

遠位僥尺関節内で転位が1mm以上(3度）

【考察】この分類を用いることにより，骨折型の

表現が正確になり，より厳密な手術適応や固定

器材の選択が可能になると考えられる．今後，

分類項目の臨床的意義の確認と診断の信頼度や

再現性についての検討を行い，臨床への応用を

すすめて行きたい．

1-2-6

僥骨遠位端骨折の治療成績を予測しうる

分類法-AO分類は有用であるか

-ClassificationofDistalRadiusFracturetopredict
theoutcome-HowaboutAOclasSi6cation?-

'市立四日市病院整形外科，2名古屋大学手の外

科

○中野智則1，馬島雅高'，水野正昇'，

奥井伸幸2，平田仁2

【目的】僥骨遠位端骨折を分類する上で，骨折の

重症度を反映するとされるAO分類は現在最も

よく使われている分類法である．しかし，掌側

ロッキングプレート（以下VLP)の登場により，

C3型のような関節内粉砕骨折についても良好な

治療成績が報告されており,AO分類と治療成

績は必ずしも一致しなくなってきている．今回，

上肢機能評価表であるHand20を用いて，治療

成績を予測するにあたってAO分類が有用であ

るかどうかを検討した．

【対象と方法】研究参加施設において2006年4

月からの1年間に僥骨遠位端骨折に対してVLP

を用いて治療した241例に対し,2008年9月に

Hand20を郵送し，回答を得た135例を対象とし

た.AO分類はA2;11例,A3;35例,B2;3例，

B3;6例,Cl;27例,C2;31例,C3;22例であっ

た.AO分類での患者平均年齢に有意差は認め

なかった．

【結果】平均FIand20スコアは,A型;8．9(A2;

10.7,A3;8.3),B型;13.2(B2;18.5,B3;

10.5),C型16.2(Cl;13.9,C2;15.2,C3;

20.6）であった.A型B型,C型の各型内で

の比較では,C型ではClから順に悪化する傾向

はみられたが，どの型についても有意差は認め

なかった型ごとでの比較では,A型とB型，

B型とC型では有意差は認めなかったが,A型

とC型については有意差を認めた(p<0.05).

【考察】A型とC型で有意差を認めたが，その

違いは関節外骨折か完全関節内骨折かであり，

C型内での比較では有意差は認められず,AO

分類での骨折の重症度によって治療成績を予測

できるとは言い難い結果であった.VLPを使用

しても治療困難な関節内骨折が存在することは

明らかであるため，今後はVLP使用例で治療成

績が不良となる骨折型について調査し，レント

ケン像だけでな<CTのMPR像も加え，治療

成績を予測しうる新たな分類法を考案する必要

があると思われる．
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僥骨遠位端骨折に対するPART法成績不

良例の要因

Clinicalfactorsofunacceptableresultswiththe
treatmentofPARTfbrdistalradiushacmre

済生会下関総合病院整形外科

○安部幸雄，富永康弘

【はじめに】私達は僥骨遠位端骨折に対し，ま

ずアライメントを透視下に整復し掌側ロッキ

ングプレートを仮固定後，鏡視下に関節面の

整復と軟部組織の処置を行うPART法(plate

presettingarthroscopicreductiontechnique)に

よる骨接合術を考案し発表してきた（第50回，

51回日手会).この方法により年齢骨折型など

症例の背景とともに関節内の整復状況や軟部組

織損傷の有無など術後の成績不良因子を正確に

把握することができる．今回PART法において

も成績不良であった症例の検討を行った

【対象】2005年7月以降,当科にてPART法を行っ

た69例のうち術後6ヶ月以上経過観察が可能で

あった63例を対象とした．男性16例，女性47例，

年齢は18歳～84歳（平均60歳),右26手,左37手，

骨折型はAO分類にて関節外骨折17例,B3:2例，

Cl:11例,C2:11例,C3:22例使用したプレー

トはDRV39例,Acu-Loc24例であった．全例

に術翌日より固定を除去しリハビリを開始した．

最終評価はMayowristscoreにて行った．

【結果】術後成績はexcellent:46例,good:15例，

fair:2例であった.Good,fairの要因は痙痛，掌

背屈制限，握力低下にあるが，その原因は関節

内粉砕による軟骨欠損，尺骨遠位部骨折,TFCC

損傷,SL靭帯損傷及び再建後拘縮，術後転位，

CRPSの合併など様々であった．

【考察】鏡視下手術を併用した掌側ロッキングプ

レート固定により良好な整復位，固定性の獲得

が得られ早期の機能訓練が可能となったにもか

かわらず,成績不良因子は骨折の程度術後転位，

尺骨遠位部骨折合併の有無軟部組織損傷，術

後合併症など従来と同様であったそれぞれの

不良因子の対策について述べる．
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僥骨遠位端関節外骨折に合併した関節内

軟部組織損傷の解析

Theanalysisofintraarticularsofttissueinjuries
combmedMthxtraarticulardistalradiusfracture

済生会下関総合病院整形外科

○富永康弘，安部幸雄

【はじめに】僥骨遠位端骨折に伴う関節内軟部組

織損傷は予後を左右する因子の一つとされなが

らその詳細は明らかではない．従来関節内骨折

に合併しやすいとされてきたが，関節外骨折に

おいてもしばしば損傷を認める．今回，僥骨遠

位端関節外骨折における軟部組織損傷の分析と

予後に及ぼす影響について検討した．

【対象】2003年以降当科にて僥骨遠位端骨折

に対し鏡視下手術を施行した118例のうち関

節外骨折は32例，男3例，女29例，年齢は

16歳～79歳，平均63歳であった．固定方

法は掌側ロッキングプレート18例，非ロッキ

ングプレート10例，背側プレート2例，ピン

ニング2例で，全例に鏡視下手術を併施し僥骨

手根関節における軟部組織損傷の評価を行った．

骨間靭帯断裂の評価はGeissler分類にて，三角

線維軟骨複合体(TFCC)損傷はPalmer分類に

て行った．6ヶ月以上経過観察が可能であった

31例においてMayowristscoreによる最終評

価を行った．

【結果】合併率および損傷程度は舟状骨月状骨間

(SL)靭帯損傷15例(47%,gradel:7,m:

7,IV:1),月状骨三角骨間靭帯損傷7例(22%,

gradeI:5,II:2),TFCC断裂19例(59%,

1A:8,1A+1B:4,1B:1,1D:1,変性断裂5)であっ

た．最終成績はE:17,G:8,F:3であり,fair3例

のうちSL靭帯gradelllの損傷を全例に,2例

でTFCCの変性断裂を合併していた．

【考察】関節外骨折といえども相当数の関節内軟

部組織損傷を合併し，予後を左右する因子とな

りうることが明らかとなった．ただ加齢に伴う

無症候性異常所見の可能性もあり評価には注意

を要する．
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僥骨遠位端骨折に対する新しい術式一鏡

視下整復術の簡素化と術後の整容的を考

慮した術式の開発一

ArthroscopicReductionMthCosmeticapproaching

(ARC)techniquefbrdistalradiusfracture

東大阪市立総合病院整形外科

○重松浩司

【目的】僥骨遠位端骨折への掌側Lockingplate

の有用性が報告され，一般的な治療方法となっ

たより良好な成績を得るため鏡視下整復術を

併用した骨固定法が報告されているが，その手

技はやや煩雑であり充分な普及には至っていな

い．また，時に前腕の手術嬢痕は時に醜状耀痕

をきたすため美容的な面でも問題が残る．今回

我々は新しいデバイスを作製し，鏡視下整復術

をより簡素化するだけでなく，術後の整容面に

考慮した術式を報告する．

【対象・方法】2007～08年に本術式を用いた僥

骨遠位端骨折で男性6例，女性23例である．受

傷時平均年齢は65歳であった手術は2007年本

学会にて吉川らの報告した横皮切を用い，皮下

はHenry法を用いて展開する．方形回内筋は温

存しplateを仮固定する．この際近位側はoval

holeを用いて仮固定することで，近位・遠位方

向にplateの微調整可能となる.Buttress法を用

い透視下に整復後，デバイスを用いて遠位のス

クリュー刺入孔に綱線を挿入し仮固定が完了す

る．この後，鏡視下に関節面の適合性を確認し，

必要に応じて背側から綱線を刺入しjoy､ickと

して整復を行う．良好な整復が確認された後，

遠位綱線をlockmgscrewまたはpegに置換する．

【結果】全例合併症なく骨癒合を獲得し最終可動

域は掌背屈151｡,回内外169°で握力対健側比は

80％であった．単純レントゲンの評価(術前／術

後）ではvolartilt-14o/5.5.,radialmclination

13．5．／23．5．,ulnarvariance+4.5mm/+1.75mm

へと整復された．醜状嬢痕を認めた症例は無かっ

た

【結論】僥骨遠位端骨折への鏡視下整復術は非常

に有効であるが手技が煩雑である．本術式では

鏡視下整復術前に徒手的整復しplateを仮固定す

るため追加の整復手技も容易である．また，醜

状嬢痕の形成も予防しうる優れた術式である．

1-2-10

僥骨遠位端骨折に対してロッキングプ

レートを用いたMIPO法による治療成績

SurgicalTiPeatmentofDistalRadiusFractureusmg

LockingPlatewithMIPOmethod

岡山大学病院整形外科

○島村安則，野田知之，西田圭一郎，

門田康孝，尾崎敏文

【目的】我々は僥骨遠位部骨折に対する治療の

firstchoiceを手術加療としている.今回掌側ロッ

キングプレートを使用し，小皮切にて方形回内

筋を温存するMIPO法を行った僥骨遠位部骨折

の治療成績を報告する．

【方法】2006年6月より2008年6月までに手術加

療を行った僥骨遠位部骨折64例のうちAO分類

B,C3.3typeを除外しMIPO法を行った41例を

対象とした．手術は伝達麻酔下に,Watershed

lineに相当する僥骨遠位端部と骨幹部にそれぞ

れ約2,1cmの皮切を加え骨折部・関節面な

ど整復の後方形回内筋層下にプレートを挿入

しスクリューかっこ固定を行っている．術後

1,3,6カ月，最終観察時の関節可動域，握力，

VASscore,'DASHscoreを，またし線学評価と

してpalmartilt,volartnt,ulnarvaliance等を

計測した

【結果】全例において合併症なく良好な骨癒合が

得られた．術後3カ月時のROMは掌屈65.背屈

71。回内75.回外90.,握力74％，平均VASscore

は0.7点,DASHは10点であり，早期に良好な機

能回復が得られていた.X線学的にも術直後か

ら矯正位損失することなく最終観察時には骨癒

合が得られていた．ただしC3.2群では手術時間・

整復位に多少のばらつきが見られた

【考察】小皮切かつ方形回内筋を温存するMIPO

法は術後早期の機能回復が得られるため，今

後も推奨されるべき手術方法である．ただし

Watershedlineの問題などで抜釘を行う際には

注意を要する．またC3.3,splitdepressiontype

など比較的高度粉砕例では小皮切を行わずによ

り確実な従来法での手術が望ましいと考える．
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榛骨遠位端骨折に対する小型掌側ロッ

キングプレートを用いた最小侵襲手技～

MIPOにおけるcondylarstabilizing法～

MinimallylnvasiveSurgelywiththeSmallVolar

LockingPlatefbrDistalRadiusFractures-Condylar

StabmzmgTecmiquemMIPO-

'太田総合病院整形外科，2東急病院整形外科，

3牧田総合病院整形外科

○根本高幸'，富田泰次1，金潤壽'，

後藤昭彦2，平出周3

【目的】近年，背側転位型僥骨遠位端骨折に対

するロッキングプレート固定に対して小皮切を

用いた最小侵襲手技が報告されているが，背側

皮質骨の粉砕した症例では徒手整復やintrafocal

pmnmgのみでは背屈転位が十分に矯正されない

ことが多い.condylarstabnizing法は背屈転位

の矯正に有用な方法であるが，小皮切で行うの

は手技的に困難である．今回，我々はMIPOで

condylarstabilizing法が簡便に行えるデバイス

(plateangle保持器）を考案し，良好な治療成績

が得られたので報告する．

【対象と方法】対象は背側転位型僥骨遠位端骨

折に掌側ロッキングプレート固定を行った32例

で，症例は男7例，女25例で，手術時年齢は21歳

～87歳，平均63.7歳で，骨折型はAO分類A1:

6例,A3:12例,C1:6例,C2:6例,C3:2例である．

手術は近位手首皮線上に約2cmの横皮切と近位

スクリュー固定位置に約l.5cmの縦皮切にて進

入し，方形回内筋の筋層下にプレートを挿入し，

整復にはplateangle保持器を使用した内固定

材は風間精機社製小型掌側ロッキングプレート

を用いた．これらの症例に対してX線学的検討

および斉藤の機能評価を行った

【結果】術前後のX線計測では,radialmclmation

が平均19.7.から25.8｡,volartiltが平均-10.8.か

ら12.6｡,ulnarvarianceが平均l.7mmから0mm

に改善し，良好な整復位が得られていた．斉藤

の機能評価では,excellent22例,goodlO例で

あった．

【考察】僥骨遠位端骨折に対するMIPOは整容

的に患者の満足度が高く，有痛性嬢痕の発生予

防ならびにプレートが方形回内筋で十分被覆さ

れることで屈筋腱皮下断裂の予防効果も期待さ

れる．また，背側転位型僥骨遠位端骨折の整復

にcondylarstabilizmg法は有用な方法であり，

plateangle保持器はMIPOにおいて正確な整復

位を得る上で有効であった．

1-2-12

僥骨遠位端骨折術後の手関節造影所見と

機能予後の検討

WristArthrographicFmdmgsAKectingClncal

OutcomeafterSurgicalTreatmentfOrDistal

RadiusFractures

市立豊中病院

○栗山幸治，川西洋平，山本浩司

【目的】僥骨遠位端骨折術後の手関節造影の所見

と機能予後との関係を検討することを目的とし

た．

【対象と方法】2004年から2007年までの期間に

当科においてplateを用いて手術加療を施行し

た僥骨遠位端骨折のうち，術後手関節造影を施

行した77例（男性14例，女性63例）を対象とし

た．造影時平均年齢62.1(18～80)歳，骨折型

はAO分類でA2:8例,A3:8例,B1:1例,B2:1

例,B3:5例,Cl:26例,C2:18例,C3:10例であっ

た．術後1年の時点で僥骨手根関節から造影を行

い，遠位僥尺関節，手根中央関節への造影剤の

漏れの有無隔壁形成を調査したまた臨床評

価は瘻痛，手関節可動域，握力を測定し，造影

所見と検討した．

【結果】完全隔壁(Septum群）は9例(11.6%),

残りの68例について，遠位僥尺関節へ造影剤の

漏れ(DRUJ(+)群）は37例(48.1%),手根中

央関節に造影剤の漏れ(Midcarpal(+)群）は29

例（37.7％）に認めた遠位僥尺関節，手根中

央関節のいずれにも造影剤の漏れを認めなかっ

たのは18例（23.4％）であった.DRUJ(+)群と

DRUJ(-)群の比較では，瘻痛，手関節可動域，

握力に有意な差はなかった．Midcarpal(+)群

とMidcarpal(-)群の比較では,Midcarpal(+)群

に痙痛が強い傾向を認めた．また,Septum群

はDRUJ(+)群,DRUJ(-)群,Midcarpal(+)群，

Midcarpal(-)群のいずれと比較しても，握力，掌

屈可動域，背屈可動域が劣っていた．

【結論】僥骨遠位端骨折術後の握力，可動域低下

の一因として僥骨手根関節内の完全隔壁の存在，

また，瘻痛の一因として，手根骨間靱帯損傷が

示唆された．
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僥骨遠位端骨折に伴う伸筋腱嵌入

TendonEntrapmentmDistalRadiusFractures

'慶應義塾大学医学部整形外科，2荻窪病院整形外
科

○岡崎真人'，田崎憲一2，中村俊康'，

佐藤和毅1，戸山芳昭Ⅱ

僥骨遠位端骨折において骨折部へ腱が嵌入しう

ることは知られているが，まとまった論文は少

ない．今回，腱嵌入の頻度および臨床像を明ら

かにすることを目的として自験例を検討した

1996年から2004年の間に単一病院を受診した患

者のうち，傷病名として僥骨遠位端下端骨

幹端の骨折，骨端線損傷あるいは骨端離開と

登録されていた693症例701手関節を対象とし，

retrospectiveに診療記録を検討した男性270例，

女性423例，初診時年齢は1歳から95歳，平均49

歳，新鮮外傷として治療したものは633手関節

陳旧例で遺残症状に対する治療を行ったものは

68手関節だった．これらの症例に関して，手術

中に骨折部への腱嵌入を確認した症例を抽出し，

それらの臨床像，単純X線所見などを検討した

結果．転位の大きな骨折9症例9手関節で骨折

部に腱が嵌入していた．伸筋腱が嵌入していた

8手関節は全例Smith骨折で，屈筋腱が嵌入し

ていたl手関節はCoUes骨折だった．新鮮外傷

時に腱嵌入が診断されたのは8手関節で,Smith

骨折が7手関節,Colles骨折が1手関節だっ

た．新鮮例全例で外固定での整復位保持が不能

であり，また手指他動屈伸時の著明な瘻痛を訴

えたが，手指自動運動は3手関節で可能だった

Smith骨折のl症例では新鮮外傷時には伸筋腱

嵌入は看過され，骨癒合してから当院紹介受診

していた．考察．当院で治療した全僥骨遠位端

骨折の1.3％で腱嵌入が確認された僥骨遠位端

骨折に伴う腱嵌入は症例報告として散見される

のみではあるが，特にSmith骨折における伸筋

腱嵌入は決して稀ではなく，注意が必要である．

転位の大きな骨折で，強い手指運動時痛を訴え

る場合は，積極的に局所を展開して腱嵌入の有

無を確認すべきである．

l-2-14

掌側ロッキングプレート後の榛側部痛は

長期間持続し上肢機能を障害する

RadialPainForaLongPeriodofTimeFollowing

DistalRadiusFractureUsingVLP

'名古屋大学医学部手の外科教室，2金城学院大学

生活環境学部

○三シロ秀幸'，平田仁1，今枝敏彦2，

篠原孝明l,建部将広』

【目的】僥骨遠位端骨折に対してvolarlocking

plate(VLP)は広く使用され，解剖学的整復位の

維持が可能となった．しかし，術後長期に瘤痛

を訴える患者が存在する．そこで患者への術後

アンケート調査を行い，瘤痛の程度，部位変化，

関連因子について検討した．

【対象・方法】NPO法人ハンドフロンティアに

所属する施設にて，2006年4月から一年間にVLP

を使用した僥骨遠位端骨折は241例であった.X

線パラメータであるVT,RI,UVの矯正損失は

概ね良好であった．術後3回にわたりアンケート

調査をおこない，1回目（術後6カ月以上）151例，

2回目（術後1年以上)119例,3回目（術後18カ

月以上）132例の回答を得た．アンケート調査内

容はHand20(上肢機能評価),handdiagramに

よる疾痛部位とした．統計解析には,重回帰分析，

カイニ乗検定を用いた．

【結果および考察】瘻痛の訴えは経時的に減少

するも3回目の結果では57例(432％）であった．

痙痛部位を尺側部のみ，僥側部のみ，瀧漫性（2

か所以上の訴え）に区分すると，各部位の割合

は1回目21，43，36（％）2回目7，54，38（％）3

回目9，55，36（％）であった．各アンケート

間の痙痛部位変化は，1→2回目では新たな瘤痛

は僥側部でll例あるも，尺側部には新たな訴え

はなかった．2→3回目では尺側部が新たに5例

発生していたが僥側部痛の訴えが有意に多かっ

た．僥骨遠位端骨折の術後疾痛に関しては尺側

部に関する報告が多く，注目されている．しか

し，今回の結果から術後長時間経過すると尺側

部痛は減少し，僥側部痛が有意に残ることが示

されたこの原因としてプレートの関与が考え

られ，抜釘の有無について検討したが瘻痛部位，

VASとの明らかな関連を認めなかった.3回目

のHand20は平均スコアが低下し，特に前腕の回

内外運動,力仕事に関する項目がその原因であっ

た．
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僥骨遠位端骨折に対するインプラントに

よる腱皮下断裂

DelayedRupturesofFlexorandExtensorTendons

causedbyProtrusionofhplantsfbrDistalRadius
Fractures

相澤病院整形外科

○山崎宏，保坂正人

【目的】僥骨遠位端骨折に対してプレートやスク

リュー固定が行われるが，合併症として遅発性

の屈筋腱・伸筋腱皮下断裂が報告されている．

本研究の目的は，これらの3例を報告し，その特

徴を明らかにすることである．

【対象】3例（男2例，女l例)，平均年齢62（41～

80）歳を対象とした．

【方法】1)断裂腱,2)骨折から腱断裂までの期間，

3)骨折型，4)使用インプラント及び設置位置，5）

腱再建術時の術中所見，を調査した．

【結果】1)断裂腱は示指深指屈筋(FDP)腱が1例

示指FDP腱と長母指屈筋腱が1例，長母指伸筋

腱がl例であった．2)骨折から腱断裂までの期

間は10ヶ月，2年6ヵ月，6年であった．3)骨折

型はAO分類でB1,C1,C2が各1例であった．

4)使用インプラントはAOsmallT-plate,AO

lockingdistalradiusplate(DRP),AOcannulated

cancellousscrew(CCS)であった．T-plateは不

適切な遠位設置,DRPはプレート僥側の僥骨か

らの浮き上がり,CCSは背側第3コンパートメン

トへの突出が認められた．5)術中所見では，全

例で腱滑走部へのインプラント突出を認めた．

T-plateではスクリューヘッドの突出,DRPでは

プレート先端の突出,CCSではスクリュー先端

の突出を認めた突出したインプラント自体は

軟部組織で覆われていた．スクリューの緩みは

生じていなかった．

【考察】遅発性腱皮下断裂の原因は，プレートや

スクリューの不適切な設置であった．プレート

の浮き上がりや背側第3コンパートメントへの突

出は，単純X線画像では評価困難でCTが有用

であった．設置位置が不適切な場合には，早期

にインプラントを抜去すべきである．

1-2-16

Acu-Lockdistalradiusplatesystemを用
いて長母指屈筋腱障害を生じた5例

FivecasesofnexorcarpiradialistendoninjuIyas

complicationofthedistalradiusfracturetreated

withAcu-Lockdistalradiusplatesystem

'金沢大学医学部整形外科，2富山県立中央病院整

形外科，3金沢医療センター整形外科

○多田薫'，小峰伸彦1,富田勝郎l,

橋本二美男2，池田和夫3

【目的】僥骨遠位端骨折に使用した掌側プレー

トによる長母指屈筋腱（以下FPL)障害の報

告が増えている．我々は以前掌側プレートによ

るFPL断裂の5例を経験したことから,FPLと

の摩擦が少ないと考えられるAcu-Lockdistal

radiusplatesystem(以下Acu-Lock)を選択し

ていたが,Acu-Lock使用例においてもFPL障

害の発生を認めたので報告する．

【対象】対象は2006年から現在までの期間に，当

科およびその関連施設で僥骨遠位端骨折に対し

Acu-Lockを使用した88例の中で,FPL断裂およ

び腱鞘炎様症状のあった5例（5.7％）である．手

術から自覚症状発現までの期間は平均6.8か月（2

～17か月）であった.FPL断裂の2例は，いず

れも手関節背屈位で母指IP関節を伸展強制され

受傷していた

【結果】FPL腱鞘炎の3例には抜釘を行い,FPL

断裂の2例には抜釘と遊離PL腱による腱移植術

を行った．5例中2例は掌側骨皮質からのプレー

トの浮き上がりがFPL障害の原因と考えられ，

2例はプレートの遠位設置および，矯正損失に伴

うプレートの遠位への移動が原因と考えられた．

1例はプレートの設置には問題が無かったがFPL

腱鞘炎様症状を生じた

【考察】Acu-Lockは遠位部が丸みを帯びFPL

との摩擦を生じにくいデザインとなっており，

FPL障害の報告は少ない．しかし，プレートの

設置に問題があると考えられた4例に加え，設置

には問題が無いと考えられる1例においてFPL

障害が生じた．以上の経験から，術後に母指運

動時の違和感が出現した例には抜釘を行うべき

であると考えた．また，プレートを遠位に設置

しなければ骨片を固定できないような例では，

背側プレートの使用も考慮すべきであると考え

た．
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ACU-LOCDistalRadiusPlateSystem
を用いた榛骨遠位端骨折の治療における

術中トラブルおよび術後合併症の検討
FailureandComplicationsofACU-LOCDistal

RadiusPlateSystemfbrDistalRadiusFracture

長崎労災病院整形外科

○ 角光宏

【目的】僥骨遠位端骨折に対するACU-LOC

DistalRadiusPlateSystem(以下ACU-LOC)使

用例における術中トラブルおよび術後合併症を

調査し，その防止策を検討すること．

【対象と方法】ACU-LOC単独で治療した僥骨遠

位端骨折122例に対し，本システムに起因する術

中トラブルを，また術後6ヵ月以上経過した100

例に対して術後合併症を調査し，その原因と対

策について検討した．

【結果】術中トラブル例は4例(3.3％）にみられ，

遠位用ドライバーの折損が2例，骨幹部仮固定

ピンの折損がl例，骨幹部の新たな縦割れ骨折

がl例であった．術後合併症は，手根管症候群，

偽関節，遠位スクリュー折損による再転位の3

例(3％）であった．仮固定ピンの折損は，わずか

に弩曲していたピンをモーターで回転させ抜去

する際に生じていた．骨幹部の新たな縦割れ骨

折は，不全骨折に気づかずに引き寄せScrewで

固定する際に起こっていた．ドライバーの折損

は，締結時のトルクに加え,screwhedから外

す際にドライバーを振る動作により，過度の金

属疲労が惹起されたものと考えられた術後合

併症のうち，スクリュー折損例は，認知症のあ

る72歳女性で，術後4週でのpushup動作によ

り発症していた．一方，術後3カ月で発症した

手根管症候群の合併例および抜釘後に判明した

偽関節の症例は，骨折の整復状態やプレート設

置位置に特に問題はなかった．

【結論】術中トラブルに関しては，手技の習熟に

より回避もしくは発生頻度を低下させることが

可能であるが，本システムの構造上の問題特

にドライバーの金属疲労に伴う不具合に関して

は早急な対策が必要である．また，術後合併症

のうちスクリュー折損例に関しては，本プレー

トの固定力の限界を再認識し，骨癒合までADL

上の禁忌事項を明確にし，その確実な回避対策

が重要と考えられた．

1-2-18

僥骨遠位端関節内骨折に対する背側固定
法の合併症について

TheComplicationoftheDorsalOsteosynthesisof
thehtra-articularFractureoftheDistalRadills

'(特医)多根総合病院整形外科，2滋賀医科大学整

形外科

○本城昌1，松末吉隆2，児玉成人2，

今井晋二2

【目的】僥骨遠位端関節内骨折に対する背側内固

定でいかにして背側法特有の合併症を減じ得る

かを検討する．

【方法・対象】2000年から前向き研究としての背

側法症例と，僥骨遠位端関節内骨折に高度の粉

砕を伴い背側の内固定では不十分と判断した掌

背側固定症例．対象は2000年7月から2008年2

月までの81例．女性46例，男性35例，手術時

年令は18-83歳（平均54.5歳)．平均経過観察期

間は26.4ヵ月．僥骨骨折型はAO分類でC1;6例，

C2;32例,C3;43例手術方法は，背側はRikliら

の方法に準じdoubleplating法を，掌側にはlow

promeplateまたはlockingplateによる内固定を

施行.Radialcolumn,middlecolumnの自発痛，

腫脹圧痛を経時的に評価．抜釘の有無，断裂

を含む腱障害も検討項目とし，伸筋腱膜の固定

材料への被覆の有無も比較検討した．臨床評価

はCooneyの基準を用いた

【結果】全81症例中14例(17%)に抜釘を施行し

た半切した伸筋腱膜による内固定材料の被覆

を行った17例中，抜釘は2例(12%)であり有意

に減少していた．また,Radialcolumn,middle

colUmnの自発痛を訴えた平均期間はflap無し

(10.4Ms,2.7Ms),flap有り(2.9Ms,1.1Ms)であり，

被覆の無いものが長期化する傾向にあった．

【考察】高度な関節内骨折は掌側からの整復のみ

では不十分となる症例が存在する．そこで視野

の得やすい背側法が選択枝と成り得るが，伸筋

腱への障害が危倶される．背側法はその設置ス

ペースの問題で種々の合併症を引き起こすとさ

れる．しかしlowpromeplateを用い，軟部組織

による被覆を工夫することにより従来の合併症

を低下させ得る．

【結論】高度な粉砕・転位を伴う僥骨遠位端関節

内骨折に対し，背側からの整復内固定が必要な

場合，半切伸筋腱膜による内固定材料の被覆を

施行することで合併症を減じ得る．
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上肢骨折に対する最近のプレート骨接合術-LoCkingPlateを中心に－
PlateOsteosynthesisfbrFracturesofUpperExtremitybyLockingPlate

今谷潤也

岡山済生会総合病院整形外科

最近の骨接合内固定材料の開発では，その構造上の工夫により強固な初期固定性を持たせる方向へ

と進みつつある．手の外科領域の骨折においてもLockingPlateをはじめとする，いわば次世代型

の内固定材料が次々に開発され臨床に使用されている.LockmgPlateはプレート部分とスクリユー

部分を一体化させることによって得られる角状安定性により，良好な初期固定性の獲得を目的とす

るものである．本講演では上肢骨折に対するLockingPlateの可能性と限界を中心に述べる．はじ

めにプレート骨接合術についてのこれまでの基本的な概念や歴史的変遷について述べる．さらに近

年LockingPlateの臨床応用が最も進んでいる僥骨遠位端骨折について，我々 が行っているAcu-Loc

DistalRadiusPlateSystem②を用いたLockmgPlate固定法の手技上のコツや注意点,リハビリテー

ションの工夫などについて症例を供覧ながら解説する．また掌側LockingPlate固定法の合併症の

中で最も重篤な屈筋腱障害については，いわゆる!!WatershedLine"を含めた僥骨遠位端部の解剖

学的な検討を含めその対策について詳しく述べる．肘関節周辺骨折，前腕骨部骨折などについても

LockingPlateを用いて治療した代表症例を呈示し，その適応や手術方法などについて解説する．ま

た症例によってはMIPO(MnmallyhvasivePlateOsteosynthesis)法を応用した手術も行っている

のでその手術手技の詳細も紹介する．最後に上肢骨折におけるLockmgPlateの現時点での適応の限

界や問題点将来像についても言及する．
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RA肘の鏡視下滑膜切除術の術後短期の成
績

Theshorttermoperationresultofarthroscopic

synovectomyoftheelbowfbrthetreatmentof

patientswithrheumatoidarthritis

札幌医科大学整形外科

○佐々木浩一，和田卓郎，辻英樹

射場浩介，小笹泰宏

【目的】近年，肘関節鏡技術の進歩に伴い,RA

肘に対する鏡視下滑膜切除術が行われるように

なってきた．しかしその報告は少ない．今回わ

れわれは，当科におけるRA肘の鏡視下滑膜切

除術の短期成績を報告する．

【対象】2003年以降，鏡視下滑膜切除を行った13

例13肘(男5例，女8例）を対象とした．手術時年

齢は平均54.6歳，術前のRA罹病期間は平均ll.3

年であった術前に全例DMARDs,生物学製

剤の薬物療法を行った．肘関節X線のLarsen

grade分類は,gradellが4肘,IⅡが5肘,IVが

4肘であった．術後観察期間は平均2.6カ月(1カ月

～4カ月）であった．

【方法】体位は側臥位で,armholder上に肘を

90.屈曲位に保持し，駆血帯を使用した．鏡視下

滑膜切除は，前方関節腔，後方関節腔から，そ

れぞれ複数のportalを用いて行った調査は，

術前と術後6ヵ月以内(平均2．6ヵ月）に行った．

各時点の瘻痛VAS(10点法),日整会肘関節機能

評価00Aスコア),CRP,術後就労復帰の日数

を調査した

【結果】術後感染，神経損傷等の合併症は認め

られなかった．癌痛VASの平均値は術前7.3か

ら2.2に低下した(p<0.05)．JOAスコアは術前

平均55.2点から術後77.3点に改善した(p<0.05).

LarsenlVの例も，瘻痛項目は著明に改善した．

肘関節可動域は伸展が術前平均－25．8．から

-13.5｡(p<0.05)に，屈曲が術前110.8.から121.2。

(p<0.05)に改善した．CRPの平均値は,術前1.36

から術後0.52であった(p=0.067).術前就労して

いた10例全員が現職復帰し，復帰までの期間は

平均18.9日であった．

【考察】RA肘に対する鏡視下滑膜切除の短期成

績はLarsenlV例を含め良好であり，術後早期

の復職が可能であった．適切な薬物療法を行い，

早期に滑膜切除を行うことで,TEAへの移行を

遅らせることも期待できる．

1-2-20

上腕骨小頭離断性骨軟骨炎に対する自家
骨軟骨柱移植術

OsteochondralAutograftforCapitellar

OsteochondritisDissecansmTEenageAhete

'広島大学医学部整形外科，2広島大学保健学研究

科

○大坪晋'，砂川融2，鈴木修身1，

来嶋也寸無'，越智光夫】

【目的】進行した上腕骨小頭離断性骨軟骨炎に対

して，スポーツ復帰又は変形性肘関節症の予防

として手術を要する場合がある．今回我々はそ

の中でも関節面を再建するため膝関節より自家

骨軟骨柱移植術を行った症例について検討した

ので報告する．

【対象及び方法】対象は平成15年以降に当科で手

術を行い，術後1年以上経過した11例11肘で平均

年齢は14.5歳であった．原因スポーツは野球8例，

バスケットボール2例，柔道l例であった．8例で

は病変部を掻爬し，大腿骨外穎非荷重面より骨

軟骨柱を採取し移植した又，比較的大きな外

側型の3例に骨軟骨柱と吸収ピンによる分離骨軟

骨の固定を行った．術後は8週から12週より注意

しながら投球を再開した．

【結果】全ての症例で術後12週から15週で愁訴

なく元のスポーツに復帰したMayoElbow

PerformanceScoreも全てExcellentであった．

6症例で術後膝関節の腫脹を認めたが，術後8週

の時点では消失した．術後6か月での肘関節Mm

では関節内に軽度水腫を認め，移植骨軟骨柱の

信号はまだ変化していない症例もあったが，臨

床上問題のある症例はなかった．

【まとめ】進行した上腕骨小頭離断性骨軟骨炎に

対して自家骨軟骨柱移植術は有効であり，また

比較的大きな分離骨軟骨片を骨軟骨柱と吸収ピ

ンで固定することは選択肢の1つになると考え

る．
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肘離断性骨軟骨炎に対する治療
Treatmentofthethrower'selbow

島根大学医学部整形外科

○香川亮介，山本宗一郎，平松由美子，

内尾祐 司

【はじめに】肘離断性骨軟骨炎に対する治療はま

だ確立されていない．今回その治療成績を検討

したので報告する．

【対象と方法】対象は2004年から2007年までに治

療した外側型野球肘18肘とした受診時平均年

齢は13.4歳(10～16歳),病期分類で透亮期2肘，

分離期9肘，遊離期7肘であった平均経過観察

期は25ヵ月(6～48カ月）であった．保存的治

療を3例（保存群)，手術的治療を15例に行った．

保存的治療中に骨軟骨片が遊離した1例は手術的

治療に変更した．手術は膝関節からの骨軟骨柱

移植術（移植群）または遊離体固定術（固定群）

を行った．術後は2週で装具をつけての可動域訓

練を開始し，ピッチング開始は移植群で3ヶ月，

固定群で6ヶ月とした治療成績は日整会評価基

準00Aスコア),可動域，単純X線,CT,MR

で評価した．

【結果】JOAスコアは移植群で65点から97点，

固定群で73点から96点，保存群で75点から97

点へ改善した．可動域は移植群で屈曲115.伸展

-15°から屈曲134.伸展-2｡,固定群で屈曲135．

伸展-22.5°から屈曲135.伸展-5.,保存群で屈曲

118.7伸展-13.7°から屈曲137.5.伸展2.5.へ改善し

た．手術群でX線,CTで移植骨の癒合を認め，

MRIで関節面に不整はなかった．保存群は透亮

期の2肘でX線の透明巣は完全に消失した．こ

れらはピッチング開始までに平均l1ヵ月(10~

12ヵ月）を要した．1肘はスポーツを中止し経過

を観察している．

【考察】骨端線閉鎖前の透亮期では保存的治療で

病変は修復される可能性があるものの，スポー

ツ復帰までに時間を要した一方，分離期，遊

離期でも骨軟骨柱移植術では術後3～6カ月で膝

の障害もなく，ほぼもとのパフォーマンスに復

帰可能であった．年齢や病期に応じた治療を行

うことで良好な治療成績を得ることが出来ると

考える．

1-2-22

肥大型上腕骨小頭離断性骨軟骨炎(ICRS

OCDIII)に対する吉津変法

Closed-wedgeOsteotomyandFragmentfixationfbr

HypertrophicWpeofOsteochondritisDissecansof

theHumeralCapitenumQCRSOCDm

'京都大学医学研究科形成外科，2角谷整形外科病

院形成外科，3向陽病院整形外科

○石河利広1，川勝基久2，岩崎一夫3，

鈴木茂彦Ⅱ

【はじめに】上腕骨小頭離断性骨軟骨炎のICRS

OCDIIIに対して，吉津変法に準じた分離片固

定術を行っている．そのうち，病巣が上腕骨小

頭外側におよぶ外側型の中に，分離片周囲や分

節化した分離片間の線維性組織が増生し，分離

片が本来の位置関係とずれた状態で母床との連

続性を有している症例（以下，肥大型）が存在

すると考える．そのような肥大型の術後に生じ

た小頭の変形治癒を2例経験した以降，肥大型

に対して分離片を小頭に適合させるように形成

して固定術を行っている．手術手技，適応と治

療成績につき報告する．

【対象と方法】手術加療を行った外側型13例のう

ち，肥大型は7例であった．経過観察期間は6ヶ

月から33ヶ月（平均13.4ヶ月）であった．診断は，

術前のX線像,3D-CT,術中の所見により行った．

術式は，初期2例については肥大型を認識してい

なかったため，分離片をその位置で固定してし

まった．後期5例については分離片を切離し，周

囲や分節化した分離片間に増生した線維組織を

切除し,縮小させ,ずれをもどして固定を行った．

評価は，肘45度屈曲正面X線像,JOA肘スポー

ツスコアにて行った．

【結果】x線像上，全例分離片は癒合したが，初

期の2例については変形治癒となり一部癒合不全

を生じ評価は可であった．後期の5例については，

優1例，良4例だった.JOA肘スポーツスコア

については，初期2例と後期5例で差はなく全体

で術前平均68から術後平均88と改善した．術中

所見で，分離片は全例小頭外側にずれていた

【考察】X線像上は分離片の形成を行った症例

の成績が良好であったが，本法はまだ症例数も

少なく肘機能に与える有用性は明らかではない．

しかし，小頭の解剖学的な修復を目指す場合に

は，肥大型の存在に留意することが重要である

と考えた．
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上腕骨穎上骨折後内反肘の3次元変形パ
ターン

Threedimensionalanalysisofcubitusvarus

defOrmityfOllowingsupracondylarfracturesof
humerus

大阪大学医学系研究科臨床外科学専攻器官制御

外科学

○竹安酉佳倫，村瀬剛，三宅潤一，

森友寿夫，吉川秀樹

【目的】上腕骨穎上骨折後の内反肘に対して，外

見上の醜形や外側不安定性を改善，あるいは遅

発性尺骨神経麻痒を治療する目的で矯正骨切り

術が行われる．しかし，内反肘の変形要素とさ

れている遠位骨片の内反・伸展・内旋のうち内

反のみを対象とした2次元矯正で良いのか，3要

素全てを考慮した3次元矯正を行うべきかに関し

ては,いまだ議論がある．そこで,合併する伸展・

回旋変形の程度と出現頻度を明らかにし，内反

肘に対する治療戦略を論じる事を目的に，上腕

骨穎上骨折後内反肘の変形要素の3次元的解析を

行った

【対象】上腕骨類上骨折後内反肘の患者20症例(男

性16名,女性4名）で,平均年齢は15歳（4～49歳）

であった．

【方法】，両側の上腕全長を3DCT撮影し，得ら

れたCTデーターから，上腕骨の3次元骨モデル

を作成した．健側の鏡像骨モデルを作成し，こ

れを患側骨モデルの近位部と重ね合わせること

により，上腕骨遠位部分の近位部分に対する変

形量を3次元的に定量化した．健側鏡像上腕骨遠

位に基準軸を設定し,EulerAngle法を用いて患

側の変形量を6自由度で評価した．

【結果】20例の内反角度は平均23.8±6.0.であり，

うち30.以上の高度変形を15％に認めた．ほぼ全

例に平均10．3±10.7･の伸展変形を認め,20.以上

の変形は15％であった．内旋変形は75％に認め，

平均19.4±13.9.であった．このうち15.以上の内

旋変形は40％に認めた．25％は平均83±4.9.外

旋していたが，15.を超える外旋変形は認めな

かった内反のみが主な変形要素である症例は

50％に認め，20.以上の伸展,15.以上の回旋変

形を合併する症例も50％であった

【まとめ】上腕骨穎上骨折後内反肘の患者の半数

は，内反のみでなく伸展，回旋変形も伴い，正

確な解剖学的整復を得るためには3次元矯正骨切

り術が必要である．

l-2-24

陳旧性僥骨頭脱臼に対する創外固定器を
用いた治療

TreatmentfOrChronicRadialHeadDislocation

UsmgExternalFixator

'弘前大学大学院医学研究科整形外科学教室，2青

森市民病院

○岩崎弘英1，藤哲1，坪健司2，

湯川昌広1,山本倫子】

【目的】陳旧性僥骨頭脱臼に対する尺骨骨切りに

よる治療が多く報告されており，今回創外固定

器を用いた治療につき報告する．

【方法】創外固定器を用いた症例は1990年～2008

年まで13例で，うちフォロー可能なものは7例で

あった．男性5例，女性2例で，手術時年齢は平

均10.9歳（5～19歳）であった僥骨頭脱臼の原

因として，先天性1例，骨折後4例，尺骨plastic

defOrmationl例，原因不明1例であったl例は

前医で輪状靭帯再建後の再脱臼例であった．前

方脱臼4例，前外側脱臼3例であった．尺骨骨切

りは近位平均31％（25～34％）で行い，創外固

定器装着の後，延長せずに尺骨にangulationを

つけて整復したものが3例，術後に仮骨延長を

行ったものが3例，腸骨移植を行ったものがl例

であったまた遣残輪状靭帯を利用して修復を

行ったものが4例，前医で再建が行われていたも

のが1例，輪状靭帯への手術操作を行わなかった

ものが2例であった．

【成績】6例で整復位が得られた．術後再脱臼を

生じたのは先天性の1例であった．可動域は平均

屈曲133.6｡(120～145｡),伸展-136(-45~

0｡)，回内64.3。（20～90｡),回外71.4｡(30~

90｡）であり，再脱臼例も含め痛みを訴える症例

はなかった．また手術による合併症を生じた症

例も認めなかった．日整会による肘機能評価で

は平均92点（84～96点）であった．

【結論】創外固定器による治療はプレート固定に

比して低侵襲であり，仮骨延長法を併用すれば

自家骨移植を行う必要もない．術中に整復位が

得られ，動的不安定性が認められなければ，関

節内に整復阻害因子はないものと考えられ，腕

僥関節の展開や輪状靭帯の再建等必要がない症

例もあるものと思われる．
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高齢者上腕骨遠位端骨折に対する観血的
骨接合術の短期臨床成績
ShortTermClinicalOutcomesofInternalFixation

ofDistalHumeralFracmresinElderlyPatients
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【目的】高齢者の上腕骨遠位端骨折の治療は，強

固な固定が困難で臨床成績の低下を招きやすい

が，最近は上腕骨遠位端専用プレートが開発さ

れ，その効果が確認されてきた．種々の方法に

よる観血的骨接合術の臨床成績を後ろ向きに検

討した．

【対象と方法】対象は，65歳以上で観血的骨接合

術を行い，6ケ月以上経過観察可能であった18例

である．男性1例，女性17例，手術時年齢は平均

76歳(65～91歳）であった．骨折型はAO分類で

A2;9例,A3;4例,Cl;2例,C2;3例であった．手術

法はtensionbandwirmg(TBW);2例,screw;l例，

OMplate;8例,Mayoplate;7例であり，これらを

OMplate,Mayoplate(A群）とTBW,screw(B

群）との2群とし，可動域,MayoElbowScore,

合併症を記録し,X線評価として骨癒合の有無，

humeralangleを計測し，比較検討した術後経

過観察期間は平均7.8ヶ月(6～18)であった

【結果】術後可動域は，伸展平均A群-23度,B

群-13度，屈曲平均A群109度,B群113度であっ

た．MayoElbowScoreはA群が全例80点以上

で平均87点に対し,B群は全例80点以下で平均

68点であった合併症はA群1例に僥骨神経麻

痒を認めた.X線学的には17例が骨癒合し,A

群1例が偽関節となった偽関節例は遠位Screw

長が不足していたhumeralangleは,A群は術

直後最終経過観察時ともに平均86度と整復位

が維持されたが,B群は術直後83度，最終88度

と整復位損失を認めた

【考察】ONIplate,Mayoplateを用いることで，

旧来のTBWやScrew固定では困難であった骨

粗霧症を有する高齢者においても強固な固定が

可能であった．しかし偽関節の発生も1例認めた

ので，各々のインプラントの特性を十分理解し

正確に使用する必要がある．
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成人上腕骨遠位端骨折に対するLCP
DistalHumerusPIateの治療成績

TreatmentofDistalHumerusFracturewithLCP
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【目的】LCPDistalHumemsPlateによる成人上

腕骨遠位端骨折の治療成績を検討した．

【方法】2007年以降LCPDistalHumerusPlate

による治療をおこなった12例(男性4例,女性8例）

を対象とした.手術時平均年齢は59.4歳(27-79歳)，

受傷から手術までの期間は平均7.8日(6日-10日)，

術後経過観察期間は7ケ月(3ケ月-16ケ月)であっ

た骨折型はAO分類でA21例,A34例,C12

例,C22例,C33例であった．AO分類C型の

関節内骨折には適宜追加のScrewを使用した

【成績】全例で骨癒合が得られた平均可動域は

屈曲113｡(90｡-140｡),伸展-24｡(-5｡--45｡)JOA

scoreは平均79点(57-100点）であった．術後2例

で尺骨神経障害，1例で突出したScrewに伴う正

中神経障害，1例で異所性骨化がみられた

【結論】上腕骨遠位端骨折は肘関節の可動域制

限をきたしやすく，強固な内固定・正確な関節

面整復を行い，術後早期に可動域訓練を行うこ

とが良好な成績を得るために必要である.LCP

DistalHumerusPlateは外側より最大5本，内側

より3本のScrewを穎部骨片に挿入することが可

能で骨片を強固に固定することができ，術後早

期の可動域訓練が可能となった．また関節面の

整復が不要なAO分類A型の症例のほうが関節

面の整復が必要なC型よりも術後成績が良い傾

向にあった．一方でPlate固定が原因と考えら

れる尺骨神経障害など末梢神経障害も散見され，

Plate設置位置には注意が必要であり場合によっ

ては尺骨神経前方移行術の併用なども必要と思

われた．
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InfluenceofCoronoidF旧ctureonElbow

Stability:AKinematicSmdyBasedonNew
ClinicalRelevantFractureClassiHcation
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Purpose:ThefOcusofthisstudyisspecifically

todetermmetheeffectofpurecoronoidarticular

deficiency,withorwithouttheradialhead,onthe

kinematicsofanelbowwithintactligamentous

integrity・Thegoalistodefineandrevealthe

criticalamountofcoronoidarticula廿onrequiredfbr

mamtaininguhohumeralstabmty.

Methods:Inninefreshcadavericupperextrenties,

anelectromagnetictrackingsystem(3SpaceFastralg

Polhemus,Colchester,Vermont)wasusedtorecord

thekinematicsofelbowmotionandtrackthethree

dhnensionalrelationshipoftheulnarelativetothe

humerus.Wecreatedsixinjurytypesdesignated:

TypeW-lateral-obnque(LO),TypelV-Medial-obnque

(MO),Typen,Typenwithradialheadresection,

Typelll,TypelHwithradialheadresection.We

measuredthearticularsurfaceareaofbothcomnoid

andradialheadusingdigitizedimagemeasurmg

s㎡twarelmageJ.

Results:Thiskinematicstudyshowedatypell

isolatedcoronoidarticularlossdoesnotcauseany

significantchangeinthekinematiccurve.When

thetotalarticularsurfacedefinedislessthan25

percentasintypelllandradialheadresection,

signifcantkinema廿cchangesoccurredbetween30

and60degreesofelboWflexion.Minimalchanges

weredemonstratedbyisolatedmedial-obnque(Type

IV-MO)andlateral-obUque(TypelV-LO)coronoid

hfacturemhsnonFloadingflexion-extensioncondition

Conclusion:Thereisanalterationmelbowkinema廿cs

whenover50%lossofthecoronoidor50%loss

oftotalarticularsurface(includmgradialhead)is
present.

Sununary:ThissmdysuggestsisolatedTypeW-MO

orTypelV-LOfracturescouldbetreatedwithnonF

surgicaltreatmentbecausetheydonotmtelfrewith

nonnalelbowkinematics.Valgusandexternalrotation

mstabmtywereinfluencedbytotalarticularsurface,

however,posteriorandproximaltranslationwere

influencedbyisolatedarticularsurfacemvolvement

dcoronoidFurtherclncalsmdiesarewarrantedto

validatethesemvitx･ofindmgs
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CRPSの手指拘縮に対するステロイド併

用局所静脈麻酔下非観血的関節授動術の
治療成績

ClinicalResultsoftheMobnizationunderRegional
IntravenousAnesthesiafbrCRPS

長野中央病院整形外科

○下田信

【目的】CRPSの手指拘縮に対し，古瀬らが報

告したステロイド併用局所静脈麻酔下マニピュ

レーションを踏襲した非観血的関節授動術(以下

本法）を施行し，治療成績を検討した．

【方法】1999年から2008年までに本法を施行した

CRPSの手指拘縮は10例10肢で，男2例，女8例

であった．全例外傷や医療行為などで受傷し，1

例を除き手術が行われて,その後にCRPSとなっ

ていた施行時年齢は43～77歳（平均60.3歳)．

受傷から本法施行までの期間はl.7ヵ月～7.6ヵ

月（平均3.8カ月)．手術から本法施行までの期

間は1.4カ月～7.4カ月（平均3.3カ月)．施行後

経過観察期間は4.7カ月～1年1カ月（平均7.7カ

月）であった．治療は1％リドカイン20mlとデキ

サメタゾン20mgを使用して，局所静脈麻酔下に

愛護的に関節授動を行った原則として週2回計

8回以上施行した．これら症例の痙痛，腫脹，手

掌指尖距離（以下PPD),古瀬らの臨床像評価基

準を施行前．施行直後．最終調査時に評価した．

【結果】瘻痛は施行前全例にあったが，直後に3

例に減少，調査時でも3例に残存していた腫脹

は施行前には全例に認められたが，直後は全例

で消失，調査時に2例が残存していた.PPDは施

行前5指平均452mmが直後は4.4mm,調査時で

も4.1mmと著明に改善していた．臨床像評価基

準は施行前l.8点が，直後に8.2点，調査時は8.6点

に改善していた．瘻痛，腫脹と拘縮が残存した2

例はいずれも受傷から本法施行まで6カ月以上経

過しており，受傷から本法施行まで4カ月未満の

7例は瘻痛，腫脹，拘縮は消失していた．

【考察】CRPSの手指拘縮に対して，ステロイド

併用局所静脈麻酔下非観血的関節授動術は著効

したしかも受傷から施行までの期間が短いと

瘤痛，腫脹，拘縮を残さず治療が可能であった．
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上肢のカウザルギー(CRPSType2)に対
する手術的治療の有効性

SurgicalTreatmentfbrCausalgiamUpperL伽b

元赤坂診療所

○ 仲尾保 志

【目的】末梢神経損傷後に，その支配領域を超

えて著しい灼熱痛を訴えるカウザルギー(CRPS

Type2)は，悪化を懸念してなかなか手術に踏み

切れないことが少なくない．今回，一定条件を

満たす患者に対して積極的に手術治療を適応し，

その有効性について検討した

【対象と方法】経験したCRPSType2の28例の

うち，局所の神経損傷が明らかで中枢での感作

が完成しておらず,局麻剤による何らかのブロッ

ク効果が見られるという条件を満たした症例19

例20肢を対象とした．内訳は，男8例女性1l例，

年齢21～65(平均36.2)歳で，受傷原因は，切

創6，挫創4，刺創3，銃創1,手術5例であった．

手術所見は，神経幹内嬢痕・癒着・絞抓が広範

囲(6肢)，同狭い範囲(3肢)，神経断端の嬢痕(5

肢)，神経腫形成(3肢)，癒着(3肢）などであり，

神経剥離(4肢)，神経縫合(5肢)，移植神経(8肢)，

除神経(3肢）で対応した．術後評価は，瘤痛なし

(excellent),瘻痛軽減･ADLで支障なし(good),

瘻痛軽減･ADLで支障あり(fair),瘻痛不変な

いし悪化(poor)の4段階で評価した．

【結果】術後評価は,excenent5肢,good5肢，

fair8肢,poor2肢であり,17肢85%で灼熱痛の

軽減が見られ，10肢50％で日常生活に支障がな

いまでに改善した．神経損傷が軽度ないし限局

し神経剥離か神経縫合で対応した症例は，9肢中

6肢がgood以上と成績が良かった．損傷が重度

で神経移植を要した症例も，5肢でADLに支障

を残したものの8肢全例で瘻痛の改善を認めた

Poorの2例は精神的問題を有する患者であった．

【考察】一定の条件を満たすCRPSType2の患者

は，たとえ症状が激烈で神経損傷が広範囲にわ

たっていても，神経損傷部位に的確な治療を施

すことで，症状を軽減させうる可能性が残され

ていることがわかったただし社会的・精神的

問題の有無を慎重に検討する必要がある．
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CRPS-typelに対する早期ステロイド療法
の検討-CRPSは予防できるか？

Clinacalanalysisofsteroidtherapymthepatient
withCRPS

岡山赤十字病院整形外科

○小西池泰三小沢正嗣

古瀬は浮腫を主体とするpre-CRPSという概念

を提唱し，神経損傷のないCRPS-typelにおい

てはこの時期にステロイドを投与すれば有効で

あると報告した．我々も平成12年より上肢の

手術後の浮腫に対して，早期ステロイド療法を

行ってきたので報告する．対象および方法平成

12年以降5年間で当科にて上肢の手術を行っ

た1464例（男928例，女536例）に対して,1.

術後4週の時点で手に進行性に増悪する著明

な浮腫があり,fUllgripが困難なものに対して

prednisoloneを30mg/dayl-2週間投与する

(A群).平成18年以降の701例（男394,女307例）

に対しては1．に加えて，2．術後2週以降の時

点で術直後より増悪傾向のある中等度以下の浮

腫で，著明な自発痛があり手指の自動運動が困

難なものに対してpre伽soloneを20-30mg/day,

1－2週間投与するという方針で加療してきた

(B群).1.2の基準でpreCRPSとしてとした

ものは22例（男6例，女16例）であったA群14

例（男4例，女10例),B群8例（男2例，女6例）

に分類し，その治療開始時の性状および治療成

績を検討した．結果および考察皮層の光沢や発

赤はA群の6例に認めたが,B群には認めなかっ

た.A群においては3例にMP関節の軽度の拘

縮は残存した．1例は廃用手となった．B群にお

いては2例にMP関節およびPIP関節の軽度の拘

縮は残存した．光沢を伴う著明な浮腫や強い瘻

痛を伴うものはステロイドが奏効したが，緩徐

に進行し瘻痛も軽度なものは手指の拘縮を残し

た．早期ステロイド療法は有用な治療法であり，

できる限り早期にCRPSを念頭に治療を開始す

べきと考える．浮腫や癌痛の程度は様々であり，

皮層の光沢もすべてにある訳ではない．増悪傾

向にある浮腫か，手指の自動運動が可能かが重

要であると考える．

-S49-

H



l-2-31

自動車事故の民事訴訟の際のCRPSの扱
いについて

CRPSmacivilactionoftrafncaccident

'尼崎中央病院整形外科，2大阪大学医学部付属病

院瘻痛医療センター

○三木健司'，赤堀脩】

【はじめに】上腕骨小頭離断性骨軟骨炎のICRS

OCDIIIに対して，吉津変法に準じた分離片固

定術を行っている．そのうち，病巣が上腕骨小

頭外側におよぶ外側型の中に，分離片周囲や分

節化した分離片間の線維性組織が増生し，分離

片が本来の位置関係とずれた状態で母床との連

続性を有している症例（以下，肥大型）が存在

すると考える．そのような肥大型の術後に生じ

た小頭の変形治癒を2例経験した．以降，肥大型

に対して分離片を小頭に適合させるように形成

して固定術を行っている．手術手技，適応と治

療成績につき報告する．

【対象と方法】手術加療を行った外側型13例のう

ち，肥大型は7例であった．経過観察期間は6ヶ

月から33ヶ月（平均13.4ヶ月）であった．診断は，

術前のX線像,3D-CT,術中の所見により行った

術式は，初期2例については肥大型を認識してい

なかったため，分離片をその位置で固定してし

まった．後期5例については分離片を切離し，周

囲や分節化した分離片間に増生した線維組織を

切除し,縮小させ,ずれをもどして固定を行った．

評価は，肘45度屈曲正面X線像,JOA肘スポー

ツスコアにて行った．

【結果】x線像上，全例分離片は癒合したが，初

期の2例については変形治癒となり一部癒合不全

を生じ評価は可であった後期の5例については，

優1例，良4例だったJOA肘スポーツスコア

については，初期2例と後期5例で差はなく全体

で術前平均68から術後平均88と改善した．術中

所見で，分離片は全例小頭外側にずれていた．

【考察】x線像上は分離片の形成を行った症例

の成績が良好であったが，本法はまだ症例数も

少なく肘機能に与える有用性は明らかではない．

しかし，小頭の解剖学的な修復を目指す場合に

は，肥大型の存在に留意することが重要である

と考えた．
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労働災害に関連した複合性局所痩痛症候群
(CRPS)後遣障害認定における問題点

ProblemsfOrcomplexregionalpainsyndrome

(CRPS)intheresidualdisabilityaccreditation
relatedwithwork-relatedaccident.

'東京労災病院整形外科，2順天堂大学附属浦安病

院整形外科，3佐々木研究所附属杏雲堂病院整形

外科

○楠瀬浩一'，森田守'，遠田慎吾1,

原 章2，富田善雅3

【はじめに】演者らは労災後遣障害認定業務に携

わる立場にあるが,CRPSの傷病名が安易に用い

られる印象を持っている．今回，傷病名にCRPS

(RSDを含む）がついたものについて，いくつか

の診断基準に照らしその問題点について述べた

い．

【対象と症例】過去10年間に演者が直接診察し得

た約250例の後遺障害認定患者のうちCRPSの診

断名がつくものは15例，うち上肢に関するもの

9例（男8，女1,外国人労働者4,年齢:26

～68歳，平均41.1歳）を対象とした．受傷から

当院診察時までの期間は14～58カ月であった

診断基準は国際瘤痛学会(IASP1994),Kozmら，

Gibbonsらのもの，厚労省研究班CRPS判定指

標（臨床用）を用いた

【結果】明らかな私病があったものが2例(RA.

乳癌術後)，残る7例中,IASPでは7例が

CRPSに該当．KozinではprobableRSD:2

例,possibleRSD:3例,doubtfulRSD:2例，

GibbonsではpossibleRSD:4例,probableRSD

2例，該当なしが1例（後に詐病と判明)，厚労

省では7例総てがCRPSに該当であった．

【考察・結語】労災補償におけるCRPSの障害等

級決定要素には自覚症状が多く含まれ，物差し

が暖昧である印象がぬぐえない．「労災補償障害

認定必携」によると,RSDは瘻痛のほか，少な

くとも関節拘縮骨萎縮，皮膚変化など慢性期

の3症状がいずれも健側と比較して明らかに認め

られることが必要とされるが骨折後であれば通

常の所見である．にもかかわらず,CRPSという

診断名がつくことで，より重症等級になりうる．

さらに,IASPの診断基準は感受性が高く特異性

が低い傾向にあることもCRPSという診断名が

安易につけられることの一因と考える．
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最近の腕神経叢損傷患者の疫学調査につ

いて

EpidemiologyofRecentPatientswithBrachial

Plexusl可uIy

小郡第一総合病院

○茶川一樹，土井

星野秀士，坂本

一輝，服部泰典，

相哲

【はじめに】腕神経叢損傷（以下BPI)は，若年

者のバイク事故により発生することが最も多い．

しかし，交通事情や社会構造の変化により，最

近ではバイク事故以外の受傷機転や高齢者の患

者も増加している．そこで，当院における過去

19年のBPI患者を調査し，最近のBPIの疫学に

ついて検討したので報告する．

【対象および方法】対象は1990年6月～2008年4月

に当院を初診した外傷性のBPI患者279例であっ

た．診療記録より受傷時年齢，性別，受傷機転，

麻痒型，合併症について調査した．

【結果】男性244例，女性35例で，平均年齢30.5歳

(1～74歳）であった受傷時年齢は15歳以下が

14例(5%),16～29歳が149例(53%),30歳代

が48例(17%),40歳代が23例(8%),50歳以上

が45例（16％）であった．受傷原因は交通事故

が206例（74%),労災事故が23例（8%）であった．

交通事故の中ではバイク事故が150例と最も多

く，自動車事故が38例であった麻揮型は，全

型麻痒が122例(43%)と最多,上位型が97例(35%）

であった．心肺停止や出血性ショックなどの受

傷時の致命的合併症は79例（28%）に認めた．

【考察】最近のBPI患者も若年者のバイク事故に

よる受傷が大半であったしかし，過去の報告

と比較すると高齢者の患者や自動車事故による

受傷が増加し，重篤な合併症も増えていたこ

れは，自動車普及率の上昇，救命救急の発達に

よる多発外傷患者の蘇生率の向上,BPIの治療

の啓蒙により，再建術の適応とされていなかっ

た高齢者でもBPIの治療センターに紹介されて

きていることが原因と考えられる．高齢化し重

篤な合併症を伴ったBPI患者が増加しており，

その治療はさらに複雑化している．画一的な治

療法での対処は困難であり，それぞれの患者の

病態に応じた治療法を選択する必要があると考

えられる．
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腕神経叢損傷における経頭蓋電気刺激に

よる前根誘発電位測定

IntraoperativeMeasurementofTranscranial
ElectricalMotorEvokedPotentialsofAnterior

SpinalRootsinBrachialPlexusl可uIy

'東京都立広尾病院整形外科，2横浜労災病院整形

外科

○田尻康人'，川野健一'，原由紀則'’

三上容司2，山本真一2

【はじめに】腕神経叢損傷(BPI)の根診断にお

いて誘発脳波(SEP)や脊髄誘発電位(ESCP)

の測定はきわめて有用であるが，後根機能を

反映しており前根機能を直接表していない．

Turkofが報告した経頭蓋電気刺激による前根誘

発電位(motorevokedpotential:MEP)測定は，

前根機能を直接評価しうる方法であるが，波形

が安定して得にくいとの報告もある．本法を一

部アレンジして術中SEPあるいはECSPととも

にMEP測定したので報告する．

【対象】2003年1月より2008年9月までの間に術中

根診断を行ったBPI患者26例でC5,6型4例,C5-7

型6例,C5-8型6例，全型10例である．

【方法】麻酔は気管内挿管にて酸素十空気の吸入

下にプロポフォール持続静注ならびにフェンタ

ニール投与により維持した．腕神経叢を展開し，

神経の電気刺激に対する反応を観察,SEP(ESCP)

測定を行った後，臭化ベクロニウムを投与し筋

弛緩が得られた状態でMEPを測定した．測定は

DigidzerD-185Mark2刺激器を用い,1.5msec

間隔の3連刺激で，20回加算した導出は27Gプ

ラチナ針電極を用いbipolarで導出した

【結果】70根に対して術中診断を行い,16根で

MEPが得られた.SEP(ESCP)で節後と判断

した14根はすべて含まれていたSEP(ESCP)

陰性根で電気刺激に筋反応が存在した3根のう

ち，2根はMEP陽性で1根は陰性であった．潜時

は,C5根2.6-5.3msec,C6根3.4-4.0msec,C7根

2.7-5.8msec,C8根4.2-7.1mescで，振幅は0.6-

23.2"Vであった波形は針電極導出で得られ

る末梢神経活動電位に類似した波形であったが，

一部に多相化が見られた．

【まとめ】至適測定法は未確立であるが,MEP

はSEP(ESCP)と同程度の感度を持つ可能性があ

る．筋収縮のアーチファクトを避けるため，筋

弛緩を用い，針電極で加算導出することにより

波形が得やすくなる．
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腕神経叢損傷に対する尺骨神経部分移

行術(Oberlin法）におけるDonorsite
morbidity

DonorSiteMorbidityofaPartialUlnerNerve

TransfertotheMusculocutaneusNerve(Oberlm!s

ProcedurelfbrBrachialPlexuslnjuIy

'広島大学整形外科，2広島大学大学院保健学研究科

○鈴木修身'，砂川融2，横田和典'，

中島祐子'，越智光夫’

【目的】腕神経叢損傷に対する尺骨神経部分移行

術(Oberlm法）は，上腕二頭筋の収縮を回復し

うる優れた方法である．しかし尺骨神経のl～

2本の神経束を筋皮神経運動枝に移行するため，

尺骨神経領域の知覚や筋力が低下する可能性が

ある．当科の手術例でのdonorsitemorbidityを

検討したので報告する．

【方法】これまでに8人の腕神経叢損傷の患者に

OberUn法を行い，そのうち術後6カ月以上を経

過した6人(男性5人女性1人）を対象とした手

術時年齢は18～52歳(平均31歳）で，損傷形態

はC5C6根損傷が2例,C5C6C7根損傷が4例で

あった受傷から手術までの期間は5～9カ月

(平均6カ月）で，全例で尺骨神経の神経束1本

を筋皮神経運動枝に移行した知覚については

Semmes-Wemstemtestを，運動については握力

を用い，定量的評価とした

【結果】小指末節部のS-Wtestで,6例中4例では

術前と調査時で変化はなく，知覚の損失はなかっ

た．しかし1例で術前3.61が術直後に4.17と低下

し，術後6カ月で4.08とやや回復していた．別の1

例で術前2.83が術直後に測定不能となり，術後8

カ月で4.74と回復傾向はあった握力は，6例中

5例で術前よりも増強し，術前平均12.4kg,調査

時平均16.5kgであった．唯一握力が低下したl例

では，術前10kg,調査時7kgであった．

【考察】尺骨神経領域の知覚・運動について，重

篤な障害はないとする報告が多いが定量的な評

価は少ない．当科の手術例では少数ながら知覚

低下例，筋力低下例が存在した．回復傾向があ

り，手術操作による一過性障害の可能性もある

が,donorsitemorbidityをきたしうることを考

えた上で本法を行うべきである．
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中年期受傷の重度腕神経叢麻揮に対する

治療経験

TreatmentofSevereBrachialPlexuslnjuryin

Middle-agedPersons

'岐阜大学医学部整形外科，2岐阜県総合医療セン

ター整形外科

○大野義幸'，青木隆明'，平川明弘'，

清水克時1,河村真吾2

【はじめに】近年，本邦では腕神経叢麻痒患者数

は減少しているが，人口の高齢化や中高年の大

型バイク嗜好に伴い中年期以降の患者の割合が

増大している．当科では中年期の患者にも再建

術を行ってきたので報告する．

【対象】過去9年間で当科および関連病院で手術

し，2年以上経過観察した中年期重度腕神経叢

麻痒患者6例（全例男性）を対象とした．受傷時

年齢は36-52才（平均43.5才)．原因はオートバ

イ事故4例，労災事故l例，車にはねられた1例．

損傷タイプは全型5例,C5,6,7,8型l例．手術方

法は神経移行術単独1例，遊離筋肉移植術（薄

筋）＋神経移行術（副神経あるいは肋間神経）5

例（1筋移植1例，2筋移植4例)．全例に手指知

覚再建を併施．初回手術からの経過観察期間は

32-102ケ月（平均54.5ケ月)．

【結果】手指知覚は2例でS1,他の4例ではSOで

あったが深部感覚は獲得された．肘屈曲筋力で

は神経移行術単独の50才例，および術後静脈血

栓を生じ，再手術にて生着した遊離筋肉移植十

神経移行術の1例では肘屈曲筋力はM2.他の4例

では特に合併症なく生着し，肘屈曲筋力はM3が

1例,M4が3例．移植筋の再神経支配電位出現

時期は副神経作動筋で2-6ケ月（平均3.8ケ月)，

肋間神経作動筋で3-4ケ月（平均3.3ケ月)．土井

法3例ではM3以上の肘屈曲と物体把持が可能と

なったSmglemuscleで肘屈曲，手指屈曲再建

を行った52才例でも良好なhookgripとM4の肘

屈曲機能が獲得された．

【考察】中年期以降の腕神経叢麻痒に対する肋間

神経移行術の成績は不良とされるが，最低限，

肘屈曲再建は必要である．遊離筋肉移植術十神

経移行術による肘屈曲機能と手指屈曲機能の同

時再建が勧められる．
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外傷性腕神経叢損傷における肘屈曲機能

再建術の術後成績

FlexorPlastiesofElbowafterBrachialPlexuslnjury

'高知大学医学部整形外科，2フレッククリニック

○中島紀綱1,野口政隆1,谷脇祥通1,

谷俊－1，貞廣哲郎2

【目的】我々 が1983年以降，腕神経叢損傷に対し

て行った肘屈曲機能再建術の成績について報告

する．

【症例及び方法】症例は男性22例，女性1例，受

傷時年令は平均25歳であった麻痒型は全型11

例，上位型12例であった．再建方法は肋間神経移

行術が12例,Stemdler法が3例,Oberh法が4例，

Clark法が1例，広背筋を用いて肘・指屈曲機能

の同時再建を行ったのがl例であった．93年以降

は，全型節前損傷新鮮例や，肋間神経移行や筋移

行の成績不良例に対して，薄筋を用いた遊離筋肉

移植術を行った．筋肉移植により，肘屈曲機能の

みの再建を2例に，肘屈曲・手関節伸展機能の同

時再建を4例に行った．受傷から手術までの期間

は，肋間神経移行術では平均3.3ヵ月,Steindler

法では平均16ヵ月,Oberh法では2ヵ月,Clark

法では20ヵ月，広背筋移行術では23ヵ月，筋肉

移植術では平均33ヵ月であった

【結果】肋間神経移行術では術後平均48カ月の

時点で，肘屈曲力はMMT4が3例,3が2

例，2が6例,1がl例Steindler法では術後

平均36カ月の時点でMMTはいずれも3であっ

たOberlm法では術後平均25カ月の時点で

MMT5が2例,4が1例2が1例(68歳）であっ

た.Clark法では術後10ヵ月の時点でMMT1

であり，広背筋移行術では術後108カ月の時点

でMMT5であった．筋肉移植術では術後平均

56カ月の時点で，土井の評価によるM5が3例，

M4が3例であった．

【考察及び結論】我々の肋間神経移行術の成績は

不安定であった．筋肉移植術の成績は安定して良

好であり，また肘屈曲機能再建のsalvage手術と
しても信頼できる．Stemdler法では強い肘屈曲

力は得られなかったOberlin法は簡便で良好な

成績が期待でき，上位型麻痒に対して第一選択に

考えられる．ただし，高齢者に対するOberlin法

の手術適応は検討の余地があると思われる．
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全型腕神経叢損傷に対するdouble

muscle法一肘関節の位置覚の獲得につ

いて一

RecoveryofJointPositionSenseofElbowwith

DoubleFreeMuscleTbchniquefbnowingComplete

ParalySiSofBrachialPlexus

小郡第一総合病院整形外科

○服部泰典，土井一輝，星野秀士，

坂本相哲

【目的】全型腕神経叢損傷に対してdouble

muscle法によりADLで有用な上肢機能を獲得

するためには，運動機能の回復のみならず，良

好な知覚機能の獲得も必須である．知覚機能は，

手の知覚のみならず位置覚の獲得も重要である

が，現在までに位置覚についてのまとまった報

告は見られない．本発表では,doublemuscle法

により再建した全型腕神経叢損傷に対して，肘

の位置覚の獲得について検討したので報告する．

【方法】対象は，全型腕神経叢損傷に対して

doublemuscle法を行い，術後2年以上経過した

10例である．男性9例女性l例で，平均年齢は26

歳，全例で肘の自動屈曲が90度以上可能であっ

た上肢の外傷歴のない健常人10例をコントロー

ルとした肘の位置覚の測定方法は，立位にて

アイマスクとヘッドホンを装着させた状態で，

肘を重力下垂での完全伸展位にした．自動屈曲

を行わせ,targetangleで止めるように指示した．

targetangleは屈曲60,80度としたTargetangle

で保持させ，その角度を記憶させた後，完全伸

展位に戻し，次いで，記憶したtargetangleま

で自動屈曲させた．この角度とtargetangleの

差を位置覚のerrorとして計測した

【成績】コントロールのerrorは,targetangle
が60度では3.0±1.2度,80度では3.8±1.9度であっ

た.doublemuscle法では，それぞれ4.2±2.7度，

4.1±1.7度であったtargetangleが60度,80度

のどちらでも両者に有意差はなかった．

【結論】doublemuscle法により，健常人と同程

度の肘の位置覚が獲得できることが判明し，移

植筋の筋感覚の回復によるものと考えられた
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ChronicallydenervatedSchwanncellにおけるATF3及びCaspase3の発現
について

TheexpressionofATF3andCaspase3mediatedceUdeathmchronicallydenervatedSchwanncens

○斎藤治和1，池上博泰2，高山真一郎3,

1国立病院機構村山医療センター整形外科，2慶應義塾大学整形外科，3国立成育医療センター整形外科

【はじめに】末梢神経が切断されると，その遠位では軸索が変性し,Schwann細胞が活性化する．

このSchwann細胞は増殖能に富み，活発に遊走することから，軸索再生を促す能力が強いと考えら

れる．しかし，脱神経の状態が長期間に及ぶと，この能力が低下するといわれている(Chronically

denervatedSchwancell).我々は転写因子ATF3(ActivatingTranscriptionFactor3)に着目

し，神経損傷後の発現について報告してきた．今回,ATF3の発現と細胞死を観察し,Chronically

denervatedSchwanncellの軸索再生能低下の原因について検討した．

【材料および方法】ラット左坐骨神経を切断し，直後(GroupO),30日(Group30),90日(Group90)お

よび180日後(Groupl80)に縫合した.10日後に取り出し，凍結縦断切片を作成し，抗ATF3抗体およ

び抗Caspase3抗体で染色し，陽性細胞数を算定した．また，抗Neurofilament抗体染色を行い再生

軸索長を測定した．

【結果および考察】GroupO,30では多くのATF3陽性Schwann細胞が観察されたが,90,180では減

少した.Caspase3陽性細胞は切断後の時間が長いほど増加した．再生軸索長は切断後の時間が長い

ほど減少した.ATF3は細胞の生存に関与するといわれ,Caspase3は細胞死のマーカーである．今

回の結果から，長期間脱神経状態が続くと，遠位神経片ではSchwann細胞におけるATF3の発現が

低下し，細胞死に至るものが増加して，再生軸索長が減少した可能性がある．

【謝辞】ご指導頂いたLmd大学手の外科LarsB.Dahlin教授に深謝致します．
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末梢神経再生効率向上の補助療法

－近赤外線発光ダイオード光やHeatShockProteinの応用一

Complementarytherapyfbracceralationoftheperipheralnerveregeneration

○池田和夫1，納村直希1，石黒基2，坪内英樹2，多田薫2
Ⅱ金沢医療センター整形外科，2金沢大学整形外科

【目的】末梢神経再生の効率を向上させる補助療法があれば，神経手術の成績を向上させられるはず

である．われわれは，近赤外線発光ダイオード光(LED)の照射や，局所へのPDEIII阻害剤（塩酸

オルプリノン）投与で神経細胞内HeatShockProtem27の発現を促し神経修復に有利に作用させる

研究を行ってきたので紹介する．

【方法】Wisterラットの坐骨神経の左を末梢で切断し,背中の皮下に埋めたシリコンチューブ(内径1.5

rnln,長さ14mm)の一方に引き込んだ．右の坐骨神経は中枢で切断し，その末梢側をチューブの

もう一方に引き込んだ．これにより，左の坐骨神経がチューブを通じて右の坐骨神経末梢に再生し

ていく．この背中に1日1回1時間のLED照射(660nm,7.5mW/cm2)を行った術後21日目に再

生の評価を行った．また，ラットの坐骨神経を露出してPDEIII阻害剤(100"l)を散布してから，

圧挫損傷を加えた.DRGにおけるHSP27の発現とSciaticfunctionmdex(SFI)による機能回復を検

討した．

【成績】チューブ内の再生組織が最も細いのは左から7mmの地点であり，ここでLED照射群は対

照よりも有意にシユワンチユーブの面積が大きかった.PDEIII阻害剤投与群でDRGにおけるHSP

27が有意に発現していた.SFIの評価では，投与群で有意に回復していた．

【結論】LEDは表面から照射しても生体深達度が深く,神経再生部にまで影響を与えることができる．

非侵襲的に術後補助療法として行うことが可能である．また,PDEIII阻害剤は冠動脈バイパス手

術の移植血管保護剤として既に用いられている薬剤であり，神経手術に応用することが可能である．

これららの補助療法が臨床的に有用かどうかは，今後の研究が必要である．
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神経断端直接緩徐伸長による末梢神経欠損部修復法の研究

ExperimentalSmdyofrepairofperipheralnervedefectbydirectgraduallengthening

ofnervesmmps

○西浦康正，奏吉拉夫，原 友 紀 ， 莎 茄 拉 ， 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

一次縫合不能な末梢神経欠損部修復の治療として，一般に,神経移植術が行われている．しかし,神

経移植術には,健常な神経を犠牲にするなど問題点が多い．このため，われわれは，神経移植術に代

わる方法として，断裂した神経の断端を直接把持し緩徐伸長した後に神経縫合術を行う方法を開発

し，本学術集会などで報告してきた．

この方法は，神経の近位断端および遠位断端をリングに糸で固定することによって直接把持し，リ

ングに取り付けた糸を体外に誘導し，創外固定器を用いて牽引することによって神経断端を1日lnnn

の速度で一定期間伸長した後に，両断端を新鮮化し縫合するというものである．ラットによる実験

において，近位・遠位両断端とも組織学的にその構造を保ったまま伸長されるということがわかっ

ている．特に近位断端伸長モデルでは，リングに近い部分の軸索は，径がそれより近位部の軸索に

比べ有意に細く，また,絞輪間距離が有意に短いことから，再生軸索と考えられる．すなわち，この

部分においては，牽引という刺激によって，再生軸索が伸長していると考えられ，興味深い．

臨床応用に向け新しく作成した無麻酔下に簡便に伸長可能な神経伸長用創外固定器を用いて行った，

ウサギの坐骨神経の20mmの欠損を修復する実験では，伸長群が神経移植群を上回る結果が得られ

ている．この方法では，神経断端を直接伸長するので，両断端の血流は保たれており，かつ，縫合

部が1箇所であるという利点がある．

さらに，現在，臨床応用に向け，サルによる実験を行っているが，断端牽引による瘻痛は見られず，

ラット，ウサギと同様に，神経伸長可能なことが確認できている．
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神経端側縫合臨床応用の現状

Achnicalperspectivesofend-to-sideneurorrhaplW

○平田仁，奥井伸幸，山本美知郎，三ツロ秀幸，栗本秀

名古屋大学医学部手の外科

神経端側縫合の報告は20世紀初頭に遡ることが出来る．この時代にはドナー神経に一部傷をつけて

おり純粋な意味での神経端側縫合とは言えないが，既にOberlin報に代表される部分神経束移行の概

念も見られる事は瞠目に値する．正常な神経の側面に変性神経を縫合する神経端側縫合は,Vitebro

により1994年に報告され，多くの基礎的研究がなされ，本法でも再生軸索を標的臓器に誘導できる

事は確認されたしかし，再生メカニズムに関して明快な回答が得られない一方で，定量的な比較

では神経端側縫合に明らかに劣る事が示され，整形外科分野では本法を神経端端縫合に変わる手術

手技として臨床に活用しようとの熱気は急速に失われている．しかし，神経端側縫合の研究は末梢

神経系における軸索再生現象に新しい知見をもたらし，それらを活用した手術手技の開発が徐々に

進められている．高山はギャップを伴う神経損傷の修復に際して中枢，末梢神経断端を付近の正常

な神経幹を介して端側縫合するreversedend-to-side法の概念を提唱したが,McCallisterはこの方

法によっても神経上膜を介した旺盛な軸索再生が生じる事を示している.Al-Qattanは神経端側縫合

が有痛性神経腫の形成を抑制する事を示し，臨床例での有用性も報告した柴田や我々は神経端側

縫合に伴う軸索発芽が脊髄から縫合部周辺に至る広範囲で生じている事を明らかにしたが，山本は

この現象を巧みに利用して末梢レベルで新たな神経ネットワークを構築し，再生軸索を補充する事

により従来法では実現できなかったより自然な顔面神経麻痒の回復を促せることを示した．神経端

側縫合を部分神経束移植も含めた広義に捕らえれば，本法は神経修復術に新たな展開を与えている

ものと推察される．
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部分損傷末梢神経内側副発芽神経による標的組織の再支配の検討

FunctionalEvaluationofRegeneratingAxonsEnterlmpairedPartfromlntactPartinPamally

DamagedPeripheralNerveTrunk

○新井健1，斉藤治和2，臼田修二2，白石建3，望月義人3
」東京歯科大学市川総合病院リハビリテーシヨン科，2村山医療センター，

3東京歯科大学市川総合病院整形外科

【はじめに】末梢神経部分損傷では，損傷部分と健常部分が隣接する部位が存在する．われわれは，

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と考え，坐骨

神経を半裁したモデルなどを用いて末梢神経幹内で健常部分から損傷部分に再生軸索が侵入するこ

とを示し報告した．しかしながら，この再生神経が標的組織を機能的に再支配するか不明である．

今回，切断した腰神経の末梢端を他の神経に接合することで，腰神経切断モデルにおける再生神経

の機能的再支配について検討した．

【材料および方法】8週齢SDラットの坐骨神経を約10mm半裁し，中枢部で一方を切断したこの

末梢端と切断した同側大腿神経末梢端を端々吻合したもの（末梢接合群n=6),中枢端と大腿神経を

端々吻合したもの（中枢接合群n=5)を作製した．吻合部はsiliconetubeで被覆した．接合を行わ

ない対照群も作製した8週間後に電気生理学的検索後，光顕による検索さらに抗neuro61ament

抗体，抗macrophageED1抗体などを用いた免疫組織学的検索を行った．また，外側広筋を採取し

NADH-tetrazoliumreductaseを用い，筋線維タイプの分布を調べた．

【結果】末梢接合群の6例中4例，中枢接合群全例で接合部の電気刺激により大腿筋の収縮が認めら

れ,外側広筋からM波が記録できた．組織学的にも大腿神経において,再生神経を示す像が認められ，

免疫組織学的検索でも,neurofilament陽性線維が認められた．更にM波を記録することができた

左側の外側広筋全例で,fibertypegroupmgを認めた

【考察】末梢接合群M波陽性例では，健常部分から損傷部分に進入した再生神経が標的組織を機能的

に再支配したと考えられたことを示していた．この再生神経を機能再建などに応用することも可

能であると考えられた
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選択的神経再生と臨床応用の可能性

PossibilityofclinicaluseoftheselectiveregenerationofperipheralneIve

牧裕

(財）新潟手の外科研究所

末梢神経縫合時に生ずるmisdirectionを減らす目的に古くからfunicularpatternの研究があり，そ

の後術中電気刺激,Karnovsky染色やcholineacetyltrasferase活性測定など神経線維束の運動／感

覚線維の優位性を識別する研究が行われた．しかしこれらには限界があり，臨床では一般化しなかっ

た．また神経幹は近位ほど神経線維束内の運動／感覚神経線維は行き先ごとに分離せず混在してお

り，たとえ神経線維束同士を合わせても再生線維のmisdirectionは標的部位間や運動／感覚神経線

維間で防ぎえない．

もしtopographicspecificityやmotor/sensoryspecificityなど選択的神経再生があり機能するならば，

神経を無理に縫合することなくgapを数mm開けてmbeで接合すれば，再生線維はおのずと適切

な標的を選択するであろうという発想から，神経再生の選択性の有無に関する研究が行われた．米

国の研究はtopographicspecificityやseleCtivemotorregenerationがあると報告したが，私たちの

研究結果はこのいずれにも否定的である．しかし感覚神経切断後の遠位断端は再生感覚線維のみな

らず再生運動線維も強く誘導する．この誘導能力は切断後1カ月頃が最も強い．

この結果を臨床にfeedbackすると神経移植に感覚神経である腓腹神経を用いることや，顔面神経麻

痒の治療で舌下神経や健側顔面神経から移植腓腹神経を端側縫合して運動線維を誘導することは理

にかなっている．腕神経叢全型引き抜き損傷で筋皮神経本幹に肋間神経縫合後数カ月を置いて前腕

外側皮神経をECRL,Bの運動枝に縫合し，皮神経にmisdirectionした運動線維で手関節伸展が可

能であった．またtopographicspecificityがないからこそ各種異なる神経の交差縫合手術が機能する

と言える．また切断直後の縫合は運動／感覚神経間のmisdirectionを助長する可能性がある．
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骨髄幹細胞移植した血管茎含有チューブでの犬尺骨神経30mmの架橋実験
一自家神経移植との比較

Nerveregenerationmvessel-containmgtubeswithBMCtransplantationmcomparisonwith

autogenousnervegraftsincaninemodel

○柿木良介1，池口良輔1，青山朋樹2，戸口田淳也2，中村孝志】
Ⅱ京都大学医学部整形外科，リハビリテーション部，2京都大学再生医科学研究所

【目的】我々 は，犬尺骨神経の30mm欠損を，腸骨より採取培養しておいた骨髄幹細胞を移植した尺

骨動静脈含有チユーブにて架橋したので，その神経再生について報告する．

【方法】ビーグル犬5頭を用いた．内4頭は全身麻酔下に，両腸骨より骨髄液を採取し，3週間実験室

にて培養増殖させた．骨髄液採取3週後全身麻酔下に，右尺骨神経を25mm切除した．直径3mm,

長さ35mmのPLA-PCAポリマーチューブにあらかじめ作成しておいた縦方向のスリットより，

チューブ内に尺骨動静脈を挿入し，チューブ両端に9デ0ナイロン糸にて尺骨神経断端を縫着させ，神

経断短距離が30mmとなるようにしたその後スリットより3X107個のBMCを移植した（再生神経

群)．左尺骨神経はコントロールとして,30mm長の尺骨神経を切離し,近位端と遠位端を翻転させて，

9-0ナイロン糸にて縫合した（神経移植群)．残り1頭では，他の4頭と同じ手術を行ったが，右尺骨

神経に骨髄幹細胞移植を行わず，尺骨動静脈茎含有チューブのみの移植を行った．移植12週後にて

左右尺骨神経の電気生理学的検索（運動神経伝導速度，小指球筋でのM波振幅）を行い，24週後に

電気生理学的検索，再生した神経の組織学的検索及び小指球筋の筋湿重量を測定した．

【成績】再生神経群の神経伝導速度は移植後12週の時点で神経移植群の35.7から80.6%であった．移植

後24週の時点では，それぞれ51.4から84.3%であった小指球筋のM波の振幅では，再生神経群は，

神経移植群の12.7から77.3％，24週後の時点では51.7から85.2％であった再生神経群の小指球筋の筋

湿重量は，神経移植群の66.5から75.7％であった．

【結論】犬において，骨髄幹細胞を移植した血管茎含有チューブは全例で神経再生を認めたが，自家

神経移植を上回るものではなかった．
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TheHand,theBrainandtheMind

G6ranNLundborg

ProfessorofHandSurgeIy,DepartmentofHandSurgeIyjMahnOUniversityHospital,LundUniversiW

Thehandrepresentsanextensionofthebraintotheenvironment,amirrorofthemmdreflectmg

ourfeelingsandourpersonality.Thehandisasenseorganwithexceptionalsensoryfunctions.

Thehandisalsoadelicateinstrumentwhichisdependentonadynamicmterplaywiththebrain.

Thehandrepresentationalareasinsensoryandmotorcortexoccupyverylargeareas.Inour

researchweusefMRItecmiquestoincreaseourunderstandingoftheinteractionsbetweenhand

andbrain.

ThehandprOjectioninbraincortexisnotstaticbutvarieswithexperience,activityandsensory

input.Increasedhandactivityandincreasedsensoryinflowmakesthehandprojectionexpand,

recruitingmorenervecells.Incontrast,impairedhandfunction,decreasedsensoryinflowand

amputationmakesthehandprOjectionalareadecreaseinsizeandultimatelydisappear.

Thecorticalhandareasareactivatedbymovementsandtactilestimulationofthehand,butthe

sameareasarealsoactivatedbyimaginghandmovementsorreadingorUsteningtowordsrelated

tohandmovements.AIsoobservationofmovementsofhands,belongingtootherpersons,activates

ourowncorticalhandareasduetosocalled"mirrorneurons".

ThesenseoftouchisessentialfOrexploringtheouterworld,butduetothemultimodalcapacity

ofthebraintouchcanreplaceothermissingsensessuchasvisionandhearing.Allthesedata

emphasizethesignificanceoftheplasticityandadaptationcapacityofthebrain.

Newknowledgemakesitpossibletoutilizeandmodulatetheplasticmechanismsofthebrainfbr

therapeuticpurposes.Forinstance,anaesthesiaofthefbrearmskinleavesasilentareainsensory

braincortexallowingtheadjacenthandrepresentationtoexpand.Theresultisimprovedsensory

functionsofthehand=

Thus,handandbrainareinvolvedinadynamicinteraction,andallhandsurgicalproceduresare

reflectedinfunctionalchangesinthebrain.So,fromthehlnctionalstandpomt,handsurgeonsare

brainsurgeons.InsightintobrainplasticitymechanismsareimportantfOrhandsurgeonsfOr

designofappropiateprotocolsfOrtreatmentandrehabilitation.
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CurriCulumVitae

Personalinformation

Name G6ranNLundborg

DateofbirthJanuary24,1943

PlaceofbirthGothenburg,Sweden

NationalitySwedish

二

r"

1

「d
語

Educationandacademicpositions

1961-1968GothenburgUniversity,MedicalFaculty

l970AssociateprofessorDepartmentofAnatomy,

UniversityofGothenburg ’
４
月
恰
日
第
３
会
場

1975Associateprofessor,DivisionforHandSurgery,DepartmentofOrthopaedic,

UniversityofGothenburg

1988ProfessorofHandSurgery,LundUniversity,Malm6UniversityHospital

Presentposition

ProfessorofHandSurgery,DepartmentofHandSurgery,Malm6UniversityHospital,Lund

University

Professionalmemberships

SwedishSocietyforSurgeryoftheHand

ScandinavianSocietyfbrSurgeryoftheHand

AmericanSocietyforSurgeryoftheHand

BritishSocietyfbrSurgeryoftheHand

ArgentineanSocietyofSurgeryoftheHand

AustralianSocietyforSurgeryoftheHand

JapaneseSocietyforSurgeryoftheHand

TheSunderlandSociety

Awards

1985

1986

1989

1999

1998

2001

2001

2003

KappaDeltaAward

Fernstr6myounginvestigatorsprize

NiclasAndryAward

LaureaHonorisCausa,BolognaUniversity

PaulGuildalLecture,DanishOrthopaedicSociety

RichardSmithLecture,AmericanSocietyforSurgeryoftheHand

GeorgeHMonksLecture,HarvardMedicalSchool,Boston.

RichardBungeMemorialLecture,PeripheralNerveSociety

FIiitorialboardmember

ScandinavianJournalofPlasticandReconstructiveSurgeryandHandSurgery(co-editor)

AmericanJournalofHandSurgery(editorialboard)

Publications

About360originalarticles

25bookchapters

2teachingbooks
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檮骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定術
VOlarLockingPlateFixationfbrDistalRadiusFractures

○長田伝重，高井盛光，亀田正裕，玉井和哉，野原裕
濁協医科大学整形外科

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は2000年にOrbayが最初に報告して以

来，現在では世界で最も多く用いられる手術法の1つとなった．当科では2003年よりDRVLockmg

Plateによる掌側ロッキングプレート固定法をほぼすべての症例に用いている．今回，本手術法の利

点，合併症とその対処法粉砕骨折への対応などについて述べ，創外固定法との比較を行いたい．

手術法と利点：経FCRで掌側展開し，骨折部を整復する.Colles型では整復操作は背側侵入よりも

はるかに容易である．徒手整復できない関節内骨片は経骨髄的に整復する．プレートを設置し，遠

位ロッキングピン（スクリュー）を軟骨下骨直下に刺入することで，強固な固定性が得られる．遠

位骨片の背屈変形は手関節の掌屈やcondylarstabilizing法で矯正できる．骨幹端部骨欠損への骨移

植は不要である．術後の外固定は不要で，早期の手関節可動域訓練が可能である．また，日常生活

動作での使用も可能である．

注意点：ロッキングピンの刺入位置が最も大切である．使用しているプレートの特徴を良く理解し

て用いる．展開時には重要な軟部組織の損傷を避ける．皮層縫合は正確に行い,嬢痕を最少限にする．

後療法を十分に指導する．

合併症：屈筋腱損傷の報告が散見されている．

粉砕骨折，関節内骨折への対処:Lunatefacetの骨片をロッキングピンでしっかりと固定する．必

要であればK-Wによる追加固定を行う．

単純関節外骨折に対する本手術法は手術手技も比較的容易で，術者の経験にさほど関係なく安定し

た手術成績が得られる．しかし，関節内粉砕骨折ではより深い知識高度な技術が必要とされる．
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榛骨遠位端骨折に対する創外固定法：ロッキングプレート固定法全盛期に
おける創外固定法の存在価値を検証する

ExternalFixationfOrDistalRadiusFracmres:ExternalFixationversusAngleFixationPlate

○岩部昌平1，森田晃造2，太田憲和3，野々宮広章4
l佐野厚生総合病院整形外科，2川崎市立川崎病院整形外科，3静岡赤十字病院整形外科，

4瀬尾記念病院整形外科

bridging創外固定法ほぼ全ての骨折型，状態に対して使用可能であり，使用される機会は少なく

なったが，榛骨遠位端骨折治療においては，未だに必備の道具である．開放骨折の一時的固定や，

末梢骨片の高度粉砕例で，他の方法で十分な固定ができない場合に用いられる．粉砕関節内骨折の

手術時には,bridging創外固定器をバックアップとして用意しておくべきである．可動域回復の

遅れ,CRPSの発生，矯正損失などの欠点があるが，臨床成績はロッキングプレート固定法(LP法）

と比較して大きく劣るものではない.non-bridging創外固定法固定中に手関節が動かせること，

正確な整復が可能なこと，矯正損失が少ないことが,bridging固定に対しての優位点であるが，そ

の全てにおいてLP法には劣っている．固定中と除去後の矯正損失，固定期間中の不自由さ，遷延治

癒による固定期間の延長，固定ピン刺入部感染などの欠点がある．また，手術手技もLP法と同等に

容易ではない．一方で，利点としては，抜釘手術の必要がないこと，遠位ピン刺入の自由度があ

るため関節内粉砕骨折の手術が比較的容易であることがあげられる．前述した欠点の多くは，固

定性を向上することと骨癒合期間を短縮することで解消できる.癒合期間の短縮では,LIPUSが現在，

使用可能である.BMP-2,BMP-7,VGEF,PTH,などの投与による癒合促進は，今後，期待される．

固定性の向上には，自家または人工骨移植がある．創外固定器自体の改良でも改善が見込める．

坂野らは,LIPUSと自家骨髄液混入β-TCPブロック移植を組み合わせて，固定期間を4週に短縮

することに成功している（日創外固定骨延長会誌19,107-112,2008)Non-bridging創外固定法は，

未だ発展途中の治療法であり，今後の改良により,LP法の欠点を補完する治療法となり得る
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Colles骨折に対する掌側ロッキングプ

レートを用いた早期運動療法の術後臨床
成績不良症例の検討

EvaluationofpostoperativepoorclmicalresultsfOr

Conestypefractureusmgvolarlockingplate

'香川労災病院整形外科，2産業医科大学医学部整

形外科学教室

○善家雄吉1，大茂壽久2，森谷史朗1,

布施好史'，酒井昭典2

【目的】術後1年以上経過後の臨床成績不良症例

を調査し検討すること．

【対象と方法】CoUes骨折に対し掌側ロッキング

プレートのみを用いて手術を行った127例（男性

33．女性94例）を対象とした．受傷機転は，転倒

87例，交通外傷18例，転落9例スノーボード7例，

その他6例であった．平均年齢63.1歳受傷から

手術まで平均l.5日，平均経過観察期間14.8ケ月

であり，骨折型はAO分類A2:20例,A3:43例，

Cl:19例,C2:34例,C3:11例であったそのうち

骨内異物除去術を61例(48.0%),方形回内筋温存

によるplate固定を24例(18.9%)に施行した.また，

関節内病変評価のため手関節鏡視を26例(20.4％）

に施行した術後外固定は使用しなかった臨床

評価として経時的なDASHスコア，手関節尺側

部痛の推移を調査した総合臨床成績は日手会手

関節機能評価基準OSSH)を用いた．

【結果】JSSHで,ExcellentlO5例,Good20例，

Fair2例であり,Good・Fair例の主な減点項目

は瘻痛および握力の低下であった合併症は，

EPL断裂3例FPL断裂l例手根管症候群1例，

僥骨動脈不全損傷l例，正中神経掌側枝障害2例，

創部肥厚性嬢痕障害2例に認めた.DASHスコア

は経時的に改善し最終評価時は，平均2.3であっ

た．手関節尺側部痛は,術後3ヵ月:18例(14.1%),

術後6カ月:11例(8.7%),術後1年:6例(4.7%)

と漸減し，最終評価時：4例(3.1%)であった．追

加手術は4例(EPL再建2例尺骨短縮骨切り＋

TFCC縫合術l例神経剥離術1例）に施行した

その成績不良症例を提示する．

【考察】臨床成績不良症例は瘻痛を伴ったが，そ

の要因の一つにulnarvariance(UV)値の関与

が認められた．受傷時UV高値の症例は皿gh

energy損傷で，手関節尺側軟部組織損傷の合併

が示唆されるため，今後はそのような症例に対

する治療・後療法をさらに検討していく必要が

ある．

1-3-2

不安定型僥骨遠位端骨折の治療成績第2

報一堂側Lockingplate固定術とnon-
bridge創外固定術の比較術後早期自動
ROMについて

Chnicalresmtsofofunstabledistalradiusfracture

-ComparisonofearlyactiveROMbeMeenvolar

lockingplateandnonbridgeexternalfixator
methods-

佐倉整形外科病院

○徳永進，今井克己江畑龍樹，

高 橋 勇 次 ， 阿 部 圭 宏

【目的】第50回当会において，我々は僥骨遠位端

骨折治療における掌側Lockingplate(以下LP)

とnon-bridge創外固定(以下'旧)の比較を行い，

術後の固定性はLP群の方が優れていると報告し

た今回はLP群とNB群の早期自動ROMを比

較検討したので報告する．

【対象と方法】2003年から2008年7月までに当院

で僥骨遠位端骨折の手術を受けた患者のうちLP

群は137例138手でAO分類A247手,A314手，

C141手,C224手,C312手,NB群は32例32手

でA29手,A310手,C12手,C211手であっ

た年齢差を考慮し対象患者を50歳以上に限定

した．術後3ヶ月以上経過観察できた症例でカル

テ記載から自動ROMを調査できた症例LP群69

例,NB群17例に対して術後1,2ケ月および最

終経過観察時の自動ROMを比較検討した．ま

た直接診察可能であった症例に対してはCooney

および斎藤の評価法で臨床成績を評価した．

【結果】LP群では術後1ヶ月時の平均自動ROM

は伸展47.7？屈曲42.5？術後2ケ月時伸展56.1？屈

曲52.63最終経過観察時伸展63.7？屈曲58.5.で

あった．一方NB群では術後1ヶ月時伸展33.5?屈

曲34.7?術後2ケ月時伸展43.8？屈曲43.8？最終経

過観察時伸展62.6？屈曲58.5.であった．最終経過

観察時のROMに差は見られなかったが，術後1,

2ヶ月におけるROMはすべてLP群の方が良好

であった．臨床評価はLP群CooneyE29例,G4

例,斎藤E32例,Gl例NB群ではCooneyE17例，

G2例，斎藤E17例,G2例であり，両者とも成績

は良好であった．

【まとめ】LP群，肥群間に最終評価時の自動

ROM,臨床成績には差がない．しかし術後早期

の自動ROMはLP群の方が良好である．
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掌側転位型僥骨遠位端骨折に対する掌側

ロッキングプレートを用いた早期運動療

法の治療成績

Climcalresultofearlyphysicalexercisefbrvolar

displaceddistalradiusfifactureusmgvolarlocking

plate

'香川労災病院整形外科，2産業医科大学整形外科

○布施好史1，善家雄吉'，森谷史朗1，

大茂壽久2，酒井昭典2

【目的】掌側転位型僥骨遠位端骨折(DRF)は

整復位保持が困難であるため，以前より掌側

ButtressPlateによる固定術が選択されること

が多い骨折型である．背側転位型に対する掌側

LockingPlate(VLP)固定の有用性は多く報告

されているが，掌側転位型に対する(VLP)の

有用性に関する報告は少ない．今回我々は掌側

転位型DRFに対してVLPを用いた早期運動療

法を行った．その術後成績を検討し報告する

【対象と方法】2005年4月以降に掌側転位型DRF

に対して,VLPを用いて治療した20例20手（男

性5例女性15例）を対象とした平均年齢62.5歳，

骨折型はA2型5例,A3型1例,B3型10例,Cl型2例，

C2型l例,C3型1例であった使用したVLPは

DRVplate(瑞穂医科)3例,Stellarplate(日本
ユニテック社）17例であった．手術までの平均

待機期間は2.7日（0~8)，平均経過観察期間は

7.2カ月（6~12）であった．これらの症例に対し

て，臨床評価は経時的な手関節可動域（掌背屈)，

前腕可動域（回内外)，握力（健側比),DASH

scoreを,X線評価では術前，術直後，最終調査

時のVT(Volartilt),UV(Ulnarvariance),RI(Radial

mchation)を計測した

【結果】全例に骨癒合が得られた．最終調査時の

平均可動域は掌屈81.8度，背屈69.1度，回内90度，

回外88.2度，握力は健側比92.4％まで回復した

X線評価はVTが術直後11.8.から最終評価時

10.5.で矯正損失l.3｡,RTが術直後24.6.から最終

評価時23.9.で矯正損失0.7｡,UVが術直後0.5mm

から最終評価時l.3mmで矯正損失0.8mmとそれ

ぞれ矯正損失認めたが，有意差はなく整復位保

持はおおむね良好であった

【結論】掌側転位型DRFに対して,VLPを用い

た治療により整復位は保持され，良好な治療成

績が得られたしかし，中には榛骨短縮を来し

た症例も散見され，その予防について考察を行っ

た

1-3-4

高齢者は僥骨遠位端骨折後の機能回復が

遷延する

FunctionrecoveIyofdistalradiusfracturesdoes

delayintheelderly

'岐阜社会保険病院,2愛知県厚生連安城更生病院

3社会保険中京病院，4中日病院，5岡崎市民病院

○加藤宗一1，新井哲也2，岩月克之3，

夏目唯弘4，倉橋俊和5

【目的】第51回日手会にて，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を高齢者

と若年者で比較検討し，報告した．今回Hand20

を用いた追跡調査を施行したため報告する．

【対象と方法】平成18年4月から平成19年3月まで

にNPO法人HandFrontierに参加する15施設に

おいて，榛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180骨折を

対象とし,65歳未満106例(A群),65歳以上74例(B

群）に2分した.A群は男性49例女性57例，年齢

は12~64歳（中央値50歳）であったB群は男性

11例女性63例，年齢は65~89歳（中央値72歳）で

あった．他覚的評価項目として最終診察時の手

関節・前腕可動域(以下ROM),握力を調査し，

単純X線写真にて矯正損失について検討した．

自覚的評価項目として最終観察時に痙痛(VAS

score),上肢機能評価Rand20を用いて評価した．

また，追跡調査として1年後，1年半後のHand20

の再調査を施行，評価した．

【結果】掌背屈平均ROM,回内外平均ROMは

健側比においていずれも有意差はなかったが，

握力健側比平均はB群で低値であったレント

ゲン評価では矯正損失に有意差はなかった．最

終観察時の瘻痛に有意差はなかった.Hand20の

平均scoreはそれぞれ最終時A群13.1(±15),B

群22.6(±23),半年後A群8.2（±12),B群16．2"

18)，1年後A群8.0（±13),B群23.3(±25)で

いずれの時期においてもB群でscoreが不良で

あった．

【考察】患者立脚型の上肢機能評価表IIand20を

用いた検討によって，握力低下，手指巧綴運動

障害による機能低下という高齢者特有の問題が

明らかになった今回の追跡調査の結果では骨

折によって機能低下が生じたのか，年齢による

差なのかまでは言及できず,Hand20の年齢によ

る指標が必要であると思われた．
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掌側ロッキング・プレートを用いた僥骨

遠位端骨折術後に外固定は必要か？

ExternalFixationafterOperationofDistalRadius

FracmreusmgVOlarLockingPlateisEffectivefbr
ClinicalAssessment

国保中央病院整形外科

○古田和彦，小野浩史

【緒言】掌側ロッキング・プレートを使用した僥

骨遠位端骨折術後の外固定追加の有無によって

成績に差が生じるか否かを明らかにする為に無

作為前向き研究で両者を比較した．

【対象と方法】平成19年10月以降手術した不安

定型僥骨遠位端骨折30例を対象とし，術後7日

間外固定施行(A群),外固定なし(B群)各群15

例ずつに無作為に割当てた．プレートは全例，

Acumed社製Acu-Locdistalradiusplateを使用

した.A群は1週後,B群は2日後より可動域訓

練を施行した手術・評価は著者自身で行った

【検討項目】術前，術直後，術後1,2,3,6ケ月の

単純X線よりVT,RI,UVを計測した．臨床成績

は日手会榛骨遠位端骨折評価基準を用い，術後

1,2,3,6ヶ月時に評価した．瘻痛VASは術後1ケ

月までは毎週以後術後2,3,6ヶ月時に評価した

術後6ヶ月時に日手会版DASHで評価した．

【結果】両群の年齢・性別・受傷手・骨折型に差

は無かったX線パラメーターは全経過観察期

間において両群に有意な差は無かった．臨床成

績は術後2ヶ月時にA群:2.6±0.6,B群:3.5±1.1

で,以降の時期も含めてA群が有意に良好であっ

た関節可動域は全経過観察期間で有意な差は

無かった．瘻痛VASは術後1週目でA群が有意

に低かったが，以降A群は低い数値を示したも

のの有意な差は無かった.DASHでは有意な差

は無かったがA群の方が良好であった．

【考察】ロッキング・プレートの使用は強固な

初期固定が得られるため早期リハビリの開始が

可能である．最初の7日間の外固定の有無で矯

正損失に影響は無く，この点は外固定の有無の

優劣は無い．臨床成績が外固定群の方が良好で

あった理由は，有意差は無いものの瘻痛VAS,

DASHは外固定群の方が低かったことより，自

覚的評価が良好であったと言える．以上より術

後6ヶ月までの短期間であれば術後7日間の外固

定は有用と言える．

1-3-6

僥骨遠位端骨折治療における骨移植は掌

側ロッキングプレート(VLP)の長期成

績を低下させる

Bonegraftmgfbrvolarlockingdistalradialplate

deteriolateslong-termoutcome

'鈴鹿回生病院整形外科，2名古屋大学手の外科，

3とみだ整形外科

○渥美覚'，平田仁2，森田哲正1，

冨田良弘3，藤澤幸三』

【目的】VLP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VLP後の長期成績への

影響を調べた．

【対象と方法】15施設で2006年4月～2007年3月

まで1年間にVLPにより治療された146例,147

手を調査した．骨移植群40手(A群）と非骨

移植群107手(B群）に分けた.2群の平均年齢

(A:62.3/B:63.0),平均経過観察期間2年，女性の

比率(A:80.0%/B:81.3%),不安定型骨折(AO分

類A3,C2,C3)の比率(A:77.5%/B:76.6%)に

差はなかった．X線パラメータ(voraltilt:VT,

radialmclination:m,ulnarvariance:UV),最終

経過観察時手関節可動域さらにアンケート調

査での2008年9月の上肢機能評価Hand20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,RI,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2.29±3.8｡，‐0.39±3.2.,0.86

rl.6mm,B群0.82±3．5｡,-0.10±3.9.,0.70r

1.4mmであり，臨床的に問題となる差を認めな

かった．掌背屈，回内外可動域に有意差はなかっ

た.Hand20scoreでは経過観察期間延長によ

りA群の上肢機能が有意に低かった．C3のみで

の比較では2群間に有意差を認めなかった施設

別骨移植率は0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】術後2年以上の長期成績では,X線評価

は同等でありながら，患者立脚型評価では骨移

植群が有意に上肢機能が低下しており,VLPで

は骨移植を行う必要はないと考えられた．
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僥骨遠位端骨折に対する掌側Iocking

plateの治療成績一骨移植と非骨移植の
比較一
ClinicalResultsofTheFixationfbrDistalRadiuS

Fractures-ComparisonbetweenBoneGraftand
NonBoneGraft-

鹿児島市立病院

○南周作，牧信哉，濱里雄次郎，

前園恵 慈，中村俊介

【目的】僥骨遠位端骨折は，高齢者の骨折の中で

頻度の高い骨折である．当科でも，2004年

1月から掌側ロッキングプレートを使用してい

る．今回は，その術後成績について検討を行った．

【方法】対象は，2004年1月から2008年

2月までの，僥骨遠位端骨折手術症例の内，3ケ

月以上経過観察できた69症例，70手を対象と

した．以上について，臨床成績,X線学的評価に

ついて検討した．

【結果】全例で骨癒合を得た．X線評価では,術前

PT(palmartilt:-5.1｡),最終評価時PT:4.2.,術前

RT(radialtilt:12.7｡),最終評価時RT:20．7．，術

前RL(radiallength:7.6｡),最終評価時RL:10.4.

であった．術後5．以上のPTの矯正損失を3例

に認めた．いずれの症例も非自家骨移植群であっ

た．

【結論】掌側ロッキングプレートを使用した骨移

植群・非骨移植群の術後成績はおおむね良好で

あると考えられたが,術後成績不良例に関しても

考察を加えた．

1-3-8

僥骨遠位端骨折に合併する尺骨茎状突起

骨折とTFCC尺骨小窩剥離損傷の関係

-DRUJ鏡視所見による検討一

WristandDRUJarthroscopyfindingsindistal

radiusfractures:treatmentandfifequencyofuhar

styloidprocessfracturesandTFCCi可uries

'埼玉社会保険病院，2慶大整形

○小原由紀彦'，中村俊康2，児玉隆夫'，

阿部耕治'，山縣朋宏Ⅱ

榛骨遠位端骨折時のBase-oblique型尺骨茎状突

起ではTFCCの尺骨小窩からの剥離を含んで

いると考え，同部位の固定を行う傾向にある．

しかし，他の尺骨茎状突起骨折に関しては固定

すべきか意見が分かれている．我々は僥骨遠位

端骨折の治療時に，全例DRUJ鏡でTFCC

の尺骨小窩からの剥離の有無を確認している．

尺骨茎状突起骨折型とTFCC損傷の関係を検討

し，今後の治療指針としたい．対象および方法：

僥骨遠位端骨折に対してDRUJ関節鏡視と観

血的整復固定術を行った55例56手で，平均59.6

歳（15-82歳)，右21手，左35手であった尺骨茎

状突起の骨折型,TFCC損傷の頻度を検討した．

結果:尺骨茎状突起骨折の合併は27手で,Tip6

手,Middle9手,Base-horizontallO手,Base

oblique2手であった.DRUJ鏡視でTFCC尺

骨小窩剥離を24手で認めた．尺骨茎状突起骨折

とTFCCの尺骨小窩剥離を合併したものは15手

でTipl手,Middle6手,Base-horizontal7手，

Baseobliquel手であった．尺骨茎状突起骨折型

とTFCC尺骨小窩損傷との関連性はなかったが，

TFCC尺骨小窩損傷のない例は平均54.8歳であっ

たのに対し,ある例は平均67.5歳であった．考察：

尺骨茎状突起骨折型とTFCCの尺骨小窩からの

剥離損傷には相関関係はなく，どの骨折型でも

TFCC損傷は起こりえるとの結果となった．

TFCC損傷は特に高齢者で合併し，変性断裂も

多く存在すると推測される．今後，若年者の僥

骨遠位端骨折の治療に際しては特にDRUJ鏡

での正確な損傷部位診断を行い，適切に治療す

ることが望ましいと考える．また，尺骨茎状突

起骨折がない症例30手中，9手にTFCCの尺骨

小窩からの剥離を認め，僥骨遠位端骨折治療後

DRUJ不安定性を呈する可能性があることを

認識すべきと考える．
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僥骨遠位端骨折後に生じた遠位僥尺関節
掌側脱臼

Palmardislocationofthedistalradioulnarjoint
anerradiusendfracture

'立川綜合病院整形外科，2新潟手の外科研究所

○二宮宗重1，吉津孝衛2，牧裕2，

成澤弘子2，坪川直人2

【目的】僥骨遠位端骨折の治療後に生ずる比較的

稀な遠位僥尺関(DRUJ)節掌側脱臼症例の特徴と

治療方法を検討し報告する．

【対象と方法】対象は1988年から2008年の21年間

に経験した10例（男性2，女性8)，年齢は19～

70歳（中央値60歳）である．骨折型,初期治療法，

脱臼診断時のし線及びCT画像，症状，脱臼に

対する治療法を検討した

【結果】骨折は全てColles型で初期治療は徒手整

復前腕ギプス9例，掌側プレート固定1例，骨折

整復時に脱臼を指摘された症例はなく，2ヶ月

～30年が経過していた．手関節のし線でpalmar

tutは7～-30｡(中央値-5｡),CTでは回外位の

DRUJで僥骨尺側切痕に対する尺骨頭掌側脱臼

を確認した．症状は随意脱臼，脱力，痛み，前

腕回外拘縮などで，必ずしも痛みを生ずるわけ

ではなく，2例にFDP腱皮下断裂による小指

屈曲制限を認めた．9例に手術を施行,Sauve-

Kapandji(S-K)法4例Darrach法1例,TFC尺骨

小窩縫着1例,TFC尺骨小窩縫着+DRUJ制動

術2例,DRUJ制動術l例,FDP腱皮下断裂の2例

には腱移行を追加した．術後DRUJの痛みはな

く,ADL上不自由のない前腕回旋可動域を維持

できた

【考察】整復後転位が少ないCoHes型骨折では，

尺骨茎状突起骨折の有無にかかわらず前腕ギプ

スで保存的治療をされる場合が多いが,DRUJ

安定性を整復時に確認でないため，合併する

TFC損傷から脱臼を生ずる可能性を念頭に置き

治療すべきである．掌側脱臼を放置すると長期

的には屈筋腱皮下断裂を合併する危険性がある．

治療は骨折転位の少ない若年症例にはTFC修復

やDRUJ制動術を，中高年症例や転位の大きい

症例にはS-K法やDarrach法が実際的である．

1-3-10

MicronailとLockingplateによる僥骨遠
位端骨折の治療成績比較

ComparisonofMicronailandlockingplateinthe
treatmentofdistalradiusfractures

福岡リハビリテーション病院

○中川広志，原道也

【目的】僥骨遠位端骨折に対する手術的治療とし

て，髄内釘とLockingplateの成績を経時的に比

較検討を行い，どちらが早期回復に有利か検討

した．

【対象】僥骨遠位端骨折に対して,WRIGHT

MEDICAL社製のMicronailを使用した16例16

手,AO骨折分類,A2;9例,A3;4例,Cl;3例，

男性2例2手，女性14例14手，受傷時平均年齢67.9

歳術後平均観察期間8ケ月の症例と,Locking

plate(Mizuho医科社製DistalRadiusVolarplate

の掌側LockingPlate)を使用した症例のうち，

骨折型が同一であるA2,A3,Clの症例33例．

【方法】男女比の割合と，骨折型の割合を

Micronailの症例に合わせ,A2･A3をA群，

ClをC群とし，以下の項目についてMann-

Whimey検定を用いて比較検討した術後2週,1･

2．3．6ケ月の時点での，手関節可動域（掌背屈・

榛尺屈・回内外)，握力，レントゲン計測によ

る矯正損失(Radialmchadon,PalmartiltUlnar

variance),総合評価は，斉藤の治療評価基準と，

日本手の外科学会の機能評価基準を用いた．

【結果】Micronail群は，手関節可動域・握力と

もに早期に回復を示し，総合評価においても，

術後6週の時点で斉藤の治療評価基準，日本手の

外科学会の機能評価基準ともに全例ExceUentと

なり,DistalRadiusVolarplateと統計学的有

意差を認めた．術後6ヶ月の時点ではどの群も

Excellentの割合が95%以上を示し有意差は認め

なかった

【結論】経過観察期間が長くなるほど，臨床評

価はよい結果となったが，その術後早期の成績

には明らかな有意差を認め,MicronailはDistal

RadiusVolarplateと比較すると，術後早期に

ADLの改善を認めたMicronailは適応となる骨

折型が限定されるが，侵襲が少なく,Watershed

Lineの問題が生じず，方形回内筋の処置を必要

としないため，優れた方法と思われる．
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僥骨遠位端骨折に対する髄内固定法の問

題点

ConsiderationaboutlntramedullaryNailingfOr
DistalRadiusFracmres

近森病院整形外科

○西井幸信，衣笠清人

【目的】僥骨遠位端骨折に対する(WRIGHT社）

MICRONAILを用いた髄内釘による手術治療を

2006年10月より行ってきた．今回，110例の臨床

成績および合併症，適応と限界についての問題

点を検討し報告する．

【対象と方法】手術方法はX線透視下に徒手整復

後,Kワイヤー1本で仮固定した後，約2cmの

皮切で第1－2伸筋腱コンパートメント間を開窓

して髄内固定を行う．対象はMICRONAILを用

いて手術を施行した131例135手のうち，4ケ月以

上経過観察し得た106例110手．年齢は21～88歳

(平均64.3歳)，男性25例25手，女性81例85手，骨

折型はAO分類A2:32手,A3:23手,Cl:17手，

C2:24手,C3:14手であったこれらに対して

骨癒合の有無,整復位の変化，関節可動域,斉藤・

Cooneyの機能評価，合併症について検討した．

【結果】全例骨癒合が得られ，術後から最終調

査時まで著明な矯正損失は認めなかったが，内

固定の破綻を1例に認めた.Cooneyの評価では

excellent84手,Good25手,Fairl手，斉藤の

評価ではexceUent91手,Goodl8手,Fairl手

であり，手関節背屈は平均73.1度，掌屈平均64.4

度，回外平均87.1度，回内平均81.6度であった．

手指の拘縮を2例に認め，僥骨神経浅枝の軽度の

障害を8手に,EPLの断裂を1例に認めた．

【考察および結語】治療成績は良好であるがその

適応には限界があり,Cタイプの骨折ではCT

検査で冠状面に骨折線があるタイプは遠位の

Screwで遠位骨片を保持することが不可能で内

固定の破綻の危険性がある．また皮切直下には

僥骨神経浅枝が露出するため愛護的に操作を行

い，障害を避ける必要がある．

1-3-12

僥骨遠位端骨折に対するAO下顎骨用
ロッキングプレートの応用

Surgicalproceduretothedistalradiusfracture

usmgCompactLockMandible2.0system.

金沢医療センター整形外科

○池田和夫，納村直希

【目的】僥骨遠位端骨折の治療には，現在では掌

側プレートが主流である．しかし，背側月状骨

窩骨片が転位したAOのC3タイプや，尺骨遠

位の不安定性骨折の合併例などでは，追加固定

を行いたい場合がある．われわれは，歯科口腔

外科領域で用いられている,AO下顎骨用ロッ

キングプレート(CompactLockMandible2.0

system)を応用して固定を行っているので報告

する．

【方法】2006年7月から2008年6月までの2年間で，

僥骨遠位端骨折のAOのC3タイプは18例あった

が，その中で背側月状骨窩骨片が転位して，こ

のプレートを応用した症例は10例あった年齢

は56歳から76歳で，平均は60歳であった．また，

16歳男性の関節内骨折に背側から2枚のプレート

で固定した症例がl例あった．榛骨遠位端骨折に

合併した尺骨遠位の骨折は9例あり，4例は整復

後安定したので固定は行わず,2例はピンニング，

3例はプレート固定を行った．

【成績】背側月状骨窩骨片が転位している症例で

も，背側からアプローチすることで，直視下に

整復固定ができたこのプレートを用いた症例

では，術後と経過観察期間で，整復の損失は1例

もなかった．

【考察】榛骨遠位端骨折の周辺で合併している骨

折に対して，薄くて小さなプレートがあれば，

固定に便利であるという事は，誰しも感じてい

ることである.2006年6月までは,AOModular

HandSystemを用いていたが，ロッキング機構

がないため，固定に苦労することが多かった．

下顎骨用ロッキングプレートは，厚さ0.9,1.3,

l.5mmの中から選択でき，スクリユーがロック

できるので，有用な固定材料である．術前計画

で追加固定が必要と判断されるような症例には，

準備しておくと便利である．
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PalmarRadialSystemを用いた背側転位
型榛骨遠位端骨折の治療成績一骨折型や

年齢の違いによる比較一
Clinicalresultsofdistalradiusfractureswith

PalmarRadialSystem:Comparisonbythe

differenceofAOclassificationorage

'大阪市立総合医療センター整形外科，2東住吉森

本病院，3淀川キリスト教病院

○細見僚'，米田昌弘'，明石健一2，

金城養典3，香月憲一’

【目的】僥骨遠位端骨折に対する低侵襲型の

新しい掌側プレートシステム(PalmarRadial

System以下PRS)の術後成績について検討した．

【対象・方法】2005年10月から2008年6月までに

手術を行い，術後3カ月以上経過観察できた71例

を対象とした．手術時平均年齢は65歳,AO分類

による骨折型はA2:27例,A3:14例,C1:18例，

C2:11例,C3:1例，平均経過観察期間は6カ月．

解析法として1.骨折型(A2,A3,C1,C2+3)

と，2.年齢（70歳以上と70歳未満）による比較

を行った．比較項目は可動域，握力（いずれも

健側比),X線的矯正損失(Palmarmt;PT,

Radialmclmation;m,Radiallength;RL),お

よびGartlandandWerleyscoreとした．

【結果】臨床評価はexcellent53例,goodl7例，

fairl例，術後の各X線計測値の平均値はPT7.0

±5.5.,m23.6±3.7｡,RL10.5±2.4mmで経過観

察時は各々 6.7±53.,23.7±4.1.,10.3±22mm

であった．骨折型による比較では，回外可動域

においてA2群とA3群間,Cl群とC2+3群間で

有意差を認めたが，他の項目では有意差を認め

なかった．年齢による比較では70歳以上の群で

有意に握力の低下を認めたが，他の項目では有

意差を認めなかった．合併症として一過性正中

神経障害を1例，長母指伸筋腱断裂を1例に認め

たが，屈筋腱損傷は認めなかった．

【考察】背側転位型榛骨遠位端骨折に対する掌側

プレート固定は急速に世界中に普及したが，術

後のFPL腱断裂などの新たな合併症の報告もあ

る．本システムは方形回内筋温存が可能な薄型・

低侵襲で強度的にも遜色がなく，遠位スクリュー

にロッキング機構を持ち，骨粗繧症例にも適応

可能である．今回の研究結果から一部の項目で

差を認めたが,PRSを用いた内固定は骨折型，

手術時年齢に関わらず，全般に良好な術後成績

が得られていた．
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AnatomyjPhysiologyandTraumaticpathologyofantibrachial
interosseousmembraneoffOrearm

C・Durnontier

CoUegeofMedicine,ParisHospital,I!InstitutedelaMain,France

Theantibrachialinterosseousmembrane(IOM)istaughtoveranaveragelengthoflO.6cm

betweenthediaphysesoftheradiusandulnabone.Itlookslikeastitchwithfibersrunningfrom

theulnatotheradiusandfromproximaltodistalandfibersrunningfromdistaltoproximal.The

centralband,whichisthemiddlepartofthefibersdirectedfromdistaltoproximalhasmechanical

propertiessimilartothoseofaligamentandactasaligamentousstructureembeddedinthelarger

membranouscomplexofthelOMTheinterosseousmembranehasadoublefilnction:itstabilizes

transversallythefOrearm'stwobonesandstabilizeslongitudinallythetwobonesbytransferrmg

loadsfromtheradiustotheulna.Loadtransmissionvariesaccordingtotheprono-supination

position,thevarus-valgusconstraintsontheelbowandtheinclinationofthewrist,making

interpretationoftheexperimentaldatadi伍cult・OneshouldconsiderthefOrearmasawholeand

theinterosseousmembranewiththetwodiaphysesshouldberegardedasamiddleradio-ulnar

joint,intercalatedbetweentheproximalanddistalradio-ulnarjoint.Thosethreearticulationsor

linksbetweenradiusandulnaactsynergisticallytostabilizeandoptimizerepartitionofloads.

Functionallossofoneoftheselinks,andofcourseofmorethanone,willseverelymodifythe

fbrearmfUnction.Essex-Loprestilesion,whichrepresentsthefunctionallossofallthreelinks,is

themostdestabilizingfbrearmlesion.

Imagingofthemterosseousmembraneisdimcult.MRIallowsfbrstaticimagingofthemterosseous

membranebutthereareoftenartifactsduetoprevioustraumaorsurgicalprocedures.Dynamic

sonographyhelpstovisualizeallthelesionsandwillprobablybepartoftheevaluationofevery

severefbrearminjury.SurgicaltreatmentdependsonthegravityofthelesionsofthediHerent

hks.Interosseousmembranereconstructionisstillthemostdimculttechniqueandmostofthe

previouslyreportedligamentoplastiescannotanswerallthebiomechanicalconstraints.Wedescribe

aligamentoplastybasedonthebiomechanicswhosetechniquehasbeenvalidatedbycadaveric

experiments・Firstsurgicalcasesarepromismg

-S74-



CurriculumVitae

画
ｈ
Ｌ

．
、
ｕ
巳
里
『

１１
厘
Ｌ
垂
輻
判
”
隠
参
」一一

』

。
Ｆ

－
１
』
｝
三
Ｊ
ａ
画

DUMONTIER

ChriStian

24juinl959,aPAU64000

(PyreneesAtlantiques)

Francaise

address:

ServicedeChirurgieOrthopediqueetReparatrice

(PrDoursounian)

H6pitalSaint-Antoine,184rueduFaubourgSaintAntoine
75571PARISCedexl2,FRANCE

033(1)49.28.22.23

Fax:033(1)4928.24.85

E-mail:Christian.Dumontier@sat.ap-hop-paris.fr

Name:

Firstname

Born:

Nationality:

ProfessiOnal

４
月
帽
日
第
３
会
場

InstitutdelaMain(CliniqueJouvenet),6squareJouvenet
75116PARIS

033(1)42154206

Fax:033(1)42.15'40.08

E-mail:ch.dumontier@gsante.fr

MarriedtolsabellePERRET,(gastro-enterologist).Onedaughter,Marine,born
octoberl5th,1987andtwosons,Arthurbornjulyl6thl989,andJolannborn

august31stl993.

Universitytitles

-MedicalDoctor:22Mayl987(Highlevelmention,Thesisprize)
-PhD:Paris2006

-AssociateProfessorcollegedemedecinedesh6pitauxdeParis,since2002

-Associatememberoftheacademyofsurgerysince2006

Hospitalcursus

-MedicalSchool,FacultyofMedicineNecker-Enfantsmalades(Paris)froml979tol982

-InternedesH6pitauxdeParis(253｡-concoursl982)

-Fellowship,oneyear,FacultyofmedicineofNANCY(Novemberl987-Octoberl988)Plasticand

Reconstructivesurgery(PrMERLE)

-Fellowship(2years),FacultyofmedicineofParis(Novemberl988-Octoberl990)inOrthopedic
andtraumatologicsurgery(PrApoil)

-Consultant,orthopedicdepartment,H6pitalStAntoine,sincejulyl992.

SOCIETESSAVANTES

-MemberoftheFrenchsocietyofOrthopedicsurgery(SOF.C.O.T.),oftheEuropeanSociety
forshoulderandElbowsurgery(ESSEC),Wristlnvestigator'sWorkshop(W.1.W.),GAM
(Groupepourl!AvancementdelaMicrochirurgie-microsurgery),G.EM.(Grouped|Etudede
laMain-Handsurgery),SFA(Frencharthroscopicsociety),ISAKOS(InternationalSocietyof

Arthroscopy,KneesurgeryandOrthopaedicSportsmedicine),ASSH(AmericanSocietyfor
SurgeryoftheHand-Internationalmember).

-EditorialBoardorpeerreviewer:MaitriseOrthopedique(www.maitrise-orthop.com),Revue

ChirurgieOrthopedique,Chirurgiedelamain,JournalofHandSurgery(Europeanvolume),
Journalofshoulderandelbowsurgery.

-GeneralSecretary,FrenchSocietyofHandSurgery

-MedicalExpert(courtofJusticeandnationalcommissionformedicalinjuries)
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1-4-1

三角線維軟骨複合体(TFCC)損傷患者の
前腕肢位の変化にともなう握力変動

AnalysisofGripStrengthinDifferentForearm

RotationswithTFCCInjuly

医真会八尾総合病院整形外科

○面川庄平，飯田昭夫，荒木成彦，

藤谷良太郎

【目的】健常人の握力は，前腕肢位の違いによっ

て変動することが知られている．LaStayoは尺

骨突き上げ症候群の握力が回内位で有意に低下

すると述べた．今回，健常人とTFCC損傷患者

における前腕肢位と握力の関連性について調査

した．

【方法】手関節障害を有さない健常人20人（20-

39歳，男女各10名）と,2006年以降当科を受診

しMRIあるいは関節鏡でTFCC損傷と診断し

た連続する患者20人を対象とした．前腕中間位・

回内90度・回外90度の3肢位でJAMAR握力計を

用いて握力を計測し，2群における肢位の違いに

ともなう握力の変動を解析した.TFCC患者に

おける遠位僥尺関節の不安定性を徒手検査（中

村の基準）で評価した使用した統計ソフトは

SPSSである．統計解析はt検定,Spearman順

位相関を用い，5％以下を有意差ありと判定し

た．

【結果】中間位を基準とした回内位握力の比率は，

健常群84±15%,TFCC患者群50±27%であり，

TFCC患者群の比率が有意に低下していた(p<

0.01).さらにTFCC損傷患者の患側握力の健側

比を比較すると，中間位64±24％，回内位39±

24％，回外位60±22％であり，回内位での健側

比率が有意に低下していた(p<0.01).回内時握

力の低下は徒手検査での不安定性の程度と相関

していた(r=-0.71,p<0.01).

【考察】今回の研究から,TFCC損傷患者の回内

時握力は健常人と比較して低下することが示さ

れた．さらにTFCC損傷患者の回内位握力は健

側比率についても，他の肢位と比較して有意に

低下しており，遠位僥尺関節の不安定性が関与

している可能性がある．以上のことから，回内

位握力の計測はTFCC損傷診断のための新しい

評価項目になりうる．

1-4-2

遠位僥尺関節(DRUJ)の機能的レントケ

ン撮影-TFCC損傷におけるDRUJ不

安定性の定量的評価の試み－

Functionalstressradiographsfbrdistalradioulnar

jomtmstabmty

'八尾総合病院，2奈良県立医科大学整形外科

○飯田昭夫1，面川庄平'，荒木成彦'，

藤谷良太郎1,矢島弘嗣2

【目的】過去の力学的研究から,TFCCは遠位僥

尺関節(DRUJ)の安定性に関与することが知ら

れている．今回TFCC損傷患者に機能的レント

ケン撮影をおこない,DRUJ不安定性の定量的

評価を試みたので報告する．

【方法】対象は，関節鏡またはMRIで診断した

TFCC損傷患者21例である．全例DRUJに不安

定性を有しており，徒手的不安定性を中村の基

準で評価したこれら患者群と健常人20名の機

能的レントゲンを撮影した撮影方法は，スト

レスX線撮影（前腕回内位，最大握り動作での

単純レントゲン正面像）とCT動態撮影（前腕

回内外位でのAxialCT)である．ストレスX線

でDRUJ開大量とUlnarvariance(UV)を計測し，

CT動態ではLo法に従いRadioulnarratio(RUR)

を計測した．中間位に対するDRUJ開大とUV

の変化量を算出し，徒手的不安定性およびCT

動態におけるRUR変化量との関連性について解

析した．

【結果】中間位に対する前腕回内位，最大握り動

作でのUVの変化量は，健常群，患者群でそれ

ぞれ1.5±0.9mm,1.4±0.8mmであり,2群間に

有意差を認めなかった．一方，患者群のDRUJ

開大量（3.9±2.4mm)は，健常群(2.4±l.7mm)

と比較して有意に増大した(p<0.05).DRUJ開

大の変化量は,AxialCTでの回内外RUR差と

相関したが(p<0.05),徒手的不安定性との相関

は認めなかった．

【考察】今回の結果から,TFCC損傷後にストレ

スX線撮影でのDRUJ開大が有意に増加するこ

とが示された．開大の変化量が回内外動態時の

尺骨頭偏位量と相関したことから，前腕回内位，

最大握り動作でのでのDRUJ開大は尺骨頭の不

安定性を表現すると考えられた．
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尺側手根伸筋腱々鞘炎に対するステロイ

ド腱鞘内注入一治療成績と診断上の問

題点一

IntraSheathSteroidl可ectionfbrTenosynovitisof

theExtensorCarpiUlnalis

'日本医科大学整形外科，2日本医科大学武蔵小杉

病院

○澤泉卓哉1,南野光彦2,堀口元l,

林央介1,伊藤博元’

【目的】手関節尺側部痛を来す疾患として，

TFCC損傷，遠位僥尺関節障害や尺骨突き上げ

症候群等は広く認識されており日常診療で遭遇

する頻度も高いが，尺側手根伸筋腱（以下ECU)

腱鞘炎はあまり注目されず，まとまった報告も

少ない．我々はECU腱鞘炎に対してステロイド

腱鞘内注入を行ってきたので，その治療成績を

報告すると伴に，本疾患の診断上の問題点につ

いて検討する．

【対象と方法】1998年7月からの10年間にECU腱

鞘炎と診断されて治療し6ヶ月以上経過した31例

を対象とした平均年齢は32.4歳(18-73歳)，男

性23例，女性8例で，明らかな使いすぎが21例，

原因不明が10例であったが，2例では尺骨茎状突

起骨折を認めた．第6伸筋区画の圧痛と腫脹は全

例に認めたが,ulnocarpalstresstest,griptest

も各々17例，19例で陽性であった．腱鞘内注入

にはトリアムシノロンlmg+1%キシロカイン

0.5mlを用い，遠位から腱鞘内に滑り込ませるよ

う注射針を進めて注入した．

【結果】1回注入が26例，2回注入4例で瘻痛は消

失した．8例で再発し，そのうち3例で再々発し

たが，いずれも再注入が有効であった．1例では

注入後にECU腱の断裂し,手術を行った．

【考察・結論】症例はすべて紹介患者であった

が，紹介元の診断はTFCC損傷15例，尺骨突き

上げ症候群6例，その他5例で,ECU腱鞘炎の診

断で来院したのは5例のみであったこれは本疾

患に対する認識の浅さと他の疾患を疑わせる誘

発テストの陽性率が高いことが原因と考えられ

る．第6伸筋区画に限局した圧痛・腫脹，およ

UFECU腱脱臼を伴わない第6伸筋区画の運動時

痛が診断の決め手となり，それだけで他の疾患

とは鑑別が可能である．本疾患は同期間に当科

を受診した手関節尺側部痛281例中の11％におよ

び，決して見逃せない疾患である．診断を誤ら

なければ確実な治療効果が期待できる．

1-4-4

手関節尺側滑膜ヒダの病態と治療

EtiologyandTreatmentforUlnarSynovial

ImpmgementattheWrist

'慶友整形外科病院，2筑波大学整形外科

○辻野昭人'，伊藤恵子'，安部伊知朗2，

中島佳子2，伊藤恵康］

【目的】手関節尺側痛をきたす病態に，滑膜ヒダ

はあまり知られていない．尺側ヒダはTFCC損

傷と臨床症状が似ており，当疾患を念頭に置か

ないと診断が困難である．手関節尺側滑膜ヒダ

の病態と治療につき検討する．

【対象と方法】症例は12例で，男性9例，女性

3例，年齢は14から45才，平均22.1才であっ

た．内訳は野球7例，バレーボール2例，バドミ

ントンl例,体操1例，ゴルフ1例で,全例スポー

ツ時の瘻痛であった．背屈，尺屈，回外で痙痛

が誘発され,MRIにてヒダの肥厚を確認した．

治療は，まずステロイドと局麻剤の局所注入を

数回施行し，注入で軽快しないものに対し鏡視

下ヒダ切除術を施行した

【結果】ヒダの存在は尺側6例,尺側から中央4例，

遠位僥尺関節2例であった局所注射で軽快し

たものが5例，注射で軽快したがスポーツ時痛

のため手術を施行したのが7例あった．手術例

は，尺側3例，尺側から中央2例，遠位僥尺関

節2例だった手関節背屈や尺屈，回外でヒダ

が挟まり込んだ．シェーバーとパンチで全切除

した7例とも2ヶ月以内にスポーツに復帰で

きた．

【考察】手関節滑膜ヒダは正常ではほとんどみら

れないが，スポーツ動作での繰り返すストレス

で滑膜に炎症が起こり，肥厚硬化するものと考

えられる．野球のバッティング，バレーボール

のアタックをはじめ，その他の種目でも，手関

節背屈から回旋運動を起こしており，関節包か

ら滑膜にストレスがかかるためと思われる．診

断にはMRIが有用であるが，小さいヒダでは描

出されず，保存療法にて軽快している例は多い

と思われる．治療は，まずステロイド局注が効

果あるが，スポーツパフォーマンスに支障のあ

る場合には手術適応と考える．
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1-4-5

手指慢性虚血性疾患に対する動脈周囲交
感神経切除術の経験

DigitalArterialSympathectomyfbrChromcDigital
Ischemia

奈良県立医科大学整形外科

○村田景一，矢島弘嗣，小畠康宣，

土肥義浩，清水隆昌

【目的】手指に生じたレイノー症状で保存的治療

に抵抗する症例に対して，我々は手指の血流量

を増加させる目的で指および手関節部に動脈周

囲交感神経切除術を施行してきた．今回，これ

らの成績を若干の考察を加えて報告する．

【対象および方法】対象症例は手指のチアノー

ゼ，瘤痛，冷感，潰瘍，壊死などのレイノー症

状を呈する症例で，局所保温，抗血小板剤，血

管拡張剤，交感神経節ブロックなどの保存的治

療を試みたにもかかわらず有効でなかった14例

で男性12例，女性2例，年齢は18歳から61歳，平

均44.9歳であった．患指は73指で両手全指症例が

6例，片手全指が4例，単独指は3例であった．血

行障害の原因は野球による反復性の微小外傷と

思われるのが3例，バージャー病が6例，皮層筋

炎や全身性エリテマトーデスなどの膠原病を有

した症例が3例，特発性が2例であった．13例

で手術前に血管造影を施行した．手術は総掌側

指動脈から固有指動脈の分岐部を中心に2-3cm,

手関節レベルで僥骨動脈と尺骨動脈を約3-5cmの

範囲で顕微鏡下に動脈周囲交感神経切除と動脈

外膜切除を行った．術後経過観察期間は平均5年

2カ月であった．術後の評価は自覚症状，潰瘍の

改善度,サーモグラフイ－，指尖脈波で評価した．

【結果】最終調査時の臨床成績は優が3例，良が7

例，可がl例，不可が3例であった．不可の3例の

内訳は感染を併発していた1例と膠原病合併例の

2例であった．術後5年以上経過観察を行った症

例4患者5手では，症状の改善が持続し潰瘍の再

発もなかった．

【結論】保存的治療に抵抗するレイノー症状に

対する本法の治療成績はおおむね良好であった

が，膠原病や感染を有する症例では成績が不良

であったしかしながらこのような症例におい

ても症状の進行を最小限にするため本法は有効

であったと考えられた

1-4-6

四肢リンパ浮腫に対する最小侵襲リンパ
管細静脈吻合術の効果

MimmuminvasivelymphaticovenularanastomosiS

fbrlymphedemaofthenmbs

高知大学医学部整形外科

○野口政隆，谷脇祥通，中島紀綱，

谷 俊 一

【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，苦しんでいる患者は多い．我々は

2005年からリンパ管細静脈吻合による最小侵襲

手術に取り組んでいる．今回その成績について

報告する．

【対象・方法】リンパ管細静脈吻合を行い，術後

2ケ月以上経過した26例29肢を対象とした．全

例女性であり，年齢は平均64(35-79)歳であった．

上肢リンパ浮腫が8例8肢，下肢リンパ浮腫が18

例21肢であり，浮腫の原因疾患は上肢では乳癌

が7例,RAが1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上肢

では平均10.6(1.8-36)年，下肢では14.6(0.5-34)

年であった手術は全例局所麻酔下に行い，下

肢例では手術直後から歩行を許可し，外固定や，

抗凝固療法は行わなかっ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2.5

本であり，下肢では平均2.3本であった．上肢例

では術後平均12.6ヵ月の時点で，6肢（75％）に

おいて周囲径の減少が得られ，上腕過剰周径は

術前と比較して平均31%減少し，前腕過剰周径

は平均29％減少した．下肢例では術後平均16カ

月の時点で，18肢(86％）において周囲径の減少

が得られ，大腿過剰周径は平均37％減少し，下

腿過剰周径は平均38％減少した自覚症状につ

いては上肢例の75％，下肢例の83％で改善が得ら

れ，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り，

痛みやリンパ管炎が減少したりするため，四肢

周径の改善に比して自覚症状の改善が大きい．

また浮腫のstageの進んだものや，浮腫発生後

の長期経過例にも効果がある．本法は低侵襲で，

積極的に試みる価値があると思われる．
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1-4-7

遊離穿通枝皮弁による手の低侵襲再建術

FreePerfbratornapsfbrReconstructionofHand

東京大学医学部形成外科

○光嶋勲 ， 成 島 三 長，三原誠，

内田源太郎，山本祐介

【緒言】穿通枝皮弁は全身のどこにでも挙上可能

で採取部の整容的な犠牲も最小であり最近その

有用性が注目されつつある．今回はこれまでに

手の皮膚欠損に対して遊離穿通枝皮弁を用いた

再建法を行ってきたので最近の術式の適応そ

の工夫などについて若干の知見を報告する．

【症例と方法】手の組織欠損でこれまでに遊離

皮弁移行術がなされた103症例の約半数の68例

に遊離穿通枝皮弁を用いた再建を行ったその

内訳は1歳から73歳までの患者で，前外側大腿皮

弁(ALTfiap)28例，胸背動脈穿通枝皮弁(TAP

fiap)8例，深下腹壁動脈穿通枝皮弁(DIEPfiap)7

例，内側足底動脈穿通枝皮弁(MAPfiap)5例大

腿筋膜張筋穿通枝皮弁(TFLPfiap)3例などで

あった．このうち4例において移植片の部分壊死

がみられた．

【考察】手指再建に最も有用な遊離穿通枝皮弁は

前外側大腿皮弁である．本皮弁は太く長い血管

茎，長い大腿神経移植片，大腿直筋を含めること

で手の主幹動脈欠損，長い神経欠損，筋欠損に

自由に対応できる.DIEPfiap,TAPflap,TFLP

flapはいずれも皮弁採取部が隠れやすく侵襲も

少ない．MAPflapは血管茎が細いが指掌側面の

再建に優れる．また静脈皮弁に穿通枝を付加す

る新しい穿通枝皮弁も有用なことがわかった．

【結果】手の中から広範囲の組織欠損に対して遊

離穿通枝皮弁（脂肪弁）移植術は主幹動脈を犠

牲にせず移植でき皮弁採取部の整容にも優れ,極

めて有用な再建材料と思われる．

1-4-8

母指再建術：われわれの工夫
Thumbreconstruction

東京大学医学部形成外科・美容外科

○土居健太郎光鴫勲，内田源太郎，

飯田拓也，成島三長

【目的】母指の再建は約120年前オーストリア

の外科医ニコラドニーにより再建が始まったが，

1979年にはMorrisonによるwrap-around法

が開発され，母指の再建術は完成されたかのよ

うに思えたしかし現在でも多くの未解決の問

題点が残っており，再建術の改良がなされ続け

ている．今回我々の工夫に関して報告する．

【症例の内訳】過去に母指の再建がなされた症

例は39例その内訳は外傷性の母指欠損が24例で

あった．先天性母指欠損が7例，悪性腫瘍に伴っ

た母指切断と即時再建が4例であった再建術式

の内訳はOOCfiapが8例,wrap-aroundflapが6

例wrap-aroundと第2趾のPIP関節，屈筋腱

伸筋腱の複合移植が3例,trimmedtoetipが3例，

TAP皮弁と肩甲骨皮弁の合併移植が2例，母指

化術が2例などであった．更にwrap-aroundflap

採取部への遊離皮弁の移植が5例あり，その内鼠

径皮弁が2例,大腿皮弁2例,SCIPaapが1例であっ

た．

結果として2例に部分壊死を認めたが，完全壊

死はなかった．

【考察】母指欠損のレベルによっていろいろな

タイプの移植片が適応となる．通常のwrap-

aroundflapは母指の末節や基節より遠位の欠損
に対して適応となるが,MP関節よりも近位の

欠損では鼠径皮弁あるいは第1指間皮弁をwrap-

aroundflapに合併する必要がある．更に母指球

部を含めた全欠損に対しては第2趾と足背皮弁

(DCIA皮弁など）を含めた合併移植が適応とな

る．圧痛を伴う母指の尖端部だけの欠損であれ

Ijr,trimmedgreattoetip移植が有効である．

浮遊母指は従来第2趾の部分移植が成なされてき

たが,TAP皮弁と肩甲骨の合併移植や遊離脂肪

弁も犠牲の少ない再建術として可能である．移

植片採取部の，広範な欠損に対してはドナーの

嬢痕の目立ちにくいソケイ部とか大腿部からの

遊離ドミノ皮弁による即時再建も優れている．
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尺骨神経前方移動術におけるレーザー

ドツプラー血流計による尺骨神経血流量
の検討一伴走血管の有無による比較一

EvaluationofulnarnervebloodHowbyLaser
Dopplerblood-Howmeterfbranteriortranslocation

incubitaltunnelSyndrome

'信州大学整形外科，2信州大学付属病院リハビリ

テーション部

○中村恒-1,内山茂晴1,伊坪敏郎1,
畑幸彦'2，加藤博之』

【目的】肘部管症候群に対する尺骨神経皮下前方

移動術時に伴走血管を温存する方法が提唱され

ているがその意義は明らかではない．今回，尺

骨神経皮下前方移動時の伴走血管の有無による

尺骨神経表面血流の状態を比較検討した．

【方法】肘部管症候群および遅発性尺骨神経麻痒

に対して尺骨神経皮下前方移動術を施行した23

例23肘を対象とした．平均年齢は62.1歳，原因疾

患は肘関節症（ガングリオン5例）：20例，外穎

偽関節後外反肘：3例であった．全肘において神

経移動時に,12例は伴走血管を温存し,11例は

伴走血管を凝固切離した．全肘においてレーザー

ドツプラー血流計で,Osborne靭帯切離後の肘

伸展における3点での血流を測定し，(1)肘屈曲90

度，(2)神経移行後の伸展，(3)神経移動後の屈曲

90.でのA,B,C点における血流の変化を評価

した．

【結果】全症例において神経移動前の肘屈曲

90.の血流量値は伸展0．に比較して,A点：

97%,B点:120%,C点78%に変化したC点

では肘屈曲により血流量の有意な低下を認めた

(Wilcoxon:P<0.05)．前方移動後の伴走血管

あり群における伸展でのA,B点での血流量比

(97％，123％)，および，屈曲でのA,B,C点

での血流量比（106％，93％，83％）は，伴走血

管なし群における伸展でのA,B点での血流量比

(66%,41%)および，屈曲でのA,B,C点で

の血流量比(53%,46%,51%)に比べて有意に

高値であった(Man-Whimey:P<0.05).しか

しながら伴走血管なし群でも41～66％の血流を

有していることが確認された．

【結論】前方移動術直後の尺骨神経表面の血流量

は，伴走血管を温存した方がより高いことがレー

ザードップラー血流計により確認された．

1410

第S頚髄神経根障害と考えられた症例の
検討

Dismrbanceof8thcervicalnerveroot

'せんぼ東京高輪病院整形外科，2中央大学経済学

部

○中川種史1，大数加光治'，久保正俊'，
高橋雅足2

【はじめに】第8頸髄神経根(C8)障害は長

野，落合らによる腕神経叢損傷患者の臨床像の

研究より手前腕部尺側の知覚障害，第4,5深指屈

筋，手内筋，総指伸筋，母指伸筋の筋力低下と

考えられる．一見尺骨神経麻揮と類似しており，

肘部管症候群と紹介されてくることもある．我々

は本障害は必ずしも稀ではないと考えており今

回その症例について報告するとともに，その位

置づけを考察する．

【症例】17例,6例は外傷椎間板ヘルニアのな

いスポーツ選手，年齢19歳から34歳，男性4例，

女性2例，種目は卓球，野球，スノーボード，ラ

グビー，バレーボールであった．高度のスポー

ツ活動後数日で，強いしびれが出現，その後lか

ら3日で筋力低下が生じた．筋力はMMTで3か

ら4程度であった．また他のラグビー選手で2例

のいわゆるバーナーと呼ばれる頚椎外傷の症例

が本症状を呈しており，筋力は3から4程度であっ

た3例は心臓手術後患者，60歳から76歳男性．

バイパス手術後鎮静の上呼吸管理され，覚醒し

た後手のしびれに気がついたとのことであった．

筋力は2から3程度であった．他に2例の交通事故

で頚椎捻挫の症例も本症状を呈していた．23お

よび37歳であった．いずれの症例も尺骨神経伝

導速度の低下はなく，頚椎MRIでは明白な圧

迫所見はなかった．他の4例では頚椎MRIでC

4，5またはC5,6間の椎間板ヘルニアが見ら

れた．うち2例はC5の症状も合併していた

【考察】本症の誘因は多岐に渡っていると考えら

れたが，練習などのストレス後の高度の癖れに

続いて筋力低下を生じた経過は，神経痛性筋萎

縮症として知られる一連の神経麻痒に類似して

いたさらに外傷椎間板ヘルニアなどでも本

症状を発生しており,C8障害は肩周囲神経，

前，後骨間神経などと同様に発生しやすい麻痒

パターンではないかと考えている．
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1-4-Ⅱ

われわれの手内在筋再建術

Ourtreatmentfbrmtrinsicdysfilnctionofthehand

岩手医科大学医学部整形外科

○古町克郎，佐藤光太朗，田島克巳

西田淳，嶋村正

【目的】尺骨神経麻痒や外傷による骨間筋の機能

不全は手指の巧綴動作の大きな障害をもたらす．

掌側と背側骨間筋は内転，外転のみならずPIP

関節,DIP関節の伸展に関与している．本報告

の目的はわれわれの手内在筋機能再建法と術後

の副子を含む機能回復訓練の成績を検討するこ

とである．

【方法】対象は，われわれの手内在筋機能再建

手術とリハビリテーションを施行した，尺骨神

経麻痒6例，開放骨折，熱傷搬痕などによる

骨間筋等の機能不全4例である．術式は，掌側

ルートによるBrand法に準じた，長掌筋などの

腱移植である．力源は僥側手根伸筋などで，縫

合部位は骨間筋腱，矢状索などである．4例で

落合変法によるlasso手技を追加した．術後は

MP関節屈曲位で動的副子により遠位関節の伸

展補助をしつつ自動屈曲訓練を施行した．検討

項目は術後1年のROM,Tiptopalmdistance

(TPD),keypinchpower,thedistancebetween

indexandlittlefingertips(ILD),Lumbrical

position(perfect,incomplete,poor),DASHで

ある．

【成績】成績は概ね良好で巧級動作とブタや

鍵動作などのADLの改善をみた．I,1'mbrical

positionは6例でmcomplete,4例でcompleteで

あった．

【考察と結語】手内在筋機能再建はその構造が繊

細で〃また移植が非解剖学的走行となるため，

癒着を生じやすい．われわれは,MP関節とそ

の遠位の関節の屈伸に同時性をもたせるために，

MP関節より掌側を経由した腱移植が有効と考

えた術後早期からの動的副子による可動域訓

練が重要である．

1-4-12

重度肘部管症候群に対する－期的示指外
転機能再建術の有用性

ModifiedNeviaser'sprocedureinthetreatmentof

advancedcubitalmnnelsyndrome

'相模台病院整形外科，2北里大学東病院整形外科

○小林明正'，森口尚生'，藤田護2，

河村直2

【はじめに】肘部管症候群は進行し重度になると

手背側骨間筋萎縮を生じる．特に第1背側骨間

筋萎縮は示指外転機能を低下させ日常生活動作

(ADL)障害を生じる．通常，肘部管症候群は外

科治療の対象となるが尺骨神経の圧迫を除去し

ても筋萎縮の早期改善は望めず,ADLの障害は

継続する．今回われわれは，著明な第1背側骨

間筋萎縮によりADL障害を呈した肘部管症候群

例に対し，尺骨神経前方移行術に加え一期的に

PL腱を用いての腱移行術で示指外転再建を施行

した例の術後成績を検討したので報告する．

【対象・方法】第1背側骨間筋の著明萎縮によ

りADL障害を訴える重度肘部管症候群38例39肘

を対象とした．男性27例27肘，女性11例12肘で，

右肘28例，左肘9例，両肘1例であった．手術

時平均年齢は58歳（21～79歳）で，原因は変形

性関節症26肘，外反肘8肘，尺骨神経脱臼1肘，

不明4肘であった．主訴は環・小指の感覚障害

および箸が持ちにくい，書字がしにくい，細か

い物がつまみにくい，力が入りにくいなどの

ADL障害であった治療は尺骨神経前方移行術

と同時に大菱形骨に付着する長母指外転筋を切

離し,PL腱を用い第1背側骨間筋腱付着部に縫

合する(Neviaser変法）ことで示指外転機能を

再建した以上の症例で，感覚およびADL障害

の改善度を調査した．

【結果】術後の平均観察期間は30か月(4～156

か月）であった．感覚障害の改善は，改善35肘，

軽度の改善3肘，不変l肘であった.ADLの改

善は，術後3～4か月頃から手指が使いやすく

なり，満足度の高い改善33肘，軽度の改善6肘

であった．

【まとめ】重度の筋萎縮によるADL障害例に対

する一期的な示指外転機能再建術は，術後早期

からADL障害の改善が期待できる有用な治療法

である．
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1-4-13

肘部管症候群の重症例に対する示指外転
機能再建術の治療成績

TendonTi､ansfertoRestorelndexFmgerAbduction

fbrSevereCubitalTimnelSyndrome

東北労災病院整形外科

○信田進吾，小川和浩，金澤憲治

【目的】小指の鉤爪変形や知覚脱失を呈する肘

部管症候群の重症例の中で，神経伝導検査で小

指外転筋(ADM)の複合筋活動電位(CMAP)が

導出不能の，より重症の症例に対して早期のピ

ンチカ獲得を目的として，示指外転機能再建術

(Bruner法）を一期的に行ってきたので，その

治療成績を分析し本手術の有用性を検討した

【対象と方法】2002年以後に本手術を行った肘部

管症候群の重症例で，術後6カ月以上経過観察で

きた15例16手を対象とした．男性12例13手，女

性3例3手で年齢は平均66歳である．臨床的病期

の赤堀分類は,Froment徴候に加え小指の鉤爪

変形を有する4期が12手，小指の知覚脱失を伴

う5期が4手である．手術は尺骨神経剥離術と

Bruner法を全例に行い,Bruner法は短母指伸

筋腱を母指MP関節部で切離し皮下を通して第

一背側骨間筋腱へ移行・縫合し，3週間の外固定

を行った．術後経過観察期間は平均16カ月であ

る．

【結果】術後成績は赤堀の評価法で優が2手，良

が10手，可が4手であった．可の4手中l手は知覚

障害が残存し，3手はFroment徴候が残存して

いた．全例に筋力の改善を認め，握力は術前平

均17.6kgが術後22.8kgに，ピンチカは術前平均

3.3kgが術後5.6kgと改善し,Froment徴候が陰

性化した13手の陰性となった時期は術後平均5カ

月であった．片側例14例におけるピンチカの対

健側比は術前が平均37％，術後3カ月が45％，術

後6カ月が54％，術後1年（12例）が68％であり

経時的に増大していた母指MP関節伸展力低

下はみられなかった．

【結論】肘部管症候群の重症例に対するBruner

法は，手技が簡便で術後早期にピンチカの回復

が得られる良い治療法である．

1-4-14

肘部管症候群におけるDASHと上肢機能
の術後経時的変化

ChangesofDASHandupperextremityfimction

scoresaftersurgeIyfbrcubitalmnnelsyndrome

'信州大学医学部附属病院リハビリテーション

部，2信州大学医学部整形外科

○井戸芳和1，中村恒－2，伊坪敏郎2，

内山茂晴2，加藤博之2

【目的】肘部管症候群(CuTS)の術後評価には

各種の上肢機能評価法が用いられてきたが，

DASH点数の推移を追跡した報告はない．演者

らはCuTS術後DASH点数と上肢機能定量的評

価値の経時的変化を調査した

【対象・方法】尺骨神経皮下前方移動術を行っ

たCuTS患者14例を対象とした手術時年齢は

平均62歳であった重症度はMcGowan分類で

Gradell8例，Ⅲ6例であった全例に術前，

術後1,3,6カ月の時点で1)DASH,2)握力，

3）サイドピンチカ,4)VASによるしびれの

程度,5)VASによる上肢瘻痛の程度,6)簡

易上肢機能検査STEFによる評価を行った.1)

～6）の評価値ごとに，術前値と各経過時期評

価値を比較した．

【結果】術前，術後1，3，6カ月のDASHの平均

値は,18.8,18.3,14.6,12.5であった．一方，同

時期の上肢機能評価値は，2）握力：25.9,26.0,

27.0,27.9k9,3)サイドピンチカ69.5,70.8,

73.5,77.2N,4)しびれ:5.1,3.0,3.0,2.7点，

5）瘻痛：0．7，08，1．2，0．2点であった．5）

STEFは96.7,評価不能98.2,98.8点であった

DASH,握力，サイドピンチカは術後3か月まで

は術前評価値と比較して有意差は無かったが，

術後6か月で術前評価値と比較して有意に改善

した．これに対して，しびれの程度は術後lか

月で,STEFは術後3か月で術前値より有意に

改善した.CuTSの重症度別比較では,DASH,

握力，サイドピンチカ,STEFにおいてはGrade

Ⅱ群の方がGradeⅢ群より術前術後のすべての

時期において有意に良好な評価点であった．こ

れに対して，しびれ，瘻痛の評価値は,Gradell

群とGradelll群の間に有意差はなかった．

【考察】CuTSにおけるDASHの改善には6カ月

を要した．これは，既に報告されている手根管

症候群のDASH改善が3か月とされているのに

対して，明らかに遅れていた．
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肘部管症候群の術後における神経伝導速

度の改善とDASHスコアとの関係

RelationshipbetweenlmprovementinNerve

ConductionVelocityandDASHScoreinCubital

TunnelSyndrome

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科整形

外科学分野

○若林良明，石井宣一，菅田祐美，

藤田浩二，四宮謙一

【目的】肘部管症候群の術後における神経伝導速

度(以下NCV)の回復と，患者の自覚的な評価と

してDASHスコアの改善との関係を検討したの

で報告する．

【方法】06年6月から08年4月までに当科にて手術

を行い，術前と術後にNCVとDASHの回答を

得た肘部管症候群20例22肘(平均年齢61.5歳）を

対象とした．術後のNCV評価時期は平均6.6ヶ

月,DASH回答時期は平均9.9ヶ月であった．術

前病期はMcGowan分類Gradel5例・Grade24

例･Grade311例，術式の内訳は尺骨神経皮下前

方移動術19肘･King変法l肘・尺骨神経溝形成

術2肘であった．術前CMAP及びSNAPが導出

不能だったものが術後に測定できたもの，及び

運動・知覚神経伝導速度(以下各々MCV･SCV)

が術前よりlOm/s以上改善したものをNCVの

改善とした術後にMCV･SCVが両方改善し

たものを改善×2群,MCV・SCVのどちらかが

改善したのを改善×1群，上記の条件を満たさな

かったものを不変群とし，術前・後のDASHス

コアの差（以下ADASH)を比較した

【結果】全体では術前DASHは31.7±23.5,術後

は20.9±20.6で，統計学的にDASHの有意な改善

を認めた(p<0.01).NCVの検討では改善×2群

は6例，改善×1群は8例(MCV改善7例,SCV改

善l例)，不変群は6例で，各群のADASHの平均

は改善×2群で17.4±5.6,改善×1群で5.4±10.8,

不変群で11.5±19.6であり，改善×2群と改善×1

群の間に統計学的な有意差を認めた(p<0.05).

【考察】MCVまたはSCVの一方のみの改善群

に対して,MCV･SCVとも改善を示した群の

DASHスコアの改善は3倍以上であり，電気生理

学的な回復の指標とDASHの改善が相関するこ

とが示された改善×1群のほとんどがMCVの

みの回復だったので,DASHの改善はSCVの回

復と関連している可能性が示唆されたなお不

変群ではDASHが改善する例としない例があり，

一定の傾向を示さなかった．
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FragilityFracturesandCurrentTrendsintheManagementofthe
OsteoporoticDistalRadiusFracture.

J6rgGr伽ert

Professorandchairman

DepartmentofHand-PlasticandReconstructiveSurgery,Kantonsspital

Theaverageageinworldpopulationisincreasingandthisasaconsequenceleadstoahigher

mcidenceofosteoporosisandfragilityfractures.Oneofthemostfrequentoccurringisthefi･acmre

ofthedistalradius.Thistypeoffractureoftheosteoporoticboneconstitutesauniquechallenge

fbrthesurgeon・Discussedarethetrendsinepidemiologyandthetechnicaldemandswhichwill

bemtheresponsibilityofthesurgeonwhowantstoachieveanearlyandfastrehabilitationwith

earlyfunctionalusageoftheaffectedhand.Asthebonequalitywithosteoporosisisofgreat

concernitshouldbemcludedinthefractureclassificationandmtheprognosisofachievmgand

maintainingaproperreductionandstablenxationofthedistalradius.Heretheangularstable

implantshaverevolutionizedthemanagementofthoseinstablefracturesandprovideafastand

safeprocedurefbrtreatingthesedi伍cultfractures.Ofaseriesofmorethan570distalradius

fi･acturesbemgstabilisedwiththeangularstableimplant(AptusO-MedartisCompany)theresults

arediscussedunderthecomparisonwithotherplatmgtechniques,theneedfOrbonegraftsorbone

substitutes,theradiologicaloutcomesandthefinalresultsconcerningfunctionandtimeneededfOr

rehabilitation.TheseresultsarediscussedmcomparisionwiththepertinentliteraturefOcussingon

theproblemswiththeosteoporoticbonequality.
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勺曄
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Traumatology

HandSurgery

PlasticSurgery
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1995-2001

ProfessorofHand-andPlasticSurgery,headofdepartmentUniversityofErlangen-Nuremberg

2001untilpresent

chairmanofDept・ofHand,PlasticandReconstructiveSurgery,Kantonsspital,St.Gallen,

Switzerland

since2004chairmanofsectionLimb&SpineatthelBRA(InternationalBoneResearch

Association),memberofBoardofDirectors

specialinterests:reconstructivemicrosurgery,congenitalmalformation,nerveregeneration,

Hand/Brain-connection,radiusfractures
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UntiedStaySuture法を用いた指尖部切
断再接着術

ReplantationofFingertipAmputationusmgUmied

StaySumreMethod

岡山大学

○長谷川健二郎，森定淳，杉山成史，

徳山英二郎，木股敬裕

【目的】当科では2006年4月よりICG蛍光リン

パ管造影法を用いたリンパ管静脈吻合術を行っ

ている．特に0.3～0.5mm以下のリンパ管静脈

吻合の際にはUntiedStaySuture法が有効であ

り，今回この方法を指尖部切断の再接着術に応

用し，良好な結果が得られたので報告する．

【対象】対象は2007年4月よりUntiedStaySuture

法を用いて再接着術を施行した指尖部切断5症

例である．男性4例，女性l例で，年齢は生後

12ヶ月から55歳であった．全例Zonelの完

全切断であった．

【方法】リンパ管静脈吻合の際に行うUntied

StaySumre法と違い,0.3～0.5mm以下の微細

血管吻合の場合には,1st･2ndstaysutureを

untiedsutureとし，先に3･4針目を通し，結紮

した後に2本のstaysutureを結紮した．

【結果】2症例は動脈・静脈を吻合できたが，3

症例は動脈のみ吻合可能であった5症例とも

に生着した指尖部の形態は良好で，爪の再生

も良好である．関節可動域制限は残していない．

【考察】lststaysumreをuntiedsutureとし

2ndstaysutureの糸が通ってから両方の糸を結

紮するUntiedStaySuture法は，壁が薄く透明

なリンパ液の流れ込んでくる，特に0.3～0.5mm

以下のリンパ管静脈吻合に有効な手技だと考え

られる．しかし指尖部切断再接着術のような0.3

~0.5mm以下の微細血管吻合の場合には,1st･

2ndstaysutureをuntiedsutureとし，先に3．

4（・5．6）針目を通し，結紮した後に2本の

staysutureを結紮するほうが縫合しやすい．し

かし0.5mm以上のリンパ管や微細血管吻合の場

合には従来法を用いた方が簡便である．

1417

手関節部切断再接着症例の機能予後の検

討(DASHスコアを用いた評価）

FunctionalresultsafterReplantationofWrist

Amputation

富山大学整形外科

○頭川峰志，長田龍介，関英子

【はじめに】上肢majoramputationの中でもよ

り末梢の手関節部切断では肘関節機能が保たれ

ており，可能な限り再接着術が推奨される．し

かし，再接着後の機能予後に関する報告は少な

く，従来の評価基準に沿った記述には詳細が反

映されない．当科で経験した手関節部完全切断

症例について，再接着手の機能を，従来の評価

基準と,DASHスコアを用いて評価した．

【対象】5例5肢．平均年齢45.8歳（27～66歳)．

経過観察期間はl.5～5年であった．切断側は利

き手4例，非利き手1例であった．切断レベルは

手関節4例，前腕遠位部1例．切断形態は引き抜

き3例，局所挫滅l例，鋭利切断l例であった．

【結果】阻血時間は6～10時間で平均8時間骨

短縮長は0～5cmで平均2.8cmであった．全例

で術中に同種血輸血を行った．全例生着し，再

灌流障害を呈した症例はいなかった追加手術

として，手関節固定術を3例に，腱移行，剥離術

を3例に，神経移植，移行術を3例に行った．平

均知覚機能はsOが2例で,slがl例,s2が2例．運

動機能は手指TAM健側比で0～43.9%であり，

全例poorであった.Chen'scriteriaによる機能

評価では,gradelllが2例，引き抜きの3例が

gradelVであったが,DASHスコアは1例を除い

て，10～30点台と比較的良好であった追加手

術前後でのChen'scriteriaのgradeは不変であっ

たが,DASHスコアは改善を認める例が多かっ

た．

【考察】従来の評価基準であるCheniscriteriaに

は反映されないが,DASHスコアによれば，再

接着肢は健側上肢の補助手として日常生活での

使用頻度が多かった．手関節部切断症例におい

ては，再接着後に追加手術を要することが多い

が，この効果を知る上でDASHスコアが有用で

あった
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多数指切断(4指以上）再接着手術の問題点

TreatmentforMultiple(Morethan4)Digit

Amputations

安城更生病院整形外科

○新井哲也，田中健司，浦田士郎

【はじめに】当施設における多数指切断(4指以上）

再接着術症例における治療成績及び問題点の検

討を行なった

【対象および方法】2002年1月から2007年4月に再

接着術を施行した多数指切断（4指以上）9症例

を対象とした．全症例男性で労働災害事故によ

る受傷であった年齢は19～79歳(平均38.4歳)．

受傷側は右手：5例，左手：5例，利き手側：5例，

非利き手側:4例．経過観察期間:2カ月～5年4カ

月（平均2年6月)．再接着症例数の推移，手術待

機時間，手術所要時間血行再開通時間，多数

切断指生着率，術後1年以上経過した症例の玉井

の評価基準をそれぞれ調査した結果2002年1月

から2007年4月に再接着術を施行した症例数は52

例で，うち9例が多数指切断であった．受傷機転：

プレス機によるもの5例，電気鋸3例，ワイヤー

チェーンによる巻き込み1例．完全切断:18指

l手，不全切断：18指1手．切断部位は玉井の

Zone4,5が多い傾向にあった．手術開始時間

ならび所要時間時間では，来院してから入室ま

での待機時間は最短で1時間7分，最長で3時間48

分，平均2時間11分．血行再開時間は平均ll時間

33分.手術所要時間は10時間18分から20時間1分，

平均13時間12分であった．生着率は平均85.7％・

術後1年以上経過した6症例の玉井の評価基準は，

良：2例，可：2例，不可：2例であった

【考察】多数指切断は損傷が高度で，良好な機能

回復を獲得することは困難であるが，最小限ピ

ンチを可能にすることでのQOLの向上が図れ

る上，整容上も満足が得られるため可能な限り

再接着を試みるべきである．しかし長時間に及

ぶ手術はスタッフや施設全体への負担が大きい．

理想的には病院間の連携，再接着センターシス

テムの構築が望まれる．

l-4-19

手指再接着術における問題点について

ProblemsofDigitalReplantation

土浦協同病院整形外科

○白坂律郎，石突正文，青山広道

【目的】手指切断再接着においてはその有用性が

多く報告されていると同時に様々な問題点も指

摘されている．今回，我々の施設における再接

着例において生じた問題点を検討し報告する．

【対象・方法】2005年6月から2008年5月までの3

年間に演者自身が手術を行ったか前立ちとして

手術に入った41症例,55指を対象とした．年齢

は2～70歳（平均40歳)，男性33例・女性8例

完全切断26指・不完全切断29指であった．切断

部位はDIP関節を含めてより遠位が14指，近位

が41指，切断状況はクリアーカットが26指，挫

滅切断(deadlmel3例，引き抜き7例を含む）

が29指であった部分生着を含めて44指が正着，

11指が壊死に至った．以上の症例から1追加

手術2治療長期化を来す合併症，3再接着指

の使用状況（示指中指のピンチ動作)，4術者間

の生着率について検討を行った

【結果】1．断端形成を含めて20例に対して35回

の追加手術が行われていた2．3カ月以上に渡っ

て，皮膚欠損部が上皮化しない症例を5例，術後

感染を4例,CRPSをl例に認めた.3.示指もし

くは中指単独切断に対する再接着指で生着した7

指においてピンチ動作で積極的に使用している

と答えたものは0指であった4．生着率は演者

自身の執刀例903％，他の執刀医66.7％であった．

【考察】再接着自験例においては再接着指の壊死

以外にも少なからずトラブルの発生が見られた．

確かに生着するのみで満足感が得られたり，母

指再接着指など積極的な使用を行っている症例

もあるものの，演者自身の技術的な問題かもし

れないが，有用指とはならない症例や治療が長

期化する症例もあった．手術は例外なく緊急と

なり，特定の術者を必要とすることも多く，医

療サイドの負担も少なくはない．その適応やイ

ンフォームドコンセントには再検討の余地があ

るとも思われた
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指尖部切断再接着におけるDelayedvenous
anastmosis(遅延静脈縫合）の実際

Delayedvenousanastmosisforfingertip

replantation

清恵会大阪外傷マイクロサージャリーセンター

○五谷寛之，山野慶樹，寺浦英俊，

姜良勲，佐々 木康介

【はじめに】玉井Zone1,2の指尖部切断再接着

の際に静脈縫合が困難なことがある．これは手

指近位にみられるように背側に静脈がなくウル

トラマイクロサージャリーテクニックを用いた

動脈縫合よりさらに困難な掌側の微細な静脈縫

合の必要があるためである．しかし時間経過と

ともにマイクロ下にも確認できなかった静脈

が，篭血により拡張することが観察される．演

者は最近この手技により，再接着した指尖部切

断を経験したのでビデオを含め報告する．（症

例および結果）過去に演者が施行した指尖部再

接着203例の内，本法を施行した症例は6例で年

齢は8-65歳（男性5，女性1)で玉井分類Zone

－1，2の指尖切断で完全切断4，不全切断（血行

が認められない）2例であった.Delayedvenous

anastomosis施行時期は術後20時間から60時間

(術翌日から3日目）であった初回手術は全

例伝達麻酔下に行った初回手術後，抗凝固療

法を行っており本法施行は局所麻酔下に行った．

動脈はl例で2本縫合を行い,他はDTPA(Distal

transversepalmararch)1本であった．DTPA

縫合症例では全例動脈径が1mm以下であった

が，縫合した静脈は篭血で拡張しており,1mm

以上であった今回提示症例では本法施行後追

加手術なく生着した．

【考察】再接着時に静脈縫合が困難な際には，鯵

血予防のためにFishmouthmcisionの作成や爪

甲の除去,medicalleecheの使用等が行われる．

光嶋，吉村らは動脈縫合後2472時間程度後に微

細な静脈が拡張する現象を報告した．光嶋は再

接着術後の鯵血症例で拡張した静脈の再縫合や

静脈移植を,Delayedvenousanastmosisと命名

した局麻下に可能であり，細静脈縫合は受傷

当日よりも容易であることから一部の症例に対

しては予定手術として行うことも考えられる．

1-4-21

末梢神経損傷における部位，時期特異的
発現タンパク質のプロテオミクス

ProteomicsofPeripheralNervel可my

'札幌医科大学医学部整形外科，2札幌医科大学医

学部分子機能解析部門

○相木比古乃'，大木豪介'，和田卓郎1,

射場浩介'，小海康夫2

【目的】本研究の目的はプロテオミクスアプロー

チを用いて末梢神経損傷部におけるタンパク質

発現を包括的に探索し，その変化を検討するこ

とである．

【方法】12週雌のSDラットを用いた．切断群

(各4匹）：坐骨神経の中央部で神経を切断し，術

後5,10,35日で各々 lcmの神経を摘出した.Sham

群（4匹）：坐骨神経の展開のみを行い術後5日

でlcmの神経を摘出した．各々からタンパク

質を抽出した．可溶部と不可溶部に分離される

が，不可溶部にさらにドデシル硫酸ナトリウム

(SDS)を添加し，タンパク質の可溶化をはかっ

た．各々を連続5-15％のゲルを用いて一次元電

気泳動を行い，タンパク質が泳動した部分のゲ

ルを全て切り出した．その後，トリプシンを用

いてゲル内消化を行った．質量分析器(QSTAR:

ESI-quadTOF)で得た情報を元に，データーベー

ス検索でタンパク質の同定を行った．

【結果】切断神経からは約1000種,Shamから約

500種のタンパク質が同定された．切断後10日

の近位で発現が増加し，遠位とshamでは全く

みられなかったタンパク質にNeuromodulinと

a-FGFがあった．また切断後5日の遠位でのみ

増加したものには60SribosomalprotemL9,PN-

1,Prosaposmがあった．その他，切断後35日で増

加するものや，減少していくものなど様々な発

現パターンのタンパク質が同定された

【考察】過去の報告からNeuromoduhn,aPFGF,

PN-1,Prosaposmはいずれも神経発芽，再生促進

に関与していることが分かっている．したがっ

て，切断後10日の近位，切断後5日の遠位に多く

発現するなど特異的な発現様式を示すタンパク

質のなかに，神経再生に関わる分子が含まれて

いることが判明した．今後このパターンのタン

パク質をより同定することにより，新たな神経

再生促進因子の発見やその組み合わせ，投与時

期などについて検討していきたい．
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上卜末梢血由来CD133陽性細胞移植によ

る末梢神経再生

RegenerationofPeripheralNerveAfter

TransplantationofCD133+CellsDerivedFrom

HumanPeripheralBlood

'広島大学医学部整形外科，2広島大大学院保健学

研究科心身機能生活制御科学講座運動制御解析

科学講座

○來嶋也寸無'，石川正和'，砂川融2，

中西一義'，越智光夫』

【目的】血管内皮前駆細胞及び間葉系幹細胞の

マーカーであり未分化な分画であるヒト末梢血

由来CD133陽性細胞が末梢神経再生を促進させ

ることをラット坐骨神経欠損モデルで検討し報

告してきた．今回単核球群を追加しPBS群，

単核球群,CD133+群の3群間での末梢神経再

生の評価を報告する．

【方法】健常成人より採取した末梢血からCD133

陽性細胞，単核球をそれぞれ抽出し，免疫不全

ラットの左坐骨神経15mmの欠損モデルに移植

した．シリコンチューブにアテロコラーゲンゲ

ル(AC)とPBSで充填し架橋したものをPBS

群,ACに単核球l×105個を充填したものを単核

球群,ACにCD133陽性細胞1×105個を充填した

ものをCD133+群とした各群とも12例ずつと

し，移植後8週にて肉眼的な組織連続性の有無

トルイジンブルー染色による再生組織の評価と，

Compoundmuscleactionpoten廿als(CMAP)の

測定を行った．

【結果】肉眼的な組織架橋形成はCD133+群では

全例に，単核球群では5例,PBS群では2例のみ

に認められた.再生組織のシリコンチューブ中央

部での有髄線維数,軸索直径髄鞘幅，神経組織

率を3群間で比較するとCD133+群はPBS群や

単核球群と比べ有意に神経再生が促進されてい

た.CMAPはCD133+群にのみに検出された．ま

たCD133+群の再生組織を抗S100蛋白抗体と

HNAにて免疫染色すると双方に染まる細胞を認

めヒト由来移植細胞がシュワン細胞に分化した

ことを確認した

【考察】末梢血単核球は幹細胞分画を含む細胞集

団であるが，末梢神経再生への効果は低いこと

が示された一方，末梢血単核球から濃縮した

CD133陽性細胞は単核球と比べ有意な末梢神経

再生効果を示し，この希少分画の有用性が確認

された．

l-4-23

Methylcobalaminはラット坐骨神経損傷
モデルにおいて軸索伸展および機能改善

を促進する

Methylcobalaminpromotesneuriteoutgrowth

andfunctionalrecoveIymratsciaticnerveinjured
model.

'大阪大学医学系研究科器官制御外科学（整形外

科)，2市立池田病院整形外科

○岡田潔'，田中啓之'，韓法輪光2，

森友寿夫'，村瀬剛』

【目的】昨年の本学会にて,methylcobalamin

(MeCbl)が小脳穎粒細胞において，神経軸索伸

展と細胞生存を促進する事を報告した.今回我々

は，同様の実験を後根神経節細胞(DRG)を用

いて行い，末梢神経における効果を確認すると

ともに，ラットの坐骨神経損傷モデルを用いて

伽v伽での効果を検証する事を目的とした．

【方法】9日齢のWistarラットよりDRGを単離

し,MeCbllO"Mの影響下にて72時間培養し

た．培養後，免疫染色法を用いて，軸索伸展と

細胞死を計測し，コントロール群と比較した

また，8週齢のWistarラットの坐骨神経損傷モ

デルを作成し,osmoticpumpを用いてMeCbll

mg/kg/dayの持続皮下投与を行った.12週間観

察し，運動機能検査(SciaticFunctionallndex,

toespreadmgtest),知覚機能検査(toepmch

test)にて機能回復を評価したまた,12週の時

点での電気生理学的評価（末梢神経潜時）と組

織学的評価を行い，コントロール群と比較した．

【結果】MeCbl投与群では,DRGにおいて軸索

伸展促進と細胞死の抑制を認めた．また，ラッ

トの坐骨神経損傷モデルにおいて,MeCbl投与

群では，運動機能，知覚機能ともにコントロー

ル群に比較し改善を認め，末梢神経潜時も短縮

を認めた．組織学的評価において，軸索髄鞘

ともにMeCbl投与群において，再生の促進を認

めた．

【考察】MeCblはDRGの軸索伸展を促進させ細

胞死を抑制した．また，ラットの末梢神経損傷

モデルでもMeCbl投与群で軸索再生の促進を認

め，腕γ伽においてもMeCblに神経軸索伸展効

果があることが考えられた．今回の実験モデル

では実際の臨床使用よりも高濃度のMeCblが持

続皮下投与されており，投与法の改善や新しい

投与法の開発により，臨床への応用の可能性も

示唆された
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末梢神経軸索伸長と細胞内シグナル伝達系
Axonalgrowthofperipheralnerveandits

mtracenularsignalingpathway

'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，3三井記念病院整

形外科

○山本真一1，星川慎弥2，山本直哉3，

緒方徹2

【目的】末梢神経損傷においては，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

長が良好な機能回復には重要である．これまで

知覚神経である後根神経節細胞では，神経栄養

因子刺激下でMEK-ERK経路が軸索伸長を促進

することが知られていたが，運動神経である前

角細胞のSpmalMotorNeuron(以下SMN)につ

いての研究はまれであった．我々は,SMNの選

択的培養系を用いて,BDNF刺激下の軸索伸長

における細胞内シグナル伝達経路に関して検討

した．

【方法】胎生14日ラットから，濃度遠心勾配法を

用いてSMNの選択的培養を行ったBDNFや

各種シグナル阻害剤を添加した条件下で，総神

経突起長を計測した恒常活性型MEK,Aktg

伝子を導入し，総神経突起長，神経突起数，軸

索長を計測した

【結果】BDNF添加によりSMN総神経突起長

は伸長し，これにMEK,PI3K阻害剤を加える

と，伸長効果はいずれも阻害された.BDNFの

アポトーシス抑制効果は,MEK阻害剤では維持

されたが,PI3K阻害剤により抑制され，さらに

caspase阻害剤添加で解消されたcaspase阻害

剤存在下でもBDNFの伸長効果はPI3K阻害剤

により抑制された．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,Akt発現細胞ではMEK

発現より神経突起が多い傾向にあり,MEK発現

細胞の最長神経突起すなわち軸索が有意に伸長

した．

【考察・結論】SMNにおいても，後根神経節細

胞と同様にMEK-ERK経路が軸索伸長に関与し，

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末梢

神経伸長速度促進には,MEK-ERK経路の細胞

内活性化が重要である．

l.425

神経移植の有用性は運動神経の回復状

態で評価すべきである一自家神経移

植cablegrahの動物実験及び臨床成績か
ら一

Resultofnervegraftmustevaluaterecoveryof

moterfUnction-fromexperimentalstudyofcable

graftandresultsofchnicalcases-

'大阪市立大学大学院名誉教授，2清恵会病院大阪

マイクロサージャリーセンター

○山野慶樹1，坂中秀樹2，五谷寛之2，

寺浦英俊2，姜良薫！

【目的】神経移植は，実験的研究と異なり主に主

幹神経になされるので，最も太く再生の遅れる，

機能上も重要である運動神経を評価すべきと考

え，臨床に用いられる皮神経を用いる自家神経

移植cablegraft(以下CG)について動物実験，

臨床例の運動神経の回復を検索した．

【方法】動物実験）家兎の総腓骨神経の2cmの

欠損部に同程度の径となる腓腹神経4本のCG

を25羽に行い，術後2年まで経時的に組織学

的および電気生理学的に主として運動神経を示

すM波について検索した臨床例）術後2年以

上経過し十分回復したCG例に付きM波を主に

電気生理学的に検索した

【成績】動物実験では再生神経は経時的に髄鞘，

軸索及びM波が回復した．術後2年では10〃

径以上の神経線維が見られるが正常に比べ髄鞘

の厚さ，大径線維数において劣っていたま

たM波伝導速度は正常の70－80％の回復で

あった．経時的にみて,M波の伝導速度と神経

線維径とはよく比例しており，この伝導速度測

定で臨床例の軸索径など神経再生程度が推し量

れる．臨床例では小児例が成人例に比し良好で，

M波の伝導速度は70－80％で筋力も同程度

以上の回復であった神経移植部での伝導速度

は末梢側の神経再生部より遅い傾向があった

これは神経縫合部が2ヶ所あること，移植され

た神経が本来の神経とplexusfOrmationや神経

線維の構成が異なること，また移植部の状態な

ど神経再生に不良な条件が重なることによる．

M波の回復状況から，技術的に配慮して行なえ

ば75％以上の運動機能の回復が期待できる．

【結論】自家神経移植CGについて動物実験，臨

床例の検索を，特に臨床で行なわれる主幹神経

への神経移植後の機能回復上重要な運動神経の

回復について検索した.CGでは技術的に配慮

すれば，運動神経の回復が十分期待できる．
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末梢神経再生過程の評価法

一脱神経筋MRIの有用性についての基礎

的研究一
MRIofdenervatedskeletalmusclesasan

assessmenttoolfbrreinnervation-anexperimental

study-

'平塚市民病院整形外科，2慶應義塾大学整形外科

○山部英行1，中村俊康2，阿部耕治2，

戸山芳昭2，池上博泰2

【目的】末梢神経再生過程の評価法として，末梢

神経伝導速度や針筋電図といった電気生理学的

検査が行われることが多い．しかし，検者の技

量に依存する要素が多く，検査結果の再現性に

かけるという問題点ある．一方で,MRIのT2強

調画像で脱神経筋は高輝度変化をきたすことが

知られており,MHにより再現性の高い評価が

可能となる．今回，末梢神経損傷の再現性の高

い評価法として，脱神経筋のMRIの有用性につ

いて検討したので報告する．

【方法】6週齢のWistar系ラットの後脛骨神経に

対し,A群(n=6):非可逆性neurotmesisモデ

ル,B群(n=6):可逆性neurotmesisモデル，

C群(n=6):重度axonotmesisモデル,D群

(n=6):中等度axonotmesisモデル,E群(n=6):

controlの5群を作成した．それぞれに対し術後3

日，5日，7日，14日，21日，28日，42日，56日，

84日で支配筋である下腿三頭筋のMRIを撮像し，

T2値を計測した．評価は，健側下腿三頭筋のT2

値との比（以下T2比）を用いて行った．同時に，

ラットのfOotpr航を用いて下肢の機能の経時的

評価も行った．

【結果】神経損傷の程度が強いほどT2強調画像

では高輝度変化をきたし,T2比は神経損傷程度

に依存していた(A>B>C>D>E).A群ではT2

比は28日目まで上昇した後一定値を示したのに

対し,B群では28日目以降に減少した.C,D群

ではT2比は14日目まで上昇した後，減少に転じ

た．これらの結果は,fOotprmtより計測した機

能回復の経時的変化と平行した変化であった．

【考察】脱神経筋T2強調画像の経時的変化によ

り，ある程度神経損傷の程度と予後を予測でき

ることがわかった

1-4-27

軸索特異性又はSchwann細胞特異性に蛍

光発色する様々なトランスジェニックマ
ウスを用いた末梢神経基礎研究

Basicresearchfortheperipheralnerve

regenerationusingtransgenicmicewhichexpress

nuorescentproteinsintheaxonsortheSchwann
cens

'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，

TerenceMyckatyn2,SusanMackinnon2
【目的】近年の遺伝子工学の急速な発展により

様々なトランスジェニックマウスが開発され末

梢神経の基礎研究に大きな発展をもたらしてい

る．今回我々はそれらの有用な活用法や評価法

について新しい知見を得たので報告する．

【方法】実験には，運動神経の一部がGFP発色

するThyl-GFPSmice,全ての軸索がYFP発色

するThyl-YFP16mice,軸索がCFP発色する

Thyl-CFPmice,そしてシュワン細胞がGFP発

色するS100-GFPmiceを使用した．実験モデル

には端々吻合，端側吻合，神経移植モデルを作

成した．同一マウスにおける再生軸索をinvivo

で経時的に観察し，その再生過程を評価すると

ともに，神経をまるごとマウントして全ての再

生軸索の発芽形態を観察した．移植後3及び5ヶ

月後には神経縫合部，前脛骨筋群，外側下腿皮

層を採取固定し，再生神経の神経発芽形態や終

末機器への再神経支配を観察した．また，神経

移植モデルにおいては，その中を遊走するシュ

ワン細胞を経時的に観察し，得られた画像デー

タから遊走程度を定量化する試みも行った．

【結果】Thyl-GFPSmiceは軸索各々 の再生形態

が観察可能で，特に端側吻合モデルの実験には

非常に有用であった.Thyl-YFP16miceは終末

器官への再神経支配の観察が可能で，再生軸索

が運動・知覚いずれの神経であるかの鑑別も可

能であった．S100-GFPmiceではシュワン細胞

が移植神経の中へ徐々に遊走するのを観察出来

たが，マクロファージもGFPを発色するなど若

干の検討が必要であった

【考察】様々なトランスジェニックマウスが存在

するがマウスごとに特徴があり，目的にあわせ

たモデルの選択や実験デザインが非常に重要で

あると思われた．
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正中,尺骨神経欠損に対するPGA-Collagen
tubeを用いた生体内再生治療の中期結果
Outcomeforthetreatmentofin-situtissue

engineeringwithaPGA-Collagentubefbrmedian
andulnarneIvedefect

'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，

4西大和リハビリテーション病院神経内科

○稲田有史1.2,3，中村達雄2，諸井慶七朗3，

森本茂4，市原理司2

【目的】正中，尺骨神経完全欠損に対して,PGA-

Collagen(C)tubeを用いた生体内再生治療の平均

37ケ月での結果を報告する．

【症例】症例は9例年齢は13-51才，高位正中神

経損傷(PM)2例（手術後陳旧例(1),多発刺

創例(1))，低位正中神経損傷(DM)4例(CRPS

typell4),前腕尺骨損傷例2例（尺骨動静脈合

併損傷）であった急性外傷は2例，慢性期例

は，自家神経移植後CRPS(1)を含み，受傷か

ら再建までの期間は4－40ヶ月,PGA-Ctubeは

40-80mm,平均47mmであった尺骨神経例の1

例がPGA-Ctubeのギオン管での圧排で再置換

を必要とした．一例が経過観察中に心筋梗塞で

死亡，1例が精神病発症のため判定不能，のこ

り7例について12-63ケ月（平均37ケ月）で判定

した．知覚運動評価電気生理学的検討,CRPS

にはVAS評価をおこなった．

【結果】PMでは,3年前の13才肘部正中神経損

傷例で80mm再建後3年で，知覚はS3+,母子対

立はでサイドピンチ，前腕遠位正中神経刺激で

の短母指対立筋活動電位が導出された.19才上

腕部での外傷性正中神経欠損にたいして40mm

再建例5年経過例では，知覚はS3,母指対立は

サイドピンチ，示指屈筋の回復が見られ前腕末

梢部正中神経の運動感覚活動電位が導出された

DMでは，全例自傷後CRPSで,VASは全例低

下するも1例は手袋着用継続知覚は全例S3,

母指対立はサイドピンチで運動知覚活動電位と

も導出できなかった．尺骨神経再建例では両例

とも知覚はS3,骨間筋萎縮みとめ電気生理学的に

は運動感覚活動電位とも導出されなかった．

【結論】正中神経再建例は知覚は必要十分，運動

神経は代償作用で必要最低限度の回復が得られ

ていた．尺骨神経例は症例が少ないが知覚回復

のみで運動神経回復には多くを望めなかった

同部位の生体内再生治療は,salvage手術の一選
択枝となりうると考える．

1-4-29

ポリフェノールを用いた末梢神経長期保
存に関する研究

Anexperimentalstudyoflongtermstorageof

peripheralneIvesusmggreenteapolypheno

'京都大学整形外科，2京都大学再生医科学研究所

○池口良輔'，柿木良介1，玄丞然2，
中村孝志』

【目的】ポリフェノール類には虚血性変化からの

組織保護作用があり，組織保存液として期待さ

れている．今回我々は，ポリフェノールの末梢

神経保存液としての長期保存の可能性について，

現在組織保存液として使用されているWisconsin

液(UWCSS)と比較し検討した．

【方法】Lewisラットの坐骨神経より20mm長の

移植神経片を採取し,移植片採取直後に移植した

ものをF群(n=16),ポリフェノール処理を行い

UWCSSで2ヶ月間保存したものをP2群(n=16),

ポリフェノール処理を行いUWCSSで3ヶ月間

保存したものをP3群(n=16),コントロール群

としてUWCSSのみで2ヶ月間保存したものを

UW2群(n=16),UWCSSのみで3ヶ月間保存し

たものをUW3群(n=16)とし，それぞれレシピ

エントラットの坐骨神経を15mm切除して作成

した神経欠損部に10-0ナイロン糸にて縫合架橋

した．移植前の神経移植片を免疫染色にてceU

viabilityを判定し電顕による観察も行った.また，

オスルイスラットからメスルイスラットに同様

の坐骨神経片を移植し12週後移植神経から

genomicDNAを抽出し,Sex-determmngregion

oftheY-chromosome(Sry)に特異的なPCRを

施行した．移植12週及び24週後に電気生理学的

評価と組織形態学的評価を行った

【結果】移植片に対する移植前評価では,P2

群はコントロール群に比較して移植片のceU

viabilityがより良好に維持されていた．電気生

理学的評価において,M波の最大振幅に関して

はP2群ではF群とほぼ同等でコントロール群よ

り有意に改善していた組織形態学的評価にお

いてもP2群はコントロール群より有意に高値で

あった．また,P2群ではメスより採取した坐骨

神経片内にオス細胞由来のSryがある程度存在

していることが確認された

【考察】末梢神経片は約2ヶ月間まではポリフェ

ノールを用い冷所保存が可能と考えられる．
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Brent変法の治療成績
ChnicalResultsofthemodifiedBrentMethod

'日本赤十字社和歌山医療センター整形外科，

2財団法人田附興風会北野病院

○玉置康之'’百名克文1，麻田義之1．2

田中康之1,栗山新一’

【目的】指末節切断に対し，血管吻合を用いずに

生着させるブレント変法の治療成績を検討した

ので報告する．

【対象と方法】2002年1月以降にブレント変法を

行った7例を対象とした年齢は平均33.1歳，男

性5例，女性2例経過観察期間は平均37.9ケ月

であった．切断指は母指3例，示指2例，環指l例，

小指l例，切断レベルはDas-佐々木の分類でレ

ベル3が3例，レベル4が3例，レベル5が1例．断

端挿入部位は腹部が6例，手掌が1例で，術後3週

で分離を行った

【結果】全例で生着したが，潰瘍を2例骨癒合

不全をl例に認めた上皮化までの期間は平均

131.4日，抜釘は平均101.4日であった．痛覚は

正常3例，低下4例，温冷覚は正常l例，低下6

例,Semmes-WeinstemtestはDimimshedlight

touchが2例,Dimmshedprotectivesensationが

4例,Lossofprotectivesensationが1例,Static-

2PDは平均7.6mm,Movmg2PDは平均6.4mm

であった．健側と比較してMP伸展屈曲,PIP

伸展屈曲,DIP伸展角度は同等であったが,DIP

屈曲は平均56.であった．末節骨先端は6例が骨

萎縮を認め，5例で爪が再生したがその全例に爪

変形が生じた.QuickDASHは平均5.8であった．

【考察】ブレント変法は手技が比較的容易で生着

率も高いが，合併症，爪変形，知覚再獲得などの

問題があることを認識すべきであると思われた

l-4-31

指動脈背側枝を利用した指尖再建術

FingertipreconstructionwithadigitalarteIyand

itsdorsalbranchnap

長野赤十字病院形成外科

○永井史緒，岩澤幹直，川村達哉

【目的】近年手指の血管分布が詳細に研究され

様々な皮弁が報告されている．島状指動脈皮弁

は指尖損傷の治療に有用であるが，移動距離に

制限があり爪変形や指拘縮などを残す場合があ

る．我々は被覆範囲を広げるため，指動脈背側

枝を含めた皮弁を用いて，より多くの組織を移

動させることによって様々な指尖損傷の治療を

行っているので報告する．

【対象・方法】2006年から08年に，背側拡大指

動脈皮弁，あるいは指動脈背側枝皮弁を用いて

指尖損傷の治療をした患者19人22指．これらを

切断の形状をVolarOblique,Transverse,Dorsal

Obliqueに分類し指動脈背側枝を利用した皮弁に
よる再建アルゴリズムを検討した．

【手術】指動脈から各指節に2本ずつの背側枝が

存在する．島状指動脈皮弁の遠位部で約1.5×

2cmの指背側組織を背側枝を含めて挙上し拡

大型背側枝皮弁として利用した．またDorsal

ObUqueでは指動脈背側枝皮弁のみ挙上し指尖を
形成した．

【結果】22指のうちVolarObliqueは11指で，背

側拡大指動脈皮弁で掌側の長さ約3cmの指腹

組織欠損の修復が可能であったTransverseは

9指で背側拡大指動脈皮弁を用いてより多くの

軟部組織を指尖へ移動することによって一期的

に指尖を形成できた.DorsalObliqueは2指で，

爪床と軟部組織欠損に対して指動脈背側枝皮弁

のみで自然な指尖を形成できた

【考察】指動脈からの背側枝を用いた皮弁を用い

てより長い欠損や大きな欠損の被覆を可能とし，

様々な指尖切断タイプにおいて指の長さを温存

しかぎ爪変形のない爪を誘導できる再建方法と

考えられる．
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指尖部損傷に対する各種皮弁の知覚回復

SensoryRecoverywithThreeFlapsForthe

FingertipReconstruction

愛知県厚生連海南病院

○伊藤可絵西源三郎，土屋大志，

向藤原由花，勝田康裕

【はじめに】指尖部損傷に対しての治療は，保存

的治療から各種皮弁手指尖部術まで様々な報告

がされているが，場合によっては爪の変形や関

節拘縮などを起こす可能性がある．我々は，以

前本学会でthenarflapの知覚回復について報告

したが，今回逆行性指動脈皮弁，静脈皮弁およ

UFThenarFlapの知覚回復について検討を行っ

たので報告する．

【対象および方法】1982年から1996年の間で当院

で施行した指尖部損傷に対し，逆行性指動脈皮

弁12例,ThenarFlapl9例，静脈皮弁30例を行

い,調査可能であったの各6例，12例,2例であり，

性別は男13例女7例．受傷時の年齢は，26歳から

67歳受傷指は，示指6例，中指8例，環指7例，

小指l例．経過観察期間は,平均12年3ケ月であっ

た．

【結果】指尖部の自覚症状に関しては，痛み，冷

感,paresthesiaを訴える症例は各症例に多くみ

られたが，時間の経過と共に減少した．日手会

知覚評価では,比較して大きな差は見られなかっ

たが,Thenarfiapでは,2PDでの良好な回復が

見られなかった．静脈皮弁を施行した2例にDIP

の伸展拘縮が一部見られた

【結語】指尖部損傷に対する逆行性動脈皮弁は，
知覚皮弁では無い為，中環指に限って適応とし

ていることが多かった．しかし，今回の調査で

は良好な知覚回復を認めており，移植皮弁の指

が同じ性質の皮膚を利用している事が考えられ

る．同様に,ThenarFlapでも，関節拘縮の合

併は考慮されるが知覚回復は良好であり，静脈

皮弁でも，知覚回復に関しては差はなく良好な

結果をえた今回の結果を考慮すると，患者の

満足度を考慮して長期成績を見ると，必ずしも

知覚皮弁を要せず，欠損部の大きさ，損傷指，

患者の年齢などを考慮しこれらの皮弁法を選択

できると考えられた

1-4-33

DorsalUInarFlap-theanatomyand
clinicalapplication

DepartmentsofOrthopaedicsand

Traumatology,TuenMunHospital'andQueen

MaryHospital2

○MLam',KYChoi',WYIp2

htroduction

DorsalulnarflapisfirstdescribedbyBecker

andGilbertinaFrenchjournalinl988.This

isbasedonthedorsalbranchofulnarartery

(DBUA).

Patientandmethod

Fournon-embalmeddistalfbrearmspecimens

weredissectedforrelevantanatomywith

referencetobonylandmark.Thesewere

comparedwith3availableanatoncalstudiesm

Englishliterature.Theresultsof6clinicalcases

arealsoreviewed.

Results

DBUAanditsascendingbranchispresentin

allspecimens・Itarisesat2.0to3.7cmfrom

theproximalpoleofpisifOrmdorsaltonexor

carpiulnarisandvolartoulnarnerve.The

ascendingbranchinitiallyliesO．5cmvolarto

themedialintermuscularseptumandpasses

slightlyawayfromtheseptumasitascends

proximally.Thedorsalulnarnerveconsistently

limitstherotationoffiapbasedonDBUAand

itsascendingbranch.Sacrificingthenerve

gainsadditional2.5cm.Separateanastomoses

atdorsalwristarcadeanddistalmetacarpal

levelarealsoconfirmed,whichcanserveas

additionalpivotpomts

Fortheclinicalcases,allnapssurvivedwith

satisfactoryfUnctionalandcosmeticresult.Two

representativecasesareillustrated.

Summary

Dorsalulnararterialsystemisaconstant

andversatilecutaneousarterialsystem.Itis

mvaluablefbrcoverageofsmalltomtermediate

sizeddefectinthehandandwristregion

withoutsacrificingmajorartery.
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逆行性指動脈島状皮弁術術後の指ROM

の検討

Therangeofmotionofthefingerafterreverse

digitalarteIyislandflap

1-4-34

Adipofascialturnoverflapによる指背側
軟部組織欠損の再建

TheAdipofascialTurnoverFlapfbrCoverageofthe

DorsumoftheFmger

'飯田病院整形外科，2福岡大学医学部整形外科

○菊田朋朱'，飯田博幸1，石河利之2

北海道徳洲会グループ外傷部

○辻英樹士田芳彦，磯貝

倉 田 佳 明

‘

折
ロ

【はじめに】指尖部損傷のうち，特に石川

subzonellの爪基部損傷に対し当科では逆行性

指動脈島状皮弁(reversedigitalarteryisland

Hap,以下RDIF)を行っている．しかし術後

PIP関節にしばしば屈曲位拘縮を生じることが

報告されている．今回当科におけるRDIF後の

指ROMを調査し，拘縮を生じた原因について

考察した

【対象と方法】当センターにおいて2007年4月～

2008年6月までに指尖部損傷に対しRDIFを行っ

た17例17指（男15女2)を対象とした平均年

齢40.4歳（24-74)，示指6例，中指5例，環指6例，

石川subzonel:3指,II:12指,III:2指であっ

た．指可動域訓練は原則術後1週間以内より開始

した．開始同日にPIP関節屈曲位拘縮予防を目

的に，手関節軽度背屈,MP関節屈曲,IP関節

伸展位でのsafetysplintを作製した．平均可動

域訓練期間は13.2週（4‐36）であった可動域

訓練終了時の患指ROM,%TAMを調査し，特

にPIP関節屈曲拘縮例について，縫合線と皮線

の関係，可動域訓練開始時期,safetysplint作製

の有無との関係を検討した

【結果】平均ROM:MP関節屈曲86.4．伸展

12.0｡,PIP関節屈曲90.5・伸展-7.2｡,DIP関節

屈曲44.6．伸展9．6｡,%TAM:78%であった．

PIPJ屈曲位拘縮を3例(-46｡,-10｡,-10｡)に認めた．

これらは縫合線と皮線の交差があった1例，可動

域訓練の開始時期が遅れたまたはしなかった3

例,Safetysplmtを作製しなかった2例で生じて
いた．

【考察】RDIF術後の指可動域を調査した．ほぼ

良好な可動域が得られていたが，3/17例(18%)

にPIPJ屈曲位拘縮を認めた皮弁の作成にあ
たっては縫合線を皮線と交差させないことが重

要である．また術後早期からの可動域訓練も重

要であり,safetysplintの作製使用がPIP屈

曲拘縮予防に有用であると考える．

【はじめに】指背側の皮肩欠損は日常よく遭遇す

る外傷であるがその解剖学的特徴から伸筋臘

骨，関節などが露出されてしまうことが多い．

この部の被覆のために様々な皮弁が用いられて

いるがどれも手技が繁雑なうえ満足のいく結果

が得られないことがある．我々 はAdipofascial

turnoverfiapによる再建を行い良好な成績を得

ているので報告する．

【対象】当院にて2001年6月から2008年9月までに

行ったAdipofascialturnoverfiapによる指背側

軟部組織欠損の再建例8例について検討した．症

例は男性7例，女性l例．手術時年齢は25歳～78

歳（平均55.1歳)．原疾患は，外傷が7例，ミュー

カスシストが1例であり，罹患指は母指2指，示

指4例，中指l例，小指l例であった．経過観察期

間は1ヶ月から8ヶ月（平均2.3ヶ月）であった

【手術方法】Flapの長さは欠損部より5mm~

10mm長く，幅は2mm～4mm広くなるように

デザインする．欠損部の近位端から縦皮切を加

え，まず真皮下で皮下脂肪筋膜層を剥離したの

ち必要な大きさをparatenonから剥離し遠位を

baseとしたflapを作成する．欠損部縁に達す

るおよそ5mm手前まで剥離し，この部位をfiap

baseとして欠損部をカバーするために折り返す．

Flapの上に前腕部より全層あるいは分層で採皮

した植皮を行う．

【結果･考察】全例でHapの壊死は認めず,整容的・

機能的に良好な結果が得られた．指背側の皮

膚軟部組織欠損に対するAdipofascialturnover

flapについての報告は少なく本学会での報告は

ない．本法は隣接指などのdonorsiteの犠牲な

しに行え，手技が容易で緊急手術としても応用

可能であり指背側軟部組織欠損の再建法として

有用である．
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DistalRadiusFracturewithanlntramedullaryFi)<ationNail
-Micronail:Designrationale,fractureapplicationsandclinicalresults-

MarkJ.Warburton

HighPomtOrthopaedic

AdescriptionofthedevelopmentoftheMicronailfrompatientapplicationtoengineeringand

manufacturer.AOclassificationofthecurrendyrecognizedfracturepatternsapplicablefbrthe

MicronailaswellasKienbockisanddistalradiusosteotomywillbediscussed.Clinicalresults

ofoverl50casesfi･omourclinicaswellasasubsetof59patientsencompassingapending

publicationwillbepresented
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MarkJ・Warburton,MD

HighPointOrthopaedic

611LindsayStreet,Suite200,HighPoint,NC27262,USA

BowmanGraySchoolofMedicine

VanderbiltUniversityMedicalCenter

MedicalSchool: BowmanGray

Residency: VanderbiltUn

Areaoflnterest:HandSurgery

Kevwords:

DistalRadiusFracture(僥骨遠位端骨折）

IntramedullaryNail(髄内釘）

Micronail(マイクロネイル）

４
月
帽
日
第
４
会
場
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Workshop

MarkJWarburton,MD

HighPointOrthopaedic,USA

Date:18:00-18:30,Thursday,Aprill6,2009

Theme:SurgicalTechniqueofMicronaillntrarneduallyNail

fOrDistalRadiusFracture

SupportingCompany:WrightMedicalJapan,KK.
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1-5-1

デュピュイトラン拘縮は保存治療でどの
位の改善が可能か

HowMuchDegreeGetBetterbyHandTherapym

DupuytrenContracture

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，神田俊浩，向田雅司，

阿久津祐子，山下優嗣

【目的】デュピュイトラン拘縮は生活に障害があ

るものは手術治療が第一選択とされているが，

保存治療でどのく、らい拘縮の改善が得られるか

の明確な報告はない．デュピュイトラン拘縮に

対して装具や指運動を行わせた症例の拘縮改善

度を検討したので報告する．

【対象・方法】対象：2005年から2008年までの12

例31指である．男10例，女2例で，平均年齢69.6

歳（58～84）であった．指別では，示指2指

中指7指，環指9指，小指13指であった．なお全

て未治療例を対象とした．方法：昼間は拘縮の

ある関節に対して他動伸展運動を励行させ，夜

間は熱可塑性プラスチックで静的副子を作成し，

出来る限り指を伸展位として固定した．静的副

子は拘縮が改善するたびに角度を修正した．訓

練は少なくとも3ヶ月は継続させた拘縮の改善

角度を調査した

【結果】訓練期間は平均5.1か月（3～10)であっ

たl関節の改善角度は平均11.8｡(45～-6)であっ

たMP関節の改善角度は平均15.6｡(45～4),

PIP平均10.5｡(30～-2)DIP平均7.1｡(30~

-6）であった指全体としての屈曲拘縮は治療前

平均669。（15～180）が治療により平均43.2。（－8

~135｡)に改善した．経過観察中に拘縮が悪化

した症例はなかった7例は保存治療で満足し手

術治療を要しなかったが，4例は手術治療を要し

た．

【考察】各関節では改善は12.2.から10.6.とさほ

ど大きいものではないが，指全体としては平均

23.6。（2～85｡）と比較的大きな改善が得られた．

従って保存治療内の角度の屈曲拘縮については

まず保存治療を試みるべきである．また手術も

拘縮が高度になればなるほど術後の拘縮残存も

大きい傾向があるため，術前に保存治療をおこ

ない屈曲拘縮を少しでも減らしておくことが，

術後の成績向上にもつながるものと考えている

1-5-2

当科におけるデュプイトラン拘縮の手術

治療

SurgicaltreatmentfbrDupytrencontructure

'近畿大学医学部整形外科，2近畿大学医学部リハ

ビリテーション科

○大谷和裕1,2,冨山貴司1，福田寛二2，

浜西千秋Ⅱ

【はじめに】Dupytren拘縮に対しては手掌腱

膜の切除や横切開による部分切除など様々な手

術方法がある．当科では手掌部より指節部まで

可能なかぎり切除を行っている．当科で行った

Dupytren拘縮に対する治療成績を検討した．

【対象】症例は男性49例，女性1例,16歳から76

歳，平均62歳．50例中21例に糖尿病を合併して

いた．両側例32例，片側例18例．両側手術例は5

例であった．全例zigzag皮切により手掌腱膜の

切除を行った屈曲拘縮の強い症例はZ-plasty

を行った．術後MP関節,PIP関節可動域の変化，

QuickDASHによる機能障害の評価，合併症に

ついて検討した．

【成績】罹患指は中指10指，環指44指，小指46指

であったMP関節の平均拘縮角度は中指15度，

環指9度，小指21度,PIP関節は中指0度，環指4

度，小指22度で，術後MP関節拘縮は中指環

指,小指ともに0度,PIP関節は中指，環指は0度，

小指は3度残存したDASHスコアが聴取可能で

あった30例では術後0から30点，平均8点で術後

PIP関節の屈曲拘縮が残存している症例で高値

になる傾向があった．合併症として屈筋腱癒

着を2例，指神経損傷を2例に認めいずれも腱剥

離術，神経縫合術が行われた．知覚障害は術後

早期には35例で認めたが，術後平均2ヶ月で回復

し終診時には10例で知覚障害の残存を認めた．

【結論】Dupytren拘縮には様々 な手術法がある．

拘縮の程度の強い症例では関節授動術の併用や

multipleZ-plastyによる皮膚の形成が必要となる

がPIP関節の拘縮は残存した最も注意する点

は肥厚したcordに巻き込まれた神経血管束を損

傷することなく拘縮を除去することにある．我々

は可能な限りの拘縮の除去を目指すためにこれ

までに拡大鏡等を用いていない初期の2例に神経

損傷を経験した．拡大鏡や顕微鏡を用いた注意

深い手術操作が必要であることが再認識された．
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1-5-3

当科におけるDupuytren拘縮の術後成績
SurgicalresultsofDupuytreniscontracmre

防衛医科大学校整形外科学講座

○尼子雅敏，有野浩司，根本孝一，

田中優砂光，津田悦史

【はじめに】当科におけるDupuytren拘縮の術
後成績を検討した．

【症例と方法】1999年以降，当科において

Dupuytren拘縮の診断で手術を行った24例26手

48指を対象とした．全例男性で右側16手，左側

10手,手術時年齢は53～80歳(平均65.2歳)であっ

た．罹病期間は6カ月～11年(平均5年)であった．

糖尿病合併例は5例に認めた．Ledderhose病(足

底腱膜の肥厚）を6例に認め,Peyronie病（陰茎

に硬結）を1例に認めた.Meyerding分類では1
度6手，2度7手，3度11手,4度2手であった手

術は主にzigzag切開で展開し部分腱膜切除術を

行ったPIP関節の拘縮を伴った症例は拘縮腱

膜の完全切除と拘縮解離を重視して行った．

【結果】Tubianaの判定基準でverygoodl3手，

good7手,fair5手,poorl手であった.poorの

l例はPeyronie病を伴う症例であった.MP関

節の拘縮を認めた40指のうち37例に改善を認め，

術前平均伸展角度-35.3度が術後平均-4度に改善

した．一方,PIP関節の拘縮を認めた17指のうち，

12例で改善が得られ，術前平均伸展角度-49.4度

が術後平均-26.9度に改善した

【考察並びに結論】MP関節罹患症例では部分腱

膜切除術でほぼ満足のいく結果が期待されるの

に対し,PIP関節では十分な伸展角度が得られ

ない症例や術後に拘縮が進行する症例が散見さ

れた．術中の腱膜切除を十分に行い，さらに掌

側板の剥離や側副靭帯の切離などを追加するこ

とで，自然に伸展位が得られるまで拘縮解離を

行うことが重要である．索状物の左右に剥離を

進め，皮層の厚さを可急的に温存することで皮

膚の閉鎖は可能であった

1-5-4

Dupuytren拘縮に対するZigzag切開によ
る選択的手掌腱膜切除術の長期成績

Long-termResultsofLintedFasciectomythrough

PalmarZigzaglncisionfbrDupuytrenIsContracture

'燕労災病院整形外科，2新潟手の外科研究所

○松崎浩徳'，成澤弘子2，高田真一1，

古子剛』

【目的】Dupuytren拘縮に対して，当科で施行し

たzigzag切開による選択的手掌腱膜切除術の術

後長期成績を報告する．

【方法】1989年3月から2008年4月までに

Dupuytren拘縮に対して手術を行った24例,31

手のうち，術後経過が追跡可能であった20例24

手（男性19例，女性1例）を対象とした．手術時

年齢は42歳～81歳（平均66歳）で，術後経過期

間は6カ月から12年1カ月（平均5年9カ月）であっ

た．手術側は右14手，左10手で，罹患指数は1指

11手,2指ll手,3指1手,5指1手であった．術前

重症度はMeyerdmg分類で0度が3手,1度が7手，

2度が6手，3度が7手，4度がl手であった．手術

には手掌から固有指部にいたるzigzag切開を

用い,pretendinouscord,spiralcord,central

cord,natatorycord,lateralcordなどを可及的

に切除し，2例で植皮を併用した術後評価とし

てTubianaの評価基準による手指全体の評価と，

術前および術後屈曲拘縮角から算出した指別拘

縮角改善率の計測を行った

【成績】Tubianaの成績評価では優8手，良13手，

可l手，不可2手であった．Meyerding分類0およ

び1度では10手中4手が優,6手が良で,2度以上

では14手中4手が優,7手が良で，可l手，不可2

手も認めた．不可の症例は2手とも小指PIP関節

の拘縮悪化が原因であった指別拘縮角改善率

は，全指平均76％で，術前拘縮角が60度未満の

指では81％の改善が認められたが，60度以上の

指では67％の改善にとどまっていた.PIP関節

に屈曲拘縮を認めない12指の拘縮改善率は92%,

拘縮を認めた12指の改善率は64%と有意差を認

めた．

【結論】Dupuytren拘縮では病期の進行および指

屈曲拘縮の増悪（特にPIP関節の拘縮）に伴い，

術後成績が低下するため，時期を逸しない手術

を行うべきである．
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当科におけるDupuytren拘縮の手術成績
一指別，関節別の術後成績一

OperativeresultsfbrDupuytreniscontracture

大阪大学医学部整形外科

○田中啓之，三宅潤一，岡久仁洋，

森友寿夫，村瀬剛

【目的】Dupuytren拘縮の手術成績について，こ

れまでにいくつかの成績不良因子が報告されて

おり，その中でも小指やPIP関節に対する術後

成績は不良とされている．今回当科にて治療

を行った症例の指別関節別の術後成績につい

て検討したので報告する．

【対象および方法】1997年から2008年に手術を施

行した29例35手を対象とした．全例男性で，罹

患側は左側8例，右側15例，両側6例であった

また，指別では中指8指，環指23指，小指26指の

計57指であった．手術時年齢は46～75歳，平均

64歳であった．術前の重傷度はMeyerding分類

でgradeOがl手,gradelが7手,grade2が12手，

grade3が15手であった．手術はzigzag切開を基

本として病的手掌腱膜の切除を行った．術後観

察期間は2ヶ月～8年で平均1年2ヶ月であった

術後成績はTubianaの評価基準を用いたまた，

最終経過観察時に残存していた屈曲拘縮角度に

ついて指別，関節別に検討を行った．

【結果】Tubianaの評価基準ではverygoodl7手，

goodll手,fair4手,poor3手であった．最終経

過観察時に残存していた屈曲拘縮角度は，中指

MP関節で9度,PIP関節で3度，環指MP関節で

5度,PIP関節で11度，小指MP関節で7度,PIP

関節で24度であった．

【考察】いくつかの報告において小指およびPIP

関節に対する手術成績は不良とされているが，

本研究においてもMP関節については指別に術

後成績に差は認められなかったが,PIP関節に

ついては小指で著明な屈曲拘縮角度の残存を認

めた．小指PIP関節においては，術前の屈曲拘

縮角度が大きいほど術後成績が不良であったた

め，早期の手術加療が必要であると考えられた．

1-5-6

壊死骨に対する骨髄血移植・低出力超音

波の併用効果について一家兎骨壊死モ

デルを用いた研究一

Theeffectofbonemarrowtransplantationand

lowintensiOrpulsedultrasoundtherapycombmed

methodfbrabonenecrosis

'筑波大学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

○小川健'，西浦康正'，田中利和2，

落合直之』

【はじめに】我々は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

用する治療の基礎的研究として家兎の第4足根骨

を摘出し，液体窒素を用いて壊死させ，背部皮

下に移植するという壊死骨モデルを作成し，壊

死骨に対する骨髄血移植の有効性について昨年

の本学会で報告した今回は，壊死骨に対する

LIPUSの効果を検証した．

【方法】12週齢日本白色家兎18羽を用い，コント

ロール群，ドリリング群，骨髄血移植群の3群

を6羽ずつ作製し，ヒトに用いるセーフス②を使

用し，術後2日目より両側背部皮下に移植した

第4足根骨のうち右側にのみ1日20分，週6日間

LIPUSを照射し,8週間継続した［評価］非

脱灰硬組織標本にて，骨形態計測を行った．骨

石灰化面，骨芽細胞面破骨細胞数に関して，

LIPUS照射群と非照射群間をt検定にて統計処

理し,p<0.05を有意とした．

【結果】コントロール群，ドリル群は，すべての

項目でLIPUS照射群と非照射群の問に有意な差

を認めなかった．骨髄血移植群では，骨石灰化

面がLIPUS照射群で有意に高く(p=0.049),骨芽

細胞面，破骨細胞数はLIPUS照射群で高値を示

したが有意差は認めなかった(p=0.31,p=0.17).

【考察】LIPUSには骨芽細胞の分化促進作用はあ

るが，増殖作用はないと報告されている．本研

究において，8週での骨形成面の有意な増加は，

骨芽細胞の分化促進作用を反映し，また，骨芽

細胞面で有意差がなかったことは,LIPUSに骨

芽細胞の増殖作用がないことを反映していると

推察できる．

【結論】壊死骨に対するLIPUS単独，またはド

リリングとの併用効果は認めない．しかし，骨

髄血移植との併用により8週間の照射で壊死骨の

再生に有効であることが示唆された
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ARTHROSCOPICBONEGRAFTING

FOREARLYSTAGESOFKIENBOCK'S

DESEASE

HandUnit,PlasticSurgeryDepartment,

UniversityofMilan

○L.Pegoli,A.Ghezzi,E.Cavalh,G・Berto,

G.Pajardi

INTRODUCTION:Kienbockdeseaseiswellknow

britsdi価cultymbemgdiagnosedandtreatedat

earlystages.Optiontreatmentaretwinthese

latterstagesandmostofthemqUiteaggressive.

Theauthordescribeshisexperienceintreating

eadystages㎡KienbockdeseasewitharthIDsc叩ic

lunatebonegrafting.Nopreviousexperienceis

reportedmliterature.

MATERIALSANDMETHODS:Threepatients

withinstrumentaldiagnosis㎡stagellavascular

necrosisofthelunate,accordingtoLichtman's

classification,weretreated.Allofthemwere

femalewithanaverageageof45years(range

25-60).Intwocasetherighthandwasinvolved

whileinonetheleftone).Bemregivingsurgical

indicationthepatientsunderwentaconservative

treatmentconsistinginwearinganightsplint.

Afterthebonegraftfromthevolarsurfaceofthe

radiusarthroscopicbonegraftingwasperbrmed.

RESULTS:atanaveragemllow叩吐3.6months

(2‐5)㎡aUthepatiemsshowatXraysanormal

density㎡thelunateandnoarthriticchangesor

modification.TheMRIconfirmedtherecovery"

thelunatevascularity

DISCUSSION:thenumber㎡patientsissmall,due

alsototherarityofthedeseaseandthedi伍culty

todiscoveritateadystages,butaccordingtoour

experiencearthroscopicbonegraftingdespitethe

veryhighlearningcurvecouldbeagoodoption.

1-5-8

月状骨の形状とキーンベック病

Hamatefacet(typelllunate)andKienbOck's
disease

名古屋大学医学部手の外科

○建部将広，平田仁，洪淑貴，

篠原孝明，山本美知郎

【目的】キーンベック病の発生原因については未

だに不明である．また，月状骨はその遠位関節

面の形状から2つの型に分類されているが，その

形状とキーンベック病についての検討をしたも

のはない．今回我々はキーンベック病に対し手

術した際に関節鏡施行したものについて検討し

たので報告する．

【対象および方法】キーンベック病に対して僥骨

骨切り術を施行し，その際に僥骨手根関節と手

根中央関節の鏡視を行った74例（男性54例・女

性20例，平均年齢34歳）を対象とした月状骨

の形状は関節鏡手根中央関節からの鏡視で有鈎

骨と関節面を形成していないものを1型，有鈎骨

との関節面を持つものを2型とした関節軟骨の

骨折，関節不安定性についてもあわせて評価を

行った．

【結果】1型は59例で2型は15例であったこれは

今までに報告されている比率より2型の割合が低

かった平均年齢は1型36.6歳，2型253歳と有意

に2型で低く，尺骨バリアンスはそれぞれ-0.2ミ

リと-0.8ミリで有意差はなかった月状骨軟骨面

の骨折は33例（56％）と4例（27％)，関節不安

定性(Geissler分類のIIIまたはⅣ度）は36例

(61%)と4例(27%)であり,2型で有意に少なかっ

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2型の割合が過去の報告より少なかっ

た．また尺骨バリアンスは両者間に有意な差は

なく，月状骨軟骨面の骨折・関節不安定性は1型

で有意に多く認めていた．尺骨バリアンスと発

症についての報告が今までにされているが今回

の報告から月状骨の形状がキーンベック病の発

症および病状の進行に影響していると考えられ

た．
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1-5-9

LichtmanstagelllのKienbock病に対す
る血管柄付き骨移植術・有頭骨短縮術併

用法の成績

Vascularizedbonegraftwithcapitateshortening

fbrstagenlKienbockdisease

'静岡県立総合病院整形外科，2丹後中央病院整形

外科

○松岡秀明'，中山憲'，佐野禎一1，

丸木仁'，西島直城2

【目的】Lichtmanstagelllの症例に対し，血管

柄付き骨移植術と有頭骨短縮術と併用した場合

の成績について報告する．

【対象と方法】2003年4月より当科にて血管柄付

き骨移植術と有頭骨短縮術を施行し，6カ月以

上経過観察可能であったKienbock病Lichtman

stagelll症例7手を対象とした．年齢は平均52

歳（19～72歳)，男性2手女性5手，右5手左2手，

LichtmanstagelllA3手IIIB4手，経過観察期間

は平均24カ月（7～51ヵ月）であった．血管柄

付き骨採取部位は，第1中手骨基部l手，僥骨遠

位端6手であり，僥骨遠位端では4thECAを血

管柄としたが，順行性に採取したものが3手，逆

行性に採取したものが3手であった．有頭骨は約

1mm短縮し,Acutrackmmscrewにて骨接合

した術後はlか月の前腕ギプス固定を行った．

【結果】6手で分節化した月状骨の骨癒合を確

認した．手関節可動域は，平均で背屈74.掌屈

40.,握力は健側比で平均83％であった.Mayo

modifiedwristscoreではexceUent3手,good4

手,Lichtmanの評価法ではsatisfactory6手

unsatisfactoryl手であった術後のc抑alheight

ratioおよびscapholunateangleは一定であった．

有頭骨の偽関節あるいは骨壊死は認めなかった

【考察】血管柄付き骨移植術はLichtmanstage

IIIに対しても優れた成績を残しうる手術法だが，

本法は，有頭骨短縮術を併用することにより，6

手で分節化した月状骨の骨癒合を確認でき，7

手とも月状骨の圧壊の進行を防ぎ，手根骨不安

定症も生じていない．骨が脆弱であり比較的進

行が早い高齢者，早期に社会復帰を希望する症

例月状骨の圧壊・分節化が進行した症例に対

しても考慮してもよい方法と考える．また，手

術手技では4thECAを血管柄とする移植骨を僥

骨遠位端から逆行性に採取するのが最も低侵襲

であった．

l-5-10

MRIによる手背の伸筋腱描出の有用性

-SoapBubbleMIP処理を用いて一

Delineationofextensortendonofthehandby

Mm:UsefillnessofSoap-BubbleMIPprocessing

technique

'島根大学医学部整形外科学教室,2若草第一病院，

3島根県立中央病院

○平松由美子'，領家幸治2，野崎健治2，

山上信生3，内尾祐司』

【目的】手の伸筋腱はMRIでその走行を完全に

描出することが困難であるとされている．今回

われわれは,SoapBubbleMaximummtensity

PrOjection(以下SoapBubbleMIP)処理を施す

ことでMHによる伸筋腱の描出を試み，その有

用性を検討した．

【対象及び方法】対象は健常ボランティア5例と，

僥骨遠位端骨折症例に対して三角線維軟骨複合

体の精査目的でMRI検査を行った患者20例の計

25例，男性17例，女性8例，平均年齢は41歳で

あった.MⅢ装置はPhilips社製InteraAcmeva

NOVADuall.5T,SENSEフレツクスコイルM

(2ch),撮影シーケンスは3DT1TFEで行った．

通常のMH冠状断元画像とそれにSoapBubble

MIP処理を施した画像とで伸筋腱の描出を比較

した．

【結果】SoapBubbleMIP処理を施した画像で

は全例においてMP関節より近位から前腕遠位

部付近までの伸筋腱を一つの画像に描出するこ

とが可能であったそれに対して，通常のMⅢ

冠状断元画像では，手背のアーチに沿って走行

する薄い伸筋腱を1つの画像に描出することは

不可能であった．また，長母指伸筋腱について

は，描出不良例を12例認めたが,SPIRwater

suppressionを併用することで周囲脂肪組織との

コントラストが上昇し，全例描出が可能であっ

た．

【考察】SoapBubbleMIPは蛇行する冠状動脈を

多曲面で処理し，一つの画面に描出することを

目的に開発されたものである．これを薄い伸筋

腱の描出に応用し良好な結果が得られたことか

らMRIにより伸筋腱断裂の部位，性状を正確に

評価できる可能性が示された．

【結論】SoapBubbleMIPは高度に伸筋腱を描出

できる．
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l-5-11

拡散強調MRIによる末梢神経の描出

hagmgofperipheralnervesbydiffUsionweighted
M m

'東京逓信病院整形外科，2東京大学医学部整形外

科，3東京逓信病院放射線科

○沖永修二1，原えり2，仲田紀彦2，

武村濃3，是永建雄3

【目的】我々は第50,51回本学会で拡散強調Mm

による腕神経叢，腰神経叢の画像化とその臨床

的有用性を報告した．今回の目的は同法を改良

し，より末梢部の描出が可能かを明らかにする

ことである．

【方法】健常者5名の手と肘，各5関節を対象と

したMR装置はフィリップス社製Gyroscan

mTERA1.5T,表面コイルは肘で同社製Sコイ

ル，手関節で同マイクロスコピーコイルを用い

た．撮像法は前回と同じく高原らのDWIBS法

に準じたが,FOV,Matrix,slice厚,脂肪抑制

法,MPG印加軸などを末梢部位に合わせて最適

化した．作成された三次元画像をプロトン密度

強調画像と重ね合わせ解剖学的位置を確認し，

解剖学的に予想される神経の走行部位に索条像

が認められる場合を描出可能と判定した．

【結果】1）手関節では5手中全てで正中，尺骨神

経幹が描出された．末梢の描出範囲には個体差

があったが，固有指神経，尺骨神経淺深枝まで

同定可能な例もあった．2）5肘中全てで正中神

経と尺骨神経が描出されたが，僥骨神経は全例

で描出不能であった．各神経とも神経幹からの

分枝は描出されなかった3）静脈と推測される

背景信号が神経の同定の難易さに大きく影響し

た．

【考察と結論】本法では従来と異なり末梢神経の

特異的な三次元画像化が可能であり，末梢神経

疾患の新しい画像診断法となる可能性がある．

l-5-12

手外傷後MDCTを用いた血管評価の試み

Trialofvascularestimateusingmultidetector-CT
fbrhandtrauma

'金沢医科大学形成外科，2北山クリニック

○島田賢一1，川上重彦2，北山良明2

MultidetectorCT(MDCT)による3次元血管造

影像は大血管の非侵襲的検査診断法として有用

性が認知されている．近年では本法を用いて皮

膚穿通枝を描出し穿通枝皮弁の血管茎を確認す

ることが可能なり，浅下腹壁穿通枝皮弁や前外

側大腿穿通枝皮弁などで報告されている．今回，

我々は手外傷後の血管状態を評価するために本

法を用いたので報告する．

【症例】25-56歳（平均47歳)，男性4例手切断

後の血管評価2例,deglovinginjuryl例，不全

切断高度挫滅創がl例

【方法】撮影条件:TOSHIBAAquilion64にて撮

影．スライス幅0.5mm×64列．造影剤オムニパー

クを100ml,注入速度3.0/sec,注入時間30sec,

delayedtime30-40secで施行した．上記の条件

で切断手再接着術後1年6カ月，6カ月に施行

した．他の2例は遊離皮弁施行前後で施行した．

【結果】切断手例においては僥骨動脈から深掌動

脈弓，指動脈が確認できた．血管吻合部は同定

できなかった．血管分枝は背側手根枝が確認で

きた．遊離皮弁例では，術前僥骨動脈からの分

枝の吻合レシピエント血管（掌側手根枝）が同

定できた．また術後，血管吻合部と移植皮弁内

の血管が同定できた．

【考察】今回，手の末梢血管の描出を試みたが深

掌動脈弓は描出可能であったが，浅掌動脈弓は

はっきりとらえることができなかった存在し

ない血管と描出できない血管の見極めのための

条件設定が必要であると思われた．また，動脈

と静脈の両者が混在して描出される場合もあり，

より末梢の穿通血管レベルでは両者（動静脈）

を区別することが必要となる．外傷後例におい

ては僥骨動脈の掌側手根枝を同定でき，穿通枝

皮弁のレシピエントとして利用できた．皮弁の

レシピエント血管を探索する手段として用いる

ことが可能と思われる．

-S105-

I



l-5-13

上肢3次元骨モデルによる3次元CTの被

曝線量の評価

Theevaluationoftheexposeddoseusingthree-
dimensionalbonemodelsconstructedfrom

multidetectorcomputedtomographydatainupper

extremiW

'ベルランド総合病院整形外科，2大阪大学医学部

整形外科

○岡久仁洋1，村瀬剛2，森友寿夫l'2,

三宅潤一2，竹安酉佳倫2

【目的】上肢領域における3次元CTは骨折，変

形の評価，手術シミュレーションなど有益な情

報を得ることができる．その一方,CTは被曝

線量が問題となる．今回我々は,CTによる被

曝線量の低減を目的とし，被曝線量と3次元CT

から作成した3次元骨モデルの精度の関係を調査

した．

【方法】ヒト乾燥僥骨6本，尺骨6本を用いて標準

線量(管電圧120kV,管電流50mA,ピッチ0.562:1,

スピードl.Osec)と低線量(120kV,10mA,1.750:1,

0.5sec)の2条件でCT撮影を行い，被曝線量の指

標となるCTDoselndex(CTDI)とDoseLength

Product(DLP)を計測し以下の実験を行った1)

それぞれの条件で作成した3次元骨モデルの比

較．2）低線量条件の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．3）乾燥骨周囲

に代替軟部組織をつけたファントムの骨モデル

と低線量条件の骨モデルの比較

【結果】標準線量条件のCTDIとDLPはそれぞ

れ9.3mGy,563mGy･cmであった．低線量条件

のCTDIとDLPは0.3mGy,18mGy･cmであった．

標準線量と低線量の骨モデルの誤差は0.042mm

であった．低線量の骨モデルと実測値との誤差

は0.448mmであったファントムモデルと低線

量条件の骨モデルとの誤差は0.056mmであった

【結論】上肢挙上位で撮影すれば，体幹，骨盤の

影響を受けることなく本実験と同様の条件で撮

影が可能である．上肢の骨形状を評価する目的

であれば，低線量撮影は標準撮影と同程度の精

度を有しており，被曝線量を通常の約1/30に低

減することができる有用な撮影法である．

1-5-14

舟状骨骨折癒合判定におけるpivotCTの
有用性

UtnityofthepivotCTinboneunionjudgmentof

scaphoidfifacture

'千葉大学大学院医学研究院整形外科，2佐倉整形

外科病院

○国司俊一'，徳永進2，國吉一樹1，

江畑龍樹2

【目的】舟状骨骨折における骨癒合判定には，単

純X線よりCTの方が有用性が高い．しかし，

従来の多断面再構成法（以下MPR法）では舟

状骨長軸方向でのObnquecoronal(以下O-C),

Obliquesagittal(以下O-S)像などでも骨癒合判

定に有用な画像は数枚で，判定が困難なことも

ある．この問題を解決するため，我々は舟状骨

長軸を中心にスライス面を回転させて描出する

再構成法をpivotCT(以下p-CT)と命名し行っ

ている．舟状骨骨折の術後評価のため行ったCT

撮影についてO-C,O-S像とp-CT像を比較検討

したので報告する．

【対象・方法】2007年以降に当院および関連病院

で舟状骨骨折の手術を行った新鮮骨折7例，偽関

節3例を対象とした新鮮骨折に対しては全例

小切開にてダブルスレッドスクリュー固定を施

行し，偽関節に対しては全例骨移植十ダブルス

レッドスクリュー固定を施行した．術後2-3ヶ月

でCTを撮影し,1mmごとに舟状骨長軸方向で

スライスしたO-C,O-S画像と舟状骨長軸を中心

軸としてスライス面を10.ずつ回転して作成した

p-CT画像を作成し，骨癒合の有無骨癒合判定

可能なスライスの枚数について検討を行った

【結果】すべての症例で骨癒合が得られていた．

従来のO-C,O-S画像では骨癒合判定に有用と

思われたスライスはそれぞれ3-4枚であったが，

p-CT画像ではすべてのスライスにおいて骨癒

合判定が可能であった10例のうち2例でO-C,

O-S画像では癒合判定が困難であったが,p-CT

画像にて骨癒合と判定することができた

【結語】PivotCTでは骨癒合判定に有用な画像

が多く，すべてのスライスで舟状骨の中心を通

るため常に骨軸の最大幅で評価が可能である．

舟状骨骨折の骨癒合判定において有用な画像処

理方法であると考えられた．
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1-5-15

手根管症候群屈筋腱滑膜線維化と重症度

Relationshipbetweenthenexortenosynovial

fibrosisandtheclncalassesmentmcarpaltunnel

syndrome

済生会山形済生病院整形外科

○清重佳郎，石垣大介

【目的】手根管開放術時における屈筋腱滑膜肉眼

所見は,青味がかった水っぽいものから白く濁っ

たsynovialscar様のものまで多岐にわたる．組

織所見では,edema,fibrosis,hyalmenecrosis

と多彩である．心臓や皮層組織においては，

angiotensinconvertingenzyme(ACE)活性が線

維性嬢痕形成に関与するとの指摘がある．今回

ACE活性に着目して，手根管症候群の屈筋腱滑

膜懐痕化の程度と手根管症候群の重症度との関

係を検討したので報告する．

【方法】症例は更年期女性手根管症候群症例15例．

屈筋腱滑膜の嬢痕化の程度を線維芽細胞様細胞

のACE免疫染色陽性率で，手根管症候群重症度

は終末潜時,S-Wtest,CTI-SS,CTI-FSで評価

した．線維芽細胞様細胞ACE免疫染色陽性率を

従属変数，終末潜時,S-Wtest,CTI-SS,CTI-

FSを独立変数として重回帰分析を行い，それぞ

れを単回帰分析し相関係数を求めた

【結果】滑膜組織がedematousなものほど

線維芽細胞様細胞ACE陽性率が低い傾向

があった．嬢痕化（線維芽細胞様細胞ACE

陽性）が少ないほどCTI-SS値が高かった

(p=0.1970).相関関係がみられたのはCTI-SS

とCTI-FS(r=0.648,p=0.028),終末潜時とS-W

test(r=0.531,p=0.0404),線維芽細胞様細胞ACE

陽性率とCTI-SS(r=0.495,p=0.0610),線維芽細胞

様細胞ACE陽性率と終末潜時(r=0.453,p=0.1048)

であった耀痕化とS-Wtest,CTI-FSには明ら

かな関係はみられなかった．

【結論】CTI-SSに含まれるtmglmg,nocturnal

painは滑膜組織にedemaをもたらす何らかの

因子により惹起され，終末潜時などの神経障害

はedema後組織修復機転による神経のsynovial

scarentrapmentと考えられた．

1-5-16

手根管症候群における上腕部低圧圧迫に

よる各種検査結果の変化

Changesofvarioustestsresultsinducedby

upperarmlowpressureloadingincarpaltunnel

syndrome

'弘前ホスピタリテイーアカデミー作業療法科，

2弘前大学大学院保健学研究科博士前期課程，

3弘前大学大学院医学研究科整形外科学講座，

4弘前大学大学院保健学研究科障害保健学分野

○佐藤彰博1‘2，湯川昌広3，岩田学4

【はじめに】手根管症候群では健常者と比較して

阻血の影響を受けやすいことが知られている．

今回，上腕部への低圧圧迫によるうっ血によっ

て測定データに変化が生じるのかどうか検討を

加えた

【対象と方法】2008年3月から同年8月までに手根

管症候群と診断された15例21手(CTS患手群),

手根管症候群患者の中で外傷の既往や自覚症状

のない対側の健手10例10手(CTS健手群),外

傷の既往や自覚症状のない健常者6例11手（健常

群）の3群を対象としたCTS患手群の平均年齢

は58.3歳，男性5例7手，女性10例14手，両側罹患

が6例であった．重症度はDawson分類で軽度ll

手，中等度7手，重度3手であったCTS健手群

の平均年齢は59.0歳，男性4例4手，女性6例6手で

あった．健常群の平均年齢は57.7歳，男性l例2手，

女性5例9手とした測定は圧迫前にしびれ感，

WEST,s2PD,APB導出による複合筋活動電位

(CMAP)から遠位運動潜時(DML),振幅，持

続時間，面積を計測した．次に上腕部に血圧計に

よって60mmHgの圧を加えた後,2分間隔で10分

まで測定を行った．統計学的検討は,CTS患手群，

CTS健手群，健常群の各群の測定データについ

て分散分析（反復測定,Tukeyis検定）を行った．

【結果】CTS患手群では，圧迫前と比較して

WESTでは6分後から,DMLでは2分後から，

振幅では6分後から，面積では6分後から有意な

差が認められたCTS健手群では，圧迫前と比

較してDMLでは8分後から，面積では6分後か

ら有意な差が認められた．健常群では,DMLの

み10分後に有意な差が認められた

【考察】3群において測定データの変化のパター

ンに違いが認められた手根管症候群では両側

発症例が多いことを考え合わせると，上腕部低

圧圧迫によるWESTとCMAPの経時的な測定

は手根管症候群の早期診断補助として有用な方

法となる可能性が示唆された．
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Speckletracking法を用いた腱滑膜組織
における剪断損傷リスク評価の試み
TheEvaluationofShearConditionsintheHuman

CarpalTumelusmgSpeckleThPackingUltrasound

'Mayoclinic,OrthopedicBiomechanics

Laboratory,2Mayoclmic,Divisionof
CardiovascularDisease

○吉井雄-',HectorRViUarraga2,
JacquelmeHenderson',Kai-NanAn',
PeterC・Amadio'

【目的】手指運動に伴う腱滑膜の剪断ストレスは，

特発性手根管症候群の危険因子の一つとして報

告されている.Speckletrackmg法はエコー画像

下の組織specklepatternを認識することによっ

て，組織動態を解析する技術である．本研究の

目的は,このSpeckletracking法を用いて,エコー

下に手根管部における屈筋腱の滑走および腱滑

膜の剪断ストレスを定量化することである．

【方法】対象は健常成人10名20手関節とした．エ

コーは,AcusonSequoiaC512(Siemens社）を

使用した．手関節部掌側においてエコー下に中

指浅指屈筋腱および腱滑膜を同定し，定時間内

の指伸展一屈曲時の腱滑動を録画した腱滑走

距離を識別するため，指運動時に被験者に小中

大の異なる径のアクリルチューブ(各3.8,5.1,

6.4cm)を握らせて指可動域を制限した．画像か

らSpeckletracking法にて腱および腱滑膜の滑

走距離，最大移動速度を計測した．さらに指関

節可動域より腱滑走距離を計測した評価:1.

相関係数:Speckletracking法と関節可動域より

求めた腱滑走距離の相関を調べた.2.Maximum

velocityratio(MVR)=(腱滑膜最大移動速度／腱

最大移動速度),Shearmdex=(腱滑走距離一腱

滑膜滑走距離)/腱滑走距離xlOO(%)を計測し各
チューブ間で比較した

【結果】腱滑走距離の相関係数は，0.642であった

(P<0.001).MVRは小，中，大チューブでそれ

ぞれ平均0.59±0.19,0.69±0.14,0.78±0.17であっ

た(P<0.01)．Shearindexは小，中，大チュー

ブでそれぞれ平均39.5±13.3,31.3±9.9,22.3r

9.4％であった(P<0.01).

【考察】ShearmdexおよびMaximumvelocity
ratioはSpeckletracking法によって腱滑走距

離に応じて識別できることがわかった．即ち，

Speckletracking法は，腱滑動および腱滑膜組織

の剪断ストレスの評価に有用と考えられた．

1-5-18

手根管症候群における正中神経のMRI拡

散テンソル画像

Diffilsiontensor加agingofmediannervemcarpal

tunnelsyndrome

'東京逓信病院整形外科，2東京大学医学部整形外

科，3東京逓信病院放射線科

○沖永修二1，原由紀則2，原えり2，

武村濃3，是永建雄3

【目的】手根管症候群の診断にMmを用いる試

みは多いが，正中神経の形態と走行の三次元的

変化を単一画像化することが困難なため用いら

れていない．この研究の目的は手根管症候群に

おける正中神経の拡散テンソル画像を作成し，

その有用性を明らかにすることである．

【方法】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11名ll手(男

2名女9名）を対象とした.MR装置はフィリッ

プス社製GyroscanlNTERAl.5T,表面コイル

として同社製径47mmマイクロスコピーコイル

を用い,smgleshotSE-EPI法で得られた拡散テ

ンソル画像データをもとに同社製ソフトウェア

FiberTrakで正中神経の拡散テンソル画像を作

成した麻揮情報を知らない整形外科医がモニ

ター上で多方向から観察し，神経の形態の異常

を，狭小化，腫大，部分的欠損に分けてその有

無を目視で判定した．症例9手で正中神経の有鉤

骨鉤レベルと近位部での見かけの拡散係数(ADC

値）の差を計測し，筋萎縮との関連を調べた．

【結果】1)拡散テンソル画像を作成できたのは，

健常全例，症例11手中9手であった．2）母指球

枝と推測される分枝を描出できたのは，健常5手

中2手，症例9手中3手であった症例での描出の

有無と筋萎縮の程度に関連はなかった3）症例

9手では，狭小化が4手，腫大が8手，部分的欠損

が2手にみられ，健常5手では腫大が2手みられた

が，狭小化と部分的欠損はみられなかった4）

ADC値の差は筋萎縮のない例に比べてある例の

方が大きい傾向があった．

【考察と結論】本法は手根管症候群での正中神経

の形態を必ずしも忠実に描出するものではない

が，特異性の高さ，細い分枝の描出能，形態だ

けでなく機能状態を評価できる可能性がある点

で従来の画像検査法にない有用性を持つ．
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特発性手根管症候群患者の手根管内に占

める屈筋腱断面積の割合は，健常者より

大きく，加齢とともに増加する

ThewholenexortendonratioofCTSisincreasmg

byagmgandlargerthanhealthypeople

'日立横浜病院整形外科,2産業医科大学整形外科，

3福岡新水巻病院整形外科

○鈴木聖裕1，酒井昭典2，大茂壽久2，

中村利孝2，山中芳亮3

【目的】手根管症候群の病因は，手根管内の屈筋

腱及び腱周囲滑膜の腫脹が関与しているといわ

れているが，その根拠は明確でない．本研究の

目的は，手根管内に占める屈筋腱断面積の割合

が，特発性手根管症候群患者では健常者と比べ

て大きいという仮説を検証することである．

【対象と方法】臨床症状より特発性手根管症候群

と診断され，手関節MRIを撮影した62人110手

関節(男性19人34手,女性43人76手)をCTS群(平

均62.0歳）としたまた，臨床症状を認めず電気

生理学的検査の結果が正常である10人（男性2人

2手，女性10人10手)12手関節をnormal群（平

均60.0歳）として比較した.GESigmaExiteHD

3テスラMRIを用いて，有鉤骨鈎レベルでの総

屈筋腱断面積と手根管断面積を計測し，屈筋腱

断面積の割合＝総屈筋腱断面積／手根管断面積

の計算式で算出した．また，屈筋腱断面積の割

合と正中神経伝導速度（遠位潜時,SNAP),正

中神経の短径，長径比およびコントラスト比と

の関連を調べた

【結果】有鉤骨鈎レベルでの手根管内に占める

屈筋腱断面積の割合は,CTS群がnormal群と

比較して有意に大きかった(p<0.01).また，

CTS群において，男女の屈筋腱断面積の割合に

差を認めなかった．さらに,CTS群を50歳未満，

50歳以上70歳未満，70歳以上に分け，屈筋腱断

面積の割合を比較したところ，男女とも加齢と

ともに有意な増加を示していた正中神経伝導

速度，正中神経の短径，長径比およびコントラ

スト比と，屈筋腱断面積の割合との間には有意

な相関を認めなかった．

【考察･結語】以上より,特発性手根管症候群では，

手根管内で屈筋腱及び腱周囲滑膜が腫脹するこ

とにより，正中神経が絞抓されることが発症の

一因であることが示唆された．

1-5-20

神経伝導速度検査が正常な特発性手根管
症候群のMRI所見の特徴

Featureof3TMRimaginginldiopathicCarpal

tunnelsyndromethatnerveconductionstudyis
normal

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】手根管症候群において，神経伝導速度検

査が診断のgoldstandardとされているが,10%

以上に神経伝導速度検査で正常な所見を示すこ

とが知られている．本研究の目的は，神経伝導

速度検査が正常な手根管症候群において，正中

神経の形態とコントラスト比に基づいた画像所

見の特徴を3テスラMRIを用いて明らかにする

ことである．

【対象】対象は，臨床症状より特発性手根管症候

群と診断された99例中，神経伝導速度検査が正

常な15手関節（男性2手関節女性13手関節平

均年齢は59.9歳）とした(CTS群).臨床症状を

認めず,電気生理学的所見が正常な12手関節（男

性2手関節，女性10手関節平均年齢60.0歳）を

対照とした(normal群).方法)3テスラMRI

を用いて，有鈎骨鈎レベルと豆状骨レベルでの，

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,normal群と比較した．

【結果】有鈎骨鈎レベルの正中神経の短径，長径

比の平均は,CTS群が41.9±16.1%,normal群

が70.7±12.1%であり,CTS群が,normal群と

比較して有意に短径，長径比が小さかった(p

<0.001).正中神経断面積比(豆状骨レベルの正

中神経面積／有鈎骨鈎レベルの正中神経面積)の

平均は,CTS群がl.6±0.6,normal群がl.1±0.2

であり,CTS群が,normal群と比較して有意に

正中神経断面積比が大きかった(p<0.01).正

中神経のコントラスト比の平均については，有

鈎骨鈎レベルでは，両群間に有意差を認めなかっ

たが，豆状骨レベルでは,CTS群が4.2±2.5,

normal群が0.7±1.5であり,CTS群はnormal群

と比較して有意にコントラスト比が大きかった

(p<0.001).

【結論】神経伝導速度検査が正常な手根管症候

群における，正中神経の3テスラMRI所見は，

有鈎骨鈎レベルでの扁平化，豆状骨レベルでの

腫大とコントラスト比の増大が特徴であった
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手根管症候群に対するステロイド手根管
内注射1年経過時の成績

SteroidlnjectionmtotheCarpalTunnelfbrCarpal

TunnelSyndrome-One-yearFollow-up-

山形大学医学部整形外科

○渡邉忠良，高原政利，井上林，

佐竹寛史，荻野利彦

【目的】昨年の本学会にて，32手の手根管内ステ

ロイド注射の成績を報告した．初回注射の効果

の経時的変化は1カ月で81%,3カ月で70%,6カ

月では約30％が満足できる結果であった．今回

は経過観察期間を1年以上とし成績を評価するこ

とを目的とした．

【方法】手根管症候群と診断しステロイド手根管

内注射が施行され,1年以上経過観察が可能で

あった24例27手を対象とした．平均年齢は57歳

男性が4手，女性は23手であった27G針を用い

て，手関節皮線の約1cm近位，長掌筋腱の尺側

縁より5-10mm尺側に針を刺入した．手指完全

屈曲位でトリアムシノロン20mgと1%キシロカ

インElmlの全量を屈筋腱腱滑膜内に注入した．

平均経過観察期間は26カ月(18～35カ月)であっ

た調査項目は1年を経過した時点での注射回数

と手術移行の有無についてである．また最終調

査時の注射のみの治療群と手術移行群のDASH

scoreとCTSIも調査した．

【成績】初回注射後1年の経過時点で1回のみの注

射施行例は6手（22％)，2回は13手（48％)，3回

はl手（4％)，注射で不満足であり手術に移行し

たのは7手(26%)であった．注射のみで満足だっ

たのは13手であり，1回注射で満足：4手，2回注

射で満足：8手，3回注射で満足:1手であった．

手術移行群の最終調査時のDASHスコアは平均

5.1,CTSIは平均1.2であった．注射のみの群の

最終的なDASHスコアは平均19,CTSIは2であっ

た．

【結論】ステロイド手根管内注射後1年時の成績

は，78％の症例で再注射か手術が施行されてい

た．最終調査時には注射のみで有る程度の満足

を得た群よりも手術移行例の方がDASHスコア

とCTSIは良好であった．

l-5-22

3テスラMRIによる特発性手根管症候群

の重症度分類に基づいたトリアムシノロ

ン手根管内注射の有効性

EfficacyoflocalinjectionoftriamcinolonefOr

idiopathiccarpaltunnelsyndromeisassociated

withthefindmgsof3TMRI

産業医科大学病院整形外科

○大塚弘剛，酒井明典，大茂壽久，

鈴 木 聖 裕 ， 山 中 芳 亮

【目的】我々は，昨年の本学会にて，3テスラ

MRIを用い正中神経の形態と尺骨神経に対する

コントラスト比による特発性手根管症候群の重

症度分類を行い報告した．この分類に基づいて

特発性手根管症候群に対するトリアムシノロン

手根管内注射の有効性を明らかにすることを目

的に研究を行った．

【方法】対象は，特発性手根管症候群の臨床診断

で,GESignaExiteHD3.0テスラMR装置を用

いて手根管部を撮影し，トリアムシノロン手根

管内注射を行った77手関節(男性23例,女性54例）

である．正中神経のMRI所見により3段階に重

症度を分類した．すなわち，短径／長径≧45％

のOval群，短径／長径<45%でコントラスト比

≧0群のFlatHigh群，短径／長径<45%,コン

トラスト比く0群のFlatLow群である．同時に

浜田分類も行った．トリアムシノロン20mgと

局麻剤を手根管内に注射し4週後に有効性を評価

した．有効性は患者の訴えと他覚的所見を基に

総合的に判定した．

【結果】トリアムシノロンの効果は，全症例77手

中，著明改善17手(22.1%),改善42手(54.5%),

不変18手（23.4％）であった.Mmの重症度分

類別トリアムシノロンの効果は,Oval群で，著

明改善11手，改善16手，不変5手であり，有効性

は84.4％であった.FlatHigh群は,著明改善6手，

改善18手，不変8手で，有効性は75.0%であった．

FlatLow群は,著明改善0手,改善8手,不変5手で，

有効性は61.5%であった

【結論】トリアムシノロン手根管内注射の有効性

は,MRIを用いた特発性手根管症候群の重症度

と関連する．
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手根管症候群にトリアムシノロン注射を

受け正中神経神経麻痘と著明な貧血を発

症した2例

TwocasesofthecarpaltunnelSyndromeafMected

byatriamcmoloneiniection.

東京手の外科・スポーツ医学研究所高月整形外科

○山口利仁，平田丞，稲見浩平，

今井智浩

【目的】腱鞘炎に対しトリアムシノロン

(triamcmoloneacetonide以下TA)注射は有効で，

手術例は著減している．しかし手根管症候群(以

下CTS)に対しTA注射が適切かどうか考え

させる2例を経験したので報告する．（症例1)17

歳，男，高校野球投手．近医でCTSの診断のも

とに注射を受けた．しかしその後症状が悪化し

当院を初診した初診時，高度のCTSと手根管

中枢に著明なチネル徴候をみたが，野球選手と

は思えないほど手掌全体が扁平萎縮し，全身皮

層色蒼白であった．神経学的検査ではCTSと診

断したが，血液検査では貧血が高度で，白血病

や消化管出血など他疾患を疑い内科で精査をし

たところ，鉄欠乏性貧血のみであった．しかし，

CTSは改善せず神経剥離術を行うと，チネル徴

候に一致して神経外膜内にTAの結晶が大量に

沈着していた術後1ケ月で貧血は正常域になり，

CTSも回復し野球を開始した（症例2)33歳,女，

介護職CTSにて近医で注射を受けた1週後より

右母指から示指にかけて疾痛が増悪し徐々にC

RPS様瘻痛となり当院を紹介された初診時，

手根管中枢部に著明なチネル徴候があり握力は

左34kg,右17kgと低下していたが，画像学的検

査では手根管内にほとんど異常はなく，神経学

的検査で軽いCTSと胸郭出口症候群の合併と診

断した．保存的に経過をみたが改善しなかった

ので，神経剥離術を施行したところ，チネル徴

候に一致して慢性滑膜炎が神経外膜内の僥側に

広範囲にみられた顕微鏡下に滑膜を切除して

いくとTAの残留沈殿物がみられた．術後2ケ

月で母指指尖部に溥れは残存したが,CRPS様

瘻痛は完全に消失した．

【考察】TA注射は腱鞘炎に著効するが，手根管

症候群には注意を要するとともに，その副作用

に鉄欠乏性貧血もあることに留意すべきと考え

る．

1-5-24

特発性手根管症候群における手指屈筋腱

腱滑膜切除術の長期成績

Long-termResultsofTenosynovectomyofFlexor

TendonsfbrldiopahcCarpalTunnelSyndrome

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，峯博子

【目的】我々は第46回本学術集会において，特発

性手根管症候群(CTS)に対し手根管を開放せ

ずに手指屈筋腱の滑膜組織のみを切除する方法

で手術をおこなった症例を約4年間fbllowupし

た結果を報告した今回同症例を再調査し，約

10年の長期成績を報告する．

【対象及び方法】対象は1997年12月より1998年

4月までに手術施行した11例12手中調査可能で

あった7例7手で，全例女性，手術時平均年齢44.3

歳，罹病期間平均10.2ケ月，術後経過観察期間

は平均127.7ヶ月であった．手術は局麻下に横手

根支帯(TCR)近位にて手指を自動屈曲・伸展

させながらFDSの筋成分及びその周囲腱滑膜組

織を，さらにFDPの遠位は虫様筋周囲の滑膜組

織まで手根管を出入りする全体の腱滑膜を切除

する方法である．切除前後に手根管内圧測定を

おこない，十分に減圧がおこなわれたことを確

認した．今回再調査として神経伝導速度（遠位

運動潜時)，握力，知覚検査(S-Wtest),DASH

(TheJSSHVersion)をおこなった

【結果】神経伝導速度(TL,平均）は術前5.7msec,

調査時4.3msec,握力（健側比）は術前62.3%,

調査時約100％，知覚も術前4.1,調査時3.8と

正常域に回復していたDASHはDisability/

symptomscore6.2点，仕事l.8点であった．

【考察】CTSの観血的治療の目的は手根管内圧を

減少させることにあり，現在TCRの切離がおこ

なわれている．この方法はどうしても手根部の

腫脹・瘻痛を訴える例があり，術後早期の社会・

家庭復帰を妨げる．しかしTCRを切離せずに手

根管内を出入りする屈筋群の滑膜をうまく切除

することで十分減圧はでき，早期の社会・家庭

復帰が可能である．しかも10年以上の長期観察

でも安定した成績が得られていることから，本

法も特発性手根管症候群の手術方法の一つとな

り得るものと考える．
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前腕遠位まで屈筋腱腱鞘滑膜の肥厚を認
めた手根管症候群

Idiopathiccarpaltunnelsyndromewithnexor

tenosynovialhckenmgofdistalfbreann

埼玉成恵会病院・埼玉手の外科研究所

○楠原廣久，児島忠雄，桑原眞人，

北山晋也

【はじめに】特発性手根管症候群の病態の一つに，

屈筋腱腱鞘滑膜の肥厚が挙げられるが，経験上，

手根管内に限局しているものが多い．今回われ

われは，手根管症候群で，術前より前腕遠位掌

側に腫張，腫瘤形成を認め，術中，滑膜の肥厚

が手根管から前腕遠位にまで及んでいた症例を5

例経験したので報告する．

【対象および方法】1999年1月から2008年10月ま

での期間，当科で同一術者が施行した手根管開

放術304例中，術中に異常所見を認めたものは52

例(17%)であった．その内,滑膜増殖が手関節，

前腕遠位に及ぶものは5例であった．手術では，

前腕遠位に腫張を認めたので，手根管開放術の

切開を前腕遠位まで延長し展開した．肥厚した

滑膜は切除し，病理組織学検査を行った．

【結果】滑膜の肥厚や増殖は手根管内から前腕遠

位にまで及んでいた．病理組織学所見は，1症例

で腱鞘ガングリオンを伴っていたが，全症例に

おいて，特発性手根管症候群にみられる炎症性

変化に乏しい浮腫性変化や線維化であった．現

時点では，関節リウマチ(RA)への移行等は認
めていない．

【考察】手根管症候群を起こした非定型抗酸菌感

染の1例が,PrmceHetal(1988)によって初め

て報告された．しかし,RAや非定型抗酸菌感染

による前腕遠位の腱鞘滑膜炎の場合，滑膜の肥

厚や増殖によって正中神経麻痒を起こすことは

あるが，滑膜の肥厚や増殖が手根管にまで及ぶ

ことは少ないようである．本田ら(2004)は，正
中神経麻痒を呈した手掌から前腕に至る腱鞘滑

膜炎症例を報告したが，主因が手根管なのは6手

中1手のみであった．手根管症候群の滑膜増殖が

前腕遠位に及ぶものは散見されるが，術前より

明らかに前腕遠位掌側に腫張腫瘤形成を認め，

同部への滑膜増殖を疑う症例は少ないと考えら
れた

1-5-26

更年女性の手のこわばﾚﾉに対するスタチ

ンの効果-preliminaryreport-
Statintherapyfbrhandstiffilessin

postmenopausalwomenassociatedwith

hypercholestrolemia

済生会山形済生病院整形外科

○清重佳郎，石垣大介

【目的】更年期不定愁訴のひとつに手のこわばり

がある.hormone補充療法でhotfiashなどは改

善するが手のこわばりは改善しない．更年期に

低下するestrogenは脂質代謝に与り，高脂血症

罹患率は更年期前40％が後60％となる．演者ら

は，高脂血症治療中断後に手のこわばりを発症，

再開後愁訴が改善した症例を複数経験したため，

当院I肥承認の元，手のこわばり（握り難さ・

苦重感特に起床時）を訴える高脂血症を合併

した更年期女性に対し高脂血症治療をする前向

き研究を行っている．今回preUminaryreport
として報告したい．

【方法】症例は手のこわばりを主訴とする閉経2

年以内の女性7例(MMKに対する人工閉経l例を

含む)．スタチン製剤（クレストール)2.5mg/day
を3ケ月間服用させ，服用終了前に食事指導も

行ったT-chol,TG,HDL,LDL,握力，指周径，

手周径,手容積,CTI(SS/FS)を服用前,1,2,3ケ

月時に計測し，握力を従属，各血液parameter

を独立変数として重回帰分析を，握力とその他

のparameterとの単回帰分析を行った

【結果】1例は服用方法を守らず脱落，1例は服用

前からCTS症状(伝導速度異常）があり，経過

中症状進行しOCTRに至った．他の5例は服用1

～2ケ月で愁訴が無くなり，中止後3ケ月では再

発無かった．握力改善とHDL1,LDL↓とは

相関(p=0.065,0.137)を示し，握力改善とCTI-

SS/FS改善度はそれぞれ相関係数R=-0.528,-0.48

であった指周径，手周径，手容積変化は測定

誤差のため統計学的検討は不可だった

【結論】CTSやばね指前駆症状としての更年期女

性の手のこわばりは高脂血症との関係が疑われ，

スタチン製剤の短期使用はその改善に効果があ

ると考えられた．
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Midlateralapproachを用いた手指屈筋腱
鞘炎に対する腱鞘内注射

SteroidinjectionfOrnexortenosynovitisfroma

mdlateralapproachattheproximalphalngeallevel

政田整形外科リウマチ科

○政田和洋

手指屈筋腱鞘炎に対する腱鞘内へのステロイド

注射は手の外科医の基本テクニックである．腱

鞘内注射に際しては25-27Gの注射針を用いて

ステロイド剤と局麻剤を手掌から注入する．こ

の方法の欠点は痛いことである．また手掌部

から腱鞘内に注入が可能かどうかについても

極めて疑問である．演者は現在,midlateral

approach(CarlsonCS.,CurtisRM.,JHandSurg

9A:286.1984)を用いて腱鞘内注射を行っている．

この方法は簡単であり，薬剤を確実に腱鞘内に

注入することができる．最大の長所は痛みが少

ないことである．

【midlateralapproach】薬剤はケナコルト

(5mg,0.125cc)と1%のキシロカインをあわせ

て0.4ccにして使用する．lccの注射器と27G

の針を用いる．罹患指の基節骨中央の僥側，

midlateral部から針を刺入し，基節骨に当てる．

針を少し引き，やや掌側かつ近位方向に向けて

基節骨を滑らすように腱鞘内に刺入していく．

硬膜外注射と同様に注射器を押しながら針先の

位置を調節する．抵抗がなく薬剤が入っていけ

ば成功である．基節骨の掌側においた左示指か

母指に注入時の「ふくらむ感覚」(ballooning)を

感じることにより腱鞘内に入ったことが確認で

きる．

【症例】2008年2月から本法を開始した過去に

従来の腱鞘内注射を行い，2回目以降本法を

行った32例に対して瘻痛について質問したが全

員が従来法よりも痛くなかったと答えた．

【結論】Carlsonはmidlateralapprochの方が従

来法よりも患者の痛みが少ないだけでなく，合

併症が少なく効果も大きいと報告している．諸

先生方の追試を御願いしたい．

l-5-28

可動域制限を有する手指屈筋腱腱鞘炎(ば
ね指）に対するトリアムシノロン腱鞘内
注射の有効性
Theeffectivenessofintrasheathtriamcinolone

iniectionsfbrtriggerfingersandthumbswith

fingercontracture

'日高病院整形外科，2赤心堂病院整形外科，

3群馬大学大学院機能運動外科学

○中島大輔'，黒澤一也1,佐野浩志2,

星野貴光'，高岸憲二3

【はじめに】近年成人ばね指の保存的治療にトリ

アムシノロン腱鞘内注射が有効であるとの報告

が少なくない．またばね患者の多くは弾発だけ

でなくさまざまな程度の可動域制限を有するこ

とがある．本研究の目的はばね指症状のうち主

に可動域制限に対するトリアムシノロン腱鞘内

注射の有効性を検討することである．

【方法】2007年3月から2008年9月にトリアムシノ

ロンを用いてばね指を治療した51例61指を対象

とした初回治療時の年齢は39～80歳（平均

59.6歳)，男性23例25指，女性28例36指であった

罹患指は母指26指，示指4指中指19指，環指11

指，小指l指であった注入にあたっては1％リ

ドカイン3mlとトリアムシノロン40mgを混入し

MP掌側部腱鞘内に27G針にて1～2ml注入した．

これらを屈曲拘縮群，伸展拘縮群，屈曲伸展拘

縮群，拘縮なし群に分類しトリアムシノロン腱

鞘内注入後の可動域や瘤痛などの臨床症状の経

過について検討した．

【結果】全61指のうち屈曲拘縮群16指，伸展拘縮

群7指屈曲伸展拘縮群8指，拘縮なし群30指で

あった．瘻痛の改善は全指で認められ，改善ま

での期間は平均9.6日であった．弾発に関しても

全指で改善が認められ，改善までの期間は平均

15.8日であった．瘻痛改善の後に弾発が改善する

傾向があった再発率は21.3%(13指/61指）で

あった可動域は屈曲拘縮群では16指中13指，

伸展拘縮群では全指，屈曲伸展拘縮群は8指中7

指改善が認められた，そのうち可動域制限が消

失したのは屈曲拘縮群7指，伸展拘縮群5指，屈

曲伸展拘縮群7指であった．

【まとめ】成人ばね指に対するトリアムシノロン

腱鞘内注射の有効性を調査した．瘤痛改善の後

に弾発が改善する傾向にあった高度の可動域

制限を有するばね指に対しても改善が認められ

ており，有効な治療法であると考えられた．
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糖尿病患者における弾発指
一発生率及びその特徴

TriggerDigitsinDiabetes-Itslncidenceand
Characteristics

'名古屋大学手の外科，2掛川市立総合病院，
3はっとり内科

○洪淑貴1，中村滋2，服部忠和3，
平田仁】

【目的】糖尿病(DM)は弾発指の危険因子とされ

るが,DM患者における弾発指の発生頻度及び

その特徴を明らかにすることを目的とした．

【方法】2つの調査を行った.1.DM専門クリ

ニックに平成19年2月に定期受診したDM患者に

アンケートを施行し,DM罹病期間，治療方法，

弾発指罹患の有無等を調査した．2．平成17･18

年の弾発指手術症例を対象とし,DMの有無治

療法，罹患指数等を過去10年間遡って調査した．

【結果】1．544名より回答を得た．平均DM罹

病期間は14年で，うち25％はインスリンを使用し

ていた53名(9.7％）に弾発指の既往があり，複

数指罹患は19例(3.5%)であった．弾発指罹患の

相対危険率はインスリン治療群で有意に高かっ

た(p<0.01)複数指群の平均DM罹病期間は

22.3±10.3年で，非罹患群(13.3±9.7年),単数指

群(16.0±9.8年）より有意に長かった(p<0.05).

2．弾発指手術症例は132例（男性38例，女性94

例,平均年齢61歳)で,DM合併例は27例(21%)(以

下DM群),複数指罹患は62例(47%)であった

DM群の複数指罹患率は52%で非DM群(46%)

と有意差はなかった複数指症例の平均罹患指

数は非DM群2.6±1.2本,DM群3.4±1.6本で有

意にDM群が多く，複数指症例を3指以上．未

満に2分するとDM群で有意に3指以上罹患が

多かった(p<0.05)

【結論】一般人口における弾発指有病率は2.5％と

報告されているが,DM患者においては10%,複

数指罹患率4％と好発した．弾発指はインスリン

治療群に好発し，複数指罹患群は他群に比較し

てDM罹病期間が長く,DMは弾発指の病因に

直接寄与していることが示唆された．従来DM

合併弾発指症例には複数指罹患が多いとされて

いたが，本研究では非DM群と有意差を認めな

かった．しかし，罹患指数は有意にDM合併群

で多く，3指以上の罹患症例では血糖やHbAlc

の測定を考慮すべきである．

l-5-30

糖尿病に伴う狭窄性屈筋腱腱鞘炎の臨床
的病態について

Clinicalstudyondiabeticstenosingnexor

tenosynovitis

'東京都済生会中央病院整形外科，2東京都済生会

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】糖尿病では狭窄性屈筋腱腱鞘炎(以下，

腱鞘炎)が多発するが，その臨床的病態を検討し

た報告は少ない．今回糖尿病に伴う腱鞘炎の臨

床的病態を非糖尿病例と比較検討した．

【対象及び方法】対象は1999年7月以降，腱鞘炎

により当院で治療を行った772例(A群：糖尿

病例435例,B群：非糖尿病例337例）で，年齢，

性別，左右，罹患指内容，罹患指数，腱鞘炎の

重症度，overuseのエピソード，合併症（手根管

症候群,deQuerv血病）の有無を調査した．ス

テロイド腱鞘内注入を行い1年間経過観察できた

730指(A群:443指,B群:287指）では，注入

後の再発率を経時的に検討した．透析，ホルモ

ン療法，関節リウマチ例は除外した．統計学的

にはStudentTtest,chi-squaretestを用い危険

率5％で検定した

【結果】2群問に有意差を認めた項目は，年齢(A

群：62.6±10.6歳,B群:59.3±13.6歳),性別(A

群：男性51％，女性49%,B群：男性37%,女

性63％)，罹患指数(A群:1指44%,2指25%,3

指以上31%,B群:1指69%,2指18%,3指以上

13%),overuseのエピソード(A群:5%,B群：

17％）であった．罹患指内容はA群：栂指20％，

示指15％，中指34％，環指25％，小指6%,B群：

栂指39％,示指7％,中指28％,環指19％,小指7％で，

好発する指の分布は異なる傾向があったが有意

差はなかった．ステロイド注入後の再発率に有

意差はなかった．

【考察】糖尿病例では性差がない，多数指罹患の

傾向が強い，overuseのエピソードが少ない点で

非糖尿病例とは明らかに臨床的病態の異なるこ

とが示唆された．従来の報告と異なりステロイ

ド注入の治療成績に明らかな差はないと考えら

れた．
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特発性弾発指に対する経皮腱鞘切開術の

治療成績

Theclncalresultsofpercutaneoustendonsheath

releasefbrtheidiopahctriggerfinger

'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'，島村安則2，

西田圭一郎2，尾崎敏文2

【はじめに】弾発指は日常診療において頻繁に見

られる疾患である．保存的治療が無効であれば

手術を行う．我々は早期社会復帰を可能とする

経皮腱鞘切開を行っているので，その成績につ

いて報告する．また成績不良因子と考えられる

糖尿病患者での成績も検討した

【対象と方法】2005年5月から2008年3月までに経

皮腱鞘切開術を行った症例のうち発症病態の明

らかな透析例，関節リウマチ例を除く406例（503

指）を対象とした．男性95例，女性311例，手術

時平均年齢は59歳（22-94歳)，併存疾患として

糖尿病77指であった.Nagoshi分類ではGrade2

193指,3107指,475指,5a53指,5b75指であっ

た治療成績として当院独自の評価法を用いて

おり，術後1週間までに弾発現象が消失し腫脹，

瘻痛がなく自動屈伸運動が可能となるものを優，

l-3週間は良,3-6週間は可,6週を超えても症状

が残存する症例を不可とする4段階評価を行っ

た．

【結果】治療成績は優273指（55％)，良128指

(25％),可51指（10％),不可51指(10%)であっ

た．重篤な合併損傷は認めなかったが，弾発現

象あるいは屈曲拘縮が残存したため2指に再手術

を行った．糖尿病を有する症例の治療成績は優

24指(31%),良7指(9%),可21指(27%),不

可25指（33％）で明らかに成績不良であり，糖

尿病の併存が成績不良因子であった

【考察】経皮腱鞘切開の最大の利点は皮膚切開を

行わず早期社会復帰が可能であることである．

その半面，患者術者ともに安易に考えてしまう

場合があり，確実な術式の修得と患者に対する

十分なインフオームドコンセントが必要である．

l-5-32

超音波検査による成人ばね指の腱・腱鞘

の形態学的変化

Thesonographicmspectingthechangeoftendon

andsheathfbrtriggerfingersandthumbsmadult

'日本医科大学整形外科，2日本医科大学武蔵小杉

病院

○齋藤善1，澤泉卓哉1，南野光彦2，

堀口元'，伊藤博元！

【はじめに】ばね指における弾発現象は腱鞘と屈

筋腱の不均衡のために生じ，病態に関する報告

は様々である．また，保存療法としてトリアム

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．今回我々は成人ばね指

患者に超音波検査を行い，弾発現象時およびTC

注後の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TC注を施行し,1年以上

経過観察が可能であった成人ばね指症例25例30

指である．内訳は男性7例9指，女性18例21指で，

年齢は24～83歳（平均60.4歳)，罹患指は母指

12指，示指2指，中指ll指環指4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，24週，1年経過あ

るいは再発の時点で超音波検査を行い，狭窄部

位の横断面で滑膜性腱鞘を含めて腱の断面積を

測定し，健側と比較した治療成績は,Patel&

Moradiaの評価法を用いた

【結果】治療成績は注射後12週でExcenent29

指,Goodl指であったまた,1年以内の再発

例は13指に認め，再発までの期間は,2.9ヶ月～

ll.7ケ月，平均7.5ケ月であった．狭窄部位での

平均腱断面積比（患側／健側）は，治療前:1.30,

2週：1．15，4週：1．06,12週:1.04,24週1.01

であり，再発時の同断面比は，1.24であった注

射前に滑膜性腱鞘の増殖が14例に確認され，経

時的に縮小した．再発例は，滑膜性腱鞘の増殖

が7例に確認された

【考察】臨床症状と超音波画像所見は相関してお

り，注射前に確認できた肥大した腱は腱実質と

その周囲の滑膜性腱鞘と思われた．トリアムシ

ノロンは，腱実質よりも増殖した滑膜性腱鞘に

影響を及ぼし，注射後早期にこれが縮小すると

ともに，症状が軽快したと推測された．
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ばれ指に対する腱鞘内ステロイド注射に
よる保存療法の評価一超音波検査と

quickDASHを用いて一

Evaluationoftheeffectofsteroidinjection

intothetendonsheathfOrtriggerdigitsusing

ultrasonographyandquickDASHJSSHVersion

'筑波大学大学院人間総合科学研究科臨床医学系

整形外科，2取手北相馬保健医療センター医師会

病院整形外科

○國府幸洋1，許表措2，横井直幸2

【はじめに】われわれはばね指の超音波画像で観

察された腱の腫大が，腱鞘内ステロイド注射に

よる保存治療後に改善がみられることを第50回

本学会において報告した．今回，保存療法の前

後における超音波検査所見と臨床所見，治療成

績quickDASH(qDS)を用いた患者側からの

主観的評価との関連性を検討したので報告する．

【対象および方法】対象は腱鞘内ステロイド注射

による治療を行った成人ばね指患者34例46指で

ある．年齢は36-79（平均599）歳，性別は男性

10例14指，女性24例32指，罹患指は母指19指，

中指15指環指9指，小指3指重症度はQuinnel

の分類に従いⅡ：23指,III:18指,IV:5指で

あった腱鞘内ステロイド注射はトリアムシノ

ロン5mgと1%リドカイン0.5mlの混合液を用い，

l～3回（平均l.5回）行った治療前後（治療

期間平均2.7週後）において超音波検査を施行し，

腱の腫大（基節骨基部,MP関節，中手骨頚部

の3点における腱の厚さの最大一最小測定値）を

測定し，臨床所見，ならびにqDSを用いた評価

を行った．治療成績は内田らの基準で優28指，

良18指であった．

【結果】qDSは平均で治療前36.6,治療後4.9で

あった．重症度別におけるqDSは治療前II:

29.7,HI:46.3,IV:32.7でIIとIIIの間に有

意差を認めたが，治療後には各群間に有意差は

みられなかった．また治療前後において，超音

波画像における腱の腫大とqDSとの間に強い相

関は認められなかった．治療成績を検討したと

ころ，優群では治療前における腱の腫大が0.7,

良群l.1mmと有意差を認めた．

【考察】治療前の超音波検査において腱の腫大が

大きい症例の治療成績はわずかに劣るものの，

治療後のqDSに基づく自覚的評価は良好であっ

た．ばね指に対する腱鞘内ステロイド注射は，

まず試みるべき有用な治療法であることが示唆

された．

1-5-34

縦皮切による弾発指手術

Longitudinalskinincisionfbrsurgelyoftrigger

6nger

'国際親善総合病院整形外科，2松村外科整形外科

医院，3駒沢病院整形外科，4川崎市立川崎病院整

形外科

○田島康介1,松村崇史2,吉川泰弘3,

越智健介4

【目的】弾発指手術において，艤痕による指の伸

展制限を最小限にするとされるために横皮切が

標準的な皮切である．しかし麻生(1999)は縦皮

切による手術の艤痕を調査し問題がなかったこ

とから,縦掌紋皮切を推奨している．今回我々は，

麻生の報告を追試し，弾発指手術後の嬢痕に対

する患者の評価を検討したので報告する．

【対象・方法】皮肩切開は遠位手掌皮線と手掌指

節皮線との間の縦方向の掌紋に沿う切開を用い

た対象は2002年7月以降に実施した示指～小指

の弾発指手術のうち，直接検診もしくはアンケー

トによって調査し得た43例51指で，内訳は37歳

～78歳（平均63.3歳）の男性18名，女性25名であ

り，指別では示指8例，中指23例，環指17例，小

指3例であった．観察期間は3ヵ月-18ヵ月（平

均8.2ヵ月）であった．耀痕の評価は麻生の評価

基準を用い，また，これとは別に,MP関節を

過伸展させた場合に傷跡が硬くて非手術指より

も伸展させにくいかについて質問した

【結果】手術による感染，神経血管損傷などの合

併症の発生は認めなかった．搬痕の評価は麻生

の評価基準で,優:37指(73％),良:14指(27％),可，

不可はO指(0％）であった．また,MP関節を過

伸展させた場合に非手術指よりも伸展させにく

い症例は1例も認めなかった．

【考察】縦皮切は，屈筋腱に沿った切開であるた

めに腱鞘切開が行いやすく，また神経血管束を

損傷する危険が少ない．また，皮切の高位を誤っ

た場合やA2pulley近傍まで観察したい場合に

は，横皮切と異なり僅かな皮切の拡大だけで済

む．一般に縦皮切による嬢痕によって指の伸展

制限を来たすとされ，横皮切が標準皮切である

が，今回の我々の調査でも麻生の報告同様に縦

皮切による腰痕は問題がないという結果となっ

た．このように，弾発指手術において縦皮切は

選択されてもよい皮切であると思われた．
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バネ指手術による医原性末梢神経損傷例

の検討

IatrogenicPeripheralNervelnjuriesCausedby

SurgeIymSnappmgFinger

和歌山県立医科大学整形外科学教室

○浅井宣樹，北野岳史，岩田勝栄，

下江隆司，谷口泰徳

【目的】バネ指手術の合併症に末梢神経損傷があ

るが，その合併症についてまとまった報告は見

られていない．今回われわれはバネ指の手術時

に末梢神経を損傷された症例について報告する．

【対象及び方法】他院でのバネ指の手術により末

梢神経を損傷され，その後当科にて末梢神経損

傷の加療を行った症例を対象とした．症例は6例

で年齢は58歳から79歳（平均64.8歳)，男1例女

5例であったバネ指の手術は，母指に4例，示

指と中指にそれぞれ1例行われていた．今回は，

初回手術時の当該科，手術時の問題点，医事紛

争の有無などについて調査した．追跡調査期間

は1年から4年2ヶ月，平均2年4ヶ月であった．

【結果】初回バネ指の手術は，5例は整形外科医，

l例は外科医によって行われていたまた，全例

手の外科医ではなかった．バネ指手術時にター

ニケットを使用していなかったもの5例，バネ指

手術として皮層切開の位置に問題があったもの5

例であった．損傷されていた神経は，固有指神

経5例総指神経1例であった4例に外科的治療

を行ったが，他の2例は外科的治療を希望しな

かった．外科的治療を行った症例の術中所見は，

神経は全例で完全断裂しており神経縫合術を施

行した．神経縫合を行われた4例は，追跡調査時，

感覚障害は改善していた．今回の末梢神経損傷

ため，医事紛争となったものが2例見られた

【考察】バネ指の手術時におけるターニケットの

未使用，皮層切開の位置の誤りが，指神経損傷

の原因となっていたそのため，術者は，手の

外科基本手技の徹底，手の解剖の熟知が大切で

ある．末梢神経損傷に対して外科的治療を行っ

た症例では，全例で神経断裂が確認された．そ

のため，バネ指の術後に明らかな感覚障害を認

める症例には，経過観察よりも外科的治療が第

一選択となる．

l-5-36

ACOMPARISONOFENDOSCOPIC

ANDOPENTRIGGERFINGERRELEASE

PlasticSurgeryDepartment,UmversityofM1an

○C.Parolo,L.Pegoli,E.Cavalli,AGhezzi,

G.Pajardi

INTRODUCTIONTenosynovitisofthenexor

tendonsattheleveloftheA1pulleyoccurswith

anmcidencemthenonnalpopulationofabout5%,

withthemcidencereachingll%msomepatients.

Initsadvancedstages,itcanleadtosignifcant

pain,discomfortandhntationofdailyandwolldng

activities.Themaincomplainofthepatientsafter

anopenmggerfingerreleaseisthediscomfortat

themcisionsite.MATFRTALSANDMETHODS:

Inthisprospectivestudy,wecomparedthe

twoconsecutivegroupsofpatientswithtrigger

fingers,mratotal㎡2Mpatients・Onegroupwas

treatedbyanopenapproachandtileotherbythe

endoscopicreleaseoftheAlpulley・RESULTS

Preoperativeandpostoperativeevaluationatseven,

30and90dayswasperfOrmed・Anevaluation

chartwascreatedbytheauthorsconsidering

murmainparameters;mterferenceandpainwith

danylifeactivities,painunderloadandpatient'

ssatisfactionofscarappearance.Resmtsshoweda

fasterrecoveryfromthediscomfortwithafaster

returntodailyandworkingactivities,afterthe

endosc叩icpr℃cedure.DISCUSSK)NAccordingto

ourevalualionandresultsthedescribedprocedure

offersanexcellentsolutionfbrthetreatmentof

triggerfinger,withminimalmorbidityfOrany

gradeofhscondition

SUMMARY

Accordingtoourexperienceandreportsmthe

hterature,themaincomplaintofpatientsafteran

opentriggernngerreleaseispainpersistenceat

themcisionsite・Forhsreasonendoscopictrigger

fingerreleasehasbeenintroducedmourUnit.

Incomparisontotheopentechniqueendoscopic

releaseshowedabsterrecoveryfromdiscomfort

andafasterretumtodailyactivities.

-S117-



1-6-EPl

転倒後に発生した長母指伸筋腱皮下断裂
の検討

ClosedRuptureoftheExtensorPollicisLongus

TendonFoUowmgRolloverl可uly

済生会横浜市南部病院整形外科

○杉木正，吉田宏，上田誠司

関口治，水谷憲生

【はじめに】長母指伸筋腱（以下EPL)皮下断

裂は日常診療で外傷後の遅発性合併症としてし

ばしば遭遇する．われわれは転倒後に発生した

EPL皮下断裂を検討したので考察を加えて報告

する．

【対象および方法】2005年以降に加療した転倒後

に発生したEPL皮下断裂は7例であった年齢

は33～73歳（平均64.3歳)，男性1例，女性6例，

罹患側は右3例，左4例であった術後経過観察

期間は2～12ケ月（平均7.9ケ月）で受傷機転

骨折型，受傷から断裂までの期間と治療法，手

術法と術後成績を検討した．

【結果】全例開業医での保存療法中に断裂した．

7例中6例は手関節背屈位でl例は手関節掌屈位で

手をついて受傷した．7例中6例は僥骨遠位端骨折

を合併しており，うち5例はCoUes骨折(Flykman

分類5型4例，6型1例）であり,Lister結節部

に骨折を伴っていたうち1例は関節内骨折(AO

分類Cl)であった7例中l例には骨折を認めな

かった.受傷から断裂までの期間は6日～32日(平

均20.7日）で未固定例では期間が短い傾向にあっ

た．治療はEPL皮下断裂に対して全例に固有示

指伸筋腱を用いた腱移行術を行った同時に骨

折に対して1例にKapandji法による整復固定を，

別の変形治癒した1例に矯正骨切り術を行った．

全例で骨癒合を得た術後経過は良好であり，

最終診察時Riddellの評価基準ではexcellent4

例,good3例であった．示指の独立伸展制限を

l例で認めた

【考察】転倒時に手をついて生じるEPL皮下断

裂は手関節背屈強制により第3中手骨の茎状突

起とLister結節部との間でEPLが圧挫損傷され

て生ずることが多い．自験例では背屈強制され

た6例中5例でLister結節部に骨折を伴った転

位の少ない僥骨遠位端骨折を生じていた．この

ような患者を初診で診察する際，続発するEPL

皮下断裂を常に念頭に置き，注意深く診療すべ

きである．

1-6-EP2

僥骨遠位端骨折後に生じた長母指伸筋腱

断裂の検討

Ruptureoftheextensorpollicislongustendonafter
DistalRadiusFracture

'石切生喜病院整形外科，2かまのクリニック

○水沢慶一'，吉中康高'，福田誠1，

釜野雅行2

【目的】長母指伸筋腱（以下EPL)の皮下断裂は，

僥骨遠位端骨折の合併症の一つとして知られて

いる．今回我々が経験した僥骨遠位端骨折後に

生じたEPL断裂について検討したので報告する．

【対象】2004年5月～2008年10月に,僥骨遠位端

骨折の保存的治療中に生じたEPL断裂9例.(男

性3例，女性6例)．平均59.8歳（25～73歳)．

【方法】腱断裂に対して全例手術を行った.EPL

の近位断端がコンパートメント内で同定できた

場合は腱縫合術,できなかった場合は固有示指

伸筋腱（以下EIP)を用いた腱移行術を行った

骨折の性状，骨折に対する外固定の有無および

期間,EPL断裂の時期,断裂から手術までの期間，

手術法，臨床成績について検討した．

【結果】全例,骨折線がLister結節にかかる転位

の少ない骨折であった．骨折受傷から断裂まで

の期間は平均105日（3日～約2年）．骨折に対し

ては4例が外固定を受けていなかった.3例に腱縫

合術，6例に固有示指伸筋腱（以下EIP)を用い

た腱移行術を行った．断裂から手術までの期間は

平均34日であったが,断裂後の比較的早期に手術

を行った4例のうち3例で腱縫合を行った.全例，

再断裂する事なく良好な結果が得られた．

【結論】僥骨遠位端骨折後のEPL断裂の原因に

ついては,外傷的要因,機械的要因，阻血性壊死

など諸説があるが，いまだ確立されていない．

しかし，一般的には,僥骨遠位端骨折後のEPL

断裂に対しては,腱の変性や磨耗などを考慮して，

腱移行が第一選択と言われている．今回われわれ

は,断裂後早期に端々縫合が可能であった症例に

対し,腱縫合術を行い良好な結果が得られた．正

常組織を犠牲にしないことが良いのは言うまで

も無く，断裂後早期で可能であれば,端々縫合を

第一選択としてよいのではないかと考えている．
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1-6-EP3

僥骨遠位端骨折後の尺骨頭掌側脱臼に合

併した稀な尺側手根屈筋腱皮下断裂の1

例

FlexorCarpiUlnarisTendonRuptureafterthe

DistalRadiusFracture

和歌山県立医科大学整形外科

○橋 本忠晃谷口泰徳 峯 牧 子 ，

浅井宣樹，吉田宗人

【目的】今回我々は僥骨遠位端骨折後の尺骨頭の

掌側脱臼により多発性屈筋腱皮下断裂を発症し

たl例を報告する．今回の症例は，浅指・深指

屈筋腱のほかに尺側手根屈筋腱の皮下断裂を合

併しており，このような報告は渉猟しえた限り

では過去に見られていない．

【症例】80才，女性．主訴:左環･小指の屈曲制限，

左手関節痛現病歴：約10年前に僥骨遠位端

骨折で保存加療を受けていた．約1月前に特に

誘因なく左環・小指の屈曲が不可能となり近医

受診し，当科紹介となった．現症：左手関節掌

尺側に尺骨頭が突出し，自発痛及び圧痛を認め，

左中指・環指・小指のDIP,左環指・小指のPIP

は自動屈曲不能であった.X線写真では僥骨末

端の短縮と背屈変形，尺骨頭の掌側脱臼を認め

た手術所見:環指･小指浅指屈筋腱断裂，中指・

環指・小指深指屈筋腱断裂に加え，尺側手根屈

筋腱断裂も認められた．尺骨頭が関節包をやぶ

り，掌側に突出しており，屈筋腱断裂の原因で

あった尺骨末端2cmの切除と中指・環指・小

指深指屈筋腱に長掌筋の腱移植尺側手根屈筋

腱の横手根靭帯への縫着を行った．術後7ヵ月

の現在手関節の痙痛は消失し，環指に屈曲制

限を残すが，小指，中指の屈曲は良好である．

【考察】現在までに渉猟しえた範囲では，僥骨遠

位端骨折後の屈筋腱皮下断裂で最も多い腱断裂

は長母指屈筋腱断裂であり，尺側手根屈筋腱の

皮下断裂の報告例は認められなかった．僥骨遠

位端骨折後の屈筋腱断裂の原因として骨片の一

時的な直達外力と，骨折後の鋭利な骨突起や仮

骨や変形治癒後の骨隆起などによる摩擦が報告

されている．本症例では掌側脱臼した尺骨頭よ

る摩擦が多発性屈筋腱断裂の原因であった．榛

骨遠位端骨折後に尺骨頭の掌側脱臼を認める時

には，尺側手根屈筋腱皮下断裂が起こる可能性

も念頭にいれる必要がある．

l-6-EP4

長母指屈筋腱(FPL)皮下断裂の病態と

手術成績

RuptureofHexorpolhcislongstendon

'洛西シミズ病院，2うえだ下田部病院

○木戸一二'，石津恒彦'，田村竜-1,

矢津匡也'，佐藤敦2

【目的】まれなFPL断裂の4例を経験したのでそ

の病態手術成績につき検討した．

【対象】対象は1999年1月～2008年4月の問に手術

を行った4例で，年齢は23歳～74歳（平均58歳)，

術後経過観察期間は3カ月～7カ月(平均5.5カ月）

であった．

【結果】新鮮断裂1例，遅発性断裂3例であった．

新鮮断裂例は僥骨遠位端骨折に伴った．術中所

見で骨折部に一致したFPL断裂を認め，端端縫

合が可能であった．遅発性断裂の3例は僥骨遠位

端骨折保存療法後21年で発生したものl例で骨性

隆起部での断裂を認めた1例は僥骨遠位端骨折

の掌側プレート固定術6.5年後に発生しプレート

のedgeで断裂を認めた.1例は舟状骨偽関節後

約20年で発生し偽関節部で断裂を認めた3例と

も腱移植術を行った．最終調査時，母指IP関節

屈曲20｡～60｡(平均46｡)であり，再断裂は認め

なかった．

【考察】僥骨遠位端骨折における屈筋腱新鮮断裂

の報告は5例と極めてまれであるが，初療時に注

意すべきである．僥骨遠位端骨折保存治療後の

遅発性断裂の報告は37例あり近年も散見される．

変形癒合例に続発するとの報告が多かった．近

年，掌側プレート固定術後のFPL断裂が増加し

ている．2003年までの報告は海外7例であったが，

以降17例（本邦5例）報告され，プレートでの機

械的刺激が原因とされる．当科でも2004年までの

成人僥骨遠位端骨折の掌側プレート固定は35例

38％であったが，以後は109例97％とロッキング

プレートの普及に伴い症例数は飛躍的に増加し

た．今後FPL断裂の増加が懸念される．舟状骨

偽関節によるFPL断裂の報告は11例であり，偽

関節部での機械的刺激が要因とされる．偽関節の

処置に関しては一定しておらず，術後合併症とし

て再断裂など偽関節の処置の検討が必要である．

【まとめ】まれなFPL断裂4例を経験しその病態，

手術成績について報告した．
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l-6-EP5

僥骨遠位端掌側プレート固定後のFPL断
裂3例

ThreeFPLRuptureCasescausedbyVolarPlatefbr
DistalRadiusFracture

lプレツククリニツク，2しばた整形外科，3須崎

くるしお病院

○北岡謙一'，貞廣哲郎'，柴田敏博2，

河野真介3，池本竜則3

【目的】最近，僥骨遠位端骨折に掌側プレートが

多用される事が多く，術後合併症として長母指

屈筋腱（以下FPL)断裂の報告が散見される．

今回，掌側プレート術後に発生したFPL断裂3

症例を治療する機会を得たので報告する．

【症例1】55歳女性．右掌側プレート固定(AO

lockingDRS)後1ケ月で母指の瘤痛とROM制

限を自覚しており，初回手術後2ヶ月で抜釘とと

もに長掌筋腱を用いたFPL再建術を施行した．

【症例2】80歳女性．13年前に左掌側プレート固

E(ACESymmetryplate)を受け，最近になっ

て左母指の屈曲障害に気づき当院受診となった．

FPLはプレート遠位部で断裂し同部位の螺子の

緩みを認めた．長掌筋腱が欠損しており，第2

足趾長趾伸筋腱を用いたFPL再建術を施行した．

【症例3】62歳男性．10ヶ月前に右掌側プレート

固定(AOlockingDRS)を受けていた．術中所

見として,FPL近位の腱の滑走が不十分であり，

環指浅指屈筋腱を用いた腱移行術を行った．

【考察】今回の3例は，手術からFPL断裂までの

期間は異なっていたが，いずれもプレート遠位

でFPLは断裂していた．手術術式の選択として

は，力源として近位腱の滑走を認める場合は腱

前進術や腱移植による再建術が，近位腱の滑走

が不良の場合は腱移行術が適応となる．今回の

3症例でも，長掌筋腱が使用できない症例や断裂

後長期経過症例があり，個々の症例に応じた治

療法の選択が必要であった僥骨遠位端骨折に

おける掌側プレートの使用においては,FPL断

裂を念頭においたプレート選択や手術が肝要で，

術後に痙痛や違和感を認めた場合は内固定材料

の抜釘を考慮すべきであると考える．

1-6-EP6

僥骨遠位端掌側部の組織学的検討－いわ

ゆる"WatershedLine"を中心に一

HistologicalStudyofVOlarAspectofDistalEndof
Radil's

'岡山済生会総合病院整形外科，2岡山大学大学院

医歯薬学総合研究科人体構成学，3東京医科歯科

大学大学院臨床解剖学分野

○今谷潤也'，清水弘毅'，高田逸郎'，

西田圭一郎2，秋田恵一3

【はじめに】近年，僥骨遠位端骨折の治療に対し

て多様なデザインのLockingPlateが国内外で開

発され良好な治療成績が報告されている．その

合併症も徐々に報告されてきており，特に屈筋

腱断裂をはじめとする屈筋腱障害は掌側Locking

Plateの重大な合併症の一つといえる.Orbayら

はこの合併症を回避するためのPlate設置位置の

指標のひとつとして，僥骨遠位端掌側部の骨性

隆起部分を"WatershedLme"という概念とし

て報告しているが，概念の詳細やその定義は不

明である．今回われわれは，解剖屍体標本を用

いて同部の解剖学的・組織学的検討を行なった

ので若干の考察を加えて報告する．

【方法】ホルマリン固定された系統解剖屍体よ

り採取した前腕遠位端部から手根骨までの標本

を用いた．脱灰操作の後，同標本を矢状断に四

等分したものをパラフィン包埋し，前腕遠位

端から近位手根骨の矢状面連続切片を作製し

た．これにHematoxylinEosm染色,Masson

Trichrome染色,ElasticaVanGieson染色を行

い，各部位におけるこの骨性隆起部分と靭帯，

関節包および方形回内筋との関係を明らかにす

るとともに舟状骨窩および月状骨窩等との位置

関係を検討した．

【結果】"WatershedLine"として報告された同

部の骨性隆起と僥骨関節面との間は榛骨手根骨

靱帯および関節包の付着部となっていた．その

付着部の幅は舟状骨窩部で月状骨窩部の約2倍

であり，また骨性隆起は僥側から尺側に行くに

従い徐々に関節面との距離を減じていくように

存在していたさらにこの骨性隆起を境にその

近位には方形回内筋が付着していた．

【結語】僥骨遠位端掌側部の連続切片を用いて，

同部の解剖学的特徴の詳細を明らかにした．
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1-6-EP7

関節リウマチに生じ，治療に工夫を要し
た屈筋腱皮下断裂の2例

Twocasesoftheflexortendonrupturein

rheumatoidarthritiswhoseoperativetherapy

requiredsomemgenuiW

京都府立医大大学院運動器機能再生外科学（整

形外科）

○小橋裕明，高取良太，徳永大作，

藤原浩芳，久保俊一

関節リウマチ(RA)患者に生じる手指屈筋腱皮下

断裂には術後の経過が不良の症例が存在し，治

療に難渋することがある．今回治療に工夫を

要した手指屈筋腱皮下断裂の2例を報告し，治療

上の問題点について検討する．

【症例1】64歳，女性,RA罹患歴14年．誘因なく

右母指IP関節の自動屈曲が不能となり,MR画

像で右長母指屈筋腱(FPL)断裂を認めた断裂

前に撮像していたMR画像とCT画像から榛尺

骨，手根骨を三次元再構築し，断裂前にFPLが

掌側に亜脱臼した舟状骨近位部と干渉していた

ことが判明したため，腱の再建のみでは再断裂

の危険性が高いと判断し,CT三次元再構築画像

を用いたシミュレーション後，僥骨月状骨固定

術,FPL再建術を行った

【症例2】53歳女性,RA罹病歴30年．誘因なく

左小指の自動屈曲が不能となり，以後2ヵ月の

経過で左母指，環指のDIP,PIP関節自動屈曲

が不能となった左長母指屈筋腱，環指・小指

浅指屈筋，深指屈筋腱および示指浅指屈筋腱断

裂を認め，長掌筋腱および足底筋腱移植術によ

る再建術と示指浅指屈筋の縫合術を行った術

後10カ月の時点で左中指・環指・小指のDIP,

PIP関節の強い可動域制限が残存したため，腱

剥離術と関節授動術を施行し，術翌日から近位・

遠位への腱滑走を促す作業訓練を積極的に行い，

可動域の改善を得た．

【結論】RAに合併する屈筋腱皮下断裂の治療に

おいては，腱の再建のみでは再断裂の危険性が

高い例が存在し，手根骨の配列異常を含めた病

態の把握と術式の選択にはCT三次元画像解析

が有用であったまた，複数指に屈筋腱断裂を

生じた例では治療成績は不良であることが多く，

リハビリテーションや腱剥離術など，腱癒着へ

の対応に工夫を要すると考える．

1-6-EP8

関節リウマチに伴う手関節部での腱断裂

に対する手術成績

Postsurgicalresultsofreconstructivesurgery

fOrtendonrupturewithpatientsofrheumatoid
arthritis

京都府立医科大学大学院医学研究科運動器機能

再生外科学（整形外科学教室）

○小田 良 ， 藤 原 浩 芳 ， 北 條 達 也 ，

徳永 大 作 ， 久 保 俊 一

【目的】関節リウマチ(RA)の手関節病変に伴っ

て生じた腱の変性断裂に対して修復手術を施行

した症例の術後成績を調査した．

【対象および方法】2004年1月から2008年10月ま

での5年間に，当院で手指の伸筋腱ないし屈筋腱

の変性断裂に対して修復術を施行したRA患者

15例（男性l例・女性14例，平均年齢54歳）を対

象とした．伸筋腱断裂は11例（男性l例女性10

例平均年齢56歳)，屈筋腱断裂は4例（女性4例

平均年齢62歳）であった．断裂本数・断裂指，

機能評価としてMP関節･PIP関節の関節可動

域(ROM),箸使い(利き手)･コイン把持などの

ADLアンケート調査,DASHscore,STEF(簡

易上肢機能検査)，再断裂等の術後合併症につい

て評価した．

【結果】伸筋腱断裂例は中環小指5例，環小指5

例，小指1例で，全例手関節形成術を同時に施行

した．3指断裂症例では,MP関節可動域制限の

ために伽lgripが困難で，コイン把持およびナ

イフ・フォークの使用が障害された．また分離

運動制限を生じた症例では，箸使いが困難であっ

た再断裂症例は1例のみであった．屈筋腱断裂

例は4例で，1例に再断裂を，3例に手指の伸展制

限や分離屈曲運動制限を生じた．

【結論】伸筋腱断裂症例ではMP関節に屈曲障害

を生じたが,PIP関節の可動域制限がわずかで

あったため，機能は比較的維持された．断裂が

多数指にわたるとADLの低下につながるため，

固有小指伸筋腱が断裂した時点で手関節形成術

を含めた手術療法を行うことが望ましい．屈筋

腱断裂症例では術後MP･PIP関節自他動可動域

制限のために機能障害は強く，癒着による拘縮・

再断裂・手根管症候群など術後合併も生じやす

いため，断裂の原因を取り除く早期の手術療法

が望ましい
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1-6-EP9

Intersection症候群の経験

Clinicalexperiencesofthemtersectionsyndrome

井上整形外科

○井 上 貞 宏

【目的】Intersection症候群の自験例を検討し，

その病態や治療法について考察した．

【対象】過去5年間に経験したintersection症候

群45例46手を対象とした．男性24例，女

性21例で，右手25手，左手21手，年齢は

15歳から73歳（平均47歳）であった．こ

れらについて発症の誘引や症候，治療成績を検

討した

【結果】誘引は慢性的な手の過度の使用が30手，

一時的な手の過度の使用が12手，打撲が2手，

スポーツが1手であった．発症から受診までの

期間は43手が2週間以内の急性期・亜急性期

に受診していた．腱交差部の瘻痛，腫脹，圧痛

は全例に認められ，特徴的な軋礫音は36手に

認められた．伸筋腱第1背側区画の圧痛は27

手に,Finkelstem兆候は32手に認められたが，

DeQuervain病ほど強くはなかった第2背側

区画の圧痛は8手に認められたが強くはなかっ

た本症の発症と前後してDeQuervain病が5手，

手根管症候群が3手に発症していた．治療は外

用薬のみを使用したものが7手，外用薬に加え

てステロイド注射を行なったものが3手，外用

薬に加えて外固定を行なったものが3手，外用

薬とステロイド注射および外固定を行なったも

のが33手であった．全例が3週間以内に治癒

し，慢性化したものはなかった．再発は5手に

認められたが同様に治癒した手術を要したも

のはなかった．

【結論】本症はその存在を知り，一度経験すれば，

診断は容易である．治療上では慢性化させない

ことが重要で，ステロイド注射と外固定を積極

的に併用して早期の治癒を計るべきである．ま

た，本症は第2背側区画での腱鞘炎が本態であ

るとの病因論があるが，腱交差部に最も強い症

状があることや母指の運動によっても瘻痛が誘

発されることなどから，腱交差部での機械的炎

症が主要因であると考えられた．

l-6-EP10

伸筋腱脱臼に対する手術的治療の検討

SurgicalTreatmentfbrDislocationoftheExtensor

Tendons

'札幌医科大学整形外科，2札幌医科大学保健医療

学部

○高橋信行1，射場浩介'，青木光広2，

小笹泰宏'，和田卓郎！

【はじめに】伸筋腱脱臼は，主に矢状索腱帽，

腱間結合などの機能不全による背側伸展機構の

破綻により生じる．その原因により，外傷性，

先天性,変性に分類される．手術治療として様々

な術式が報告されているが，未だ一定の見解は

ない．今回我々は，これまで当科で手術を行っ

た症例の術式と術後結果について検討を行った

ので報告する．

【対象と方法】対象は2000年から2008年の間に伸

筋腱脱臼の診断にて手術を行った8例8指であり，

男性4例，女性4例，平均年齢30.6歳(12-50歳）で

あった．全例右側であり，示指がl指，中指が4

指，環指が2指，小指がl指であった．発症原因

は，外傷性が6指，先天性が2指であり，関節リ

ウマチによるものは除外した．手術は矢状素の

縫合を3指に，腱間結合を利用した靭帯形成術

(Wheeldon法）を1指に，半裁したEDCによる

再建を4指(Michon法1指,Elson法3指）に行っ

た．術後平均経過観察期間30ケ月(1-95カ月）で

あった．これらの症例について術後可動域を計

測し，瘻痛，合併症,ADL制限の有無について

検討した

【結果】術後,全例患指の可動域制限を認めなかっ

た．又,瘻痛の残存やADL制限も認めなかった．

合併症として感染1例，肥厚性耀痕1例を認めた

が，再脱臼例は存在しなかった．

【考察】今回矢状索の一次修復が可能である

外傷の新鮮例では矢状索の縫合のみ行い，一次

修復が困難である陳旧例や先天性では再建術を

行った．各再建例では,Elson法による再建が最

も強固なanchor効果が得られ，関節周囲に脆弱

性を有する先天性に対し有効である印象であっ

た全例，再発もなく良好な成績を得られたが，

今後も長期の経過観察が必要と思われた．
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同一家系内の3例に発生した指列誘導異常

の異なった表現型の報告

DifferentPhenotypesofAbnormallnductionof

FingerRaysOccurredinThreeMembersofa

Family

'山形大学医学部整形外科，2こんクリニック松濤

○佐竹寛史'，荻野利彦'，高原政利'，

菊地憲明'，村松郁夫2

【目的】中央列多指症，合指症，および裂手症は

Swanson分類では異なった範晴の異常として定

義されている．しかし，日本手の外科学会では

これらを同一範晴の疾患と考え，指列誘導異常

という概念が提唱されたこれまで裂手症と合

指症や裂手症と中央列多指症が同一家系に発生

したという報告はあるが,中央列多指症,合指症，

および裂手症が全て同じ家系に発生したという

報告はない．今回われわれは，母と2人の女児に

これら3つの指列誘導異常がみられたl家系を経

験したこの家系の3例5手の変形を報告し，主

に各手に現れた表現型の関係を検討する．

【症例】母は両側中指欠損の裂手症であった．左

手のX線像では，環指中手骨に骨癒合を思わせ

る所見が認められた長女の左手は基節骨遠位

が2本存在する中指多指症であり，尺側指が環指

と皮層性合指を呈していた．右手は中指欠損の

裂手症であった．次女の左手は外見上，中環指

間の皮膚性合指症と示中指間の広い指間陥凹を

認めた.X線像では中指は末節骨のみ存在し，

中指MP関節部から僥側と尺側に向かう横走骨

が2本存在した．

【考察】これら3例の手の変形の共通点は，指の

癒合，多指症を思わせる所見，指間陥凹の異常

であり，指列誘導異常の表現型に含まれるもの

であった．今回の症例は，中央列多指症，合指

症および裂手症が全て同一家系に発生した最

初の報告であり，これらの疾患を同一範晴の異

常としてとらえることの妥当性を示すものと思

われた．また,同一家系に発生していることから，

単一遺伝子異常によって異なった型の指列誘導

異常が誘発される可能性が示された．

1-6-EP12

三節母指多合指症候群の－家系

ACaseofTriphalangealthumbPolysyndactyly

Syndrome

'富士市立中央病院整形外科，2東京厚生年金病院

形成外科，3東京慈恵会医科大学形成外科

○平川正彦1，増沢源造2，岸陽子3，

森克明1,荘司弘Ⅱ

【目的】2例の治療を経験した三節母指多合指症

候群のl家系について報告するとともに文献的

考察を行なう．三節母指多合指症候群はこれま

で数例が海外で報告されているが本邦での報告

はない．

【対象と方法】2例の治療経過から解剖学的な症

候群の特徴について検討を行なうとともに，当

症候群のこれまでの報告例との比較を行なう．

これまで分類不能例あるいは他の診断群とされ

ていたものの中に当症候群と考えられるものが

ないか検索を行なう．

【結果】今回のl家系は2例が典型的な三節母指

多合指症候群の特徴を有しており，本邦でのl

例目の報告と思われる．常染色体優性遺伝両

手のほぼ対照的な変形．多指を合併した三節母

指独立した中指．尺側列の多合指足の軽度

の変形．がその特徴とされている.1988年

のNicolaiの報告がl例目とされており，その後

トルコ・タイ・中国などでの報告が続いている．

家系図と臨床所見の記載のあるものの検討から

1952年にWerthemanの著書に記載されてい

る1836年Stroerのl家系が本症候群ではな

いかと思われる．1982年にはOfOdileもl家系を

発表している．本邦でも1990年に三浦らが報告

したHaas!malfbrmationの3例のうちの2例が

当症候群である可能性がある．

【考察】三節母指多合指症候群は，まだ報告例が

少なくその臨床像は広がりを見せる可能性があ

る．遺伝子解析によるほかの症候群と関連につ

いても検討が行なわれており，基礎，臨床両面

からの研究によって，その全体像が明らかにな

ることが望まれる．
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l-6-EP13

趾動脈茎島状爪皮弁を用いた巨趾症の治
療経験

Islandpediclenailnapinthetreatmentoftoe

maCtrodaCtyly

東京医科歯科大学形成外科

○ 小平聡，森弘 樹

【目的】巨趾症に対して，片側趾動脈を茎とした

島状爪皮弁を用いた手術法を経験したため報告

する．

【対象と方法】対象は3歳の2趾巨趾症と36歳の母

趾巨趾症の2症例である．血管柄付き爪移植に準

じ，片側趾動脈を茎として爪を挙上する．その

際爪の萎縮を予防するために末節骨の背側を

皮弁に付着させ，また篭血予防として背側静脈

の連続性を保つ．残存する末節骨を必要量短縮

し，皮膚をトリミングしながら閉創する．

【結果】2例とも血行障害を起こすことなく，一

期的に目的とする足趾の短縮量を得られた

【考察】巨趾症は比較的まれな先天異常疾患であ

り，治療が困難とされている．治療法としては，

症状が高度な症例には断端形成も考慮されるが，

BarskyやTsugeなどの爪を温存する方法が一

般的である．しかしこれらの治療法は複数回の

手術を要し，また血行障害を起こす危険がある．

本法は，爪皮弁に片側の趾動脈を含めることで

血行を安定させ，また島状皮弁とすることで切

り離しの2回目手術を必要としない利点がある．

その際背側静脈の連続性を保つことで篭血を予

防する．爪の形態を維持しながら目的とする足

趾の短縮を得られる優れた方法であると考えら

れる．しかし，本法では周径の短縮を得ること

は困難であり，今後の課題である．

1-6-EP14

指欠損を伴わない第4指間部の過剰指間
陥凹症例の治療経験

TTeatmentofCleftFormationofForthWebwithout

FingerDefect

'大阪市立総合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淀川キリスト教病院整

形外科

○中川敬介1，高山真一郎2，日高典昭3，

森澤妥2，関敦仁2

【目的】指欠損を伴わない第4指間部の過剰指間

陥凹は稀な先天異常である．その疾患概念・臨

床像については本学会でも過去に報告があるが，

治療法については詳細な検討がなされていない．

今回3例に対して手術を施行し，観血的治療につ

いて検討を行ったので報告する．

【症例】症例は，男児2例，女児l例の3例である．

指間陥凹の程度の強い2例では，指間部の形成目

的で骨の処理を含めた手術を施行した症例1:

2歳男児で，小指は低形成で，第4指間はほぼCM

関節レベルと著しい陥凹を呈し,MP関節以遠は

自動他動運動とも不能である．本例に対し，神

経血管束のみを温存した状態で，第5中手骨を含

めて小指を末梢側へ移動させ，第5中手骨を部分

的に半裁した第4中手骨にはめこむように固定を

行った症例2：8歳男児で，第5中手骨は他の中

手骨より近位に存在し，第4指間は症例1と同様

にCM関節レベルにある．本例では，第5中手骨

を骨延長した後，指裂閉鎖術を施行した．症例

3：5歳女児で，指間陥凹の程度は軽度であった

ため特に処置は行わず,小指爪の形態異常(clam

naildefOrmity)に対して掌側爪の切除および

crossfingerfiapによって指尖を形成した

【考察】指欠損を伴わない第4指間部の過剰指間

陥凹症例は，指間陥凹・爪の形態・指節癒合な

どの程度の差が大きく，治療法については一概

に論じられない.今回指間陥凹の著しい2例では，

指間陥凹を軽減させる目的で手術を行ったが，

第5中手骨が著しく近位に存在し，小指自体が低

形成であることから，通常の裂手症手術と異な

る発想が求められた本疾患は極めてまれな先

天性疾患で，過去の報告も少ないため，その治

療には慎重にならざるを得ないが，程度の強い

症例や爪の形態異常を伴う症例では，整容的改

善を目的とした外科的治療を考慮すべきである．
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1-6-EP15

有茎筋膜脂肪弁移植を用いて分離授動術

を施行した先天性榛尺骨癒合症18例20肢

の検討

MobnizationofaCongenitalRadioulnarSynostosis
withaPedicleFascio-fatGraft:20cases

琉球大学医学部整形外科

○金城政樹，金谷文則，普天間朝上，

岳原吾 一，堀切健士

【目的】先天性榛尺骨癒合症は近位榛尺骨間の

分離不全により前腕中間位から回内位で，軟骨

性もしくは骨性に癒合する先天異常である．本

疾患は分離術のみでは，高頻度に再癒合を生じ

るため我々は1993年に分離部に遊離血管柄付き

筋膜脂肪弁を充填する術式を考案し，再癒合な

く平均89｡の可動域が得られたことを報告した．

2003年からはマイクロサージャリーを必要とせ

ず一皮切による有茎筋膜脂肪弁移植を行ってい

るので，その術後成績を検討する．

【対象および方法】対象は有茎筋膜脂肪弁を充填

する授動術を行った18例20肢，片側例10例10肢，

両側例8例10肢，手術時平均年齢は7歳2カ月(4歳

3カ月～12歳)であった.僥骨頭脱臼は後方12肢，

前方6肢，なし2肢であった．手術は1.癒合部の

分離2.僥骨矯正骨切りと整復（脱臼のある18肢）

3.上腕二頭筋腱の僥骨背側への縫着（回外機能

再建）4.有茎筋膜脂肪弁の充填を行った．経過

観察期間は24カ月～57カ月（平均30カ月）であっ

た．

【結果】術後1年から1年半の経過中に2例3肢で分

離部の再癒合を生じた．再癒合例を除く平均可

動域は80｡（回外29.,回内52｡）であり，術後の

主なADLの改善は,洗顔と食事･運動動作であっ

た．20肢中1肢で一過性の僥骨神経麻輝を認め

たが3カ月以内に改善した僥骨頭再脱臼1肢・

亜脱臼2肢の3肢はともに術前僥骨頭の後方脱臼

例であった．

【まとめ】本術式はマイクロサージャリーが不要，

1皮切，手術時間の短縮など利点がある．一方，

20肢中3肢に再癒合を認めた原因として背側から

脂肪弁を挿入するため掌側の充填が不十分な可

能性が考えられた遊離法と同等な成績を得る

ためには術式をさらに改善する必要がある．

l-6-EP16

当科における先天性母指形成不全の治療

成績

ClinicalresultsfbrthereconstructivesurgeIyfOr

Hypoplasticthumb

淀川キリスト教病院整形外科

○金城養典，日高典昭

【目的】先天性母指形成不全に対する母指機能再

建手術は,ADL向上のためにきわめて重要であ

るが，その治療成績は必ずしも安定していない．

当科における臨床成績を調査し，問題点を考察

したので報告する．

【症例および方法】対象症例は当科で治療した母

指形成不全のうち何らかの手術を行った14症例

18手で，男児12例，女児2例,Blauth分類で2型6

手,3A型2手,3B型1手,4型6手,5型3手であっ

た．合併する先天異常は11例に認め,Fancom貧

血が4例で最も多かった手術を施行した年齢は

平均47歳(1-10歳),術式は母指対立再建8手（小

指外転筋6手，浅指屈筋2手)，母指化術9手，第

1指間形成7手(Z形成6手，転位皮弁1手),MP

関節縫縮または再建を4手，足趾基節骨移植1手

であった機能評価は，再建した母指をよく使

用しているものを良，つまみ動作はできるがあ

まり使用していないものを可，殆ど使用してい

ないものを不可とした．

【結果】主として腱移行を施行したBlauth2お

よび3A型の8手では良が7手，不可が1手であ

り，利き手に施行した症例ではよく使用してい

た．母指化術を施行した4および5型の8手では良

が3手，可が2手，不可が3手であった術前の示

指の動きが良好で僥側列形成不全が軽度の症例

は，比較的高年齢で施行しても良好な機能を得

ていたが，中央化手術後の症例の術後成績は不

良であった．また，母指化術を施行した2例3手

に血管の解剖学的破格（総掌側指動脈欠損l手，

neuralloopの形成2手）を認めた．

【考察】Blauth2および3型に対する第1指間形成

術および腱移行は概ね良好な機能が得られ，有

効な治療法と考えられた．また,Blauth4および

5型に対する母指化術においては術前の罹患肢全

体の機能が術後の母指化指の使用状態に影響を

与えていると考えられた．
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皮肩性合指を伴う母指形成不全

HypoplasticThumbAssociatedwithCutaneous

SyndacO'ly

山形大学医学部整形外科

○佐竹寛史，荻野利彦，高原政利，

菊地憲明，伊藤和生

【目的】母指形成不全症はBlauthにより5つの型

に分類された日本手の外科学会ではこれらに

追加して5指手と2指列以上の欠損を分類した

Blauth分類Ⅱ型では母指が内転拘縮を呈するこ

とが一般的に知られている．また,III型では第

一中手骨が低形成となり,IV型では浮遊母指，

V型では母指欠損という分類がなされている．

しかし，母指低形成または母指欠損手に皮膚性

合指を呈するという僥側列形成障害の型につい

ての報告はない．われわれは合指を呈する母指

形成不全の6例を経験した母指形成不全におい

てこれら合指を呈する症例の分類上の位置づけ

と母指欠損にいたる形成過程を考察した

【対象と方法】われわれが経験した僥側列形成障

害のうち単純X線像や手の写真の記録があった

101例134手を対象とした．このうち6手が皮肩性

合指を呈していた男l手，女5手である．母指

が低形成で母指示指間に合指がみられた例が2

手，母指が低形成で示指中指間に合指がみられ

た例が1手，母指が欠損し，示指中指が合指を呈

した例が3手であった．榛尺骨癒合症を合併した

のが2例あり，このうち1例はNager症候群であ

り，1例はHolt-Oram症候群であった．

【考察】僥側列形成障害の手は，これまで母指低

形成，浮遊母指，母指欠損，複数指欠損へと伸

展していくことが考えられていたしかし，母

指と示指あるいは僥側指と隣接指が合指を形成

して僥側指が欠損している型は上述の過程には

入らない．僥側列形成障害の分類上の問題点を

考察する．

l-6-EP18

母指多指症の軸偏位に対する矯正手技の
検討

Explorationofcorrectionalprocedurefor

malalignmentmthumbpolydactyly

'広島大学病院整形外科形成外科診療班，2広島大

学大学院保健学研究科，3広島大学病院整形外科

○中西美紗1,砂川融2,鈴木修身3,

横田和典'，越智光夫3

【はじめに】母指多指症の臨床像は,分岐レベル，

三指節の有無だけではなく，関節の形態低形

成の程度などを考盧すると非常に多岐にわたり，

二次修正を必要とする症例に遭遇することは少

なくない．我々は初回手術における軸偏位の修

正に対して骨切りまたは関節軟骨のshavmgを

行っているが，その適応に明らかな境界を設け

ていないのが現状である．今回，各術式におけ

る術後成績を検討することでその問題点を明ら

かにするとともに，術式選択の方法論について

検討する．

【症例と方法】2002年から2007年の間に当科にて

手術を行った18症例19指を対象とした．症例の

内訳は男性12例，女性6例両側1例で，日本手

の外科学会先天異常委員会による分類にてl型0

指2型6指，3型l指4型4指，5型0指6型1指，

7型（浮遊型)7指であり，三指節のものはなかっ

た手術時年齢は平均12ヵ月で，手術術式は尺

側指の僥側指移行を行った1例を除いて，他の症

例は低形成の僥側母指を切除した．4例に骨切り

術を，5例に関節軟骨のshavmgを併用した．術

後経過観察期間は平均4年1カ月であった

【結果】20度未満の軸偏位に対して骨きりを行っ

た症例は，術後に過矯正位となり二次修正を必

要とした．関節軟骨shavingを併用した症例に

おいて修正手術の適応となる症例はなかった．

興味深いことに，カニ爪型変形に対して関節軟

骨shaving+関節固定を行い，術後良好な形態

を維持している症例があった．

【考察】骨切りを併用した症例は，過矯正や

nonunionの危険性がある．一方，関節軟骨の

shavingでは矯正不足,可動域制限が危倶される．

今回と結果と，乳幼児期にレントゲン上で骨軸

を正確に評価するのは困難であることを考慮す

ると，我々は20度以上の明らかな軸偏位を認め

ない症例においては，まず関節軟骨のshaving

を選択する方が良いと考える．
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doubledorsaIslidingfiapを用いた中手
骨型母指多指症の治療
Anewmethodfbrreconstructionofthe6rstweb

ofthumbpolydactylyusingDoubleDorsalSliding

Flap

'長野市民病院整形外科，2信州大学医学部整形外

科，3北海道大学医学部整形外科

○岡本正則1,松田智1,伊坪敏郎2,

岩崎倫政3，加藤博之2

【背景と目的】中手骨型母指多指症は母指内転

拘縮を呈することが多く，第一指間の形成術を

必要とする．軽度拘縮例ではZ-plastyが行われ

るが，重度例ではBrand法や，僥側余剰指から

の回転皮弁などが提唱されている．演者らは中

手骨型母指多指症の第一指間形成において独自

の皮弁であるdoubledorsalslidingflap(DDS

flap)を考案し，良好な治療成績を得たので報告

する．

【対象と方法】症例は2例でいずれも中手骨型母

指多指症（日手会分類5型と6型）である．いず

れも1歳未満の初回手術時に，僥側余剰指切除，

尺側母指の中手骨外転閉鎖式模状骨切り（25度，

20度)，短母指外転筋移行,DDSflapによる第一

指間形成術を行った.DDSflapは僥側余剰指と

尺側母指の背側CM関節レベルから，それぞれ

のIP関節レベルに向け相同形の三角形（底辺：

高さ＝1：2）の有茎皮弁を2つデザインする．

すなわちM字状の背側皮弁となるが，この皮弁

を挙上して榛側余剰指切除，中手骨切り，筋腱

の処置を行う．尺側母指背側の三角皮弁を第一

指間に移行して指間形成を行うと同時に僥側余

剰指背側の皮弁を尺側母指背側の皮弁採取部に

移行する．2例とも遊離植皮術は不要であった．

【結果】術後に皮弁の壊死，縫合部の嬢痕形成は

なかった．術後11年と10カ月に直接観察したが

第一指間の広さは健側手に近く．患者および両

親に整容的，機能的不満はなく，日手会母指多

指症術後成績評価法（20点満点）は20点と19点

である．

【考察】DDSflapは，皮弁の移動距離が短い，尺

側母指背側の術野の展開が良好である，デザイ

ンが比較的容易である，などが長所である．短

所は残存母指背側に比較的長い縫合線が残るこ

とである．

l-6-EP20

当科における母指多指症の治療成績

TheTreatmentfbrDuplicationoftheThumb

長崎大学医学部形成外科

○田中克己，吉本浩，三枡律子，

平 野 明 喜

【目的】母指多指症の術後の機能ならびに形態的

な評価を行い，その治療成績とともに，不良例

に対する二次修正術について検討を行ったので

報告する．

【方法】対象は1993年1月から2006年12月までの

間に当科で母指多指症に対して初回の再建手術

を行い，術後1年以上経過し，演者が直接経過を

観察することが可能であった55症例59手であっ

た．男性31例，女性24例で，右34例，左17例，

両側4例であった．手術時年齢は4カ月から2歳(平

均7.8カ月）で，手術後の経過観察期間は1年か

ら13年7カ月（平均4年6カ月）であった.Wassel

分類では1型0手，2型9手，3型5手，4型31手，

5型5手，6型5手，7型4手であった．

【成績】治療成績を日本手の外科学会手の評価基

準に基づいて評価したところ59手中，優15手，

良31手，可8手，不可5手という結果となり，良

以上は全体の78％にとどまった．治療成績の不

良の原因は術前からの変形や運動障害，母指形

成不全の合併といった患者側の因子と手術方法

や術者の技術的な問題といった治療者側の因子

に影響していると考えられた．治療成績不良例

に対して5例6手（可2手，不可4手）に二次修正

術が行なわれた．男性1例，女性4例で，手術時

期は4歳2カ月から8歳であったWassel分類で

は4型が2手，6型2手，2型l手，5型1手で,MP

関節の不安定性,Z変形，中手骨部突出などが

主な理由であった手術は関節形成，矯正骨切

り術，嬢痕拘縮形成術，骨移植術，腱移行術が

行われていた．

【結論】治療成績は他の報告とほぼ同じ結果で

あったが，二次修正術が必要と考えられた症例

は20例近くあった修正術を勧めたにもかかわ

らず，実際には5例6手にとどまった．二次修正

術の時期は就学期前後であり，機能的にも整容

的にも患児よりは家族の希望が優先されていた．
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上肢手術に対するエコーガイド下腕神経
叢ブロック鎖骨上法

Ultrasoundguidedsupraclavicularbrachialplexus

blockfbrhandandupperextremiq/surgeIy

星ケ丘厚生年金病院

○蒲生和重，樋口晴久，河井秀夫

【目的】腕神経叢ブロックは整形外科領域の上肢

手術において用いられる麻酔法であり，近年エ

コーガイド下に行われることが多くなってきた

我々は2007年9月より腕神経叢ブロックをエコー

ガイド下に鎖骨上アプローチで行っている．今

回その麻酔効果および上肢手術における有効性

について検討した

【対象および方法】2007年9月から2008年8月まで

にブロックを行った62例，男性38例，女性24例，

平均年齢48歳（15～81歳）を対象とした．右側

30例左側32例,手術部位は手関節31例,指部19例

手部・中手骨8例，肘部2例，前腕1例で術式は骨

折手術31例，腱手術8例，神経手術2例，抜釘4例，

その他17例であった．鎖骨上に鎖骨とほぼ平行に

リニアプローブを当て鎖骨下動脈およびその外

側に位置する腕神経叢を確認しブロックを行っ

た．麻酔薬は症例に応じて使い分けた．ブロッ

ク手技時間，麻酔効果，創痛の発現時間および

患者満足度を調査した．また当科における過去3

年間の腕神経叢ブロック件数を調査し検討した．

【結果】ブロック手技時間は平均4.5分，手術時間

は平均70分，全例十分な麻酔効果が得られ，創

痛の発現時間は平均6.6時間であった患者満足

度は良好であった．当院における腕神経叢ブロッ

ク件数は2005年9月～2006年8月20件，2006年9月

~2007年8月36件,2007年9月～2008年8月62件

であった．

【考察】近年麻酔科医の不足が全国的に深刻であ

るため今後は上肢手術においては整形外科医が

腕神経叢ブロックを行っていく必要性が高くな

ると思われる．当科では本法を用いるようになっ

た2007年9月から腕神経叢ブロック件数は飛躍的

に増加しており，今後もさらに増加していくと

思われる．エコーガイド下腕神経叢ブロック鎖

骨上法は手技が簡便で麻酔効果は著明で患者満

足度が高く非常に有用な麻酔法であると考えら

れる．

l-6-EP22

超音波ガイド下腋窩ブロックの試み

Ultrasound-guidedaxillaIyblock

春日井市民病院整形外科

○久保田雅仁，渡辺宣之，山本敦史，

石田智裕，藤田和彦

【はじめに】腋窩ブロックを超音波ガイド下に行

うことによって麻酔効果の確実性が向上し，こ

の麻酔法を適応できる手術範囲の拡大も期待で

きる．短期間ではあるが我々の経験を報告する．

【対象】2008年1月より同年9月までに当科で行っ

た肘関節周辺より遠位の手術症例は131例で，そ

のうち超音波ガイド下腋窩ブロックによる麻酔

を行ったのは88例であった．部位別に見ると手

部34例，手関節部34例，前腕7例，肘関節周辺12

例であった．

【方法】方法腋窩アプローチで超音波ガイド下に

正中，尺骨，僥骨，筋皮，各神経へ針を進め，

原則として電気刺激で確認後，超音波画像上で

薬液の広がりを確認しながら麻酔薬を注入した．

麻酔薬は0.75％ロピバカインと1％カルボカイン

を同比率で混和したものを1本の神経あたり5～

10m，計20～40ml使用した

【結果】1例で手術開始時，皮切部に局所麻酔を

追加した以外はすべての症例で腋窩ブロックの

みで手術を完遂できた．しかし内側上腕皮神経

領域は麻酔効果がやや得られにくい傾向があっ

た．また僥骨神経は麻酔効果の発現が遅れやす

い傾向にあったターニケットペインを訴えた

例はなかった合併症として局所麻酔薬中毒を1

例に認めた

【結論】超音波ガイド下に穿刺を行うことにより，

より確実に標的神経周囲に麻酔薬を浸潤させる

ことが可能で麻酔効果発現が早く確実性も向上

した．また結果的に麻酔薬の総量も減らすこと

ができ，合併症の危険性も減少することが期待

できる．問題点は慣れるまでは手技にやや時間

がかかることや診療報酬の割に超音波診断装置

が高価なこと，装置の性能の差が超音波画像上

での神経の同定にかなり影響することなどであ

る．
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上肢外科領域における超音波ガイド下腕

神経叢ブロックの施行経験

Clinicalexperienceofultrasound-guidedbrachial

plexusblockfbrupperextremity

'新潟中央病院整形外科，2島根大学医学部附属病

院手術部

○忽那岳志'，山本康行'，佐倉伸一2

【はじめに】上肢外科手術は腕神経叢ブロック(以

下BPB)の良い適応である．近年，超音波装置

の性能向上から超音波画像上で腕神経叢を描出

することができるようになり，これを応用して

BPBの施行が可能となってきた．今回その成績

と手技の要点について報告する．

【対象】症例は2008年4月から10月まで超音波ガ

イド下にBPB施行した55例であり，内訳は骨接

合手術21例，脱臼，骨折の整復17例，軟部組織

手術17例であった．麻酔法の内訳は鎖骨上アプ

ローチ29例，腋窩アプローチ18例，鎖骨上十腋

窩アプローチ8例であった

【ブロックの手技】高周波(10-13MHZ)リニア

プローブを用いて腕神経叢を描出し,21-22G(50-

100mm)の鈍針を用いてブロック施行する．局所

麻酔薬は上肢手術には1％メピバカインと0.5%

ブピバカインの混合液，脱臼・整復処置には1％

メピバカインを15-30ml使用した．

【結果・考察】ブロック施行15-30分後に手術・整

復操作を開始し，そのときに痛みを自覚してい

たのはll例(20%)であった．麻酔の効果が不

十分だったのは初期の症例であり，超音波でブ

ロック針，神経の導出が不良であったこと，しっ

かりブロック針で神経鞘筋膜を針で貫いて麻

酔を注入できなかったこと，麻酔が効くまで十

分待機しなかったことなどが原因として考えら

れた放散痛は10例（18％）に生じたが，画像

上，神経の接線方向に針をすすめ，神経周囲を

薬液で満たすように投与すれば生じにくい．更

に，鎖骨上アプローチでは第1肋骨を確認しな

がら穿刺が行えることより気胸を生じることな

く安全に麻酔を施行することができた．

【結語】個々の上肢手術・整復手技に対応して安

全に適切な麻酔が得られる超音波ガイド下BPB

は有用な手技と考えられる．

1-6-EP24

上腕駆血と前腕駆血の局所静脈麻酔法の

検討

Comparisonofthemtravenousregionalanesthesia
andintravenousfbrearmanesthesia

東大阪市立総合病院整形外科

○重松浩司

【目的】局所静脈麻酔法は鎮痛効果に優れまた駆

血効果のある優れた麻酔方法である．しかしな

がら従来の上腕駆血の本麻酔方法では局所麻酔

中毒，とりわけ短時間手術ではその危険性が高

い．今回は駆血帯を前腕に装着するIntravenous

fbrearmanesthesia(IFA)と従来の上腕に装着す

るintravenousregionalanesthesia(IVR)との比

較を行い，両者の有用性を検討することである．

【方法】対象はIVRにて上肢手術を施行した30例

とIFAにて手術を施行した30例である．男女

比，年齢に両群間に有意差は認めなかった．局

所麻酔薬注入量，麻酔注入から手術開始間まで

の時間，手術時間駆血時間，局所麻酔中毒の

発生頻度をそれぞれ比較検討した局所麻酔中

毒は耳鳴・眩量・多幸感・多弁のいずれかをもっ

て判定した．

【成績】用いた局所麻酔量はIVR平均18ml,

IFAlOmlで有意にIFAが局所麻酔量が少なかっ

た．麻酔薬注入から手術開始までの時間はIVR

が平均15分,IFAが平均9分でありIFAが麻酔

に要する時間が短かった．また，手術時間は

IVR平均55分であるのに対してIFAでは平均22

分と有意にIVRが長かった．麻酔中毒の発生頻

度はIVRで平均約5%であるのに対してIFAで

は0.3％と有意にその発生頻度は低かった．

【結論】IFAは手術開始までに要する期間が短

く，また明らかな局所麻酔中毒を認めなかったた

め，短時間手術に非常に適していると考えられ

た．また，バネ指など従来麻酔薬の局所注射で手

術していた症例にも利用可能であり駆血効果が

得られる利点を有するため，不十分な止血による

指神経損傷などの危険性を回避しうると考えら

れた．また，術中自動運動により十分な腱鞘切開

力確認できる等のメリットを有する．バネ指や手

根管症候群，骨折に対する綱線固定術などでは非

常に有用な麻酔方法であると考えられた
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1-6-EP25

当科における鎖骨上窩腕神経叢ブロック
の検討

SupraclavicularbrachialplexusblockfOrupper

limbsurgeIy

'土谷総合病院整形外科,2HiroshimaHandand

MicrosurgeryCenter

○梶原了治1，木森研治1，河越宏之1，

津下健也2，生田義和2

鎖骨上窩腕神経叢ブロックを成功させるために

は針刺入時の確実な放散痛の獲得と神経鞘内へ

の充分な量の局所麻酔薬の注入が重要である．

本法の施行にあたっての我々の手技上の工夫と

結果について報告する．

【対象】対象は2帥8年5月以降に演者が施行した上

肢手術に対する鎖骨上窩腕神経叢ブロック施行例

50例で，男性36例女性14例平均年齢43歳(9~

86歳）であった．局所麻酔薬は1%Xylocamelml

と0.75%Ropivac血e20nを各々 別のシリンジに

準備し，体重に応じて適宜増減して使用する．体

位は仰臥位とし，両肩甲骨間に枕を挿入し，患側

上肢を助手に牽引させる．針の刺入部と方向は山

野らの方法に準じ，延長チューブを接続した25G

針を吸引をかけつつゆっくりと刺入し，放散痛が

得られたら最初にXylocaineを数ml注入，上肢

の麻酔効果発現が確認できた時点で残りの麻酔薬

を注入する．

【結果と考察】神経損傷気胸，局所麻酔中毒

は認めなかった50例中49例に放散痛が得ら

れ，これらの症例では肩外側から正中神経領域

までは殆どの症例で早期の痛覚消失と筋弛緩が

得られた．しかし尺骨神経領域の痛覚消失を得

るのに30分以上を要する症例が7例に認められ

た．47例では麻酔効果が3時間以上持続したし

かし，3例で麻酔が3時間以内に切れはじめ，注

入時における神経鞘外への漏出が示唆された．

演者らは本法を行う際体格に応じて両肩甲骨

間の枕の高さを調節する（鎖骨骨折の整復の体

位をとる）ことで腕神経叢を皮下に近づけて穿

刺を容易にしている．また，混注を避けて効果

発現の早いXylocaineを先に注入することで針

先が神経鞘内にあることの確認が早期に可能で，

Ropivacaineの使用で長時間にわたる麻酔効果を

得ている．これらの工夫は特別な技術や器具を

必要とせず本法の成功率の向上に役立つものと

考えている．

l-6-EP26

鎖骨上窩腕神経叢ブロック（外下方穿刺

法）における安全な刺入角度の検討～胸

郭3D-CTを用いて～

Investigationofsafetymethodinbrachialplexus

anesthesiausmgthoracic3D-CT

大阪市立大学大学院医学研究科整形外科学教室

○高松聖仁，坂口公一，岡田充弘，

矢 野 公 一 ， 上 村 卓 也

腕神経叢ブロックは，上腕神経ブロックと比較し

て駆血帯の瘻痛も軽微で，また肩関節周囲の手術

も可能であり非常に有用なブロックである．しか

し合併症として気胸の可能性があり，一般的には

上腕神経ブロックの方が汎用される傾向にある．

それは鎖骨上窩で上方から垂直に下方に穿刺す

ると第一・第二肋骨間に刺入する可能性があるか

らで，我々は気胸を防止するために外下方を穿刺

する鎖骨上窩腕神経叢ブロックを施行している．

今回我々は鎖骨上窩腕神経叢ブロックで外下方

に穿刺する際に，どのような方向に刺入すれ

ば肋骨間隙を穿刺せずに安全なのか，胸郭の

3D-CTを用い検討を加えたのでその臨床成績と

ともに報告する．

【対象および方法】対象は男性10例(平均年齢63.7

歳）で，撮影した胸郭の3D-CTにおいてCT検査

台に平行(傭角0｡）,傭角30.,60.の3種類の傭角で，

体幹軸から外方に視点を傾け第一・第二肋骨間間

隙が重なって消失する角度(外方開角）を計測した．

また鎖骨上窩腕神経叢ブロック（約40.外下方に

穿刺）を施行し手術を行った87例を対象とし，合

併症の有無を調査した．

【結果】3D-CTを用いた検討の結果，第一・第二

肋骨間間隙が消失する外方開角は脩角0｡で平均

35.1(23-46)｡,脩角30.で35.7(20-50)｡,傭角60°で

33.5｡(ll-49)であった3群間に統計学的有意

差は認めなかった．

合併症は何らかの神経症状を呈したものは3例

(3.4％）で，すべて上肢のしびれで20日～18週

で軽快したまた気胸を疑わせる胸部痛・呼吸

困難を呈した症例は認めなかった

【結果】従来我々は鎖骨上窩腕神経叢ブロックで

約40.外下方に向けて刺入していたが,3D-CTに

おいて男性では脩角0,30,60°のいずれの角度におい

ても平均約35.以上の外方開角で第一・第二肋骨

間間隙を刺入する可能性が低くなることが示され

た．
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l-6-EP27

指体部皮層再建における皮弁の選択

mapselectionfbrreconstructionof伽gerbody

'埼玉手の外科研究所，2高月整形外科・東京手の

外科スポーツ医学研究所

○平瀬雄--1,児島忠雄1,福本恵三1,

山口利仁2，稲見浩平2

【目的】指体部再建症例を検討した結果，その部

位にあわせて約20種類の皮弁が使われていた．

その特徴と適応を整理したので報告する.

【症例】過去9年間に行った指体部再建例123

指を整理したこれにより次の皮弁が使われ

ていた.Bi-lobedpalmarflap,digitolateralflap,

dorsolateralnap,dobleopposingdigitolateral

flap,hemipulpnap,heterodigitalfingerflap,

kitefiap,Klemertfiap,reversedigitlateralflap,

Spmerfiap,uharparametacarpalflap,Zplasty,

venousflap,palmaradvancementfiap,逆行性

指動脈筋膜脂肪弁，逆行性中手動脈皮弁，指交

差皮弁，榛側前腕皮弁．一方，使用される部位

は掌側の大きな皮層欠損，掌側の小さな皮膚欠

損，母指掌側の皮層欠損，小指掌側の皮層欠

損，指背側皮膚欠損,DIP関節部皮層欠損に

わかれ，それぞれに選択されるべき皮弁の特

徴があった母指掌側皮膚再建には,palmar

advancementflap,heterodigitalfingerflap,

Spinnerfiap,Kitefiapなどが適応が高い．長指

掌側再建には皮層欠損部が大きければ，逆行性

中手動脈皮弁,heterodigitalfingerHap,小さけ

ればdigitolateralflap,bi-lobedpalmarflapがよ

く使われていた．指背側では指動脈筋膜脂肪弁

に植皮が適応が高く,DIP関節背側皮層欠損で

はKlemet変法,dorsolateralflapが使いやすかっ

た考察指体部の皮膚再建は知覚再建の必要

はないが，よく似た性質の皮層で再建するのが

望ましいため，まずはよく似た皮膚で再建でき

ないかを検討する．同一指内で皮弁が作成で

きない場合は隣接指あるいは手内の他の部分か

らの皮弁の移行を検討する．指背側には植皮

してもよいが，掌側皮層の再建には適度の厚み

を持つ皮弁による再建を選択する．

1-6-EP28

皮弁を用いて治療を行ったmutilated

hand症例の検討

FlapUseageinMutilatedHandlnjulyTreatment

'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，3国立病院機構岩国医療センター

形成外科

○中後貴江'，塩崎泰之'，長谷川康裕2，

青雅一3

【目的】骨・軟部組織の重度複合損傷である

mutilatedhand対して，皮弁を用いて治療を行っ

た9症例について検討報告する．

【対象および方法】症例は男性7例，女性2例で，

受傷時年齢は22～73才であった受傷原因は交

通事故1例，農作業中の事故1例，労災事故7例

であった．全例とも受傷当日に洗浄とデブリー

ドマンを行ったうえで一期的に可能な範囲で修

復を行い，1例を除いて二期的に皮弁を用いて再

建を行った．皮弁施行までの時期，皮弁の種類，

生着，合併症等について検討した．

【結果】受傷当日4例3手5指で再接合を行い，1

指が壊死に陥った3例7指は損傷が重度であっ

たため再接着困難であった．初回手術時に再接

合症例以外で腱縫合・腱移行を3例で行い，創外

固定を含む骨接合を5例で行った．用いた皮弁は

有茎皮弁2例，遊離皮弁7例（全例前外側大腿皮

弁:ALT)であった受傷から皮弁までの期間

は1～156日で,受傷当日に有茎皮弁を1例で行い，

二期的再建として皮層欠損部および壊死部に対

し有茎皮弁を1例,ALTを5例で行った．残りの

2例では，腱剥離および栂指内転拘縮解離を行う

際同時にALTを行った．皮弁は全例生着し，合

併症としては皮弁施行前の創感染を4例で認め，

皮弁への感染をl例に，皮弁採取部の血腫・感染

をl例で認めた

【考察】Mutilatedhandは個々 で大きく状態が

異なり，多数回の手術が必要で治療期間が長期

にわたることが多い．我々は主に二期的機能

再建として皮弁を用いたが，軟部組織の壊死

範囲を同定する間に創感染を起こし，治療期

間がさらに長期化した症例を経験した.Early

microsurgicalreconstructionによる良好な成績

が報告されており，再建時期についての検討が

今後必要である．
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1-6-EP29

指先部損傷後の指動脈径とcoId
intolerance

coldmtoleranceandthediameterofadigitalarteIy

aftermgertipamputation

東京大学医学部形成外科・美容外科

○成島三長，光嶋勲，東野琢也，

三原誠，加藤晴之輔

【目的】今回われわれは指先部切断指患者におい

て，指の冷感を訴えた患者に対してサーモグラ

フイーを行いまたそのうち再建や皮弁移植を

希望された患者にMDCTを構築し，その指血管

径を測定したので，その結果とともに考察を加

えて報告する．

【方法】切断指患者4例7指に対して27度の室

温にてサーモグラフィーと造影CTを撮影し3

DCTを構築にて検査を行なった．切断指の内訳

は，示指0中指3環指3小指1であった

治療法は，切断後断端形成3指再接着2指

局所皮弁2例であった．指動脈の分岐部･PIP部

にて血管径を測定した．

【結果】断端形成例において他の健常指と比べて

指動脈分岐部より明確に狭小化が認められた．

これに対して再接着例皮弁移行例どちらとも分

岐部より狭小化を認めたものと，ほぼ正常に近

いものを認め途中から急に細くなるものは無

かったこれに一致してサーモグラフイーにお

いても指尖部切断にもかかわらず，全例で患指

根部より末梢で温度の低下を認めた．

【考察】指切断患者において指の冷感が出現す

ることは良く知られている．その原因としては

血管性・神経性など良くわかっていないところ

も多い．今回指尖部切断にもかかわらず，すべ

ての症例で指動脈中枢基部より狭小化を認めた．

このことより狭小化は血管性より神経性の影響

が大きい可能性が考えられたこれらの患者に

対して,PGI2の投与によって改善したとの報

告もあり，投与することによって指感覚の改善

が得られる可能性があると考えられた．

1-6-EP30

足趾爪移植における手指と足趾の爪形態

の適合性

Accordanceofnailmorpholo副mtoetransfers

'関東労災病院整形外科，2帝京大学整形外科，

3心身障害児総合医療療育センター整形外科

○小林康－1，黒島永嗣2，木村理夫2，

深澤克康3，高群浩司’

【背景・目的】手指欠損に対し足趾移植・足趾部

分移植などが再建に利用されてきたが,1994年

にdonorの障害を最小にする観点から，血管柄

付き1/2母趾爪移植が開発されたしかし，爪形

態の視点からdonorとrecipientの適合性を検討

した報告がないため，その形態的適合性につい

て検討した

【対象と方法】50人(男･女25人)の全指と全母趾・

第2趾の爪を対象とした手指・足趾の爪の近・

遠位での幅長さ，両側爪郭の長さを測定した．

そして，爪の最大幅，爪長さ比（＝爪長さ／爪

最大幅)，爪大きさ比（＝爪長さX(遠位幅十近

位幅）／2：母指を1とした比）を爪形態の指標

とした検定は皿pairedt-testを用いた．さら

に，測定値から各指･趾の爪の形態を絵で再現し，

形態適合性の視覚評価試験を50人に行った．

【結果】手指の爪・母趾爪･1/2母趾爪・第2趾爪

の指標比較で，爪最大幅は，母趾15.2>母指13.4

＞中指11.0＞示指10.1･環指10.0>第2趾9.9>小指

8.0>1/2母趾7.6.爪の長さ比は,1/2母趾1.7>小

指1.3＞示指・環指1.2＞中指l.1>母指・母趾0.9>

2趾0.7.爪大きさ比は,母趾1.2＞母指1＞中指0.74

＞示指・環指0.70＞1/2母趾0.6>小指0.5>第2趾

0.4．（不等号はp<1～5%で有意差あり）視覚

評価では，母指では9割以上が母趾爪を，示指～

小指では8割以上が1/2母趾爪を最も適合性が良

いと評価した．第2趾爪を最も適合性が良いとし

た評価は，全指において1割未満だった．

【考察】形態指標の比較では，1/2母趾爪は，ど

の手指の爪よりも幅が狭く縦長だが，ほぼ示指

～小指の形態の範晴にあり，視覚評価も良かっ

た.1/2母趾爪皮弁は，術後徐々に長さを減じ，

相対的に幅広になるが，手術直後の時点でも，

母指以外で手指の爪との形態適合性がよかった．

以上より,1/2母趾爪皮弁は形態の視点からも優

れた皮弁である．
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正常手指PIP関節の神経終末分布一組

織学的研究一

DistributionofNerveEndingsintheHuman

ProximallnterphalangealJomt-AHistologicStudy-

札幌医科大学大学院保健医療学部

○千見寺貴子，青木光広，坪田貞子

【目的】手指PIP関節における神経終末の分布状

態について組織学的に定量的観察を行った．

【方法】死亡後24時間以内のホルマリン固定遺

体7体7右手から，示指PIP関節を骨ごと採取し

た脱灰，パラフィン包埋後に,500"m毎に

20"m厚で横断面組織切片(2430枚）を作製し，

鍍銀染色法で神経終末を染色した光学顕微鏡

で神経終末を観察し,Freeman&Wyke法で分

類したその後PIP関節の近位・中間・遠位部

に存在する神経終末を,横断面上で掌側中央,榛・

尺側集合核，榛･尺側副靱帯，背側関節包の6パー

トに区分けし，神経終末の横断面積と出現頻度

を画像解析ソフトウエアで計測した統計学的

分析は,各観察部位で二元配置分散分析を行なっ

た．

【結果】Typel(Ru缶m),n(Pac加an),IV(Free

endmgs)の神経終末を認めたTypelとVIは

血管や周辺組織と区別が難しく，正確な計測が

困難だったが,TypeⅡは単一軸索とそれを囲

む重層構造のため計測可能だったTypellの

頻度・横断面積は近位部の僥側，尺側集合核部

でそれぞれ平均31.2個・67.9"m2/104,21.7個・

50.5"m2/104であり，その他の部位に比べて有

意に大きかった(P<0.01).

【考察】Typell神経終末が多く認められた

PIP関節近位の榛・尺側集合核は，掌側板の

両側に相当し，掌側板と副側副靭帯，加えて

retinacularUgamentとC1腱鞘が連結する部分で

ある．本結果から,PIP関節では近位集合核部

が手指運動時の固有感覚入力の主要部分である

と推測された．

l-6-EP32

dynamicultrasoundによるPIP関節掌側
板の運動生理に関する研究

Biomechanicsofthevolarplateoftheproximal

interphalangealjo伽mdynamicmtrasound

田附興風会医学研究所北野病院形成外科

○齊藤晋武田孝輔，鈴木義久

【目的】dynanncultrasoundを用いて正常PIP関

節，病的PIP関節それぞれにおける掌側板の運

動を調査し，掌側板の運動生理を明らかにする．

【方法】正常手における掌側板の運動生理の研究；

10手20指のPIP関節について超音波検査を施行

した．使用機器はAplioXGと12MHzのリニアー

型トランスデューサーを使用した．検査は1000

例以上のエコー経験を有する医師により行われ

た.PIP関節を伸展-5度から屈曲55度まで自動

または他動運動させて掌側板の運動を動画で記

録した.病的PIP関節における掌側板機能の評価；

外傷により関節可動域制限を呈した6手6指に対

して超音波検査を施行した．3指はZone2腱断裂

に対してA2,A4pulleyを温存した腱縫合の施

行後であり,3指はPIP関節内骨折の治療後であっ

た自他動運動下に掌側板の運動を観察した．

【結果】正常PIP関節；自動屈曲に伴い(1)屈筋

腱の牽引により掌側板近位のvmculaが近位へ

移動，同時に(2)掌側板は近位に平行移動し，（3）

屈曲30度を超えると掌側板軟骨様部が掌側方向

への浮き上がり，(4)45度を越えると中節骨掌側

近位端が掌側板のrecessを回転する一連の運動

が確認された．病的PIP関節；腱縫合時にA2-

A4間を切除した症例では(3)が不明瞭であった．

PIP関節内骨折では(2)が制限され(4)の過剰運

動が認められた症例や，(4)が制限され掌側板が

impingementされる症例が存在した

【考察】今までcadaverを中心に研究されていた

PIP関節の運動生理が超音波機器の進歩により

生体において可能となった．結果はBowerらの

掌側板の運動理論と合致していた．また解剖学

的意義の不明であったrecessは中節骨掌側近位

端が回転する滑走面を提供していると考えられ

た．臨床的にはPIP関節拘縮に対する評価とし

てdynamicultrasoundは有効であると考えられ

た．
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舟状月状骨解離におけるGeisslergrade
の意義一第2報：舟状月状骨解離の関

節鏡診断における解剖学的研究

Anatomicalstudyondiagnosisofscapholunate

dissociationusingarthroscopy

'奈良県立医科大学整形外科，2国保中央病院整形

外科，3医真会八尾総合病院整形外科，4札幌医科

大学保険医療学部理学療法科

○土肥義浩1，小野浩史2，面川庄平3，

青木光広4，矢島弘嗣』

【目的】Geisslerは舟状月状骨(SL)解離を鏡視下

にgrade分類したが，詳細な解剖学的検証はな

い．我々は新鮮屍体標本を用いて靱帯損傷と鏡

視所見との関連性を調査した

【方法】未固定標本8上肢を5kgfの牽引状態で

固定し，手根中央関節を鏡視した．1～6mmの

球形プローベを用いて,SL間距離(SLD)をその

掌側，中央，背側の計測点で計測した．次にSL

靭帯を近位・掌側・背側の順に切離した後，背

側手根間靭帯(DIC),舟状大菱形靭帯，最後に僥

骨舟状有頭骨靭帯を切離するstagel～8までの

靱帯損傷モデルを作製したStage毎にSLDを

計測し，各計測結果に対して一元配置分散分析

と多重比較検定を行なった（有意水準5％以下）

【結果】各stageのSL間距離を靭帯切離前と比

較すると,stage3(SL靭帯完全切断）で全計測

点とも有意に増大した(SLD≧1mm).Stage4

(stage3+DICを月状骨と舟状骨より切離）では

中央と背側のSLDがstage3と比較して有意に増

大した(SLD≧2.7mm).さらにstage5(SLと

DIC完全切断）のSLDは，全点でstage3より有

意に増大した(SLD≧4mm).

【考察】今回の靱帯損傷モデルから,Geisslerの

grade3(SL間≧1mm)はSL靭帯全てを切離す

ることにより再現でき，そのとき鏡視下のSLD

が有意に増加していたさらにDICを舟状骨と

月状骨から切離することにより不安定性が増大

しgrade4(SL間≧2.7mm)が再現できた.DIC

が完全に切断されるとさらにgrade4を超える不

安定性(SL間≧4.0mm)が出現することも明ら

かとなった.Geisslerらは,grade4がSL靭帯の

完全断裂を示すと述べ靭帯修復を推奨している．

今回の実験から,grade4損傷はSL靭帯の完全断

裂に加えて,DICを月状骨と舟状骨から剥脱す

ることにより再現できたgrade4損傷の靭帯修復

の際,DIC損傷の合併を念頭におく必要性がある．

1-6-EP34

高齢者における肘部管症候群の検討

StudyofCubitalTunnelSyndromeintheelderly

patients

'香川大学整形外科，2屋島総合病院

○今泉泰彦l,加地良雄1,中村

香川好男2，山本哲司」

修1，

【はじめに】肘部管症候群は多くが進行性で保存

的治療に反応せず手術を要することも多い．近

年の社会の高齢化とともに高齢者にも手術を行

うことが多くなってきている．今回高齢者の肘

部管症候群に対し手術を行った例について検討

したので報告する．

【対象】1995年10月以降に肘部管症候群と診断し

手術を行った例は49例50肘であり，そのうち65

歳以上の高齢者は15例16肘であった．これらの

症例の罹病期間は2ケ月～6年，平均1年llケ月

であった．術前赤堀病期分類では第2期1肘，第3

期10肘，第4期5肘であった術後経過観察期間

は平均1年7ヶ月であった．原因疾患は変形性肘

関節症12肘，後の4肘ははっきりとした原因は特

定できなかった

【結果】手術方法は尺骨神経皮下前方移行術13

肘，尺骨神経筋層下前方移行術3肘，そのうち3

例に腱移行術(Neviaser手術）を追加した赤

堀の予後評価基準では優'肘，良ll肘，可4肘で

あった．可4肘の内訳は全例赤堀分類第4期であっ

た．また手術までの期間は平均術前23ヶ月であ

り，自験例での65歳未満の例の8.5ケ月と比べて

長くなっており，術前平均MCVも65歳以31.1m

/s,65歳未満25.2m/sであった．第1.2指

間の萎縮は16肘中14肘にみられ,6ケ月の段階で

は回復していない症例がほとんどであった．

【考察】高齢者は罹病期間が長くなり，より症状

の進行した状態で来院することが多いため，手

術を必要とする場合が多い．手術も病期のすす

んだ状態での手術となり回復が思わしくないこ

ともあるが，自験例でも症状の改善は見られる

ことより手術の効果は期待できる．筋萎縮は回

復に時間がかかることより本人の希望があれば

積極的に腱移行も併用するのも一法であると思

われる．
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当科における肘部管症候群の手術例の検討

StudyofCubitalTunnelSyndromeinOperated
Cases

'順天堂大学整形外科，2東京労災病院整形外科，

3順天堂東京高齢者医療センター整形外科，4杏雲

堂病院整形外科

○有冨健太郎1，楠瀬浩一2，岩瀬嘉士3，

富田善雅4

【目的】肘部管症候群の手術治療として，様々な

神経除圧術や神経移行術が行なわれているが,術

式の選択には一定の見解がない.2003年以降肘部

管症候群の原因によらず我々は皮下前方移行術

を第一選択としてきた.今回原因の多かった変形

性肘関節症（以下OA群),尺骨神経の脱臼・亜

脱臼（以下脱臼群）に対する治療成績について検

討した．

【方法】対象は2003年以降に手術を行った32例34

肘,男性21例22肘,女性11例12肘,年齢は19～70

歳(平均42歳),術後平均観察期間は12.7ヵ月だっ

た．原因はOA群が7肘（平均55歳),脱臼群が14

肘(平均37歳),外穎骨折後外反肘変形が2肘，穎

上骨折後内肘変形が2肘，不明が9肘だった．手術

はOsborne靭帯を含めて肘部管を開放し，中枢

および末梢まで十分に神経の絞抓を解除，剥離し

て皮下前方移行し，可能なら皮下の有茎脂肪弁を

作製して内側上穎に縫着した．術前の障害の程度

は赤堀の病期分類を，術後成績は赤堀の予後評価

基準を用いた．術前の障害の程度は全体では第1

期3肘,第2期4肘,第3期16肘,第4期8肘,第5期3肘，

原因別ではOA群，第3期2肘，第4期3肘，第5期2

肘,脱臼群,第2期1肘,第3期9肘,第4期4肘だった．

【結果】術後の評価は全体では，優14肘，良14肘，

可5肘，不可1肘であり優良が82％，原因別では

OA群，優'肘，良3肘，可3肘であり優良が57%,

脱臼群,優7肘，良6肘,不可l肘であり優良が93％

だった．

【考察】肘部管症候群に対する様々な手術方法で

良好な術後成績が報告されている．原因により手

術方法を選択することも示唆されているが,我々

は2003年以降,原因によらずに皮下前方移行術を

行った．脱臼群では良好な結果だったのに対し

て,OA群ではやや劣る結果となったこれは手

術時の年齢が高いこと，術前の病期が進んでいた

ことが関係しているのではないかと考えた．

1-6-EP36

肘部管症候群の術後再発例の検討

ReoperationfOrRecurrenceofCubitalTunnel

Syndrome

和歌山県立医科大学整形外科

○谷口泰徳，浅井宣樹，下江隆司，

北野岳史，岩田勝栄

【目的】今回われわれは，肘部管症候群例で術後

再発により再手術を行った症例について検討を

加え報告する．

【対象】肘部管症候に対して外科的治療を受け，

術後症状が軽快したが再発のため，当科にて再

手術を行った症例を対象とした．症例は10例で

男性9例女性1例，再手術時の年齢は32歳から75

歳（平均59.5歳)，患側は右肘7例左肘3例であっ

た．初回手術から再手術までの期間は8ヶ月から

20年（平均4年8ケ月）であった．初回時の術式

は,Osborne法が4例,King法が3例，皮下前方

移動術が2例，筋層下前方移動術が1例であった．

5例は当科で初回時の手術を受けており，残り

の5例は他院で初回時の手術を受けていた．

【方法】再手術の術式，再発の原因，赤堀分類に

よる術前病期赤堀の予後判定基準による術後

成績を検討した．術後成績は優，良，可，不可

の4段階に判定した．追跡調査期間は6ケ月から

3年（平均1年2ケ月）であった．

【結果】術前病期は病期IIIが5例，病期IVが3

例，病期IIが2例であった再手術の術式は，皮

下前方移動術が5例,King法が3例，神経剥離術

が2例であった．再発の原因は,線維性耀痕が7例，

線維性嬢痕とガングリオンが1例，線維性耀痕と

外反肘が1例，筋層下入口部での絞抓が1例であっ

た．治療成績は優1例，良3例，可5例，不可1例

であった．

【考察】初回時の術式によらず，再発が見られて

おり，また再発の主原因は線維性嬢痕形成であっ

たそのため初回手術では，嬢痕形成の防止を

念頭に入れ，血腫予防，低侵襲の手術操作を心

掛ける必要がある．初回手術時に不適切な術式

の選択により，再発した症例も見られていたた

め，初回手術の術式の適応については症例に応

じて十分に検討する必要がある．再手術の術式

は，手術時の再発要因の所見，初回術式を考慮

し決定されるべきである．
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手根管症候群患者の手術選択と各種検査

結果の関係について

RelationshipbetweensurgeIychoiceandvarious

testsresultsinpatientswithcarpaltunnel

syndrome

l弘前ホスピタリテイーアカデミー作業療法科，

2弘前大学大学院保健学研究科博士前期課程，

3弘前大学大学院医学研究科整形外科学講座，

4弘前大学大学院保健学研究科障害保健学分野

○佐藤彰博1.2，湯川昌広3，岩田学4

【はじめに】手根管症候群の治療選択には重症度

や自覚症状の強さが影響していると考えられる

が，患者の手術選択の指標についての報告は少

ない．今回，患者の手術選択の指標を明らかに

するために手術選択と各種検査結果との関連性

を検討したさらに，手根管症候群質問表の症

状スコア各項目と手術選択との関係についても

検討した．

【対象と方法】2008年3月から10月までに手根管

症候群と診断された21例29手（両側8例）を対象

とした．平均年齢は61.5歳，男性7例，女性14例

重症度はDawson分類で軽度11手，中等度8手，

重度10手，7例7手に手術が選択された．検査項

目は，しびれ感，夜間痛,WEST,s2PD,APB

筋力，手根管症候群質問表の症状スコアと機能

スケール,DML,重症度とした．手術選択に影

響している要因の検討は,Spearmanの順位相関，

ロジスティック解析を行った．患者の手術選択

と症状スコア各項目との関係は,Mann-Whimey

検定を行った．

【結果】手術と各項目の相関関係からAPB筋力，

症状スコア，機能スケール，重症度を独立変数

としてロジステイック回帰分析を実施した分

析の結果,症状スコア（オッズ比:1.25,p<0.05)

のみを有意な独立変数とする予測式が構築され，

症状スコア30点以上で手術を選択すると予測さ

れた（正判別率75.0％)．患者の手術選択と症状

スコア各項目との関係では，「手の脱力｣，「手の

しびれによる夜間の覚醒回数｣，「小物品のつま

み」に有意な差がみられた(p<0.05).

【考察】手術選択については医療者側の指標に加

え，患者の指標である症状スコアを考慮して治

療方針の決定を行うことが望まれる．また，手

術選択と関連していた症状スコアから患者が｢手

の脱力｣，「手のしびれによる夜間の覚醒回数｣，

｢小物品のつまみ」を手術選択の指標としている

可能性が示唆された．

l-6-EP38

特発性手根管症候群手術患者における血

圧と手根管内圧の関係

RelationshipbetweenCarpalCanalPressure

andSystemicBloodPressureinCarpalTunnel

SyndromePatients

'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

○吉田綾'，奥津一郎2，浜中一輝2

手根管症候群患者における夜間痛は手根管症候

群の病態を特徴付ける主要な徴候の一つである．

また血液透析例に発症した手根管症候群では透

析中に血圧が変動した状態で患手に瘻痛やしび

れ感を訴えることが知られている．

【目的】患手の痙痛やしびれに対する血圧と組織

圧の関与を検討するために，特発性手根管症候

群患者における術前血圧と術前手根管内圧の関

係について調査し，血圧の手根管症候群に対す

る影響について考察する．

【方法】対象は臨床症状と電気生理学的検査結果

から特発性手根管症候群と診断し内視鏡手術を

施行した34手34症例である．手術に際して術前

仰臥位の血圧を手術側と反対側上腕で測定した．

手根管内圧はcontinuousinfUsiontechniqueを用

いて安静位および指最大自動屈曲位で測定した

収縮期血圧，拡張期血圧，平均血圧，脈圧を算

出して，術前安静位および指最大自動屈曲位の

手根管内圧との相関を検討した．検定はケンドー

ルの順位相関法で行った．

【結果】症例の内訳は女性27症例27手，男性7症

例7手で,平均年齢60.3±12.3歳（25～82）であっ

た．安静位手根管内圧との相関係数は，収縮期

血圧:0.023,拡張期血圧：-0.078,平均血圧：

-0.027,脈圧:0.022,指最大自動屈曲位手根管

内圧との相関係数は，収縮期血圧：-0.022,拡

張期血圧:-0.187,平均血圧:-0.079,脈圧:0.068

であった．

【結論】手根管症候群患者において，血圧は手根

管内圧に影響しないことが明らかになった．
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鏡視下手根管解放術前後の正中神経の

MRI信号強度の検討

IntensityofMedianNervemPreandPostoperative

MmofArthroscopicCarpalTunnelRelease

'諏訪赤十字病院整形外科，2信州大学整形外科

○百瀬敏充'，内山茂晴2，松木寛之'，

鬼頭宗久'，加藤博之2

【目的】今回われわれは鏡視下手根管開放術を施

行した患者の術前と術後の遠位潜時とMRIを調

べ，正中神経横断像の濃度(density)を計測し，

正中神経の信号強度の変化を検討したので報告

する．

【対象および方法】症例は特発性手根管症候群で

鏡視下手根管開放術を行った28例で男性7例，

女性21例で，手術時年齢は平均65歳であった

術前と術後3ヵ月にて遠位潜時測定と手根管部

のT1,T2,T2寧のMⅢ横断像（東芝,1.5T)

を撮影した．そのうち有鈎骨鉤，豆状骨，手関

節レベルのT2の画像をコンピューターへ取り込

み，正中神経のdensityを画像解析ソフト(NIH

image)にて測定した術前と術後のdensityの

変化は対応のあるt検定を用いて検討した．さ

らに術前の遠位潜時により重症例と中等症例に

分けてdensityを比較した．

【結果】手術した患者の遠位潜時は術前7msから

4.8msに改善したDensityの値が低いほどMRI

上は高信号で白色となる．術前後のT2画像の

densityは有鈎骨鉤レベルで術前平均206から術

後平均217に，豆状骨レベルで術前203から術後

220に，手関節レベルで術前209から術後218に上

昇した.T2のMⅢ画像では術後すべてのレベル

で有意にdensityは高値となり正中神経はMRI

で低信号となった重症例(遠位潜時が9ms以上）

と中等症例(9ms未満）の有鈎骨鉤レベルの術

前densityは218と202であり，重症例は有鈎骨レ

ベルで術前MmのT2は中等症例ほど高信号に

ならなかった．

【考察】一般に浮腫などによりMmのT2の信号

強度は増大する．術後のT2の信号強度は手根管

開放術により浮腫が改善し低信号になったと思

われた．

1-6-EP40

手根管症候群質問表(CTSI)で評価した

手根管解放術後の症状経過と年齢の関係

Theoutcomeofcarpaltunnelreleaseinrelation

toageassessedwiththecarpaltunnelsyndrome
instrument

済生会山形済生病院整形外科

○石垣大介，清重佳郎

手根管症候群の術後成績は，疾患特異的な自記

式評価法である手根管症候群質問表(CTSI)の

導入によって詳細な解析が可能となった．今回，

CTSIで評価した手根管開放術後の症状経過と年

齢の関係を調査して報告する．

【対象と方法】手掌内皮切で手根管開放術を行っ

た特発性手根管症候群36例38手について，術前

および術後1，3，6カ月での症状を，日手会版

CTSIを用いて評価した．全例女性で，年齢は39

歳から83歳，平均58.7歳であった．年齢階層別に

54歳以下(18手),55～64歳(8手),65歳以上

(12手）の3群に分けて症状の重症度スコア(SS),

機能的状態のスケール(FS)の推移を比較した．

また，手術成績に影響を与える因子として手術

までの罹病期間および術前の短母指外転筋導出

の運動神経終末潜時(DTL)の重症度をとりあげ，

これらの関与についても検討した

【結果】術前の値は各群とも同等であった術後

の経過は54歳以下群と55～64歳群では同様の改

善経過をとったのに対し，65歳以上群ではSS,

FSともに改善が遅れ，術後6カ月の時点で有意

に不良であった．罹病期間による症状経過には

差を認めなかった．一方，65歳以上でDTLが

10mS以上の群は10mS未満の群よりも改善が不

良であった．しかしlOmS未満の群でも50～54

歳の10mS未満の群よりは改善が遅れていた．

【考察】高齢者に対する手根管開放術の成績につ

いては，満足できるとする報告と改善が悪いと

する報告があり一致していない．本研究では65

歳以上の高齢者の成績は不良であったこの傾

向はDTLの重症例に顕著に認められたが，軽症

例であっても若年者より改善が遅れており，加

齢に伴う正中神経の易障害性が回復の悪さにつ

ながっている可能性が考えられた
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l-6-EP41

Kienb6ck病に合併した手根管症候群

CarpaltunnelsyndromeassociatedwithKienb6ck
disease

'名古屋大学大学院医学系研究科手の外科学，

2新城市民病院整形外科

○篠原孝明1，洪淑貴'，建部将広1，

馬淵まりえ2，平田仁】

【目的】キーンベック病に合併した手根管症候群

(CTS)は比較的まれであり，その病態成因に

関する詳細な検討はあまりなされていない．今

回，自経例に対して検討を行った．

【対象と方法】キーンベック病に合併したCTS

に対して手術加療を行った7例7手（男性2例，女

性5例）を対象とした．手術時平均年齢は70（62

～82）歳であった．初診時の愁訴，手関節痛の

有無キーンベック病に対する治療歴,X線所

見（キーンベック病の病期，月状骨の掌側突出

の状態)，両側の正中神経伝導速度につき，後ろ

向きに調査し，4例においては，前向きに手術時

に絞掘部位の局在を観察し，絞掘部位にマーカー

を置いてX線撮影を行った．

【結果】愁訴は全例しびれ，巧綴性障害であり，

軽度の手関節痛をl例のみに認めた40年前に手

術加療を受けたl例以外は，受診して初めてキー

ンベック病と診断されたキーンベック病の病

期は,Lichtman分類stage3bが3例,stage4が

4例であった5例は月状骨が大きく分節化し，

掌側に突出していた．患側の正中神経伝導速度

は全例，運動神経遠位潜時の遅延または測定不

能を認め，健側においても6例に遅延を認めた．

4例の術中所見では，全例横手根靭帯の近位部で

正中神経は一番絞掘されており,X線撮影では

絞掘部位は月状骨のやや遠位に位置していた

【考察】全例，高年の手関節症状がほとんどない

末期のキーンベック病(1例以外はサイレント

キーンベック病）であり，女性の割合が高いの

が特徴であった．絞拒の原因は，潜在的なCTS

を背景として，月状骨突出部で正中神経が掌側

に押し上げられているすぐ遠位に横手根靭帯が

位置するために，正中神経が手根管内に潜り込

むような状態となり絞掘されることが一因と考

えられた．

l-6-EP42

手根管症候群に対する鏡視下手根管開放

術(2-portal法）の合併症の検討

Theclinicalresultsofendoscopiccarpaltunnel

releasewithcomplication

聖マリアンナ医科大学整形外科学教室

○新井猛，清水弘之，泉山公，

倉持大，別府諸兄

【目的】手根管症候群に対する手術療法は従来法

と鏡視下法に大別される．われわれは1993年よ

り2-portal法の鏡視下手根管開放術（以下ECTR

とする）を行ってきたこのECTRでは長期

血液透析例のシャント側でも局所麻酔でターニ

ケットなしでも手術ができ有用な方法であるが，

合併症の発生も少なからず生じる．今回，この

ECTRの合併症やその回避方法などについて検

討した

【対象および方法】1993年より2008上半期までに

ECTR(2-portal法）施行例は419例503手であっ

た症例の内訳は特発性が268例，長期透析例が

235例であった．これらの症例について合併症を

中心に検討した．

【結果】合併症の発生はll例11手(2.2%)であっ

た合併症の内訳は正中神経部分損傷，指神経

損傷，指神経損傷と浅掌動脈弓同時損傷，浅掌

動脈弓損傷がそれぞれ1例づつと術後の複合性局

所瘻痛症候群の発症が2例で屈筋支帯の不全切離

が5例であった．長期透析例で母指球筋萎縮例2

例に対し，環指浅指屈筋腱移行術を同時に施行

した症状再発により再手術に至った症例は15

例16手であった．

【考察および結論】ECTR後の症状再発例は全

例長期透析例で初回手術から5年以上経過例で

あった従ってECTR特有の合併症ではないと

考える．ECTRは合併症の発生という観点から

今だ広く普及している手術法とは言えないのが

現状である．当科では鏡視下手術の導入にあた

り系統解剖用屍体標本での詳細な解剖学的検討

を施行してから導入に至った合併症を防ぐ、に

は従来法での十分な経験と解剖を理解しておく

ことは当然ではあるが，鏡視中に切離するべき

屈筋支帯が確認できなければ檮跨せずに従来法

に移行することや，鏡視下手術に習熟した施設

での十分な研修が必要であると考える．
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同時腱移行の有無による重度手根管症候

群の治療成績の比較

Clinicaloutcomeofcarpaltunnelreleasewith
andwithoutsimultaneoustendontransferfOr

carpalmnnelsyndromewithseverethenarmuscle

atrophy

'大阪市立大学整形外科，2淀川キリスト教病院

○上村卓也l,日高典昭2

【目的】手根管症候群重症例に対して，手根管開

放と同時に腱移行を行うべきか否かについては

議論が分かれるが，それぞれの術後成績を比較

した報告は少ない．そこで同時腱移行の有無に

よる治療成績の差を年齢別に比較検討したので

報告する．

【方法】対象症例は母指球筋萎縮の著明な手根管

症候群32例38手で，性別は女性30例，男性2例，

平均年齢は67歳（50-87歳）であったこのうち

手根管開放のみは21手，同時腱移行は17手であ

り，経過観察期間は平均24カ月であった同時

腱移行の適応は，短母指外転筋からM波が導出

できず，母指対立障害に起因する愁訴を有する

ものとした評価項目は，痙痛，しびれ，知覚

障害握力，ピンチカ,ADL障害ならびに電気

生理学的検査所見とし，症例をA1群(<65歳，

手根管開放のみ:9手),A2群(<65歳，同時腱移

行:6手),Bl群(>65歳，手根管開放のみ:12手),

B2群(>65歳，同時腱移行:11手）の4群に分け

て比較検討した

【結果】瘻痛，しびれはすべての群で改善したが，

知覚障害はA群（＜65歳）の方がよく改善した．

ピンチカはA2,B2群がA1,Bl群に比べて術前

低値であったが，同時腱移行により改善した．

ADLは術前B群(>65歳）でより障害されてい

たが，すべての群で改善し，特にA2,B2群では

鍵を回す，ボタンをかけるといった動作の改善

が著明であった．電気生理学的検査で術前にM

波導出不能であった症例のうち,A群では9例中

7例(78%),B群では15例中8例(53%)に術後

にM波が出現した．

【結論】術後の回復は65歳以上の高齢者でわずか

に劣る傾向があった重度手根管症候群の全例

に対して同時腱移行が必要なわけではなく，今

回の結果を参考に十分なインフォームドコンセ

ントのもとで適応を決定する必要があるものと

考える．

1-6-EP44

特発性手根管症候群再手術例の検討

EvaluationofrevisioncasesofidiopathicCarpal

TunnelSyndrome

'駿河台日本大学病院整形外科，2日本大学整形外

科

○豊泉泰洋'，長岡正宏'，長尾聡哉'，

永井多賀子1，龍順之助2

【目的】本邦では特発性手根管症候群に対する再

手術例の報告は少ない．今回われわれは再手術

例を7例経験したので検討した．

【対象と方法】症例は男性l例女性6例の7例7手で，

再手術時年齢は57.4歳（52歳～76歳)，罹患側は

右6手左l手である．これらの症例の初回手術か

らの経過と再手術時の術中所見ならびに予後を

調べた

【結果】初回手術は，他院で従来法の手根管開放

術（以下OCTR)が行われたもの6例（うち小皮

切2例)，当院で鏡視下手根管開放術(ECTR)施

行されたものl例である．再手術は全例OCTRを

行った．初回手術から再手術までの期間は12年が

l例(ECTR後母指球筋萎縮が改善，しびれも消

失したが，11年後に再発し再度母指球筋萎縮が出

現した．再手術後の経過は良好であった),7年9カ

月が1例(OCTR後しびれの改善なく,1年後か

ら母指球筋萎縮が著明となった再手術時横手根

靭帯は未切離であった．母指球筋萎縮は不変で，

しびれは十分に改善しなかった)，3年3カ月が

l例（再手術では神経周囲の癒着・嬢痕化が著明

であったしびれは消失したが，母指球筋萎縮

が改善せず,9カ月後に対立再建術を追加した.)，

1年以内が4例（横手根靭帯未切離・不全切離3例，

癒着懐痕1例）である．2例は初回における局麻下

手術中の耐え難い癌痛を記憶していた．未切離例

では術後のpiUarpainがなかった．

【考察】再手術の原因は横手根靭帯の未切離・切

離不全など手術手技に問題のある症例が多かっ

た牧らは再手術16例の内OCTR後しびれは改

善したが,1カ月,5ヵ月,6年6ヵ月後に再発

した3例を報告しているが，自験例にも同様の症

例があり，一時的に完治したにもかかわらず再

発したl例を経験した．初回手術後あるいは症状

再発後1年以内の症例の再手術成績は良好であっ

た．
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僥骨神経本幹にくびれを認めた一例
一針筋電図の重要性と神経上膜病理所見一
Acasereportwiththeconstrictionoftheradial
nerve

'盛岡友愛病院整形外科,2馬場記念病院整形外科，
3大阪市大整形外科

○乗上啓1,福田恵介1,山本研2,
岡田充弘3

【目的】Saturdaymghtpalsyの発症様式であっ

たが,指伸展が12か月でも回復せず,神経展開

にて僥骨神経本幹にくびれを認めた一例を経験

したので報告する．

【症例】47歳男性,バーテンダー．

平成10年8月，酔って帰り，起床時より左手指

が伸展しないのに気付き，近医受診．リハビリ加

療行うが効果なく，平成11年8月に前医の治療

方針に不信感を持って,初診.既往にアトピー性

皮膚炎,気管支喘息.筋力は上腕三頭筋でMMT

5，腕僥骨筋高度萎縮,僥側手根伸筋3，尺骨手根

伸筋以遠の僥骨神経領域はMMTOであった.左

上腕外側部に圧痛があり．診断は麻痒分布から高

位僥骨神経麻痒と診断は容易で,針筋電図で腕僥

骨筋以下,脱神経電位を認め,発症後1年でも運

動単位は総指伸筋以下,認めなかったので神経展

開術の適応ありと判断.手術所見では上腕外側筋

間中隔部の5cmほど遠位で榛骨神経本幹に強

いくびれを認めた.神経上膜の病理組織では,血

管周囲に少数の炎症細胞浸潤を認め,結合組織は

全体的に浮腫状な所見であった.術後1カ月か

ら回復し始め,術後13か月で総指伸筋はMMT

3，2年で4に回復した．

【考察】手術適応について,回復が悪い末梢神経

運動麻痒対しては,針筋電図が必須あることを改

めて感じた．また,圧痛部位をよく診ることも重

要と考える．くびれ。ねじれの病態は不明である

が,アレルギー性皮層炎や気管支喘息に罹患して

いることや神経上膜の病理所見から，なんらかの

炎症が病態に関与していた可能性がある．

【結論】本邦2例目の僥骨神経本幹にくびれを認

めた一例を報告した．

l-7-EP2

演題名：ギラン・バレー症候群に合併し
た後骨間神経麻揮の治療経験

Treatmentfbrposteriorinterosseusnervepalsy

comphcatedMthGunlain-BaITesyndrome

'東京女子医科大学東医療センター整形外科，

2独立行政医療法人埼玉病院整形外科

○小見山貴継'，千葉純司'，丹治敦2，

高尾英龍2，吉田篤2

【はじめに】ギランバレー症候群は知覚・運動神

経麻痒を伴う急性炎症性脱髄性多発ニューロパ

チーで，原因はウィルス感染後の自己免疫機能

の破綻と末梢神経を構成するガングリオシドに

対する抗体であるとされている．後骨間神経麻

痒の合併例は渉猟しえる範囲で5例であるが，く

びれを伴う報告例はない．

【症例】39歳男性．両上下肢の知覚運動障害と複

視のためギラン・バレー症候群と診断され’ヶ

月のステロイド投与で軽快していたが突発的に

左前腕部の激痛が出現し手指伸展運動不能と

なったため当科紹介となった．筋電図で僥骨神

経MCV･SCVが遅延していた術中所見では

Frohse近位lcmでくびれを認めたが絞掘が高度

で剥離が困難なため同部の切除・縫合を行った．

切除部の病理所見はHE染色でリンパ球の浸潤・

浮腫など炎症所見を認め,LFB-HE染色で軸索

の連続性および脱髄像が認められた．術後3年の

現在，手指関節の伸展障害は改善しパソコン業

務に支障なく復帰している．

【考察】症状の出現時にはギラン・バレー症候群

のため肘関節の屈伸・回内外運動が困難であっ

たことから，頻回の運動による機械的な要因が

くびれの成因となっている可能性が低い．また

組織の神経炎症像を考慮すると田崎らの提唱す

る神経炎に伴う浮腫説，または星らの免疫疾患

反応による癒着説に合理性があると考えられる．

治療は神経剥離が主流であるが麻痒の改善しな

い例も多いことから，術中のくびれの状態や神

経剥離の可否に応じて神経切除・縫合も治療の

選択肢として考慮すべきであると考える．

【まとめ】ギランバレー神経炎後に生じた後骨間

神経のくびれに対し神経切除・縫合術で良好な

成績が得られた．
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1-7-EP3

手袋装着を誘因とする手の外科領域の重
度損傷

SevereHandlnjurieslnducedbyGloves

'済生会横浜市東部病院整形外科，2済生会神奈川

県病院整形外科

○山中一良'，宮崎薫'，鈴木拓'，

佐々木孝2

【目的】労働作業において手を守るべき手袋が，

重度の外傷の誘因となることがある．今回我々

は，手袋の装着を誘因とする手の外科領域の外

傷例を検討し，その機序を明らかにする目的で

検討を行った．

【対象および方法】当院で治療を行った手袋装着

を誘因とする外傷例7例を対象とした．内訳は男

性6例，女性1例，受傷時年齢は21歳から80歳（平

均40歳)である．受傷時装着していた手袋の種類，

受傷機序,損傷の状態治療法について調査した

【結果】装着中の手袋の種類は，軍手5例，ゴム

付き軍手2例であった．すべて作業中の事故であ

り，扱っていた機械は，旋盤，フライス盤．金

属用ドリル，塗装機械，撹祥機械，ベルトコン

ベア，キャタピラ各1であった損傷の状態は，

前腕切断1例，指の切断を伴う手指多発開放骨折

4例，骨折を伴う手の圧挫傷1例,ECRL停止部

裂離骨折1例であった．受傷機転としては，手袋

とともに患肢が機械に巻き込まれたものが6例，

巻き込みに抗して筋力により腱停止部裂離骨折

を生じたものが1例であった治療法としては，

損傷の状態に応じて，前腕切断,ORIF,手指断

端形成，植皮などが行われていた．

【考察】厚労省労働安全衛生規則第111条では，

回転する刃物を使う作業での手袋使用を禁止し

ている．一方労働者は手指を保護する目的で手

袋を使用せざるを得ない．検討した症例はすべ

て軍手を使用していたが，軍手は丈夫で安価で

ある反面，作動している機械部品に絡まりやす

く，また発汗した手からは容易に脱げないため，

一度機械に絡まるとあたかもnngertrapのよう

になって強大な外力が直接手指に伝達されるこ

とにより重度の損傷が生じる．手袋による手の

外科領域の重度外傷の存在を認識するとともに，

作業に適した手袋を選択することが重要である．

1-7-EP4

指末節骨骨折後の有痛性偽関節，遷延治

癒の治療経験
Treatmentofnonunionormalunionofthedistal

phalanx

'鈴鹿回生病院整形外科，2三重大学医学部整形外

科，3名古屋大学手の外科

○森田哲正1,渥美覚1,辻井雅也2,

平田仁3，藤澤幸三］

【目的】末節骨骨折は比較的頻度の高い骨折であ

り，偽関節となっても爪のカバーにより，日常

生活であまり支障がないことが多い．しかし中

には遷延治癒や偽関節で瘻痛を有し，著しく手

の機能障害をきたす症例を散見する．今回我々

はこのような症例に対し手術治療を行ったので

その特徴と治療成績を検討した

【対象および方法】2003年1月以降当院で末節骨

の有痛性の骨遷延治癒や偽関節に対し手術治療

が行われた10例10指を対象とした男性8例女性

2例で平均年齢は41.9才であった．対象となる指

は母指2例，示指3例，中指l例，環指l例，小指3

例であった．骨折型はtu仕部2例骨幹部8例で，

3例が粉砕骨折，7例が単純な横骨折であった

受傷から手術までの期間は2ヶ月から6ヶ月で平

均3.7ヶ月であった．また受傷機転は全例圧挫損

傷であり爪の損傷を2例に認めた．初期治療は副

子固定が7例でピンニングが3例であった．手術

方法はピンニングを1例,interosseouswi血gを

3例,DTJscrewを2例,DTJmimscrewを4例

におこなった．また遷延治癒でDTJmmscrew

を使用した1例を除き全例に骨移植を追加した

術後経過観察期間は平均1年であった．

【結果】骨癒合は全例に得られた．癒合期間は平

均l.8ヶ月で，感染を来たした症例はなかった．

瘻痛は全例で軽快したがしびれ感を3例に認め

た．可動域は最終平均健側の80％が確保されて

いた爪の軽度の変形は3例に見られたが，追加

の処置を希望される症例はなかった

【考察】今回の検討では末節骨の骨幹部の横骨折

に瘻痛を伴う遷延治癒が多かった．特に転位し

ている症例や爪を損傷している症例では偽関節

となることが多く注意が必要である．固定法で

成績に差はなかったが,DTJミニスクリュウは

手技も簡便で固定力も良好であり今後第一選択

になりえると思われた．
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l-7-EP5

手指化膿性関節炎の手術治療

Operativetreatmentfbrpyogenicarthritisofthe

fingerjomt

中通総合病院整形外科

○千馬誠悦，成田裕一郎

【目的】手指の化膿性関節炎に対して，手術治療

をした症例について報告する．

【対象および方法】1995年4月から手術治療し,2

か月以上経過観察できた13例15関節とした．男

性8例,女性5例で,手術時の年齢は6～64歳であっ

た.5例に感染しやすい基礎疾患があった.右8例，

左5例で，罹患指は示指5例，中指6例，環指2例，

罹患関節はMP4,PIP4,DIP7であった．感染

発症から手術までは3～44日，平均20日を要し

ており，前医で切開排膿の処置を7例がうけてい

た．感染の原因は軽微な外傷が5例,猫咬傷が4例，

不明2例，人咬傷が1例,PIP関節開放脱臼骨折

がl例であった．起炎菌が同定できたのが8例で，

黄色ブドウ球菌3例，嫌気性グラム陽性球菌2例，

Pasteurella菌Aeromonas群，緑膿菌,A群溶

血性連鎖球菌MRSAが1例ずつに検出された

初診時の単純X線写真像で，関節裂隙の狭小化

や骨破壊が15関節中10関節に，術前の超音波検

査で6関節に膿瘍の貯留が認められた7例が伸

筋腱の断裂を伴っていた．手術は，感染性の肉

芽組織と滑膜を徹底的に掻爬し，大量の生理食

塩水で洗浄した．緊張が強くなければ，皮層は1

次的に縫合した．

【結果】l例にのみ3回の掻爬洗浄手術を行ったが，

12例が1回の手術で感染を鎮静化できた.4関節

で二期的に関節固定術を行った．固定術をしな

かった11関節中，関節可動域が障害されなかっ

たのは3関節のみで，他の8関節の可動域は平均

で18.であった

【考察】手指の化膿性関節炎は治療が遅れると感

染による骨軟骨破壊が認められることも多く，

伸筋腱の断裂を伴うこともある．手術で感染を

鎮静化させても，不可逆的な機能障害が残って

しまう．単純X線写真超音波検査で病的所見

がなくても，臨床所見から化膿性関節炎が疑わ

れたら，できるだけ早期に手術治療をして，感

染を鎮静化させる必要がある．

1-7-EP6

上肢における重症軟部組織感染症の治療
経験

NecrotizingSoftTissuelnfectionsintheUpper

Extrenq/

'大阪府三島救命救急センター整形外科，2西宮協

立脳神経外科病院整形外科，3永山病院院整形外

科

○岡本雅雄'，藤澤幸隆'，大塚尚'，

瀧川直秀2，成山雅昭3

【目的】重症軟部組織感染症は早期の診断と治療

が原則である．致死率の高い劇症型A群溶連菌

感染症は下肢に多く発生するとされているが，

上肢においても散見される．今回，上肢に発症

した重症軟部組織感染症例を調査し考察を加え

報告する．

【症例】1998年以降，当センターへ搬送された重

症軟部組織感染症25例のうち上肢を罹患した6例

を対象とした男性5例，女性1例，年齢は31歳

～85歳，内訳は劇症型A群溶連菌感染症（以下

TSLS)が4例，壊死性筋膜炎は1例，ガス壊疽は

l例であった全例病院間搬送であったが,ショッ

ク状態での搬送が半数に及んだ．前医の初診時

診断は何れも最終診断と異なっていた．

【治療経過】死亡した2例はTSLSであり,1例は

発症後4日目に搬入され直ちに上肢切断と体幹の

病巣掻爬を含む集学治療を開始したが，急速に

病巣が拡大し第2病日に死亡した．他のl例は初

期の症例であるが，本症の認識不足のため診断

が遅れた4例の生存例のうちTSLSは2例であり，

1例は壊死性病変が前腕部に限局していたが腫脹

を前胸部まで認め肩関節離断を行い救命し得た．

他の1例は右足部・下腿に発症し大腿切断を行い

救命し得たが，合併した左前腕壊死性筋膜炎に

対しては病巣掻爬を行い治癒した壊死性筋膜

炎例は病巣が上腕から胸背部に拡大し第12病日

敗血症性ショックとなったが，搬入時からの集

学治療により救命し得た．ガス壊疽例は上肢の

広範囲病巣であったが，全身状態は安定し病巣

掻爬のみで治癒した

【考察】上肢における重症軟部組織感染症は下肢

発症例と同様に種々の様相を呈するが，急速に

重篤化し致命的になり得ることを常に認識すべ

きである．初期の皮膚症状を認め難いこともあ

り注意を要するが，特に早期診断による発症初

期からの集学治療が生命予後を左右するため地

域医療への周知が望まれる．
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l-7-EP7

手指化膿性炎症(蜂窩織炎,化膿性腱鞘炎）
の治療経験

Resultsoftreatmentfbrpyogemcinnammationof

thedigits

大垣市民病院整形外科

○千田博也，嶋田航也，寺田聡史，

渡辺隆之，植田裕昭

【目的】手指化膿性炎症，特に化膿性腱鞘炎は重

篤な手の機能障害を残す可能性がある疾患であ

り適切な診断と治療が必要であるが，手指にお

ける蜂窩織炎も日常の診療でしばしば遭遇する

疾患で，化膿性腱鞘炎との鑑別は必ずしも容易

で明確なものではなく，判断に苦慮する場合も

少なくない．当科で経験したこれら手指の化膿

性炎症16例について検討を行った

【方法】平均年齢は61.9歳で，明らかな誘因とな

る外傷を認める症例は6例で，10例は明らか

な誘因なく発症した．罹患指は示指4，中指6，

環指3，小指1指で，その他2例では複数指に

炎症を認めた基礎疾患としては糖尿病が3例，

ステロイド内服中が1例であった．臨床所見と

Mmの画像所見から化膿性腱鞘炎と診断した9

例中8例に滑膜切除術を行い，腱鞘への感染の

波及がなく蜂窩織炎と診断した7例と手術を希

望しなかった化膿性腱鞘炎のl例に対し抗生剤

投与による保存的治療を行った

【成績】起炎菌が同定できた症例は7例で，うち

1例は抗酸菌によるものであった手術例の術

中所見でのLoudon分類では1期1,II期1,III

期3,IV期3指で,IV期の3例中2例が屈筋腱

の皮下腱断裂，1例が患指の切断に至り予後不

良であった化膿性腱鞘炎症例の最終評価時％

TAMは38.5から100%,平均66.5%で，蜂窩織炎

症例は72.3から100％，平均88.8％であった．

【結論】化膿性腱鞘炎では腱の癒着や断裂，さら

には指切断にいたる症例もあり，早期に感染巣

に対する外科的治療の必要性が改めて確認され

た.MRIは病変の局在について有用な情報を得

ることができるが，経時的に変化する病態に対

してはやはり臨床所見が重要と考えられた蜂

窩織炎で可動域制限が残った症例は他動運動で

も制限があり，腫脹が遷延したためにできた関

節の拘縮が原因と考えられた．

l-7-EP8

手部脂肪腫手術症例の検討
一巨大脂肪腫を中心に一

SurgicalTreatmentfbrGiantlipomaoftheHand

濁協医科大学越谷病院整形外科

○木村和正，佐野和史，高野聖司，

小川真人，大関覚

【はじめに】脂肪腫は一般に体幹，四肢近位に好

発し，手に生じる事は比較的稀である．現在ま

でに経験した手部に生じた巨大脂肪腫4例の治

療経過と治療方針を考察する．

【対象】症例は2004年4月以降手術を行った巨大

手脂肪腫男3例女1例，平均年齢60歳．最大径

4cm以上のものを巨大脂肪腫とした腫瘤自覚

から受診までの期間は平均8.5年(1～15年).全

例手掌部腫瘤で，腫瘍最深達部位は屈筋腱上l

例，屈筋腱以下の深部3例であった．腫瘍の大

きさはそれぞれll×6×5,7×6×4,4×2.5×2.5,

5×3×2(cm).術前腫瘍の圧排による何かしらの

神経脱落症状を1例に，腫瘤による把持機能障害

を2例に認めた．

【結果】全例腫瘍辺縁切除し病理診断は良性脂肪

腫であった症例3に術後尺骨神経深枝領域の脱

落症状が生じた．

【考察】脂肪腫の診断は比較的容易に可能である

が，良性腫瘍であるが故その手術適応や手術時

期に関しては個々の症例で異なる．症例lは巨大

な腫瘍であったが皮下から屈筋腱直上かけての

浅層に局在し，比較的容易にかつ脱落症状なく

治療しえた．しかし症例3や他の屈筋腱以下深

部の骨間筋周囲に渡る腫瘍は摘出に難渋し，一

部術後脱落症状を認めていた．よって骨間筋周

囲に広がる腫瘍は大きさに関わらず，例え良性

であっても比較的早期の摘出を考慮されても良

いと思われた
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1-7-EP9

手指に発生したPacinianneuromaの3例
ThreecasesofPacmianneuromamthehand

'熊本大学大学院医学薬学研究部運動骨格病態学

分野，2かとう整形外科光の森3国立病院機構熊
本再春荘病院臨床研究部

○入江弘基'，加藤悌二2，菊川憲志'，
米村憲輔3，水田博志！

【はじめに】手指に発生する有痛性疾患としてグ

ロームス腫瘍はよく知られているが，そのほか

にも神経腫や血管腫などで強い瘻痛をきたす場

合がある．局所に瘻痛，圧痛を持続的に認め，

術後の病理組織学的検査にてPacinianneuroma

と診断された3例を経験したので，若干の文献的

考察を加えて報告する．

【対象と方法】症例は，2004年から2008年に経験

した3例である．性別は，全例男性で，年齢は24

から64歳(平均40歳）であった．

【症例1】24歳男性．特に誘因なく左母指基部に

瘤痛出現したが，レントゲンおよびMmでは異

常所見を認めなかった母指基部に圧迫で激痛

が生じることより，神経腫瘍を疑った．診断確

定および治療目的で，患者の同意を得て，手術

を行った．神経剥離を行い，白色の腫瘤を認め

摘出した

【症例2】31歳男性．特に誘因なく左環指・小指

のしびれを認め，手掌MP関節部の圧痛を認め

た．3ヶ月経過観察するも症状改善せず，症例1

と同様に神経剥離術を行い，圧痛部において指

神経より白色腫瘤を摘出した．

【症例3】64歳男性．特に誘因なく左母指基部に

瘤痛および圧痛を認め，手術を行った．指神経

より白色腫瘤を摘出した．

【結果】病理組織の結果,Pacnanneuromaと診

断された．いずれの症例も術後症状は消失した．

【考察】手指の領域に持続する強い瘻痛・圧痛を

認めた場合，グロームス腫瘍などの有痛性疾患

が疑われ検査を進められることが多い．しかし，

腫瘍の大きさによっては確定診断に至らない場

合がある．鑑別疾患として神経鞘腫海綿状血

管腫，腱鞘発生のガングリオンなどがあげられ

るが，今回の症例のように，径が1,2mm程度の

小さな腫瘍では術前診断は困難であり，鑑別診

断の一つとして念頭において検査，手術を行う

必要がある．

l-7-EP10

TriggerWristを呈した腱鞘巨細胞腫の2例

TwoCasesofTriggerWristCausedbyGiantCen
TumorofTもndonSheath

'青森市民病院整形外科，2函館亀田病院整形外科

○上里涼子1，坪健司'，三浦一志2

【はじめに】Triggerwristは手関節や手指の運

動により手関節部で弾発現象を生じる比較的ま

れな疾患である．我々は，手指屈筋腱腱鞘巨細

胞腫により弾発を生じたtriggerwristの2例を経

験したので報告する．

【症例】症例1：47歳女性4ケ月前より右中指，

環指の自動運動に伴う弾発現象を自覚し前医を

受診し，症状不変のため当科を受診した.Mm

にて手根管遠位部に腫瘍を認めた．手根管を開

放し，環指の浅指屈筋腱から発生した腫瘍を摘

出した術後1年6ヶ月の時点で再発は認めてい

ない．症例2：28歳女性．1年8ケ月前より左手指

屈曲時の弾発現象を自覚．初診時には弾発現象

は消失し，中指，環指，小指が屈曲困難となっ

ていたMmにて手根管遠位部に腫瘍を認めた．

手根管を開放し，環指の深指屈筋腱に付着した

腫瘍を摘出した術直後より手指の屈曲が可能

となり,術後7ヶ月の時点で再発は認めていない．

病理検査ではいずれも多核巨細胞を伴う線維芽

細胞様細胞が密集した像であり，腱鞘巨細胞腫

と診断された．

【考察】手関節部で弾発現象や礫音を生じる病態

は比較的まれで,triggerwrist,またはsnapping

wristと呼ばれている．腫瘍，腫瘤による

TriggerwristはSuematsuらの分類ではType

Aに分類されるが，内訳では，繊維腫，リウマ

チ結節滑膜炎がほとんどであり，腱鞘巨細胞腫

が原因のTriggerwristは渉猟しえた範囲で4例

確認されたのみである．今回我々が経験した2例

では,MRIにて手根管遠位部に屈筋腱に接した，

T2強調像にて内部不均一な結節状の腫瘤を認め，

診断に有用であった．腫瘍は移動する腫瘤とし

て触診可能であり，手指運動に伴う弾発現象を

多数指に認める際には，比較的まれな本病態も

疑い注意深く検査をすすめる必要がある．
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1-7-EPll

上肢の悪性軟部腫瘍症例の検討

AnalysisofSoftPartSarcomaoftheUpper

Extrenty

鹿児島大学大学院運動機能修復学講座整形外科

○有島善也，横内雅博，永野聡，

上薗直弘，小宮節郎

【目的】上肢の悪性軟部腫瘍の発生頻度は体幹や

下肢に比較して少ないが，上肢の治療において

は整容的な問題や手の機能的な問題をはらんだ

特殊性を有する．今回当科で加療した症例につ

いて検討した．

【対象と方法】2001年から2007年までの7年間に

当科で加療した31例（男性20例，女性11例)，年

齢は19～87歳（平均59歳）を対象とした．これ

らの症例に対して発生部位，病理診断，治療法，

予後について検討した．

【結果】発生部位；上腕18例，肘周辺2例，前腕9

例，手2例であった病理診断;MFH15例，悪

性リンパ腫4例，脂肪肉腫3例，滑膜肉腫3例，平

滑筋肉腫3例，悪性筋上皮腫1例,MPNSTl例，

AML1例であった．治療法：非円形細胞肉腫症

例に対しては原則として術前補助化学療法を行

い，最近の症例では放射線療法，温熱療法も併

用した．手術法は広範切除21例，辺縁切除3例で

あり，2例は切断を要した．5例は生検のみを行っ

た切除後再建は8例（広背筋皮弁6例，前腕皮

弁2例）に行った．生命予後:CDF16例,NED

4例,DOD11例であった．

【結語】軟部腫瘍の頻度については,MFHが多

くを占めていた（48.4％)．広範切除後は一期的

縫縮や遊離植皮で対応可能なものが多く，切除

症例24例中8例（33％）に筋皮弁を併用した．初

回手術で切断を行ったのは，基節骨軟骨肉腫例

と母指球滑膜肉腫例の2例であった当科では

患肢温存と予後改善を期待して，術前補助化学

療法（または温熱放射化学療法）を積極的に導

入しているが，動注化学療法はカテーテル合併

症の問題から下肢に比べて適応しにくいことが

問題であり今後の検討課題である．手術を行っ

た26例中2例（8％）が切断となった．上肢の機

能的重要性を考えると可能な限り患肢温存が望

ましいが，確実な切除範囲を得るためには切断

も許容されると考える．

1-7-EP12

上肢静脈奇形に対する,PDEを用いた無
被曝可視化硬化療法の可能性について

Radiationlesssclerotherapyforthevenous

malfbrmationofupperlimbs

東京大学医学部形成外科・美容外科

○成島三長，光嶋勲，山本裕介，

土 居健太郎寶田深峰

【目的】静脈奇形など血管奇形は自然に治癒する

ことはなく，良性の腫瘍だが，中途半端に切除

をおこなうと増大増悪する場合がある．そこで，

切除手術が難しい時には，血管奇形の中に注射

で薬液を直接注入することによって治す硬化療

法という治療を行なっている．しかし治療時の

確認において，エコーでは全体像を掴みづらく，

また血管造影では煩雑さや放射線被曝などが問

題である．最近我々は，インドシアニングリーン

蛍光造影カメラ(PDE)を用いて，リンパ浮腫

患者の皮下のリンパ管評価をおこなっている．こ

の方法を応用して，血管奇形内にICGを注入し，

皮膚表面から赤外線カメラにて病変を描出する

ことにより，血管奇形の術中評価をおこなった

【方法】上肢静脈奇形症例に対して，硬化療法施

行時にPDEを併用して，血管奇形の性状・流出

路などの描出について検討をおこなった．

【結果】手背・手関節など皮下組織の薄い部分

ではPDEは造影検査とほぼ同じか高感度で血

管奇形の形態と流出路を描出することが可能で

あった．

【考察】血管奇形に対する硬化療法は，手術に比

べて低侵襲であるが，一度の治療で完治するこ

とは難しく，何度も治療を繰り返す必要がある．

しかしエコーでは血管奇形の全体像を掴めず，全

体像を掴む為には血管造影法しかない．そのた

めに患者は入院の上何度も血管造影法という放

射線被曝を繰り返さざるをえない．今回PDEを

用いることにより，深い層の静脈奇形では描出

できないものがあったが，高感度に血管奇形を

描出することが可能であった.PDEによる造影

法は，血管造影法と異なり放射線被曝がなく，

エコーと違って接触による血管奇形の圧迫変形

などがなくまた全体像を把握しながら硬化療法

が可能になるという低侵襲で安全性と確実性を

兼ね備えた新しい治療法になると考える．
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1-7-EP13

手に発生した静脈奇形に対する硬化療法

SclerotherapyfOrVenousMalfbrmationsinthe
HandandForearm

'神戸大学大学院医学研究科形成外科学，2国立病

院機構姫路医療センター形成外科

○永田育子'，江尻浩隆'，野村正2，

橋川和信1,田原真也』

【目的】手の静脈奇形は，神経，血管，筋，腱組

織などの機能上重要な器官と隣接していること

が多く，障害を残さずに外科的切除をすること

が困難な場合が多い．我々は近年，手の静脈奇

形に関しても硬化療法を導入し，比較的良好な

結果を得ている．手部および前腕部の静脈奇形

に対する硬化療法について，自験例の検討結果

を報告する．

【方法】2006-2008年に当科で硬化療法を施行し

た手の静脈奇形9症例を対象とした．発生部位は

手指3例，手4例，前腕2例であった．瘻痛，倦怠

感および腫脹に伴う変形が大きい症例を治療の

対象とした硬化剤は5％モノエタノールアミン

(オルダミン）または1%ポリドカノール（エト

キシスクレロール）を用いた．有効性と合併症

についてretrospectiveに調査した．

【結果】9症例に対して，計20回の硬化療法を施

行し，術前に瘻痛を認めていた5例は症状の改善

がみられた9例中8例で治療は有効であると評

価したが,1例は9回の治療を施行しものの著明

な縮小効果は得られなかった．術後の一時的な

血色素尿は2例6回に出現したl例に一時的な手

指の知覚障害を認めた可動域制限局所壊死，

腎不全，血管塞栓症，永続的な神経障害は全例

において認めなかった

【考察】今回の検討では，手の静脈奇形に硬化療

法を施行することで，可動域制限や永続的な神

経障害などの合併症を回避しながら一定の治療

効果を得られることが示された．外科的切除に

関する諸家の報告との比較では，硬化療法を施

行した自験例の方が知覚障害や可動域制限など

の術後合併症の割合が少なかった．しかし，硬

化療法単独では治療に難渋する症例の存在も明

らかとなったため，症例を重ねて引き続き検討

を加えていく必要がある．

l-7-EP14

僥骨を除く手関節以遠に発生した骨巨細

胞腫の治療成績

GiantCellTumorofBoneLocatedDistaltothe

WristExcludmgtheRadius

'札幌医大医学部整形外科，2札幌医大保健医療学

部

○和田卓郎1,射場浩介1,小笹泰宏1,

青木光広2，金谷耕平】

【目的】骨巨細胞腫は良性ではあるが,骨破壊性，

局所再発性の高い骨腫瘍である．僥骨遠位は好

発部位であり，血管柄付き腓骨移植などの治療

法が確立されている．しかし，尺骨遠位端や手

指骨発生例のまとまった報告は極めて少なく，

治療法に一定の見解がない．今回我々は，榛骨

を除く手関節以遠に発生した骨巨細胞腫5例の治

療成績を報告する．

【方法】僥骨を除く手関節以遠に発生した骨巨

細胞腫5例（男2例，女3例）を対象とした．平

均年齢は27歳（15-45歳）であった発生部位は

尺骨遠位端3例，小指中手骨1例中指基節骨l

例であった基節骨発生例ではMP関節を含め

enbloc切除後に足趾関節移植で再建した.2例で

は腫瘍掻杷後にハイドロキシアパタイト(HA)

を，2例では腫瘍掻爬後にPMMA骨セメントを

充填した検討方法：腫瘍再発の有無を評価し

た．手術後の患肢機能をEme伽gの機能評価法

を用いて評価した初回手術後の観察期間は平

均51ケ月（18-90ケ月）であった．

【結果】局所再発は尺骨遠位端発生の2例に認め

られたともにHA充填例であった.1例は術後

2年以降定期受診せず，術後6年で受診した際に

再発が確認された骨破壊が強く，尺骨遠位端

切除を行った．もうl例は術後1年で再発し，腫

瘍の再掻爬後に骨セメントを充填した．その後

3年6ヶ月間，再発は認められない．他の3例で

は局所再発はみられていていない．Ennekingの

患肢機能評価は平均95％（80～100%)と良好

であった

【考察とポイント】尺骨遠位端，手指骨発生の骨

巨細胞腫では，尺骨遠位端切除や指列切断術が

行われることが多い．本研究より，早期発見例

では腫瘍掻爬を行えば温存手術が可能であるこ

とが示唆された掻爬後の充填物は,HAより

骨セメントのほうが再発予防，再発の早期発見

に有利と考えられた．
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l-7-EP15

PIP関節掌側板付着部裂離骨折の自然経過

ThenaturalhistoIyofvolarplateavulsionfractures

oftheprox伽almterphalangealjom

'千葉市立青葉病院整形外科，2佐倉整形外科，

3千葉大学附属病院整形外科，4長生病院整形外科

○山田俊之1，六角智之'，高橋勇次2，

柿崎潤3，松戸隆司4

【目的】PIP関節掌側板付着部裂離骨折は球技な

どで過伸展損傷により生じやすい中節骨基部掌

側の骨折である．骨片が小さく，背側脱臼傾向

がないものは通常外固定により治療される．経

過中骨片が吸収される症例や，回転が戻り，骨

癒合する症例を経験するが，骨片の自然経過に

ついて詳細に記載している報告はない．今回わ

れわれは背側脱臼傾向のないPIP関節掌側板付

着部裂離骨折例を対象に，その自然経過につい

て調査したので，報告する．

【方法】対象は22例（男性11例，女性11例),平

均年齢24歳(11～53歳),罹患指は示指4例，中

指1例，環指4例，小指13例，受傷機転は球技に

よる受傷13例，転倒3例，その他6例であった．

治療は局所の安静目的に軽度屈曲位のシーネ固

定を行い，その後buddytapingで可動域訓練を

開始した痛みが軽い症例では外固定は行わな

かった．平均外固定期間は10日(0～21日),経

過観察期間は平均7.7週(2～16週）であったレ

ントゲン側面像にて骨片の回転角度と面積を計

測した．

【成績】骨片の回転角度は初診時平均48.,最終

診察時50.,10例で骨癒合が得られ，10例は骨癒

合せず，骨片の吸収がみられた．残りの2例は経

過観察期間が短く判別できなかった．吸収され

た骨片の面積は初診時3.4平方ミリメートル，最

終診察時2.7平方ミリメートル，吸収率は21%で

あった．最終診察時の可動域は伸展7｡,屈曲92.,

完全屈曲時に痛みのある症例は14例，なし8例で

あった．

【結論】受傷時回転角度の大きい症例は骨癒合せ

ず，吸収される傾向にあったが，骨癒合の有無

で最終成績に差は無かった．約8週の経過観察期

間において，可動域制限は少ないが，完全屈曲

時の痛みが残存する傾向にあった

l-7-EP16

指関節内骨折に対する最小侵襲手術の試

み

ClmicalStudyofMm皿umlnvasiveOsteosynthesis

fbrlntraarticularFracmresoftheDigits

麻生整形外科クリニック

○麻生邦一

【目的】指関節内骨折で側方や回転転位があれば，

手術適応となるが，これまでは観血的治療が多

く行われて来た侵襲をできるだけ小さくした

手術を行うことで，早期に良好な成績が得られ

ると考え，これまでほとんど報告のない新しい

経皮的手術を試みたので報告する．手術法の確

立した骨性槌指に対する石黒法は除いた

【対象】症例の内訳は,PIP関節掌側板性裂離骨折：

8例（平均16歳)，側副靭帯性裂離骨折:6例，（平

均15歳,MP関節5例,DIP関節1例),指節骨頚

部騎乗型骨折:2例（中節骨，13歳;基節骨，9歳）

である．

【方法】一般的な方法として,X線TV下に，経

皮的に21G注射針2～3本を用いて，転位した骨

片を整復し,0.7mmのK-wireを2～3本挿入し，

固定した．またPIP関節掌側板性裂離骨折の2例

には，石黒法に準じてブロックピンを掌側にお

いて骨片を固定し，一時的に関節固定を行った

指節骨頚部騎乗型骨折に対しては,intrafocal

pinning法を行った

【結果】PIP関節掌側板性裂離骨折では,6例に

成功し，骨片が小さかったl例と，骨片が2分

していた1例に失敗した．側副靭帯性裂離骨折

では，粉砕骨片であったl例が失敗し，1例は

術後感染を起こした．手術に成功した症例は，

術後早期に運動が開始され，骨癒合も良好で，

関節拘縮を起こさなかった．

【考察と結論】関節への侵襲が少なくて，骨片が

整復・固定されば，当然成績は良いものである．

最小侵襲手術は，これまでの観血的治療と比べ，

成功すれば，はるかに優れた成績が得られる．

本法の適応は，骨片が比較的大きく粉砕されて

いないことである．指関節内骨折に対しては，

最小侵襲手術を追求するべきである．
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l-7-EP17

指骨骨折に対するロッキングプレートの

問題点および対策

ProblemsandMeasuresofLockingPlateSystem

fbrtheDigitalFracmre

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，神田俊浩，向田雅司，

阿久津祐子，山下優嗣

【目的】指骨骨折に対して2006年から内固定が必

要な骨折に対してロッキングプレートを使用し

て治療をしてきた演者はロッキングプレート

の有用性について日手会などで報告してきた．

多少適応が過ぎる部分もあると考えられるので

その問題点や対策可能な点について報告する．

【方法・対象】ロッキングプレートはSynthes社

製CompactLock2.0かCompactLockMandible

2､0でスクリューはCompactLockMandible2.0

に付属するものを用いた．骨折は中手骨･基節骨・

中節骨である．骨幹部だけではなく底部や頚部・

頭部の骨折にも用いた．2008年5月までの61例の

検討を行った．

【問題点および対策】骨癒合は全例得られた．骨

幹部は可動域等で問題はなかった問題例につ

いて検討した．1．プレート強度の問題：母指

中手骨底部の2例で術後にプレートの脅曲を生じ

た．その内1例はアルコール依存症の患者で術

後外固定を追加したにも関わらず生じた．2．

可動域制限の問題：中手骨頚部骨折ではMP伸

展拘縮を残し，7例中4例で抜釘時に腱剥離・背

側関節包切開等を要した．基節骨頚部骨折でも

PIP関節の伸展拘縮を残し，抜釘時に関節の処

置を4例中2例に要した頚部や骨頭骨折での関

節拘縮については抜釘時に伸筋腱や関節包等の

処置をすることにより対応可能である．3．関

節内骨折後の変形と中節骨底部関節内骨折の1

例では術後再転位を生じた関節内骨折では関

節内の正確な整復上での内固定，もしくは牽引

等による治療の追加が必要なのかと考えている．

4．プレートが骨に密着しない点での問題：基

節骨骨折では側面にプレートを置くため接地面

での浮き上がりは伸筋腱側索の滑走傷害を生じ

る．設置後側索の滑走傷害があれば側索の切離

や切除等の対応が必要である．

1-7-EP18

小児における指節骨頚部回旋転位骨折の

治療経験

Treatmentofthephalangealneckfracturein
children

'諏訪中央病院整形外科，2済生会川口総合病院整

形外科，3東京医科歯科大学整形外科

○志村治彦1，太田剛2，若林良明3，

松山嘉彦2，四宮謙一3

【はじめに】1972年にDixonは小児に見られる

稀な指節骨頚部骨折をRotationalsupracondylar

fractureとして報告した一般的に観血的治療

が行われることが多いと報告され，可動域制限

を残すことも少なくない．本邦の報告では回旋

転位だけでなく背側に転位した骨折型も含めて

報告されていることが多く，我々の経験した症

例では掌側に転位している骨折型も見られた．

【対象】過去9年に治療を行なった3～15歳（平

均9.8歳）の9例10骨折で男児6例，女児3例罹患

指は環指4例示指1例，中指3例，小指1例（示

指のl例は中節骨と基節骨の同時骨折)．受傷機

転は転倒2例，突き指4例，打撲3例．骨折型は背

側転位型3例，背屈回旋型3例，掌側転位型4例．

手術までの期間は0～5日（平均2.0日)．

【結果】10骨折とも徒手整復が可能で経皮的鋼線

刺入を行った術後4～5週で鋼線を抜去して可

動域訓練を開始した．最終経過観察時に骨頭変

形，骨幹部の横径減少，榛尺屈変形は認めなかっ

た.1例に鋼線刺入部の表在性感染を認めたが，

鋼線抜去後に速やかに軽快した．山根らの評価

ではFxcellent8例Good2例であった．

【考察】比較的稀な指節骨頚部骨折の9例10骨折

の治療について検討して報告した．我々の症例

では手術までの期間が短かったこともあり観血

的整復を行った症例はなく，著明な可動域制限

も認めず良好な結果を得た受傷後早期に整復

固定することが重要と推察された．本骨折は外

見上の変形が少なく打撲として放置されること

もあるため，正確なX線側面像による診断が重

要である．
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l-7-EP19

PIP関節脱臼骨折におけるCTの有用性
CTevaluationofPIPintra-articularfracture-

dislocation

'関西労災病院整形外科，2よしだ整形外科

○中川玲子'，田野確郎1，堀木充'，

吉田竹志2

【目的】PIP関節脱臼骨折は,X線上，骨折型の

把握が困難であることが多い．今回我々は術前

のCTの有用性について検討した

【対象と方法】術前にCT撮影したPIP関節脱

臼骨折21例22指（男性14人，女性7人，平均年齢

44.3歳）を対象とした.CT矢状断で脱臼の方向

を，水平断では掌側・背側・僥側・尺側・中央

にわけ，骨片の位置を分類した．また,X線で

骨片の存在や方向・大きさが確認できるか，さ

らにそれぞれの骨折型に対して選択した術式を

比較検討した．

【結果】CT矢状断で，背側脱臼15例，掌側脱臼

は7例であった水平断で，背側脱臼15例中，掌

側のみの骨片を有すものが1例，掌側から僥側に

かけての単骨片l例，掌側の骨片に加え中央部関

節面の陥没を有すもの4例，掌側と榛尺側に複数

の骨片を有すものが9例であった.掌側脱臼7例中，

背側のみの骨片を有すものl例背側の骨片に加

え中央部関節面の陥没を有すものl例，背側と僥

尺側に複数の骨片を有すものが5例であった.X

線側面像で，脱臼の方向掌側・背側の骨片の位

置,大きさは全例で確認できたが,正面像で掌側・

背側の骨片の位置，大きさの正確な評価はできな

かったまた僥尺側の骨片の存在や方向・大きさ

の正確な把握も困難であった．術式は，掌側また

は背側のみの骨片8例（内，単骨片6例）は全例経

皮ピンニングを選択したのに対し，僥尺側に骨片

を有す14例のうち,ORIFにて僥尺側の骨片の整

復を行った例が9例，そのうち更に創外固定を加

えた例が2例で，経皮ピンニングのみでの整復で

きた症例は5例にとどまった．

【考察】PIP関節脱臼骨折は僥側や尺側にも骨片

を有することが多く,X線でわかりにくい骨片

の位置や方向・大きさをCTで把握することが

可能であった.CTを用いて骨折型の評価を行

うことは，術式を選択する際に有用であると考

えられた

1-7-EP20

舟状骨偽関節に対する低出力超音波

(LIPUS)治療の経験

Low-IntensiWPulsedUltrasoundfOrnonunionof

theScaphoid

ごとう整形外科クリニック

○佐藤明弘，後藤均

【はじめに】受傷後数ヶ月を経過しても骨癒合が

得られない舟状骨骨折は，手術治療が検討され

ることが多い．そのような遷延治癒，偽関節例

に低出力超音波(LIPUS)治療を行ったので報

告する．

【対象と方法】2002年から2008年までに当院で

治療した舟状骨骨折のうち，保存治療（もしく

は未治療）後に受傷後8週以上を経過しても単

純X線写真で骨癒合が認められなかった20例に

LIPUS治療を行った男性15例，女性5例年齢

は平均23歳（14歳から59歳)．使用した器械は米

国Exogen社製SAFHSであり，スナフポック

スにプローベをあて1日1回20分治療した．外固

定は簡易サポータ(thumbfree)のみとし,1kg

までの負荷は許可した骨折型をFilan-Herbert
分類で評価すると,Dl:13例,D2:6例,D3:1

例であった．骨癒合の判定は単純X線写真また

はCTで評価した．

【結果】全20例中,16例(80%)に骨癒合が得ら

れた癒合例における受傷からLIPUS治療開始

までの平均期間は101日（56日から186日).F-H

分類D1の13例のうち骨癒合したのは12例(92%)

であり,D2では6例中4例(67%)であったD3

のl例は骨癒合しなかった受傷からLIPUS治

療開始までの期間が6ヶ月以下の症例に限ると，

17例のうち16例（94％）に骨癒合が得られた．

LIPUS治療期間すなわち癒合例で骨癒合までに

要した期間は平均148日(57日から269日）だった．

骨折部位別には，遠位1/3が平均120日，中央1/3

が平均158日，近位1/3が平均161日であった．

【考察】受傷後数ヶ月時の単純x線像で骨癒合

がなく，むしろ骨硬化や骨吸収を呈していても，

LIPUS開始後に数ヶ月で骨新生が得られており，

この時期のX線所見が骨折の治癒過程を十分に

反映しているとは限らず，保存治療で骨癒合する

可能性を否定する根拠にはならないと思われた．
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1-7-EP21

学術研究プロジェクト：｢観血的手術を行っ
た舟状骨偽関節・遷延癒合に対する低出力

超音波パルスの治療効果に関する研究」

ProspectiveRandamaizedControlStudy:The

ClinicalEffectoftheLow-intensityPulsed

UltrasoundagainstthePost-operativeScaphoid
nonunitedFractures

'九州大学大学院医学系研究院整形外科，2聖マリ

アンナ医科大学整形外科，3金城大学

○光安廣倫1，松下和彦2，今枝敏彦3

昨今のエビデンス重視の風潮のため，医師の臨

床研究の質が問われるようになり，平成20年度

より日本手の外科学会学術プロジェクト委員会

が認定する医師主導型臨床研究が行われるよう

になった．学会主導ともいえる学術プロジェク

トを進めることで画期的な施設横断的な研究が

可能となると考えている．臨床においての経験

上発生する疑問を解決するといういわゆる医師

主導型臨床研究が施設横断的な研究を行うこと

によって，個々の問題解決から総論的な問題解

決につながるとも考えられる．学術プロジェク

ト委員会に研究計画を提出し認定され，平成21

年4月よりの開始を予定している．研究概要）舟

状骨偽関節・遷延癒合に対して観血的手術が施

行された患者を対象として，低出力超音波パル

ス（以下LIPUS)治療を手術後早期より開始し

た場合の有効性，安全性について比較検討する

ことを目的とする．有効性の評価として，骨癒

合までの期間を評価するために，骨癒合判定方

法として圧痛の有無X線による評価に加えて

CTの経時的な撮像による評価を，機能評価とし

て日手会版DASHを用いることを予定している．

対象症例数は100例(LIPUS治療群50例，非治療

群50例）とし，偽関節手術後に割り付けを行う

こととしている．考察）学術プロジェクト委員

会ができ日本手の外科学会から発信される臨床

研究が素晴らしいものになることが期待できる．

多施設前向き研究，ランダム化比較試験は臨床

研究者の疑問が解決できる極めて重要な手法で

あるとされる．しかし，その研究を具体化する

ためには問題が多いのも事実である．問題とし

てあげられることとして，適正なアウトカムの

設定，対象症例数の設定，バイアスを減らすた

めの方策，研究資金の獲得等がある．これらの

問題点に対する我々の対策を述べ，新たな研究

の助けになればと考えている．

l-7-EP22

大相撲力士の手舟状骨骨折の治療経験

ClinicalresultsofScaphoidfracturefOrSumo
wresUer

'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'’二村昭元'，

若林良明2，四宮謙一2

【目的】大相撲は，突っ張りなどで手関節に外力

が加わるため舟状骨骨折を起こしやすいと思わ

れる．今回，当院で加療した大相撲力士の手舟

状骨骨折について検討したので報告する．

【方法】2008年4月までに舟状骨骨折と診断した

10例l1手で，年齢は16～27歳（平均19.8歳),受

傷側は右4例，左5例，両側1例であった．新鮮例

は6手，陳旧例は5手であり，骨折型はB2が2手，

B3が3手,B4が1手,Dlが2手,D2が3手であっ

た新鮮例6手中5手に内固定術を行い,1手は保

存的に加療した陳旧例5手中4手に骨移植と内

固定術を施行し,1例は経過観察とした．術後，

新鮮例ではl～8週間，陳旧例では4～10週間の

外固定を行った.検討項目は受傷機転,臨床成績，

復帰までの期間についてである．

【結果】外傷歴があったのは8手であり，そのう

ち6手が突っ張りで，2手が転倒した際に受傷し

た外傷歴がなかった3手は全例陳旧例であった．

骨癒合は陳旧例5手中2手で得られ，新鮮例6手は

全例偽関節となった復帰までの期間は,1ヶ月

が2手，2ヶ月が3手，3ヶ月が1手，4ケ月が3手

であり，2手は稽古を休まなかった．骨癒合が得

られなかった9手中8手は痛みが残存しているが，

相撲は継続している．1手は痛みが悪化したため

術後約9ヶ月で再手術を施行した．

【考察】受傷機転は突っ張りが多かった．また，

明らかな外傷歴がない症例は，疲労骨折と考え

ている．全例相撲に復帰したが，新鮮例は全例

偽関節となった．新鮮例の治療法の問題点の一

つとして，復帰までの期間が短いことが挙げら

れる．復帰時期の検討や外固定期間の延長，早

期に低出力超音波パルス療法を行うことも考慮

すべきと考える．偽関節例の手術法として骨移

植十スクリュー固定を選択しているが，手術例4

例中骨癒合が得られたのは2例であり，術式や内

固定材料の工夫が必要と思われた．
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手舟状骨中枢型偽関節の治療経験

TreatmentfOrproximalthirdnonunionofthe

scaphoid

兵庫医科大学整形外科

○江川博昭'，田中寿－1，大迎知宏l,

奥野宏昭1，吉矢晋一’

【目的】当科で手術加療を行った手舟状骨中枢型

偽関節について，考察を加え報告する．

【対象・方法】症例は手舟状骨中枢型偽関節18

例（男17,女1)，年齢は13～32歳（平均21

歳)．手術は背側進入から偽関節部を展開・掻爬

し，自家骨移植の後doublethreadscrew(以

下DTS)で固定した使用した固定材料はmini

Herbertscrew8例,DTJscrew7例,HBS1例，

Herbertscrewl例miniFIRSl例であった．移

植骨には腸骨より採取した皮質海綿骨を用いた

が，再手術1例と，近位骨片の条件が不良であっ

た2例には血管柄付き骨移植も行った．また，

再手術l例を含め,miniHerbertscrewを用いた

8例には皮質骨釘移植を行った．

【結果】再手術l例を含め，全例で骨癒合を得た．

重篤な合併症は認めなかった

【考察】手舟状骨偽関節の治療成績はHerbert

screwを代表とするDTSの出現による固定性の

進歩により著しく改善されている．しかし，中

枢型骨折，特にその偽関節症例は，解剖学的な

血流の乏しさ，骨片の小ささ，骨質の不良等の

理由から固定には工夫を要する．演者らは，固

定材料として，骨片が大きく固定性が良いもの

に関してはDTSを用いているが，骨片が小さい

ものやサルベージ症例で十分な骨量が得られな

い症例に対し，以前は、皿サイズのDTSに皮

質海綿骨移植と骨釘移植を併用して良好な成績

を得ていた．最近では、皿サイズのDTJscrew

の開発により，骨釘移植を行わなくとも，皮質

海綿骨のみの併用でも良好な成績を得ている．

さらに，手術所見で骨質の極めて不良なものに

は血管柄付き骨移植や皮質骨釘移植を併用し，

いずれも良好な成績を得ている．

1-7-EP24

舟状骨偽関節によるDISI変形の矯正と臨床

成績は舟状骨への移植骨の大きさで決まる
DISIcorrectionandclinicalresulthasaclose

relationtosizeofthebonegraftfbrthetreatment

ofscaphoidnonunion

'奈良県立医科大学高度救命救急センター，2国保

中央病院整形外科，3医真会八尾総合病院整形外

科，4奈良県立医科大学整形外科

○片山健l，小野浩史2，古田和彦2，

面川庄平3，矢島弘嗣4

【目的】舟状骨偽関節では舟状骨のhumpback変

形から手根骨のDISI変形を生じ，治療に際し

DISI変形の矯正も必要となる．舟状骨への骨移

植術がDISI変形の矯正と臨床成績の改善に如何

に関連するかを検討した

【対象と方法】舟状骨偽関節に対して掌側

模状骨移植と螺子内固定を行った24例を調

査した．術前後の単純X線で，側面像の

RLA(radiolunateangle),SLA(scapholunate

angle),ISA(interscaphoidangle)と，正面像の

舟状骨長,CHR(carpalheightratio)を計測し，

術前後の変化量(前後差）を算出した．各項目の

術前後値をt検定し,さらに舟状骨変形指標(ISA･

舟状骨長）と手根骨配列指標(RLA･SLA・CHR)

の相関を検討した．臨床成績は14例で術前後の

掌背屈可動域と握力の対健側比をt検定し，各

X線指標との相関を検討した．

【結果】術前／後でRLA(平均-9.3｡/7.3｡),

SLA(49.7｡/43.0｡),ISA(30.5｡/21.6｡),舟状骨長

(21.lmm/22.0mm)に有意差を認めた．また，対

健側比背屈(67.6％/89.8％),掌屈(724％/872％)，

握力(76.9％/90.9％）は有意に改善した．術前

/後X線では,ISAおよび舟状骨長の両変化量

とRLA変化量に有意な相関を認めた（相関係

数0.646と0.519)．術前／後X線と臨床像間では，

ISAおよび舟状骨長が矯正されるとRLA変化量

と握力，背屈可動域改善（相関係数0.347と0.253）

に相関傾向を認めた．

【考察】骨移植によりISAは減少し舟状骨長は

増加した．この舟状骨変形の改善により術前の

月状骨背屈位(DISI変形）が術後に矯正され掌

屈位となったまた,ISA減少により舟状骨長

が改善すると月状骨背屈位が改善し，握力，背

屈可動域が改善する傾向を示した．したがって，

より大きな移植骨により舟状骨変形を矯正する

と月状骨背屈が矯正され，握力や背屈可動域が

より改善する．
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難治性舟状骨偽関節に対する血管柄付き
骨移植術の治療成績

VascularizedPedicledBoneGraftfOrScaphoid
Nonunion

奈良医大整形外科

○小畠康宣，矢島

土肥義浩，清水

弘嗣，村田景一，

隆昌

【目的】骨片壊死や既往手術等にて骨癒合が得ら

れなかった難治性舟状骨偽関節に対し，僥骨遠

位端からの有茎血管柄付き骨移植を施行したの

で，その成績につき検討し報告する．

【方法】1996年以降当科にて血管柄付き骨移植術

を施行した舟状骨偽関節症例20例(右12例,左8例）

を対象とした．手術時年齢は平均24歳で，5例は

骨接合術失敗例であった13例においてMⅢに

て骨片壊死を認めた．手術はZaidembergの方法

に準じて1-2mtercompartmentalsupraretinacular

arteryを血管茎とする骨移植を施行した.8例は

舟状骨の背側より，12例は掌側より移植した．術

後平均5.5週間のギプス固定を行い，骨癒合の程

度により固定装具を使用した術後経過観察期間

は平均18カ月であった．

【成績】骨癒合は16例において術後平均4カ月に

て得られたスクリュー固定群では平均3.3カ月，

非スクリュー固定群では平均5.5カ月を骨癒合に

要した4例（手術歴あり2例，なし2例）に

骨癒合が得られなかったが，1例においてfbur-

cornerfusionを施行し,2例は再骨移植,1

例は経過観察中である．関節可動域は術前平均

128°から術後平均120°と若干低下したが，握力

は術前健側比71％から術後は83％と改善が見ら

れた

【考察および結論】本法は手技が比較的容易でド

ナー部位に欠落症状を認めない，掌側・背側の

アプローチが可能であるなどの長所を持ってい

る．骨片壊死をきたしている症例には当然なが

ら血管柄付き骨移植は有利と考えられるが，骨

接合術失敗例等の骨欠損の大きな症例では適切

な大きさを持つ移植骨が必要であり，この際に

も本法における血行に富んだ移植骨は非常に有

利である．しかしながらスクリューによる強固

な内固定が行えていない症例では骨癒合に失敗

しており，残存骨片が小さい症例においては注

意を要すると考えられた．

l-7.EP26

Dupuytren拘縮におけるオステオポチン
発現の検討

ExpressionofosteopontininDupuytren!s
contracture

'三重大学大学院運動器外科学，2永井病院整形外

科，3名古屋大学大学院手の外科

○辻井雅也1，飯田竜2，川本雅渉2，

平田仁3，内田淳正】

【目的】Dupuytren拘縮(DC)の病態メカニズム

については現在も不明な点が多い．しかし組織

修復の中心的役割を担うmyofiboblastが病態に

深く関与すると考えられており，このことから

腱膜内での創傷治癒反応の可能性が示されてい

る.Osteopontin(OPN)は細胞増殖,接着,遊走と

いった創傷治癒過程の各段階において発現・機

能することが報告されている．本研究の目的は免

疫組織学的手法を用いてDCにおけるOPN発現

を検討することである．

【方法】対象は2004年以降にDCにて部分腱膜切

除術を施行した15例16手である.平均年齢は67J

歳(58-82),女性3例・男性12例であった．摘出組

織はホルマリン固定後にパラフィン包埋し,連続切

片として組織学的・免疫組織学的に解析し.OPN

以外に発現細胞を検討するためにαSMA,ED-

1,CD68,tryptaseも評価を行った．コントロールとし

て手根管開放術の際に摘出した腱膜5例を用いた．

【結果】HE染色では病期分類のproliferative,in

volutional,residualの各段階が混在していた.免

疫組織学的にはαSMAはnodulesと血管に発

現を認めた.CordにもαSMA発現は認められた

が,血管以外の発現はなかった．同様にOPN発現

もnodulesに認められ,発現部位はαSMAと同じ

であったが,血管での発現はなかった．またコント

ロール群ではOPN発現は認められなかった.ED-

1,CD68,tryptaseの発現はnodules内に散在して

認めたが,OPNの発現部位とは異なっていた．

【考察】本研究においてOPNがDCの腱膜内

に発現することが示された．また単球／マクロ

ファージや肥満細胞でなく,myofibroblastに

OPN発現を認めると考えられた.Myo6broblast

のOPN発現は組織修復の際に嬢痕形成に関与

し，またノックアウトマウスを用いた研究で嬢痕

形成が減弱することも報告されている．今後,in

vitro研究などでOPNの役割についても検討を

重ねていきたいと考える．
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Dupuytren拘縮における新規細胞外基質
タンパク質であるPeriostinの発現

ExpressionanalysisofPeriostininDupuytren
contracture

'佐賀大学医学部整形外科，2佐賀社会保険病院整

形外科

○園畑素樹l,石井英樹2,角田憲治1,

浅見昭彦2

【はじめに】Dupuytren拘縮は，良性の線維増

殖性疾患である．しかし，その病態はいまだ不

明な点が多い.Perios伽は，正常組織での発

現はわずかであるが，骨や歯牙の発生，骨折修

復，創傷治癒，組織の線維化，悪性腫瘍伸展な

どの場面で高発現となることが知られている細

胞外基質タンパク質である.Dupuytren拘縮に

おいても線維化促進因子であると予想されてい

るPerios血のmRNAが発現していることが知

られているが，実際にPeriostinの発現を免疫組

織学的に検討した報告はない．今回以前我々の

グループが作製したウサギポリクローナル抗体

を用いてDupuytren拘縮組織におけるPeriostin

の発現を検討したので報告する．

【対象・方法】外科的治療を行ったDupuytren

拘縮5例を対象とした．平均年齢65歳,全例男性．

術中に切除した拘縮部のcordを標本としてホル

マリン固定した．組織切片は抗Periostin抗体と

コントロール抗体による染色に加え,HE染色，

Masson'sTrichrome染色を行った

【結果】HE染色,Masson'sTrichrome染色に

おいて全例，成熟線維を示唆する膠原線維の規

則的な配向をもった中心部分を取り囲むように

線維芽細胞の核の並びが不規則な未成熟な線維

化組織が多く存在していた．このような未成熟

な線維化領域に一致してPerios伽の強い発現を

認めた．

【考察】細胞外タンパク質であるPeriostinが実

際にDupuytren拘縮のcord組織に発現してい

ることが確認された．何らかの原因により正

常手掌腱膜にPeriostinが過剰発現することが，

Dupuytren拘縮の病因のひとつである可能性が

示唆された．

1-7-EP28

Dupuytren拘縮におけるインスリン受容
体シグナルの関与

InvolvementofmsuhnreceptorsignalmDupuytren
contracmre

'産業医科大学整形外科，2北九州総合病院整形外

科

○目貫邦隆'，酒井昭典1，大茂壽久'，

中村利孝1，戸羽直樹］

【目的】DCの発症・進展機序の解明のため，病

的手掌腱膜と周囲脂肪組織を病理組織学的に比

較検討を行い，また病変局所のインスリン受容

体シグナルの関与を検討した

【対象】DC患者8症例(8検体),対照群として，

手根管症候群患者3症例(6検体)．対照群は1症例

2部位から検体を採取した．

【方法】患者同意下に，手掌腱膜および周囲脂

肪組織を採取．病理組織学的検討および,total

RNAを抽出し,realtimeRT-PCR法を用いて，

mRNA発現の定量的解析を行った．

【結果】HE染色の結果,DCの手掌腱膜では，

膠原線維間に線維芽細胞が結節性に増殖し，一方

対照群ではその細胞成分は乏しく，膠原線維が多

く認められた．またDCの病的手掌腱膜周囲の線

維脂肪組織においても同様に，線維芽細胞が多く

認められた.DCの手掌腱膜は組織収縮をもたら

すα‐平滑筋アクチン(q-SMA)を発現する筋線維

芽細胞の出現を特徴とするが，免疫組織染色の結

果，周囲脂肪組織内の線維芽細胞にもα-SMAの

発現を認めた次に，インスリン受容体に関与する

因子の網羅的解析を行った．病的手掌腱膜では，

インスリン受容体(IR),その下流にあるインスリン

受容体基質1(IRSl),これらのリン酸化を阻害する

チロシン脱リン酸化酵素1B(PTP1B)のmRNA

発現の冗進が認められた．一方，病変周囲脂肪組

織ではIRSlのみ冗進を認めた．さらに免疫組織

染色の結果,DCでは，手掌腱膜および脂肪組織

の両組織の線維芽細胞にIRS1の発現を認めた．

【考察】組織学的検討から,DCの発症・進展は，

周囲脂肪組織との関連が認められた．また，病

変局所のIRS1の異常発現は，インスリン受容体

シグナルの異常を示唆し，糖尿病との関連も考

えられた．

【まとめ】DCの周囲脂肪組織内には,q-SMA

を発現する線維芽細胞を認め，手掌腱膜ととも

にIRS1の発現冗進を認めた
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弾発現象とMP関節屈曲拘縮を呈した

Dupuytren拘縮の5例

SnappingandMPjointHexioncontracturein

DupuytrenIsDisease;reportof5cases

埼玉成恵会病院・埼玉手の外科研究所

○北山晋也，児島忠雄平瀬雄一，

福本恵三，桑原真人

【目的】Dupuytren拘縮は手掌腱膜の線維化に

よりnodule･cordの発生や指の拘縮を起こす疾

患であるが,PAPulley,vertical6bersである

septaofLegue&Juvara(SU)もcord化する

ことはあまり知られていない．当施設ではPA

pulleyやSLJの関与について述べ，それらの

code化により弾発現象とMP関節屈曲拘縮を呈

したDupuytren拘縮が存在することを指摘した．

その後の手術症例を加えた5例について考察を加

えて報告する．

【方法・結果】2002年12月～2008年5月の5年

10ケ月間で，5例6指(全例女性）を経験した罹

患手指は右3手，左2手，中指4指，環指2指，年

齢は56～60歳観察期間は5ヶ月～3年6ヶ月，

全例初期には弾発指の診断で腱鞘内注射を行っ

たが改善不十分あるいは易再発性であった．2例

が他院で，1例が当院で腱鞘切開術を受け，術後

noduleやpitの出現によりDupuytren拘縮と診

断し腱膜切除術を行った発症から手術までの

期間は3ヶ月～2年8ヶ月で，術中所見では手掌

腱膜に加え,AlPulley,PApulley,SLJなどが

code化しており，これらの切除で全例指の完全

伸展が可能となった．病理組織学的にはいずれ

もpalmarnbromatosisであった．

【考察】弾発現象を伴うDupuytren拘縮

はJanischが初めて報告し，以後Parkerや

Burgessらの報告があり，最近本邦で森谷らが2

例を報告したこれらの報告と我々の経験から(1)

中環指に多い(2)弾発はPAPulleyで起こる(3)PA

pulleyやSLJのcode化を認める(4)弾発現象に

対する保存療法が無効あるいは効果不十分であ

る，といった特徴がある．

1-7-EP30

層状構造の生体吸収性高分子

(PLLA)scaffoldによる腱組織再生の試み

TendonregenerationusingdoublelayeredPLLA
scaffbld

神戸大学大学院整形外科

○乾淳幸，国分毅，藤岡宏幸，

名倉一成，黒坂昌弘

【目的】表面と裏面の形状を工夫することにより，

細胞が接着しやすく，かつ，癒着を防止できる

新しい形状を有した生体吸収性高分子scaHbldを

用いて，腱修復材料としての可能性を検討した．

【方法】実験1：ポリ-L-乳酸(PLLA)で，表面

平滑で裏面起毛状の二層構造シートを，家兎の

腰筋筋膜下に埋め込み，術後3週で組織学的評価

を行った実験2：実験lで用いたシートを内側

が起毛状，表面が平滑になるように二重合せと

しscaHbldを作成した家兎の隷下筋腱欠損モ

デルに移植し，腱を修復した．術後2，4，8週で

力学的解析を，術後4，8週で組織学的解析を行っ

た．

【結果】実験1：筋膜下に移植したscafoldの表

面平滑部分には線維性被膜が形成されたが，起

毛側では膠原線維の増生を認めた．実験2：力学

解析では経時的に再生腱の最大破断強度は増加

し，術後8週で正常腱とほぼ同程度に回復した．

scafbldの表面（平滑）では線維性被膜が形成さ

れ，内部（起毛状）には細胞が配列して線維組

織の形成が見られた．しかし，骨の付着部に線

維軟骨を介した再生は認めなかった．

【考察】PLLAシートの表面を平滑，裏面を起毛

状に加工することにより，平滑な表面では癒着

を防止，起毛部分では細胞の接着を促進するこ

とが確認できた．さらに，二重合わせとして作

成したチューブ型sca肋ldを腱欠損に移植した

実験でも，平滑な表面では癒着を防止し，内側

の起毛部分では細胞接着を促進する傾向が見ら

れ，力学的に十分な強度を得られた．腱付着部

は正常なenthesisのように線維軟骨を介した構

造ではなかったが，二重合わせ生体吸収性高分

子scafoldは，有用な腱修復材料になる可能性

があると考えられた
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1-7-EP31

屈筋腱修復に対する多血小板血漿の影響：

器官培養での検討

InVitroSmdyontheEffectofPlateletRichPlasma

toTbndonRepair

山形大学医学部整形外科

○佐藤大祐，高原政利，成田淳，

伊藤和生，荻野利彦

【目的】多血小板血漿(PRP)は,PDGF,TGF,

VEGF,EGF等の成長因子を含んでいる.PRP

は培養腱細胞を増殖させる効果がある.PRPと

ゼラチンハイドロゲルの複合体では成長因子が

徐放され,PRP単独に比べ効果が大きかった．

PDGFとフイブリンの複合体では約10日間にわ

たりPDGFが徐放される．そこで,PRPのフイ

ブリン複合体を用いて成長因子を徐放させ，腱

の修復を促進させることを目的とした．今回は，

腱の器官培養を行い，腱細胞の反応を観察した．

【対象と方法】日本白色家兎から採取した動脈

血10皿を遠心してPRP(血小板濃度：約300x

104/Ul)を精製した．全身麻酔下に兎の第2から

5趾の腓側趾屈筋腱を摘出して，顕微鏡視下に腱

の部分断裂を作製した．断裂部に,PRPとフイ

ブリンの複合体を投与する群(PRPF群),フイ

ブリンのみを投与する群(F群),何も投与しな

い群(N群）の3群に分けた.8-0ナイロン糸で腱

を縫合した後,8mm長に切り出して4,7,10

日間器官培養を行った培養後にパラフィン

切片を作製し,HE染色を行った．腱損傷端の実

質部の細胞数を計測した．

【結果】培養4日目では腱損傷端の実質部の細胞

数はPRPF群で最も多かった培養7日と10日目

では3群に差を認めなかった．

【考察】器官培養にてPRPの腱細胞増殖促進効

果が確かめられた．しかし，培養7日目以降は腱

細胞の増加は認められなかった．PRPをフイブ

リンに混ぜて投与し,PRPの作用を持続的にす

ることを試みたが，その徐放効果は明らかでは

なかった今後，腱上膜の反応と腱修復を評価

する予定である．

l-7-EP32

生体内解離性ポリマーゲルの腱癒着防止効

果に対する組織学的・分子生物学的検討

Histologicalandmolecularbiologicalinvestigation

onanti-adhesiveeffectofthephospholipidpolymer

hydrogel

'東京大学医学部整形外科，2東京大学大学院医学

系研究科関節機能再建学講座3名戸ヶ谷病院整

形外科

○石山典幸'，茂呂徹2，三浦俊樹'，

大江隆史3，川口浩】

【緒言】腱損傷後の癒着形成はADL障害を惹

起する克服すべき課題である．そこで我々は

2-methacryloyloxyethylphosphorylcholme(MPC)

ポリマーを含有する生体適合性リン脂質ポリ

マーゲル(MPCゲル）の腱癒着防止材を研究開発

してきたこのケルは，フェニルボロン酸基とポ

リオール化合物間の可逆的共有結合により自発

的に形成し，ポリマーの分子設計により解離時間

を制御できる．今回はMPCゲルの腱癒着防止効

果を伽v伽の組織学的評価と伽v伽の分子生物

学的評価により検討した

【実験】MPCとn-butylmethacrylate,p-vinyl-

phenylboromcacidからなるポリマー(PMBV)

の5wt%水溶液とポリオールであるpoly(vmyl

alcohol)2.5wt%水溶液を混合するMPCゲルを

使用した肋w"の検討では，ウサギ腱損傷モ

デルにおいてFDL腱切断後に2-strand縫合し

MPCゲルで縫合部を被覆する群をMPC群とし

た．外固定3週後，腱縫合部周辺の組織標本を

作製し，ゲルを用いない対照群と比較した伽

硴加の検討では，2層性細胞培養ディッシュの下

層にMPCゲルを充填し，上層でマウス線維芽細

胞様細胞株を低栄養状態で培養した．培養24時

間後，高栄養状態の下層へ侵入した細胞数およ

び細胞接着分子fibronectm,integrin(q5,"1)

のmRNA発現量を測定し，ゲルを用いない対照

群と比較した．

【結果および考察】両群で有核細胞数や炎症グ

レードの生体反応に有意差はみられなかったが，

MPC群で有意に癒着グレードは低下し，細胞侵

入も抑制され，細胞接着分子の発現量も変動し

た．これらの結果から,MPCゲルは不要な生体

反応を惹起せずに癒着を防止する理想的な癒着

防止材として大いに期待できる．また,MPCゲ

ルはhbronectm-integrin系の細胞接着機構を介

してゲル内への線維芽細胞の侵入を防止し，組

織癒着を抑制するものと推察された
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l-7-EP33

エピテノンとエンドテノンに対するルブ
リシンの効果

TheeffectofLubricinonhumanepitenonsand
endotenons

'東京慈恵会医科大学柏病院形成外科，2東京慈恵

会医科大学形成外科学講座,3Thedepartmentof
PlasticSurgeryUTSouthwesternMedicalcenter

○岸陽子'，内田満2，

スペンサーブラウン3，ロツドローリツク3，
セイントサーミッシェル3

【BackgroundILubricinwasknowntheworks

aspreven廿ngcellattachmenttothearticular

surfaceofjoints,aswellasmaintaining

lubricationinjomtcartilageandsynovialtissues.

Humantendonsareconsistof70%waterand

25.5%coUagen(accountsfOr95%collagenl,5%

collagenlll).Afterinjury,collagenldecreases

thenewproductionhowevercollagenlll

predommatesandlatercollagenlllisreplaced

bycollagenl.Increasedcollagenlllresultsin

thetendonbeinglessresistanttostressand

increasesriskofrupture.

【Hypothesisll)Theeffectoflubricinis

upregulatedinepitenonmorethanendotenon.

2)Lubricinwillupregulatecollagenlsynthesis

moremepitenonthanmendotenon

【Methodsll)Epitenonsandendotenonswere

placedmtoT25flaskscoatingwithlO%FBS

(700ul)for24hoursat37Candnextday

addinglmllO%FBSandmcubateduntil80%

confiuenceinDMEM,10%FBD,and2%penicillm

/streptomycin.2)Culturecellswereexplanted

inlOOX20mmpetridishandmake2mmwide

ofsixcirclewoundineachdish.3)Eachcells

wereadded5ul/mllubricin,5ug/mlTGFb,

andextractedtheproteinfOr3days.ElisafOr

collagenlandlllwasperformed

【Resultsll)Lubricminhibitedthecengrowth
dosedependently.2)Lubricinwaseffective

forcollagenlsynthesismoreinepitenon

thanendotenonSummeryl)Lubricinwas

signiacandyefectiveinpreventofcellgrowth

andcollagenlsynthesis.2)Lubricmprevented

thewoundhealmgofepitenonmoresignificandy
thanendotenon

1-7-EP34

肘関節鏡に必要な僥骨・正中神経の機能
解剖

Anatomyoftheelbowjointwhichcontributesto

avoidnervei可uriesduringarthroscopicsuIgeIies

'札幌医科大学保健医療学部理学療法学科，2札幌

医科大学整形外科，3札幌自衛隊病院整形外科

○青木光広1，射場浩介2，和田卓郎2，

小笹泰宏2，田中祥貴3

【目的】肘関節鏡で回避すべき合併症に神経損傷

がある．本報告の目的は，肩甲帯離断6標本を用

いて上腕部にタニケを装着して肘関節鏡を実施

し，臨床に近い条件で僥骨神経とポータルを通

した鏡との位置関係を調査し神経損傷を回避す

る肢位を明らかにすることである．

【方法】肢位を背臥位と腹臥位，肘関節を30,

60,90度屈曲，回内･回外と変化させ，外側3ポー

タル(Proximal-lateral:PL,Antero-lateral:AL,

Distal-lateral:DL)を用いた関節鏡挿入時の鏡

と僥骨神経との距離を肘関節掌側の皮膚筋膜を

開窓して観察した関節包を透かして関節内の

鏡先端を同定するために先端の照明を最大とし

て，光の中心と神経との距離をノギスで計測し

た．

【結果】PLポータルで鏡は長僥側手根伸筋起始

部を貫通し，腕僥骨筋の外側を通過するため僥

骨神経と接触しなかった．しかし,AL･DLポー

タルでは30度屈曲位で僥骨神経はカニューラに

接触あるいは接近した．肘関節を90度屈曲する

と僥骨神経と共にFrohseアーケードは肘関節

の前方に移動し,AL･DLポータルより離れた．

Frohseアーケードは前腕中間位で榛骨の前面に

存在し，肘関節30度屈曲位では前腕回内位によ

り僥骨神経はMAL・DALポータルより離れ，

回外位ではMAL･DALポータルに接近した．

肘90度屈曲位における背臥位および腹臥位での

神経と鏡の最小距離はPLポータルで平均48mm

と9.5mm,ALで平均4.8mmと10.3mm,DLで

平均3.4mmと9｡3mmであり，腹臥位での距離は

背臥位より有意に大きかった(P<0.05).

【結論】肘関節鏡は腹臥位で行い，肘関節は屈曲

位置を保持し,PL･ALポータルを用いるべき

である．
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1-7-EP35

小児上腕骨遠位骨骨端離解の治療経験

Treatmentoffracture-separationofthedistal

humeralepiphysisincmdren

'聖マリア病院整形外科，2久留米大学医学部整形

外科

○坂井健介'，吉田健治'，中村秀裕'，

川崎優二'，永田見生2

【はじめに】小児上腕骨遠位骨端離開は非常に稀

な疾患であり，正確な診断及び治療がなされな

い場合は重篤な後遺症が危倶される．

【対象】今回，平成10年4月1日から平成20年7月

31日までに当科で治療した上腕骨遠位骨端離開

の症例は全て男児で7例，その平均年齢は2歳

llケ月(5ケ月～7歳2ケ月）であった．術後の平

均経過観察期間は約2年10ヶ月だった．治療法は

5例に関して経皮的鋼線刺入固定が行われ，1例

が観血的に骨接合術を施行され，更に'例が保存

的に加療されていた．

【方法】今回X線学的評価(骨癒合率，内反変

形の有無)，臨床評価，合併症の有無について検

討した．

【結果】骨癒合は全例で得られ，手術群では軽度

伸展制限が残存していた．保存的に加療された

1例は高度な内反変形を併発し，受傷後約5年目

に矯正骨切りが追加されていた感染症等の重

篤な合併症は認められなかった．術後のレント

ゲン上，経皮的鋼線固定群では意外に整復位の

獲得が不十分であった

【考察】小児上腕骨遠位骨端離開はX線上骨端核

出現前の時期に起こる損傷で，肘関節の脱臼や

上腕骨外上穎骨折と誤診されやすく，正確な診

断が難しい．将来の内反変形等も考慮し正確な

解剖学的整復が最も重要である．適切な診断と

共に，その生理的解剖をふまえると，正確な解

剖学的整復位を獲得するためには，観血的に直

視下の整復固定が安全で確実であると思われた．

今後も成長障害や変形有無の確認するため長期

の追試を行う予定である．

l-7-EP36

難治性上腕骨外側上穎炎に対する鏡視下

手術の手術成績

Short-termeffectivenessofArthroscopictreatment

fbrLateralEpicondylitis

'福岡大学医学部整形外科，2福岡リハビリテー

ション病院整形外科

○石河利之'，副島修'，中川広志2，

柳志津'，内藤正俊］

【目的】難治性上腕骨外側上顎炎に対する当科で

の鏡視下手術の短期～中期成績を検討した．（方

法）対象は一年以上の保存加療を受けるも軽快

せず鏡視下手術を施行した10例11肘のうち,6ヶ

月以上経過した8例とした．左3例，右5例で2例

非利き手発症，男性5例，女性3例手術時年齢

は平均49．4歳．術後観察期間は平均13.8ヶ月．

日整会肘機能評価法・上穎炎，および腕僥関節

滑膜ヒダの有無を評価した．

【結果】全例で術後除痛が得られ平均4.3週で元

職への復帰が得られた．術後の合併症は現在の

ところ認めていないが，症状の再発をl例に認め

た.JOAscoreは術前70から術後12.5,術前33.1
点から術後87.7点と良好に改善し，患者は早期の

復帰に非常に満足していた．鏡視所見の検討で

は,ECRB起始部付近の外側関節包の断裂のな

l'､typelが5例,線状断裂を認めるtypellがl例，

完全断裂を来したtypelllが2例だった．滑膜ヒ

ダは鏡視下に全例で確認され，全て輪状靭帯に

連続し外側関節包へと続いていた．

【考察】外側上穎炎に対する鏡視下手術は，手

技に習熟すれば低侵襲であり，従来法に比べ

commonextensororiginの温存も可能で，患者

の早期復帰につながると考えられる．さらに関

節内病変の観察評価とその処置が可能な点は大

きな利点である．その術後成績は概ね良好だが，

術後6ケ月を過ぎてもJOAスコアで70点以下の

症例を現段階で2例経験した．そのうち1例は術

後4週まではJOAスコア100点と経過良好であっ

たが，8週目に瘻痛再発にて再診されJOAスコ

ア10点と増悪していた．この2例はいずれも女性

であり，手をよく使う職業であった．腕僥関節

外側滑膜ヒダは両症例とも存在しており，鏡視

下に切除した．
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1-7-EP37

上腕骨外側上顎炎におけるMRIと関節鏡
所見の比較

MR伽agmgoflateralepicondylitis.

-comparisonwitharthroscopicmdings

島根大学医学部整形外科

○山本宗一郎，香川亮介，平松由美子，

内尾祐司

【はじめに】近年Mmや関節鏡の進歩によって

上腕骨外側上穎炎の病態が明らかになりつつあ

る．今回難治性上腕骨外側上穎炎に対して，術

前MRIと関節鏡所見を比較し,MRIの有用性を

検討したので報告する．

【対象と方法】平成19年9月から平成20年7月ま

でに上腕骨外側上穎炎に対して関節鏡視下手術

を行った8例8肘とした手術時平均年齢は44

歳（17-61歳）であり，男性6肘，女性2肘であっ

た．手術の適応は誘発テスト(middlennger

extensiontest,Thomsentest,chairtest)で2

テスト以上を認め，6カ月以上の保存的治療に抵

抗する症例としたMRIはSiemens社製l.5Tで

施行したMRIは滑膜ヒダ病変の有無，短僥側

手根伸筋(ECRB)腱起始部の状態，腕榛関節後方

の滑膜増生の有無を評価したECRB付着部関

節包の評価はBakerの分類で行い,Type2と3を
所見有りとした．

【結果】術前MRIではすべての症例に何らかの

異常を認めたMRIで滑膜ヒダを認めたものは4

肘(50％)であり,感度100%,特異度75%であった

腕僥関節後方の滑膜増生は6肘(75％）に認め，感

度71％，特異度0％であった.EC冊付着部の異

常は5肘(62.5％）に認め，感度100%,特異度60%

であった関節鏡所見は滑膜ヒダ4肘(50％)，腕

僥関節後方の滑膜増生7肘(87.5%),ECRB付着

部関節包断裂3肘(37.5％）であった．

【考察】術前MRIではすべてに何らかの異常を認

めたしかし,滑膜ヒダ,腕僥関節後方の滑膜増生，

ECRB付着部の異常のすべてを認めた症例は3

肘(37.5％）のみであった．症状は一様であるが原

因が異なる可能性がある．また,Mmは感度は

高いものの特異度は低い傾向にあったMmで

ECRB付着部異常は疑陽性が40%有り，関節包断

裂に反映されない関節外病変も考慮する必要があ

る．以上から,Mmは本症の原因を特定する上

で非侵襲的診断法として有用であると考える．

1-7-EP38

僥骨遠位端骨折治療における掌側ロッキ

ングプレートと創外固定器の成績と合併

症の検討

Evaluationofresultsandcomplicationsofvolar

lockingplateandbridgingexternalfixationfOr
distalradiusfracture

'岩手県立胆沢病院整形外科，2岩手医科大学整形

外科

○佐藤光太朗1，古町克郎2，田島克己2

貝 山 潤 ' ， 嶋 村 正 2

【目的】榛骨遠位端骨折の手術において掌側

Lockingplateは安定した治療成績から広く用い

られるようになった．一方創外固定による治療

成績と差が無いという報告もある．われわれは

Lockingplate(以下LP)とBridgingtype創外固

定器(以下EX)との治療成績を合併症の面から

も比較検討した

【対象および方法】2004年6月から2007年ll月ま

でに手術治療しllカ月以上フォロー可能であっ

た僥骨遠位端骨折41例41手(男性14手,女性27手，

平均年齢63.3歳，20-86歳）を対象とした.AO

分類はA,15手,B,3手,C,23手,LP群26手,EX

群15手であった．合併症の評価はDistalRadius

FractureComplicationChecklist(2001年McKay)

を使用した．これは合併症を17項目について3段

階で評価するものである．

【結果】斉藤の評価はLP群で優19手，良6手，可

l手.EX群で優8手，良6手，可1手であった．

ModifiedCooneyの評価はLP群で優24手，良2

手.EX群で優14手，良1手であった日本語版

QuickDASHはLP群平均15.3点,EX群平均11.0

点でいずれの評価においても両群に有意差を認

めなかった．合併症はLP群で6手,23.1%に発

生していた．6手での合計点数は16点で，主な合

併症は腱の刺激で抜釘2例，正中神経症状で抜釘

1例,RSD1例であった．合併症はEX群では6

手40％に発生していた6手での合計点数は11点

で,主な合併症はピン周囲感染3例,手指拘縮3例，

正中神経症状1例，僥骨神経症状1例であった．

【考察】合併症はそれぞれに特有なものを認めた

が手術手技の向上で避けられるものが多かった．

治療法の選択に際しては合併症をふくめたイン

フォームドコンセントが必要と思われた．
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榛骨遠位端骨折に対する掌側プレート法

と創外固定の治療成績の比較

Comparisonbetweenvolarplatingandexternal
fixationfbrdistalradiusfracmre

多摩南部地域病院

○武光真志，山中

松本幹夫，分島

誠，櫻本浩司，

智子

【目的】僥骨遠位端骨折の手術療法は多岐にわた

り様々な報告が散見されるが，いかなる手術に

おいても解剖学的整復位の獲得とその保持が重

要である．今回我々は僥骨遠位端骨折に対する

掌側プレート法（以下P群）と創外固定（ピン

ニングのみを含む：以下EF群）において術後

整復位の獲得とその保持について調査した．

【対象】2001年4月～2007年12月までに僥骨遠位

端骨折に対して手術を行ったP群22例とEF群24

例を対象とした平均経過観察期間はP群8.5ヶ

月（3～22ケ月),EF群8.4ケ月(3～29ケ月),

平均年齢はP群51.5歳(19～74歳),EF群60.2

歳（28～84歳)，骨折型はAO分類でP群A:

12B:7C:3例EF群A:13B:2C:9例であった

【評価】単純X線にて術後のradial

inclination(RI),ulnarvariant(UV),volartilt(VT)

を測定し解剖学的整復位の獲得を評価した術

直後と最終診察時のそれぞれの計測値の差を損

失値とし整復位の保持を評価した最終診察時

のROMを測定した.(t検定:p<0.05)

【結果】整復位の獲得においてUVはP群0.32mm,

EF群1.58mmで有意にP群が優れていたVT

はP群8.27｡,EF群3.88.で有意差はなかったが

4°以上P群が優れていた．整復位の保持（損

失値）においてUVはP群+0.45mm,EF群十

l.40mmで有意にP群が優れていた.VTは両群

とも同等に保持されていた最終診察時のROM

はP群掌屈66.4.背屈67.3｡,EF群掌屈52.6.背屈

52.0.で有意にP群が優れていた

【結論】P群の方がUVの整復位の獲得とその保

持に優れ,VTは2群とも同等に保持されるもの

の整復位の獲得で4.以上優れていた．さらに術

後ROMも良好であった僥骨遠位端骨折の手

術療法において掌側プレート法の方がより解剖

学的整復位を獲得でき，その保持も可能であり

有用な手術方法と思われた

1-7-EP40

髄内釘を用いた僥骨遠位端骨折の手術治

療成績
InternalFixationofDistalRadiusFractureswithan

IntramedullaIyNail

'荻窪病院整形外科，2済生会横浜市東部病院整形

外科，3済生会神奈川県病院整形外科

○西脇正夫'，田崎憲一'，池田崇1，

山中一良2，佐々木孝3

【目的】僥骨遠位端骨折に対する髄内釘(Wright

Medical社製mCRONAn)を用いた手術治療成

績を調査し，その有用性と適応について検討する．

【対象及び方法】僥骨遠位端骨折に対して

MICRONAILを用いて手術を行い,6カ月以

上経過観察可能であった20例（51～82歳，男

性3例女性17例）を対象とした適応は基本的

には50歳以上の不安定な背側転位型関節外骨折

としたが，背側転位型関節内骨折にも骨折線の

方向をCTで検討し，遠位横止めスクリューが

遠位骨片を有効に把持できると判断した場合に

限り適応した.A○分類による骨折型は,A2:2

例,A3:15例,C2:3例であった全例で経皮的に

Kirsc伽er鋼線で完全に整復してから髄内釘を挿

入した術後5～25日より可動域訓練を開始した．

術後6ヵ月でX線評価と臨床評価を行った

【結果】全例で骨癒合が得られ,X線計測値は1

例で術直後より2mm短縮したが,19例では術直

後とほとんど変化なく良好に保たれていた．手

関節自動運動関節可動域の平均値は健側比で伸

展93％，屈曲93％であり，握力の平均値は健

側比87％であった．合併症は，僥骨神経浅枝

の一過性の刺激症状が1例でみられたMayo

modifiedwristscoreは優10例，良9例，可1例で

あった．

【考察】MICRONAILを用いた内固定は，すべて

の筋肉および骨折部周囲の骨膜が温存され，近

位横止めスクリュー以外のすべての内固定材料

が骨内に埋没するため，軟部組織への侵襲が最

小限である．本研究により，中高年者の背側転

位型関節外骨折に適応を限定すれば，早期運動

に十分な内固定力を有する極めて有用な治療手

段であることが判明した．関節内骨折に対して

は，骨折線の方向が掌背方向のみの場合には有

用であったが，ほとんどの関節内骨折では掌側

ロッキングプレートに比して内固定力が劣るた

め，その適応には慎重になる必要がある．
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2-l-1

不安定型僥骨遠位端骨折に合併する遠位
僥尺靱帯損傷例の検討

DistalRadioulnarLigamentinjuriesassociatedwith
DistalRadiusFracmres

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，荒木成彦

【目的】僥骨遠位端骨折の3-37％にTFCC損傷

が合併することが知られている．今回，不安定

型僥骨遠位端骨折に合併する遠位僥尺（三角）靭

帯損傷の頻度，治療成績について検討したので

報告する．

【方法】対象は2002年以降当院で観血的整復術を

施行した僥骨遠位端骨折163例(AO分類A3:41

例Cl:29例C2:62例C3:31例）であり,102例で

尺骨茎状突起骨折を合併していた．僥骨を掌側

プレートで固定した後，徒手検査で遠位僥尺関

節(DRUJ)の掌背側方向にEndpointの消失す

る症例に対して,TFCC損傷を直視下に確認し

た全例尺骨頭窩で遠位僥尺靭帯が完全に剥脱

しており，これを原位置に縫合固定した．術後

DRUJ不安定性の評価として，徒手検査（中村

の基準）と回内外AxialCTにおけるradioulnar

ratio(RUR)を計測した．

【結果】尺骨頭窩でのTFCC完全断裂の発生頻度

は，経過観察中に判明し縫合術をおこなった2例

を含む11例(8.1%)であった.AO分類はA3:2

例C2:4例C3:5例であり,10例で茎状突起骨折を

合併していた．術後手関節の機能評価は掌背屈

可動域115度握力健側比63%,DASH平均15点

であった.CT上のRURは回外時0.45±0.12(健

側：0.48±0.10)，回内時0.51±0.10(健側:0.51f

0.07)で健側と有意差を認めなかった．中村の評

価では優2例，良7例，可2例であり，可の2例は

二次的に縫合術を施行した症例であった．

【考察】今回の結果から，僥骨遠位端骨折手術症

例の約8％に尺骨頭窩でのTFCC完全断裂が合併

していた．術後の機能評価は80％で優／良であっ

たが，二次的に縫合した2例でDRUJに不安定性

が残存した．

2-1-2

僥骨遠位端骨折に合併する尺骨茎状突起

骨折の部位と内固定の有無は長期の治療

成績に影響するのか

Doesinternalfixationandpositionofulnarstyloid

fractureaffectthelong-termtreatmentoutcomeof
distalradiusfracture？

］社会保険中京病院整形外科，2安城更生病院

3岐阜社会保険病院，4中日病院

○夏目唯弘1，新井哲也2，加藤宗一3，

岩月克之4

【目的】我々は第51回日手会において尺骨茎状突

起骨折の短期成績を示し尺側部痛と内固定との

関連が示唆されたがその長期成績を示し調査す

ること．

【対象】2006/4～2007/3に僥骨遠位端骨折を掌

側ロッキングプレートで治療した168例で男性61

例，女性107例，年齢は平均56.7歳．96例に尺骨

茎状突起骨折を合併し，転位の大きい17例で内

固定を行った尺骨茎状突起骨折（中村の分類）

はtip25例,centerl7例,base42例,proximal

8例であったが新たに尺骨骨折無しを単独群，

tip・center群をtip群,base・proximal群を

base群と分類した

【方法】検討項目lは単独群,tip群,base群を

前回調査で上肢機能評価としてHAND20(6ヶ

月時)，関節可動域，手関節尺側部痛の有無，痛

みの程度(VAS),単純X線のvolartilt,radial

inclmation,ulnarvarianceについて調査したが，

更に1年6ヶ月時でのHAND20を調べた．前回調

査では尺骨内固定を行った症例に尺側部痛が多

く，検討項目2は尺骨茎状突起骨折内固定群・

非内固定群でHAND20(6ケ月･1年6カ月時),

痛みの程度を調べ尺骨内固定抜釘の有無による

調査も行った．

【結果】単独群･tip群･base群で関節可動域・

尺側部痛・痛みの程度･X線パラメーター・

･HAND20に差を認めなかった内固定群で

HAND2022±23→21±23,VAS3.6±3.1→3.6

±2.7,非内固定群でHAND2015±18→ll±16,

VASl.9±2.3→l.6±l.9と内固定群で成績が悪く

長期経過しても成績は変わらなかった．また抜

釘後も瘻痛や機能改善は見られなかった．

【結論】尺骨茎状突起骨折の有無・部位は長期臨

床成績に影響することは無かった．尺骨内固定

症例は成績が不良であり短期的にはインプラン

トの刺激などが影響していると考えたが抜釘後

長期経過しても成績は変わらなかった．
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2-1-3

TFCC損傷に対する保存療法の治療成績

ConseIvativetreatmentfbrTFCCi可uIy

慶応義塾大学医学部整形外科

○松村昇，中村俊康，佐藤和毅，

戸山芳明，池上博泰

【目的】TFCC損傷に対する保存療法に関する報

告は少ない．今回，我々が考案したサポーター

(Wristcarepro)で保存治療を行った症例を追

跡調査した．

【方法】2004年以降，手関節尺側部痛を主訴に当

院を受診し,TFCCstresstestが陽性で,Mm

上TFCC断裂を認め，患者自身が保存療法を

希望した61例のうち追跡調査が可能であった51

例（男24例，女27例）を対象とした当科にて

考案したサポーターを使用した．瘻痛改善度の

評価は，優：瘻痛が消失したもの，良：瘤痛が

あるがADLに支障がないもの，可：瘻痛があり

ADL上装具を要するもの，不可：装具が無効で

あったもの，とした．また，初診時のDRUJ不

安定性の有無と成績の関係，装用感，皮膚障害

について調査した．

【成績】51例中装具が奏功した例（以下1群）は

41例，無効で手術を要した例（以下2群）は10例

であった.平均年齢は1群36.7歳，2群31.4歳と有

意差はなかった．発症後から受診までの期間は

1群16.3週(1～154),2群36.4週(1～154)と2

群の方が長かった．装具装着期間は1郡群13.3週，

2群14.3週と装具療法の効果判定期間として有意

差はなかった．初診時23例にはDRUJの不安定

性は認めず，うち22例が保存療法で改善した．

不安定性を呈した28例でも17例に保存療法は奏

功した．最終成績は1群において優14例,良20例，

可7例で，全て不可であった2群は手術により優4

例，良5例，可l例に改善した装用感は良好で，

皮膚障害を呈した症例はなかった

【考察】保存療法の適応は重要である．今回の検

討で発症から早期に装具装着した例,DRUJの

不安定性を認めない例では，装具療法で良好な

成績が得られ，サポーターの装用期間は3ヶ月程

度が適当と考えられた

2-1-4

僥骨遠位端骨折に合併する尺骨遠位端骨
折に対するプレート固定

AngularStabilizingPlatefOrtheFractureofthe
DistalUhaAssociatedwithRadiusDistalFracture

'尾道市立市民病院整形外科，2笠岡第一病院整形

外科，3名越整形外科医院

○廣岡孝彦1，橋詰博行2，名越充2，

藤井淳--1,井代愛！

【はじめに】僥骨遠位端骨折に合併する尺骨遠位

端骨折にmmi-condylarplate(以下CP)および

lockingplate(以下LP)を用いた症例の術後成

績を調査し，有効性と問題点について考察した．

【対象】11例ll手関節で男性1例女性10例，手術

時年齢は51～89歳待機期間は2～27日であっ

た．僥骨は関節内骨折が5例，関節外骨折が6例

で，尺骨はBiyani分類typelがl例,ype2が2例，

type3が6例type4が2例であった．僥骨は，全

例掌側plate(10例でLP)を用い，尺骨は,1例

にLP,10例にCPを用いて固定した．術後は1週

間外固定を行った．これらの症例の手関節可動

域とCooneyのChmcalScormgChart,骨癒合

の有無，術直後と最終調査時での']1narVarianCe

(UV)の変位および尺骨遠位の内反変形を調査

した．

【結果】全例に骨癒合が得られた．最終調査時，

ClncalScormgは平均86.4点，平均可動域は背

屈63.6.,掌屈50.9.,回内81.8｡,回内87.3｡,UV

は平均0.5mm増加し,3例に2.以上の尺骨内反変

形を来たした．

【考察】尺骨遠位端骨折に対する鋼線固定や従来

plateでは十分な固定力が得られにくく，長期の外

固定が必要となる.また,遷延治癒,変形治癒によ

る遠位僥尺関節症なども危倶される.LPやCPは

比較的早期より手関節可動域訓練を可能とし,骨癒

合も良好であった．ただし,bladeが短い症例と骨

折部内側の高度粉砕例ではCPを使用しても内反

変形を来たす傾向がみられた.適切な長さのblade

の挿入が重要であり,また尺骨遠位端骨折用の強固

なplateの開発が望まれる．
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尺骨突き上げ症候群に対する尺骨短縮術
の治療成績一月状三角骨靭帯損傷の有
無による成績の比較一

ResultsoftheUlnarShorteningOsteotomyfOr

UlnocarpalAbutmentSyndromwith/without

LunomquetrallntercarpalLigamentouslnjuIy

'中日病院名古屋手の外科センター，2名古屋大学

大学院手の外科

○岩月克之1,中尾悦宏1,建部将広2,

平田仁2，中村蓼吾！

【目的】尺骨突き上げ症候群(UCA)に対する手術

法として，尺骨短縮術(USO)が広く行われてい

る．手術時の手関節鏡にて月状三角骨靭帯(LTIL)

の損傷や月状三角骨関節(LTj)の不安定性を認

めることが少なくない．靭帯損傷の有無による

USOの術後成績を検討した．

【対象と方法】1996年から2007年に名古屋大学附

属病院でUCAに対しUSOを行い，手術時及び

抜釘時に関節鏡でLTILおよびLTjの不安定性

を評価した症例を対象とした両側罹患例を除

く38例38手につき検討した男性21例,女性17例，

年齢は15～57歳(平均33.2歳）で，右24手，左14

手であった僥骨遠位端骨折後が4手で，2手は

尺骨茎状突起偽関節に対する手術も同時に行っ

た.USO時の関節鏡でLTILに損傷を認めない

群(A群）は20手，損傷を認めた群(B群）は18手

であり,Geisslerの分類はGradel:7手,Grade2:9

手,Grade3:1手,Grade4:1手であった手術から

抜釘までの期間は7～44ケ月（平均17.8ケ月）で，

経過観察期間は8～100ケ月（平均36.0ケ月）で

あった．

【結果】全手で痙痛は改善し，瘻痛なし18手，軽

度19手，中等度l手であった．手術前後の手関節

掌背屈可動域は,A群で平均109.7度から124.6度，

B群で113.4度から124.5度に改善し，握力はA群

で28.3kgから33.6kg,B群で24.4kgから29.4kg

へと増加した術後成績判定はCooneyの評価法

で行い,A群は優16手，良3手，不明l手であり，

B群は優13手，良5手であった．

【考察】USOによりB群でもA群とほぼ同様の

臨床成績が得られた．今回の調査ではB群にお

いてLTILの損傷は軽度なものが多かったが，

ほぼ全例でUSOのみで良好な臨床成績が獲得で

きたUSO時に不安定性が認められた症例の約

半数で，再鏡視時に安定性が再獲得されており，

USOはLTjの安定性を獲得するひとつの手術法

である可能性が示唆された．
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治療上の工夫一槌指（骨折）とRA伸筋腱皮下断裂一
Newideasoftreatmentfbrthemalletfracturesandtherupturedextensortendons

石黒隆

いしぐろ整形外科

手技に忠実であっても結果の得られないことがある．術者自身の技量によることもあるが，治療法

自体に問題のある場合もある．何が問題なのかを受け止め，解決する手段がひらめいた瞬間は感動

的である．さらに結果を伴えば言うことがない.演者が行った治療上の工夫について当時を振り返り，

手技上のコツなどについて紹介する．

1）骨折を伴った槌指（マレット骨折）当時はclosedreductionは不可能でopenreductionが最善

の治療とされていた．しかし，背側骨片と末節骨とを連続する軟部組織を切離して骨折面を展開し

ていたため，骨癒合に長期間を要し後療法に難渋することも多かった.DIP関節を屈曲位で，伸

筋腱が停止する背側骨片をextensionblockすることにより,closedreductionが可能となり，骨癒

合が短縮され後療法も容易となった．

2）手関節部での伸筋腱皮下断裂従来では腱移植術や腱移行術が最善の治療ときれ，後療法とし

て装具による手関節背屈位でのcontrolledearlymobilizationが行われていた．しかし,MP関節の

伸展位拘縮を起こすことも多く満足する結果が得られているとはいえなかった．一本の残存腱が

あれば，断裂腱を残存腱に端側縫合した後，罹患指を隣接指にoverlaPさせることで減張位を保持

できるため，積極的な可動域訓練が可能となった．患者さんの訴えに耳を傾け，何が問題なのか

どのように解決すべきなのかの問題意識を持ち続けることでいつかひらめく瞬間がある．その時に

は必ずメモをとって欲しい．
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腱縫合に対するループ針の開発

TheDevelopmentofLoopedSturefbrTendonRepair

津下健哉

広島手の外科・微小外科研究所

私が整形外科を始めた当時の腱縫合法は結節縫合,Bumell法,Mason-Allen法,DoubleRight

Angle法などで何かよい縫合法は無いかと平素考えていた当時，骨折に対する治療として髄内固

定法が導入され，私もこれに関心を持ち，動物実験を実施血行と仮骨形成の関係などを観察した．

これから腱も腱内縫合が出来ないかと考えた．

初めは1本の糸を往復して縫合していたが，そのうちループを思いつき，河野製作所に依頼して

ループ針を作成．固定も初めは中枢，抹消に切開を加え，別糸で8字縫合で固定，糸を締めて腱の

断端の接合させる腱内縫合法を採っていたその後針をループに通す方法が便利なことを知り，以

後この方法を使用，必ずしも腱内に完全埋没はせず，表面での結節を残す方法をとり，操作を容易

とした．

腱の癒合にはLundborgらの実験で滑液によるintrinsichealingのあることも知ったが，血行の有

無が重要と考え，この点からもループによる腱内縫合がベストと考えた．断端の接合には初め結節

縫合を追加したが,running縫合の方が腱鞘への引っかかり防止のためにもベターであり，また周囲

との癒着も最小考えた本法の利点は1．操作が簡単で，血行障害が最小であること，断端の挫滅も

最小で,周囲との癒着も少ないこと．2.前腕の多数腱損傷また切断指再接着の腱縫合にも便利．3.手

術野が狭くて可能であり，腱鞘切離も最小で縫合が可能である．4.もし癒着が起こっても狭い範囲

の腱剥離で剥離が可能．等．

Kleinertの早期運動療法が導入され，これが実施される今日，我々は現在2本のループ針を使用し

ている．なお腱縫合にはマイクロの技術が要求され,これに習熟した者のみに許される手術と考える．
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屈筋腱縫合吉津法

Flexortendonrepair-YOshizuprocedure(Yprocedure)

吉津孝衛

(財）新潟手の外科研究所

Noman'sland内へのfreetendongraftが常識であった1967年にKleinert,1968年に諸橋がprimary

repairの有効性を示し,Kleinertはimmediatecontrolledmobilizationを推奨し後療法も一転させた．

田島がこの方法に転換したのは斎藤がKleinertの所から帰国してからである．しかし血行を障害し

ない，張力も弱い縫合法が中心で，さらに1週間後に張力が低下し後療法にもかなり影響を及ぼして

いた．1976年にLundborgは拡散でも腱は癒合することを報告したが私達はKlemert法に徹し，縫

合法は両端針付き1重ナイロン糸でのKessler変法へと移行していた．しかし，この後療法では縫合

腱がほとんど動かないことが当初より指摘されており，私達も確認していたがなぜか成績は従来法

より良好であったしかし1992年日手会で早期運動療法を報告し，その頃すでに不良例が31％，断

裂もあり，さらに術前良好例と不良例間の成績に大きな格差があり'跨然とした．数年前よりこれら

の欠点を補うには強固な腱固定法と早期自動運動療法を考案し，一体化した治療を行うことが最善

と考えていたため実験を開始したのが1992年である.3mmギャップ内での最高張力獲得を条件とし

て両端針付き1重ナイロン糸と津下針を中心としたll種類のlockmgsuture法を，その後両端針付き

2重ナイロン糸での2種類のlockingsuture法さらに津下針との結合による6-strand法へと進んだ．い

ずれも人指屈筋腱でのtime-0での絶対値が必要なため腱の確保に難渋した、その後経時的張力低下

が無いことへの家兎による確認，臨床例での腱鞘特にA4pulleyや浅指屈筋腱の縫合の必要性は必ず

しも無い,縫合時期は何時でも良いなどその頃の概念とは異なる事実をより強く確証するようになっ

た．後療法も手関節0度固定とし,rubberbandは不必要の方向へ進んでいる．
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陳旧性PIP関節背側脱臼骨折に対する観血的整復術

TheOpepativeReductionfbrOldFracture-DislocationofPIPjoint

矢部裕

国家公務員共済組合連合会立川病院整形外科

私は第19回日本手の外科学会(1976)で「陳旧姓PIP関節背側脱臼骨折に対する観血的整復

術」について発表しました.BR1970年代，大学病院に勤務していた私のところへ送られてく

るPIP脱旧骨折の患者さんは，新鮮例は少なく，殆どが受傷後1－3ヶ月の陳旧例で，これに対し，

私は，初期Wilson(1966)法に従って手術を行ないました.Wilson法は片側approachであり，反対

側のreleaseができず，また骨切り部の確認，整復状況の確認が不完全となり，手術の結果は必ずし

も満足出來るものではありませんでしたこのため，両側からのapproachに切り変え，掌側小骨片

についている側副靭帯は温存する様にして，背側の関節包と嬢痕の切除を行なうと，脱臼している

中節の健全な関節軟骨と既に骨癒合している骨折部の境界が確認できます．この部で的確な骨切り

を行なうことになります．骨切り後，基節骨頭軟骨や掌側小骨片の状況がよく観察できます．整復

位で骨切り部が安定するようトリミングし，細いK-wire2本で逆行性に脱臼した中節を正常位にあ

る掌側小骨片に刺入固定します．BR術後の結果は,80度程度の関節可動域とともにかなりの支持

性が獲得されました．これはPIP関節の支持性の主体は，掌側小骨片についている側副靭帯にあり，

これを切離することなく操作できたことにあります．BR年とともに，変形性関節症の変化が進行す

る症例もありましたが，瘻痛はなく，患者の満足度もまあまあのようです．

-S169-

I



！
2-1-SS3-2

DDAの開発と新鮮PIP関節脱臼骨折に対する臨床応用

TreamentofFractureDislocationsofPIPjointusmgDynamicDistractionAppatatus

○政田和洋'，大野博史2

1政田整形外科リウマチ科，2おおの整形外科リウマチ科

｢人のやった手術を追試して何がおもろいんや．なんで自分で作ろうとせえへんねん．あんたはアホ

か｣.尊敬する私の恩師,小野啓郎先生の言葉である.卒後5年目に阪大に帰り手の外科をはじめた頃，

こうして小野先生に毎日叱られた手の外科をはじめた頃の私にとって，手術や知識の吸収はもち

ろんのことであるが，新しいものを模索する作業が求められた．以後,MES型人工指関節,CM関

節症に対するセラミックポール,RA母趾のMP関節固定用のHプレートを開発した.今回は防衛医

大時代（平成2‐3年）に大野博史先生と一緒に開発したDDA(DynamicDistractionApparatus)の

開発経緯と臨床応用を紹介する.DDAは他の機種に比較し，小型かつ軽量であり，非常に使いやす

い．今回は，特に新鮮PIP関節脱臼骨折に対するDDAの使用法を報告し，若い先生方に自分で新

しいものを開発することの喜びとそれを臨床応用することのおもしろさを伝えたい
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先天性近位榛尺骨癒合症の授動術一金谷法

Mobilizationofacongenitalproximalradio-ulnarsynostosis-Kanayaprocedure-

○金谷文則，金城政樹，普天間朝上，岳原吾一，堀切健士
琉球大学医学部整形外科

【はじめに】先天性近位榛尺骨癒合症は前腕が中間位～回内位で強直し，単なる分離授動術では高頻

度に再強直を来す.1993年に私たちが開発した遊離血管柄付き筋膜脂肪弁移植と僥骨骨切り術を用

いた術式(遊離金谷法）により分離授動術が可能になった2003年以降は前腕の有茎筋膜脂肪弁移植

を用いた分離授動術(有茎金谷法）を行っている．今回，術式を紹介し両群の手術成績を報告する．

【症例】症例は43例46肢,片側例29例,両側14例,僥骨頭脱臼は後方28肢,前方15肢,なし3肢であった．

遊離法を行ったのは25例26肢，手術時平均年齢8歳，平均経過観察期間45カ月(24～lllカ月）であっ

た．有茎法を行ったのは18例20肢,平均年齢7歳2カ月，平均観察期間25カ月(16～57カ月）であった．

【術式】1.展開:後方皮切より肘筋を骨膜上で剥離･翻転し，癒合部を露出する．2.分離:スチールバー

を用いて癒合部を分離し,癒合部掌側に付着している上腕二頭筋腱を後方に引き出す．3.僥骨骨切り・

僥骨頭整復：僥骨から台形骨片を切除・骨接合し僥骨頭を整復する．4．筋膜脂肪弁の挙上：遊離法

では同側上腕から深上腕動脈を茎として，有茎法では前腕から後骨間動脈の穿通枝と皮静脈を茎と

して挙上する．5.軟部組織再建：上腕二頭筋腱を僥骨背側に縫合し回外機能を再建し，分離部間隙

近位1/3に肘筋を，遠位2/3に筋膜脂肪弁を挿入する．

【結果】遊離法では全例で再癒合を認めず，平均可動域は87｡（回外22.,回内64｡）であった．有茎法
では2例3肢に分離部の再癒合を生じた．癒合例を除く平均可動域は80｡（回外29.,回内52｡）であった．

46肢中3肢で一過性の僥骨神経麻揮を認めたが3カ月以内に改善した．術後の主なADLの改善は，頂

戴と食事・運動動作であった．

【結語】先天性榛尺骨癒合症の分離授動術は可能であり，患児のADLを改善する．
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UscrewSystemの開発とその応用
ProcessofTJscrewSystemdevelopment

田中寿一

兵庫医大整形外科

膝前十字靭帯再建での骨付き膝蓋腱(bonetendonbone:BTB)をinterferencescrewにて固定再建する

方法は，有用な術式として広く知られている．しかし，この術式を小関節に応用するためには,a)
適合する骨付き腱(BTB)がないこと,b)小関節用の適当なinterferencescrewがないことなどの問題

があった．このため，まず移植腱をinterferencescrewで固定する時に，直接当たらないように，

また固定後の生理学的な骨と腱の癒合をも期待して，皮質骨片を採取し間に介在させる術式を工

夫した次に，移植腱の太さ，部位により骨孔の大きさを変えるため，それに適合した数種サイズ

のinterferencescrewが必要であった当初Herbertscrewの中枢側を切って使用するなどしていた

interferencescrewの開発は，困難を極めた．我が国は医療器械作成の企業が極めて少なく，また，

外資系は中間流通会社にすぎず全く興味を占めさなかった．しかし，我が国のトップScrewメーカー

(メイラK.K.)との出会いにより劇的な進展をとげた特に医療分野に進出しようとする同社と共同

で,screwのみならず，腱の太さを計るseizinggage,や中空drill等の手術器械を共同開発でき，均一

手技で容易にできるようにsystenl化に成功した．一方，同社の販売力が弱いため，手技の有用性を

認知してもらうために，積極的に学会発表，セミナー開催などをおこなった．この開発を通じて，

我が国の工業技術レベルの高さを知り医療サイドの正確な情報提供により世界に優れた器械を提供

できることが判った．一方，日米貿易摩擦により，日本につきつけられる高価格のアメリカ医療器

械の不条理を知るとともに，その陰で生きていかねばならない我が国の医療器械メーカーの悲哀を
目の当たりにすることとなった．
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手の外科における保険診療(Ⅲ）

JapaneseHealthInsuranceSystemandHandSurgeIy(m)

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第12回目を迎えました．小生の担当としては4

回目となります．この間，本セミナーを，日手会社会保険等委員会の業務の一部としての位置付け

をより一層明らかにし,QandAには委員会からの提案を取り上げるようにしてきました．今回は，

日手会専門医制発足にあたって専門医制と診療報酬についても取り上げることに致しました．以下

に講演内容の概要をお示しいたします．

保険医療概論

昭和36年に達成された国民皆保険制度は，フリーアクセス，出来高払いに，低コストという特徴

のもと，国民の保健衛生レベルのポトムアップに多いに貢献し日本は世界に冠たる長寿社会を迎え

ることになりました．しかし、疾病構造の変化，医療の高度化により医療費は増大の一途で，今や

制度崩壊の危機を迎えています．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

医科点数表は整形外科領域については，各手術とも体幹に近い関節から順次点数が低くなるよう

設定されています．この手の外科にとって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具体例を提示いたします．

専門医制度と診療報酬

各学会が独自に制定してきた専門医制度は，日本専門医制評価，認定機構により統一ルールが形

成されつつあります．日手会が診療報酬改定を要求していくにはこの機構への加盟しっかりした

技術認定制度，正確な手術需要調査データが必要です．日手会専門医制度の特に，技術認定制度の

整備が必要な状況を御理解いただきたいと思います．
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母指多指症の治療戦略

SurgicalstrateWmpolydacWlyofthethumb

川端秀彦

大阪府立母子保健総合医療センター整形外科

母指多指症で最もよく使用される分類はX線学的な分岐高位に基づいたWassel分類である．強い

低形成を伴わず，手外筋の異常がない母指多指症では,Wassel分類を念頭に置いて定型的な治療を

1歳前後に行うことで比較的安定した治療成績を得ることができる．母指多指症の治療の基本は「低

形成がより顕著な僥側母指を切除する」というものであるが,大多数の場合それだけでは不十分で｢二

つの母指から一つの母指を作る」という意識を常に持ち，できるだけ正常に近い母指を形成するよ

うに心掛けなければならない．具体的にはWassell･II型では基節骨の,Wassellll～VI型では中

手骨の骨頭軟骨のshavingまたは骨幹部での矯正骨切りによって骨のアライメントを是正する．さ

らにWassell･II型ではIP関節,Wassellll･IV型ではMP関節の僥側関節包・側副靭帯を再建す

る.Wassellll～VI型では僥側母指に付着する短母指外転筋を尺側母指の伸筋腱または基節骨の骨

膜に移行する.WasselVII型で尺側母指に三指節を持つ場合はその処理の追加が必要であるが，基
本的には分岐高位に応じて上記の基本手術を行うことになる．

しかし，全体的な低形成が強い症例や関節の変形・強直を示す例，手外筋の異常が顕著な例などで

は上に示した定型的な治療方針を当てはめるだけでは不十分で，それぞれに応じた術式を追加する

必要がある．具体的には二分併合法,骨抜き二分併合法によるaugmentation,手外筋の停止部の移動，

raytransferなどを必要に応じて行う．そのため，このような症例では手技が煩雑になるため手術時

期を遅らせることが望ましく，二期的な手術を計画する場合も少なくない．発表では具体的な例を
提示して，より詳細な手術手技についても言及したい．
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母指多指術後変形に対する治療

RevisionSurgeIyfbrDuplicatedthumb

○堀井恵美子1，服部達哉1，大西哲朗2，洪淑貴3，平田仁3
1名古屋第一赤十字病院整形．手の外科，2愛知県がんセンター愛知病院3名古屋大学手の外科

母指多指症の二次修正術の頻度，手術内容，術後成績について検討したので報告する．

【対象】母指多指症として登録された症例のうち，他の症候群に合併する症例を除外し，3歳以上ま

で経過観察可能であった症例を調査対象とした．これを1990年以前の出生群(A群）と，以降の出

生群(B群）とに分けて,Wasseltype別に二次修正術の有無内容，術後成績（日手会評価基準20

点満点）について検討した．

【結果】A群281指のうち36％に対して二次修正術を行った.Type別の頻度は,A/Bそれぞれ,Typel,2

で28/16%,Type3-67/14,Type4-35/13,Type5-41/5,Type6-45/18であった．手術内容については，

皮膚・爪形成51,骨切り50,腱形成10,関節固定7，その他であったB群282指のうち14％に対し

て二次修正術を行った．内容は，骨切り術26,関節固定7，皮層・爪形成3であった修正内容は，

type2では，側屈変形に対する基節骨高位での骨切術が多く，不安定性高度の3例で関節固定術を行っ

た.Type3のうち,A群では,Bilhaut変法を行った症例に対する爪形成術が多かったが,B群で
はこれはなく,IP関節の不安定性に対して1例で関節固定,1例で靭帯形成術を行った.Type4で

は，側屈変形や,MP関節不安定症に対する骨切術が多く,A群では皮層形成術も高頻度であった．

Type5,6では，腱形成術・骨切り術など多彩であった．二次手術により評価基準で1-2点の改善が得
られた．

【考察】病態の理解，適正な術前評価により，二次修正の頻度は減少傾向にあるが，伸展機構の低形
成による可動域の減少，関節形成不全による不安定症などに関しては，二次手術による改善効果は

限られていた．
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2-1-S4-3

母指形成不全の治療

SurgicalTi､eatmentofHopoplasticThumb

○荻野利彦，高原政利，菊地憲明，佐竹寛史，佐藤大祐
山形大学医学部整形外科

【目的】母指形成不全に対して演者らが行った機能再建術の予後を調査し，成績に影響を与える因子
を検討した．

【症例と方法】母指形成不全で主に腱移行術による再建を行い1年以上経過観察した31手（腱移行

群）と，母指化術を行い2年以上観察した26手（母指化群）を対象とした．1．腱移行群の内訳は，

Blauth分類2型25手,3型2手，その他の先天異常に伴った例4手であった．本群では全例に小指外転

筋による対立再建術を行った23手で母指内転拘縮の形成を,10手で内転筋再建術などの腱移行を

行った．経過観察期間は平均8.8年である．2．母指化群の内訳は,Blauth分類3型l手,4型12手,5

型9手，五指手：3手，複数指欠損:1手であり,Buck-Gramcko法に準じて治療を行った．手術時

年齢は平均2.5歳であり，母指化術前に僥骨欠損に対する中心化術を8手で行った術後に8手で追加

手術を行った．観察期間は平均8.8年である．両群に対して，術前後のつまみ動作を調べた．母指化

群では，母指化指の使用頻度，術前の指可動制限と成績の関係，僥骨欠損と成績の関係，五指手の
術後成績を調査した

【結果】l.腱移行群：術前には，母指を用いてのつまみ動作が不可能な例6手を含み全例でつまみ

動作の障害が存在した．術後は，再建母指と残りの全指でつまみが可能な例24手を含め，全例でつ

まみ動作が改善した．2．母指化群：母指を用いてのつまみは術前全例で不可能であった術後は，

18手で再建母指と他の全指でつまみが可能になり，全手でつまみ動作が改善した．再建母指の使用

頻度では，常に使用：20手，時々 使用：6手であった．術前の指可動制限あるいは僥骨欠損のある例，

五指手で成績が不良例の占める割合が多かった．以上の結果を基に母指の自動運動を早期に可能に
することの重要性と手術時期などを考察する．
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母指形成不全BlauthIIIBおよびIVに対する母指温存治療

TwoStageReconstructionofBlauthlllbandlVHypoplasticThumbbyNon-vascularized4th

MetatarsalGraftfbllowedbyTendonTransfer

○高山真一郎1，関敦仁1，中村俊康3，堀内行雄2，矢部裕3
1国立成育医療センター整形外科，2川崎市立川崎病院整形外科，3慶應義塾大学医学部整形外科

【目的】BlauthlllBあるいはIV(浮遊母指）の重度な母指形成不全症では，低形成の母指を温存し

て良好な機能を獲得することが困難なため，一般に示指の母指化術が行われる．母指化術の機能成

績は比較的良好であるが，本邦では母指の温存を強く希望する家族が多いため，われわれは骨端線

を含む第4中足骨頭の遊離移植に加え2次的に筋移行を行う方法を行ってきた．今回1980年以後の手

術症例を調査し，本術式の意義を検討した．

【症例と術式】症例は21例で，男児12例，女児9例,BlauthlllBが15例,BlauthlV(浮遊母指）が6

例で，手術時年齢は2歳から7歳，平均3.0歳であった浮遊母指では，母指が小指と同等以上の大き

さを有する例を適応とした．手術は2期に分け，第1期手術は骨移植と第1指間部の形成を行った

第4中手骨は骨頭およびその周囲の軟部組織を含めて採取し，骨頭が大菱形骨と対向し母指が対立

位となるように固定した．13例では第4趾の短縮防止のため中足骨の欠損部に骨端軟骨を含む腸骨

移植を行った第1期手術から6から12カ月後に，小指外転筋移行による対立再建および症例により

腱移行によるIP関節の屈曲・伸展などの再建を行った．術後平均経過観察期間は107カ月であった

【結果および考察】移植骨と第1中手骨末梢部の骨癒合は全例良好で，骨吸収は見られなかった．本

法は血管付でないものの，多くの症例で移植骨片の骨端線は5年以上開存し長軸方向への成長が認め

られた．特に母指CM関節が十分な可動性を持ちながら安定性が得られたことが，類似の方法に比

較し優れ，母指は対立位で安定し母指と示・中指間での物体把持を可能とした母指化術との機能

評価の比較は難しいが，母指が温存できたことによる家族の満足度は高く，有用な治療方法と考え

られた．
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横軸形成障害および裂手症における母指機能再建
Functionalreconstructionofthethumbfbrtransversedeficienciesandclefthand

○福本恵三，児島忠雄，平瀬雄一

埼玉成恵会病院・埼玉手の外科研究所

【目的】横軸形成障害のうち母指が短かったり不安定性なもの，裂手症のうち第1指間の狭小化をみ

るMansketypellから母示指合指となるtypelllについては母指機能再建が必要となる．われわれ

経験した横軸形成障害および裂手症における母指機能再建について報告する．

【方法】1998年から2008年に手術を行った横軸形成障害の症例は20例であった．そのうち母指機能再

建を行ったのは6例で，術式は第1指間形成が3例（三角皮弁と遊離植皮2例,fburilapz-plastyl例),

遊離趾骨移植術が2例，骨延長が1例であった裂手症で手術を行った症例は26例30手であった．そ

のうち母指機能再建を行ったのは12例13手でMansketypelllが5手,typelIbが4手,typellaが2

手であった．術式は裂閉鎖と同時に第1指間形成を行うSnow-Littler法が9手（原法2手，変法7手),

第1指間形成が5手(Spmnerfiapl手,fburflapz-plastyl手，三角皮弁と遊離植皮3手）であった．そ

の他複合裂手で母指化術を行ったもの2手などであった．

【成績】横軸形成障害に対し遊離趾骨移植を行った2例は母指長と安定性が獲得された．第1指間形成

では良好な指間が形成された骨延長では機能整容ともに大きな改善はなかった．裂手症では，

MansketypellについてはSnow-Littler原法l手で皮弁先端の部分壊死を認めた以外，良好な第1指

間が形成された.TypeIIIでは初回手術では十分な第1指間が得られず，全例に追加手術を要した

【結論】横軸形成障害における母指機能再建は母指の長さや不安定性を改善することが主体で，第1

指間形成が補助的に行われる．裂手症では第1指間形成が主体となる．Mansketypelllの成績は向
上しているが，二期的な修正は必要となる．
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先天性母指屈曲内転拘縮の機能再建

ReconstructionoftheThumbsinCongenitalFlexionAdductionContracture

○森澤妥， 高 山 真 一 郎 ， 関敦仁，日下部浩

国立成育医療センター整形外科

【目的】先天性母指屈曲内転拘縮には多数指罹患疾患と母指単独罹患疾患とがあるが，いずれも乳児

期の装具療法で改善がみられない場合は手術が必要となる．今回，本障害の治療戦略を検討する目

的で，過去5年間の手術例を検討した．

【症例】症例は27例39手，男性18例女性9例，手術時年齢1-22歳（平均7.2歳),多数指例17例25手，

母指単独例10例14手であった第1指間拘縮には，内転筋切離・第一背側骨間筋筋膜切離を行った

後，20手にslidmgflap,17手にopposedZplastyを施行した．母指MP関節屈曲拘縮には33手に

FPB,FPLの剥離,2手にFPBの切離・FPLの延長を施行した．対立障害には32手にEPB,EPLの剥

離とAPB停止部を切離し背側から母指MP関節尺側に移行（以下,APB移行術）したが，うち1手

で第一中手骨回旋骨切り術を追加した．1手でMP関節固定術を施行した．障害要素を第一指間拘縮

母指MP関節屈曲拘縮,対立障害の3つに分け,それぞれを3段階で評価した．また円錐型発泡スチロー

ルを用いた第12中手骨間角度測定により，第1指間の評価を試みた

【結果及び考察】本障害の治療は，いかに母指を対立位に保持させるかがポイントである．いずれの

障害要素も手術により改善が見られたが，2手で第1指問の嬢痕拘縮のため再手術を要した．1手で

MP関節屈曲拘縮再発のため後にMP関節固定術を施行した本疾患では剥離によりMP関節屈曲

拘縮の改善が得られても,MP関節の伸展力が欠如していると再び屈曲拘縮に陥る.APB移行術は，

母指MP関節の掌側外転・回内に加え,MP関節伸展再建に有用であったが，高度屈曲拘縮例でMP

関節適合性が不良な例では固定術を要した
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先天異常手のつまみ機能評価

Functionalevaluationofpmchinanomalyhands

○射場浩介'，和田卓郎'，青木光広2，小笹泰宏'，山下敏彦Ⅱ
Ⅲ札幌医大医学部整形外科，2札幌医大保健医療学部理学療法学科

【目的】先天異常手の機能評価は，有用な検査法は確立されていない．当科では，ペグボードを使用

したFmctionaldexteritytest(FDT)と巻きメジャーを使用した方法で先天異常手の機能評価を行っ

てきおり，これまでの検査結果とその有用性について検討する．

【対象と方法】先天異常手を有する患者の中で，術前後の手機能評価が可能であった32例36手を対象

とした．母指多指症14手，合短指症11手，絞掘輪症候群5手，母指形成不全3手，裂手3手であった．

FDTは片側手指のみで操作し,16個のペグをすべて穴から抜き，上下を反転させて同じ穴に戻すの

に要する時間を測定する．把持操作や巧綴運動動作で特に大切な3指つまみの機能評価が可能である

検査法である．今回は，3歳以上を対象として行った．また，3歳未満の患者のつまみ機能評価は市

販の巻きメジャーを用いて，メジャー先端の側方・指腹つまみの可・不可で評価した乳幼児の手

にメジャーは大きさと重さが適当であり，巻き取られる動きに興味を持つため，1歳前後でも検査が

可能となる（以下，メジャー法)．

【結果】先天異常手におけるFDT値は，母指機能障害を伴う合短指症や母指形成不全症例において

高値であった．また，メジャー法による検査でもFDTと同様に裂手を含めた母指機能障害の高度な

症例で成績が悪かった．手術後ではFDTとメジャー法による検査結果はともに改善しており，特に

母指機能の改善が検査結果に反映する傾向を認めた．

【考察】乳幼児の手機能評価では，客観性があり，患者が興味を示し，短時間で簡便な方法が求めら

れる．FDTやメジャー法は先天異常手の機能評価に使用可能な検査法と考えられた．手術前後での

手指機能評価においても母指機能の向上を反映しており，今後症例をふやしてその有用性を検討し

ていくことは興味深い．
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鏡視下手根管開放術の開発一根拠にもとづいた治療法一

HowldevelopedtheworldIsfirstendoscopicmanagementofcarpaltunnelsyndrome

asanevidence-basedprocedure

奥津 一郎

おくつ整形外科クリニック

手根管症候群は，様々な原因により正中神経が手根管内で圧迫されて発症する絞拒性神経障害の一

種である．初めての手術は,1930年,Learmonthが剪刀を手根管内に盲目的に挿入して横手根靱帯

(1955年以降［手の]屈筋支帯:FR)を切離する方法で行った．その後，手掌部に数cmの皮層切開

を加えて直視下にFRを切離する観血手術が標準術式となり,1980年代には世界中で行われていた．

演者はこの観血手術の侵襲と術後ADL制限に疑問を持ち，これらを軽減するために内視鏡の使用を

検討したが，当時は腔間を持たない部位の鏡視が行える内視鏡システムは存在しなかった．そこで

1986年，鏡視の媒体として透明な閉鎖性の外套管を用いたUSEsystemを考案し，前腕1カ所の小

皮切から全ての手術操作を完全な内視鏡下に行う手根管症候群の新しい手術法を開発した

そして，手術により手根管ならびに正中神経が除圧されたことを客観的データにより明らかにしな

ければ「根拠にもとづいた手術法」にならないと考え，術前・術後に手根管内圧および正中神経内

圧を測定し，術後に正中神経が除圧されることを明らかにした．またこの内圧測定の課程で，解

剖学書には記載がないが屈筋支帯の遠位に存在する線維性組織(distalholdfastfibersofthefiexor

retinaculum)を見いだし，手根管開放術においてはこの組織の切離が必須で，従来言われていた前

腕筋膜切離は不要であることも明らかとした.MRIでは術後の手根管cross-sectionalareaが術前に

比べて33％程度増大することも明らかとした．

23年前に開発した関節外内視鏡手術のl臨床応用である“手根管症候群の内視鏡手術”の開発概念，

手術法の要点について述べる．
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腕神経叢麻痩DoubleFreeMuscleTransfer

DoubleFreeMuscleTransferfbrCompleteParalysisofBrachialPlexus

土 井一輝

小郡第一総合病院整形外科

【開発の背景】腕神経叢全型麻痒は多くが脊髄からの引き抜き損傷であり，手指の機能再建は絶望視

され，神経交叉縫合術により肘屈曲再建に機能再建の主眼が置かれていた．上肢の基本的機能とし

ての手指物体把持機能再建が再認識され，脊損手の再建理論に基づいた神経交叉縫合術や筋肉移植

術によるピンチ機能の再建も行われたが，片側手が正常な腕神経叢患者では有用でなかった．

【基本理念】片側上肢機能障害者が最も支障を訴える両側手を同時に使用する動作であるパワーグ

リップ，それもいわゆるフックグリップを機能再建の目標とした

【開発の歴史】最初に行った方法は，有茎広背筋移行術に神経交叉縫合を行うsinglemuscletransfer

法であり，これにより，強いフックグリップの再建は可能となったが，手指の開排ができなかった．

手指屈曲・伸展再建を目的とした2回の遊離薄筋移植によるDoubleft･eemuscletransfer法の原法

が出来上がった

【改良点】強い手指屈伸機能は獲得できたが，中枢関節の動的安定と可動性獲得のために，可能な限

り多くのドナー運動神経を使用した肩機能再建，肘伸展再建と知覚再建を追加した更には，手指

機能回復例にはClaw変形矯正手術と手関節固定術も追加し，現在の方法に至っている．

【成績】最新法では，自動運動可動域は手指ではTAMが平均45度で,60度以上の可動域は30%の

症例で獲得できた．肘屈曲力は健側比19~23%,指屈曲力は平均4.2kgで，健側比の10%前後まで回

復した

【今後の課題】日常生活で再建手を円滑に使用するために，作動する筋数増加および巧綴性向上が必

要であるが，外科手術では本法が限界であり，今後はFESにや筋電制御義手を応用した人工筋肉

理念の導入が解決策と考えている．
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高齢者手根管症候群重症例に対する母指対立機能再建術の適応とその術式

IndicationandProcedureofThumbOpponensplastyfbrCarpalTunnelSyndromeintheElderly

Patients

○長尾聡哉'，長岡正宏'，豊泉泰洋1，長尾恵1，龍順之助2

’駿河台日本大学病院整形外科，2日本大学整形外科

【はじめに】当科では，高齢者の手根管症候群（以下CTS)に対して主に鏡視下手根管開放術(以下

ECTR)を行い，その成績を報告してきた．今回は，高齢者CTSに対して手根管開放術のみを行い，

母指対立機能の回復が見られなかった症例の考察を行うとともに，当科で行っている母指対立機能

再建術について報告する．

【対象と方法】当科で手術加療を行った70歳以上のCTS症例は73例91手である．年齢は70歳～92歳

(平均75.7歳)，男性9例，女性64例，右32例，左23例，両側18例であった．手術はECTRを75手（う

ち両側同時が6例12手),従来法（以下OCTR)を16手に行っており，対立機能再建術を併用したのは

6手のみであった対立機能再建術は環指FDSを用いたものが3手,Camitz法が3手であり，前者は

ECTRに，後者はOCTRに併用していた．

【結果】母指対立機能再建術を行わなかった85手のうち，術前後とも母指対立ができないものは5手

であった．全例女性であり，特に超高齢ではなかった．3手で痛みを伴い,APBからCMAPが導

出できなかったAPBの萎縮を自覚してから初診までの期間は最短でも4年と長期放置例であった．

また，対立機能再建術を行った例はいずれも術後早期から良好な対立機能が獲得されていた．

【まとめ】高齢者CTSで母指対立ができない重症例でも『慣れ』により不自由を訴えない例も少な

くないため，母指対立機能再建術はあくまでも患者の希望に沿って行われるべきである．しかし，

数年にわたる長期放置例では術後改善が望めないことから，早期からADLの改善が見込める対立

機能再建術を勧めてもよいと思われる．また，当科で母指対立機能の早期再獲得を希望する例には，

ECTRに加えてより低侵襲な環指FDSを用いた対立機能再建術を主に行っており，考慮してもよい

方法と思われる．
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進行した手根管症候群に対する母指対立再建の治療成績

一小皮切によるCamitz法の5年以上経過例一

Opponoplastyfbrthecarpaltunnelsyndrome

-Camitzprocedurewithnnimalincisionsofminimum5-yearfbllow-up-

○池上博泰1，堀内行雄2，飯島英二3，彦坂一雄1，戸山芳昭］
Ⅱ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けいゆう整形外科

【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<ぴ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MRIを用いて評価したので報告する．

【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32例36手(女25,男7),(年齢:47

から82歳）を対象とした．術後観察期間は9.5年(5.6-12.8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,Foucherらの評価方法，手術の満足度，短母指外転筋の筋

萎縮（術後5年以上経過した時点でのMRI)で評価した

【結果】Foucherの評価でgoodは31手(86%)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l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31

手(86％）であった．萎縮していた短母指外転筋は27手(75％）で回復していたが，9手では残存し，

MRIでも輝度変化が残存していた．有痛性の手術耀痕を生じた例，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】Foucher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

いるが，本法ではこの有痛性嬢痕を生じないことが利点である．また，短母指外転筋の萎縮は神経

剥離術のみで多くの例で改善するが100%ではないこと，またその改善には長期間かかることから，

症例によっては手根管症候群の手術と同時に本法を行うべきである．
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重度手根管症候群に対するCamitz法の一考案

TheNewldeaofCantzOpponoplastyfbrsevereCarpalTunnelSyndrome

○森田晃造'，堀内行雄'，越智健介'，松村崇史2，池上博泰3
Ⅱ川崎市立川崎病院整形外科，2松村外科整形外科，3慶應義塾大学整形外科

【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く本法に一部工夫を加えており，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15例16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65.7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，手根管を開放した．屈筋支帯の短母指外転

筋（以下APB)付着部にpulleyを作成し移行腱を筋内に通した後，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．一部は内転筋腱膜の深層を通しループ状に回した上で縫着

した検討項目は母指の関節可動域，つまみ力，爪面対向角，また患者自身の自覚症状，使用経験

につき検討した．

【結果】僥側外転角は術前47.4。が術後では63.3.に，掌側外転角が術前39.9｡が63.6｡に，爪面対向角が

術前77.7°が117.5.に改善した．つまみ力も術前1.33kgが術後2カ月の時点ですでに3.8kgと改善し

ており,本人の自覚症状でも早期からつまみ動作が容易となった．母指も可動域制限を認めなかった．

【考察】われわれの方法ではより本来のAPB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の再建により有効であると考えた．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．また新鮮屍体を用いて他の母指対立機能再建の停止位置の違いによる対立・

回内効果を比較検討した結果も併せ報告する．
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重度手根管症候群に対する母指対立再建術の成績と電気生理学的推移

ResultsofOpponensplastyfbrSevereCarpalTunnelSyndromeandElectrophysiologicChanges

○信田進吾，小川 和 浩 ， 金 澤 憲 治

東北労災病院整形外科

【目的】重度手根管症候群(CTS)の中で短母指外転筋(APB)の複合筋活動電位(CMAP)が導出不

能で第2虫様筋(SL)のCMAPの遠位潜時が10ms以上に延長した症例はより重症で手根管開放

術後に症状が残存する可能性が高い．これら重度CTSで母指対立再建術を希望する症例に対して

Camitz法を一期的に行い(Camitz群),希望しない症例には手根管開放術のみを行った（開放群）

ので，治療成績と電気生理学的推移を検討した．

【対象と方法】2002年以後の手術例30例34手(男8例10手,女22例24手)を対象とした．Camitz群が18手，

開放群が16手であり，術後経過観察期間は平均13カ月である．2群間に年齢，罹病期間経過観察

期間の差はなかった．術前と調査時にAPB-CMAPとSL-CMAPを導出し,2群の治療成績(Keny

らの評価基準）を比較した．

【結果】術前にAPB-CMAPは全例が導出不能でSL-CMAPは全例が導出可能であった．術後成績は，

Camitz群が優3手,良14手,可1手,開放群が優2手,良8手,可6手であり，母指対立運動が回復した優・

良の成績はCamitz群が17手･94%,開放群が10手･63%であったピンチカはCamitZ群が術前平

均4.6kgから術後7.0kgに，開放群は術前4.1kgが術後4.6kgに改善し，術後Camitz群のピンチカが

有意に大きかった(p<0.01).術後のAPB-CMAPはCamitz群の15手，開放群の15手に導出され，

遠位潜時は開放群の平均6.6msに対しCamitz群は5.6msと有意に短縮を示した(p<0.05).

【考察と結論】重度CTSに対するCamitz法は，母指対立運動とピンチカの獲得に有用であった．

Camitz群は開放群と比べて術後のAPB-CMAPの遠位潜時が短縮し，母指球筋枝の回復が促進され

たと考える．
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高齢者の重度手根管症候群に対する腱移行術
一腱移行術を行わなかった群との比較一

Tendontransferfbradvancedcarpaltunnelsyndromemtheelderly-Aretrospectivestudy-

○戸部正博1,水谷一裕1,津布久義人1,柳原泰2
』東邦大学医学部整形外科学第2講座，2山王病院整形外科

【目的】母指対立運動が不能な重度手根管症候群に対して対立筋再建術を行うか否かは未だに議論

を要する．われわれは70歳以上の高齢者の重度手根管症候群に対して，環指の浅指屈筋腱を使用し

たRiordan法を行っており，対立筋再建群と対立筋再建術を行わず手根管開放のみを行った群とを

retrospectiveに比較したので報告する．

【対象と方法】1998年4月から2007年10月までに手術を行い，術後1年以上経過観察を行った70歳以上

の高齢者の重度手根管症候群41手を対象とした．年齢は70～88（平均754）歳で，男性3手，女性

38手で経過観察期間は12～48カ月（平均25ヵ月）であった．環指の浅指屈筋腱を用いた母指対立

筋再建術を行った群（再建群）は24手で，手根管開放のみを行った群（非再建群）は17手であった．

術式はRiordan法に準じて，環指の浅指屈筋腱をAlpulleyを切開し採取，尺側手根屈筋腱を半切

し同部でpulleyしMP関節の遠位と近位で長母指伸筋腱に移行した

両群を術前術後の外転角度,外転筋力，母指球筋の機能的回復の有無,合併症について検討を行った．

【結果】再建群では全例母指外転筋力が改善し，母指外転角度は30度以上の改善を認めた．非再建群
では17手中9手に母指外転筋力の改善を認めたが,MMT5までの改善を認めたのは2手であり，母指

外転角度の改善は平均16度であった．母指球筋の回復は41手中36手にある程度の回復を認めた．再

建術の合併症は環指の拘縮を3例,MP関節の拘縮を7例に認めた．

【結語】今回の高齢者に対する検討では，母指球筋の回復はある程度の回復は認めるが，平均25カ月

の術後観察期間でも十分ではなく，高齢者の重度手根管症候群においては母指対立筋再建術を考慮

すべきであると考える．
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特発性手根管症候群重症例における短母指外転筋機能の
一期的再建は必要か？

IsabductorpollicisbrevismusclereconstructionnecessaIyincasesofsevereidiopathiccarpal
tunnelSyndrome？

○浜中一輝'，奥津一郎'，吉田綾2，田邊恒成】
'おくつ整形外科クリニック，2つくばメディカルセンター病院整形外科

【目的】短母指外転筋(APB)筋力が著しく低下している特発性手根管症候群症例に対して母指対立機
能再建術を一期的に行う必要があるか否かを検討する．

【症例および方法】1995年8月～2008年1月までの間にUSEsystemを用いて屈筋支帯とdistal

holdfastfibersoftheflexorretinacmum(DHFFR)を切離する内視鏡下手根管完全開放術(ECTR)を

行った手根管症候群症例のうち術前APB筋力が徒手筋力テスト(MMT)で0～2であった435手を検

討対象としたこれらをDML>6.5msec群とDML≦6.5msec群の2群に分け,術後MMTが0～2,3,
4，5を示した症例の回復期間と平均手術時年齢を検討した．有意差検定はWilcoxon'srank-sumtest

とFisherisexacttestで行った(p<0.05).

【結果】DML>6.5msec群では術後MMT:0～2を示した症例は38.6%,年齢64.1歳,MMT:3を

示した症例は10.1%,回復期間は197.6日，年齢61.6歳，同様に4は7.5%,159.2日,59.8歳,5は43.8%,

254.8日，58.0歳であった.DML≦6.5msecの群では術後MMT:0～2を示した症例は35.7%,年齢

60.6歳,MMT:3を示した症例は10.1%,回復期間は170.6日，年齢60.9歳，同様に4は10．7%,196.4日，
61.9歳，5は43.5％，220.2日，57.9歳であった．両群間の改善の割合，回復期間，手術時年齢に有意差
は無かった．

【結語】術前MMTおよび電気生理学的検査結果が重症の症例でも50%以上は術後MMT:4～5ま

で改善する．術後早期の機能回復を強く希望しない症例では，術後8ヶ月程度待機して機能回復を見
極めてから再建術を検討することが望ましい．
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重度手根管症候群に対する母指対立再建術の有用性

EfficacyofOpponensplastyfOrSevereCarpalTunnelSyndrome

○宮崎洋一1，田崎和幸2，山中健生3，辻本律3，貝田英二Ⅱ
1愛野記念病院整形外科，2愛野記念病院リハビリテーション科，3愛野記念病院形成外科，

4健康保険諫早総合病院整形外科

【目的】我々 は完全変性型の重度手根管症候群で母指対立障害を訴える例に対し対立再建術を行って

きた．今回治療成績を調査し，対立再建術の有用性について検討したので報告する．

【対象方法】過去5年間に手術を行った手根管症候群672例中のうち浜田の分類でいう重度手根管

症候群は168例であった．そのうち短母指外転筋の活動電位が導出不能な完全変性型は100例であり，

うちADL障害を訴えた38例に母指対立再建術を行った．術式は環指浅指屈筋を力源としGuyon管

をpullyとする方法を用いた．手術時平均年齢66.7歳(48～83歳),平均経過観察期間は37.5ケ月(15

～66ケ月）であった．これらの症例に対し握力，指腹ピンチカ,Kapandjitestを経時的に調査した

また母指球筋の萎縮を4段階に分け評価し，短母指外転筋の終末潜時とともに術後の回復と満足度

について調査した．

【結果】握力は術後経時的に回復し，最終観察時には術前と同程度となっていた．指腹ピンチカは術

後8週で術前より有意に改善しており,Kapandjitestは術後早期より良好な対立位が得られ，最終

観察時も維持されており，満足度は高かった．終末潜時は1/3の症例で導出不能であり，導出可能と

なった症例でもその多くで筋萎縮の残存が認められた．

【考察】完全変性型の重度手根管症候群では術後1年以上経過しても終末潜時導出不能例が1/3に認め

られ，終末潜時回復例でも重度の筋萎縮の残存を認めたこの結果より，完全変性型の例では対立

再建をすることが望ましいと思われた．さらに，本術式ではほぼ全例が術後早期より良好な対立位

とピンチカを獲得できADLも改善されており患者の満足度は高かった．よって，対立障害を主訴と

する患者に対する対立再建術は有用な術式であると考える．
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手の外科における最小侵襄手術

MmimallylnvasiveSurgeIyinHandSurgeIy

山中 一 良

済生会横浜市東部病院整形外科

小さな侵襲で最大の効果を得るという最小侵襲手術は現代の医療のなかで大きな流れとなってい

る．手の外科領域においては,最小侵襲手術と言う用語が普及する以前から,経皮的手法,関節鏡手術，

創外固定など，低侵襲の手術が取り入れられてきた．講演では，手の外科領域の外傷に対する最小

侵襲手術を中心に代表的な手術手技を紹介するとともに，コツや注意点，演者が工夫している点な
どについて述べる．

指尖損傷に対するocclusivedressingは，局所に侵襲を加えることなく欠損組織を治癒せしめる

優れた方法である．骨折に対する経皮的鋼線・スクリュー固定法は，腱癒着などのリスクが小さい

ため手の外科領域の骨折に対し極めて有用である．代表的手技としては，骨性槌指に対する石黒法，

指節骨に対する経皮ピンニング，関節内陥没骨折に対する経皮経骨髄的整復法，中手骨骨折に対す

るFoucher法，舟状骨に対する経皮的スクリュー固定法などがある.PIP関節脱臼骨折に対しては，

種々 の牽引装置や創外固定が開発されている．榛骨遠位端骨折に対しては，創外固定が低侵襲手術

として多用されてきたが，近年，固定性が良好で早期からの可動域訓練も可能な掌側ロッキングプ

レートが急速に普及している．これに対しても，方形回内筋温存や小皮切による固定法など，より

侵襲の小さい手技が提唱されている．また横留め式髄内釘など，新しいタイプの固定法も普及しは

じめている．前腕骨骨幹部骨折に対しては,MIPOが良好な固定性と低侵襲性を合わせ持つ優れた

方法である．小児の肘周辺の骨折は，各種の鋼線刺入法が利用されている．僥骨頚部骨折に対する

骨ペーストを用いた最小侵襲手術，上腕骨通穎骨折や顎部骨折に対する経皮的スクリユー固定など
は症例を選べば有用な方法である．
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前腕および手の深部発生脂肪腫の臨床所

見と治療成績

Clinicalfindingsofdeeplipomasofthehandand
fbrearm

横浜市立大学医学部整形外科

○上石貴之，高橋晃，中島邦晴，

林陸，齋藤知行

【目的】脂肪腫は背部，肩，四肢近位に好発し，

四肢遠位には少ない．今回，前腕および手の深

部発生脂肪腫の9例を経験したので，臨床所見お

よび治療成績について検討を加え報告する．

【方法】対象は,2004年から2008年までに，前腕

および手の深部発生脂肪腫に対して手術を施行

した9例で，男性3例，女性6例，右3例，左6例で

あった手術時年齢は平均60歳，手術までの罹

病期間は平均45ヵ月，術後の経過観察期間は平

均5カ月であった腫瘍の発生部位，臨床症状，

手術所見，術後成績について調査した．

【結果】前腕発生は7例であり，近位掌側が5例

(71％)，遠位掌側がl例(11%),近位背側が1例

(11%)であった．手発生は2例であり，いずれも

手掌側であった．前腕の近位掌側例は，すべて

腕僥骨筋と円回内筋の間に存在し，深部は僥骨

前面と骨間膜に達し，僥骨神経および正中神経

に接していたこのうち1例は，術前から指伸筋

および長母指外転筋筋力がMMT3レベルと低下

を認め,後骨間神経麻揮と診断した手発生例は，

腫瘍が屈筋腱と指神経を含んで増大し，2例とも

手指のしびれと知覚鈍麻を認めた手術は，全

例に腫瘍辺縁切除術を施行した．摘出腫瘍の平

均サイズは64×52×23mmであった術後，近

位掌側発生の1例に正中神経領域の知覚鈍麻と母

指球筋のMMT2レベルの筋力低下を認めた．最

終調査時，再発はなく，術後生じた神経障害のl

例は改善傾向を認めた．

【考察】前腕深部の脂肪腫は，腕僥骨筋と屈筋群

の間の近位掌側に発生し，僥骨周囲の深部に達

することが多かった．このため，手術時には十

分な展開を行い腫瘍の取り残しを防ぎ，さらに

僥骨神経および正中神経に注意することが必要

である．また，手発生例ではいずれも手掌側に

存在し，屈筋腱と指神経を含んで増大しており，

腱損傷および神経損傷に注意が必要である．

2-2-2

肘関節部で僥骨神経浅枝および後骨間神

経の圧排を認めた脂肪腫の検討

EntrapmentoftheRadialSuperficialNerveand

PosteriorInterosseousNerveintheElbowby

Lipoma

九州大学医学部整形外科教室

○原大介，芳田辰也，光安廣倫，

三浦 裕 正 ， 岩 本 幸 英

【はじめに】上肢の皮下に発生した脂肪腫は頻度

的に多いが，筋肉内や筋間などの深部発生例は

比較的少ない．深部発生例では神経の圧迫症状

によりはじめて診断される場合もある．今回，

肘関節部深部発生の脂肪腫に対し術中の僥骨神

経浅枝および後骨間神経の圧排所見および術前

の神経症状に関して検討したので報告する．

【対象と方法】対象は過去16年間に当院で治療

した9例である．男性3例女性6例年齢は

26歳から75歳（平均54歳)．術前，7例に

神経障害を認めた．2例が後骨間神経麻痒，3

例が僥骨神経浅枝領域の知覚障害,1例に後骨

間神経麻痒および僥骨神経浅枝領域の知覚障害

を認めた．2例は神経の圧迫症状を認めなかっ

た．全例，術前MRIでT1,T2にて皮下脂肪と同

じ信号強度を呈する分葉状の腫瘤を認め脂肪腫

を疑い辺縁切除を行った

【結果】全例，術後病理診断は脂肪腫であった．

術中，回外筋直下に腫瘤が存在した3例中2例

に後骨間神経麻痒を認め,1例に僥骨神経浅枝

領域の知覚障害を認めた．回外筋近位で腫瘤に

より後骨間神経・僥骨神経浅枝が屈側に圧排さ

れた1例で後骨間神経麻痒を認めた．回外筋遠

位に腫瘤が存在したl例は神経症状を認めな

かった．後骨間神経・僥骨神経浅枝間に腫瘤が

存在した3例に僥骨神経浅枝領域の知覚障害を

認めl例は神経症状を認めなかった．

【考察】本症例より後骨間神経は伸側に圧排され

た場合は神経症状が出にくく，一方屈側に圧排

された場合には後骨間神経麻痒が呈しやすい考

えられた．急激な後骨間神経麻痒の進行を呈し

た症例もあるため術前MRIにて屈側に圧排され

た症例では早期に摘出術を行ったほうがよいと

考えられた．
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上肢発生の軟部腫瘍例の検討

~MRI所見を中心として～

Softtissuetumoroftheupperextremity

石心会狭山病院整形外科

○若杉琢磨，野本栄

【目的】我々は上肢発生の軟部腫瘍について，

MRIなどから術前診断を行い，摘出術後に最終

診断を確定し，術前診断と比較検討したので報

告する．

【対象および方法】対象は当院にて加療した肩か

ら指までの上肢に発生した軟部腫瘍ならびに腫

瘍類似疾患49例平均56歳(26～88歳)．男性24

例，女性25例．大きさは平均23mm(5～100mm)

であった術後病理診断を元に，病歴･局所所見・

穿刺液･MRIの有用性につき検討した．

【結果】最終診断は脂肪腫ll例，類上皮嚢腫7例，

腱鞘巨細胞腫6例神経鞘腫5例であり，血管平

滑筋腫･Glomus腫瘍・感染性肉芽腫・静脈瘤・

神経線維腫・線維腫がそれぞれ2例ずつと，その

他良性病変が6例であった悪性腫瘍は環指中

節発生9mmのMyohbroblasticsarcomaと，中

指中節発生12mmのspmdleceUsarcomaの2例

であった全疾患の術前正診率は67％であった．

各疾患の正診率では，脂肪腫はMRIにて正診率

100％であった類上皮嚢腫はMmT2強調像で

は様々な信号を呈したが穿刺液を参考に正診率

100%であった.MRI等により術前に腱鞘巨細胞

腫と診断された11例のうち6例が腱鞘巨細胞腫で

あり，診断には局所所見や発生部位,Mmでの

T2強調像が有用であった神経鞘腫は腋窩や上

腕発生のものはTmelsignやTargetsi印など特
徴的な所見を有していたが，手部発生のものは

MRI,局所所見は非特異的であった.Sarcoma

の2例はいずれも術前診断は腱鞘巨細胞腫であ

り，術前に悪性の臨床診断はできなかった

【考察】上肢発生軟部腫瘍について検討した．術

前診断にはMH所見に加え，病歴，局所所見，
穿刺液，好発部位などが有用であった．

2-2-4

グロームス腫瘍症例の検討

Analysisofglomustumor

'大津赤十字病院形成外科，2長浜赤十字病院形成

外科，3京都大学形成外科

○沢辺一馬1,石川浩三1,長尾由理2,

石河利広3，田浦夏希Ⅲ

【目的】グロームス腫瘍は，圧痛，自発痛，寒冷

時痛を3主徴とする爪床爪母部に発症することが

多い腫瘍で，発症後診断までに長期を要する場

合が多いこと，摘出に際し爪変形をきたさぬよ

うに注意が必要であることなどが問題とされて

いる．いかに早期診断と適切な治療を行えるか

について考察を加え報告する．

【対象】過去6年間に手術加療を施行したグロー

ムス腫瘍症例を対象とした．内訳は男性3例，女

性ll例の14例で，年齢は27歳から60歳で平均45.8

歳，患指は母指4例，示指3例，中指4例，環指3

例であり，右側8例，左側6例であった．術後経

過期間は電話による症状の確認を含め，1ヶ月か

ら75ヶ月で平均35.1ヶ月であった．

【方法】これらの症例に対し,(1)発症から診断ま

での期間，(2)術前診断とその所見，(3)手術方法，

(4)再発に関する問題点，を検討し早期診断およ

び適切な治療について考察を加えた．

【結果】(1)数週間から40年で平均10.5年であった．

(2)3主徴は12例に認められ，爪変形は9例に認め

られた．画像検査としてMRIが9例に施行され

全例で腫瘍が確認でき，カラードップラーは5例

に施行され4例で確認できた(3)爪下発症症例に

対しては，爪甲部分切除と近位爪郭の挙上反転

を行い爪母と爪床を長軸方向に切開して摘出し，

術後爪変形が問題になった症例は認めなかった．

(4)myxoidtypeの中には境界が不明瞭で摘出に

注意を要する症例も認められ，再発と考えられ

る症例が1例認められた．

【結論】早期診断には，診療にあたる医師の本疾

患の認識が重要であると考えられた．また，臨

床所見が最も重要であり,MRIやカラードップ

ラーなどの補助検査が有用であった．治療は摘

出手術であるが，病理組織の型によっては摘出

に注意を要することが示唆された．
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上肢に発生した神経性腫瘍

Peripheralnervemmormupperextremity

名古屋大学手の外科

○水島秀幸，平田

篠原孝明，建部

仁，洪淑貴，

将弘

【目的】腕神経叢以遠の上肢に発生した神経性腫

瘍の手術成績を検討したので報告する．

【対象と方法】2000年から2008年までに当科にて

手術的治療を行った腕神経叢以遠に発生した神

経性腫瘍23例を対象とした．男性12例,女性11例，

手術時年齢は平均45歳（6～68)，術後経過観察

期間は平均5.6か月（1～26）であった発生部

位は腕神経叢部を含む上腕6例，肘部2例，前腕2

例，手関節部5例，手掌部6例，指部2例であった

全例手術的に摘出術を行い，病理学的診断を行っ

た．これら23例につき，術前術後の臨床症状の

推移について検討を行った．

【結果】術前の臨床症状としては,痛み7例,しびれ

11例,運動麻痒3例であった術前に痛みを認めた

7例中6例は術後に痛みが消失し,残り1例は軽度残

存したまた術後新たに痛みが生じた症例は認めな

かった.術前にしびれを認めた11例中3例が消失,4

例が改善,2例が不変,2例が悪化した.術後新た

にしびれが出現した症例は6例あったが,そのうち3

例はその後軽快した術前運動麻痒を認めた3例中

神経移植を行った1例は改善したものの,残り2例

は不変であった.術後新たに運動麻痒が発生した

症例は2例あったが,両者ともその後軽快した.病

理診断は22例が神経鞘腫であり,残り1例は神経線

維腫であった．

【考察】末梢性の神経性腫瘍は一般に核出可能で

あることが多いが，しばしば術後に神経脱落症

状を起こすことが知られている．当科の治療成

績においても同様な結果であった．末梢性神経

性腫瘍においては注意深い治療が必要であると

考えられた．

2-2-6

四肢に発生した神経鞘腫の治療成績

一術後神経脱落症状についての検討一

Neurologicaldeficitsaftersurgicalresectionof

schwannomamtheextre加可

帝京大学医学部整形外科

○木村理夫，阿部哲士，三木勇治，

松下隆

【目的】神経鞘腫の摘出術後における神経脱落症

状の発生頻度は，報告者によりばらつきがある．

その発生要因を自験例で検討した

【対象と方法】2002～2008年に当科で手術を行っ

た四肢の神経鞘腫27症例（男14,女13)を対象

とした．平均年齢55歳，症状出現から手術まで

の期間は平均35か月，術後経過観察期間は平均7

か月であった．発生部位(神経)は,上肢15例(正

中神経6，尺骨神経2，僥骨神経2，指神経5)，下

肢12例（坐骨神経3,大腿神経1,脛骨神経6,腓

骨神経2）で，多発発生は2例であった．全例術

前にMRIを施行し，また術前に3例で針生検,1

例で開放生検術が行われた．これらの術前後の

神経脱落症状の推移や，術式との関連について

検討した．

【結果と考察】術前に神経障害を認めたのは9例

(知覚・運動障害2，知覚障害のみ6，運動障害の

みl)であった術式は，初期の6例を除いて21

例で手術用顕微鏡下に核出術を行ったが，生検

施行3例を含む6例では癒着が強く，分離不能な

神経束の一部を共に切除した．摘出腫瘍の長径

は平均31.4mmで,5例で術後に創部血腫を生じ

た術後の神経障害は15例（術前から持続7，新

規発生8）で認め，このうち6例は癒着神経束の

部分切除例であったが，手術までの期間や腫瘍

の大きさとの関連はなかった．これらの麻痒の

回復は良好であったが，神経束を部分切除したl

例は運動麻揮が残存した．

術後の神経脱落症状の原因となる要因は，剥

離困難による正常神経束の部分切除や，術後の

残存神経の腫脹・浮腫，術後の血腫形成による

圧迫等が挙げられる．癒着の原因となる術前の

生検は避け，診断上必要なら術中迅速病理診断

を行うべきである．また術中に剥離困難な場合

は,enblockな核出に拘らず，除圧目的の腫瘍

内切除にとどめるなどの判断も必要である．
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手指腱鞘巨細胞腫の手術成績

Operativeresultsofgiantcelltumoroftendon
sheathofthehand

'済生会小樽病院整形外科，2札幌医科大学整形外

科

○平岩哲郎1，和田卓郎2，射場浩介2，

織田崇2，小笹泰宏2

【目的】手指腱鞘巨細胞腫は緩徐に増大する局所

再発性の高い腫瘍である．文献上の局所再発率

は10～30％とばらつきが大きい．また，術後の

合併症に関する報告は少ない．今回我々は当科

における手指腱鞘巨細胞腫の手術例について再

発，合併症の有無を検討した．

【方法】対象:1999年から2007年までに当科で手

術治療を行った手発生の腱鞘巨細胞腫26例を対

象とした．男性10例，女性16例で平均年齢は46.4

歳(15-77)であった．発生部位は第3指が6例,第2,5

指がそれぞれ5例，母指が4例，第4指,手部がそ

れぞれ3例であり，掌側発生例は15例,背側は3例，

掌背側は8例であった初回手術例は24例，他医

での切除術後の再発例は2例であった．手術方

法:画像診断で腫瘍の進展を十分に把握し，手術

を行った腫瘍の関節内進展が疑われる例では，

関節を切開し腫瘍を切除した検討方法:腫瘍再

発，合併症の有無を調査した．再発例ではその

特徴を検討した平均経過観察期間は51.2カ月

(7-108)であった．

【結果】26例中1例に再発が認められた.DIP関

節周囲発生例で，関節内にも腫瘍の進展がみら

れた例である．関節内を含め腫瘍切除を行った

が，初回手術から2年5カ月後に再発した．再発

時，腫瘍は関節内から周囲に広がっていた．関

節内腫瘍は両側の側副靭帯を切離し，切除した．

合併症は，関節可動域制限が3例に認められたが

ADLには支障がなかった全て関節内腫瘍の切

除例であった．神経損傷など他の合併症は認め

られなかった．

【考察とポイント】腱鞘巨細胞腫の再発の危険因

子としてDIP関節周囲発生が報告されている．

自験例でも,DIP関節内腫瘍の残存が再発の原

因と考えられた側副靭帯を切離し，確実に腫

瘍切除を行う必要があり，関節内に腫瘍が進展

している例では，術後に関節可動域制限が出現

する可能性を説明する必要がある．

2-2-8

指節骨および中手骨に発生した内軟骨腫

の検討

AClinicalStudyofEnchondromasofthePhalanx

andMetacarpus

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】内軟骨腫は単純X線のみで診断され

ることが多いが，単純X線とMRIでは病巣範囲

の解釈が異なる例がある．今回我々は，指節骨

および中手骨発生の内軟骨腫の術前画像所見と

術後経過について検討したので報告する．

【対象・方法】1999年7月から2008年8月までに当

院で治療を行った17例である．男性12例，女性5

例，初診時年齢は22～65歳（平均42歳)，骨別

の発生部位は末節骨4例，中節骨2例，基節骨3例，

中手骨8例であった.11例で術前に単純X線の

他にMmを施行し，病巣範囲を比較した初診

時に病的骨折を伴っていたものは12例で，全例

骨癒合後に腫瘍の掻爬を行った．病巣掻爬のみ

とした例は1例，掻爬後に人工骨(CPCまたはβ

-TCP)の充填を追加したものは16例であった．

【結果】経過観察期間は3カ月～6年(平均1.8年）

で，現時点での再発はなく，著しい痙痛や可動

域制限を残した例はみられていない.MRI画像

で確認できた病巣がX線画像より明らかに広

く，掻爬にあたり複数箇所の骨の開窓を必要と

した例は中手骨発生の2例存在（うち1例はskip

lesion)した．人工骨充填例では，術後X線によ

り病巣範囲を充分に掻爬出来ていることが確認

できた．

【考察】中手骨発生例ではMRIで単純X線より

も病巣が広く描出されている例があり，腫瘍の

取り残しを防ぐためにもMRIは必須の検査と考

える．中手骨は他の指節骨よりも長く，病巣が

広い場合には2か所の開窓を必要とすることもあ

るため，腫瘍摘出のためのアプローチには十分

な検討を要する．また近年，本腫瘍の治療は病

巣掻爬のみで良く，人工骨充填の必要はないと

いう意見が多い．しかし我々は人工骨の充填が，

確実に掻爬が出来たかどうかを術後X線で確認

できるという点で有用と考えている．
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手術治療を行った手指外骨腫16例の検討

Anexperiencewithl6casesofExostosisinthe

handwhichrequiredoperations

'愛知県がんセンター愛知病院総合内科，2名古屋
第一赤十字病院

○大西哲朗1,堀井恵美子2,服部達哉2

【目的】手指に発生する外骨腫のうち手術治療が

必要であった（単発性，多発性）外骨種の16例

について腫瘍発生部位，手術方法と成績につい

て検討したので報告する．

【方法】手術治療を行った男性14例，女性2例，

の計16例17外骨腫についてカルテ，レントゲン

写真より，発生部位，術前の機能障害，術後経

過について検討した手術時平均年齢は3.6歳6

例が多発性外骨種であり，家族歴は3例に認めた．

手術治療の内訳は腫瘍摘出術のみ13例，骨切り

のみ2例，腫瘍摘出術十骨切り1例であった．術

後平均経過観察期間は46ヶ月であった．

【結果】外骨腫の発生部位は母指基節骨遠位・近

位各1例,四指の基節骨遠位9例,基節骨近位2例，

中節骨近位2例であった．母指と四指の基節骨遠

位発生例は1例を除き骨端部に病変を認め，著

名な変形，可動域制限がみられた．基節骨近位

発生例は骨端線から骨端に病変があり，発生側

の過成長がみられた．可動域制限を主体とした

12症例は腫瘍切除により可動域の改善を認めた

側屈変形を主体とした3症例では変形は術前平

均37.から術後平均9.へ改善を認めた．腫瘍摘出

術を行った1例でレントゲン上再発を認めた．

【考察】多発性外骨腫の症例では，手指の腫瘍切

除が手術適応になることは多くはないが，単発

例で手指に発生した外骨腫は，関節内に進展し

可動域制限高度の変形をきたし，早期の手術

的治療が必要であった．指骨では，発生部位は，

骨端線と反対側の骨端部に多く存在した．骨端

線部の腫瘍は，前腕発症の外骨腫と異なり，外

骨腫発生側骨端線の過成長，骨端の巨大化，多

発骨化核様変化を認め,dysplasiaepiphysialis

hemimelicaに分類されると考えられた

2-2-10

手部および手関節部に発生した原発性悪

性骨軟部腫瘍の治療成績
Treatmentofboneandsofttissuesarcomasofthe

handandthewrist

'国立がんセンター東病院形成再建外科，2国立が

んセンター中央病院整形外科

○友利裕二'，川井章2，櫻庭実'，

別府保男2，中馬広－2

【目的】手部および手関節に発生した原発性悪性

骨軟部腫瘍の治療成績を検討したので報告する．

【対象および方法】1991年～2008年の間に治療を

行った手部および手関節部に発生した悪性骨軟

部腫瘍を対象とした．年齢,発生部位,初発症状，

腫瘍径，病理組織診断，手術法，併用療法につ

いて検討した．

【結果】手部，手関節に発生した悪性骨軟部腫瘍

は15例（男10,女5),初診時年齢は16～65歳（中

央値38）であった（経過観察期間は17-170ヵ月

中央値57.5)．罹患側は右8，左7，発生部位は

手掌部9，手背部5，手関節部1であった．初発症

状は無痛性腫瘤14例，瘻痛のみがl例，初診時

腫瘍長径は3～8cm(中央値5)であった（術後

紹介例は除く）．組織型は滑膜肉腫4例，横紋筋

肉腫4例，軟骨肉腫2例，軟骨肉腫，脂肪肉腫，

類上皮肉腫悪性神経鞘腫明細胞肉腫が各1例

であった．初診時遠隔転移を2例（遠隔リンパ

節転移，骨転移）に認めた．当センターで初回

手術を施行した症例は8例(前腕切断3，中手骨列

切除2，広範切除3)，前医での手術後（辺縁切除

5例，腫瘍内切除1例）紹介され再手術を行った

症例は6例（追加広範切除3，中手骨列切除3）で

あった．手術療法を行わず化学・放射線療法の

み行った例が1例であった遊離皮弁による再建

を4例に行った（足背，前腕，前外側大腿，腹直

筋皮弁各1例)．全経過中,化学･放射線療法を行っ

た症例が3例，化学療法施行例4例放射線療法

施行例2例であった．最終診察時，前腕部での切

断症例は15例中3例であり,CDF3例,NED5例，

AWD3例,DOD4例であった．

【考察】手術療法に化学療法，放射線療法を併用

することにより，腫瘍根治と機能温存を図るこ

とが重要とおもわれた．
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手と指の軟部肉腫に対する治療経験
TreatmentfOrSoftTissueSarcomasmtheHand

andFmger

県立がんセンター新潟病院整形外科

○小林宏人，守田哲郎，畠野宏史

固有手部ならびに手指の悪性腫瘍は非常に稀で

ある．1990年から2004年までの15年

間に手および指の軟部肉腫6例を県立がんセン

ター新潟病院で手術した症例は男性5例，女

性l例．年齢は27から81歳平均56歳．

骨外性軟骨肉腫2例と平滑筋肉腫，血管肉腫，

脂肪肉腫，悪性末梢神経鞘腫瘍が各1例であっ

た．悪性末梢神経鞘腫瘍は指尖で骨に達してお

り,MP関節離断術を余儀なくされた．脂肪肉

腫は7×6×5cmと巨大で手背から手掌まで

貫通しており，広範切除するとほとんど手がな

くなってしまうので，辺縁切除後25回50G

yの照射を追加した．他は広範切除術が可能で，

遊離上腕外側皮弁，逆行性前腕皮弁，局所皮弁

などで再建した手や指は他の部位と違って軟

部の深在性腫瘍は少なく，露出部のため比較的

早期に気づき易い．私達の症例でも6例中5例

が表在性腫瘍で，長径でも3cmを超えていな

い．よって広範切除術が可能となることが多い．

化学療法の治療効果エビデンスが確立していな

い現在，できるだけ早期に発見して広範切除術

を計画するのが機能温存のため重要と考える．

ところが外来局所麻酔手術で摘出可能な大きさ

のため，術前の画像診断なしに単純切除を受け，

病理の結果が悪性で他院から紹介されることも

ある．多くの場合追加切除標本に腫瘍遣残を認

めるため，術中操作の及んだ範囲を報告しても

らう必要がある．術者は腫瘍摘出したら割面を

みて，自分の術前診断に少しでも矛盾を感じた

ら，手術記録を書いて，病理結果を待つべきで

ある．また，腫瘍に対しては美容的なことより

機能的なことを重視して，縦皮切で生検または

摘出術を行なう．追加広範切除のとき，横切る

コンパートメントを最小にするためである．

2-2-12

前腕における悪性肉腫：臨床成績

と患肢温存のためのMicrosurgical

reconstruction

Sarcomaintheforearmandhand:Clinical

outcomesandmicrosurgicalreconstructionfOr

lmbsalvage

'山口大学医学部整形外科，2関門医療センター，

3小郡第一病院

○村松慶一'，伊原公一郎2，重冨充則'，

土井一輝3，田口敏彦】

【目的】手，前腕に発生する悪性肉腫は非常に稀

であり，これまでその治療法についての報告は

少ない．解剖学的に軟部組織に乏しく各重要組

織がお互いに近接しているため，悪性腫瘍広範

切除後には多大な組織欠損と機能損失に陥りそ

の再建に非常に苦慮する．今回当科にて加療し

た症例よりその再建法について検討した

【方法】症例は20例で，男性10例，女性10例，手

術時平均年齢は54歳であった.発生部位は前腕

軟部肉腫9例，骨腫瘍4例，手軟部肉腫5例，骨腫

瘍2例で，病理診断ではMFH6例と最多で次いで

軟骨肉腫3例であった14例が初回から当科で手

術を行い，6例は他院で加療されその後再発など

で当科を紹介されていた.Emekingの病期分類

では,stagelb4例,IIa4例,IIbll例，Ⅲ1例

であったこれらの症例に対して2cmの切除縁

をつけた腫瘍広範切除術を行い，組織欠損を遊

離または有茎組織移植にて再建した．患肢機能

はEme伽gスコアを用いて評価した．術後平均

経過観察は37ヶ月であった．

【成績】3例で肺への遠隔転移を認め1例腫瘍死

していた．前腕軟部例には遊離広背筋皮弁，薄

筋皮弁（機能的も含む)，有茎僥側前腕皮弁な

どで再建され，前腕骨例では全例血管柄付き腓

骨で再建されていた．3例で術後血栓のため再手

術を要したが全例生着した．手部例では4例で

指列移行術が行われた4例で局所再発をきた

したが3例は他院からの術後紹介患者であった．

Ennekingの機能評価では平均83%と良好な成績

であった．

【結論】手,前腕の悪性腫瘍の治療には初回手術

時の適切な広範切除と適切な組織再建が成功の鍵

である.欠損組織とその再建には注意深い術前計

画が重要である.マイクロサージャリーを用いた組

織移植は患肢温存や創閉鎖のみなら韻良好な機

能改善に必須で信頼の置ける再建法である．
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小児の前腕両骨骨幹部骨折（中央1/3)
に対する手術法選択の検討

Clinicalresultsofoperativetreatmentfbrboth-
bonefbrearmmdshanfracturesinchildren

'諏訪中央病院整形外科，2済生会川口総合病院整

形外科，3東京医科歯科大学整形外科

○志村治彦'，太田剛2，山田哲也'，

若林良明3，四宮謙一3

【はじめに】中央1／3の前腕両骨骨幹部骨折は

年齢や転位の程度などに応じて様々な治療方法

が選択されている．今回我々は，過去9年間にお

いて手術を行った中央1/3での小児前腕両骨骨

幹部骨折29例について検討し，手術方法につい

て考察したので報告する．

【対象および方法】2000～2008年までに手術を

受けた小児前腕両骨骨折85例のうち中央1/3で

の両骨骨幹部骨折29例を対象とした．男児19

例，女児10例，年齢は2～15歳（平均9.8歳),左

右別では右14例，左15例．経過観察期間は5～

35ケ月（平均9.2ケ月)．21例にK-wire髄内固

定（平均8.8歳）を行い，8例に両骨プレート固

定（平均13.2歳）を行った．術後成績をGrace&

Eversmgnnの評価基準で評価し,K-wireの抜去

時期と前腕回内外の可動域を考察した．

【結果】K-wire髄内固定では優17例，良3例，可

1例．プレート固定では優6例，良2例.K-wire

髄内固定では前腕回内健側比94.4％，回外健側比

96.3％（9歳以下12例回内97.6%回外98.8%,10歳

以上9例回内91.3％回外93.8％)．プレート固定で

は回内健側比93.1％，回外健側比97.2%.K-wire

の抜去時期は術後平均388日（9歳以下34.3日，

10歳以上43.3日）であった．

【考察】成人の中央1／3前腕両骨骨幹部骨折は

回旋不安定の問題から両骨プレート固定が行な

われる事が多い．小児におけるk-wire髄内固定

法は低侵襲で理想的な手術法であるが，年齢的

な適応については一定の見解が得られていない．

K-wire髄内固定法では10歳以上の症例でK-wire

の抜去時期が遅くなり，可動域制限が大きくな

る傾向があった．残存する自家矯正能力や骨癒

合するまでの期間を考慮して，男児13歳・女児

12歳以上の症例は成人と同じように両骨プレー

ト固定を行った方が良いと考えている．

2-2-14

小児榛骨骨折の手術療法による治療成績

OperativeTreatmentofRadiusFracturemCMdren

埼玉県済生会川口総合病院整形外科

○松山嘉彦太田剛

【目的】当院では転位のある小児僥骨骨折に対し，

全身麻酔下に骨折を整復,Kirschner鋼線にて，

手関節面より骨端軟骨板を貫通，骨折部を通過

させて髄内釘固定を行っている．現在のところ

良好な成績が得られているのでこれを報告する．

【対象】過去5年間に当院にて手術治療を行った

12歳以下の僥骨骨折は77例であった．男性61例・

女性16例，平均年齢は9.2歳(2-12歳）であり，

右33例・左43例・両側l例であった．

【方法】全例,全身麻酔にて手術を行った．イメー

ジ下に徒手整復し，整復困難な症例は骨折部に

鋼線を挿入しKapandji法にて整復を行った整

復を保持する為，手関節掌屈位で背側からのl.5-

2.0mmのK鋼線一本を僥骨手関節面に刺入，骨

軸方向へすすめ，骨端軟骨板を貫通，骨折部を

通過させ髄内釘とした．抜釘を容易とするため

鋼線は埋没させず，皮層上に残した．術後はソ

フトシーネ固定とし，腫張の軽減を確認して肘

上ギプス固定を行い，以降は通院にて経過観察

した．仮骨が十分出現したところでギプスカッ

トし鋼線の抜去を行った

【結果】平均観察期間は92日間(62-165日間）で

あり，全例で骨癒合が得られた．鋼線は術後か

ら平均38日間（30-51日間）で抜去した鋼線の

折損･骨髄炎･再転位･偽関節の発生は認めなかっ

た．また骨端軟骨板を貫通したことに由来する

変形・成長障害などの合併症も認めなかった．

【考察】小児の前腕骨骨折は鋼線固定によって治

療が可能であるが，骨端軟骨を避けて固定を図

ると手術手技の難易度は高くなる．骨端軟骨を

貫通させて鋼線を刺入する方法では，一本の鋼

線で十分な安定性が得られ，手技も比較的容易

である．骨端軟骨損傷は骨端線の早期閉鎖や成

長障害等の報告があるが，我々の治療した症例

ではそれら合併症の発生は認めず，有用な方法

であると考えられる．
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高度回旋変形を伴う榛骨骨幹部骨折変形

治癒

Severerotationaldeformityafterdiaphyseal
fractureoftheradius

大阪大学整形外科

○村瀬剛，森友

竹安酉佳倫，吉川

寿夫，三宅潤一，

秀樹

【目的】僥骨骨折は，骨折部位よっては強い回旋

変形をきたし得る．我々はCTを用いた術前評

価で100.以上の回内変形を示した僥骨骨幹部骨

折変形治癒を経験したので報告する．

【症例】我々は，2002年よりCTデータを用いた

3次元手術計画に基づいて，前腕骨幹部骨折変形

治癒の矯正骨切術を31例に行ってきたそのう

ち僥骨の100.を超える高度回内変形治癒を2例に

認めた症例は31歳と21歳の男性，いずれもス

ポーツ中の転倒を受傷機転とする僥骨近位1/3の

骨折で，前医でKワイヤーによる髄内固定とギ

プス固定を受け，骨癒合後に前腕回外制限を主

訴に受診した．単純x線像では，僥骨遠位部が

正面位の前腕撮影で僥骨粗面を僥側に認め，明

らかに健側と異なっていた.CTを用いた3次元

手術計画で，前者は103｡，後者は136.,僥骨遠

位部が近位部に対して回内変形していることが

判明した．受傷後それぞれ20ヶ月と30ヶ月で変

形治癒部での回旋矯正骨切とプレートによる内

固定術を施行し，前腕回旋可動域は術後著明に

改善した

【考察】僥骨近位部には回外筋と上腕二頭筋が停

止して回外方向に働く．僥骨近位1/3以遠には円

回内筋が，僥骨遠位部には方形回内筋が付着し

て僥骨を回内する．そのため，回外筋付着部と

円回内筋付着部の間に骨折を生ずれば，近位骨

片が回外する一方で遠位骨片は回内し，僥骨の

回内変形が極めて生じ易くなる．今回の2症例で

は，このような骨折部位の特殊性に加えて,K

ワイヤー髄内固定しか行われなかったために，

高度の回内変形が生じたと考えられる．僥骨近

位1/3の骨折・変形治癒では，予想以上の回内変

形が存在する可能性がある．術前評価に際して

は，単純X線前腕撮影における手関節肢位と僥

骨粗面位置の関係に注意を払い，必要に応じて

CT検査を行うべきである．

2-2-16

前腕両骨骨折変形治癒の3次元変形

パターン

Threedimensionalanalysisoffbrearmmalumon

大阪大学整形外科

○三宅潤一，村瀬

竹安酉佳倫，吉川

剛，森友寿夫，

秀樹

【目的】前腕両骨骨幹部骨折変形治癒に伴う可

動域制限や近位・遠位僥尺関節の問題に対して

矯正骨切り術が行われるが，比較的軽度の変形

でも前腕回旋可動域制限が起こることから解剖

学的に正確な矯正が必要と考えられる．しかし，

両骨の変形を単純X線画像やCT断層画像だけ

で正確に評価することは困難で，過去に3次元的

な定量解析を行った報告はない．本研究の目的

は前腕両骨骨幹部骨折変形治癒を3次元的に定量

解析し，その傾向を明らかにすることである．

【対象】対象は前腕両骨骨幹部骨折後に変形をき

たし，治療目的で当院もしくは関連病院を受診

した患者19例（男14例，女5例）で，平均年齢は

14.9歳（9～28歳）であった．

【方法】両側の前腕全長の3DCTを撮影し，得ら

れたDICOMデータから独自の画像解析ソフト

を用いて，前腕両骨の3次元コンピューター骨モ

デルを作成した．健側鏡像骨モデルを作成し，

これを患側骨モデルと重ね合わせて，遠位部分

の近位部分に対する変形量を3次元的に定量化し

た．僥骨，尺骨それぞれの健側鏡像に基準軸を

設定し,EulerAngle法を用いて患側の変形量を

6自由度で評価した

【結果】僥骨の変形角度は伸展14±15.3（-29～

33）。,僥屈1±10.1(-17～29)｡,回内11±20.2(-15

～63)｡であった.20.以上の回内変形は7例(37％）

に認め，平均32.であった．60.以上の回内変形

も1例に認めた.尺骨の平均変形角度は屈曲1±7.9

(－14～20）。，僥屈8±8.6（－9～25）。，回内

5±11.9(-17～35)・であった尺骨の20度以

上の回旋変形は2例(11%)のみであった

【まとめ】僥骨の主な変形要素は伸展,回内であっ

た．尺骨は一定方向の変形傾向はなかった解

剖学的に正確な変形矯正を行うためには，2次元

的な角状変形の評価のみでは不十分で，特に僥

骨の回内変形に留意する必要がある．
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尺骨急性塑性変形によるMonteggia
equivalent(BadoTypel)の2例一回旋変
形の存在と重要性

TwocasesofMonteggiaequivalent(BadoTypel)

duetoulnaracuteplasticdefbnnation.-Importance

ofrotationaldefbrmity

1行岡病院整形外科手の外科センター，2大阪大学

大学院整形外科，3多田クリニック

○正富隆1，行岡正雄'，岡久仁洋2，

竹安酉佳倫2，多田浩一3

僥骨頭前方脱臼をともなう尺骨急性塑性変形

(Monteggiaequivalent:BadoTypel)は，骨折

が無いため看過されやすいだけでなく，初期治

療における尺骨矯正にも難渋することの多い外

傷である．矯正術に際しては僥骨頭の前方脱臼

であるため，一般に尺骨の伸展変形の角状矯正

が考慮されるが，伸展変形の矯正のみならず回

旋変形の存在とその矯正の重要性を示唆する2

例を経験したので報告する．

【症例l】8才，女児鉄棒より転落し，地面と

体の問に患肢を挟む形で受傷X-P上，尺骨の

軽度の前方凸変形と僥骨頭の前方脱臼を認めた．

同日観血的整復術施行．回外位で僥骨頭は整復

されるが回内により容易に脱臼徒手的持続矯

正によりclick音とともに僥骨頭が整復され，回

内外でも僥骨頭は安定化した．術前・術後の

3D-CTによる解析によれば，尺骨はll.4°の伸展

変形が3.1°（27.2％）矯正された（伸展変形8.3．

残存)．一方，術前存在した7.9.の外旋変形は5.4。

(68.4%）矯正されていた（25.外旋変形残存)．

【症例2】12才,男児.手をついて転落して受傷．

前医で看過された僥骨頭脱臼が他医にて2週間

後に判明し紹介受診．受傷後3週で矯正骨切術

施行．術前の3D解析にて13.の伸展変形と36.の

外旋変形が判明．角状変形のみならず回旋変形

を矯正することにより僥骨頭の整復位を得た．

【考察】症例1は徒手持続矯正によってもなお8.3。

の伸展変形が残存しているものの僥骨頭は安定

化し，これは主に回旋変形の矯正により獲得さ

れたと推察される．また症例2は大きな回旋変

形が存在し，これを矯正してはじめて正常・安

定な僥骨頭の整復位と回内外可動域を確保でき

た尺骨急性塑性変形にともなう僥骨頭脱臼に

おいては伸展変形のみならず回旋変形の存在を

考慮し，その矯正にも注意をはらうべきと思わ

れる．

-S199-



H

2-2-LS4

変形性関節症に対するCOX-2選択的阻害剤の臨床効果

ChnicalEfficacyofCOX-2SelectiveInhibitoronOsteoarthritis

酒 井昭典

産業医科大学整形外科

我が国における変形性関節症(OA)の患者数は約1000万人といわれている．関節痛を訴える人は

50歳以降急増する．関節痛は,ADL･QOLを低下させ，高齢者が要支援・介護となる原因の第5位

である．

40歳以上の日本人地域住民女性584人の両手の単純X線像を解析した我々の調査結果では,X線上

の手指OA(KellgrenLawrenceグレード2以上）は，示指DIP,母指IP,中指DIP関節の順に多く，

左右対称性にOAが存在するオッズ比は18.5であった．手指OA発生率は，職業との関連性を認め

なかったが，利き手に高かった手指OA発生率は高齢ほど，低骨密度ほど高かった．しかし，重

回帰分析の結果，手指OA発生率の有意な説明因子は年齢であり，骨密度ではなかった．

OA治療のターゲット分子には，炎症性サイトカイン，細胞外マトリックスプロテアーゼ,COX-2

などがある．2007年に我が国で承認されたCOX-2選択的阻害剤（セレコキシブ）が現在よく使用さ

れている．我々は，当科でセレコキシブを用いて治療した40歳以上のOA外来患者93例の治療成績

を明らかにした．平均年齢64.8歳で，セレコックス⑧100mg錠を朝夕2回食後に内服投与し,2週後

の有効性と安全性を評価した．セレコキシブ投与の有効性（軽度改善以上）は65.6％，安全性（ほぼ

安全以上）は93.6％の症例に認めた他のNSAIDsを内服していたが効果がないという理由でセレ

コキシブに切り替えた27例において,切り替え後の瘻痛軽減効果は55.5％（軽度改善以上）であった．

発現した有害事象は8.6％で，その内訳は皮疹，掻痒感，眠気，ふらつきであった．58例には冑粘膜

保護剤や胄炎・冑潰瘍治療薬を併用処方しなかったが，消化器に関する有害事象はなかった2007

年のOARSIのOA治療ガイドラインでは,COX-2選択的阻害剤はエビデンスレベルの最も高い薬剤

とされている．
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関節リウマチ疾患活動性と手指の関節破

壊の検討

Diseaseactivityanddeteriorationofthefingerand

thumbjointsmtherheumatoidarthritis

新潟県立リウマチセンター

○阿部麻美，石川肇，大谷博，

石井克志関英子

【目的】関節リウマチ(RA)で早期に関節破壊

を予測することは，治療薬剤選択，治療方針の

構築において重要である．経年的に手指の関節

破壊がどのように進行するか，疾患活動性の影

響との関連を検討したので報告する．

【対象と方法】発症1年以内に当院を受診し10年

以上継続して経過を追跡した68症例（男16例，

女52例),136手指について経年的変化と疾患活

動性について検討した．生物学的製剤使用例は

含まれていない．疾患活動性として3-4か月ごと

にDAS28-CRP(3)(DAS)を算出し，一年ごとの平

均値を用いた初診時RFは陽性49例，陰性19例

であった.X線上の破壊度をLarsengrade(LG),

またその和であるLarsendamagescore(LS),

modifiedSharp法にて評価したMP関節の尺

側偏位角度を計測した．

【結果】LGは0-2年で急速に悪化し，その後は10

年にわたり直線的に悪化していくことが分かっ

た．最終観察時に87手，64.0％にLGIII以上の変

化をMP関節,PIP(IP)関節の一カ所以上に認め

た．最終観察時LGIII以上と11以下のグループ

では平均DAS(0-1年）では差がみられなかっ

たが，平均DAS(0-2年),平均DAS(0-10年）で

はLGIII以上で有意に高値になった.10年時に

LGIII以上になる平均DAS(0-10年）のカット

オフ値は3.07であった.LSは直線的に進行を認

めた.modifiedSharp法では直線的に関節裂隙

の狭小化,erosionは進行した．尺側偏位に関し

てはレントゲンでの計測にて有意な結果が見ら

れなかった．

【結論】RAにおいて疾患活動性が高い患者では

手指の関節破壊が早く進行する.RA発症早期か

ら疾患活動性をコントロールすることは，関節

破壊の進行をくいとめるために重要である．

2-2-19

3D-CTを用いたRA性尺側偏位の検討：

第1報

InvestigationofUInarDriftinRheumatoidarthritis

byusingthe3D-CT:TheFirstReport

'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，山王朋佳2，

小宮節郎3

RA性尺側偏位の病態はMP関節の尺屈，尺側

移動および掌側（亜）脱臼からなる．その原因

については，関節の解剖学的特徴，手内筋，手

関節の僥屈など諸説あるが，定量的な検討はほ

とんどなされていない．今回，我々はRA性尺

側偏位の病態を3D-CTを用いて評価し，屈筋腱

の影響を検討したので報告する．

【対象および方法】当施設にてRA性尺側偏位に

対し矯正手術を行った20症例を対象とした術

前にMP関節伸展位，最大屈曲位で3D-CTを撮

影し，その画像を元に各MP関節の尺側移動率

(UTR:lunartranslationratio),掌側亜脱臼率

(VDR:volardislocationratio)を測定した．ま

た屈筋腱の走行に注目し，矢状断面像で中手骨

頭掌側下端（掌側板付着部）から屈筋腱断面中

央部の距離を測定しその走行偏位を検討した．

【結果】MP関節伸展位でUTRは平均23%,

VDRは平均41%で,UTRは各指の間で有意差は

認めなかったが,VDRは示指・中指で有意に増

大していた．またMP関節屈曲位でのUTRは平

均30%,VDRは平均54%であり，伸展位と比較

し有意に増大していたまた屈筋腱の走行はMP

関節伸展位で健常者と比較し尺側に平均3.9mm,

掌側に平均3mm偏位していた.MP関節屈曲位

では伸展位と比較し掌側に平均2.8mm増大して

いたが，尺側への変化は僅かであった．

【考察】尺側偏位初期例ではUTR,VDRは小さ

く，屈筋腱の偏位も僅かだったが，進行ととも

にUTRが増大し,MP関節の完全脱臼を伴う重

症例では逆にUTRは比較的小さく,VDRがよ

り増大する傾向にあった．尺側偏位の進行によ

り屈曲拘縮が増強し，屈曲モーメントが増大し

たためUTRが小さくなったと考えられるが，一

旦掌尺側へ偏位した屈筋腱が尺側偏位の進行に

強く影響していることが十分予測される．実際

に屈筋腱が原因と考えられる再発例を示し，今

後の本研究の展望についても言及する．
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関節リウマチにおける生物学的製剤療法

の上肢能力障害への影響

Theeffectofbiologicaltherapyonthedisabnities

oftheupperextremityinthepatientswith
rheumatoidarthritis

新潟県立リウマチセンターリウマチ科

○石井克志，石川肇，阿部麻美

大谷博，関英子

【目的】近年，生物学的製剤は関節リウマチ(RA)

の治療において関節破壊進行を抑制する薬剤と

して注目されている．生物学的製剤がRA患者

の病状コントロールに大きく影響していること

は明らかであるが，今回われわれはRAによる

上肢能力障害が，生物学的製剤の導入によって

どの程度改善したか上肢障害評価表（日本語版

DASH)を用いて患者立脚型アウトカム評価を

行ったので報告する．

【対象と方法】2005年4月から2008年4月までの

間に生物学的製剤投与を開始し，投与前後で

DASHの回収が可能であった80例（男性16例，

女性64例）を対象とした．投与開始時の平均年

齢は51.7(17～82)歳平均罹病期間は9.2(0.4~

40)年であった投与薬剤はインフリキシマブ49

例，エタネルセプト31例であった．これらの症

例の生物学的製剤投与前後でのDAS28-ESR(4),

DASHスコア，握力およびQOL評価として

MHAQについて調査し検討した．なお，以上の

評価は生物学的製剤の投与直前と投与後約6ヵ月

の時点で行った

【結果】DAS28は投与前平均5.2から投与後3.9/､

と著明に改善したDASHスコアは投与前平均

53.3から投与後39.3,MHAQは投与前平均0.9か

ら投与後0.7と改善したDAS28,DASHスコア，

握力,MHAQそれぞれの調査時から投与開始時

の差について検討すると,DAS28とDASHスコ

ア,MHAQの間に正の相関関係を認めた握力

は左右の平均を計測すると投与前平均141mmHg

から投与後168mmHgに増加した．

【結論】生物学的製剤によって疾患活動性がコン

トロールされ上肢能力障害の改善を認めた．

2-2-21

生物学的製剤使用中のRA患者における

リウマチ手の治療経験

SurgeIyfbrthehandmRApatientsduringbiologic

agentstherapy

奥田整形外科

○奥田敏治

【目的】関節リウマチ（以下RA)において，生

物学的製剤の有効性は認められるが，なお残存

する限局した関節炎やすでに進行した関節変形

に伴う機能障害に対しては，整形外科的手術が

必要となる．今回生物学的製剤を投与中のR

A患者で当院にて手指・手関節の手術を行った

症例を検討したので報告する．

【対象および方法】症例は15例（男性2･女性13)

21手術，手術時平均年齢54.7歳(21-75),RA

罹病期間は平均ll.9年で，使用していた生物学

的製剤は，エタネルセプトll例，インフリキシ

マブ3例，トシリズマブ1例である．手術の内訳

は，母指関節形成術11例，手指関節形成術12例，

手関節形成術5例，手関節滑膜切除術4例であっ

た．術後臨床経過および術前後のCRP,DAS

28(4)-CRPの変化について検討した

【結果】エタネルセプト使用症例のうち2例で休

薬中に一時RA活動性の再燃を生じるも，再投

与により改善した．術後感染や創の治癒不良な

ど合併症を認めた症例はなかった.CRPの平

均は術前0.74mg/dl,術後0.58mg/dlで,DAS

28(4)-CRPの平均は術前3.94,術後2.93であった．

術前腫脹・瘻痛がみられ滑膜切除術をおこなっ

た症例では，局所の症状はいずれも消失し，再

燃はみられない．術前のRAコントロールは良

好で，手指の変形・機能障害に対しインプラン

トを用いた手指の再建術をおこなった症例では，

外観・機能の改善により術後の満足度は高かっ

た

【結論】生物学的製剤を用いても，手指・手関節

に炎症が残存する例も少なくなく滑膜切除術と

の併用が有効である．生物学的製剤の使用によ

り全身のRAコントロールが改善すると，より

高いQOLを求めてこれまで気にしていなかった

手指の変形・機能障害に対する手術を希望され

る患者も増加しており，手指の再建術も積極的

におこなわれることが期待される．
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ZoneⅡにおけるRA手指屈筋腱鞘滑膜炎

による手指屈曲障害について

Limitationoffingernexionduetorheumatoid

flexortenosynovitisatZonell

行岡病院整形外科

○行岡千佳子，行岡正雄，正富隆，

村田紀 和

ZoneⅡにおける腱鞘滑膜切除を要したRA症例

の病態と術後成績に検討を加え報告する．

【対象と方法】保存治療抵抗性の手指屈曲制限(弾

発現象は除く）に対し滑膜切除術を施行したRA

女性8例11指（平均年令60才）に対しこれらの

臨床症状，手術所見，手術法，ならびに術後成

績を検討した

【結果】全例手指の屈曲制限を認め，それはDIP

関節に著明であった．このうち2例は手指grip

時にDIPの自動屈曲不能であったが,FDPtest

によりFDP断裂は否定された．術中所見では

全例にA2pulley下およびその遠位部において

FDP腱内への滑膜浸潤による膨瘤あるいは腱

のささくれを認め，これらによるA2puney,

FDSchiasmaの通過障害がDIP屈曲障害の主因

と考えられた．手術は腱鞘滑膜を可及的に切除

のうえ，膨隆した腱をtrimmingし，全例にA2

pulleyの切除(遠位部分切除を含む)を行なった．

その後もFDPの引っかかりの残存する3指に

FDSchiasrnaの片側slipの切除,2指にFDSの

全切除を追加したA2を全切除した1指はFDS

を温存しAlpulleyも切開したため,A2puney

を再建した術後最終fbllow時においてll指

中10指はfungrip可能となったが,A2pulley

を再建した1指に屈曲障害を残した

【結論】自動DIP屈曲制限のあるRA屈筋腱鞘滑

膜炎においてはZonellでも腱鞘滑膜切除を要

し,A2またはAlいずれかの靭帯性腱鞘を温存

すべきであるが，腱の膨化や滑膜浸潤による腫

脹のためいずれの腱鞘も切除・切開を要する場

合には,FDSを犠牲にしてもA2を温存すべき

である．

2-2-23

RA手関節安定化術としての手関節

仮固定術

TemporaIyradiocarpalfilsiontostabilizeunstable
rheumatoidwrists.

'広島県障害者リハビリテーションセンター，

2広島手の外科研究所，3八幡浜市立病院

○水関隆也1,児玉祥3,津下健哉2

【目的】関節リウマチ（以下,RA)手関節の破

壊が進行すると，手根骨の破壊と同時に手関節

の掌側脱臼，尺側転位を生じることが多い．こ

れらを矯正する目的で手関節全固定術が適応と

なるが，至適固定角度の決定が難しく，骨欠損

を補うため腸骨移植を要することがある．手関

節仮固定術では完全な骨癒合を目指さないので，

術後ある程度の可動域が残される一方，脱臼の

再発が心配される．われわれが過去に行った手

関節仮固定術の結果について報告する．

【対象】1998年より本法を始めて以来,24例28手

に施行した．このうち，3例4手の死去，1例2手

の行方不明，1年未満経過3例を除く17例19手を

対象とした対象症例の内訳は，男性2例女性15

例，年齢は46～76（平均61）歳．術後経過期間

は9年6月～1年1月（平均4年6月）であった．

【方法】術式は標準的な進入路を用いた手関節滑

膜切除術の後，手根骨群を整復し，僥骨茎状突

起から手根骨を仮固定するために2本のKirshner

鋼線を斜めに刺入する．原則的に腸骨移植を用

いない．術後,5週間前後で前腕ギプスシーネを，

6週間前後で鋼線を抜去する．調査方法として，

手根骨圧漬，脱臼の再発を調べるために,X線

学的に僥骨手根骨間癒合,RCDR(僥骨手根骨距

離比),VCSR(手根骨掌側亜脱臼比）を調べた

【結果】X線学的には6手が全固定に，2手が僥

骨手根骨固定に，2手が僥骨月状骨固定に進行し

ていた．残る9手は線維性偽関節のままであった

RCDRは術前平均0.44から術後0.45'､,VCSRは

術前平均0.3から術後0.27と改善していた．

【結論】手関節仮固定術によって，尺側転位は若

干進行したものの掌側脱臼は矯正位がよく維持

されていた線維性偽関節から半数が部分／全

固定へ進行していた．本法はRA手関節安定化

の目的を達していた．
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関節リウマチにおけるSauve-Kapandji法
後のギプス固定は必要か？

IsCastlmmobilizationNecessaryafteraSauve-

KapandjiProcedurem肋eumatoidArthritis？

'県立奈良病院整形外科，2済生会中和病院整形外

科，3西の京病院整形外科，4町立大淀病院整形外

科

○福居顕宏l,吉井尚2,植田康夫3,
仲西康顕4

【目的】関節リウマチの手関節障害に対して一般

的にSauve-Kapandji法（以下S-K法）後約1-4週

間のギプス固定されている．今回,S-K法にお

いて強固な榛・尺骨間固定後に4日目より早期運

動を開始して伸筋支帯の異常，骨癒合，可動域，

また手根骨の配列を調査したまた腱断裂例に

対して改変したS-K後に腱移行や腱移植し，早

期運動による指MP関節の可動域調査を行った．

【方法】2002年より改変したS-K法を施行し2年

以上経過した35人39例に対し調査を行った．女

性37例，男性2例，手術時年齢は25-77歳（平均55

歳)，罹病期間は422年（平均10年),追跡期間は

25-72か月（平均33.7か月）であった．その内，腱

断裂を伴った症例は8人で腱断裂後平均6.9週目に

改変したS-K法後に腱移行や腱移植を施行した．

【成績】瘻痛は全例において改善がみられた尺

骨断端でのクリック音は2例に認めたが半年後

には消失した．X-pにおいて術後3か月の時点で

全例に骨癒合を得た．術前掌屈／背屈は25.9／

33.6度から術後26.7／49度となり可動域は術前

60.2度から術後75.4度へと有意(P<0.001)に改
善した．回内／回外は71/71.1度から88.1/

89.1度となり可動域は142.6度から177.1度へと有

意(P<0.001)にと改善した掌屈のみ有意差

は無く回外はp<0.01,その他の可動域はp<

0.001で有意差を見た.X-p計測において,carpal
heightratioは平均0.46から0.45と手根骨の破壊は

軽度見られるも有意差は認めなかったCarpal
translationindexO.34から0.33で有意差は認めな

かった．早期運動したにも拘わらず，腱の縫合

部での断裂は見られず伸筋腱断裂例ではMP関

節の可動域は健側に比して5.5度減少した．

【結論】改変したS-K法後に術後4日目から早期

運動を施行すれば手関節の可動域の改善MP

関節では僅かな可動域の減少を認めた．

2-2-25

尺骨近位端制動術を加えたSauve-

Kapandji法における尺骨近位断端部痛の
検討

ProblemsofProximalUlnarStumpafter

StabnizationmtheSauve-KapandjiProcedure

山口大学大学院医学系研究科整形外科

○坪 根徹 重冨 充則 ，村 松慶 一，

小笠博義

【目的】当科では以前,Sauve-Kapandji(S-K)法

に尺骨近位断端の制動を加えずに治療した16例

19手関節について検討し，尺骨近位断端部痛は

掌背側方向の不安定性によるものであり,ulnar

sturnpの位置をより遠位とすることで改善が図

れると考察した．これ以降，不安定性の軽減のた

め尺骨々切りをより遠位で行いECUによる制動

を加えS-K法を行ってきた．今回，その臨床成績

について検討した．

【対象および方法】対象は1999年以降S-K法を施

行した18例19関節である．平均56歳で，術後経過

観察期間は平均8ヶ月であった．原疾患は，関節

リウマチ16例，変形性手関節症3例であった．手

術は全例にECUによる尺骨の制動を加え，断

端を方形回内筋で覆った．調査項目は術前後の

手関節掌背屈，前腕回旋可動域，前腕回旋に伴

う瘻痛の有無とした.X線学的評価として血ar

distance(以下UD),ulnargap(UG),radioumar

distance(RUD)を計測した．

【結果】手関節掌背屈の平均可動域は，術前背屈

48.3.,掌屈529.,術後背屈70.，掌屈53.8.であっ

た．前腕回旋での平均可動域は，術前回外72.5.,

回外72.5.,術後回外85.,回内86.3｡であった．術

後経過中，尺骨近位端部痛を3例に認めたが，術

後6～10週で軽快していた.X線学的評価では，

術直後UD29.3mm,UG9mm,RUD9.4mm,最終

経過時UD28.9mm,UG10．2mm,RUD5.8mmで

あった．

【考察】尺骨近位断端をECUで制動を加えた結

果，断端部痛の発生は19例中3例(15.8%)と減少

していた（前回31.6％).X線計測による静的評価

では,UD,UG,RUD術前比に有意差は無かった

が,ECUによる動的不安定性の制動が瘻痛発生

軽減につながったと考えられた．
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関節リウマチに対するインプラント関節

形成術一一術後2年経過例のADL評価

ADLevaluationtotherheumatoidpatientswith

mplantarthroplastyoftheMPjomts

'国立成育医療センター整形外科，2国立病院機構

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2

【背景】関節リウマチによる手指変形に対して，

われわれはインプラント関節形成術を行い，必

要に応じて母指関節固定または関節形成術を併

施している.2003年から行ってきた症例の短期

成績については,2006年の本学会においてADL

評価（日手会検査表第2版）を中心に報告した

手術を希望した患者の術前評価は平均して洗顔，

爪切り，タオル，箸，茶碗保持，ボタン，ホック，

坐薬挿入が非実用的であった術後有意に改善

した項目は,洗顔,箸，ファスナー，ホックであっ

た．手指の開きとつまみが向上した結果,ADL

上の能力獲得が得られたと考えた．

【目的】今回はさらに症例を重ね，術後1年の各

項目評価と術後2年以上観察し得た症例について

能力が維持されているかどうかをADL評価（同

上，第4版）により検討したので報告する．

【対象】2003年から2008年までの手術症例は29人

34手であり，そのうち術後1年で評価できた症例

は25人30手，術後2年以上で評価しえた症例は12

人13手であった術前，術後1年，術後2年以上

の3期に分けてADL評価(4段階）を行い，さら

にMP関節屈曲・伸展角度，握力，ピンチカを

調査した．それぞれをWilcoxon検定（対応ある

2群）で評価した

【結果】術前に非実用的と判断された項目は，手

掌をついて立ち上がる，タオルを絞る，爪切り，

箸使用が多かった．術後1年では箸使用と書字が

改善した．また，術後1年から2年にかけては箸

使用がさらに改善した．他の項目もおおむね能

力が保たれていたが，両手で10kgのものを持ち

運ぶが悪化したその原因は手関節の痛みが多

かった．また，関節角度については術後1年，2

年以上ともに術前に比して改善が保たれていた

が，2年以上では示指と中指に尺側偏位の軽度の

再発が見られた．

2-2~27

シリコンインプラントを用いたRA人工

手指関節置換術の検討

AstudyofRAfingerjointarthroplastyusing

sniconeimplant

(財）甲南病院加古川病院整形外科

○中川夏子，松田茂，寺島康浩，

香山幸造，阿部修治

【目的】関節リウマチ(RA)手指関節の機能障

害に対し，保存的治療無効症例では手術的加療

を考慮する必要がある．この際，高度の脱臼や

変形・骨変化などの存在により滑膜切除術のみ

での対応が困難な場合は，手指人工関節置換術

を選択する必要がある．当科では，変形の高度

な症例などで，シリコンインプラントを用いた

RA手指関節人工関節置換術を行っており，今回

本術式の術後成績について検討し報告する．

【方法】2003年6月から2008年7月までに当科にて

シリコンインプラントを用いて手指人工関節置

換術を施行した16例18手44指関節について検討

した.SBI社製AVANTA人工指関節を7例に，

ライトメディカル社製SWANSON人工指関節を

9例に使用した男性1例，女性15例であり，示

指MP関節14関節，中指MP関節11関節，環指

MP関節7関節小指MP関節9関節，示指PIP

関節1関節中指PIP関節1関節，環指PIP関節

l関節であった．手術時年齢は平均54歳術後経

過観察期間は平均27ヶ月であった．これらの症

例に対し，瘻痛・腫脹・指関節屈伸角度・握力・

DASH評価･X線所見について検討した．

【成績】関節の腫脹・瘤痛は全例で軽快してい

た．指関節屈伸角度は術前平均に比して約70％

に減少したが，伸展制限は改善されていた.Full

gripに関しては制限がみられた．握力は平均
10％増加し,DASH評価は平均20%改善した．

X線所見では，尺側偏位などの矯正は良好であっ

たものの，軽度の変形の再発がみられる症例で

はインプラントの破損が示唆された．

【結論】シリコンインプラントを用いたRA手指

関節形成術は，滑膜切除術のみでは対処できな

い手指関節症状，特に高度変形例に対して，選

択を考慮すべき有用な手術である．
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腱緊張度を一定化した長母指伸筋腱断裂
再建術

Extensorpollicislongustendonrepairunder
constanttension

'諏訪赤十字病院整形外科，2信州大学整形外科

○鬼頭宗久'，百瀬敏充1，伊坪敏郎2，

内山茂晴2，加藤博之2

【背景と目的】長母指伸筋(EPL)腱に対する腱

移行（移植）術において母指の伸展不全が時に

発生する．その原因は腱緊張度が低すぎること

にあるが，成書によるEPL腱再建時の緊張度の

決定方法は，手関節伸展位かつ母指MP関節屈

曲位で移行（移植）腱に最大緊張度が加わる肢

位とされている．しかし実際には緊張度を一定

にすることは難しい．近藤らは手関節中間位で

母指爪尖中央が机上lcmの緊張度で縫合する方

法を提唱した（日手会誌,13:2006).演者らは近

藤法の緊張度をさらに強くして，母指爪尖中央

から机上までの距離を2cmで縫合してきた本

研究では演者らの方法によるEPL腱再建例の成

績を調査した．

【方法】対象は7例で年齢は27から84歳である．

EPL腱の皮下断裂が6例で，切創による陳旧断

裂がl例である.EPL腱再建法別の内訳は，示

指固有伸筋腱移行が5例，長掌筋腱移植が2例で

ある．術後数日でrubberbandによる母指自動

屈曲，他動伸展運動を行った．評価には，1）母

指のretropulsionが可能かどうか,2)%TAM,
3)retropulsion位での母指爪尖中央から机上の

距離,4）術前と評価時のDASHscoreを用いた

術後期間は，9から22ヵ月である．

【結果】1）全例でretropulsion可能であり，母
指伸展不全を訴える例はなかった.2)%TAM

は73％から95％（平均89％）であった3）母指

爪尖中央から机上距離は平均2.4cmであった.4)

DASHscoreは，術前平均39.5点術後平均26.1

点であった

【考察および結語】EPL腱再建術時の腱緊張は肢

位と引っ張り力によって規定される、演者らの

方法は，簡便でかつ一定の緊張度で縫合が可能

であり，術後成績はばらつきなく良好であった．

2-2-29

長母指伸筋腱皮下断裂に対する腱移行術

の治療成績

Clinicalreserachofextensorindicisproprius

transferfbrextensorponicislongusrupmres

国家公務員共済組合連合会立川病院整形外科

○谷野善彦，矢部裕

【目的】われわれは，長母指伸筋腱（以下EPL)

皮下断裂を呈した症例に対して治療を行い，良

好な成績を収めたので報告する．

【対象】症例は14例(男性6例，女性8例)，断裂発

生時年齢は平均54.3歳(22歳～79歳)，経過観察

期間は平均22.3ヵ月(4～48ヵ月）である．僥骨

遠位端骨折に続発したもの(8例）については，臨

床像，骨折型，後療法を調査し，骨折を伴わな

いもの(6例）については，臨床像と原因となる外

傷の有無について調査した．

【結果】僥骨遠位端骨折の骨折型は全例Colles型

骨折であり,AO分類A-2:5例,A-3:1例,B-1:

l例,B-3:1例であった．骨折の治療は,2例を

除き保存療法が施行され，全例において受傷後

早期から積極的な手指の自動運動を指導されて

いた骨折から腱断裂までの期間は平均ll週で

あった．骨折を伴わない症例のうち3例は関節リ

ウマチであり，伸筋支帯遠位部の腫脹が断裂以

前から存在していた．他の3例は，アメフト選

手，電柱保守，部品品質管理職と頻回に手関節

の掌背屈動作を行っていた．全14症例において

断裂前には，局所の違和感もしくは癌痛を自覚

していた．手術は，全例，固有示指伸筋腱（以

下EIP)を用いた腱移行術を施行し，術後3週

間の固定後から自動運動を開始したRiddelの

評価ではexcellent9例,good4例,poorl例であっ
た．術後愁訴として携帯電話の左上のボタン操

作が不自由であることを2例に認めた

【考察】本疾患の術式ではEIPを用いた腱移行

により治療されることが多い．本シリーズでも

拘縮があったl例を除き，術後成績は良好で再断

裂もなく，患者の満足度も高い.EIPを用いた

腱移行では母指伸展時の内転傾向が幾分強まる

点，示指MP関節の独立伸展が減ずるなどのデ

メリットがあるが，母指の伸展が可能となるメ

リットの方が，大きく早期に積極的に試みるべ

きと考える．
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長母指伸筋腱皮下断裂に対し局所麻酔下

に施行した固有示指伸筋腱移行から得た

新知見

TendonTransferofExtensorlndicisPropriusto

ExtensorPomcisLongusunderLocalAnesthesia

新潟手の外科研究所

○森谷浩治，吉津

坪川直人，成澤

孝衛，牧裕，

弘子

【目的】移行腱が適切な緊張度で縫合され，その

機能転換も即時に完了するような腱移行術は理

想的といえる．私達は長母指伸筋腱(EPL)皮下

断裂例に対して緊張度を適切に決定するため局

所麻酔下で固有示指伸筋腱(EIP)を移行している

が，症例の中には術中，既に機能転換が済んだ

かのように母指自動伸展可能なものが存在した．

今回，本法から得た新知見について検討したの

で報告する．

【対象と方法】2003年2月より局所麻酔下EIP移

行をEPL皮下断裂22(男性5,女性17)例に施行

した．手術時年齢は17-84(平均59.8)歳，断裂か

らEIP移行までの期間は4135(平均45.3)日，経

過観察期間は6-48(16.5)週であった．術中緊張度

は手関節掌屈20～30｡で母指を他指で握らせた

肢位を保持させ,EPL遠位断端とEIPを最大緊

張からほんの僅か弱めた程度とした．全例，術

翌日から動的副子を用いた早期運動療法を開始

した．術後成績は日本手の外科学会母指伸筋腱

機能（日手会)評価で判定した

【結果】術中患者に手術内容を聞かせずに，示指

を自動屈曲させても母指自動伸展が完全に可能

であったもの4例，70～80％程度可能であった

ものが3例認められた．母指掌側外転によるごま

かし運動で指節間関節を伸展させようとするも

のが2例あり，それを除けば程度の差こそあれ，

術中から全例母指単独伸展は可能であった．さ

らにEIPを切離した段階で，示指でなく母指伸

展を命ずるとEIP断端が近位方向へ51nm程度動

く症例もあった最終診察時の%TAMは100%,

日手会評価は全例優であった

【考察】局麻下での腱移行術は自動運動が可能な

ため，緊張決定およびその調節は容易であった

示指伸展を意識せずとも母指伸展が可能であっ

た理由として，大脳皮質における母指と示指運

動野の重複や解剖学的破格によるEPLとEIPH

の癒合や腱間結合の存在が示唆される．

2-2-31

ポリエステルパッチで補強した縫合法に

よる腱移行術の術後早期運動療法

Earlymoterexerciseoftendontransferwith

poriesutelpatch

土浦協同病院

○青山広道，石突正文，白坂律郎

【目的】当院では，ポリエステルパッチを用いた

伸筋腱縫合法による術後早期運動療法を行って

きた．今回は腱移行術を行った症例の術後成績

について報告する．

【対象および方法】2001年以降当院で行った，腱

移行術の22例（長母指伸筋腱断裂9例，慢性関

節リウマチによる総指伸筋腱断裂9例，手根管

症候群の対立再建術4例）とした．長母指伸筋腱

断裂の9例は固有示指伸筋腱の移行を行い，慢性

関節リウマチの9例のうち2例は端側縫合，7例は

interlacingsutureを行った．対立再建術の4例は

第4浅指屈筋腱を長母指伸筋腱に縫合した．後療

法は全例，ドレッシングのみとし，術後6ヶ月で

評価を行った．

【結果】再断裂例はなく，長母指伸筋腱断裂例

と慢性関節リウマチの計18例は，術後の自動

関節可動域を術前の他動関節可動域で割った％

TAM法で評価し，長母指伸筋腱断裂例では

84％～92％，平均88％で全例優であっ

た慢性関節リウマチ例では，成績はやや劣

り，78％～82％，平均80％で優7例，良2

例であった良2例のうち1例はステロイド大量

内服による表層感染を合併し，もう1例は固有

示指伸筋腱の破格により，術後にゆるみを生じ

た症例であった．対立再建術の4例は術前後の

pulppinch力で評価を行い，術前平均l.2kgが術

後平均3.5kgと改善を認めた．

【考察】腱断裂の治療に対して，術後早期運動療

法が良好な成績であるという報告は多数見受け

られる．しかしながら，再断裂の危険性がある

のも事実であり，強固な固定が得られてこそ可

能な方法と言える．当院では以前より，ポリエ

ステルパッチを使用し，破断強度を上げること

で，早期運動療法を行ってきた．今回我々は，

さらに手根管症候群の対立再建術症例を追加し

良好な成績であった今後屈筋腱を含め，さら

に適応を広げていけるものと考えられる．
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伸筋腱皮下断裂に対する手術治療の長期
成績

LongTermResultsofSurgicalTreatmentfOr

ExtensorTbndonRupmre

弘前大学大学院医学研究科整形外科

○湯川昌広，山本倫子，岩崎弘英，

藤哲

【目的】関節リウマチ（以下RA)や遠位僥尺関

節症により生じる手関節部における伸筋腱断裂

に対しては，伸筋腱移行術または腱移植術と同

時に,Sauve-Kapandji法（以下S-K法）または

Darrach法（以下D法）を行う術式が一般的で

ある．本発表では当科で手術治療を行った伸筋

腱皮下断裂の長期成績を報告する．

【症例，方法】1988年以降に手術を施行し，術後

2年以上のfbllow-upが可能であった18例20手(男

4例，女14例).手術時平均年齢65.2歳(29-85歳),

平均fOnow-up期間は7.5年(2.1-20.1年)であった．

腱断裂の原因としては,RA9例10手(RA群),

遠位僥尺関節症9例10手(OA群）であり，断裂

腱は，示指･中指･環指･小指:1手，中指･環指・

小指:6手，環指･小指:8手，小指:5手であった．

腱再建術の治療成績はMP関節の自動可動域お

よび%TAM法で評価し,S-K法およびD法の

治療成績として，前腕回旋角度および手関節可

動域とし線学的検討を行った.ADL調査として

QuickDASH(JSSHversion)を使用した．

【結果】最終経過観察時,RA群の2手で著明な

尺側偏位とMP関節の脱臼により伸展が不能で

あったが，その他の8手では，腱断裂指のMP関

節の伸展不足角度は平均7.1度（0～20度),%

TAM85.3%と満足すべき結果であった.OA群

では平均伸展不足角度8.6度（0～40度,30度以

上の伸展不足はl例のみ),%TAM88.7%であっ

た．手関節可動域はRA群で有意に小さかった

が，前腕回旋角度は両群で良好であったQuick

DASHはRA群で平均44.5,OA群で平均23.7と，

RA群で特に高値となったが，本手術による愁訴

は少なく，尺骨断端痛は全例で認めなかった

【考察】伸筋腱皮下断裂症例に対する当科の成績

は概ね良好であったが,RA群の長期例では変形

の進行により伸展機能が破綻する例もあり,RA

のコントロールが重要と考えられた．

2-2-33

関節リウマチにおける指伸筋腱皮下断裂
に対する腱再建術の検討

Reconstructionoftherupmredextensortendonsm
rheumatoidhands

東邦大学医学部整形外科学教室

○関口昌之，大日方嘉行，川上裕史，

齋藤宗樹勝呂徹

【目的】関節リウマチ（以下RA)の手指伸筋腱

皮下断裂は多数指の罹患例もまれではない．今

回は当科で加療した複数指罹患例の治療成績に

ついて検討をしたので報告する．

【対象および方法】1999年以降の10年間に当科で

複数指伸筋腱皮下断裂に対して手術を施行し，

経過観察可能なRA患者26例58指を調査対象と

した男性4例10指，女性22例48指で,3指罹患

例は6例で他の症例は全例環・小指の2指罹患で

あった．手術時年齢は平均63.5歳（45-84歳）で

経過観察期間は6ヵ月から9年7ヵ月であった.中・

環指と比較して術後に小指MP関節の屈曲制限

を来す症例があるため，術後可動域を小指断裂

腱の再建方法に着目して検討した

【結果】全例にSauvKapandji法あるいは

Darrach法を腱の再建術と同時に施行した．後

療法として2005年以降は減張位超早期運動療法

(以下石黒法）と夜間伸展位固定としたが，そ

れ以前は石黒法あるいは3週前後の外固定を施

行した症例もあり一定していなかった．腱の再

建として3指罹患例ではEDC2へ端側縫合2例，

EDC3･4をEDC2と端側縫合し5"､EIPを腱移

行2例であった．2指罹患例ではEDC-3へ端側縫

合11例，4のみを端側縫合し5'､EIPを腱移行9

例,PL腱移植2例であった.EDC-5をEDC-4'､

端側縫合の縫合部が手背遠位となった症例は小

指MP関節の屈曲が不良であった一方，示指

の軽度伸展制限を生じる症例もあるが,EDC-2

あるいは3への端側縫合のみで再建した症例と比

較して,EDC-5へのEIP腱移行術を施行した症

例の小指MP関節の屈曲は良好であり，後療法

として石黒法を併用した症例はMP関節の屈曲

不全を訴える症例はなかった

【まとめ】複数指伸筋腱皮下断裂例のEDC-5への

EIP腱移行術と減張位超早期運動療法の併用は，

術後小指MP関節の良好な可動域を得るために

有用であった．

-S208-



2-2-34

遠位僥尺関節変形性関節症による伸筋腱

皮下断裂例の検討

Ruptureoffingerextensortendonscausedby

osteoarthritisofdistalradioulnarjoint

会津中央病院整形外科

○坂本和陽古月顕宗，原孝，

ShakyalswarMan,高須誠

【目的】遠位僥尺関節変形性関節症による伸筋腱

皮下断裂は比較的希であると考えられているが，

高齢化が進むにつれて増加しているように感じる．

今回当院にて治療を行い術後1年以上経過した症

例に対し後ろ向き調査を行ったので報告する

【対象および方法】平成11年7月～平成19年10月

までの間に手術を行った14例16手（男6女8,右

手12左手0両手2，手術時年齢65～85歳平均75.8

歳）を対象とした．全例遠位榛尺関節の変形性

関節症による伸筋腱皮下断裂であった．損傷腱

はEDM,EDCVのみ6例,EDCIVまでおよぶも

の8例,EDCIIIまでおよぶもの2例であった．手

術はDarrach法と残存伸筋腱への腱移行を行っ

た．術前X線像の検討および直接検診により肘

以下の可動域，握力，機能障害の残存，合併症

の有無などについて調査を行った

【結果】術前X線写真ではいずれも進行した関

節症であった．術中所見で背側関節包の断裂の

ない症例も見られた．術後1年以上経過例の成績

は，腱損傷指の術後MP関節伸展は10｡～-55。平

均-13.2｡,%TAMは48.3%～101.2%平均79.9%で

あった日手会手関節機能評価基準では瘻痛は

15点以上，可動域は25点以上，握力は片側例は

15点以上，両側例の2例では17.2kg～25kg平均

20.2kgであった．日常動作は全例10点で成績判

定はいずれの症例もExcellentであった

【まとめ】伸筋腱断裂の原因は変形した遠位僥尺

関節の物理的刺激による腱の変性と考えられるが

関節包の断裂は必要条件ではないと考えられた

高齢者においてはDarrach法と残存伸筋腱への

腱移行により満足いく結果が得らｵ'じていた．

2-2-35

RA手関節手術後の伸筋腱断裂に対する再

手術例の検討

RevisionfbrPostoperativeExtensorTendon

RuptureintheRheumatoidWrist

新潟県立リウマチセンターリウマチ科

○石川肇，阿部麻美，大谷博，

石井克志，関英子

【目的】関節リウマチ(RA)の手関節手術後に

手指伸展不全を生じ，再手術が施行された11例

について，その原因と対処法について調査し検

討したので報告する．

【対象と方法】1998年10月から2008年9月まで

の10年間に施行された尺骨遠位端切除ないし

Kapandji法を伴う374手関節手術のうちll例11関

節（2.9％）に再手術が施行された再手術時平

均年齢51歳,男4例,女7例,RA罹病期間平均11年，

再手術後経過観察期間平均3年である．初回手術

後伸展不全を生じるまでの期間は平均51（16-94）

日で，腱断裂は,EDM腱に8腱,EDCIV,V腱に

9腱,EDCIII腱に3腱生じていた

【結果】伸展不全の原因は，伸筋腱の滑走床への

癒着と尺骨骨切り断端での機械的摩耗による腱

断裂（完全断裂9関節,不全断裂2関節）であった．

再手術では腱剥離とともに，尺骨断端の安定化

手術がECU腱を用いて6関節に,FCU腱を用い

て3関節に行われた．断裂腱の再建法は，遊離腱

(PL腱）移植5関節,EIP腱移行2関節，端側縫

合4関節であった．術後は，動的副子を用いた早

期運動療法が全例に行われたMP関節の自動可

動域は，術前平均-36/69度（伸展／屈曲）から

術後調査時平均-13/70度に改善した．初回手術

時の3DCT画像から求めた尺骨頭の背側亜脱臼

率は平均37％（非再手術例の平均27%,n=106),

手根骨の回外変形角度は平均18度（非再手術例

の平均13度,n=106)で高度変形例が多かった

【結論】術後に腱断裂を生じさせないためには，

尺骨骨切り断端の安定化と滑走床の平坦化が重

要である．また，術中の脆弱化した腱に対する

補強編み込み縫合法による腱再建腱癒着防

止のための十分な止血，余裕をもたせた伸筋支

帯の再縫合とともに，術後の早期運動療法など

のハンドセラピーにも配慮が必要である．
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Kleinert法に関する実験的工夫

Exper伽entaldevicefbrmeinertSplmt

'関西医科大学附属病院整形外科，2関西医科大学

枚方病院リハビリテーション科，3巽病院整形外
科

○児島新1，漆崎亜弥1,飯田寛和1,
吉田清和2，中村誠也3

【はじめに】Kleinert法は屈筋腱修復後の後療法

として広く受け入れられている手法である．し

かしながら，腱の再断裂,DIP屈曲拘縮の発

生などの問題点も残っている．我々はKleinert

装具内での指の動作解析で,DIP関節が屈曲

拘縮に陥りやすい状況であることを第37回本

会で報告したさらに爪母から後爪郭部のトラ

ブル解消のためにはKlemert法の糸の爪への接

着点を従来の爪甲先端部よりも爪甲中央にする

方が良い事を昨年の本会で報告した．この爪へ

の接着点の位置変更はKlemert法でのDIPの

屈曲拘縮を軽減するl手段になると考え今回

以下の実験研究を行った．

【対象と方法】健常人5名の示指および小指の

10指を対象とした.DIP･PIP関節側面

の皮層上（各掌側指皮線と側正中線交点）にマー

クを付けた後,Kleinert装具内に被検者の手指を

設置した.Kleinert装具内で指屈伸展運動の側

面像を撮影し，その際のPIP,DIP関節の

屈曲角の変化牽引の糸とDIPのマークとの

距離（モーメントアーム）を計測したKleinert

法の糸の爪への接着点として1)従来の爪先

端にフックを用いて設置した場合と2）爪甲

のほぼ中央部に設置した場合とをそれぞれ計

測し違いを比較した．

【結果と考察】爪甲先端部に接着点を設置する従

来のKleinert法よりも爪中央に接着点を設置する

方が,Kleinert装具内でのDIPに対するモーメン

トアームが減少することが確認された新しい手法

では糸が爪の側方を走行するため，設置装置に若

干の工夫が必要であった「DIP伸展力はPIP伸

展力の1／3以下で,PIP屈曲位ではDIP伸展

力はさらに低下する」という我々の過去の報告から

もKleinert法の糸の爪への接着点の変更はDIP

関節屈曲拘縮の発生を減少させるための有用な1

手段になると思われた．

2-2字37

ModiWedKleinert法によるZonell両屈筋
腱断裂の治療成績

BothnexortendonsrepairinZonellfbllowedby
modifiedmemertmethod

名古屋披済会病院整形外科

○矢崎尚哉，矢島弘毅，太田英之，

渡邉健太郎，木野義武

【目的】当院におけるKlemert変法の成績を評価

し，成績不良に関与する因子を検討した

【方法】1993年6月から2008年5月までの15年間に

当科でZonellにおける深指屈筋腱（以下FDP)

と浅指屈筋（以下FDS)の同時損傷に対して一

時修復を行いKlemert変法で後療法を行った症

例を評価した症例数は29例35指で，男性24例，

女性5例，年齢は14～62歳（平均33.6歳）であっ

た．複数指損傷が4例あった．受傷原因の内訳は

鋭利切創が23指，挫滅創が12指であった．骨折・

脱臼,皮層欠損,動脈吻合を要する例は除外した．

腱のcore縫合法のstrand数は2-strandが17指，

4strandが5指,6-strandが13指であった.FDS

腱を完全切除したのは3指で，縫合したのは32指

であった後療法は全例ハンドセラピストにより

Klemert変法を行った最終診察時に%TAMを

用いた日手会評価基準により4段階に評価した

【結果】最終診察時の日手会評価はexcellentが

22指,goodが10指,fairが2指poorl例であっ

た．腱剥離術を1例1指に行った．再断裂は4指に

認められ，全例が挫滅創例であった．4指に再

手術を行い，これらの最終可動域はexcellent,

good,fair,poorが1指ずつであった複数指

損傷はexcellentまたはgoodであった．縫合法

やstrand数による成績の差を認めなかった．成

績不良の3例のcore縫合法は40ナイロンによる

4-strand縫合が1指,6-strand縫合が2指であった．

このうち2例は10年以上の糖尿病の治療歴があ

り，年齢はそれぞれ52歳，62歳で，挫滅創例で

あり，術後9週，6週で再断裂を起こし再手術を

行ったが，最終成績はfair,poorとなった．残

りのfairl例は日本語がほとんど話せない外国人

であった．

【結語】Klemert変法は50～60代の症例にも良

好な成績が得られていたが，糖尿病合併例には

注意が必要と考えられた．
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屈筋腱損傷早期自動運動療法簡略化への

工夫とその治療成績

Simplifiedearlyactivemobilizationafterprimaly

nexortendonrepairanditsresult

'濁協医科大学越谷病院整形外科，2八潮中央総合

病院リハビリテーション科

○佐野和史l,木村和正1,大関覚1,

秋山洋輔2，我妻祐哉2

【目的】屈筋腱損傷早期自動運動療法簡略化への

工夫とその治療成績を報告する．

【対象と方法】症例は2005年4月から2008年10月

までに診療した8例8指であり，全例男性で平均

36.9歳．示指2例(zonell),中指2例(zonell例，

zonelll例),小指4例(zonel2例,zonell2

例)．縫合法はすべてFDPは吉津I法,FDSは

2例で切除しその他は8の字縫合後療法は5

例5指では術後2週間の入院とし，術翌日より

背側シーネ固定下に1日2回，他動屈曲，自動

屈曲保持，自動伸展,Duran法施行．術後1週

で自動屈曲追加自動屈曲保持，自動伸展運動

は健側手も同時に行わせ力の入れ具合を患者に

習得させたその後監視下に健側手による他動

運動許可し退院後は患者自身による自動運動療

法を継続させ週1回の外来経過観察とした．3

例3指では術後早期からの連日通院と患者自身

でのリハビリを中心とした．その後はいずれも

3～4週間でシーネ除去．5週目に日常生活で

の使用を許可，力仕事への復帰は3ヶ月で許可．

観察期間は平均7ケ月．日手会指屈筋腱評価，

Buck-Gramcko法,Strickland法で評価した

【成績】外国人患者の1例にDIPの屈曲不良と

PIPの屈曲拘縮が生じた．また’例は術後2週で

自宅にて椅子より転倒しかかった子供を咄嵯に

助けた際に再断裂を生じた．その他はexcellent

であった．

【結論】術後早期の健側手指の同時運動と術後の

背側スプリントを工夫したことは患者の後療法

習熟に効果があったしかし術後早期より外来

ベースでの後療法や患者自身による自己後療法

を進めるには患者の理解度と退院後の生活環境

にも留意が必要と思われた．

2-2-39

Zonell屈筋腱縫合における，口ツキング
ループの腱断端からの距離

LengtheningthelockiglooprepairfOrzone2
Hexortendonlaceration.

'九州労災病院整形外科，2溝口外科整形外科病院

○畑中均1，小島哲夫2

【緒言】屈筋腱損傷の治療成績を向上させるため

には強固な縫合法が重要である．腱縫合は主縫

合と補助縫合からなるが，主縫合は二つに大別

される．すなわちロッキングループおよびグラ

スピングループである．前者では主縫合糸ルー

プは張力が縫合部に及ぼされるに従い腱線維を

取り囲みかつ締め付ける一方で，後者では主縫

合糸ループは解けるように腱線維間を滑り抜け

る．実験的研究で前者が後者に比較して生物工

学的に優れた特性を有していることが報告され

ている．著者らはZonell屈筋腱損傷にロッキ

ングループを用いて概ね良好な臨床成績を得た

ことを報告した(JOrthopSci,2002)が，一方で7

指のうちl指に再断裂を生じた．ロッキングルー

プの腱断端からの距離（この距離をTang,2003

は"length"と述べた．以後この術語を用いる.)

が短すぎた（約4mm)ことが原因でこの'例で

再断裂を生じたと推測した以後,lengthを長

くして臨床調査を続けた

【対象と方法】2000年から2006年にて当科に

て治療を行った，8人9指のzonell屈筋腱損

傷を対象とした．主縫合糸は2-OEthibondで

modifiedPennington法を用いた補助縫合糸は

6-OProleneでCross-stitch法を用いた．縫合時

にlengthを約10mmとした72時間以内に自動

運動療法を開始，5週後に背側シーネを除去,12

週後に重作業を許可した．平均経過観察期間は

約6カ月(3～7)で,originalStricklandcriteria

(Stricklandl980)を用い評価した

【結果】7指が優，残りの2指が良と評価された．

再断裂はなかった．

【考察】TangやTanによるとlengthが4ミリ以

下になると縫合強度が減少するので,lengthを

7～lOmmにすることを推奨し,LeeやLimな

どの臨床家もlengthを経験的に約10mmとする

ことを推奨した．本調査は過去の実験的・臨床

的研究を支持する結果となった．
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陳旧性屈筋腱断裂に対する遊離腱移植と

術後早期運動療法の長期成績

LongTermResultsofFreetendongraftingfbrthe

neglectedlnjuryofFlexorDigitorumProfilndus

'相澤病院整形外科，2信州大学整形外科，3北海

道大学整形外科

○山崎宏'，加藤博之2，内山茂晴2，

中村恒－2，石倉久光3

【目的】Zonelおよび2での陳旧性深指屈筋腱断裂

に対する治療としては遠位指節間関節固定，腱

固定，腱延長，および腱移植がある．一期的腱

移植とmodifiedKlemert法による術後早期運動

療法を行った11例の長期成績を報告する．

【対象と方法】症例はll例11指で，男性が4例，

女性が7例で，年齢は5～41歳（平均年齢15.6歳）

であった．受傷から手術までの期間は2～78(平

均17.8)ケ月であった利き手が4例，非利き手

が7例で，指列別の内訳は示指3例，中指4例，環

指2例，小指2例であった3例に指神経断裂を合

併していた．移植腱は足底筋腱：8例，長掌筋

腱：3例であった．10例で術翌日からmodified

Klemert法による早期自動伸展他動屈曲運動

を行った．5歳の症例では固定法を行った術後

経過観察期間は6ケ月～21年（平均7.8年）であっ

た．臨床評価として日手会指屈筋腱機能評価法

と総自動運動域を用いた術後合併症，指のX

線写真，アンケートによる患者の満足度を評価

した．

【結果】日手会指屈筋腱機能評価法では優6例，

良4例，可1例（固定法を行った症例）であった

総自動運動域は190｡～275。（平均233｡）であっ

た．合併症はなかったX線写真では1例で末節

骨の骨端線の早期閉鎖があったアンケートに

よる患者の満足度では,「非常に良かった」が4例，

｢良かった」が4例,「変わらなかった」が1例,「悪

かった」がl例（理由はPIP関節の過伸展変形),

無回答が1例であった．

【まとめ】陳旧性深指屈筋腱断裂に対する，遊離

腱移植とmodifedKlemert法による早期運動療

法の成績は良好であった
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ブロッキング訓練に関する筋電図学的検討

ElectromyographicAnalysisfbrblockingexercises

inhealthysubiects

'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広島市立総合リハビリテー

ション病院

○飯塚照史1，桂理2，渡邉健太郎3，

村上恒二4

【はじめに】Zone2屈筋腱断裂においてFDPと

FDSの相対的滑走の促進は最終成績に影響する．

本研究では健常人を対象とし，ワイヤー電極を

用いたブロッキング訓練時の筋電図学的検討か

ら，段階的早期導入の可能性について探る事を

目的とし報告する．

【対象】整形外科的疾患の既往のない健常成人4

例（22-27歳，男性1例，女性3例）とした

【方法】デイスポーザブル式ワイヤー電極を使用

し,FDS,FDPに刺入留置し，生体電位増幅装

置を経由してPC上にモニターした

【測定肢位】l.MP関節0度固定でのPIP･DIP関

節屈曲（以下,MPO-B),2.MP関節60度固定で

のPIP・DIP関節屈曲（以下,MP60-B),3.MP･

PIP関節0度でのDIP関節屈曲（以下,PIPO-B),

4.MP関節0度,PIP関節90度でのDIP関節屈曲

(以下,PIP90-B),の各4肢位にてFDS,FDPの
各筋放電を記録した．

【検討項目】(1)FDS/FDPの筋活動比,(2)近

位関節角度の変化による%MVC増減の比較，

の2つとした．統計学的検討は行わなかった．

【結果】(1)MP60-Bでは全例で1以下となってお

り,FDP優位の運動肢位であった(2)MPO-B

からMP60-Bとすると，全例でFDSの%MVC

が減じていたPIPO-BからPIP90-Bとすると，

FDS,FDPともに%MVCが減じていた

【考察】FDP優位の滑走はMP60-Bで得られ，ま

たPIP90-Bでは各筋の張力を減じられため，結

果的に縫合腱への破断張力を減じられる可能性

が見出された．したがって，現在Zone2屈筋断

裂術後約6週で導入しているブロッキング訓練に

ついては，より早期に段階的導入が可能である

事が示唆された．しかし，本研究は筋積分値で

の検討であり，実際的に腱へ与える張力がどの

程度なのかについては言及できない．今後，更

に症例数を増やし,腱抗張力とともに検討を行っ

ていきたい．

2-3-2

僥骨遠位端骨折術後ハンドセラピィパス

の有効性について一第2報一

TheclinicalpathofpostoperativetreatmentfOr

distalradiusfracture-SecondReport-

'名古屋披済会病院リハビリテーション科，2名古

屋披済会病院整形外科，3学校法人青丹学園関西

学研医療福祉学院

○桂理'，今田晶博l,渡邉健太郎2,

飯塚照史3

【はじめに】第20回ハンドセラピイ学会において，

僥骨遠位端骨折術後ハンドセラピイパスの有効

性について報告した．今回，症例数の増加に伴

いパスの有用性について再検討した．

【対象と方法】過去3年間に観血的骨接合術を行っ

た不安定型僥骨遠位端骨折102例の内，術後2週

経過後よりセラピイを開始した非早期群28例，1

週以内に開始した早期群29例，パスを適用した

パス群45例を対象とした手関節可動域をセラ

ピイ開始後1週，2週，4週6週，最終評価時に

測定し，可動域の健側比，最大可動域獲得時期，

総セラピイ期間を3群間で比較した．

【パスの概要】観察，評価項目を瘻痛，腫脹，指

拘縮腱癒着，手関節可動域，筋力とし，各項

目に対して経時的な訓練方法と，術後の時期に

応じた可動域の目標を設定し，達成できない場

合は訓練方法を変更または追加した．パスは術

後6週経過時で最大可動域を目標としたが，可動

域に応じてセラピィを延長した．

【結果】セラピイ開始後1週，2週，4週，6週，最

終評価時の手関節可動域の健側比は，非早期群

で46%,53%,61%,67%,75%,早期群で58%,

64％，71％，79％，88％，パス群で71%,77%,

86％，90％，94％であった最終可動域の健側比

は早期群，パス群と非早期群間に有意差を認め

た最大可動域獲得時期の平均日数は非早期群

97日，早期群79日，パス群52日，総セラピイ期

間は非早期群105日，早期群93日，パス群66日で，

ともにパス群は他群と有意差を認めた．

【考察】本パスによるセラピイは手関節拘縮の要

因を軽減させ，最大可動域の早期獲得に至った

と推察された早期の可動域獲得は総セラピイ

期間を短縮させ早期社会復帰を可能にしたこと

から，早期ハンドセラピィパスの有効性が示唆

された．
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脊髄損傷患者における上肢外傷合併例の

検討

CharacteristicsandTreatmentfOrUpperLimb

InjuriesAssociatedwithSpmalCordlnjuIy

星ヶ丘厚生年金病院整形外科

○樋口晴久，河井秀夫，蒲生和重

【目的】脊髄損傷受傷時に上肢外傷を合併した場

合，初療時に専門医の関与が期待し難いという

問題点がある一方,ADLの向上には強い上肢機

能が求められる．今回，当科で入院加療を行っ

た脊髄損傷患者のうち受傷時に上肢外傷を合併

していた症例について外傷の形態と治療方法に

関する検討を行った．

【対象】平成6年1月から平成20年5月までに当科

で入院加療を行った脊髄損傷症例は1546例であ

り，このうち受傷時に上肢外傷を合併していた

66例（4.3％）を対象とした．

【結果】脊髄損傷レベル別の上肢外傷合併頻度は

頚髄損傷が3.5％，胸髄損傷が59％，腰髄損傷が

3.6％と胸髄損傷に多かった．のべ上肢外傷件数

109件のうち手術加療が行われていたのは58件

(53％）であった外傷部位別にみると僥骨遠位

端骨折では73％が保存的に治療されていたのに

対し，前腕骨骨幹部骨折では81％に手術が行わ

れていた．手術加療例のうち59％は受傷後2週

間以内に手術が行われていたが，腕神経叢損傷

の手術加療は受傷後3カ月～6カ月（平均4.8カ

月）で行われていた.pushup動作の際の不安定

性を訴えた肘靱帯損傷の1例では受傷後22ヵ月

で手術が行われていた．前腕骨骨幹部骨折では

保存的治療を行った3件とプレート固定を行っ

た2件において偽関節を生じていた．

【考察】脊髄損傷患者では車イスの駆動やpush

up動作に際して，特に肘関節周囲の安定した支

持が必要となる．偽関節となりやすい前腕骨骨

幹部骨折や，不安定性を残す可能性がある肘靱

帯損傷では早期に確実な治療を行うことが必要

である．

2-3-4

正中神経および示指指神経に対する両側，

一側刺激の体性感覚誘発脳磁界

SomatosensoIyevokedmagneticfieldsfOllowing

mediannerveanddigitalnerveofbilateraland
umateralstimulation

'新潟医療福祉大学医療技術学部，2独立行政法人

国立病院機構西新潟中央病院

○大山峰生1,大西秀明1,相馬俊雄1,

亀山茂樹2

【目的】末梢神経縫合後のリハビリテーション手

技の一つに知覚再教育がある．しかし，知覚再

教育が体性感覚野やその関連領域に及ぼす影響

については明らかになっていない．本研究では，

正中神経および指神経に対し，一側，両側電気

刺激を行うことで体性感覚誘発脳磁界(SEF)

を計測解析し，知覚再教育に影響を与える要因

について検討した．

【方法】対象は,健常男性10名(平均36歳）とした．

SEFの計測には,306チャネル脳磁界計測装置を

用いた.SEF計測時の正中神経および指神経刺

激は,刺激幅0.2msec,1.5Hzとした．刺激強度は，

正中神経では運動閾値の1.2倍強度とし，指神経

刺激では痛みの無い最大の強度とした.SEF波

形は300回加算平均した．次いで,SEF波形の第

一，第二，第三成分の最大ピーク時における電

流強度(Q値）を算出した

【結果】両側神経刺激と一側神経刺激とを比較す

ると,Q値はSEF波形の第一成分には有意な差

は無かったが，第二および第三成分においては

両側刺激が有意に大きかった(P<0.05).指神

経刺激においても同様な結果であった．また，

両側刺激では，刺激後約150msに頭頂葉にダイ

ポールを示す者も見られた．

【考察】第一成分は一次感覚野である．第三成分

は二次感覚野という説が有力である．このこと

は，当領域は感覚においては上位レベルである

ことを示しており，知覚再教育には重要な領域

と考えられる．本研究では，第三成分は両側刺

激で有意に強く活動することを示しており，知

覚再教育は，神経縫合が一側手に行われていた

としても，両側で行う方が有効であることを示

していたまた頭頂葉には，手の操作ニューロ

ンが存在する．このことも両側手による知覚再

教育が有効であると考えられた．
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僥骨遠位端骨折変形治癒例に対する尺骨

短縮術

Follow-upStudyofUlnarShortemngOsteotomyfbr
theMalumonoftheDistalRadiusFracture

'中日病院名古屋手の外科センター，2名古屋大学

大学院手の外科

○中尾悦宏1，岩月克之'，平田仁2，

中村蓼吾Ⅱ

【目的】愁訴を有する僥骨遠位端骨折変形治癒に

対する治療法のひとつとして，尺骨短縮術があ

る．本手術の適応，成績，し線像を報告し，本

法の有用性を検討した．

【対象と方法】僥骨遠位端骨折変形治癒で関節内

骨折や関節面の傾斜変形が重度な症例は,榛骨

骨切り術の適応である.一方,関節外骨折で関節

面の傾斜変形が大きくなく変形の主体が僥骨の短

縮の場合,尺骨短縮術にて対応可能である.本手

術の適応を,尺側手関節痛を有する変形治癒例で，

ulnarvarianceが3mm以上,僥骨背側傾斜角が

15.以下関節症が生じていないものとした.一年以

上経過観察を行った39例39手の成績を調査した．

男18例,女21例,平均年齢46歳,受傷から手術ま

での期間は4ヶ月から14年であった.術前のulnar

varianceは平均4.3mmであった手術から調査ま

では1年から6年,平均19ヶ月であった．

【結果】痙痛の緩和は37手で得られ，無し24手，

負荷時のみ軽度12手，軽度3手であった健側

比可動域は，掌背屈で平均術前61%から術後

83％へ，回内外は62％から85％へ改善し，握力

は52％から82％へ増加した日手会機能評価で

は，優16手，良18手，可5手であった．し線計測

では111narvarianceは調査時平均0.6mmであり，

DRUJ近位に小さな骨鰊形成を11手に認めたが，

DRUJの関節症を生じた症例はなかった．

【考察】僥骨遠位端骨折変形治癒のうち関節面の

傾斜変形が重度でなく変形の主体が短縮の場合，

尺骨短縮術にて対応可能で，臨床成績は良好で

あった．相対的に長い尺骨による突き上げ症状

の緩和のみならず,DRUJの不適合や不安定症，

亜脱臼に対しても本術式は有効であった．本手

術は僥骨の骨切り術と比べて骨移植を要さず手

技的にも容易である．僥骨遠位端骨折後に愁訴

を有する症例に対し，手術治療の一選択肢とし

て推奨できる治療法である．

2-3-6

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くさび閉じ骨切ﾚﾉ術

の治療成績一握力との関連について一

Thefactorrelatedtothegrippowerm

simultaneousradialclosingwedgeosteotomyand

ulnarshorteningosteotomyfbrmalunitedextra
articularfracturesofthedistalendoftheradius

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

○小笹泰宏'，和田卓郎1，射場浩介'，

金谷耕平1，青木光広2

【目的】当科では愁訴のある僥骨遠位端骨折変形

治癒に対し，僥骨くさび閉じ骨切り術に尺骨短

縮を併用する手術を施行してきた．その術後成

績はこれまで報告してきた本術式に対しては，

前腕短縮による握力低下の懸念が指摘されてき

た．今回は,術後握力に関連する因子を検討した

【方法】僥骨遠位端骨折変形治癒の17手(背屈型

13手，掌屈型4手）を対象．女性14手,男性3手，

平均年齢は57.5歳(25-75歳),術後平均経過観察期

間は30.4ヵ月(12-90ヵ月)．手術は掌側進入で正

常のvolarmt(VT),radialinclmation(RI)を目指し

た榛骨くさび閉じ骨切り術と血arvariance(UV)

が0mmとなるような尺骨短縮術を施行した．術

前後の握力を計測し，性別，年齢(60歳未満，60

歳以上)，変形方向，尺骨短縮量が握力に関与す

るかどうか，また，尺骨短縮量が年齢と相関す

るかどうかをstudentt検定，およびピアソンの

積率相関係数をもちいて検討した．

【結果】全例で骨癒合し，可動域瘤痛の改善が

見られた．術後合併症はなかった．尺骨短縮量

は平均8.8mm(3-13mm),握力は健側比で術前

47.2％が術後78.1％と全例で改善した．各因子に

おける握力の健側比はそれぞれ男性：77.3％，女

性:78.2%(p=0.94),60歳未満:85.8%,60歳以

上:68.2%(p=0.02),背屈型:75.5%,掌屈型：

85.7%(p=0.27)で60歳未満の症例で有意に握力の

健側比が高かった握力と尺骨短縮量の間では

r=-0.54(p=0.02)と負の相関が，年齢と尺骨短縮量

の間ではr=0.60(p=0.01)と正の相関が有意に見ら

れた．

【考察】術後，握力健側比が低下する因子として

高年齢と尺骨短縮量が考えられた．尺骨短縮量

は青壮年において少なくなる傾向がある．従っ

て，青壮年における本術式による握力への影響

は少ないと考えられた．
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僥骨遠位端骨折変形治癒に対する矯正骨

切り術-Watson変法と尺骨短縮術の併用

CorrectiveOsteotomyfbrDistalRadiusMalunion

ごとう整形外科クリニック

○後藤均，佐藤明弘

【目的】僥骨遠位端骨折変形治癒に伴った愁訴に

対しては矯正骨切りが有用で腸骨移植が代表的

である．著者らはWatson法に基づき，僥骨矯正

骨切り部のすぐ近位から採骨し骨切り部へ挿入

するopenwedgeosteotomyを行うことで，握力

の低下も最小限にすることを優先してきた．こ

の矯正によっても尺骨突き上げが3mm以上遺残

する場合には，一期的に尺骨短縮術を併用した．

またWatson法の骨移植方法に工夫を加えたの

で，その治療成績と改良点，問題点を報告する．

【対象】本術式で再建した僥骨遠位端骨折変形治

癒の18例（男性2例，女性16例).手術時平均年

齢は58歳（22～75歳)，術後経過観察期間は20

カ月（3～67か月)．

【手術適応】可動域制限や瘤痛，握力低下，しび

れなど日常生活での支障のある僥骨遠位端関節

外背側型骨折とした遠位僥尺関節に変性があ

る場合は適応外とした

【手術と評価】dorsalmt(DT),radialmclination

(m),ulnarvariance(UV)を計測し，矯正後の

volartilt(VT)を0～20.を目標とした．臨床評

価としてDASHscoreと握力の健側比を用いた

【結果】DASHscoreの平均は，術前47.3点が

最終調査時13.1点.DTの術前平均28.7｡が術後

VT8.8｡.RIの術前平均17.3.が術後23.1｡.握力

は術前健側比45.4％が術後82.0％に改善．

【考察】本法の利点として，腸骨を採取しないた

め侵襲が少ない．僥骨矯正施行後の術中のUV

の状況に応じて尺骨の短縮を決められる．僥骨

長も矯正され握力低下も少ない．一方高齢で骨

粗霧症がある場合に，移植骨の海綿骨が皮質骨

から分離する危険性や，矯正骨切り部で掌背側

方向への不安定性が生じる危険性があり，固定

に難渋することがある．骨移植部位に溝を作成

することや,I型プレートを背側に設置すること

で安定した固定性が得られる．

2-3-8

僥骨遠位端骨折変形治癒の3次元変形パ

ターン

Threed加ensionalanalySisofdistalradiusfracture
malunion

大阪大学整形外科

○三宅潤一，村瀬

竹安酉佳倫，吉川

剛，森友寿夫，

秀樹

【目的】僥骨遠位端骨折に対する変形評価とし

ては，単純X線像を用いたdorsaltntとradial

inclinationが一般的である．それぞれ背屈変形，

僥屈変形の評価に有用であるが，実際の変形に

はそれらに加えて回旋の要素も存在するはずで

ある．しかし，過去に回旋を加えた3次元的評価

はほとんどなされていない．本研究の目的は僥

骨遠位端骨折（背側転位型）変形治癒に対して3

次元的定量解析を行い，その変形パターンを明

らかにすることである．

【対象】対象は僥骨遠位端骨折後に変形治癒をき

たし，治療目的で当院もしくは関連病院を受診

した患者15例（男4例，女ll例）である．平均年

齢は51歳(18～79歳）で，初期治療はいずれも

徒手整復・ギプス療法であった

【方法】両側の前腕全長の3DCTを撮影し，得ら

れたDICOMデータから独自の画像解析ソフト

を用いて，前腕両骨の3次元コンピューター骨モ

デルを作成した．健側の鏡像骨モデルを作成し，

これを患側骨モデルと重ね合わせて，前腕骨遠

位部分の近位部分に対する変形量を3次元的に定

量化した．僥骨の健側鏡像に基準軸を設定し，

EulerAngle法を用いて患側の変形量を6自由度

で評価した

【結果】僥骨の変形角度は背屈29.0±11.9（7～

48）。，僥屈8.7±10.6(-5～27)｡，回内14.4±12.1(-2

～45）。であり，回旋変形に関しては，ほぼ全例

回内変形であった．また約半数の7例は15.以上の

回内変形で，その変形角度の平均は24.であった．

一方，僥屈変形に関しては半数以上が5.未満で

あったなお各変形要素に相関は認めなかった．

【まとめ】僥骨遠位端骨折変形治癒（背側転位型）

の主な変形要素は，背屈，僥屈に加えて，回内

であった特に矯正骨切りを行う場合には，約

半数の症例に15.以上の回内変形を有するという

認識が必要である．
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僥骨遠位端変形治癒骨折に対する掌側

ロッキングプレートと人工骨を用いた矯

正骨切ﾚﾉ術の問題点

Correctiveosteotomyofthemaluniteddistalradius

fracturesusingvolarlockingplatefixationand

artificialbonegraft

1大阪市立総合医療センター整形外科，2東住吉森

本病院整形外科，3大阪労災病院整形外科，4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'，明石健一2，

恵木丈3，高松聖仁4

【目的】僥骨遠位端変形治癒骨折に対する掌側

ロッキングプレートと人工骨を用いた矯正骨切

り術の治療成績とその問題点について検討する．

【対象と方法】対象は8例(Colles型6例,Smith型

2例)，男性2例，女性6例，手術時平均年齢は60.4

歳(41-89歳)．全例模開き矯正骨切り術を行い，

欠損部には人工骨（ネオボーン②4例，バイオペッ

クス②3例，オスフェリオン③穎粒1例）を移植し，

内固定には掌側ロッキングプレートを使用した

ネオボーンの4例はコンピュータ支援手術を行

い，骨切り後の欠損部の形状に合う移植人工骨

を術前に三次元的に切削加工し，人工骨表面に

腸骨海綿骨を追加した．受傷から手術までは平

均10ケ月(1ケ月-3年5ケ月),経過観察期間は平

均14ケ月(5-28ケ月）である．

【結果】オスフェリオン穎粒を用いたl例で経過

中にプレートの破損と矯正損失を認め再手術を

要したが全例で骨癒合を獲得した.X線像にお

ける各レントゲンパラメータの健側との差の平

均はpalmartiltで3.8｡,radialmchationでl.6｡,

ulnarvarianceで0.1mm_再手術の1例を除き，

経過中に矯正損失を来した症例は無かった

【考察】僥骨遠位端変形治癒骨折に対する矯正骨

切り術において，掌側ロッキングプレートによ

る強固な内固定を行うことが可能となり，近年

では腸骨移植に代わって人工骨移植を行うとい

う報告が増えている．今回の研究からβ-TCP

穎粒では圧縮強度不足によると思われるプレー

トの破損を来したことから，人工骨の選定には

注意が必要である．コンピュータ支援手術によ

り術前に欠損部形状に合わせて切削加工した人

工骨を用いることで，正確な矯正角度を得るこ

とができ，一種の術中ナビゲーターの役割を果

たすと考えられる．
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PersonalExperiencesonCongenitaIAbnormalitiesoftheThumb

GooHymBAEK,MD,PhD

Professor

DepartmentofOrthopedicSurgery

SeoulNationalUniversityCollegeofMedicine

Seoul,Korea

Congemtalabnormalitiesofthehandisoneofthemostchallengingspecialtiesmorthopedicfield.

Ourknowledgestillremainslimited,althoughmanyarticleshavebeenpublishedaboutthebroad

spectrumofhandabnormalities,theiranatomicalvariations,andoptionsfbrtreatment.

ItisanunusualhonourfOrmetohavetheopportunitytoevaluate,treat,andfOllowupalarge

numberofchildrenwithcongenitalabnormalitiesofthehand.Sincelstartedmycareerasa

handsurgeoninl992,Ihaveoperatedl,025patientswhohadcongenitalabnormalitiesofupper

extremityand/orfbrefbot-712ofthemhadabnormalitiesofhand.

Herel'dliketopresentmyexperiencesonthreeentitiesofcongenitalabnormalitiesofthe

thumb.Allthepatientsinthispresentationaremyowncases,whethertheywereoperatedornot.

l.ModinedBilhautPCloquetProcedurefOrPolydactylyoftheThumb2,3

Incertaintypeofthumbpolydactyly,excisionofnnorthumbandreconstructionofbetterthumb

canachievegoonfunctionandcosmesis.Whenboththumbsarehypoplastic,however,excisionof

onethumbmaynotachievegoodfunctionnorgoodcosmesis・Bilhaut-Cloquetoperation,whichwas

publishedinl890,isacombmationprocedureusuallyrecommendedfbrtypeIandnbifidthumb,

whenthereisonlypartialduplicationofthenail,inordertoachieveadequatenailsizeandjoint

balance.However,drawbacksoftheoriginaltechniqueweretechnicaldifficultiesincombining

allsegmentsofthebone,nailbed,andarticularcartilage,anditcouldcausejointstiHnessdueto

intra-articularosteotomy,physealinjury,andarticularcartnagemcongrmty.Inaddition,nailplate

defOrmitylikeseagulldefbrmityorprominentridgewasfbrmedbyattachingtwohemicircular

nailsmatransverseplane.

ImodifiedBilhaut-CIoquetproceduretopreventthesedisadvantages.Myprocedureisanextra-

articularprocedurebycombimngonlysmallpartofthedistalphalanxwhichsupportsthenailbed,

thustheoreticallyitdoesnotviolatethelPjoint,physisorarticularcartilage,andpreservethe

interphalangealjointmotion.

Whenthesizeofnailofeachbifidthumbislessthan2/3ofthatofnormalcontralateralthumb,I

prefermymodificationtechnique.Inpatientswithbilateralinvolvement,IprefermodifiedBilhaut-

Cloquetprocedurewhenthenailsizeofthumbislessthanthatofindexfinger.Wedgeosteotomy

canbecombinedintypelllcaseswhenangulardefOrmityoflPjomtismorethan20degrees.

ThisprocedureisthoughttobeeffectiveinpreservingthelPjointmotion,minimizingnail

defbrmity,andpreventinggrowtharrest.
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2.AbnormalTriangularEpiphysisCausingAngularDefbrmityoftheThumbl

IfOundthatthereareabnormaltriangularepiphysisofdistalphalanxofthethumb,whichis

diHerentfromdeltaphalanxordeltaepiphysis.

Firstofall,thereissomemotionbetweendeltaboneanddistalphalanx,however,thereisno

motionbetweenthetriangularepiphysisandmetaphysis・Secondly,onsimpleX-ray,indelta

phalanx,thereareusuallytwoossificationcenters,oneisdeltaphalanxitselfandtheother

isepiphysisofthedistalphalanx,however,thereisonlyoneossificationcenterintriangular

epiphysis.Lasdy,thejomtspacemdeltaphalanxisnearlynormal,butonlythmepiphysealplateis

seenintheabnormaltriangularepiphysis.

Forsurgicaltreatmentofthisdefbrmity,Ipreferclosing-wedgeintra-epiphysealosteotomythan

closing-wedgeosteotomyatproximalphalanx.

Itreatedsixpatientswithabnormaltriangularepiphysisinthedistalphalanxofthethumb

mcludingthreebilateralcases.Theaverageagewas43(range,14to57)monthsandtherewere

twoboysandfourgirls.Oftheninethumbs,intra-epiphysealclosingwedgeosteotomywas

perfbrmedinfiveandproximalphalangealclosingwedgeosteotomyinfOur.Wemeasuredthe

defbrmitiesmdegreesofangulation,andtherangeofmotionoftheinterphalangeal(IP)joint.The

durationoffbllow-upwasaverage26.7(range,16to39)monthsaftertheoperation.

PreoperativeangulardefOrmityofulnardeviationwasaverage29.6｡(range,17to47｡),whichwas

reducedtoanaverageofll.9｡(range,5to23｡)afterosteotomyatthelastfbllow-upassessment.

Allosteotomyhealedandtherewasnoevidenceofphysealorarticulardamage.Rangesofmotion

ofthelPjointdidnotdecreasepostoperativelyinallcases.Patientsandparentsweresatisfied

withtheresultsoftheoperation,althoughmnddefbrmitypersistedmthelPjomtflexedposition

afterproximalphalangealosteotomy.

Abnormaltriangularepiphysiscausingangledthumbisdifferentfromdeltaboneandcanbe

treatedbyeitherintra-epiphysealorproximalphalangealclosing-wedgeosteotomy.Butintra-

epiphysealprocedurecouldachievebetterdefbrmitycorrectionregardlessofthelPjomtposition.

TheclarificationofthetypesofangulatorydefOrmityandthevariantsinossificationofthe

phalangesoftheangledthumbshasnotbeenpresentedconciselyintheliterature.Fromthecases

ofmystudy,threetypesofangledthumbfromabnormalossificationcanbesuggestedasfOllows:

Typel.Distalphalanxnormal;proximalphalanxnormal;locationofabnormalossificationcenter-

separateossicle.Type2.Distalphalanxabnormal;proximalphalanxnormal;locationofabnormal

ossificationcenter-distalphalanx.Type3.Distalphalanxnormal;proximalphalanxabnormal;

locationofabnormalossificationcenter-proximalphalanx.

3.TheNaturalHistoryofPediatricTriggerThumb4

Forthetreatmentofpediatrictriggerthumb,noconsensushasbeenreachedregardingthe

mdicationofsurgeryandthenmitofconservativetreatment,duetoalackofinformationonthe

definitenaturalhistoryofthedisease.Theclassicstudypublishedinl974saidthat30%presentat

birth,andl2%presentat6tol2months,hadspontaneousresolution.Theyrecommendedsurgery

fbrthosediagnosedabove3yearsbecausethereisanincreasedchanceofflexioncontracture.This

classicreporthasbeenquotedinmanytextbooksfbrover30years.
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Subsequently,severalstudiesreported24to49%ofspontaneousresolutionratebyamean

observationperiodof3to7months.Moreover,someauthors,mainlyJapaneseinvestigators,

reportedbetterresolutionratebyusingsplintorstretching-41to89%.Onthecontrary,several

studiesmcludingtheearlieronesreportedO%resolution,evenafterameanobservationperiodof
44months

TherewasatragicCivilwarinKoreafroml950throughl953.Afterthewar,therewasababy-

boom・Inthebaby-boomgeneration,itishardtofindpatientswhohadahistoryofsurgeryfOr

triggerthumb.However,theirthumbsaredomgwellmadultlife.Thissuggeststhattheprognosis
ofpediatrictriggerthumbmaynotbesobad.

SoldesignedasmdytoprospectivelyanalyzechangesofflexiondefbrmityofthelPjomt,andto

determinetherateofspontaneousresolution・Inclusioncriteriaincludesabsenceofconservativeor

operativetreatment,andperiodicobservationevery6monthsfOratleast2yearsafterdiagnosis.

Dataon73consecutivepediatrictriggerthumbsin55childrenwerecollectedprospectively.

FlexiondefOrmityofthelPjointweremeasuredevery6months.Initially,73thumbsm55cMdren

wereenrolledundertheinfOrmedconsent・Twopatientswereexcludedbecausetheirparents

wantedwithdrawalfromthestudyandoperation.TherefOre,71thumbsin53childrenwere

analyzed.Meanageatfirstvisitwas24months.Themeanfbllowupwas49months.

Ofthe71thumbs,45(63%)resolvedspontaneously.Themeantimefromimtialvisittospontaneous

resolutionwas48months.Althoughspontaneousresolutionwasnotobservedintheremainmg26

thumbs,fiexiondefOrmitiesimprovedin22thumbs・Improvementoffiexiondefbrmitybetweenthe

twoconsecutivevisitsof6monthintervalwerestatisticallysignificantoverthefirst4yearsafter

magnosis(p<.05).Afterthistme,degreeoffiexiondefOrmityshowedadecreasing,thoughnon-
significanttrendbetweenvisits.

Spontaneousresolutionofflexiondefbrmitywasobservedin63%ofthepatients・Moreover,fiexion

defOrmityshowedanimprovingpatternmthosethatdidnotexperiencespontaneousresolution.

Thisinformationmayhelppatientconsultationanddecisionmakmginthetreatmentofpediatric
triggerthumb.
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INTRINSにMUSCLEDYSFUNCTION

ClaytonA.Peimer,MDFACS,FAAOS

ClncalProfessorofSurgery,CollegeofHumanMedicine,MichiganStateUmversity,U.S.A

Facilehandfilnctiondeterminesagooddealofwhoweare・Acriticalaspectofourroleintreatmghand
problemsisthediagnosisofimbalanceamongtheextrmsicflexorandextensormuscles,mtrmsicsofthe

handandsmalljointsofthefingers.Repetitivemicro-trauma(atleastintheory),butsurelyacuteinjury
andchronicsystemicinflammatorypathologyaffectmanypartsofthemusclesandtendons.Intrinsic

muscledysfunctioncanbeproducedbysystemicornerve-relatedweakness,paralysisandspasticity;
importantly,alossofelasticityintheintrinsicsoractualscarringofthetendonsproducesstiffilessandis
oftenassociatedwithsecondarysmalljomtcontracture.

Forexperiencedorthopedicandhandsurgeons,onlyabriefreviewofmtrinsicanatomywillbepresented
asthefbundationfbrthistalk.Exceptfbrthethreethenarmusclesandtworadiallumbricals,allactive
intrinsicmusclefUnctionismediatedthroughtheulnarnerveperipherallyandlowerbrachialplexus.
Whilethedorsalinterosseousmusclesabductandpalmarinterosseiadduct(away/towardsthemidlmeof
thetmrdmetacarpal,respectively),theintrinsicsaretheprmarymetacarpophalangeal(MP)jomtilexors
andinterphalangeal(PIPandDIP)jomtextensors.The"dorsaltendonmechamsm''istherefbrenot"just
extensor''but,aselaboratedinmanybasicscienceandclinicalpublicationsmJapanese,Enghsh,French,
Germanandltalian,thedorsalmechanismis"complex''becauseportionsofthesesmalltendonsflex

theMPjointsandportionsextendthelPjoints・InterrelatedfUnctionleads,inpathologicsituations,to
interrelateddysfunction.

The:@mostcommon"presentationofintrinsicmuscle/tendontighmessorscarringiswhen,fOnowing
trauma,glidingofthesesmalltendonsislimitedandtherebympairsortethersactivefiexion(themtrmsics
beingthelPextensors).Nonsurgicaltreatmentthroughdirectedhandtherapycanremediateproblems
inmanycasesoncetheproperdiagnosisisachieved.Patientsmaynotcomplainof"stiHilesJrather,
presentationmaybefOr"weakness"butwithdiagnosableintrinsictighmess.
Theimportanceofacorrectlyperformed"intrmsictighmesstest,"otherwiseknownasBunnell's,Littler'

s,or(correctly)Finochietto'stestiscritical.Treatmentplansfbllowproperdiagnosisbasedonthorough
physicalevaluation.

Inthemoreseverecaseswithsignificantmusclefiberscarring,ormuscledeathandmyonecrosis,patients
demonstratecombinedMPfiexionandlPextensioncontractures.SecondarytightnessofthePIPandthen
theMPjomtsmaybepresent.Theseissuesneedtobeconsideredseparatelyandtogether;treatmentmay
requiresurgicalreleaseofthe@@distal"and/or"proximal"portionsofthetightintrmsicsinordertoallow
thepatienta@@secondchanceintherapy.''Patientswhoarenotcommittedtoasupervisedoutpatient
andhomerehabilitationprogramarenotcandidatesfOrsurgicalrelease(wheretheoperationshouldbe,
properly,anopportunitytoimprovethroughguidedtherapy).

Farmorechallengingarearthriticpatients,especiallythosewithsystemicinnammatorydiseaseand
proliferativesynovitisandtenosynovitis,whereacombinationofextrinsicandintrmsicpathology,pain,joint
mstabilityandgeneralized,confoundingweaknessandmedicalcomplicationspresentadditionaldi伍culty.
Proliferativeflexortenosynovitisnotresponsivetoadvancedmedicalmanagementmay"block''digital
flexorexcursionatthesametimethatmicro-vasculitisnegativelyimpactsintrinsicmusclecomphance,and
excursion.Jomtsmaybesecondarilystifsubluxated,malpositionedorevendislocated.Fmgerproblems
canbecomplicatedbysymptomaticdestructiveproblemsmoreproximallyintheextremity,including
thehand,wrist,elbowandshoulder.Becauseeachofthesepatientsituationsmustbeindividualized,

considerabletimewillbespentonillustrativecasesregardingdiagnosisandbothsurgicalandtherapy
directedtreatment.

Insummary,intrinsictendonproblemsofscarrmg,contractureandarthriticinvolvementmtheaging"baby
boom''post-warpopulationoffersbothcommonandremarkablechallengesfOrpatients,therapistsand
surgeons.Attentiontoanatomyanddiagnosticsallowsproperchoiceoftreatmentoptions.
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CurriculumVitae

EDUCATION:

M.D.-StateUniversityofNewYork,UpstateMedicalUniversity,Syracuse,NewYork:1971

B.A.-UniversityofPennsylvania,Philadelphia,Pennsylvania:1967
Major:Biology

ADDITIONALPREPARATION:

HarvardSchoolofPublicHealth,HarvardUniversityProgramforChiefsofCIinical
ServiCes,January2005

EvanstonNorthwesternHealthcare/KelloggSchoolofManagement,Northwestern
University,PhysicianLeadershipDevelopmentProgram:2003-2004

AmericanOrthopaedicAssociation/KelloggSchoolofManagement,Northwestern
University,LeadershipSeries,Modulel,November2003

q

剥、

"#､ぴmj
f

謡

b

FellowinHandSurgeryandClinicalAssistant,DepartmentofOrthopaediCSUrgepI(RichardJSmith,MD
Director)MassachusettsCeneralHospital,HarvardMedicalSchool,Boston,MA:1976-1977

OrthopaedicSurgeryResident,UpstateMedicalCenter,Syracuse,NY:1973-1976

SurgicalResident,BethlsraelMedicalCenter,NewYork,NY:1972-1973

Surgicallntern,BethlsraelMedicalCenter,NewYork,NY:1971-1972

EMPLOYMENTHISTORY:

X"emiEClimcalProfessorofSurgery(Orthopaedics),CollegeofHumanMedicine,MichiganStateUniversity:2007-

４
月
〃
日
第
３
会
場

BreechChairofOrthopaedicSurgery,HenryFordHealthSystem:2004-2005

Professor,DepartmentofOrthopaedicSurgeryandDepartmentofCellandMolecularBiology,
NorthwestemUniversity-FeinbergSchoolofMedicine:2001-2004

Professor,DepartmentofOrthopaedicSurgery,SchoolofMedicineandBiomedicalSciences,State
UniverSityofNewYorkatBuffalo:1996-2001

CIinicalAssociateProfessor,DepartmentofAnatomicalSciences,SchoolofMedicineandBiomedical
Sciences,StateUniversityofNewYorkatBuffalo:1996-2001

ClinicalAssistantProfessor,DepartmentofRehabilitationMedicine,SchoolofMedicineandBiomedical
Sciences,StateUniversityofNewYorkatBufalo:1981-2001

AdjunctAssistantProfessor,DepartmentofOccupationalTherapy,SchoolofHealthRelatedProfessions,
StateUniversityofNewYorkatBuffalo:1981-2001

AssociateProfessor・DepartmentofOrthopaedicSurgery.SchoolofMedicine,AndBiomedicalSciences,
StateUniversityofNewYorkatBuffalo:1983-1996

ClinicalAssistantProfessor,DepartmentofAnatomicalSciences,SchoolofMedicineandBiomedical
Sciences,StateUniversityofNewYorkatBufalo:1980-1995

AssistantProfesso.DepartmentofOrthopaedicSurgery.SchoolofMedicineandBiomedicalSciences,
StateUniversityofNewYorkatBuffalo:1977-1982

Vice-chairofSurgery,MarquetteGeneralHealthSystem,Marquette,M1:2008-present

AttendingHandSurgeon,MarquetteGeneralHealthSystem,Marquette,MI:2006-present

Chair,DepartmentofOrthopaedicsandRehabilitation,HenryFordHealthSystem(Hospitalsand
Clinics),DetrOit,M1:20042005

ChairandSeniorAttending,DepartmentofOrthopaedicSurgery,EvanstonNorthwesternHealthcare,
Evanston,IL:2001-2004

ActiveStaH,DepartmentofOrthopaedicSurgery,Children'sMemorialHospital,Chicago,IL:2001-2004

ProvisionalStaff,KenmoreMercyHospital,Kenmore,NY;2001

ActiveStaff,KaleidaHealthcare(mergedBGH,CHOBandMFH),Buffalo,NY:1999-2001

AttendingPhysician,DepartmentofOrthopaedicSurgery,ErieCountyMedicalCenter,Buffalo,NY:
1988-2001

AttendingPhysician,DepartmentofOrthopaedicSurgery,Director,HandCenterofWestemNewYork,
MillardFillmoreHospital(KaleidaHealthcare),Buifalo,NY:1986-2001

AssociateAttendingPhysicianandChiefofHandSurgery,DepartmentofOrthopaedicSurgery,
Children|sHospitalofBuffalo(KaleidaHealthcare),Buffalo,NY:1982-2001

AssociateAttendingPhysician,DepartmentofOrthopaedicSurgery,BuffaloGeneralHospital(Kaleida
Healthcare),BuHalo,NY:1982-2001

Attending(Consultant)Physician,DepartmentofOrthopaedicSurgery,Veterans'AdministrationMedical
Center,Buffalo,NY:1977-2001

ChiefofHandSurgery,DepartmentofOrthopaedicSurgery,ErieCountyMedicalCenter,BuHalo,NY:
1977-1988

Hospitals
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4ggigtW､"endmgPhysician,DepartmentofOrthopaedicSurgery,BufaloGeneralHospital,B㎡alo,
NY:1977-1982

4s*taqLMM"_Physician,DepartmentofOrthopaedicSurgery｡Children'sHospitalofBumo,
BuHalo,NY:1977-1982

ClinicalConsultmg:
HandSurgeryConsultant,DetroitTigersBaseballTeam,DetroitLionsFootballTeam:2004-2005

Co-Director,AdultUpperLimbNeuromuscularDisorderClinic,DepartmentsofRehabilitationMedicme
andOrthopaedicSurgery,ErieCountyMedicalCenter,BuHalo,NY:~19942001

0rthopaedicHandSurgeryAdvisor,WorldUmversityGames,1993:1991-1993

BxaIPmatmnCgmmitteentheCertmicateofAddedQualificadonsfOrSurgeryoftheHand(CAQSH)fOr
theAmericanBoardofOrthopaedicSurgery:1989-2000

PonSultalltt9_the_Clim"lStaff,DepartmentsofSurgeryandOrthopaedics,RoswellParkCancer
Instimte,Bufalo,NY:1982-2001

PilWoE､JllyenileLIJpWLimbDysfUnctionClnc,WarnerRehabintationCenter,ChildrenisHospitalof
Bufalo,BuHalo,NY:1979-2001

HandSurgeryConsultant,BufaloBnlsFootballTeam:1985-1998

HandSurgCryConsultant,SpmalCordandTraumaticBrainlnjuryUmts,DepartmentofRehabilitation
Medicme,ErieCountyMedicalCenter,BuHalo,NY:1979-2001

CoUlltant(DepartmeptofHealth&HumanServices,CenterfbrDevicesandRadiologicalHealth,Food
andDrugAdministration,OrthopedicandRehabihtationDevicesPanel:1997-present

AWARDSANDHONORS:

FWWPrize-B"'比je"r城の"re"/"""REse"""o〃

5thCongressoftheAsianPacincFederationofSocietiesfbrSurgeryoftheHand,Osaka,Japan.2004

〃竹oIs"mo,ExecutivesandProfessionalsEdition:2004present

FYPWP"zekie"噸cCo"/e"'PosreJ"Pﾉ密e"""o〃

InternationalFederationofSocietiesfbrSurgeryoftheHandMeemg,Budapest,Hungary,2004

CWicqgoIFBagrDocro",ChicagoMagazme-December2003

B“cb"だ"rSbje"噸cPos/er-[〃7er砥"℃”〃
AmericanAcademyofOrthopaedicSurgery,AnnualMeemg,2002

Bes/@"re"rS℃je加旅Pりs/eKAmericanSocietyfbrSurgeryoftheHand,AnnualMeeting,2000

B"rCb"だ"2S℃ie加施PosreJ･bAmericanSocietyfbrSurgeryoftheHand,AnnualMeeting,1998

4"e"cqIsZbpDociors,1999-present

Bes#Docrorsi"4"Te"",1998present

o"応rα"戎"gα"〃j6""o〃j""dwJ"cj"g"tJ"dSt"宮どぴ
AmericanOsteopathicAcademyofOrthopaediCs,PresentedattheAnnualMeeting,Adanta,GA,1997

3祠p/tJcew伽"eF･-Afye"加gEssq)ﾉ⑰加a"
AmericanFractureAssociation,59thAnnualMeeting,1997

卯栩ob卯碕oj"Hｾαﾉ的α"dA化"caﾉ鉈ハノjC“加肋e[ﾉ""edamag:1990-present

E"α""eﾉKﾋﾘﾌﾉﾋﾝﾙ4wqJd-BeW""α'o腕jcaﾉPﾋﾘﾌer
(SponsQredbythe_NYSocietyfbrSurgeryoftheHand)AmericanSocietyfbrSurgeryoftheHand,
AmualMeetmg,1992

PROFESSIONALMEMBERSHIPSANDACTIVITIES:
Memberships:

2004AmericanTelemedicineAssociation

2004MichiganOrthopaedicSociety
2004MichiganMedicalSociety
2002ChicagoSocietyfbrSurgeryoftheHand
2001111moisMedicalSociety
1991AcademicOrthopaedicSociety
1988NewYorkSocietyfbrSurgeryoftheHand
1981HandSmdySociety
1981AmericanAcademyofOrthopaedicSurgeons
1980AmericanSocietyfOrSurgeryoftheHandAssociate(1980-83)

Active(1983-present)
1980AmericanCollegeofSurgeons
1978NewYorkStateOrthopaedicSociety
1978WesternNewYorkOrthopaedicSoCiety
1977BuHaloTraumaSociety
1977ErieCountyMedicalSociety
1977NewYorkStateMedicalSociety
1975AmericanMedicalAssociation
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ヒトの手と脳のかかわり

RelationshipbetweenHandandBrain

高橋正憲

島田療育センターリハビリテーション科

｢手とは何か」と問われれば，自分の手を見せて「これが手だ」と示すことはできるが，言葉で表現

するとなると簡単にはいかない．手はいつも見慣れていて，使い慣れていることもあり，普段は意

識の外に退けられていることが多い．「手」をじっと見ていると，「手」は長い時間をかけて脳との

供応により生み出されてきた芸術作品であり，その人の年輪でもあることがわかる．

ヒトは約500万年前に2足歩行ができるようになり手が自由に使えるようになったが，初期には手

は簡単な道具や石器を使うことから始まり，次第に複雑な道具を作り，使いこなせるようになって

手の機能や構造も洗練化されていった．4足動物では手は前肢であり移動のための器官でしかない

が，ヒトでは手は脳の実行器官となり脳が進化するにしたがって手も発達していった．しかし手の

使用が急に脳を進化させた訳ではなく，賢い手の使い方ができるようになるにつれてヒトの脳，特

に大脳は徐々に大きくなって，ヒトを進化させ文明を発展させていった．脳の認知能力やコミニュ

ケーシヨン能力が高度化するにつれて，手も絵や字を書くことが必要になり，感情の表現などにも

使われるようになった．言語や文字の発達は前頭葉を使った思考や創作を他者に伝える手段となり，

文化が継承され人間社会は急速に発展し複雑になっていった．「利き手」の問題も，手の使い分けが

必要とされる過程において脳の機能分けが進み，言語野の出現とともに固定化されていったものと

考えられる．手の機能の発達は大脳皮質の機能局在にも影響を及ぼしていることが考えられ，今後，

脳科学の発達とともに「手と脳」はさらに解明されていくものと思われる．ヒトの「直立2足歩行

と手と言葉と脳」の関係は興味の尽きない話題を提供してくれる．
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DowerealIyunderstandwristbiomechanics？

MarcGarcia-Elias,M.D.,PhD

InstitutKaplan,Barcelona,Spain

Themostimportantfunctionofthewrististoensureadequatepositioningofthehandsothatthe

fingerscanproperlymanipulateobjectsandliftloadsorperfOrmspecificmanualtasks.Inorder

toallowthewristlargemobilityandtosustainsubstantialfOrcesandtorqueswithoutyielding,

itisnecessaryaperfectinteractionbetweenwristmotortendons,jointsurfacesandsoft-tissue

constraints.Inthepast,muchimportancewasassignedtotheroleoftheradiocarpaljomt,as

ifitwasthekeyarticulationofthewristinkinematicalterms.Recentevidence,however,has

demonstratedthemidcarpalarticulationtobemoreimportantthantheradiocarpaljomt.Infact,

thescapho-luno-capitatejoint,inmanyaspects,shouldberegardedasthekeystonearticulation

ofthewristfOrmostactivitiesofdailyliving・Fromakineticpointofviewtherehavealsobeen

substantialadvancementsinthelastfewyearswhichdeservetheattentionofallhandsurgeons.

Inthepast,multipletheorieswereproposedtoexplainhowthewristremainsstableunderload.

Mostofthemwerebasedontheassumptionthatboneshaveatendencytodisplaceinspecific

directionswhenloaded,andthatsuchattempteddisplacementsareconstrainedbyspecific

ligamentswhichwouldactasmechanicalcheck-remsthatpreventsubluxations・Knowledgeof

theelasticpropertiesoftheseligaments,however,madedimculttomaintainsuchanassumption.

Certaimy,ligamentscannotbeconsideredasiftheywerecablesholdingbones.Ligamentshave

amorecomplexproprioceptivefunction,interactingwithspecificmuscleswhichare,mdeed,the

ultimatewriststabilizers.Thislecturewillreviewtheevolvingprocessofunderstandingcarpal

mechamcs,bothfromkinematicandkineticperspectives,andalsowilldiscusshowthisknowledge

mayaHectthewaycarpalinjuriesaretobehandled.Truly,thereisalottobeuncoveredmthe

understandingcarpalmechanics,butthebenefitsofinvestingtimeandenergyinsuchlineof

researchwillbe,nodoubt,worthwhile.
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CurriculumVitae

ProfessionalPosition

StaffMemberofthelnstitutKaplan,HandandUpperExtremitySurgery,Barcelona,
へ■

ごpam

HonoraryconsultantofthePulvertaftHandUnit,DerbyshireRoyallnfirmary,Derby

(UnitedKingdom)

EducatiOn

EscolaPia-InstitutEMArrahona(HighSchoolequivalent)

Terrassa,Barcelona,Spain.

UniversitatAutOnomadeBarcelona(graduateMD)

Bellaterra,Barcelona,Spain.

CentreHospitalarideManresa(residencyinorthopaedics)

Manresa,Barcelona,Spain.

UniversitatAutOnomadeBarcelona(doctoratePh.D,)

Bellaterra,Barcelona,Spain.

1964-1972

1972-1978

1978-1983

４
月
〃
日
第
３
会
場

1980-1985

Certifcation

l.Graduate,HighSchool

2.Nurse

3.Graduate,MedicalSchool

4.Specialization,OrthopedicsurgeryandTraumatology

5.Doctoraldegree(PhD)inMedicine("CumLaude")
(SupervisedbyProf･JosepMaDomenech)

6.DiplomateinBiomechanicsoftheLocomotorApparatus
(MayoMedicalSchool,Rochester,MNUSA)

Abrill4,1971

March31,1979

Febmary7,1979

February23,1982

October28,1985

Iune25,1989

Workingactivities

Julyl978-Novl983 Resident,OrthopedicSurgeryDepartment,CentreHospitalarideManresa.Manresa,

Barcelona(Spain).

ConsultantinOrthopedicsandSurgeryoftheHand,HospitaldeSantJoandeDeude

Manresa･Manresa,Barcelona(Spain).

VisitingScientist,BiomechanicsLaboratory,MayoClinic,Rochester,Minnesota(USA).

ChiefSection,OrthopedicSurgeryService,HospitalGeneraldeManresa,Unitat

assistencialdeSantJoandeDeu.Manresa,Barcelona(Spain).

ConsultantinOrthopedics,OrthopaedicsSurgeryService,ConsorciHospitalariParc
Tauli.Sabadell!Barcelona(Spain).

VisitingScientist,BiomechanicsLaboratory,MayoClinic・Rochester,Minnesota(USA).

ConsultantinOrthopedicsandHandSurgery,HospitalGeneraldeCatalunya.Barcelona
(Spain).

ConsultantHandandUpperExtremitySurgery,InstitutKaplan(HandCenter).

Barcelona(Spain).

ConsultantinHandSurgery,CentroMedicoTeknon.Barcelona(Spain).

ProfessorPhysiotherapyDepartment,UniversitatlnternacionaldeCatalunya.Sant

CugatdelValles,Barcelona(Spain).

Honoral-yConsultantPulvertaftHandCenter,DerbyshireRoyallnfirmary.Derby,UK.

Novemberl983-Decl986

Januaryl987-Junel989

Junel989-Novl990:

Novemberl990-Decl990

Octoberl992-Novl992:

Januaryl991-Junel996

Ianuaryl994-present

Mayl994present:

November2001-2003

November2002-present

AwardsandHonors

Doctoratedegree(Ph.D.equivalent)"Magnacumlaude"
UniversidadAutOnomaBarcelona!Octoberl985

SecondMapfreAward

MapfreFomdation,Madrid,Spain,Decemberl986

BestScientificPosterExhibitAward(coauthor)

44thAnnualMeetmgAmericanSocietyforSurgeryoftheHand
Seattle,Washington,Septemberl989

-S227-



1991EmanuelB.KaplanAward

(IIAnatomicalexcellencemsurgeryoftheHand'I)
46thAnualMeetingAmericanSocietyfOrSurgeryoftheHand

Orlando,Florida,Octoberl991

"EnriquezdeSalamanca'!Award
XHBiannualCongress!ISociedadEsparioladeCirugiadelaMano"(SECMA)

BarcelonaSpam,Mayl995

BiographicalProme
MarcGarciaElias,MDPhD

JournalofHandSurgery,27B:403,2002

2003GuildalMemorialLecmrer

AnnualMeetingoftheDanishOrthopaedicSociety

Copenhagen,Denmark,October2003

2006LeeRamsayStraubHonoraryLecturermHandSurgery

HospitalfOrSpecialSurgery
NewYork,USA,May2006

Professionalbiographypublishedm

"EinlebenftirdieHandchirurgie.100Lebensbilder'',byProfDieterBuck-Gramcko
StemkopHVerlag,Germany2007

20081nternationalGuestLecmrer

"Understandmgthewristmechamcs:alongandwmdingroad''
63AnnualMeetingoftheAmericanSocietyfOrSurgeryoftheHand(ASSH)

Chicago,USA,Septembre2008

ResearchGrants

HospitalSantJoandeDeuFoundation
TravelhgFellowshipGrant,Januaryl987

OrthopaedicResearchandEducationFoundation

ResearchGrant,Januaryl988-Decemberl988

NationallnstituteofHealth(NIHRO1AR40242)

ResearchGrant,Septemberl991-Augustl995

ProfessionalMedicalOrganizationsandInternationalCommittees
4lAcademiadeCienciesMediquesdeCatalunyaiBalears"

Associatemember(1981-present)

"SociedadEspafioladeCirugiaOrtopedicayTraumatologia"(SECOT)
Numerarymember(1981-present)

"SociedadEsparioladeCirugiadelaMano''(SECMA)
Numerarymember(1983-present)

Vicesecretary(1996-1997)

GeneralSecretary(1998-1999)

IntemationalDelegate(2000-2003)

Vicepresident(2003-2005)
President(2005-2007)

MayoHandClub

BiomechanicFenow(1989-present)

00Asociaci6nEsparioladeMicrocirugia"(AEM)
Numerarymember(1990-present)

"SociedadEsparioladeCirugiadelHombroyCodo"(SECHC)
Numerarymember(1994present)
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InternationalFederationofSocietiesfOrHandSurgery(IFSSH)

AnatomyandBiomechanicsCommittee

DeputyChairman(1992-1995)
Chairman(2000-2004)

FederationofEuropeanSocietiesfbrSurgeryoftheHand(FESSH)

Examiner-EuropeanDiplomamHandSurgery(1996-2002)
Chairman(2000-2005)

SecretaryGeneral(2005-2008)

AmericanSocietyfbrSurgeryoftheHand(ASSH)

Internationalmember(1996-present)

Memberof''InternationalRelationsTaskForce"(1999-present)

TheJournalofHandSurgery(BritishandEuropeanVolume)
MemberoftheEditorialBoard-representingFESSH-(1997-2000)

"Asociaci6nArgentinadeCirugiadeManoyReconstructivadelMiembroSuperior"
CorrespondantMember(19982007)

HonoraryMember(October2007-present)

,GRevistalberoamericanadeCirugiadelaMano"
AssociateEditor(2000-2005)

"SociedadVenezolanadeCirugiadelaMano"
CorrespondantMember(2000-present)

"SociedadePortuguesedeCirurgiadaMao"
InternationalMember(2002-present)

TheJournalofHandSurgery(AmericanVolume)
AssociateEditor,memberoftheEditorialBoard

(2002-present)

"SocietaltalianadeChirurgiadenaMano''
CorrespondantMember(2002-present)

JapaneseSocietyfOrSurgeryoftheHand

CorrespondantMember(2003-present)

SouthAfricanSocietyfbrSurgeryoftheHand

HonoraryMember(2004-present)
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ScapholunateDissociation:WhyDoTreatmentsFail？

RichardA.Berger

Professor,OrthopedicSurgeryandAnatomy

Chair,DivisionofHandSurgery

Dean,MayoSchoolofContinuousProfessionalDevelopment

MayoClimc

Scapholunatedissociation(SLD)isthemostcommonlydiagnosedfOrmofcarpalinstability.There

arenumerouswaystoclassifyandtreatSLD,bothdependentuponnumerousfactors.Ingeneral,

patientspresentingwithfixeddefOrmitiesofthelunatehavepooroutcomesoftreatmentsbased

onsofttissuerepairsandreconstructions.FixeddefOrmitiesofthelunatearetypicallydefined

asDISI(dorsiflexionintercalarysegmentinstability)orulnartranslocation(TaliesnikllSLD)or

both.Mostsurgicalinterventionsaredirectedatcontrollmgthescaphoid,andmostreportsin

theliteraturesuggestthatrestorationoftheradioscaphoidrelationshipisgenerallysuccessfUl.

However,restorationofthelunateisrelationshipsaresignificantlylesssuccessfUlintheface

offixeddefOrmityandingeneralpredictthesuccessorfailureoftreatmentforSLD.This

presentationwillexploretheanatomyandmechanicsofthenormalwrist,thepathomechanicsof

SLD,whythelunateplayssuchakeyroleinthesuccessorfailureoftreatmentsfbrSLD,andwhy

thelunateissodimculttocontrol.
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CurriculumVitae

RichardA.Berger,MD,PhD

PRESENTACADEMICRANKANDPOSITION

Consultant-DepartmentofOrthopedicSurgeryandAnatomy

MayoClinic,Rochester,Minnesota 1993-Present

ProfessorofOrthopedicSurgeryandAnatomy-

MayoClinicCollegeofMedicine 2000-Present

Master'sFacultyPrivileges-

MayoSchoolofGraduateMedicalEducation,Rochester,

Minnesota 1999-Present

Dean-MayoSchoolofContinuingMedicalEducation(MSCME),

Rochester,Minnesota 2007－Present

Chair,DivisionofHandSurgery,DepartmentofOrthopedicSurgery,MayoClinic,Ro,

October2008-Present

一一

錘琴ジ

Rochester.Minnesota

４
月
”
日
第
３
会
場

EDUCATION

MidlandLutheranCollege

Universityoflowa

UniverSityoflowa

UniversityoflowaSchoolofMedicine

Universityoflowa

UniversityoflowaHospitalsandClinics

MayoCIinic

BA,BiologyandNaturalScience

Ph.D,Anatomy

Traineeship,Nat.InstitutesofHealth

MD

Fellowship,Research

Residency,OrthopedicSurgery

Fellowship,HandSurgery

２
０
４
９
０

７
８
８
８
９

９
９
９
９
９

１
１
１
１
１

０
６
７
０
１
４
９

７
７
７
８
８
８
８

９
９
９
９
９
９
９

１
１
１
１
１
１
１

HONORS/AWARDS

FulbrightScholarship-UniversiteitteLeiden

EmanuelBKaplanAward-AmericanSocietyfOrSurgeryoftheHand

JohnJ・FaheyTravelingFellowship-AmericanOrthopaedicAssociation

BunnellTravelingFellowship-AmericanSocietyforSurgeryoftheHand

TeacheroftheYear-MayoClinicDepartmentofOrthopedicSurgery

ExcellenceTeachingRecognition-MayoMedicalSchool

４００２

３
０
２
６
０
１

８
９
９
９
０
０

９
９
９
９
０
０

１
１
１
１
２
２

PROFESSIONAL&COMMUNITYMEMBERSHIPS,SOCIETIESANDSERVICES

AllianceforContinuingMedicalEducation(CME) 2005－Present

InternationalFederationofSocietiesforSurgeryoftheHand

Anatomv&BiomechanicsCommitteeDeDutvChair 2002-Present

CommitteeonAnatomvandBiomechanicsoftheWristl991-Present

JapaneseSocietyforSurgeryoftheHandCorrespondingMember 2003-Present

LaFederaciondeOrganizacionesdelCuidadodeManodeCentroy 2005-Present

NorthAmerica/FederationofCentralandNorthAmericanHandCare

Organizations-FounderandExecutiveDirector

IntemationalWristlnvestigatorsWorkshop 1986－Present

AmericanAssociationforHandSurgery(President2004)1993-Present

AmericanAcademyofOrthopaedicSurgeons 1994-Present

AmericanSocietyforSurgeryoftheHand l994-Present

SocietyfOrAcademicContinuingMedicalEducation 2007-Present

VisitingProfessor/InvitedLectureratmultiplemedicaluniversities/institutions

Facultyparticipantonnumerousinstructionalcoursesandsymposiaaroundtheworld

PrincipleinvestigatoronresearchgrantsfromvariousorthopedicsocietiesincludmgtheOREFandNIH

PUBLICATIONS

Authorof95peerreviewedarticlesonthehandandwrist

Editorof3textbooks

Authorof47bookchapters

-S231-



2-3-10

尺骨突き上げ症候群に対する遠位榛骨模
状骨切ﾚﾉ術の試み

DistalRadialWedgeOsteotomyfOrUlnoCarpal

Abutme航町ndrome

'飯田病院整形外科，2福岡大学医学部整形外科

○飯田博幸'，菊田朋朱'，石河利之2，

副島修2

【目的】キーンベック病に対して僥骨模状骨切り

術を行うとlunate-coveringratioが増大し月状

骨が尺骨側から僥骨側に移動することが知られ

ている．この効果を利用してplusvarianceの軽

い尺骨突き上げ症候群の治療に応用したので検

討した．

【方法】手術法は長嶺らの方法を改良して用いた．

僥骨茎状突起から近位に向けた4cInの皮切で，

頂点をsigmoidnotchより遠位の僥骨遠位尺側の

角の軟骨下骨においた模状骨切りを行い，内固

定にはスクリューやステープルを用いた．対象

は7例で男性l例女性6例，平均年齢60歳，平均

経過観察期間4年5ケ月であった

【成績】骨切り後lunatecoveringratioは平均

26％増加しX線上月状骨の僥側移動が行われた

ことが認められた．術前のMRIで認められた

月状骨尺側の信号変化は消失した現在のとこ

ろ遠位僥尺関節の変形性関節症変化は認められ

ていない．握力は健側比で術後平均26.2％改善，

Mayomodifiedwristscoreを用いた臨床成績は

優4,良2，可・不可Oであった．

【結論】この骨切り法の利点は，骨切りの頂点

がsigmoidnotchより遠位にあるため遠位僥尺関

節に影響を与えないこと，骨切り部の接触面積

が大きいので骨癒合が良好であること，骨皮質

を残して骨切りするので皮切や内固定が最小限

ですむなどの点であり，これまでキーンベック

病の治療に用いて良好な成績を得ている.ulnar

neutralvarianceやplusvarianceの軽い尺骨突

き上げ症候群の病態や治療法については未だ確

立されていないが，本法は低侵襲で合併症の少

ない優れた治療法と思われる．

2-3-11

直視下三角線維軟骨複合体縫合術の成績

Openrepairofthetriangularfibrocartilage

complex

'(財)新潟手の外科研究所，2新潟中央病院整形外科

○坪川直人'，牧裕'，成澤弘子'，

森谷浩治'，河内俊太郎2

【目的】三角線維複合体(TFCC)損傷に対しては

様々な手術が行われている．今回直視下TFCC

縫合症例の問題点を検討する．

【適応と手術方法】MH,手関節鏡（僥骨手根間，

遠位僥尺関節(DRUJ)鏡）でPalmer分類TFCC

損傷1Bと診断した症例に，背側進入直視下に尺

骨小窩を通しpullout法で縫合，手関節回旋中

間位で5～6週外固定を行った.Palmer分類変

性断裂で尺骨短縮骨切り術併用症例は除外した．

【症例】対象は25例25関節，男21女4,右20左5,13

～36歳，平均23.6歳，受傷から手術までは1カ月か

ら7年，平均8カ月，経過期間は3カ月から3年，平

均9カ月であった．外傷例20,非外傷例5であった

【結果】TFCC損傷形態はPalmer分類lBが23,

1A+1Bが1,1B+2Aが1,中村分類では尺骨小

窩からの断裂(ulnaravulsion)が，単独および

他の部位との合併損傷を含めて23関節と大多数

を占めていた．Ulnarvarianceは-3から+2mm,

平均-0.9mm=臨床症状はTFCC圧痛20/25,

DRUJ不安定性20/25,Ulnocarpalstresstest

l9/25,礫音4/25であった．可動域は術前術後と

も障害されておらず，3例に術後DRUJ不安定性

が残存した．健側握力比は術前平均60.4％から術

後92.5％まで回復し，瘻痛は全例術前よりも軽快

し術前の職業，スポーツに復帰した25関節中

17関節で最大回内外時，重労働時，尺屈強制で

瘻痛が残存した．

【考察】TFCC直視下縫合術の成績は概ね良好で

あったが，瘻痛が完全に消失する症例は少なく

運動時痛を残した非外傷例，手関節を酷使す

る職業，スポーツ選手に痙痛を残す傾向があっ

たが，残存する症例としない症例で年齢,Ulnar

variance,手術までの期間などに差は無かっ

た．痛みが残存した原因はDRUJの不安定性が

TFCC縫合のみでは完全に得られなかったと推

察した．鏡視下縫合術，掌側からの縫合術との

比較が必要である．

-S232-



2-3-12

三角線維軟骨複合体尺側部損傷に対する

簡便なoutside-in手技による鏡視下縫合

術の治療経験

TiPeatmentofUharPeripheralTもarsmThe

TriangularFibrocartnageComplexbySmple

Outside-mArthroscopicRepairT℃chnique

'藤枝市立総合病院整形外科，2浜松医科大学整形

外科

○豊山起光'，鈴木重哉'，大石崇人'，

長野昭2

【目的】三角線維軟骨複合体(TFCC)尺側部損傷

に簡便な鏡視下縫合術を施行し，良好な成績を

得たので報告する．

【対象と方法】当院で2006年から2008年までに治

療を行った僥骨遠位端骨折を合併しないTFCC

尺側部損傷8例を対象とした男性6例，女性

2例，手術時年齢は平均28.5歳(17~45)，受傷か

ら手術までの期間は平均14.5週(5-15),術後経

過観察期間は平均13.1ヵ月(3-31)であった

手術は手関節尺側から21G注射針を刺入，さら

にループを作った糸を収納した21G注射針を刺

入．関節内で収納したループ状の糸を出し，鏡

視下にループに縫合糸を通して関節外に引き抜

き，縫合した．術後は上腕ギプス固定を3週行

い，その後は手関節装具を装着した．術後成績

はModifiedMayowristscoreで評価した．

【結果】全例現職復帰し，学生はスポーツ活動

に復帰できた術前の手関節可動域は背屈が平

均61.9。(20-85)，掌屈64.3。(30-85)，前腕可動域

は回内が平均78.7｡(60-85)，回外76.2｡(20-85)，術

後は背屈76.9。(70-85)，掌屈73.8。(55-85)，回内

87.5｡(85-90)，回外86.3｡(80-90)，握力は術前健側

比65.7％(25-97.3)，術後92.7%(80.5-lll.6),wrist

scoreは術前55.6点(15-85),術後95.0点(85-100)で

あった．

【考察】TFCC尺側部には血行があるため，損

傷部の縫合が適切に行われれば修復可能である．

スーチャーレトリバーやスーチャーバーを利用

した方法が報告されているが，注射針とループ

状に収納した糸を用いることで特殊な器具を使

用せず簡便な縫合が可能であった

2-3-13

陳旧性TFCC尺骨小窩剥脱損傷に対する

直視下縫合術の成績

OpenRepairofFoveaRuptureoftheTriangular

FibrocartilageComplex

'琉球大学医学部整形外科,2那覇市立病院，

3中部徳洲会病院

○普天間朝上1，岳原吾一'，金谷文則1，

大城亙2，宮里聡3

TFCCが尺骨小窩より剥脱損傷されると遠位僥

尺関節の不安定性と手関節尺側部痛を生じる．

陳旧例における靱帯縫合では断裂部の新鮮化が

必須であるが，鏡視下では手技的に困難である

ため直視下にて縫合を行っているので結果を報

告する．

【対象】受傷から手術までの期間が3カ月以上（3

～103カ月,平均17カ月）経過した11例（男3例，

女8例）で，全例手関節尺側部痛を訴えていた．

年齢は14～49歳（平均34歳).Foveasignを10

例に,ulno-carpalstresstestとballotmentを全

例に，手関節尺屈時痙痛を8例に認めた.X線像

にてuharvarianceは－2～5mm(9例でplus)

であった．Mmでは10例で小窩での剥脱が疑わ

れた術後経過観察期間は3～23ヵ月（平均

13カ月）であった．

【手術】鏡視にてtrampohsignが陽性であるこ

とを確認した後,ECU腱鞘床の小窩部と尺骨手

根関節部の2カ所に約5mm切開を加えて小窩部

での断裂を確認した後，新鮮化を行い，小窩部

に骨孔を作成して縫合したulnarplusvariance

例は尺骨短縮術を併用しzerovarianceとした

術後6週間のギプス固定後可動域訓練を開始し

た．

【結果】手関節尺側部痛の消失9例,軽快2例であっ

た．瘻痛の消失した9例ではfOveasign,ulno-

carpalstresstest,ballotmentは陰性化した．軽

快の2例(VAS10mm,30mm)は術前ulnarplus

variance例であり，術後もfbveasign,ulno-

carpalstresstestは陽性であった．

【考察】尺側部痛が完全に消失しなかった2例は

受傷から手術までの期間が103カ月，16カ月で

あり，受傷より1年以内に手術を行った8例では

全例瘤痛が消失した陳旧例でも直視下縫合と

ulnarplusvariance例では尺骨短縮術を併用す

ることで良好な結果が得られた．
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陳旧性遠位僥尺関節不安定症に対する遠
位僥尺靱帯再建術

DistalRadio-UInarLigamentReconstructionfOr

ChromcDRUJInstabnity

福岡大学医学部整形外科

○副島修，中川広志，石河利之，

柳志津，内藤正俊

【目的】陳旧性遠位僥尺関節不安定症に対して

多くの手術法が報告されているが，未だ見解の

統一をみない．演者らは,DRUJの著しい不安

定性を認め,MRIにてTFCCの尺骨小窩から

の完全断裂を認める陳旧症例に対して,Adams-

Bergerらの方法に準じた靭帯再建術を施行し，

若干の手技の改良を加えてきた．本演題の目的

は，その手術手技の実際と短期成績を報告する

ことである．

【対象と方法】本法を施行した5例5手を検討した．

男性3例・女性2例で，手術時平均年齢は25.6歳

(19-31歳)，受傷から手術までの期間は平均31.4ケ

月（10-84ケ月）であった茎状突起骨折の既往

を5例中3例に認めた．手術はAdams-Bergerら

の方法に準じて長掌筋腱を用いた遠位僥尺靱帯

(DRUL)の再建術を行ったが，尺骨小窩骨孔部

にて肘頭より採取した骨釘での固定や，骨孔出口

部でのsuhlreanchorによる固定を追加した．

【結果】全例でDRUJの不安定性の消失・瘤痛の

改善が得られ，元職やスポーツへの復帰が可能

であった．術後に25％以上の可動域制限を生じ

た症例はなく,ADL・仕事・スポーツでの障害

を訴える症例はなかった

【考察】TFCCの尺骨小窩からの完全断裂を認

める陳旧損傷例に対しては，残存するTFCや

DRULの機能障害も生じているため，断裂した

TFCCの再縫着を目指した縫合術や再建術によ

る対応では不安が残る．長掌筋腱を用いて掌背

側DRULの解剖学的再建を行うAdams-Berger

法は，他の手術法と比較して最も理にかなった

再建術と考えられるが，我が国での報告例は多

くない．今回の検討より，本法は可動域の制限

も生じず満足できる短期成績であったが，いく

つかの問題点があることが判明してきた．移植

腱の長さや固定力の問題を克服すべ<原法に改

良を加えてきたが，そのコンセプトと屍体を用

いた力学的検討結果についても言及したい．

2-3-15

僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプ

レート適正設置のためのデバイスの開発

Devicefbradequatesettingofvolarlockingplate
fbrdistalradiusfractures

'福岡新水巻病院整形外科，2産業医科大学整形外

科，3香川労災病院整形外科，4北九州総合病院整

形外科

○山中芳亮l,酒井昭典2,大茂壽久2,

善家雄吉3，戸羽直樹4

【目的】本研究の目的は，僥骨遠位端骨折に対す

る掌側ロッキングプレート固定において，1）術

後に整復位損失を生じない適正なプレート設置

位置を確認すること，2）適正なプレート設置の

ためのデバイスを開発すること，である．

【方法】背側転位型僥骨遠位端骨折に対して，掌

側ロッキングプレート固定を行い，術直後にCT

撮影が可能であった34例を対象とした．使用機

種は,VolarDistalRadiusPlatingSystem(SteUar

Plate)(日本ユニテック社，東京）である.X線

評価項目は，受傷時，術直後，最終調査時にお

けるpalmartilt(PT),radialinchation(RI),

ulnarvariance(UV)である．術直後にCT

sagittal像を撮影し，僥骨月状骨窩での関節面か

ら尺側のロッキングピン中央部までの距離を測

定した．そのデータに基づいてデバイスを開発

した．

【結果】1）34例全例において,PT,RI,UVの

値から判断して，術直後の整復位は最終調査時

まで維持されていた．術直後のCTsagittal像で，

関節面から尺側のロッキングピン中央部までの

距離は平均692（4.7～10.8)mmであった.2)

手関節裂隙掌側に2つのフックを引っ掛けること

により，関節面から7mmの位置に確実にロッ

キングピンを刺入することができるデバイスを

開発した．刺入位置は術後CTで検証した．

【考察】軟骨下骨にロッキングピンを刺入するこ

とは容易な手技ではない．プレートに取り付け

式のデバイスを用いることにより誰もが同じ位

置に刺入することができるようになった．

【結論】今回開発したデバイスを用いることによ

り，術後に整復位損失を生じない適正な位置に

プレートを設置することが可能であった．
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僥骨遠位端骨折の治療におけるプレート

の種類と術後手関節可動域改善度の比較

AComparisonbetweentheRecoveringProcesses

oftheRangeofMotionafterusingTwoDifferent

RockingPlatesintheOperationfbrDistalRadius
Fractures

興生総合病院整形外科

○河野正明，丸石

永淵慎一郎，清松

晃，廣瀬純成，

悠

【目的】僥骨遠位端骨折の治療成績はロッキング

プレートの開発により著明に改善されてきてお

りその報告も多い．更に昨今プレートの形状や

設置位置による腱への影響についても言及され

るようになってきている．しかし，プレートの

形状が術後手関節可動域の改善に及ぼす影響に

ついての報告はほとんどない．今回2種類のプ

レートで術後手関節可動域の改善程度を比較し，

プレートの違いによる影響を検討した．

【対象】2006年6月から2008年7月までに掌側プ

レートを用いて治療した僥骨遠位端骨折患者の

内，外固定を要さず術直後より手関節可動域訓

練を行えたアキュロック使用群26例(A群）と

スマートロック使用群28例(S群）の計54例を対

象とした男女比，骨折型(AO分類）および

術後のX線学的パラメーター(radialmclination,

dorsaltilt,ulnarvariance)には両群間に有意差

はなかった．

【方法】手術翌日・2週後・4週後・6週後・8週後

に計測した自動可動域および他動可動域（掌屈・

背屈･僥屈･尺屈･回内・回外の6方向）に関して，

両群間の差を統計学的に検討した

【結果】他動可動域では，僥屈および尺屈は術後

早期から背屈は4週からS群の方が有意に改善

していた自動可動域では，回内および掌屈が

術直に背屈は4週後からS群の方が有意に改善

していたまた，榛尺屈でも2週後よりS群の

方が良い傾向があった

【考察】今回の検討では，概してS群の方が良

好な可動域改善を示していた．我々はアプロー

チの際，プレートを方形回内筋の背側に滑り込

ませて使用しており，この際プレートの厚さは

気になるところである．今回使用したプレート

はアキュロックが2.5mm厚，スマートロックが

1.5rnm厚であり，今回の術後可動域の改善程度

の差は2つのプレートの厚さに原因があるので

はないかと考えられた．

2-3-17

掌側プレートを用いた僥骨遠位端骨折の治

療成績-Palmarradialsystem(PRS)vs.

Acu-Locradiusplatesystem(Acu-Lod-
CIMcaloutcomefbrdistalradiusfracmrestreated

bypalmarplatingsystem.-Palmarradialsystem

PRS)vs.Acu-Locradiusplatesystem(Acu-Loc)-

'東住吉森本病院整形外科，2大阪市立総合医療セ

ンター整形外科，3淀川キリスト教病院整形外科，

4大阪労災病院整形外科

○明石健一1，香月憲一2，金城養典3，

前田剛1，恵木丈4

【目的】背屈転位型僥骨遠位端骨折に対する掌

側プレートが数多く開発されたが，この内AcuP

Locradiusplatesystemで治療した群(A群）と

Palmarradialsystemで治療した群(P群）の治

療成績に差がないかを検討した

【対象・方法】AO分類A2,A3,C1,C2の背屈

転位型僥骨遠位端骨折に対し，2006年度はAcu-

Locで,2007年度以降はPRSで治療した．この

内術後6か月以上経過観察しえた57例を対象とし

たA群23例（男性5例，女性18例，平均62歳),

P群34例（男性5例，女性29例，平均67歳）で，

骨折型はA群A2:3例,A3:5例,Cl:6例,C2:9例，

P群A2:7例,A3:6例,C1:8例,C2:13例であった．

手術法は掌側プレートで観血的に整復固定し，

背屈転位の矯正不良例にはcondylarstabilizing

法を用いてプレートを設置した.X線評価と

してPalmarTilt(PT),Radialhclination(m),

UharVariance(UV),臨床評価としてMayo

WristScoreを両群間で比較した．

【結果】X線評価では両群とも術直後の整復位が

最終観察時まで概ね維持されており，術直後の

UV,RIには両群間に有意差はなかったが,PT

はA群平均6度P群平均10度で両群間に有意差

を認めた(p=0.0055).臨床評価ではMayoWrist

ScoreはA群平均87点,P群平均89点で両群間

に有意差はなかった．合併症はA群で正中神経

掌枝損傷と伸筋腱炎を1例ずつ認め,P群で2例

にCRPSを認めた

【考察】両群間で術直後のPTに有意差を認めた

要因として，プレートの形状や遠位スクリューの挿

入角度の違いなどが考えられた．以上のような差は

認めたが,MayoWristScoreを用いた臨床評価
では両システムとも良好な結果が得られた

【結論】背屈転位型榛骨遠位端骨折に対する掌側

プレートを用いた治療成績は両システムとも概

ね良好で,MayoWristScoreを用いた臨床評価

では両群間に差はなかった
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榛骨茎状突起骨片を有した僥骨遠位端骨
折に対する掌側ロッキングプレート固定
術後整復位損失

PostOperativeCorrectionLossofLockingPalmar
PlateFixationfOrDistalRadiusFractureswith

RadialSqﾉloidFragment

新潟手の外科研究所

○森谷浩治，吉津

坪川直人，成澤

孝衛，牧 裕，

弘子

【目的】現在使用されている掌側ロッキングプ

レートの多くは，その形状から僥骨茎状突起部

における軟骨下骨支持は不十分といえる．今回，

僥骨茎状突起骨片を有する僥骨遠位端骨折の術

後X線計測を調査し，使用した掌側ロッキン

グプレートで僥骨茎状突起骨片の支持が可能で

あったか否か検討した．

【対象と方法】対象は僥骨茎状突起骨片を有し

た掌側ロッキングプレート施行僥骨遠位端骨

折15(男性6,女性9)例，手術時年齢は17-72(平

均54.8)歳であった．骨折型は斎藤分類で粉砕

CoUes骨折13例，掌側BartonFchauHeur合併骨

折2例であった．使用したプレートはAO/ASIF

掌側用distalradiusplatel例,AO/ASIFJuxta-

ArticularLCPDistalRadiusPlateSystem2例，

日本ユニテック社製VolarDistalRadiusPlating
Systeml2例であり，特別に僥骨茎状突起骨片

を捉えることが可能なプレートは使用されてい

なかった経過観察期間は12-60(平均28.9)週で

あった．経時的にX線でUInarInchation(UI),

PalmarTilt(PT),UlnarVariance(UV),Radial

Height(RH),舟状骨一僥骨間のArticular

Separation(AS)を計測した

【結果】術直後から最終診察時までの整復位損失

は平均UI0.9｡,PT1｡,UV0.6mm,RH0.6mm,

ASOmmであった．

【考察および結論】榛骨茎状突起骨片の軟骨下

骨直下にロッキングピンないしロッキングスク

リューが挿入出来ない掌側ロッキングプレート

を使用しても，整復位損失はほとんど認められ

なかった．従って，手関節の荷重中心を支える

月状骨窩骨片と異なり，手関節掌側靱帯の起始

部である僥骨茎状突起骨片には厳密な軟骨下支

持の必要性は少ない可能性が示唆された．

2-3-19

マルチセンタースタデイーによる僥骨遠
位端骨折に対する掌側ロッキングプレー

ト固定術の術後成績と合併症

Chicalresultsandcomplicationsofvolarlocking
platingforthetreatmentofthedistalradius

fiFactures;amulticenterstudy

1横須賀北部共済病院整形外科・手の外科セン

ター，2藤沢市民病院整形外科，3聖ヨゼフ病院整

形外科，4住友重機浦賀病院整形外科，5横浜市立

大学整形外科

○坂野裕昭1，堀武生2，岡崎敦3，

葉梨大輔4，齋藤知行5

【目的】僥骨遠位端骨折は掌側ロッキングプレート

固定術により良好な術後成績が得られるようになっ

たが,術後の遣残瘤痛や術後の神経障害や腱損傷

などの合併症が報告されている．今回，マルチセ

ンタースタデイーにて，癌痛を含めた術後成績と合

併症の発生頻度を調査したので報告する．

【対象と方法】対象はYokohamaHandClub所

属の10施設にて適応，術式，後療法を統一し

て手術を行い術後3ヶ月以上経過した僥骨遠

位端骨折329例である．榛骨はStellarplateで

内固定尺骨茎状突起骨折は全例無治療と

したこれら症例に受傷時と術後，調査時

でRadiallnclination(RI),PalmarTilt(PT),Ulnar

Variance(UV)を計測しX線的評価を行ったさ

らに遣残手関節痛の頻度,MayoScore,DASH

scoreにて臨床的評価を行った．また，尺骨茎状

突起骨折の頻度と偽関節発生率，瘻痛との相関

も調査した．

【結果】mは受傷時15.1,術後23.5,調査時244｡,

PTは-9.5,11.2,10.8｡,UVは3.7,0.5,1.4mmで

UVのみ平均0.9mmの短縮(p<0.01)を認めた．

痙痛は軽度24.9％，中等度1.2％に見られたが，経

時的に有意に軽減しており(p<0.05),尺骨茎

状突起骨折やその偽関節との相関はなかった

Mayoscoreは平均87pomtsで81%にGood以

上が得られた.DASHscoreも平均7.2と良好な

結果が得られた．合併症は正中神経障害が24例

(7.3％）で，内訳は術中牽引による一過性障害13

例，術後手根管症候群ll例(2例はOCTR,8例

は抜釘にて軽快)であったEPL障害5例(1.5%),

手指拘縮5例(1.5%),FPL筋力低下4例(1.2%),

感染1例を認めたインプラント破損はなかった．

【結論】掌側ロッキングプレート固定術単独で

26％に軽度の瘻痛を伴っていたが，81％にgood

以上の良好な結果が得られた．合併症は正中神

経障害が7.3％と多く注意が必要である．
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背側内側骨片を有する榛骨遠位端関節内
骨折に対する掌側ロッキングプレート固

定の検討

ChicalResultsofVolarLockingPlateFixationfbr

Treatmglntra-ArticularFracmresofDistalRadius

withDorso-MedialFragment

'佐賀社会保険病院整形外科,2佐賀大学整形外科，

3済生会大牟田病院

○石井英樹'，浅見昭彦'，園畑素樹2，

角田憲治3

【はじめに】掌側ロッキングプレートによる僥骨

遠位端骨折の治療は，関節内骨折でも良好な成績

が報告されている．しかしDie-Pmch骨片を有

するような関節内骨折の場合，2つの骨片をロッ

キングスクリューの1点で支えるため，より慎重

な治療が必要である．今回我々は，このような矢

状面での関節内骨折の術後成績と単純X線写真

による矯正損失を評価したので報告する．

【対象･方法】2003年4月から掌側ロッキングプ

レートにて治療した症例のうち女性29例30手，

平均年齢は68.9歳（35～94歳）を対象とした．

そのうち，尺側の骨片が掌側と背側の2つ以上

に分かれた尺側粉砕群7手(AO分類でC2:6手，

C3:1手）と，それ以外の非粉砕群23手(AO分

類でA3:9手,Cl:1手,C2:11手,C3:2手）

にわけた．それぞれの群で術直後と骨癒合時の

volartilt(VT),radialinclination(RI),ulnar

valiance(UV)を計測し，その矯正損失値を比較

した．また臨床成績はCooneyの評価基準にて評

価した．

【結果】矯正損失はVTが粉砕群0.714±1.11°に

対し非粉砕群0.105±0.32で有意差(P<0.05)を

認めた.RI及びUVは両群間に有意差を認めな

かった．臨床成績は粉砕群が優5手，良2手で，

非粉砕群は優19手，良4手であった

【考察】関節内骨折では正面からみて，それぞれ

の骨片に確実に，できれば2本以上のロッキング

スクリューを刺入することがより安定した成績

に繋がると考えている．しかしMayo分類Type

3で,Die-Punchのような骨片含む高度な関節

内骨折を，ロッキングスクリューの一点で完全

に固定することは困難であると考えられる．こ

れをより確実に固定するためには，背側からの

追加ピン固定や遠位2列目からも関節へロッキン

グスクリューが刺入出来る新しいロッキングプ

レートなどが有効と考えている．

2-3-21

AO分類B3型榛骨遠位端骨折に対する掌

側plate固定の治療成績
ClinicalresultsofvolarplatingfOrAOtypeB3
distalradiusfractures

'太田西の内病院整形外科，2昭和大学横浜市北部

病院整形外科，3昭和大学整形外科，4東京共済病

院

○上野幸夫1，川崎恵吉2，稲垣克記3，

門馬秀介4，瀧川宗一郎3

【目的】僥骨遠位端骨折の治療に対してロッキン

グプレートの出現により，掌側ロッキングプレー

ト固定がgoldstandardになりつつある.AO分

類C型の治療法および臨床成績が散見されるが，

AO分類B型に対する治療成績のまとまった報

告は少ない．そこで,B型の中でも掌側プレー

ト固定を行うことが多いB3について，臨床成績

および単純X線評価を調査したので報告する．

【対象と方法】対象は,1999年以降当院およ

び大学関連施設において，僥骨遠位端骨折AO

分類B3に対して掌側プレート固定が行われた24

例である．男性13例，女性ll例で，平均年齢47

歳(16～77歳),術後平均観察期間11.1カ月であっ

た使用プレートは,Symmetry,AOsmallT,

Stellar,AODRPであった．単純X線評価は術

後および最終時における各種パラメータ-uin2r

variance(UV),volartilt(VT),radialinclination(RI)

を計測し矯正損失の有無を調査した臨床成績

にはCooney評価を用いた．

【結果】X線各種パラメーターの平均値は，術

後UVO.99度,VT10．7度,RI術後

22．3度が調査時UVl.94度,VT12.2

度,RI22.8度であり全体としては良好に保

持されていた．各種パラメーターを個別にみる

と,UV2mm以上,VTおよびRI3度以上を

転位ありとすると,UVの増加4例(17%),

VTの増加4例(17%),RIの増加4例(17%)

であったCooney評価では,平均89点で優17例，

可3例，不可5例であった．パラメーターの転位

とは必ずしも相関はしておらず，減点項目はR

OMと握力であった．

【考察】AO分類B3型僥骨遠位端骨折に対する

掌側プレート固定において，全体の平均では，整

復位は保持されていたが，関節縁の小骨片を含む

骨折例で整復位の保持ができなかった症例があ

り，今後内固定の工夫を要すると考えられた．
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PolyaxiaILockingPlateを用いた僥骨遠
位端骨折の治療成績

PolyaxialLockingPlateFixationfbrDistalRadius
Fractures

熊本機能病院整形外科

○田口学，中島英親，寺本憲市郎，

高橋幸司，佐久間深雪

【目的】多方向性にロック可能なPolyaxial
LockmgPlate(MatrixSmartLock)を用いて加

療した僥骨遠位端骨折の治療成績を検討する．

【方法】2007年6月以降に手術を行った90例中術

後12週以上経過観察した49例（女性32男性17

例，平均年齢62歳，平均経過観察期間21.5週）を

対象とした．骨折型はAO分類A2:1,A3:16,

B3:2,Cl:7,C2:12,C3:11例であった骨移植

はl例に行った．粉砕の強い3例にはbridging

型創外固定器を追加したX線学的評価は

Radialinclination(RI),Volartilt(VT),Ulnar

varience(UV)を術直後と最終診察時に計測した．

臨床成績は上肢障害評価表(DASH),運動時痛

のVAS,及び総合臨床成績（斉藤評価とMayo

modifiedwristscore)で評価した．

【結果】合併症は1例に長母指伸筋腱断裂を，2

例に手根管症候群を認めた屈筋腱断裂は認め

なかった.X線評価は，術直後平均RI:20.1｡,

VT:10.8｡,UV:0.0mmであった矯正損失はRI

が0.13｡,VTが0.19｡,UVが0.37mmと良好な整

復位が保たれていた.VASscoreは9.3,評価可

能な33例のDASHscoreは9.6であった．斉藤評

価はExceUent:38,Good:11例,Mayomodified

wristscoreはExceUent:18,Good:22,Fair:9例で

平均83.8,AOTypeC3に限ると平均79.1であった．

【結論】polyaxiallockingsystemにより軟骨下骨
の至適位置に比較的容易にスクリューを挿入す

ることが可能であった．矯正損失も少なく良好

な結果が得られた．手術器械がシンプルであり，

プレートの厚さが1.5mmと薄く，スクリユーヘッ

ドがプレートから突出しない構造のため，軟部

組織への影響が少なく今回の調査でも屈筋腱断

裂等は認めなかった．高度粉砕骨折においては，

榛骨茎状突起骨片等を本プレートのみで十分に

保持できない場合もあり,pininig等の追加処置
で対応している．

2-3-23

関節面背側粉砕骨折型の僥骨遠位端関節

内骨折に対するCondylarStabilizing法を
用いた治療成績

ClinicalResultofCondylarStabilzingTechnique
fOrlntraarticularDistalRadiusFracturewith

comminutionofdorsaljointsurface

'緑風会病院整形外科，2箕面市立病院整形外科

○藤原達司'，難波二郎2

【目的】関節面背側粉砕を伴う僥骨遠位端骨骨

折（以下粉砕型）に対する治療法として，背側

プレートや掌背側両プレートを用いる報告があ

る．今回我々は，掌側ロッキングプレートのみ

でCondylarStabihzing法を改作し粉砕型の治療

を行ったので，従来のCondylarStabinzing法で

治療した背側安定型（以下安定型）との比較を

行った

【対象・方法】症例は安定型が21例，粉砕型が16

例，平均年齢は安定型が67歳，粉砕型が63.5歳で

あった粉砕型に対してはスクリューの関節面

への逸脱が危倶されたので，その挿入を関節面

背側粉砕部手前までに留めた評価は，粉砕部

の関節面占拠率・骨融合・臨床評価(Gardand

andWerley法)･レントゲン学的評価について

行った．

【結果】粉砕部の関節面占拠率は,1/10:1例・

1/5:2例・1/4:10例･1/3:3例であった．全例

で骨癒合を得た．臨床成績は，安定型の19例

がExceUent,2例がGood,粉砕型のll例が

Excellent,4例がGood,ロッキング不成功例1例

がFairであったX線評価では，ロッキング不

成功例を除く全例で整復保持良好であった．

【考察】粉砕型においてスクリュー支持なくとも

背側骨片が整復され，その維持が可能であった

理由について検討した整復可能であったのは，

背側手根靭帯を介したLigamentaxisによるもの，

また整復維持が可能であった理由については，

関節面背側への負荷は軽度であるとする報告が

あり,Ligamentaxisが背側関節面負荷に勝るた

めと考えた

【結語】粉砕型に対しては，まず我々の方法で整

復固定を試み，不安定な症例に関しては背側プ

レート併用を考慮すればよいと考える．
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手の感染症
Infectionofthehand

根 本 孝 一

防衛医科大学校整形外科

手の感染症は早期に適切な治療が行われれば良く治癒するが，漫然と中途半端な治療を継続する

と重大な機能障害を残存する．起炎菌は常在細菌のStaphylococcusaureus,次いでStreptococcus

が多い．慢性炎症では結核菌，非定型抗酸菌なども疑う．宿主の問題として易感染性，すなわち糖

尿病，免疫不全，膠原病なども念頭に置く．炎症の4症状（腫脹，疾痛，熱感発赤）は急性炎症で

は必発であるが，慢性炎症では必ずしも揃わない．起炎菌の同定，感受性検査は抗生剤の投与開始

前に行う.X線撮影を行って骨関節の変化や異物の有無を判断する．漫然と抗生剤投与を継続せず

必要に応じて手術を行う．

炎症の波及は解剖学的構造に従う．僥側滑液包，尺側滑液包は手関節部まで連続しているので，

母指と小指に発生した炎症は手関節部まで波及しやすい．手掌に中央手掌腔，母指腔，後母指内転

筋腔固有指部に虫様筋腔，手背に腱膜下腔，前腕に大前腕腔(Parona腔）がある．化膿性腱鞘炎

は進行すると母指腔中央手掌腔，大前腕腔に波及する．

瘻疽では，指尖部の指腹が末節骨から皮層に張る強靱な結合組織の隔壁により多数の小嚢に分割

されているので炎症は深部に波及しやすく，小嚢の内圧が高まるために独特の強い痙痛を引き起こ

す．炎症のある全ての小襄の隔壁を確実に切開して開放する必要がある．

化膿性腱鞘炎では,Kanavelの4徴候（指の屈曲肢位，腱鞘に沿う痙痛，紡錘状の腫脹，他動伸展

時の瘻痛）が重要である．発症後48時間以上経過している場合，または24時間抗生剤を投与しても

改善しない場合は手術を行う．切開排膿のみでは不充分であり，病巣の掻爬洗浄を行うが，持続潅

流療法を追加した方がより確実である．
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CRPSの病態と診断:DEXAによるBMD計測とMRスペクトロスコピーに
よる脂肪一水信号比計測の有用性

DEXAandFat-watercontentanalysisofCRPSlikeboneatrophyinthedistalradius

○中村俊康1，山部英行'，阿部耕治1，戸山芳昭'，堀内行雄2
】慶應義塾大学整形外科，2川崎市立川崎病院整形外科

CRPS様症状を呈した症例での客観的な指標としてBMD値計測とMRスペクトロスコピー（以下

MRS)に脂肪一水信号比の計測が骨萎縮と浮腫の把握に有用であるかを検討した．

【方法】手術後3カ月以内にCRPS様の症状およびX線で著明な骨萎縮を呈した症例27例27肢を対象

とした．男性5例，女性22例，平均年齢64（32～79）歳であった．疾患は僥骨遠位端骨折26例と外

傷性TFCC損傷l例で，榛骨遠位端骨折全例には僥骨観血手術にbridge型創外固定を,TFCC損傷

例には直視下TFCC縫合術を行ったDEXAによるBMD値測定,lmescanCPMG法MRSによる

水脂肪信号比を術後3カ月,6カ月,9カ月,12カ月で行なった．回復が得られなかった例では18カ月，

24カ月，36ヵ月まで延長計測した計測部位は僥骨遠位および骨幹部で，手関節を対象とした．臨

床症状との関連も検討した

【結果】臨床症状が術後6カ月で改善した症例は15例で，いずれも対健側比でBMD値の低下が生じ

なかった症例であった．残り12例では術後12カ月までに症状の改善を認めたが,BMD値は術後3カ

月ないし6カ月の時点で対健側比が90%以下であったさらに術後12カ月時点でBMD値が改善し

なかった症例では骨萎縮が残存した．脂肪-水信号比はl1例で低下した．脂肪一水信号が90%以下ま

で低下した症例4例はいずれもBMD値の対健側比90%以下の低下例あった脂肪信号比は11例全例

において12カ月時点で回復し，個別にみても脂肪信号比の改善はいずれもBMD値の回復よりも早
かった．

【結語】残念ながら骨萎縮はCRPSの判定指標の項目には入っていないが，今回の検討では症状の回

復の遅れた症例ほど骨萎縮およびBMD値の低下が著しく,BMD値計測が骨萎縮の客観指標として

有効であるとわかった．また，脂肪一水信号比は浮腫と脂肪量の相対比であることから，これらの計

測を用いることはCRPS診断の客観化に有用と考えられる．
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神経因性瘻痛モデルにおける末梢皮層痛覚受容器活動の変化
ThechangeofcutaneousnociceptoractMWinneuropathicpainmodel

○矢島弘毅1.2,水村和枝2，渡邉健太郎1，矢崎尚哉』
』名古屋披済会病院2名古屋大学環境医学研究所

CRPSの病態について中枢から末梢まで様々な部位で研究が行われており，その各々で成果が得ら

れている．しかし我々は末梢こそが重要であると考え研究を行ってきた．最初に末梢で外傷による

神経損傷や炎症が起こり，これによる末梢痛覚受容器の持続的な興奮が後根神経節や脊髄レベル

での変化を起こすと考えられるためである．末梢痛覚受容器の中でもC線維ポリモーダル受容器

(cutaneouspolymodalreceptor:CPR)は機械的・化学的・熱刺激のいずれにも反応する鈍い痛み

を伝える神経である．この神経の可塑的な変化がCRPSの発症に重要であると考えている．我々は

ラットの皮層神経標本を用いた単一神経記録法を行ってCPRの反応様式が炎症・神経損傷状態でど

のように変化するかを調べてきた．これまでに当学会にてCPRの活動が急性・慢性炎症下で交感神

経活動によってどのように影響をうけるかについて報告した即ち炎症下ではCPRは正常では反応

しない交感神経刺激に反応するようになり，また交感神経刺激はCPRの反応を増強させるように作

用する．そしてこの作用は急性炎症より慢性炎症のほうが大である．また慢性炎症下ではCPRの自

発放電や刺激に対する域値の低下や反応の増強が観察された．では神経損傷がある場合については

どうであろうか．このような神経因性瘻痛のモデルとして坐骨神経を結紮，または部分的に切断す

るモデルが考えられ研究されてきた．現在我々は神経損傷モデルにおいて実験を重ねている．この

場合L5神経を損傷するのであるが，損傷した神経を含まない伏在神経において，自発放電の増加，

刺激に対する域値の低下，反応の増強が観察された．この様なCPR活動の変化がCRPS病態の一つ

であると考えられる．
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ストレスによる末梢神経への影響

Influenceofstressonperipheralnerve

○尼子雅敏，根本孝一，土原豊一，有野浩司，渡邊樹一
防衛医科大学校整形外科学講座

ストレスは，神経系や免疫系内分泌系を介して全身のさまざまな臓器に影響を及ぼし，多くの疾

病の誘因となり回復を遅延させる．末梢神経損傷・障害に対しても，ストレスが症状の増悪や回復

の遅延をもたらすことは臨床的に経験することである．我々はストレスによる末梢神経への影響を

解明するため，ラットを用いてストレスを負荷する実験的研究を行ってきた．坐骨神経に脳血管ク

リップを用いて2509fの圧挫損傷を5分間および60分間加え，水浸拘束ストレスを1回2時間，週3回負

荷することで，足跡解析によるSciaticFunctionallndex,運動神経伝導速度，組織学的検査におい

て回復が有意に遅延することが判明した．坐骨神経の切断・縫合を行ったモデルでも同様に水浸拘

束ストレス負荷により回復が有意に遅延することが証明された．一方，神経損傷のない状態でも拘

束ストレスを負荷すると足底の知覚はSemmes-Wemsteinモノフィラメントによる触覚閾値が一過

性に有意に低下し，熱刺激からの逃避潜時を用いた温痛覚閾値も一過性に有意に低下した．このよ

うにストレスは末梢神経に対し損傷からの回復を阻害すること，正常神経に対して知覚の過敏性を

増加させることが判明した一方，複合性局所瘻痛症候群(CPRS)では持続する瘤痛がストレスを

増加させ，ストレスの増加が末梢神経に影響を及ぼして瘻痛閾値を低下させ，一種の悪循環を形成

していると推測される.CRPSの治療に抗うつ剤などの薬剤が有効との報告があるが，この悪循環

を遮断するものと考えられる．さらに心理カウンセリングなどのストレス対処法は，ストレスを軽

減させることによって,CRPSの治療に有用と考えられる．
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CRPSの治療薬物療法
MedicationfbrCRPS

古 瀬 洋 一

医療法人有光会サトウ病院整形外科

CRPSの治療は痛みに対する治療と機能障害に対する治療の二つに大別される．薬物療法は主に前

者に対する治療法であるが末期のCRPS患者では痛みの治療は困難なことが多い．したがって薬物

投与の目的も病期によって変化し，初期では痛みの消失あるいは軽減を目的に，末期ではADL障

害の軽減を目的に処方しなければならない.CRPSの痛みに対してこれまでに様々な薬剤が試され

てきた．エビデンスの確立した薬剤はないがある程度の効果が認められたとする報告が散見される．

初期の浮腫が強い時期には強力な抗炎症作用を持つステロイドや，抗炎症作用と下行抑制系の賦活

化作用を持つノイロトロピンRが有効なことが多く広く使用されている．病期が進行してくると抗

炎症作用だけでは効果がなくなり，抗うつ剤（三環系,SSRI,SNRI),抗痙華剤（カルバマゼピン，

ガバペンチン)，オピオイド，ケタミン，抗不整脈剤（塩酸メキシレチン，酢酸フレカイニド）など

が使用される．近年注目されているのはガバペンチンとオピオイドであるが両者とも本邦では保険

診療上の制約があり使用しにくいのが難点である．投与薬剤の効果が認められても副作用で服用が

困難となることがあるので予想される副作用を十分に説明し，少量から始めて徐々に増量したり，

副作用を軽減させる薬剤を同時に投与したりする．末期のCRPSでは薬剤で痛みを軽減させること

が困難であるのでADLの向上を目的に処方する．睡眠障害を併発している患者が多いので催眠鎮静

剤を積極的に投与し，少なくとも睡眠中の痛みは自覚しないようにする．また意欲の低下や不安に

対して抗不安剤や抗うつ剤を処方し日常生活に対するモチベーションを高めるようにする．痛み以

外の自律神経障害による諸症状には漢方薬が効くことがあるので考慮する．
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CRPSの治療温冷交代浴

Warm-coolalternatingbathfbrCRPS

○水関隆也1，津下健哉2

'広島県障害者リハビリテーションセンター，2広島手の外科研究所

【目的】温熱療法は痛みを緩和し，組織を軟化さす効果があるのでリハビリの開始時に温熱療法を利

用することが一般的である．しもやけ（凍瘡）の民間療法として地方によっては古くから温冷交代

浴（温冷浴）が利用されてきた．本法は単なる温浴より温熱効果が持続する．1989年より，われわ

れは複合性局所癌痛症候群(CRPS)の治療の一環としてこの温冷浴を用いてきた．その効果につき

検討する．

【方法】42｡C前後の湯と10｡C前後の水を準備する．最初に湯中へ患肢を3～4分間続いて水中へ

30秒～1分間浸し，これを4，5回繰り返した後，温水で終了する．この後，患肢の自動他動運動

を行う．一日に4回以上繰り返し，患者自身の自覚的愁訴と可動域障害がとれるまで継続する．当

初は設定温度時間にこだわることなく，患者個々人が許容できる温度域で始めることが肝要である．

【結果】温冷浴単独で治療を完結することはないので,CRPSに対する本法の客観的な評価は難しい．

しかし，大多数の患者に本法は受容され，効果を上げている．温冷浴の冷水浸水時に手に刺すよう

な痛み，不快感を覚えるが，温冷浴のあとは慢性的な灼熱痛がとれて喜ばれる．この痛みからの開

放時間は治療の経過とともに次第に長くなる傾向が認められる．

【考察およびまとめ】CRPSの発生には，末梢神経の血管調節系の不均衡と交感神経系の過緊張が深

く関与しており，これらが皮膚の動静脈シャントシステムを変化し血流を変化させ結果的に浮腫，

温度差や痛みを生じるとされている．一方，凍瘡の発症には寒冷侵襲に対する細動静脈の拡張収縮

の不均衡，すなわち交感神経系の機能低下が，その原因の一つとされている．両者とも，血管調節

系の異常という点で共通点がある．温冷浴は交感神経系のバランス再獲得に有用と考えられる．
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CRPSの病態と治療

-PGA-Collagentubeを利用した生体内再生治療の結果一
PathologyandTreatmentofCRPS-Outcomeofin-situtissueengineeringwithaPGA-Collagentube

○稲田有史1,2,3，中村達雄2，諸井慶七郎3，森本茂4，市原理司2

1稲田病院整形外科，2京都大学再生医科学研究所臓器再建応用分野，3奈良県立医科大学麻酔科，

4西大和リハビリテーション病院神経内科

我々 は，末梢神経損傷治療における人工神経誘導管PGA-Collagentubeを中心とした生体内再生治

療(ISTE)の適応として複合性局所瘻痛症候群(CRPS)typellの症例を選択，限定した症例に劇的な

効用があることを報告した．今回上肢感覚神経損傷後神経因性瘻痛で，厚生労働省研究用判定指標

に合致するものをCRPSとし,ISTEが根治治療となり得るかを検討する．

【症例】指神経損傷後CRPSは32例43指23例32指に平均15.8mmのPGA-Ctubeを応用した.32例43

指の局所所見は，神経切断群，神経腫群，肉眼的正常群，骨癒着群,tensionneuropathy群の5群

に分けられ，絞掘性性神経障害の合併頻度が高かった．評価は平均42ケ月で,Yamashitaの評価基

準,Excellent29:Good7:Fair4,TAM,Grippowerの有意の改善,VASの有意の低下が確認された．

僥骨神経損傷後CRPSは19例，全例が僥骨神経障害以外の合併外傷が認めれた手術は，僥骨神経

本幹損傷7例，分枝損傷13例,PGA-Ctubeは16-95mm,平均46mmであった．複合損傷例であること

から合併手術は多岐にわたった．合併症として，術後表皮壊死3例，また既往の癌が2例に発症し

た2例が追跡不可能のこり17例の結果は，平均観察期間42ヶ月でExcellentl3:Good2:Fair2:Poor

1,DASH,VASは有意に低下し,Carrolltest,grippowerは有意に上昇した．指，僥骨神経損傷後

CRPSのISTE成績不良例は，術中電気診断不施行例，軟部組織再建不良例，癌痛利得例，精神疾患

例，全身状態不良例に認められた．

【結論】指僥骨神経損傷後CRPSは,ISTEの治療結果(ExcellentandGood)が90%,88%に達し

たことから，末梢神経障害を主体とした症候群である可能性が高い．適応を誤らなければ,ISTEは

これまでにない有効な治療の可能性がある．
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上肢のCRPSに対する治療エルカトニンの有用性について

EffectivenessofElcatoninfbrupperextremityCRPS

○益子竜弥'，松橋智弥'，船越忠直'，岩崎倫政'’三浪明男’

北海道大学医学部整形外科

【目的】CRPS(複合性局所痙痛症候群)は原因不明の難治性疾患であり治療に苦慮することが多い．

我々は，上肢のCRPSに対しワクシニアウイルス接種家兎炎症皮唐抽出液の内服と交代浴，状況

により星状神経節ブロックを併用し，これらの治療が奏功しない場合にエルカトニン40単位の筋

注を施行している．本研究の目的は，ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮層抽出液，交代浴，星状

神経節ブロックなどが有効でない症例に対するエルカトニンの有用性を評価することである．

【対象・方法】CRPSはVeldmanの評価に基づき診断した．対象は男性8例，女性13例，合

計21例であり，このうち女性6例はワクシニアウイルス接種家兎炎症皮層抽出液の内服や交代浴

により改善し，女性1例は星状神経節ブロックにより改善した．これらの治療が奏功しなかった男

性8例中7例，女性6例中6例，合計13例に対しエルカトニンを施行した．効果の判定にはVA

S(100点にて評価)あるいはPainscale(投与前の症状を10点として評価)を用いた

【結果】エルカトニンを施行した群は,VASが施行前平均92.8が試行後52.8,Painscaleが

施行前平均10が試行後4．2と共に有意に改善していた．

【考察】エルカトニンは骨粗霧症における瘻痛に適応があり下行性瘤痛抑制系の賦活作用を有すると

報告されているため種々の痛みに効果があることが想定される．本報告ではCRPSに対しエルカ

トニンを使用しVAS,Painscaleでは有意に改善したが,13例のうち,5例ではあ

まり効果が得られなかった.CRPSの病態は依然不明であるが，エルシトニンが奏功する症例も

あるため，治療に難渋した場合には1つの選択肢となりうると考える．
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音楽演奏家のジストニアに対する手術的

治療

SurgicalTreatmentfbrForcalDystomam
MuSicians

元赤坂診療所

○ 仲尾保志

【目的】音楽演奏家に見られる指の無痛性運動

障害であるジストニアは，有効な治療法がなく

治療に難渋することが少なくない．今回，ジス

トニア様病態を呈した症例に手術的治療を行い，

その治療経過を検討した．

【対象と方法】対象は15例16手(男10,女6，左

3，右13手）であり，手術時年齢は16～60(平均

35)歳であった．発症より手術までの期間はl～

20(平均7.3)年であり，扱う楽器は鍵盤楽器l1例，

弦楽器3例，管楽器1例であった．臨床症状は，

隣接指の分離運動不良12手,巻き込み7手，ドロッ

プ2手であり,11例はジストニアの診断を前医で

既にうけていた．手術は，屈筋腱周囲の滑膜切

除と腱性癒合部分の切離によりFDSとFDPを

筋腱移行部まで分離し，各腱の単独牽引で1本の

指のみが屈曲することを確認した．演奏レベル

は，演奏不可(1期)，中断しながら不安定に演

奏(2期)，曲を演奏できるが全般に不完全(3期)，

ほぼ正常に演奏できるが一部の指使いが不可(4

期)，完全な演奏(5期）の5段階の病期に分類し，

術前術後の改善度を調査した．

【結果】術前の病期は1期2手，2期1手，3期10手，

4期3手であった．術後，4，5期まで改善したも

のは11手あり，術前の病期が軽症なほど成績が

良好である傾向が見られた特に愁訴が分離不

良のみの症例では6手中5手で5期まで改善し，完

全な演奏に復帰できた分離不良と巻き込み・

ドロップの混在する5手でも全例で病期の改善が

見られたが，巻き込みのみを愁訴とする4手では

3手で改善が見られなかった

【考察】音楽演奏家のジストニアの一症状である

隣接指の交互運動の不良は，屈筋腱の独立運動

を獲得することで改善し，演奏レベルの向上が

期待できることがわかった．指の巻き込み現象

については，重度のものには有効でなく，ドロッ

プ程度で病期の軽症な場合には有効と思われた

2-4-2

音楽家に発生したフォーカル・ジストニア

Focaldystoniainmusicians

防衛医科大学校整形外科

○根本孝一，有野浩司，尼子雅敏

【目的】フォーカル・ジストニアは手指の巧綴運

動を障害する疾患である．音楽家に発生すると

演奏活動を著しく障害する．今回，音楽家に発

生した症例について報告する.

【対象と方法】1995年から2008年の間に32例を経

験した．平均年齢は38歳（18～66歳)，性別は

男21例，女ll例であった当科で診断されるま

でに数カ所の医療機関を受診している例が多く，

発症から診断まで平均3年4カ月であった．罹患

側は右側18例，左側13例，両側1例であった．障

害部位は母指1例，示指5例，中指8例，環指23例，

小指17例，手関節2例であった（重複あり）．楽

器別では管楽器11例（クラリネット10,フルー

ト1),鍵盤楽器（ピアノ）11例,弦楽器8例（ギター

5,バイオリン2,チェロ1)，打楽器2例（ドラム1，

コンガl)であった．症状は演奏中の意思に反す

る手指または手関節の異常運動であり，「巻き込

まれる」ように屈曲する動き(N=22),隣接指

に引き寄せられるような動き(N=4)等であった．

治療は,1)間断なく反復して難曲を演奏練習

することを禁止し，2)ストレスを避けるよう指

導し，3)鏡像を見ながら演奏して姿勢の歪みや

悪い癖を矯正させ，4)ストラップ等を用いて手

にかかる楽器重量を軽減させ，5)遅い速度で演

奏練習を行わせ，6)軟性装具やテーピングを用

い，7)漢方薬を適宜投与した．経過観察可能

であった24例を評価した．経過観察期間は平均

10カ月であった.Tubianaの評価点(0～5)を

用いた．

【結果および考察】評価点は初診時に平均21で最

終観察時に平均3.5と改善した．改善程度には個

人差が見られた軟性装具は異常運動を物理的

に抑制するとともに，いわゆる「感覚トリック」

が働くため有効と考えられた．発症原因が特定

できない現時点では，複合的方法で治療を行う

のが最善である．
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手指スワンネック変形に対する治療経験

SurgicalTreatmentfbrSwan-NeckDefbrmiW

'新潟大学整形外科，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】スワンネック変形の主な原因としてリウ

マチ手，槌指変形後,mtrmsicplus拘縮，高位

正中神経麻揮，脳性麻痒,PIP関節掌側支持機

構の弛緩,掌側板やFDS損傷などがある．今回，

固有指部の外傷や手指全体の柔軟性を主原因と

したスワンネック変形に対し,Nalebuf分類に大

別したうえで，それぞれに適切な手術法を検討

した．

【対象と方法】10例10指．男性5例，女性5例，年

齢13～62歳，平均43.4歳．小指8例，中指1例，

環指l例．全例に過伸展があり，屈曲障害や屈曲

時における運動痛が多く認められた.Snapping

は柔軟性を主とした3指を含む6指に認めた．2

指にPIP関節の尺屈変形と軽度の変形症性変化

を認めた.Nalebu丘分類ではI型が9例,III型が

l例だった手術法はI型にはSwanson法l例，

Litder法4例，側索制動術2例,McCue法1例，

Littler法とMcCue法の組み合わせが1例III型

にはMatev法l例だった．

【結果】全例でスワンネック変形は消失し，

snappmgも6例全てで消失したが,Littler法を

施行した2例で中等度の屈曲拘縮の増強を認め，

FDS切離の追加が必要とされた

【考察】I型にはSwanson法,Litder法や，尺側

変形がある症例へのMcCue法などFDSを用い

た腱固定術ならびに側副靭帯再建術が,PIP関

節過伸展を制限する確実な方法である．しかし，

腱操作の際にshortvincl'1umを損傷する可能性

がある．また，側索と横支靭帯を縫縮し三角靭

帯を切離する側索制動術は,snappmgに対し有

効な手術法であるが，強力な過伸展の制動は期

待できなかった.II．nI型に対してはPIP関節

の伸展拘縮除去の手術が必要になる．ボタン穴

変形に用いられる中央索の延長・側索の短縮に

効果があるMatev法は，変形の強い場合に有効

となる．変形治療で最も大切な点は，移行腱の

過緊張による屈曲拘縮に配慮することである．

2-4-4

外傷後swan-neck変形の検討

Treatmentofpost-traumaticswan-neckdefbrmity

'駿河台日本大学病院整形外科，2日本大学整形外

科

○山口太平'，長岡正宏'，長尾恵1,

長尾聡哉1，龍順之助2

【目的】Swan-neck変形は関節リウマチ患者に多く

見られるが外傷後にも生じる.今回われわれは外傷

により生じたswan-neck変形手術例を検討した．

【対象と方法】対象は外傷により生じたswan‐

neck変形のうち手術を行なった7例である．男

性l例，女性6例，初診時年齢は平均45.7歳（34

から59歳)，受傷原因はスポーツ5例，交通事故

l例，出産後l例であった受傷から初診までの

期間は平均11年7ヶ月(3カ月から35年）であっ

た．術前は全例でPIP関節の自動屈曲が不能で

あった．PIP関節の自動屈曲は不能であるが他

動的に屈曲可能が5例，他動的にも屈曲不能が2

例であった．新鮮例1例に中節骨基部掌側の剥離

骨折に対する観血的整復固定術，陳旧例6例中

1例にlateralbandmobihzation(LBM)および伸

筋腱CentralsUpのZ延長を行なった．陳旧例

6例中5例にはSwanson法によるHexortendon

tenodesisを行なった．陳旧例でPIP関節に側方

動揺性のある'例に側副靭帯の縫縮を追加した

陳旧例の他動屈曲不能の2例にLBMを追加し，

それでも屈曲不能な1例に伸筋腱centralsUpの

Z延長を追加した．

【結果】術後平均経過観察期間は14.5カ月（7

から26ヵ月）で最終経過観察時の平均可動域は

DIP関節11～54度,PIP関節8～79度であった．

術前可動域の悪い症例は術後も可動域の改善が

悪かった比較的長期の経過観察でもswan－

neck変形の再発はない．全例ともPIP関節の瘻

痛はなかった．また，術前スポーツ活動の支障

を訴えていた症例は復帰した

【考察】自験例では陳旧例にSwanson法を行い

他動屈曲不能症例にはLBMを追加したが,PIP

関節の屈曲障害を認めた．陳旧となると術後成

績も不良であった.PIP関節の過伸展損傷など

を放置すると重度のswan-neck変形を生じる．

従って，早期の適切な診断，治療が非常に重要

であると考えられた．
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ペインクリニックにおける神経障害性瘻痛への対応

TreatmentofneuropahcpaininPainChmc

小川 節郎

日本大学医学部麻酔科学分野

ペインクリニックにおいて神経障害性瘻痛は依然として難治性慢性瘻痛として治療に難渋してい

る．その理由としては，本症の発症機序が複雑で未だに完全には明らかにされておらず，発生機序

に対応する適切な治療法．治療薬の選択が困難なこと，そして，少なくない症例で心理・社会的な

問題が存在することなどと考えられる．

現在ペインクリニックでは，本症に対して出来るだけ発生機序に見合った治療法を行おうとする

努力がなされており，過去のペインクリニック診療の場で見られたような神経ブロックのみを繰り

返す方法は行われていない．その努力の1つとして，鎮痛に関与する薬物を少量ずつ静脈内注入し

て痛みの変化を観察する方法である薬理学的瘤痛機序判別試験を紹介したい．試験結果の特異度に

は問題が有るものの，漫然とした薬物療法から脱する手段として有用と考えている．

一方，抗うつ薬，抗けいれん薬，ノイロトロピンR,オピオイドなどによる薬物療法も,NNT,

NNHを基準に積極的に行われている．また，最近では漢方薬も適応され，一部の症例で効果を挙

げている．オピオイドを非がん性慢性癖痛症例に適応する可否，課題などについても問題提起した

いと考えている．

長期間の神経ブロック，薬物療法で治癒しなかった症例のうち，外科的処置により寛解した症例

も希ではなく経験している．神経障害性瘻痛は「難治性である」との固定観念が，外科的治療への

踏み出しを跨踏させているものとも思われる．これらの症例も提示するので，ご批判をいただけれ

ば幸いである．

その他，神経刺激療法，低反応レベルレーザー照射法なども含め，ペインクリニック診療におけ

る神経障害性痙痛への対応について述べたい．

-S249-



2-4-P3-l

特発性後骨間神経麻痘の治療経験

SpontaneousPosteriorlnterosseousNervePalSy:0urclmicalexperience

○田崎憲一1，西脇正夫1，松村崇史2，越智健介3，堀内行雄3
』荻窪病院整形外科，2松村整形外科医院，3川崎市立川崎病院整形外科

【目的】特発性後骨間神経麻痒の病態の解明の一助として，我々が加療した症例を検討する．

【対象と方法】過去23年間に加療し追跡調査可能であった36症例37手について，発症形態，症状，治

療法，術中所見，予後について分析した．年齢は12～69(平均41.0)歳，男27名女9名で，右18左17例，

両側l例で，5例に尺骨神経不全麻痒，3例に糖尿病の合併があった．3カ月以上回復が見られない完

全麻痒は原則として神経剥離手術とし，手術を希望しない3例と不全麻痒4例では保存的に加療した．

｢くびれ」がなく早期に社会復帰を希望していた中高年例4例は同時に腱移行術(Riordan-津下法）

を行った．最終調査期間は，18年5カ月の1例を除き平均12.3カ月であった．

【結果】30手に神経剥離術を行い，「くびれ」は13手(4手に2カ所,9手は1カ所）に認め,1例を除い

て回復した．「くびれ」なしの17例17手のうち腱移行術同時施行例を除く13手では，回復あり8手，

回復なし5手であった．「くびれ」群では全例前駆痛があり，平均29.9(13～47)歳と「くびれなし」

群の平均48.4(18～69)歳より年齢が若く，「くびれなし」群では男が多く，前駆痛がないものが多

かった回復の徴候は,「くびれ」群が平均3.4カ月と「なし」群の平均5.2カ月より早い傾向があった．

ただし,術前期問は「くびれ｣群平均3.7(1.5～6)力月,「なし｣群平均6.5(2～18)力月であった．「く

びれなし」群の主な術中所見では，神経の浮腫・硬化が7例，周囲との癒着3,Frohsearcadeでの絞

掘3，著変なし・不明4であった．

【考察】「くびれ」のある例では全て神経束の浮腫があり，くびれのない症例での浮腫や周囲との癒

着例を加えると23症例に神経自体の変化が見られたことになる．くびれの有無にかかわらず，神経

束に浮腫を発生させる何らかの炎症機転が考えられる．

-S250-



2-4-P3-2

特発性前骨間神経麻癖の手術適応

Surgicaltreatmentfbrspontaneousanteriorinterosseousnervepalsy

○山本真一1，田尻康人2，三上容司1，沖永修二3，長野昭4
1横浜労災病院整形外科，2都立広尾病院整形外科，3東京逓信病院整形外科，4浜松医科大学整形外科

いわゆる「神経炎」に起因すると考えられている特発性前骨間神経麻痒に対する手術適応は，手

術が必要となる絞拒性神経障害との区別，特に外的絞掘や「くびれ」の有無を術前に明らかにする

ことが困難である現在は，不完全と言わざるを得ない．特発性前骨間神経麻溥は，現在のところ発

症様式･圧痛点などで他と区別するしかなく，筋電図検査･MRIなどが有用な補助診断となる．また，

特発性前骨間神経麻痒に対する神経線維束間剥離手術の有効性も，保存的治療でも回復がみられる

ことから，一定の見解は未だ得られていない．

われわれは，初診時にFPL,FDPlのいずれかが完全麻痒と確認された筋における最終観察時（発

症後24カ月以上）の筋力について追加検討した．初診時[O]であった筋について，手術例では全て筋

力[3]以上に回復していたのに対し,保存例では筋力[5]まで回復した筋は少なく，回復のない筋もあっ

た．手術例の成績は保存例と比べ良好な傾向にあり，神経線維束間剥離により多くの軸索が再生で

きるためではないかと推察された．初診時に不全麻痒であっても，その後の経過中改善のない例も

あり，筋の解剖学的破格や神経束単位での障害の可能性が示唆された．

また，手術の至適時期に関しても，発症後3カ月までに回復のない症例に対する早期手術と発症後

12カ月までの待機手術を推奨する意見に分かれている．発症後手術時期とFPL最終筋力との間には

明らかな相関はなかったが,FDPl最終筋力に対しては負の相関があった．

現在のところは，以上のような事実を説明のうえ同意が得られた場合に，手術的治療を選択する

べきと考えている．
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小皮切による特発性前骨間神経麻痩の治療

TreatmentofAnteriorlnterosseousNervepalsywithminimalskinmcision

○越智健介1，堀内行雄1，田崎憲一2，高山真一郎3，森田晃造」
」川崎市立川崎病院整形外科，2荻窪病院整形外科，3国立成育医療センター整形外科

【目的】近年，特発性前骨間神経(AIN)麻漉症例における神経束の「くびれ」が注目されている．

しかしながら本疾患に対し保存療法で経過を観察すべきか，あるいは手術療法を施行すべきかの結

論は未だに得られていない．われわれは小皮切による前骨間神経剥離術を保存療法と手術療法の中

間に位置するものととらえ，適応を選んで施行してきたので報告する．

【対象と方法】特発性前骨間神経麻痒症例のうち筋電図でAIN麻痒が示唆され，かつ肘～肘上5cm

までの間の正中神経幹の走行に一致して左右差のある圧痛を認めた7例である．男3例，女4例，年齢

は27-74(平均44)歳，術前期間は3-6(平均)4ヵ月，術後経過観察期間は3-72(平均38)ヵ月であった

【結果】全例，肘上の圧痛部を中心に約5cmの皮切で神経束間剥離術を施行した．圧痛部にほぼ一致

して「ねじれ」「くびれ」が計6例にみられ，神経束の浮腫は全例にみられた．術後6カ月以上経過観

察可能であった6例のうち5例でMMT5以上に回復した．

【考察】比較的予後良好な本疾患に対して保存・手術療法のいずれを行うかは議論の分かれるとこ

ろである．しかしながら保存療法例に比して手術療法例の最終筋力が良好との報告があること，ま

た本疾患においてみられる「くびれ」「ねじれ」といった神経束形態異常の発生部位が肘上2-7cmに

ほぼ限定されていることから，該当部位の展開に必要なだけの最小切開による神経束剥離術は保存

的治療と手術的治療双方の利点を生かしうる一法であると考えている．また肘皮線をまたがない小

皮切は，肘周辺に多い肥厚性嬢痕の予防に有用と考えてきた．肘遠位に「くびれ」があると考えら

れる場合は，肘前面の横皮切あるいは皮切の延長により，適宜対応可能と考えている．
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<びれのあった骨間神経麻痩の治療成績

ClmicalResultsofSurgicalTiPeatmentfbrlnterosseousNervePalsywithSeveralConstrictions

○山際得益，大迎知宏，奥野宏昭，蔭山敬久，田中寿一

兵庫医科大学整形外科

【目的】非外傷性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．今回，その中で特に術中所見でくびれを認めた骨間神経麻痒につき，その観血

的加療の治療成績を報告する．

【対象・方法】1985年より38例（前骨間神経麻痒：以下AIN27例，後骨間神経麻痒：以下PIN11例）

の観血的加療を行った．今回，3か月以上の経過観察が可能であったAIN13例（男性8例･女性5例）

およびPIN7例（男性4例・女性3例）のうち，術中所見でくびれを認めたAIN8例（男性5例・女

性3例),PIN4例（男性2例･女性2例）を対象とした．手術時年齢は16～63歳(平均39.0歳)であっ

た．経過観察期間は91～480日（平均238.4日）であった．手術は全例,鏡視下に神経剥離術を行った．

【評価方法・結果】AIN症例ではFPLまたはFDP2の,PIN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.AIN症例では術後20～124日（平均

45.0日)PIN症例では69～120日（平均86.3日）で改善を認めた．

【考察】術中所見では,AIN･PIN症例ともにくびれの部位は僥骨頭直上ならびにその中枢に認めた．

また，発症は繰り返す前腕の回内・回外運動後であった事より，僥骨頭の回旋運動が発症に関与し

ていると考えられたAIN･PIN症例ともにくびれが3箇所以上のものでは,1～2箇所のものと比べ，

術後の回復が遅れ，くびれの数と回復が反比例すると考えられた．しかし，くびれが1箇所であるに

も関わらず，術後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，検討が必要であると思われる．
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絞拒障害を伴わない前・後骨間神経麻揮の検討

AnteriorandPosteriorhterosseousNervePalsywithoutEntrapment

○星野秀士，土井一輝，服部泰典，坂本相哲，油形公則
小郡第一総合病院整形外科

【目的】非外傷性の前骨間神経麻痒と後骨間神経麻痒には肘レベルでの神経束のくびれや膨化を原因

とするものがある．これらは神経の炎症が原因されているが，原因は明確ではなく治療法も議論の

余地がある．今回我々は絞拒障害を伴わない前･後骨間神経麻痒の臨床的検討を行ったので報告する．

【対象と方法】対象は1996年から2007年まで当科にて手術を行い，神経にくびれや膨化が見られた

後骨間神経麻痒6例と前骨間神経麻揮8例，合計14例である．性別は男性7例，女性7例年齢は19

歳から71歳（平均38.7歳).各症例で発症の誘因，前駆症状，発症から手術までの期間，手術方法，

MMT2となった回復開始時期，回復するまでの期間を調査した．

【結果】誘因あり5例，なし9例．前駆症状あり11例，なし3例発症から手術までの期間は3週間か

ら11ヶ月であった．手術方法は神経内剥離を行ったもの11例，くびれを切除し神経縫合を行ったも

の3例回復開始時期は術後2ヶ月から6ヶ月．回復までの期間は5ケ月から18ケ月であった全例

MMT4以上に回復した．

【考察】くびれや膨化を伴う末梢神経麻痒は炎症が原因とされているが，原因は明確にはなっておら

ず，治療法も確立きれていないが，予後は良好とされている．我々はll例に神経内剥離術,3例にく

びれを切除し神経縫合を行ったがいずれも予後は良好であった．ただ，神経内剥離術では神経のく

びれを完全に解除できないにもかかわらず予後は良好であることより，神経内剥離術が有効かどう

かははっきりしない．しかし，麻輝の原因には神経の絞掘障害や外観上神経に異常所見がないにも

かかわらず麻痒を呈する場合があるため，麻痒の原因を鑑別し適切な処置と予後を判定するために

も，くびれや膨化の有無を確認することは重要である．
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特発性前骨間，後骨間神経麻痘を主徴とする症例の予後不良因子と
治療の検討

ChicalstudyofspontaneousanteriorandposteriorinterosseousnervepalSy

○成澤弘子'，坪川直人'，牧裕'，森谷浩治'，金井朋毅2
Ⅱ（財）新潟手の外科研究所，2新潟中央病院整形外科

【目的】特発性前骨間神経麻痒(AINP)と後骨間神経麻痒(PINP)はneuralgicamyotrophy(NA)に類

似した神経炎と考えられており，手術で神経線維束に複数のくびれが認められる症例が多い．しか

し発症の原因，くびれが発生するメカニズムはいまだ推測の域を超えない．私たちは発症から数か

月で回復傾向がない症例には神経剥離術を行い，神経のくびれを解除するとともに一部症例に対し

ては再建術を行ってきた．症例の増加に伴って神経剥離手術例でも回復不良例を経験するようになっ

たので，予後と治療方針について検討を行った．

【対象】1987年から2008年に経験したAINP34例,PINP20例である．男22例,女32例,年齢は23-82歳，

平均48.6歳，両側例は3例であった．神経剥離術は47例に行われた．くびれを認めた症例は35例でく

びれの数は1-11か所であった

【結果】術前の麻揮の程度，くびれの数と回復状態との関連は明らかではなかった．高齢などの理由

で神経剥離と同時に再建術が行われた症例が6例あったので，年齢との関連は明らかにできなかっ

た．二次的再建術は4例であった．再建術式は母指IP固定2例,FPLにPL移行1例,BR移行2例，

FDP2再建にはFDP3,4移行が行われたEPL再建にはPL移行2例,EDC再建にはEDM移行が2例，

EIP再建にBR移行が1例であった.1年以上経過した回復不良例で二次的に腱移行を行ったl例では，

示指DIP伸展拘縮と屈筋腱癒着のためDIP屈曲不全が残存した．

【考察】現状では回復を確実に予測できる所見や検査方法がないので，どの時期に再建術を行うべき

かの判断は難しい．長期間麻痒状態が続くと拘縮や腱癒着を起こす症例がある．従って6か月以上回

復しない症例では早期に機能改善が得られる再建術の適応がある．再建には早期自動運動が可能で

あり，麻痒筋を切離しない腱移行術が有用である．
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前腕切断再接着術後の上腕二頭筋腱移行
による手指屈筋力再建の経験

Bicepstendontransferforfingernexionof

replantedfbrearm

'鳴門病院整形外科手の外科マイクロサージャ

リーセンター，2徳島大学医学部整形外科

○笠井時雄'，浜田佳孝'，花岡尚賢2

【目的】筋肉部分での前腕完全切断では，再接着

術を行っても，重度の筋損傷のため，手指屈筋

筋力の有用な回復が得られない可能性がある．

今回われわれは，前腕切断再接着術後の手指屈

筋力再建を目的として，上腕二頭筋腱を深指屈

筋腱へ移行し，手指の良好な機能改善が得られ

た2例について報告する．

【対象及び方法】対象は，筋肉部分での前腕完全

切断の後に再接着術を行った2症例である．年齢

は26歳と36歳，いずれも男性であり，再接着後

の深指屈筋の筋力は，1例がM2+,もうl例が

M3－であった.筋腱移行術は,1例は受傷後1年，

もうl例は5年後に行っている．手術方法は，患

側と同側肢の上腕二頭筋腱を一旦切離したのち，

これを示指から小指までの深指屈筋腱へ，採取

した15cm程の大腿筋膜で架橋後に端側縫合し

た．術後3週間は，肘関節を含めて固定した．手

指は,術直後より管理下に，自動,他動運動を行っ

た3週以後は，自動運動を許可した

【結果】2例ともに，術後筋力は2段階増加改善が

得られたまた，日常生活動作においても，手

指屈筋筋力が改善されたことにより，ボトルの

開閉やドアノブを回すなどの作業ができるよう

になった．患者の満足度は，きわめて高い．

【結論】本方法は，重度の筋損傷があり，筋力の

回復不良が予測される例では，手指屈筋再建の

力源として，適応があると考えられる．また，

薄筋などの遊離筋肉移植術に比して，有茎筋肉

移植であることから，よい安全であり，しかも

術後直ちに筋力が改善することなどから，確実

な方法といえる．

2-4-6

痙性麻痘に対する上肢手術の治療成績

Theoutcomeofoperativetreatmentoftheupper

extrenWfbrspasticpalSy

心身障害児総合医療療育センター整形外科

○深澤克康，君塚葵

【背景と目的】痙性麻痒による上肢変形は，機

能障害のみならず整容や清潔面，着衣などの介

護上の問題を抱える．しかし今日，教科書的に

は様々な麻揮手の手術が存在するものの，下肢

手術に比べて日常的に行っている施設は少ない．

そこで，今回当センターで行った痙性麻痘に対

する上肢手術の成績を検討することとした

【対象と方法】対象は，当センターで手術を行っ

た痙性麻痒患者14名（男4例，女10例).手術時年

齢は平均14才，術後観察期間は1年3ヶ月であっ

た．原疾患は脳性まひ10例急醐幽炎後後遺症が

3例，頭部外傷後後遺症がl例であり，麻痒型は片

麻痒7例，痙直型四肢麻溥5例，両麻痒l例，混合

型（アテトーゼ＋痙直）四肢麻痒1例GMFCS

はレベル2：7例，3：2例，4：4例,5:1例であり，

術前Zanconi分類では,Typel,2a,2b,3がそ

れぞれ2，8，3，1例であった手術目的は上肢

機能の改善が11例，整容，清潔面での改善が3例

手術はFCU単独切離術が6例，肘，前腕での筋

解離術が7例（うち肩を含めたものはl例であり，

FCUの腱移行を併用したものが4例),肘関節筋

解離術のみの症例がl例であった．また，同時に

下肢手術を行っている症例は11例であった．

【結果と考察】食事摂取や衣類着脱動作での改善

が6例，つかまり立ちや車椅子移乗などの支持機

能の改善が4例，また全身緊張の緩和による姿

勢保持，歩容の改善発語の明瞭化などを認め

るものも存在した．しかし，痙性麻津に有効な

ADL評価法が存在しないため，その効果判定に

は課題が残った一方，かつて痙性麻庫に対す

る上肢手術は，厳格な手術適応が重要であると

されていたが，筋解離手術を中心とした治療や

装具の工夫により，また電動車いすやパソコン

操作など近年の環境変化に伴い，幅広い手術適

応によってADLの改善を見込める可能性がある

と考えられた
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経皮的骨切ﾚﾉによる手指の仮骨延長術

PercutaneousOsteotomyfbrBoneLengthening

'国立病院機構京都医療センター形成外科，2京都

大学附属病院形成外科，3松寿会共和病院

○荒田順1，安部佐和子1，森本尚樹2,3，

添田晴雄3，鈴木茂彦2

【目的】われわれは手指および足趾骨の仮骨延長

術に際し，皮層切開を行わない経皮的骨切り法

を考案した．本術式の方法および臨尿成績を検

討し報告する．

【対象】1998年より2007年までに本術式を施行

した8例12指を対象とした.性別は男性2例,女性

5例であった外傷例が5例,先天異常例が2例で

あった.使用した延長器はOrthofixM-100が2例

HoHmann-miniが5例Dyne-exterがl例であった

【方法】目的とする骨に延長器を装着後，骨切り

操作に入る．透視下に骨切り予定部の背側僥，

尺側より0.7またはlmmのキルシュナー鋼線を刺

入し，骨孔を全周性にあけることにより骨切り

を行った．以後の手術手技また延長の方法は他

報告例と大きく変わるところはない．

【結果】獲得延長量は平均13.9mm(10から

19mm),H/Iは平均75.4(50.4から99.3)であった

延長期装着期間は全例に骨癒合は得られ，追加

骨移植，早期骨癒合による再骨切り施行例は認

めなかった．鋼線刺入部の嬢痕は目立たず，指

動脈，神経損傷，骨の破砕などの合併症は認め

なかった．ただし，創外固定のピン刺入部の嬢

痕は従来と同じでやや目立った

【考察】仮骨延長に対する報告はこれまでにも多

く認めるが，その内容は延長器の種類によるも

のや，延長部位,延長距離,合併症などであった．

狩猟しえた限り，手指の骨切りを経皮的に行っ

ていると記載された報告は認めなかった．経皮

的骨切りは，切開を行う骨切りに比べ整容面で

の優位性が高く，また経皮ピンニングの手技と

同様に施行できるため，容易である．特に先天

異常の場合，機能の獲得を第一に考えることに

異論はないが，整容面での問題も社会生活にお

いて無視はできないため，より懐痕の少ない経

皮的骨切り法は有用な手段と思われる．創外固

定のピン刺入部の嬢痕に関しては,今後の課題と

考えている．

2-4-8

僥骨遠位骨端線損傷後の変形・短縮に対

するイリザロフ法一延長方法とその問題
古

〃叩、

Lengtheningandcorrectionofthedistalradius

afterepiphysealinjuly-Strategyandproblemof
Ilizarovmethod-

大阪医科大学整形外科

○白井久也，大野克記，植田直樹，

渡辺 千 聡 ， 木 下 光 雄

【目的】僥骨遠位骨端線損傷後の僥骨短縮と角状

変形対して骨延長を併用した変形矯正が試みら

れるようになったが，3次元的な変形矯正は必

ずしも容易ではない．イリザロフ法は緩徐矯正

法と一期的矯正法とに大別されるが僥骨遠位で

の治療戦略は確立していない．今回，イリザロ

フ法の経験から問題点を中心に検討したので報

告する．

【方法】症例は僥骨遠位部の延長と変形矯正を

行った3例(10歳,15歳,16歳）である．手関

節の変形と運動時痛を認め,ulnarvarianceは

＋4～16mmであった.2例は長軸方向の緩徐延

長終了後にdorsaltilt(平均15｡)の一期的矯正を

行い,1例はヒンジを用いて緩徐にradialtilt(-5｡)

の矯正と骨延長とを行った．これら症例の治療

成績と合併症，問題点を検討した．調査期間は2

～47年であった．

【結果】全例に骨癒合が得られ，みかけの変形は

改善した．創外固定期間は平均113日（延長量

23mm)であり,ulnarvarianceは平均-1mmに，

volartiltは3｡となった合併症として仮骨の早

期癒合と一時的な僥骨神経浅枝麻痒をl例に認め

た．一期的矯正例では掌背屈域術前143.が調査

時160°に，前腕回旋域術前153.が調査時170.に

増加し，術前の癌痛は消失した．緩徐矯正例で

は術前計画通りのradialtiltの矯正に至らず，僥

骨延長後に遠位榛尺関節障害を合併して術前回

外90°が術後40.に減少した．本例は回旋時痛が

続いたため,Sauve-Kapandji手術を1年後に行い，

寛解した

【考察】僥骨遠位骨端線損傷後の変形中心は骨

端に近いため，イリザロフ創外固定の設置とヒ

ンジの位置決めは容易ではなかった．僥骨遠位

部でのイリザロフ法は，延長終了後に一期的に

dorsaltntとradialtiltの矯正を行う方が安全か

つ容易と思われた．変形矯正時は遠位僥尺関節

の適合性に特に注意を払う必要がある．

-S257-



2-4-9

ComputedTomographicAssessmentof
ReductionoftheDistalRadioulnarJoint

byGradualLengtheningoftheRadius

DepartmentofOrthopedicSurgery,

SeoulNationalUniversityCollegeofMedicine,

Seoul,Korea

○HyunSikGong,YoonWhanRoh,JooHanOh,

YoungHoLee,MoonSangChung,

GooHyunBaek

Purpose:Theauthorsassessedcongruency

ofthedistalradioulnarjointbycomputed

tomographyaftergraduallengtheningofthe

radiusinpatientswithconsiderableulnar

positivevarianceanddislocationofthedistal

radioulnarjoint.

Methods:Sixpatientsofmeanage25years

weretreatedbyradialosteotomyand

subsequentgraduallengtheningusingeithera

smgle-rodorahalfrmgexternalfixator,which

wasappliedforameanperiodof81days.

Patientshadameanulnarpositivevarianceof

12(rangelO-17)mmandchromcdistalordorsal

dislocationoftheulnarhead.Thecausesof

defbrmityweredistalradialepiphysealinjuryin

fOur,malunionofaradiusshaftfracmreinone,

andMadelungdefbrmitymone.

Results:Computedtomographyscanstakenat

oneyearpostoperativelydemonstratedthatall

patientshadacongruentdistalradioulnarjoint.

AHpatientsachievedsymptomandradiographic

parameterimprovementsatameanfbllowupof

40months.Oneofthechiefdisadvantageswas

unattractivescarsonacosmeticallyimportant

surfaceofthefbrearm.

Conclusion:Givenarelativelyintactbony

contourofthedistalradioulnarjoint,congruent

reductionofthedistalradioulnarjointcanbe

obtainedbygraduallengthemngoftheradius.
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母指CM関節の形態変化

MorphologicalChangeintheTrapeziometacarpal

Joint

東京大学医学部整形外科・脊椎外科

○三浦俊樹森崎裕，大数加光治，

中村耕三

正常母指CM関節は複雑な形状の鞍関節である．

母指CM関節症ではさらに関節形状が変化し,単

純x線像のみでは詳細な形状の把握が困難なこと

も多い近年CTデータを任意のスライスに再構成し，

詳細に骨形状を把握できるようになってきた本研

究の目的は,加齢,関節症に伴う母指CM関節の

形状変化を詳細に検討することである．

【対象】母指CM関節症の手術前精査のためCT

を撮影したOA群10例と他疾患で手関節部CTを

撮影した母指CM関節症のないコントロール群10

例を対象とした.STT関節に変性のあるEaton

stage4の症例はOA群から除いた.コントロール群

は,さらにOA群と年齢分布をあわせた年長群とそ

れ以外の若年群に分けた

【方法】CTのDICOMデータを元に画像処理ソフ

トOsiriXにてmultiplanarreconstructionimage

(MPR)を作成し,形状に関連する指標を各群間で

比較した検討した項目は大菱形骨の高さ,幅,厚み，

母指中手骨関節面のvolartiltである．

【結果】大菱形骨関節面の形状は,OA群では矢状

断で関節面が平坦化していた.一方,冠状断では関

節幅が増大し関節面の曲率が大きくなっていた.コ

ントロール群の中でも年長群では若年群と比べ大

菱形骨の高さが減少し幅が増大する傾向があった

中手骨側ではOA群のvolartiltが有意に増大し

ていた．

【考察】母指CM関節では関節症の発症に先行し

加齢に伴う形状変化がおきている.OA群ではその

変化が有意であり,大菱形骨側関節面は典型的な

鞍状ではなくハーフパイプ様に変化する.正確な関

節形状の把握は関節形成術や人工関節置換術に

おいて適切な骨切除やインプラント設置に役立つ可

能性がある．

【結語】CTデータからMPR像を作成することで

母指CM関節の形状変化を詳細に観察可能であっ

た.母指CM関節症患者では大菱形骨側,中手骨

側ともに形状が変化していた．
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母指CM関節障害に対するKaarela法の

治療成績

OutcomeofKaarelaisarthroplastyfbrosteoarthritis

ofthethumbcarpometacarpaljoint

'埼玉成恵会病院埼玉手の外科研究所，2埼玉成恵

会病院形成外科

○桑原眞人'，児島忠雄1，平瀬雄一2，

福本恵三'，北山晋也’

【目的】保存治療では軽快しない母指CM関節症

に対し，本邦では未だに関節固定術が多く行わ

れているが欧米ではEppingを初めとする種々の

tendonsuspensionplastyが報告されてきた本

邦でもThompson法やWeiby法が報告されてい

る．我々 はKaarela(1999)によって報告された方

法を応用しており，今回その術後成績について

報告する．

【対象と方法】当施設では現在までに41例に対し

てKaarela法を行っている．そのうち6ヶ月以上

経過した17例・19手を対象とした．男3例，女14

例右側9例左4例，両側3例年齢は49～80

歳・平均65.1歳.EatonによるStage4･18手，

Stage3･1手であった．ステロイド・局所麻酔

剤の関節内注入を行ったが瘻痛の再発を繰り返

した症例，注入を希望しない症例X線像から

手術の適応と判断した症例などに応用した．術

後観察期間は最短6ケ月，最長7年7ケ月，平均

2年9ヶ月であった.Kaarelaの方法に従ったが，

皮膚切開線を手関節部でジグザグとし，術後の

嬢痕が目立たないように工夫した

【結果】全症例に瘤痛の消失～軽減,CM関節の

可動域の改善が得られた．早い症例では術後2ヶ

月で，遅くとも3～4ヶ月で改善を示した．我々

がSwansonprosthesis応用例に用いた成績判定

基準によると，優12手，良6手，可l手で，不可

はなかった.X線像では大菱形骨摘出後の第1

中手骨の短縮は2～8.5mm･平均4.5mmであった

【考察】本法の利点は1)手術手技が比較的容易，

2)安定した成績が得られる，3)固定期間が短い，

などである．本術式は大菱形骨の変形が高度な

症例や母指中手骨基部の骨破壊を伴う症例にも

応用可能である．

2-4-12

当科における母指CM関節症に対する

TendonSuspensionArthroplastyの成績
Thompson

福岡大学医学部整形外科

○中川広志，副島修，石河利之，

柳志津，内藤正俊

【目的】Eaton分類Stage3以降の進行期症例に

対して，大菱形骨の全摘出と長母指外転筋腱

(APL)を用いたTendonSuspensionplastyの併用

(Thompson法）を行ってきたので，その成績に

ついて述べる．

【対象，方法】術後6ヶ月以上経過観察できた28

症例34母指の成績を検討した．男性5例・女性29

例で，手術時年齢は平均62.8歳．術前X線によ

るEaton分類はstage315指・stage419指，術

後経過観察期間は平均30.4ヵ月評価項目は，

術後瘻痛の有無母指掌側外転榛側外転の角度，

握力,Keypinch力，母指列短縮の指標として，

大菱形骨切除後のスペースである，大菱形骨腔

と第1中手骨長の比を算出し検討した．

【結果】掌側外転僥側外転ともに，術後早期よ

り良好な可動域を示し，術後1年で，掌側外転

95％，僥側外転96％の可動域が得られた．握力・

Keypmch力とも術後4年時には，対健側比，握

力90.5%,Keypinch力86.4%の回復が得られた

大菱形骨切除後のスペースと第1中手骨長の比

は，平均値で術直後0．19，最終経過観察時の

安静時0.16,2Kgピンチ時0.15と保たれ

ており，大菱形骨腔の狭小化は,15.8%であった．

臨床症状では，83％が無痛，17％で労作時にのみ

軽度の瘻痛を生じた．94％に，満足のいく結果

がえられ，母指外転力の低下を愁訴にするもの

はいなかった．術後合併症として，一過性の僥

骨神経知覚枝，刺激症状を4指に認めたが，術

後6ヶ月時にはすべて消失していた．また術後

MP関節の過伸展残存を6指に認めたCRPSや

再手術となった症例はいなかった関節症変化

が進行した例は認められなかった．

【考察】Thompson法は，手技が比較的容易であ

り，長母指外転筋腱を用いることで母指CM関

節の亜脱臼方向への牽引力を減じることが可能

である．
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至適固定肢位を得るための母指CM関節
固定術の工夫

AnAlternativeArthrodesisTechniquefor

TrapeziometacarpalOsteoarthritis

'日高病院整形外科，2群馬大学大学院機能運動外

科学

○黒沢一也1,星野貴光1,中島大輔1,

佐野浩志'，高岸憲二2

【はじめに】母指CM関節症に対する関節固定術

は安定した成績が得られるが，固定部の密着性

と母指の至適肢位を同時に獲得することが必要

である．我々は母指の至適肢位と除皮質面の密

着性が同時に得られるように母指CM関節の骨

切りを工夫し手術を行っているのでその方法と

結果について報告する．

【対象・方法】大菱形骨の骨切りを関節面にほぼ

平行な面で行うことを想定し,健常者30人60手の

母指CM関節正面側方のX線画像から第2中手

骨に対しての大菱形骨関節面に直交する軸の掌側

外転角(P角）と僥側外転角度(R角）を計測した．

その結果,その直交軸が母指中手骨の至適肢位を

ほぼ満たしていると考え,母指CM関節症の11人

13手に対して母指中手骨基部を中手骨軸に直角に，

大菱形骨を関節面に平行な面で骨切りし,骨切り面

を密着させての母指CM関節固定術を行った.内

固定はtensionbandwiringで行い,術後のギプス

固定期間は約3週とした．

【結果】健常者における大菱形骨関節面に直交

する軸のP角は40.43±5.47度,R角は16.55±4.30

度であった．全例で瘻痛は消失し，骨癒合が得

られた術後の母指中手骨のP角は42.46±2.26度，

R角は16.15±3.41度であり，全例ほぼ至適固定

肢位と考えられた

【考察】母指CM関節固定術の方法は施設や術

者によりさまざまで固定肢位の決定は術者の主

観にゆだねられる．また，強固な固定のためさ

まざまな工夫がされているが，骨癒合のために

は固定法だけでなく除皮質部の密着性も重要で，

その密着性を保ちながら至適固定肢位を得なく

てはならないところが本手術の難しいところと

思われる．本法は，大菱形骨の関節傾斜に大き

な変化を呈する関節症例を除けば，術中骨切り

面をしっかり密着させることで自動的に至適固

定肢位が得られ，骨癒合も良好に得られる点で

有用な方法と考えられる．

2-4-14

ARTHROSCOPICRESECTIONOF

DISTALPOLEOFTHESCAPHOID

FORSCAPHOTRAPEZIOTRAPEZOID

JOINTARTHRITIS:COMPARISON

BETWEENSIMPLERESECTIONAND

IMPLANTINTERPOSITION

PlasticSurgeryDepartment,UmversityofMilan

HandUnit,PoliclinicoMultimedical.RC.C.S.

○A.Ghezzi,LPegoli,RLuchetti,E.Cavalli,

G.Pajardi

INTRODUCTIONSTTjointarthritis

representsthe13%ofalllocalizationsof

handarthritishavingitshigherincidencein

postmenopausalperiod.O仕enitismisdiagnosed

asarthritisofthefirstcarpomatacarpaljoint,

andasthelatter,initsadvancedstages,itcan

leadtoimportantimpairmentofhandfunction.

MATERIALSANDMETHODSFrom

1999to2007,22patientsaffectedbyisolated

scaphotrapeziumtrapezoidarthritisweretreated

bythearthroscopicresectionofthedistal

poleofthescaphoid.Onegroupof9patients

(groupA)underwentsimplearthroscopic

resectionwhiletheotherofl3patients(group

B)underwentresectionandpyrocarbone

implantinterposition.Standardanteroposterior

andlateralxrayviewswereperformed

preoperatively,at3weeksandat6andl2

monthaftersurgery・Atthesamepostoperative

fOllowupgripstrength,pmchstrength,rangeof

motionandpainevaluationaccordingtoVisual

AnalogicScalewereevaluated・Furthermore

DASHscoreandMAYOwristscorewere

evaluated.

RESULTSThesameparametersmeasured

pre-operativelywererepeatedat3,6andl2

monthspost-operativelyandthesamestandard

radiographsweretakenrightaftersurgeryat

oneweek,atthreemonths,atoneyearandat

thelastfOllowupfOreachpatients.Theresults

showedgoodimprovementmallpatientsand

nosignificativeDISIdefbrmity.

DISCUSSIONaccordingtoourdatadistal

poleresectionisagoodsolutiontotreatthis

condition;theuseoftheimplantmightmlonger

fbllowuppreventaDISIdefbrmitythanksthe

chancetoretensionthestabilizingligament.

-S260-



2-4-15

独自の上肢機能評価票の開発（第3報）
Anewpatient-basedoutcomemeasurefbrupper

extremiWdisorders

'名古屋大学医学部手の外科，2金城学院大学生活

環境学部

○栗本秀'，建部将広'，篠原孝明1，

今枝敏彦2，平田仁】

【目的】DisabilityoftheArm,Shoulder,and

Handquestionnaire(DASH)は，日本語への

cross-culturalvalidationが行われ,日本で広く使

用されている評価票である．しかし,DASH日手会

版は,質問の翻訳に関連した解釈の難しさや日本文

化にそぐわない項目を含んでおり,高齢者では評価

不適例が非常に多い.そこで我々は,平易な文章と

イラストを用いて上肢能力低下を評価する20項目か

らなる評価票(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高

齢者にも適応可能な評価票であることを示した.し

かし,個々の症例を評価するには不十分な再現性で

あった.そのため,文章やvisualanalogscaleなど

に改訂を重ね,第4版のHand20が完成した今回

は,新しいHand20の信頼性と妥当性をDASHと

比較検討した

【方法】症状の固定した上肢障害患者192名に協

力してもらったDASHとHand20を用い，平

均8日間の間隔をおいて，上肢の状態を2回自己

評価した．信頼性は内的整合性と再テスト法に

よる再現性を検討した．

【結果】Hand20とDASHのCronbachα係数は

ともに0.97,級内相関係数はそれぞれ0.95と0.94

となった項目数の少ないHand20がDASHと

同等の信頼性を得た．主成分分析の結果，尺度

の一次元性を確認した．同時的妥当性の検討で

はHand20とDASHに高い相関を認めた(r=0.92,

p<0.001).基準関連妥当性の検討では，性差

を認めなかった(p=0.30).また，欠損値が10%

を超えるものを評価不適例とすると,DASHで

は10.6％と評価不適例の割合が高いのに対し，

Hand20では0.5%と低かった．

【結論】Hand20の改訂を重ねることで，グルー

プレベルでの評価だけでなく，個々の症例を評

価するのに十分な信頼性が得られた．評価不適

例も少なく，簡潔で臨床上使用しやすい上肢機

能評価票が完成した．

2-4-16

手<びの評価票日手会版(PRWE-JSSH)
の妥当性の検討

ValidationofJapaneseSocieq/fOrSurgeIyofthe
HandversionofthePatient-RatedWristEvaluation

'金城学院大学生活環境学部食環境栄養学科，

2日本医科大学整形外科，3医真会八尾総合病院整

形外科，4弘前大学医学部整形外科，5琉球大学医

学部整形外科

○今枝敏彦12“5，澤泉卓哉2，

面川庄平3，藤哲4，金谷文則5

【目的】手<ぴ評価票(PRWE)は部位特異的自

記式質問表であり，疾痛(PRWE-PS)5項目，

機能(PRWE-FS)10項目の2つの下位尺度から成

り立つ．我々はこのPRWEを文化的に適合させ

てPRWE日手会版(PRWEJSSH)を開発した．

今回の目的は,PRWE日手会版の信頼性･妥当性・

反応性の評価を行うことである．

【方法】67人の手関節周囲の疾患（僥骨遠位端骨

折19例含む）が対象であり,PRWE日手会版，

DASH日手会版のそれぞれに回答してもらい，

その後の解析のベースラインとしたそのうち

25人は再度テスト法を行った信頼性は，内的

整合性と再テスト法による再現性を検証した

用いた手法はそれぞれCronbachのα係数と級内

相関係数であったPRWE日手会版の妥当性検

証のために，主成分分析を行い，さらにDASH

日手会版との相関係数を求めた．反応性は僥骨

遠位端骨折の18人を対象に治療前と治療後3ヶ月

のPRWE日手会版における標準反応平均と効果

サイズにより検証した

【結果】PRWE-PSとPRWE-FSのCronbachの

α係数は0.8以上であり十分な内的整合性が得ら

れた.PRWE-PSとPRWE-FSの級内相関係数

は0.8以上であり,PRWE日手会版の再現性は高

いと思われた.PRWE-PSとPRWE-FSの主成

分分析からそれぞれ1次元性が判明し,PRWE

の十分な収束的妥当性が得られた.PRWE-

PS,PRWE-FSとDASH相互の相関の結果から

PRWEの同時的妥当性が高いと思われた．また

PRWE-PSとPRWE-FSにおける標準反応平均と

効果サイズは，中等度以上の反応性が見られた

【結論】PRWE日手会版は手関節の健康状態を評

価するのに十分な信頼性・妥当性・反応性を示

した．
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上肢コンパートメント症候群に対する減

張切開例の検討

Clmicalfeaturesofcompartmentsyndrometothe

upperextremiOノ

北里大学医学部形成外科・美容外科

○根本充，青柳和也，秋本峰克，

杉本孝之，内沼栄樹

【はじめに】上肢コンパートメント症候群に対す

る減張切開は緊急性を要することが多く，手の

外科医にとって必須の手技である．我々は過

去10年間に行った上肢コンパートメント症候群

に対する減張切開において，減張切開に伴う合

併症や創閉鎖法について検討したので報告する．

【対象と方法】対象は1998年1月から2007年12月

の間に減張切開を行った上肢コンパートメント

症候群とした方法はコンパートメント症候

群の原因，減張切開時期,創閉鎖時期,創閉鎖法，

減張切開に伴う合併症及び後遺障害，2次手術

の有無等について調査し検討を行った．

【結果】10年間に減張切開を行った症例は56例で

あった．コンパートメント症候群の原因は熱

傷（電撃傷を含む）32例圧挫創（骨折合併を

含む）12例,ヘビ咬傷5例,カテーテル検査後3例，

感染2例，高圧注入損傷1例であった減張切

開時期は受傷から6時間以内8例,6～12時間18例，

12～24時間15例，24～48時間8例，その他及び

不明7例であった創閉鎖時期は減張切開後7

日以内3例，8～14日8例,15～21日15例,22~

28日24例，その他6例であった創閉鎖法は縫

縮8例，縫縮十植皮16例，植皮29例，その他3例

であった減張切開に伴う合併症は術後出血，

血腫形成を8例に認めた2次手術は嬢痕の醜

形を訴えた2例に対して修正術を行った．

【考察】我々のコンパートメント症候群に対する

減張切開の適応は臨床所見と圧トランスデュー

サーによるコンパートメント圧の測定値を基準

に決めている．広範囲熱傷を伴った上肢熱傷

の減張切開はショックを離脱し全身的な循環動

態が改善してくると術後出血を来すことがある

ので注意が必要である．創閉鎖は原因や経過

によって植皮を併用することも多いが，醜形を

軽減するためにはshoelacetechnique等を用い

た1次縫合が望ましい．

2418

マムシ咬症にて手・前腕コンパートメン

ト症候群を来した5例

CompartmentSyndromeintheHandorForearm

fbUowingsnakebite:areportof6cases

'福岡大学医学部整形外科，2福岡大学病院救命救

急センター

○石河利之'，副島修1,中川広志1,

喜多村泰輔，内藤正俊！

【目的】マムシ咬症にて手・前腕コンパートメン

ト症候群を来した5例を経験したので報告する．

(対象症例）対象は平成13年以降に当科にて治療

したマムシ咬症12例のうち，上肢を咬まれた6例

のうち，コンパートメント症候群を発症した5例

について検討した．男性4例女性l例，年齢は6

才～75才であった3例は減張切開をおこなった．

咬まれた場所は母指2例,示指l例,不明2例であっ

た．入院時GradeはIIIが3例,IVが2例であった．

【考察】下肢を咬まれた6例では，1例のみにコン

パートメント症候群を発症していたが，上肢で

は6例中，5例にコンパートメント症候群を発症

しており，上肢の場合は高率にコンパートメン

ト症候群を発症することが示唆された．減張切

開を行わなかった症例は発症後19時間を経過後

に当センターに転院となった症例で，入院時は

GradelV,コンパートメント内圧は30mmHgで

あったが，指の他動的伸展屈曲にて疾痛を認め

なかったため経過観察とした．翌日には腫脹が

軽減した．5症例はいずれも合併症なく治癒した．

皮層を切開すると，透明，漿液性の流出液を多

量にみとめ，マムシ毒による血管透過性充進に

よる浸出液の皮下組織への貯留と考えられた

皮層切開を行った時点で相当の内圧減少を認め，

筋膜切開まで要しない部分も認められた．受傷

後早期にGradeが高くなる症例ほどコンパート

メント内圧も高く，術後の腫脹減退にも時間が

かかる印象であった．肝障害，腎障害，横紋筋

融解症を合併した症例は1例だけであった．
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手指に発症した巻き爪・陥入爪一足趾

との比較

PincerNailandIngrownNail-Comparison

betweenFmgerandTbe

'塩之谷整形外科，2中日病院手の外科センター，

3名古屋大学病院手の外科学

○塩之谷香1,中村蓼吾2,中尾悦弘2,

岩月克之2，平田仁3

【目的】手指の巻き爪・陥入爪は足趾に比べて少

なく，その病態は明らかでない．足趾に発症し

た症例と比較しその特徴を検討した．

【症例】症例は手指に発症した巻き爪･陥入爪に対

して形状記憶合金ワイヤー（マチワイヤ,以下ワイ

ヤー）で治療を行った35例のうち治療を終了後4ケ

月以上経過した症例30例である.対象として足趾に

発症した約2500例から無作為に100例を抽出し,治

療期間・回数などを比較検討した．

【結果】手指の場合，原因としてひょう疽・外傷

などの原因が86％にみられたが，足趾の場合は

｢深爪」などの明らかな原因がみられたのは18％

であった．治療期間は手指で最短7日から最長

1081日間，平均104日間であり，治療回数は1回

から6回，平均2.59回であった．足趾では最短14

日間から最長2162日で平均550日間治療回数は

2回から最多で25回，平均7.7回を要し，明らかに

手指に発症した場合に比べて長期間・多数回の

治療を要した治療を終了してから再度症状が

発生した症例は，手指ではひょう疽が再発したl

例1回であったが，足趾では48％が複数回の治療

を必要とし再発率が高かった．

【考察】爪甲の曲率が増加する原因として，痙痛

などの原因で力が入れられず，指腹・趾腹から

の爪甲に対する垂直方向の圧力不足が挙げられ

る．足趾では癌痛を避けるため足趾を浮かせた

歩行の習慣化・不適切な靴による圧迫・爪白癬

による変形など，複合的な要因が治癒の阻害因

子として考えられたそれに対し，手指の場合

はワイヤーによる除痛効果が得られるとすぐに

日常生活での患指の使用が可能となること，ま

た手指の爪は足趾に比べ薄いためワイヤーによ

る矯正効果が出やすく，伸びが早いため短期間

に治療が可能と考えられた．

【まとめ】手指の巻き爪・陥入爪は足趾に比べ治

療効果が早く得られ，再発も少なかった
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後期高齢者の手根管症候群の術後成績

Post-operativeresultsofcarpaltunnelsyndromem

patientsagedover75yearsold

札幌医科大学整形外科

○金谷久美子，小笹泰宏，射場浩介，

青木光広，和田卓郎

【目的】高齢者は手根管症候群(CTS)の術後成績

の予後不良因子とされる.近年,高齢化社会の進行

に伴い,高齢者のCTSの手術が増加していると考

えられる．しかし,75歳を超える後期高齢者のCTS

の術後成績に関する報告は少ない.今回我々は,後

期高齢者のCTSの術後成績を検討した．

【方法】対象：2002年から2008年に手術を行っ

た75歳以上の手根管症候群14例19手を対象とし

た．男が2例4手，女が12例5手，平均年齢は79.7

歳(75歳～86歳）であった．平均罹病期間は34

か月(2か月～72か月）であった．術式は手掌内

皮切による手根管開放術が17手，手根管開放に

母指対立再建術を追加したのが2手であった．検

討方法：術後の患者の満足度を大変満足・満

足・不変・悪化の4段階で評価した術後の機

能･QOLをDASHscore,JSSHversionofCTS

mstrument(CTSI)で評価した術後平均観察期

間は8.5か月(lか月～36か月）であった

【結果】術後満足度は大変満足が10例，満足が

l例，不変が2例であった．瘻痛，庫れの軽減が

満足と評価した第1の要因であった．術後DASH

の平均値はは41.1(11～66),CTSIは35.1(21~

62)と高値であった術後に母指対立困難であっ

た4例(A群）の術後DASH,CTSIの平均値はそ

れぞれ62.3,46.7であった．母指対立困難のなかっ

た10例(B群）ではそれぞれ32.0,30.3であった．

DASH,CTSIはB群で有意差良好であった(p

<0.05).CTSIの質問項目中，「鍵を回すが困難」

の得点はA群が4.7,B群が1.3とB群が有意に

良好であった．

【方法とポイント】75歳以上の高齢者において

も，手根管症候群の満足度は高かった．疾痛と

痒れの軽減が満足の要因になっていたしかし，

DASH,CTSIは不良であり，症状の残存が示唆

された術前に母指対立困難のあった例は，術

後も回復が見られず，母指対立再建術を併用す

る必要が考えられた

2-5-2

糖尿病患者における手根管開放術の電気

生理学的検討

ElectrophysiologicalEvaluationofCarpalTunnel
ReleaseinDiabeticPadents

'宇治武田病院整形外科，2京都府立医大大学院運

動器機能再生外科学（整形外科）

○勝見泰和1，藤原浩芳2，逸見聡一郎2，

久保俊一2

【目的】糖尿病を合併する手根管症候群に対する

手根管開放術の手術成績を電気生理学的に検索

し，臨床症状と比較検討した．

【方法】糖尿病患者における手根管開放術例15手

10名（男2名，女8名，平均年齢64.1歳ヘモグ

ロビンAlcは平均8.1%)を対象とした．術前に

正中神経で短母指外転筋導出の遠位潜時（以下

DL-APB)および環指導出の知覚神経伝導速度

(以下SCV-RING)を測定した加えてPreston

らの方法に準じて同一の記録電極で第2虫様筋

と骨間筋の遠位潜時の差（以下2L-INTDIFF

）を測定した．手術は小切開による手根管開放

術により，正中神経の絞掘状態を観察した．ま

た術後経時的にDL-APB,SCV-RING,2L-INT

DIFFを測定した．

【結果】術後症状が軽快した12手は手術時所見で

正中神経に明確な絞拒が見られ，術前の2L-INT

DIFFは2.5以上であった．また術後経時的に

DL-APB,SCV-RING,2L-INTDIFFの値も改

善した．明確な絞拒所見がなかった3手は，術前

2L-INTDIFFはそれぞれl.7,1.5,1.4であった．

それら3手は術後経時的に2L-INTDIFFの値は

やや改善したが，痒れは残存した．

【結論】2L-mTDIFFは正中神経と尺骨神経に発

症する糖尿病性末梢神経障害の影響を相殺する

ため，正中神経単独で評価する従来法よりも糖

尿病患者の手根管部での絞掘性神経障害の診断

に有用であると考えた．その絞抓性神経障害は

外的因子と内的因子の重なりにより生じている

と考えられ，手術の選択には慎重であるべきと

考えたまた電気生理学的にはやや改善がみら

れたにもかかわらず，愁訴が残存する症例があ

ることより，術前の説明と同意が大切であった．
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専用器具を用いた術中超音波ガイド下経

皮的手根管開放術

Ultrasound-assistedPercutaneousCarpalTunnel

Release

'虎の門病院リハビリテーシヨン科，2虎の門病院

整形外科

○中道健--1,立花新太郎2,山本精三2,

喜多島出2

【目的】当科では，手根管開放術の低侵襲化に術

中超音波画像(US)を用いてきた(第39,47回日手会).

今回侵襲をさらに軽減すべく，専用器具（先端

L型の138番ﾒス（刃高4mm),側溝付き断面C字形

のメスガイド(1.8mm径),メスホルダー(2.5mm径

中空管))による経皮的手術を行い,open法と比較

した.（手術法)正中神経と尺骨動脈の中央線(安

全線）と浅掌動脈弓を手掌にUS下マーキングし，

両者の交点の3mm近位を局麻後4mmの切開を加

える．メスガイドを，側溝を掌側に向けUS下に屈

筋支帯(FR)遠位端より安全線に沿ってFR直下に

挿入する.メスの先端を皮切をくく”らせ皮下に収め，

メスの柄をメスガイドの側溝に収納し,メスホルダー

で固定後,US下に安全線に沿ってFRを押し切り

する.鈍棒を用い,US下に切離(手根管内外の交通）

を確認する.創は縫合せ韻治癒を確認後,水仕事・

入浴を許可する．

【対象と方法】本法の適応(正中神経一尺骨動脈

間距離>3mm)を満たした32手に本法を，同距離

≦3mmの37手にopen法（皮切2-2.5cm)を行ない

両群を比較した．

【結果】神経学的回復は同等で,合併症はなかった

創痛,握力・ピンチカは術後3カ月まで本法が優れ

ていた.創の短縮に伴い有痛性皮下硬結も縮小し，

創治癒期間も1-4(平均1.4)日(open法,10-14(平均

12.5)日）に短縮した．

【考察】本結果より，本法が術後早期の創痛と機

能低下の軽減，創・有痛性皮下硬結の縮小，創治

癒・水仕事復帰の早期化に利することがわかった．

安全面では，安全線でのFR切離により浅掌動脈

弓，正中神経，尺骨動脈･神経を，メスホルダーに

より腱を保護し，器具の細径化により正中神経の

術中圧迫を防ぐよう配慮した．

【結論】専用器具によるUS下経皮的手根管開放

術により，術後早期の創痛と機能低下の軽減，創・

有痛性皮下硬結の縮小，創治癒･水仕事復帰の早

期化が可能となる．

2-5-4

特発性手根管症候群に対する2-poratl
ECTRの適応

IndicationofECTRfOridiopathiccarpaltunnel

syndrome

'信州大学整形外科，2市立甲府病院整形外科，

3諏訪赤十字病院整形外科，4金城学院大学

○内山茂晴1，安富隆2，百瀬敏充3，

今枝敏彦4，加藤博之Ⅲ

われわれの提唱する2-portalECTRは,Chow原

法よりも正中神経損傷の確率は低く，手根管開

放術の選択肢になり得る．しかし熟練しても術

中に何らかの手技困難に直面することがあり，

これらを術前に予測できれば術式の選択や患者

への説明に有用である．

【方法】後ろ向き研究で，手技の確立した後に行

なったECTR160人207手．年齢は27-90,平均62

歳，女141人，男19人．手術はすべて同一術者が

行なった．術中手技困難の頻度と原因を特定し，

術後の正中神経機能悪化との関連を調べた．カ

ニューラ挿入抵抗を術者の感覚で大とそれ以外

に分けたときに，その危険因子を，ロジステイッ

ク回帰分析で求めた独立変数は，年齢性別，

手首周径,WristRatio,手根管横断面積(Hamate

Hook),神経伝導速度病期,複合筋活動電位振幅

としステップワイズ法を用いた

【結果】手技困難例は87手42％にあり,exit

portalでの遠位TCL同定困難16%,カニユーラ

挿入抵抗大が21%,TCL遠位でカニユーラ先端

が肥厚した滑膜に覆われたのが12％であった

OCTR変更や皮切延長したものは7%であった

一過性の正中神経機能悪化は5例に認められ，

挿入抵抗大でOCTR変更や皮切延長を行なわな

かった例であった．挿入抵抗大の危険因子は，

年齢が比較的低く(OR0.97,CI[0.94,0.99]),手根

管面積が小さく(OR0.87,CI[0.87,0.87]),男性(OR

2.43CI[0.92,6.46])の傾向があった．

【結論】挿入抵抗は術後の正中神経機能悪化の原

因になり得るため，抵抗大を決定する要因，す

なわち年齢と手根管面積，性別などを考盧して

ECTRの適応を決めた方が良い．
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特発性手根管症候群に対する小皮切手根
管開放術（直視下2皮切法）と鏡視下法と
の比較

Comparativestudybetweenopenandendoscopic
CTR

関西電力病院整形外科

○西村隆一，藤尾圭司，藤井貴之

【目的】われわれは特発性手根管症候群の手術

治療において藤尾らの開発した神経プロテク

ターによる直視下2小皮切手根管開放術（以

下OCTR法）とChowの2portal鏡視下法（以

下ECTR法）を行っている．両者の治療成績を

prospectiveに比較検討したので報告する．

【対象と方法】手根管症候群の診断は臨床症状

および電気生理学的検査により行った．2007年

4月から2008年3月までに当科で手根管開放術を

行った,OCTR法16例18手（男2,女14,手術

時平均年齢59.2歳),ECTR法16例17手（男2,

女14，平均年齢60.3歳）を対象とした術前

APB-CMAPの遠位潜時の測定と術前,術後(1ヶ

月，3ケ月）のDASHの機能障害／症状スコア，

手術時間を比較検討した．また，術後自覚症状

の改善に基づきKellyの評価基準を用いて4段階

の評価も行った

【結果】OCTR法,ECTR法ともに良好な成績が

得られた．合併症はECTR法でCRPSが1例に

生じた術後3ヶ月までのDASH機能障害／症

状スコアにおいて両群の間に有意差は認められ

なかった.手術平均時間はOCTR法で14.5分，

ECTR法23.2分であった．準備時間等を含め

るとECTR法はさらに時間を要した．

2-5-6

手根管症候群に対する知覚・痛覚定量分

析装置(PainVision)による最小感知電

流測定の反応性

Evaluationoftheresponsivenessoftheperception

quantitativemeasuringdevice(PainVision)fOr

carpaltunnelsyndrome

l信州大学整形外科，2金城学院大学，3諏訪赤十

字病院整形外科

○中村恒－1，内山茂晴1，今枝敏彦2，

百瀬敏充3，加藤博之！

【目的】知覚・痛覚定量分析装置(Pain

VisionR:ニプロ，大阪）による感覚定量評価が

手根管症候群(CTS)の評価に有用かどうかを

検討した．

【方法】CTSの78例78手（平均59.8歳）を対象

として以下の1)～4)の検討を行ったl)

CTS側の中，小指の最小感知電流値(CPT値）

を3回測定し，その再現性を検討した．2）正

常群中指のCPT値を測定し,CTS群の同値と

比較した.3)CTS群の運動神経遠位終末潜時

(MDL),MDLと感覚神経伝導速度によるCTS

重症度分類，自記式QOL評価表(CTSI)での

点数を求め,CPT値との相関関係を検討した

また4）手根管開放術後1，3，6ヶ月でのCPT

値の反応性を調査した反応性はstandardized

responsemean(SRM)とeHectside(ES)を用いて

評価した．

【結果】l)CPT値の級内相関係数は中指が0.81,

小指が0.91であり高い再現性を認めた2)CTS

群中指のCPT平均値は22.1±10.4"Aであり，

CTS群小指の10.9±3.7"Aおよび正常群中

指の9.5±2.7"Aと比べて有意に高い値を示

した(P<0.0001).3)CPT値とMDLおよ

UFCTS重症度分類との間には，それぞれ有意な

相関を認めた(P<0.001).相関係数はそれぞれ，

0331,0.458であった4）術後1ケ月でのSRM

とESはそれぞれ-0.522,-0.487,術後3ケ月

では-0.553,-0.545,術後6ヶ月では-0.618,

-0.605であり術後経過が長いほど反応性は高く

なった．

【結論】PainVisionRはCTSの感覚障害を定量

的に評価可能であり，また術後評価にも有用で

ある．
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2-5-7

母指対立障害を伴う手根管症候群の治療

成績

ClinicalResultsofSurgicalTreatmentofCarpal

Tunnel団ﾉndromewiththumboppositionpalSy

市立三次中央病院整形外科

○高田治彦，大石芳彰，杉岡敏博，

夏恒治 ， 三 上 幸 夫

【目的】我々は母指対立障害を伴う手根管症候群

に対して手掌部小切開による観血的手根管開放

術(OTCR)を行っている．今回母指の対立障

害を有した症例の術後成績を調査したので文献

的考察を加えて報告する．

【対象】1998年以降手根管症候群に対してOCTR

を行ったのは213例で，その内母指対立障害を

伴ったのは118例であった．母指対立再建術を同

時に行った4例を除外し，114例を対象とした．

内訳は男性34例，女性80例，手術時平均年令は

70.3歳であった手術方法は，局所麻酔下で手掌

部小切開にてKnifelightを用いてOCTRを施行

する．切開に際して横手根靭帯末梢部の尺側を

直視下に観察し，母指球筋を切離しないように

注意し可能な範囲で中枢まで形成剪刀で横手根

靭帯を切離し，反回枝を損傷しないよう十分注

意し残りの靭帯をknifelightを用いて切離する．

2005年以降は，母指球筋萎縮の著しい例は反回

枝を同定し神経剥離術を行った．調査方法は直

接検診およびアンケートで，母指対立障害の改

善度について調査した．

【結果および考察】我々は，母指対立障害を伴っ

た手根管症候群に対する対立再建術は，手術時

に著しいADL障害をきたし，患者が強く手術を

希望する例のみを適応とし，手根管開放術のみ

を行っている.2005年中部整災誌で反回枝の単

独障害による母指対立障害例を報告し，これ以

降明らかな母指対立障害を示す例に反回枝の神

経剥離術を積極的に行い良好な成績を得た．術

式に関して手掌部小切開によるOCTRの安全性

についての報告が散見されるが，児島らが述べ

るように反回枝の損傷の可能性があり，その対

策をたてることが重要である．

2-5-8

手根管症候群重症例における術後母指球

筋萎縮の改善経過

PostOperativeRecoveryofThenarMuscleAtrophy

mSevereCarpalTunnelSyndrome

佐倉整形外科病院

○江畑龍樹，今井

高橋勇次，阿部

克己，徳永進，

主宏

【目的】我々は第50回の本学会において，短母指

外転筋の複合筋活動電位(APB-CMAP)が導出

不能な手根管症候群重症例における手根管開放

術の術後成績を検討し，半数以上の症例で筋萎

縮が改善することを報告した．本研究の目的は

筋萎縮が改善するか否かが予測可能となる術後

経過期間と，筋萎縮が改善するまでに要する期

間を明らかにすることである．

【対象・方法】術前にAPB-CMAPが導出不能

であった症例のうち，術後2～3カ月毎にAPB-

CMAPを測定し1年以上経過観察可能であった31

例33手，手術時平均年齢60.8歳，平均経過観察期

間2年4ヵ月を対象とした術後6カ月以内に導

出可能となった症例をA群，6カ月以降も導出

不能が継続し12カ月以内に導出可能となった症

例をB群，12カ月以降も導出不能が継続した症

例をC群とし，改善経過におけるAPB-CMAP

の振幅と筋萎縮の状態を評価した．

【結果】A群は13手で，最終経過観察時に全手で

筋萎縮が消失しており平均振幅は3.4mVであっ

たB群は12手で，最終経過観察時に筋萎縮が

消失していたのは4手，平均振幅は5.6mV,萎縮

が残存していたのは8手，平均振幅は0.9mVで

あったまた術後12～14カ月時点では,B群の

全手で筋萎縮が残存していた．C群は8手で，最

終経過観察時に全手で筋萎縮が残存が残存して

おり,APB-CMAPが導出可能であったのは2手，

導出不能のままであったのは6手であった．

【考察】術後6ヵ月以内に導出可能となった症例

(A群）では筋萎縮の改善が期待できると考えら

れた．術後6ヵ月以降も導出不能が継続した症例

(B,C群）では，最終経過観察時に20手中16手

80％と高率に筋萎縮が残存しており，術後1年の

時点では全手で筋萎縮が残存していた以上よ

り術後6カ月の時点でAPB-CMAPが導出不能で

あれば，母指対立再建術を検討する必要がある

と考えられた
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2-5-9

重度手根管症候群に対する母指対立再建
術(Camitz法）の術後成績

Resultsofopponensplastyfbrsevercarpaltunnel

syndrome

小郡第一総合病院整形外科

○坂本相哲，土井一輝，服部泰典，

星野秀士，油形公則

【目的】母指球筋萎縮を伴う手根管症候群（以下，

CTS)の母指対立障害に対して，手根管開放術

のみを行なうか，あるいは，同時に母指対立再

建術を追加すべきか意見の分かれるところであ

る．我々は母指球筋の萎縮を伴うCTSに対し，

短母指外転筋(APB)の複合筋活動電位（以下

CMAP)が採取不能であった症例に対し,2004

年までは手根管開放術のみを中心に行なってき

たが,2005年以降は，母指対立障害を愁訴とし

て再建を希望した症例においては母指対立再建

を行なっている．今回,CTS重症例における母

指対立再建例の術後成績を調査し，母指対立再

建の適応，必要性について検討した

【方法】1998年から2008年2月までに当院で手術

を行ったCTS症例は589手である．このうち，

2005年以降,APBのCMAPが採取不能のCTS

重症例に対して母指対立再建を行なったのは20

例22手，手根管開放術のみを行ったのは43例47

手であり，術後調査可能であった対立再建15例

17手を対象とした．再建方法は長掌筋腱を移行

するCamit"法を行った．年齢は50～80歳（平

均69.4)，男3例，女12例であった評価項目

は，自覚症状（痛み，シビレ，母指対立障害)，

知覚評価(Semmes-Weinsteintest),APBの

CMAP,ADL評価としてDASHを行なった．

【結果】自覚症状は全例において改善していた．

術後にAPBが改善し電気生理学的所見で活動電

位が描出された症例は17手中10手であった．

【結論】手根管開放術によりAPBの回復の可

能性はあるが時間を要するため，母指対立障害

を愁訴とする症例においては，母指対立再建は

mternalsplintとして有用である．また，初回手

術であればCamitz法が可能であり，長掌筋は

APBの協同筋であり，再教育の必要性も乏しく

有用と考える．

2-5-10

手根管症候群重症例に対する手掌刺激に
よる複合筋活動電位の検討

TheeffectivenessoftheamphtudeofCMAPafter

palmarstimulationmeasurementinadvanced

carpaltunnelsyndrome

'神戸労災病院整形外科，2神戸大学整形外科

○金谷貴子1，藤岡宏幸2，黒坂昌弘2，

乾淳幸2，山崎京子Ⅲ

【目的】著明な母指球筋萎縮を呈し，電気生理学

的にも重症な手根管症候群(CTS)に対し，手掌

部刺激での短母指外転筋(APB)での複合筋活動

電位(CMAP)の振幅(CMAP-amplitude)を測定

し，手根管開放術(CTR)後の電気生理学的回復

及び母指球筋萎縮改善との関連を検討した．

【対象と方法】2004-2007年に臨床上CTSと診断

され手関節刺激による運動神経終末潜時(DML)

及び示指刺激一手関節導出の感覚神経伝導速度

(SCV)が測定不能であった42手のうち,CTRを

行い術後経過観察しえた32手を対象とした．右

18手,左14手,平均年齢67歳(男性5名,女性12名）

であった．術前にCMAP-amplitude測定を行い，

術後約1年で電気生理学的回復(DML,SCV)及び

母指球筋萎縮(severe,moderate,mild,normal)

の改善度との関連を検討した．

【結果】CMAP-amphtudeは31手に導出可能で

平均は2.6mV(09-5.6mV)であった．この31手

は，術後平均11.7ヶ月でDMLが29手（平均

6.6m/s),SCVは15手（平均46.3m/s)に測定可

能となったが,CMAP-amplitudeとの有意差は

なかった．また母指球筋萎縮の程度はsevere2

手,moderate6手,nldl4手,normal9手となり，

mild-normal間でCMAP-amplitudeの有意差を認

めた(p=0.04).一方,CMAP-amplitudeが導出不

能であったl手は，術後2年でCMAP-amplitude

が測定可能となり母指球筋萎縮もmoderateと改

善されたが,DML,SCVは測定不能である．

【考察】重症CTSに対する軸索変性の程度を評

価はCTRを施行する前に重要である．今回の

検討で,CMAP-amplitudeはほとんどに測定可

能であり，可逆的な軸索変性に留まっていたと

考えられ，術前評価として有用と思われた．ま

たCMAP-amphtudeが測定不能であったl手に術

後2年で母指球筋萎縮の改善と共に測定可能と

なった事から，術後神経回復の評価として用い

ても良いと考えた．
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2-5-ll

手根管開放術後の母指対立機能回復

RestorationofThumbOppositionafterCarpal
TunnelRelease

'田附興風会北野病院整形外科，2日本赤十字社和

歌山医療センター整形外科

○麻田義之1，百名克文2，玉置康之2，

田中康之2，栗山新一2

【目的】母指対立障害を伴う手根管症候群に対し

開放術のみを行った長期観察症例において対立

機能回復の状況を調査し，併せて診察所見と電

気生理学的検査の組み合わせから回復の可能性

が予測できないかを検討した

【方法】母指対立機能を，（可）：母指一小指の

tippinchが可能,(困難):母指一小指末節での

sidepmchは可能,(不可):母指先端が小指末節

まで到達しない，として評価した．手術は手掌

部小2皮切による開放術を行った．対象は術後8

カ月以上（8～46カ月）の経過観察が可能であっ

た37例43手（男16手，女27手平均67.9歳）で，

術前，（不可）17手をI群，（困難）26手をII

群として対立機能回復の有無，および術前の電

気生理学的検査所見を調査した．

【結果】I群では（可）2手，（困難）7手，（不可）

8手となり53％に回復を認めたII群では（可）

23手，（困難）3手で88％で（可）まで回復した．

I群で（不可）のままであった全例でAPBの

複合筋活動電位(CMAP),知覚神経活動電位

(SNAP)ともに導出不能であった.I群で回復

が認められた症例では9手中7手でCMAPが,3

手でSNAPが導出可能であったII群は全例

でCMAP,SNAPともに導出可能であった．

【考察】今回の結果から手根管開放術後の母指

対立機能に関して以下の推論が導かれる．・母

指一小指末節でのsidepinchが可能でCMAP,

SNAP導出可能な場合は高確率で対立が完全に

可能となる．・Sidepinchも不可能でCMAP,

SNAPの導出不能な場合は回復の可能性は少な

V,.･Sidepinchは不可能でもCMAP導出可能

な場合，回復の可能性はあるが限定的である確

率が高く，程度は予測困難である．

2-5-12

RecalcitrantcarpaltunneIsyndromeに対
する皮弁形成による神経被覆の治療成績

Vascurizedtissuecoverageofthemediannervefbr

therecalcitrantcarpaltunnelsyndrome

埼玉成恵会病院埼玉手の外科研究所

○桑原眞人，児島忠雄，福本恵三，

楠 原 廣 久 ， 北 山 晋 也

【目的】recalcitrantcarpaltunnelsyndrome(CTS)

の発生率は3-25％と報告され，治療に難渋する例

も多い．初回手術時に横手根靭帯の十分な切離

が行われたにもかかわらず再発が生ずる要因は，

周辺組織との癒着，滑膜炎，線維性嬢痕形成な

どによるとされている．近年，血流の良い軟部

組織で神経を被覆する治療が試みられるように

なった．今回，我々 が経験し得たrecalcitrant

CTSに対する治療成績を報告する．

【方法と結果】CTSと診断され，少なくとも1度

以上の手術後，症状の改善がない，もしくは再

発したため，当施設で加療した7例・9手を対象

とした男2例，女5例．右l例，左4例，両側

2例．年齢は59～74歳・平均65．6歳．術

後観察期間は最短2ケ月，最長2年11ケ月，

平均12ヶ月であった術式の選択は術前の

Tinellikesignの出現部位前回手術嬢痕から癒

着や艤痕形成範囲を想定し，手首皮線より遠位

部の被覆のみ行う場合は小指球脂肪弁もしくは

小指外転筋弁を用い，範囲が手首皮線を越えて

近位まで及ぶ場合は逆行性僥骨動脈筋膜弁もし

くは尺骨動脈脂肪筋膜弁を用いることを原則と

したが，術中所見により適宜変更した.Luchetti

らの評価法による結果はExcellent3,Good3,

Fairl,Poor2であった

【考察】recalcitrantCTSに対してPlancherら

が小指球脂肪弁を,Wulleらが滑膜皮弁を治療

応用以来，種々 のflapを用いた治療が試みられ，

その有効性が報告されている．今回，我々が行っ

た9症例のうち7例（78％）に症状の改善が認

められ，有効なアプローチであったが，全症例

に対して良好な成績を得ることはできなかった．
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2-5-13

ECTR(奥津法)後のpillarpainの検討
一ステロイドを使用して

ClinicalanalysisofpillarpainafterEndoscopic

carpalmnnelrelease:usmgsteroidinjection

岡山赤十字病院整形外科

○小西池泰三小沢 正 嗣

我々は第47回の日手会において，鏡視下手根管

症候群術後（奥津法）のpillarpainについて,1j

術後1カ月以内に57％，3か月以内に91％，6

か月で全例が消失すること，2．若年者や男性

例には長引く傾向があり,pillarpainは機械的刺

激による浮腫の持続が原因ではないかと報告し

たこの結果から我々は2007年以降，術後にス

テロイドを手根管内に注入してきた．今回これ

らの症例の検討を行ったので報告する．対象お

よび方法1999年から2004年までの146手

(男26手，女120手，平均年齢60歳)(A群，第

47回日手会報告例）．2007年7月以降より2008

年3月までの35手(男15手，女20手平均年齢60

歳）は術直後に手根管内にベタメタゾン2.5mgを

注入した(B群).圧痛は術後1週2週4週，

8週,12週，半年で圧痛計を用いて評価健

側との比較を行い健側と同等になった時点を圧

痛の消失とした．結果および考察A群において

圧痛は時間の経過とともに軽快し増悪したもの

はなかったB群において術後lか月の時点で

26手(74％）に圧痛は消失したが，術後lか月で

4手，術後2カ月で6手が増悪した．最終的に

lか月以内で圧痛が消失したものは20手（57％)，

3か月以内は29手（82％)，6か月以内で全例が

消失した．ベタメタゾンは1カ月以内ではpiUar

painを減弱させるが，時間の経過とともに効果

がなくなり,pillarpainが増悪するのではと考え

ている．Pillarpainの原因は手根管内に持続す

る浮腫ではないかと考える．

2-5-14

手根管開放手術後のpillarpainの発生頻
度と術後経過

Pillarpainafteropencarpaltunnelrelease

］（財）新潟手の外科研究所，2新潟中央病院整形

外科

○牧裕'，坪川直人'，成澤弘子'，

森谷浩治'，山本康行2

【目的】手根管解放手術後に生ずるPnlarp血と

呼ばれる手掌基部痛は，母指球や小指球基部の

痛みのみを指すか，皮層と屈筋支帯の切開部ま

でを含めた痛みとするか混乱がある．今回pillar

painを母指球と小指球基部の屈筋支帯手根骨付

着部付近の圧痛と定義し，皮層屈筋支帯切開創

部の圧痛とは別にその発症頻度と術後経過を検

討した．

【症例と方法】対象は平成17年7月から平成20年6

月までに演者自身が手掌内小切開法で手術を行

い3ケ月以上経過観察ができた特発性手根管症候

群症例で，女性48名（年齢中央値56歳)，63手，

男性9名（年齢中央値55歳),11手である．手術は

全て外来手術で局所麻酔下に行い，手関節背側

シーネ固定を1週間，術後1週間目に抜糸を行っ

た手術直後から日常動作での指使用は許可し

た.1,2,3ケ月目に検者が母指で患手手掌に

3kg程度の圧迫を加え圧痛部位を確認し，その

程度を患者の主観で評価した．

【結果】圧痛の程度に関係なく3ケ月以内にpillar

painが存在した例は，女性41/63手，男性3/11

手であった術後3ヶ月目でpmarpainが残っ

た例は，女性17/41手，男性0/3手で，このうち

特に気になる痛みは女性3/17手にあったpillar

painが存在した部位は，女性が母指球側のみ14

手，小指球側のみ8手，両側14手，男性が母指球

側のみ2手，両側1手であった．皮膚屈筋支帯切

開創部の圧痛が術後3ヶ月目で残った例は，女

性32/63手，男性7/11手で，気になる痛みは女性

5/32手にあった．全例最終的に手掌の圧痛は消

失した抜糸後手掌に関し，圧痛以外に安静時

自発痛や運動痛はなかった．

【考察】pillarpainの原因は不明だが，発症頻度

は女性に多い傾向があり，女性の65％，男性の

27％程度に生じた．しかし術後必ず生ずる皮膚

屈筋支帯切開創部の圧痛と比べ，術後3ケ月目で

残存する例は少なかった
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糖尿病性腎症による透析導入患者での手

根管症候群の検討

Carpaltunnelsyndromeofhemodialysispatient

duetodiabetickidnWdiSease

'新城市民病院整形外科，2名古屋大学手の外科，

3社会保険中京病院整形外科

○馬渕まりえ1，平田仁2，鈴木実佳子2，

栗本秀2，夏目唯弘3

【目的】我々は第51回の当学会において糖尿病性

腎症による透析導入患者では早期に手根管症候

群に罹患している事を報告した．しかし，糖尿

病患者では高率に罹患していると言われており，

多発神経炎の関与の可能性もある．今回，糖尿

病性腎症により透析導入した患者において手根

管症候群の臨床症状と神経伝導検査を検討した

ので報告する．

【方法】糖尿病性腎症により当院で透析導入・維

持透析を行っており，腹膜透析の既往がなく中

枢神経障害のない患者18名（男性7名，女性11

名)36手を対象とした．臨床的手根管症候群の診

断はPhalenTest,Carpal-compressiontest,母

指球の萎縮，正中神経領域の神経症状,Tinel

Sign,FlickSignにて行った臨床的CTS群（以

下CTS群）と臨床的非CTS群（以下非CTS群）

に分け，全例に正中神経，尺骨神経の神経伝導

検査を行い,1983年にKimuraが報告した基準

値±2SDを基準範囲として神経障害を判定した

【結果】CTS群18手，非CTS群18手の2群におい

て年齢透析導入年齢，透析期間に有意差を認

めなかった.正中神経運動遠位潜時はCTS群5.68

rl.69,非CTS群4.52±0.79と2群間に有意差を

認めたが，尺骨神経では運動線維，感覚線維と

もに伝導速度，遠位潜時，振幅において有意差

を認めなかった．

【考察】CTS群と非CTS群の2群において，性

別，年齢，透析導入年齢，透析期間に有意差は

ないことから，今までに報告された維持透析に

伴うアミロイド蓄積とは別の病態であると考え

られた．また，尺骨神経障害の程度にも有意差

を認めなかったことから，手根管症候群への罹

患は糖尿病性末梢神経障害の程度とも関係なく

起こっているものと考えられた．糖尿病性腎症

による透析導入での手根管症候群は他の場合と

は明確に異なるため，今後疫学調査を行う上で

は透析原因別に分けて追跡する必要がある．

2-5-16

血液透析合併手根管症候群再発例に対す

る鏡視下手根管開放術の検討

ClinicalResultsofEndoscopicCarpalTunnel

ReleasefbrRecurrentCarpalTunnelSyndromem

HemodialysisPatients

千葉市立青葉病院整形外科

○六角智之，山田俊之

【はじめに】血液透析合併手根管症候群（以下

CTS/HD)の手術的治療においては再発が大き

な問題となる．再手術を行ってもアミロイドの

沈着が継続する限り手根管内容は増大し，早晩

再々発が懸念される．今回，再発CTS/HDに対

して施行した鏡視下手根管開放術（以下ECTR)

の成績について検討したので報告する．

【対象と方法】対象は平成10年4月より平成20年

4月までに再発CTS/HDに対してECTRを施

行し，半年以上経過を観察できた43例55肢で

ある．初回手術は従来法（以下OCTR)19肢，

ECTR36肢(Chow法15肢,奥津法21肢）であっ

た.初回手術から再手術までの平均期間は6年7ヶ

月であった．手術は全例奥津法を行い，切り残

された屈筋支帯，もしくは再生した嬢痕様組織

を切離し，手根管の完全開放を確認したこれ

ら症例に対して，術後成績再々発発生の有無，

再々発の時期について調査，検討した

【結果】術後症状が全く軽快しなかった1肢を

除き全例症状の軽快が得られた．しかし最終経

過観察までに55肢中24肢43.6％に再々発がみられ

たそのうち10肢に再々手術を施行した．再々

発の時期は再手術後平均2年1ヶ月であり，再発

より再々発の方が明らかに短期間に生じていた．

Kaplan-Meier法による検討では再手術後5年生存

率（有効率）は45％であった．

【考察】一昨年本学会で報告したECTR後の再

発率は5年以上経過例で18.8%であった．今回

OCTR例も含めた再ECTR後再々発率が43.6%

であったことより，再発例に対する再手術の適

応は慎重に考慮する必要があると考えられる．

再手術時に屈筋支帯の不全切離が認められれば

再手術の意義は十分あると思われるが，滑膜炎

の強い症例では屈筋支帯切離のみでは長期の成

績は望めないと考えられた．
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2-5-17

長期血液透析に伴う手根管症候群再発に
関するriskfactorの検討一術中所見によ
る分類を用いた検討一第2法

RiskFactoroftheRecurrenceofCarpalTunnel

SyndromeonLongTermHaemodialysisPatients.-

Thesecondreport-

'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'，立花新太郎'，山本精三1，

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)に対する治療成績は手術方法に関わらず

おおむね良好とされているが，再発症例は少な

からず存在し血液透析技術の進歩に伴い再々発

症例も散見されるようになっている．今回われ

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再発CTS症例（糖尿病を

除く）に術中所見による分類を施しriskfactor

を検討した．

【対象と方法】対象は2004年6月より2008年10月

までの期間に，長期血液透析に伴う再発CTSに

対し，当院にて手術治療を施行された症例32症

例35手である．男性16例，女性16例，平均透析

導入時年齢：39.2±11.5歳，手術時平均透析期

間：26.8±5.3年，初回手術よりの平均再発期間：

9.0±3.6年，初回手術：観血的手根管開放術（以

下OCTR)19例，鏡視下手根管開放術（以下

ECTR)16例であった術中所見として滑膜炎の

程度，正中神経の癒着屈筋腱の腫脹，屈筋支

帯の再生の有無を手術記録より抽出，数値化し，

初回術式，年齢，性別，透析導入時年齢，平均

透析期間，理学的所見，終末潜時(TL)を影

響因子として，手術所見との因果関係を検討し

た．統計学的検索にはstudent'st-test,Mann-

Whimey'sUtest,相関係数検定およびLogistic
回帰分析を用いて比較した．

【結果】初回術式別に術中所見の差を検討したと

ころOCTR後の再発ではECTR後に比べ，正中

神経の癒着が高度であった．屈筋支帯の再生は

初回術式によらずOCTR,ECTR共に認めた

初回手術からの再発年数と最も大きく相関した

術中所見は屈筋腱の腫脹の程度であった

【考察】初回手術時に十分に除圧が行われても屈

筋支帯が再生する症例が存在すると考える．ま

た，アミロイド沈着による屈筋腱の腫脹を抑制

することが長期血液透析に合併するCTS手術治

療成績を改善するために必要である．

2-5-18

FactorsAffectingWillingnesstoUndergo

CarpalTunnelRelease

DepartmentofOrthopaedicSurgery,

SeoulNationalUniversityCollegeofMedicine

○HyunSikGong,GooHyunBaek,

MoonSangChung

Background:Tofurtherunderstandthefactors

whichareimportantfOrthepatientmchoosing

surgeryincarpaltunnelsyndrome(CTS),we

attemptedtoidentifyfactorsthatafectwillingness
oravoidancetoundergocarpaltunnelrelease
inwomenwithCTSnotrelatedwithworker's

compensation.

Methods:Weretrospectivelyreviewed282

electrophysiologically-confirmedCTSpatients
withoutknowncausewhowererecommendedfbr

carpaltunnelreleasebyasmglehandsurgeonm

atertiarymedicalsettingbetweenMay2004and

May2007.Ofthese36femalepatientsnotentitled
toworker'shtigationcanceUedoperationsdurmg
thewaitingperiodofaverage4weeks,and33

weresurveyedbymailedquestionnairesandl8

wereavailablefOrreviewatameanfbllowupof

32months・Furthermore,70femalepatientswho

underwentoperationswererandomlysampledand
38patientswerennallyreviewed.ThereasonsfOr

choosingorcancellingsurgeryandvariousfactors

includingdemographic,psychosocial,anddisease-
relatedfactorswerecomparedbetweenthe

operationandcancenationgroup.

Results:Thetwogroupsweresimilarintermsof

meanage,sociodemographicvariables,fOllowup
length,andinitialelectrophysiologicalfindmgsand
functionalstamsasassessedbyBostonandDASH

scores.Thehighest-rankedreasonfOrchoosing

surgerywassymptomseverityratherthanfearof

progressionorapositiveelectrodiagnosticresult.

Thosewhocancelledoperationsratedsymptom

improvementduringthewaitingperiodasthe
leadingreason,butwerealsoconcernedaboutscar

orpillarpain,transientweakness,andfinancial

burden.Diseasepersistenceorrecurrencewas

theissueofmostconcernmbothgroups.Atnnal

review,BostonandDASHscoresweresignincandy
improvedinbothgroups,andtherewereno
significantdiHerencesbetweenthetwo.

Conclusions:WomenwithCTSreportedthat

subjectivesymptomswerethemostimportant

reasonforundergoingsurgery・Thisand

informationonpatients'concernsmayhelp

physiciansduringpatient-orientedconsultationand

decision-making.Inparticular,recommendations

fOrcarpaltunnelreleasebasedonsymptomsare

reasonablefromthepatientperspectivemcasesof
CTSwithoutknowncause.
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檮骨遠位端骨折における吸収置換型骨補填材の有用性

～高強度β-TCPの使用に向けて～
Bioabsorbableandosteoconductiveartificialbonesubstitutefbrfractureofthedistalradius

坂 野 裕 昭

国家公務員共済組合連合会平塚共済病院整形外科・手の外科センター

整形外科における人工骨補填材は，1980年代よりハイドロキシアパタイト（以下HA)が主

に臨床使用されてきている.HAは骨との癒合性は良好だが長期間生体内に残留する．これに対し，

同じリン酸カルシウム系のβ－リン酸三カルシウム（β一TCP)は生体内での吸収置換性能に優

れており，1999年より国内導入され，骨腫瘍，骨折，骨切りなどの骨欠損例に幅広く使用され

ている．

僥骨遠位端骨折は歴史的には自家骨移植が行われていたが，その後,HAによる補填が行われ，

NorianSRSやバイオペックスに代表されるペースト状骨補填材が使用されるようになった同時に，

自家骨に置換される骨補填材としてのβ一TCPも使用されるようになった．β一TCPは商品名

オスフェリオンとして提供されており，気孔率75％で連通構造を有するため骨のリモデリングに

伴い吸収置換が行われる．これは従来の補填材にはないメリットであり，近年急速に使用されるよ

うになった．しかし，力学的強度が低いため強度を要求される部位への使用が制限された．これに

対し圧縮強度が従来の約7倍の気孔率60％のオスフェリオン60が開発され適応が大きく拡大した．

本講演では気孔率75％と60％のオスフェリオンの基礎研究から見た物的特性と僥骨遠位端骨折にお

ける臨床使用での適応，気孔率の選択，吸収置換状況および注意点について述べる．
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外傷後PIP関節拘縮に対する外科的治療

-DIP関節可動域への影響一

Surgicaltreatmentfbrposttraumaticcontracmreof

thePIPjoint-EffectontheROMoftheDIPjomt-

大阪厚生年金病院整形外科

○島田幸造，高樋康一郎，久保伸之，

十河英司

【目的】手指PIP関節の拘縮は手指機能を大きく

損なう.外傷後にPIP関節拘縮を来たす原因は様々

であるが,手術では基本的に1）関節面適合性の

改善,2）側副靭帯を主とする周囲軟部組織の剥離，

3）力源となる屈筋腱･伸筋腱の修復,を行ってきた．

その際,術後PIP関節の可動域が改善してもDIP

関節機能が悪くなった例が散見された側副靭帯

の剥離操作時に外側索の癒着や弛緩が起こるため

と考え,直近の症例ではPIP伸展機能再建時に終

末腱の伸展力まで考盧した再建や,術後DIP関節

への夜間伸展装具の装着を指導している.我々の

施設で行ったPIP関節拘縮12例に対する手術成績

を報告する．

【対象と方法】外傷後PIP関節拘縮に対し手術を

行った12例（手術時年齢8-58歳，平均39歳／術

後観察期間3－6ケ月，平均4ケ月）の術前後の

PIPおよびDIP関節自動可動域を調査した術

前に屈曲拘縮を主訴としたもの6例(PIP伸展平

均-51度)，伸展拘縮を主訴としたもの6例(PIP

屈曲平均34度）であった直近の4例では手術に

際し外側索の可動性と終末腱への確実な伸展力

の伝達に留意した十分な腱剥離や，腱移植を要

する場合には2段階手術なども行い，術後には

夜間DIP伸展装具の装着を指導した．

【結果】PIP関節可動域は平均39度（屈曲拘縮群

33度，伸展拘縮群44度）改善したが,DIP関節

可動域の減少した例が5例あり，特にDIPに対

する配慮をしなかった8例では平均13度（屈曲5

度，伸展8度）可動域が減少した直近の4例で

はDIP関節可動域も術後平均22度改善し，減少

した例はなく,PIP関節可動域の改善には有意

差はなかった．

【考察】PIP関節の拘縮解離では外側索や終末腱

などへの侵襲からDIP関節の可動性に支障をき

たす可能性がある．障害が少ないとは言え，整

容面の問題もあり,PIP関節拘縮の治療に際し

て配慮すべき点と思われる．

2-5-20

MP関節の伸展拘縮に対する掌側アプロー

チによる関節授動術の有用性

Mobilizationusingvolarapproachfbrextention

contractureofMPjoint

慶仁会川崎病院整形外科

○鈴木康一，川崎由美子，稗田寛

MP関節の伸展拘縮は伸筋腱断裂，手指の骨折

に伴う伸筋腱の癒着が主に原因となって生じる

ものと手指の伸展位固定あるいはCRPS,手背

の高度な腫脹などにより生じるものがある．前

者の場合，背側からの伸筋腱の剥離，背側関節

包の切離が有効であるが，後者の場合必ずしも

腱の剥離を要さないこともある．このような症

例に対しわれわれは掌側アプローチにより授動

術を施行しその治療成績について検討したので

報告する．

【方法】平成18年8月から平成20年8月まで当院に

て治療を行った7例11指を対象とした症例は男性3

例,女性4例で手術時年齢は18～88歳(平均52歳）

であった.罹患指は母指4例,示指2例,中指2例,環

指l例,小指2例であった手術は掌側皮切でAlプー

リーを切離後,掌側板を展開し縦切した.その後掌

側板を剥離し他動的にMP関節を屈曲させて可動

域の改善が得るが,不十分な症例は側副靭帯と中

手骨頭との間の癒着を剥離したリハビリは術翌日

より開始した.術後経過観察期間はl～9ヶ月（平

均3.9ケ月）であった

【結果】全例において可動域の改善がみられ,術前

のMP関節自動屈曲可動域20～60｡(平均42.3｡)

に対し,術後の自動屈曲可動域は60～80。（平均

70.5｡）であった

【考察】MP関節伸展拘縮に対する背側アプロー

チは伸筋腱の操作には有利だが掌側の操作が困

難である．エレバトリュウム等を使用した鈍的

な剥離操作に頼らざるを得ないが盲目的操作の

ため十分に剥離が出来ずに十分な可動域が得ら

れないこともある．また術後のリハビリにおい

てMP関節を屈曲する際に創に離開力がかかる

ことも否めない．それに対し掌側アプローチは

掌側板の直視下の操作が可能であり，またリハ

ビリの際にも創に対する影響は少ない．伸筋腱

の明らかな癒着が存在しない症例に対しては有

用な手術方法と思われた．
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2-5-21

拘縮に対する創外固定器の使用経験

OurExperienceofBoneDistractormtheneatment

ofJomtContracnn･e

'町田市民病院形成外科，2世田谷下田総合病院整

形外科，3東京慈恵会医科大学形成外科学講座

○松浦愼太郎'，朴寿恵1，石橋嘉津雄2，

武石明精3，内田満3

【はじめに】関節拘縮に対する観血的手術の結果

は必ずしも良好な結果を得られない事がある.今回

我々は,拘縮に対し創外固定器を用いて関節周囲

軟部組織を伸張すると同時に機械的に関節を屈曲

または伸展した例を経験したので報告する．

【対象】保存的治療に抵抗する外傷後の関節拘縮・

母指内転拘縮例や手内筋阻血による母指内転筋

拘縮例を対象とした．対象は男性8例で，年齢は

33～71（平均47.2）歳であった．対象とした関

節は，母指内転拘縮2例,4MP関節,4PIP関節

で，2例はMP･PIP関節の2関節に行った．創外

固定器装着期間は平均59.5日，経過観察期間は平

均216.8日であった

【方法】母指内転拘縮は，第1．2．3中手骨に

Ilizarovminifixator(M4)を装着し第1指間をロッ

ドで連結しナットを回転（1回転0.7mm)し指間

を徐々に開大したMP･PIP関節では創外固定

上に装着したロッドを組み合わせ，拘縮改善方

向にナット回転することで，関節を機械的に屈

曲・伸展させた．

【結果】母指内転拘縮では，掌側外転25度僥側

外転40度の改善を得た.PIP関節で平均36.8度，

MP関節で平均28.2度の関節可動域の改善を得

た．

【考察】創外固定器を関節拘縮に応用した報告は

散見される．水関らはPIP関節拘縮例に対し1週

間の関節伸延で比較的良好な関節可動域を得た

と報告した．今回使用した創外固定器は指背側

に設置するため,MP関節や母指内転拘縮にも

応用が可能であった本法は機械的に関節を動

かすため，伸展0度屈曲90度近くまで関節受動が

可能である．今回報告例では獲得したROMは

十分でないが，変形性関節症や頻回の手術歴が

ある例では獲得ROMは少なかった今後はロッ

ド組み合わせなどの点で，さらなる工夫が必要

と考える．

2-5-22

母指内転拘縮解離後の皮層欠損に対する

各種皮弁の検討

Flapinskindefectsafterreleaseofadductor
contractureofthethumb

琉球大学

○ 上原貢，金城政樹，岳原吾一

普天間朝上，金谷文則

【目的】母指内転拘縮解離後の皮層欠損に対する

皮弁には,Z形成，局所，有茎，遊離皮弁がある．

我々は皮層欠損の程度により，転位皮弁・すべ

り皮弁，有茎皮弁，遊離皮弁を用い被覆してい

るので，その結果と問題点について報告する

【対象および方法】症例は母指内転拘縮解離後に

皮層欠損を生じた20例23手，手術時年齢は2～

71歳（平均16歳）であった原因は先天性疾患，

もしくはその再建後の拘縮14手，懐痕拘縮9手で

あった．術式は母指形成不全の3例では母指再建

を行った．母指内転拘縮に対しては嬢痕化また

は線維化した深筋膜，第一背側骨問筋や母指内

転筋の切離を行い，必要に応じて短母指屈筋の

解離も追加したKirsmer鋼線で母指を外転位

に保持し被覆には遊離外側上腕皮弁12手，逆行

性後骨間動脈皮弁（以下PIF)3手，転位皮弁・

すべり皮弁4手,Z形成術4手を行った

【結果】皮弁の大きさは上腕外側皮弁が3×6～

5×llcm,PIF3.5×10～5×6cm,転位皮弁・

すべり皮弁1×2～3．8×6cmであった．皮弁

はPIFの3例中2例で一部表層の壊死を認めたが，

全例生着し，手の把持機能は改善したすべり

皮弁の1手はPIFを予定していたが術中前骨間動

脈との吻合部が不明瞭なため変更した．

【まとめ】把持動作には母指の十分な外転が必要

であり，母指内転拘縮解離後の被覆には十分な

大きさの皮弁が必要である．小児先天性疾患で

は周囲組織の嬢痕形成が少ないが，嬢痕拘縮で

は周囲組織の嬢痕や欠損がより大きく有茎，遊

離皮弁が必要であった.PIFは主要動脈を犠牲

にせず，薄い皮弁として有用であるが前骨間動

脈との吻合部が不明瞭な場合があるので代替法

を考慮しておく必要がある．遊離外側上腕皮弁

は同側の上肢から採取可能な安全な皮弁であり，

母指外転に十分な採取が可能である
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2-5-23

前腕骨変形治癒後の前腕回旋障害に対す

る三次元実体模型を利用した手術治療

SurgicalTi･eatmentfbrLnitationoftheForearm

RotationduetoForearmMalunion

'千葉大学大学院医学研究院整形外科学，2城東社

会保険病院整形外科，3佐倉整形外科

○柿崎潤1，国吉一樹'，高橋仁'，

斉藤忍2，阿部圭宏3

【目的】前腕骨骨折変形治癒後の前腕回旋障害に

対して三次元実体模型を利用して矯正骨切り術

を行ってきたので報告する．

【対象】対象は前腕骨骨折変形治癒後に前腕回旋

障害を来たした8例（男6，女2)．手術時平均年

齢は17.9歳（6-47歳)．受傷から手術までの期間

は平均16ヶ月（4-44ヶ月）であった模型は回

旋障害に対する骨性アライメント変化の関与を

評価する目的で作製し，矯正を行う決定をした

後はシミュレーションに利用した．シミュレー

ションは模型で骨切りを行った後に手術で実際

に使用するプレートを矯正模型に合わせてプレ

ペンディングして行い，手術では骨切り位置と

プレーテイング面がシミュレーション通りにな

るようにし，プレペンディングしておいたプレー

トを使用して矯正骨切りを行った．術後平均観

察期間は18ヶ月（12-30ヶ月）である．

【結果】全例でシミュレーション通りの矯正が可

能であった．術中には全例で可動域が伽となっ

た．回旋不足角(健側回旋arc‐患側回旋arc)は，

術前平均100.6。（50～165｡）が術中（骨切り直後）

に0.となったが，最終観察時には平均35.0｡(0~

100｡)となった．改善率（回旋arcの獲得角／術

前回旋不足角）は平均65.8％（5～100％）であっ

た．改善率5％の成績不良例は6歳男児で，術後の

リハビリと装具療法が困難な症例であった

【考察】前腕骨変形治癒後の前腕回旋障害の治療

においては骨性アライメントの変化に対してど

こまでを矯正する必要があるのか判断に迷うこ

とが少なくない．三次元実体模型は矯正の必要

性の判断と矯正の精度向上に極めて有用である．

2-5-24

舟状骨骨折に対する小皮切スクリュー固

定法の有用性と限界

UsefulnessandLimitofScaphoidFracturewith
SmalllncisionMethod

'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

○倉持大輔'，松下和彦2，清水弘之'，

新井猛'，別府諸兄』

【目的】舟状骨骨折に対し新鮮例で転位の少ない

ものでは低侵襲な経皮的スクリュー固定の有用

性が示唆されている．今回，小皮切スクリュー

固定法の治療成績と限界について検討したので

報告する．

【方法】対象は2001年から2008年までに小切開ス

クリュー固定を行った37例で，内訳は男性32例,、

女性5例，手術時平均年齢は27.1歳だった．受傷

機転は手関節背屈位での転倒，交通外傷であっ

た．受傷時より手術までの期間は,1カ月以内が

29例,1～2カ月が5例,2～3カ月が3例であった．

受傷時の骨折型はHerbert分類でTypeA21例，

B13例,B211例,B31例,B41例で，使用し

たスクリューはDoublethreadedscrew(DTJ)

26例,AcutraklO例,TwmFixl例であった．手

術方法は掌側または背側からイメージ透視下に

ガイドピンを刺入し，スクリューで骨接合術を

行った手術までの期間が長い症例では透視下

にK-wireで骨折部の新鮮化を加えた．術後の外

固定は2週間とした術後経過観察期間は，平均

6カ月であった

【結果】手術時間は10分から1時間（平均25分）

であった．骨癒合は全例に得られ，5例に4カ月

以上の遷延治癒を認めた遷延治癒例を除いた

骨癒合までの期間は40日から120日（平均9週）

であった.遷延治癒の2例は手術までの期間が2カ

月以上のB2で，手術までの期間が長期になると

骨癒合の遷延する傾向が見られた．最終観察時

には遷延治癒の2例を除き手関節可動域の制限は

なく，運動時痛を認めた症例はなかった．

【考察】安定型の舟状骨骨折において本法は低侵

襲であり，その有用性は高い．手術までの期間

が3ヵ月経過した症例でも，安定型で骨折部にの

う胞形成のない症例では新鮮化を加えることで，

骨癒合の得られる可能性がある．また骨癒合は

受傷から手術までの期間や骨折型，部位に影響

すると考えられる．
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難治症例を含めた舟状骨偽関節の治療成績

Therapeuticresultsofnonunionofthescaphoid

mcludmgintractablecases

東京医科大学整形外科

○高瀬勝己，佐藤由佳，河野亮平，

番場泰司，山本謙吾

【目的】舟状骨偽関節の原因には，放置例，舟状

骨骨折への不適切な治療例等の様々ある．今回，

複数回手術を要した難治性舟状骨偽関節8例を含

む27例を経験し，術後成績および手術術式の選

択に検討を加えたので報告する．

【対象】舟状骨偽関節27例．男24例，女3例手

術側は右12例，左15例，手術時年齢は20から65

歳（平均28）であった．手術は,SNACwristに

進行した2例を除く25例に病巣掻爬および骨移植

を施行．骨移植は舟状骨のhumpbackdefbrmity

が高度な4例にRusse法,21例にはHerbert法

を用いた．内固定材料は，前者はK-wire,後

者ではAcutrackscrew9例,Boldscrew5

例,Herbertscrew7例であった．一方,SNAC

wristの2例は中枢骨片摘出し，腱球挿入あるい

はGraner変法を応用した部分手根骨固定術を施

行した術後経過観察期間は2年から7年（平均3

年2ケ月）である．

【結果】骨片摘出以外の25例中，骨癒合が得ら

れたのは19例であった．他の6例は，15年以上

の放置例3例,Whipple型Herbertscrew使

用2例,Acutrackscrew折損1例で再偽関節と

なった．再手術は，全例に血管柄付き骨移植術

(Zaidemberg法2例，第2中手骨基部4例）を用い

た結果,1例を除く全例に骨癒合は獲得できた．

最終治療成績は，握力（健側比）50～114％（平

均89),可動域(flexion-extensionarc)60～180｡(平

均121)で,DISI変形が残存したのは7例であった．

【結語】舟状骨偽関節に対する治療成績は満足す

べき結果であった．しかし，長期間放置例や再

偽関節例には血管柄付き骨移植術を選択すべき

と考えられた．

2-5-26

サルベージ手術を行った舟状骨骨折の検

討

Salvageoperationofscaphoidnonunionafter

surgicaltreatment

'神戸大学大学院医学研究科外科系講座整形外

科，2兵庫医科大学整形外科

○藤岡宏幸1，黒坂昌弘'，田中寿－2，

戸祭正喜2，蔭山敬久2

【はじめに】手術手技やスクリューの開発により

舟状骨骨折の治療成績は安定してきた．しかし，

骨接合術を行っても，骨癒合が得られない場合

もある．本研究では骨接合術後を行ったが偽関

節となったためにサルベージ手術を施行した症

例について検討した．

【対象症例】男性21例，女性4例の合計25症例で，

サルベージ手術時の年齢は16から45歳平均年齢

26.3歳であった．初回手術時の診断は新鮮骨折14

例,偽関節ll例であった初回手術からサルベー

ジ手術までの期間は3カ月から20年平均34.2カ

月であった．サルベージ手術では，抜釘後のス

クリュー孔に骨釘を打ち込み，偽関節部に腸骨

移植を行ったうえでDTJscrewやminiHerbert

screwなどで内固定した．

【結果】25例中24例に骨癒合が得られた.骨癒合が

得られた24症例の手関節平均可動域は術前背屈

57度から術後70度,掌屈65度から70度,握力は術

前36から44kgに改善し,痙痛も消失していた

【考察】初回手術で骨癒合が得られなかった原因

として，内固定材料の固定力不足9例（内固定

非使用2例を含む)，スクリューの位置不良6例，

骨移植を併用すべき2例，月状骨周囲脱臼1例な

どが考えられた初回手術にて適切な内固定材

料と術式の選択を行うことが偽関節を防止する

ことが重要であると考えられた抜釘後のスク

リュー孔への骨釘打ち込みと偽関節部への骨移

植を行ったうえ内固定を行う本法は，舟状骨骨

折に対するサルベージ手術として有効な治療方

法（骨癒合率96％）と考えられた．しかし，本

方法で骨癒合が得られなかった症例の問題点と

しては，抜去した初回手術のスクリュー孔に充

填する骨の強度などの問題があるのではないか

と推察した．

【結語】本法は舟状骨骨折後の偽関節症例に対す

るサルベージ手術として有用な治療であると考

えられた．
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2-5-27

無症候性舟状骨偽関節

Asymptomaticscaphoidnonunion

豊橋市民病院整形外科

○井上五郎

【目的】舟状骨偽関節には全く症状がないか,あっ

ても仕事や日常生活にはほとんど支障がない症

例が存在する．長期間経過した無症候性舟状骨

偽関節についてX線所見および手関節機能の検

討を行った．

【症例】受傷後10年以上経過して，その間全く

症状がないか，あっても気にならなかった舟状

骨偽関節は12例であった．偽関節は8例では

ほかの疾患あるいは外傷でのX線写真で偶然発

見された．4例は転倒後の手関節痛で受診した

が12年前,30年前,35年前,40年前(推定）

に舟状骨骨折の既往があり，今回の受診まで全

く症状がなかった．患者は全例男性で，初診時

の平均年齢は53歳（30歳－78歳)であった．

推定偽関節期間は平均27年（10年－50年）

であった．患側は右8例，左4例で利き手側が

6例であった．

【結果】臨床所見：7例は全く症状がなく，4

例は悪天候時に時々手関節に鈍痛を感じてい

た．1例は転倒後の手関節痛を訴えていた．手

関節掌背屈和は健側比で平均86%(71-

100％)，握力は健側比で84．5％（36－

100％）であった.X線所見：すべて中1/3で

の骨折で，偽関節部には硬化像が見られた．全

例に関節症変化が見られたが，その程度は軽く

SLACstagelであった.Radiolunateangleは8．

から18．，平均11．であった．

【結論】長期間経過した症候性舟状骨偽関節と比

べて無症候性舟状骨偽関節は手関節機能は良好

で，関節症変化および手根骨配列異常も軽度で

あった．

2-5-28

舟状骨近位端偽関節に対する非血管柄付

き骨移植術と内固定術の成績

Non-vascularizedbonegraftandinternalfixation

fbrtreatmentproximalpolescaphoidnonumon

'諏訪赤十字病院整形外科,2北海道大学整形外科，

3信州大学整形外科

○松木寛之1，石川淳一2，三浪明男2，

内山茂晴3，加藤博之3

【背景と目的】舟状骨近位端偽関節は通常の骨移

植では骨癒合が得られにくいとされ，血管柄付

き骨移植術を推奨する意見が多い．一方，演者

らは舟状骨近位端骨折偽関節に対し通常の非血

管柄付き腸骨移植と内固定術を行い良好な結果

を得て来た．演者らの成績を示し本症に対する

治療方法を検討する．

【対象と方法】1996年から2008年の間に演者らが

治療した16例を対象とした．手術時年齢は12~

34（平均22）歳であった．術後観察期間は12~

76カ月（平均20カ月）であった骨折高位別の

内訳は,Schernberg分類で最も近位のTypelが

7例，その遠位のTypellが9例であった．内固定

法は,Herbert型のScrewが11例,Kirschner(K)

鋼線が5例であった移植骨は少なくとも一側に

皮質骨のあるブロック状の自家腸骨を用いた．

術後の直接検診でMayomodifiedwristscoreに

よる臨床成績評価を行い，手関節4方向単純X線

像で骨癒合の有無を判定した．

【結果】骨癒合は16例中13例に認めた．骨癒合が

得られなかった3例の内訳は,K鋼線で固定し

たTypelの2例とTypellの1例であった.Mayo

modifiedwristscoreは術前65～85(平均74)

点，術後60～100(平均86)点であった．骨折

部位別の骨癒合率は,Typelが7例中5例(71%),

T卯eⅡが9例中8例（89％）であった

【考察】非血管柄付き骨移植術による骨癒合率は

81%であった．内固定にHerbert型のScrewを

用いた例に限れば骨癒合率は100％であった．舟

状骨近位端偽関節の治療では骨移植と強固な内

固定を行えば骨癒合率は高く臨床成績も良好で

ある．
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2-5-29

舟状月状骨解離におけるGeisslergrade
の意義一第1報：臨床での動態X線と

の不一致について一

DiscrepanCybetweenGeisslergradingSystemand

X-rayfindmgsmscapholunatedissociation

'国保中央病院整形外科，2奈良県立医科大学整形

外科，3医真会八尾総合病院整形外科

○小野浩史'，古田和彦'，土肥義浩2，

片山健2，藤谷良太郎3

【目的】手根骨間靭帯不安定症の関節鏡による分

類としてGeisslerのgrade分類(G分類）が頻

用されている.G分類grade3や4は手根骨間の完

全な解離にあたるが詳細な解剖学的検証はなく，

この状態が術前の単純X線でも必ずしも掌握で

きない．今回術前の動態X線による舟状月状

骨間(SL)距離とG分類の関連の有無を前向

きに調査した．

【方法】H19年10月から1年間にSL靭帯損

傷疑いで手関節鏡を施行した43例を対象とし

た．僥骨遠位端骨折に伴うもの38例，手根不

安定症5例で，男17例女26例，右21例左

22例，平均60歳である．術直前にX線透視

下のSL距離と有頭月状骨間(CL)距離を計

測し，個体差をなくすためSL/CL比を算出

した.SL像（回内20度手関節中間位PA像）

での比を静的比S,30度尺屈位SL像（動態

SL像）での比を動的比Dとしたその後，手

関節鏡にて僥骨手根・手根中央の両関節よりS

L間の不安定性をG分類にて評価し，両者の関

連を調査した．

【結果】G分類の正常～grade2(n=16)で

はS=1.06,D=1.07,grade3(n=14)では

S=1.34,D=1.24,grade4(n=13)ではS=1.21,D=1.29

であった.S,Dとも3群間に有意な差は認め

ず,SL間の不安定性が増しG分類が進行して

も，術前X線での静的・動的なSL距離拡大傾

向はともに認めなかった．

【考察】G分類は単純X線による評価と必ずしも

一致しなかったが，これはX線ではSL間の僥

尺方向の不安定性を評価しているが,G分類は

SL間の3次元での不安定性を評価しているた

めと考える.G分類に関して,X線評価との関

連やSL安定化に関与している靭帯群の損傷と

の関連もいまだ不明であり，これらを明らかに

することが今後の課題である．

2-5-30

月状三角骨解離の診断と治療一鏡視所見

を中心に

Arthroscopicdiagnosisandtreatmentfbr

lunomqutraldissociation

'名古屋大学医学部手の外科，2名古屋第一赤十字

病院整形外科

○建部将広'，平田仁1，洪淑貴'，

篠原孝明'，堀井恵美子2

【目的】月状三角骨解離（以下LTD)の画像診

断は困難であり，現時点で最も信頼性があるも

のが関節鏡によるとされているが，その評価基

準については一定の見解はない．今回我々は

LTDと診断して手術加療した13例について鏡視

所見と術式を中心に再検討したので報告する．

【方法】症例は13例，全例男性で平均年齢26歳で

ある．明らかな外傷歴があったものは11例であっ

た.LTDの程度について，手根中央関節からの

鏡視所見を再検討して不安定性を評価した．評

価はGeisslerの分類と，さらに詳細を評価して

月状骨／三角骨間が長軸方向に不安定でstep-oH

の明らかなもの(V),掌背屈方向に不安定なも

の(H),両方向に不安定なもの(VH)と分類した．

施行した治療はLTdebridement2例，関節仮固

定5例，靱帯縫合／再建4例，関節固定術を2例で

あり，尺骨突き上げ症候群のあるものには尺骨

短縮術を3例にあわせて行った．

【結果】Geissler分類はIII度ll例,IV度2例で

あった．細分評価では,H群4例,V群6例,VH

群3例でGeisslerⅣ度はすべてVH群であった．

V/VH群で術後瘻痛残存するものが見られたが

それ以外は有意な差はなく，術式については関

節固定を行った群で掌背屈可動域が不良であっ

た.H群は背側の関節包がゆるく月状骨／三角

骨の背側の鏡視が容易なものが多く，尺骨突き

上げ症候群はすべてV群であった

【考察】月状三角骨問の不安定性は掌背屈方向と

長軸方向に生じ，長軸方向の不安定性ついては

尺骨突き上げの影響が示唆された．不安定性の

程度とともにその方向性を考盧して治療方針を

考えることが必要と思われた
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2-5鰐31

月状骨脱臼および周囲脱臼の治療経験
、､eatmentofLunateandPerilunateDislocations

聖マリアンナ医科大学整形外科

○清水弘之，新井猛，倉持大輔，

重松辰祐，別府諸兄

【目的】月状骨脱臼および周囲脱臼は脱臼の整復

のみでは満足できる治療成績は得られない．今

回,我々は観血的治療を行った症例の治療成績を

検討したので報告する．

【対象と方法】対象は過去8年間に観血的治療を

行った14例で,全例男性（平均年齢30歳）であっ

た内訳は月状骨脱臼4例と周囲脱臼10例で,そ

れぞれのタイプでtransscaphoidtypeがなしと3

例,transstyloidtypeが1例と3例,骨折を伴わな

いものが3例と4例であった.受傷から手術までの

期間は10日以内l1例,1カ月1例,2カ月1例,9カ

月l例であった.治療法は新鮮例には徒手整復後，

関節鏡またはcarpalstretchテストで,舟状・月

状骨(SL)間の不安定性を確認し,SL靭帯修復

と経皮的ピンニング固定を7例に,経皮的ピンニ

ングのみをl例に行った.transscaphoidtypeには

骨接合術を行い，1例に鏡視下TFCC縫合を追

加した．このうち2例では靱帯修復後にSL解離

が生じ,第3中手骨・有頭骨間靱帯の骨一靭帯一

骨(BLB)を用いてSL再建を追加した脱臼

を放置された陳旧例3例には観血整復後にSL"

帯修復を行った．術後経過観察期間は8カ月～7

年（平均23ヵ月）であった．術後臨床評価には

Cooneyの基準と，単純X線にて評価した．

【結果】Cooneyの評価では60点～90点(平均78点),

優4例，良4例,可4例,不可2例であった．舟状骨

骨折は全例骨癒合を得た．DISI変形はSL靭帯

修復した新鮮例，陳旧例BLB再建例のそれぞれ

l例に認めていた．

【考察】舟状骨骨折以外の新鮮例では徒手整復後

に関節鏡やcarpalstretchテストで,SL間の不安

定性を認めればSL靭帯修復術を行うことが成績

を安定化させる．陳旧性SL解離で関節軟骨の変

性がなく，術中に整復位が得られればBLBを用

いた再建法は治療選択の1つと考えられる．脱

臼放置例でも整復位獲得例があるのでまず整復

術を試みるべきである．

2-5-32

巻き込み損傷による手根骨脱臼について

の検討

DislocationoftheCarpusinvolvedinWringer

Inju'y

'関西労災病院整形外科，2よしだ整形外科

○早川景子'，田野確郎1，堀木充'，

中川玲子'，吉田竹志2

【目的】巻き込み損傷による手根骨脱臼は極めて稀

である.今回,その特徴や治療について検討したの

で報告する．

【対象】症例は5例である.男性4例,女性1例で平

均年齢は50.2歳である.平均追跡期間は4年5ヶ月

であった

【方法】受傷機転レントゲン所見を検討した手

術時所見から骨関節損傷軟部組織損傷の特徴を

検討し,脱臼機序について検討した.術後経過から

治療における注意点などを分析考察した

【結果】受傷機転は仕事中のプレス機がl例,ロー

ラーが3例で,交通外傷によるタイヤの巻き込み損

傷が1例であった.レントゲン上,手根骨脱臼は有鉤

骨脱臼が3例,小菱形骨脱臼が3例であった4例で

Garcia-Eliasのいう軸性脱臼を認めたCM関節脱

臼又は骨折を伴い,第3,4CM関節で3例と最も多

かった有鉤骨鉤骨折は2例に認め,全例屈筋支帯

の損傷を認めた.軟部組織損傷は全例において広

範囲な筋組織損傷を認めた神経損傷は圧挫を2例，

屈筋腱損傷を2例認めた手術方法は観血的整復

固定術および靭帯修復術を施行したl例のみ,部

分関節固定術を施行した

【考察】巻き込み損傷の手根骨脱臼の特徴として，

ローラーなどにより掌背側より強い圧迫力が手関節

に作用した結果,手関節の横アーチを押し潰し,屈

筋支帯が有鉤骨鉤部をつけて骨折し破綻する．さ

らに手根骨が扁平化し,有鈎骨体部を押出し,有鉤

骨は掌側に脱臼すると考えられた.長軸性脱臼で

は有鈎骨に隣接する第3,4中手骨がこれに伴い脱

臼,骨折を来すものと考えられた.治療経過の特徴

としては,神経損傷は圧挫に伴う傷害のため,比較

的良好に回復しているが,手根骨脱臼は大きな外力

により発症し,広範な靭帯損傷を伴うためCarpal

instabilityが生じやすい.このため,Kwire固定を

通常より長期間行うか,部分関節固定を選択すべき

であると考えられた．
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2-5-33

SLACおよびSNACwristに対する2つ

の外科的治療の成績（系統的レビュー）
OutcomeofthetreatmentfbrSLAC/SNACwrist

-Systematicreview-

大阪府済生会中津病院整形外科

○片岡威博，安藤佳幸，安田匡孝，

大橋弘 嗣

【目的】systematicreviewの手段を用いて，病

期の進行したSLACおよびSNACwristに対

する近位手根列切除術(PRC)とfbur-corner

arthrodesis(FCA)の術後成績を比較した

【方法】MEDLINEにて1984年以降に出版された

論文をキーワード検索し，あらかじめ設定した

適格性の基準によりデータを抽出した術後手

関節可動域と握力（健側比）および合併症につ

いて比較した．

【結果】検索された49論文の中で14論文（症例対

照研究：5，半定量研究PRC:4,FCA:5)が

適格基準に合致した．症例対照研究の全5論文に

おいて術後手関節可動域と握力の両項目でFCA

に比べてPRCのほうが良好な傾向を示したがそ

れらはどれも有意差はなかった半定量研究に

おいて，術後手関節可動域が平均70度以上を獲

得したのはPRC3論文,FCA2論文であった．

術後握力ではPRCl論文,FCA2論文が健側比

80％以上を獲得していた．合併症としてPRCで

僥骨有頭骨間の関節症性変化や手根管症候群な

ど,FCAでは偽関節，感染,implantfailure,

手根管症候群などが報告されていた．

【考察】術後手関節可動域および握力の結果は両

者とも大きな差はなく，比較的良好な成績を得

ていた．しかし，多数のバイアスおよび不均質

性の存在や前向きコホート研究のなかったこと

から，今後EBM精度の高い論文の増加が期待

される．

2-5-34

僥骨遠位端骨折に合併する手根間靱帯損
傷

Interc岬釧LigamntlnjuriesAssociatedwithDistal
RadiusFractues

市立豊中病院整形外科

○山本浩司，栗山幸治，川西洋平

【目的】僥骨遠位端骨折には靭帯などの軟部組織

損傷を合併する場合がある.われわれは僥骨遠位

端骨折症例の手関節鏡所見から合併する手根骨間

靱帯損傷の発生頻度と予後について検討した．

【対象および方法】2004年9月から2008年10月ま

でに初回手術時に手関節鏡を行い，かつ再鏡視

を行って手根骨間靭帯損傷を評価した榛骨遠位

端骨折87例を対象とした．男性16,女性71例

で，初回手術時の年齢は平均61歳(17から81歳）

であった右側49例，左側38例であった．初回

手術から再鏡視までの期間は平均12ケ月(7か

ら18ヶ月）であった．舟状月状骨間靭帯（以下

SL靭帯）と月状三角骨間靭帯（以下LT靭帯）

の損傷をGeissler分類で評価した．初回鏡視時

Grade3以上のSL靭帯損傷についてはSL間のピ

ンニングを行った群と，放置した群を比較した．

【結果】初回鏡視所見;SL靭帯についてはGrade

3が32例(37%),Grade4が5例(6%)であり,LT

靱帯についてはGrade3が28例(32%),Grade4

が4例(5％）であった．再鏡視所見;SL靭帯は
ピンニング群では初回鏡視時Grade3であった

18例中6例がGrade2以下に改善していたのに対

し，放置群では初回鏡視時Grade3であった14例

中3例のみがGrade2になっていたGrade4の5

例はピンニングの有無にかかわらずGrade2以下

に改善した例はなかったまた逆に初回鏡視時

Grade2以下であった50例中14例がGrade3に,2

例がGrade4に進行していた.LT靱帯は全例ピ

ンニングを行わなかったが，初回鏡視時Grade3

以上であった32例中7例がGrade2以下に改善し，

逆にGrade2以下であった55例中12例がGrade3

以上に進行していた．

【結論】僥骨遠位端骨折手術例に合併する

Geissler分類Grade3以上の靭帯損傷はSL靭帯

で43%,LT靱帯で37%であった.SL靱帯損傷例

に対するSL間のピンニングはGrade3症例の一

部には有効であった
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2-5-35

手関節周辺骨折における手関節鏡視の有
用性

UsefulnessoftheWristArthorscopyinWrist
fractures

'西能病院整形外科，2富山大学整形外科

○堂後隆彦'，長田龍介2，頭川峰志’

【目的】当科で治療した手関節周辺骨折のうち関

節鏡視を併用した症例における所見とそれに応

じて行った治療について述べる．

【対象と方法】2006年4月～2008年7月に手関節鏡

を行った手関節周辺骨折33例を検討した．男14

例，女19例，平均年齢53歳であった．骨折部位

は僥骨遠位端骨折・尺骨茎状突起骨折26例，舟

状骨骨折6例（新鮮骨折5例，偽関節1例)，経舟

状骨月状骨周囲脱臼（陳旧例)1例であった．僥

骨手根関節鏡視では僥骨骨折部とTFCCの評価

を，手根中央関節鏡視では舟状骨骨折部と手根

骨不安定性の評価を行った

【結果】僥骨遠位端骨折のうち16例にTFCC断裂

を認めた.Palmar分類ClasslB断裂が疑われた4

例には術後3週間外固定を行い，その他は術翌日

から可動域訓練を行った．舟状骨新鮮骨折のうち

1例で骨折部の不安定性を認め術後3週間外固定

した．経舟状骨月状骨周囲脱臼の1例では，舟状

骨偽関節部と月状骨一三角骨間の不安定性を鏡視

でも確認しそれぞれに対して固定を行った．舟状

骨偽関節の1例では偽関節部の不安定性がみられ

なかったため偽関節部を展開せず鏡視下掻爬，背

側小皮切からドリリングした穴より骨移植を行

いスクリューで固定した対象の33例のうち手関

節痛の遣残を見たものはl例のみであった．

【考察】近年，骨折術式の進歩に伴い成績は概し

て良好であるとされている．一方X線的に骨折

が治癒しても手関節痛が遣残する症例も散見さ

れる．これらにおいては術後一律の早期運動に

よる軟部損傷の線維性修復不十分が瘤痛遺残に

つながった可能性もあると考えられる．したがっ

て骨折に合併した軟部組織損傷を鏡視で評価し

後療法に反映させることが望ましい．また骨折

部や靭帯の詳細を把握することにより個々の症

例に応じて手術法を選択することが出来る点に

おいても関節鏡視は有用である．

2-5-36

雲胞状変化をきたした舟状骨骨折に対す
る手関節鏡の有用性

UsefilllnessoftheWristArthroscopeinScaphoid

FractureswithCysticChange

'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】放置された舟状骨骨折が遷延治癒や偽関

節となり,X線所見上嚢胞状変化が生じた症例

の治療に際し，骨移植を加えるか否かについて

判断に迷う事が少なくない．今回我々は，本疾

患に対し手関節鏡を行い骨折の状態を鏡視下に

評価し，骨移植の有無を決定した症例について

検討を加えたので報告する．

【対象と方法】X線所見で雲胞状変化が認められ

たHerbert分類typeC,Dlの舟状骨骨折に対

し，手関節鏡を施行後に手術を行った男9例女

1例の10例10関節を対象とした手術時年齢は17

歳から46歳，平均24.9歳，受傷から手術までの期

間は3か月から2年，平均8か月で，僥骨手根関節，

手根中央関節の鏡視後にスクリューによる固定

術を行ったこれらの症例の鏡視所見を検討し，

さらに,X線所見や手術までの期間との関連，

骨癒合の時期などを調査した．

【結果】骨折部を確認する際には，充分なシェー

ビングとプロービングを行う事に留意し鏡視を

行った．全例，骨折部に軟部組織の何らかの陥

入が見られ，異常可動性を5例に認めた．この5

例には骨移植を追加したが，それ以外は小皮切

によるスクリュー固定のみ行った．X線所見で，

不顕性癒合の特徴的な所見である蜂巣状陰影が

6例に見られた最終的に全例で骨癒合を確認し

たが，その時期は平均11週であった．

【考察】最近，本疾患に骨移植は必要ないとの報

告も散見されるが，本疾患をX線所見のみで評

価し術式を決定する事は危険であり，自家骨移

植は正しく判断されるべきである．本症例に対

する我々の治療方針としては，まず関節鏡視を

行い，異常可動性がない場合，早期の社会復帰

を希望した場合には小皮切でのスクリュー固定

を，異常可動性を認めた場合は骨移植を追加す

べきであると考えている．骨移植の必要性を決

める上で関節鏡はきわめて有用である．
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2-5-37

骨性マッレト指に対する微小screw固定

の小工夫

Miniscrewfixationofmalletfingerfracture

'城東社会保険病院整形外科，2千葉大学大学院医

学研究院整形外科学

○樋渡龍'，斉藤忍1,村澤光洋1,

岩倉菜穂子2

【目的】骨性マレット指に対する外科的治療法に

は様々な報告がされている．微小Screw固定の

手法も散見されるが，固定する骨片が小さいた

め，Screw挿入の際に骨片の転位が生じるなど

の問題も見られる．われわれはScrewのガイド

としてk-wireを用い，これを掌側から引き抜き

つつScrewを挿入することで整復位を保持する

｢追っかけ」法で良好な成績を得ている．今回そ

の手術手技と治療成績について報告する．

【対象と方法】2008年1月から本法により手術を

行った19例を対象とした．術式は石黒法に準じ

てextensionblockを挿入の後,DIP関節伸展

位にて骨片を整復する．骨片の背側頂点より

l.0mmk-wireをScrewのドリルとして挿入．掌

側よりK-wireを引き抜きつつ背側の刺入孔より

Stryker社製ProfylecomboXSscrewを挿入し，

骨片の固定を行った.extensionbloCkは抜去し，

通常は外固定なしに術後すぐに自動運動による

使用を許可した術後成績は蟹江の評価基準に

従い，平均経過観察期間は12週であった

【結果】蟹江の評価では，優10例，良7例可2例，

不可0例であった骨癒合は19例中11例に認めら

れた．

【考察】本法は経皮ピンニングに比べ，早期より

自動運動が可能になること，Screwにより骨片

の圧着がかかること，ピンが露出することなく

日常生活が送れることなどの利点がある．また

通常のScrew固定ではドリルを抜く時，Screw

挿入時に良好な整復位が保てなかったり，転位

することがある．しかし本法では一度挿入した

K-wireを掌側より引き抜きつつScrewを挿入す

ることで，Screw挿入時の骨片の転位を防ぐ、こ

とができる．以上のことからも本法は有用な方

法と考えられる．

2-5-38

PIPコンパスヒンジ使用経験

TreatmentfOrPIPjointwithcompassPIPjoint

hinge

福島県立医科大学医学部整形外科

○高橋洋子，菊地臣一，紺野慎一，

江 尻 荘 一 ， 川 上 亮 一

【目的】手指PIP関節周囲の外傷に対する治療

では，関節拘縮のために治療に難渋することが

多い．近年,PIP関節の手術に際してcompass

PIPjointhinge(以下CPJH)の使用報告が散見

されるようになった．今回我々は，当院でCPJH

を併用した症例の治療成績を検討したので報告

する．

【方法】対象は2003年から2008年までに,PIP関

節内骨折に対してCPJHを併用して手術を行っ

た10例10指である．年齢は，13～57歳であり最

多年代層は10歳代であった．性別は，男性4例女

性6例であった．これらの症例を手術術式別に以

下の3群に分類した．すなわち，新鮮例に対して

骨接合術を行った新鮮骨折群，陳旧例に対して

関節面の形成を行った関節形成群，そして陳旧

例に対して骨軟骨移植を行った骨軟骨移植群の3

群である．検討項目は，術前後におけるPIP関

節の可動域と術後の関節症性変化の有無とした．

【結果】各群の内訳は，新鮮骨折群が3例，関節

形成群が4例，および骨軟骨移植群が3例であっ

た術後におけるPIP関節自動可動域の平均値

は，新鮮骨折群で88.3.,骨切り群で63.8。（術前

25｡)，軟骨移植群で39。（術前26.7｡）であった

全症例で関節症性変化を認めたのは7例であっ

た.これら7例の獲得可動域は平均50｡(12｡～75｡）

で,関節症性変化を認めなかった3例の平均100。

(90｡～110｡)と比較して有意に低値であった

(p<0.01).

【考察】PIP関節内骨折では，新鮮例の治療成績

が優れていた一方，受傷から手術までの期間

が長く，関節の変形が進行しているほど術後の

獲得可動域は不良であった本骨折においては，

CPJHを併用したとしても，早期手術こそ良好な

治療成績を獲得する上で重要である．
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2-5-39

PIP関節掌側板付着部骨折に対する早期
運動療法の治療成績

EfficaCyoftheearb/motionexercisefbrtreatment

ofthevolarplateavulsionfractureofthePIPjomt

'土浦協同病院整形外科，2東京医科歯科大学整形

外科

○石突正文'，白坂律郎'，青山広道1,

若林良明2

【はじめに】われわれは,1987年第30回日手会に

おいて「PIP関節掌側板付着部骨折の機序と転

位について」と題して23例のPIP関節の過伸展

損傷に伴う掌側板付着部骨折の治療成績を報告

した．そして，背側脱臼時に骨折が生じ比較的

大きな骨片を伴うものは骨片が掌側に回転し，

その回転は整復後も指屈筋に固定される機序を

提唱し，そのような症例では手術が適応になる

ことを主張し，その後も手術を行ってきたし

かし，近年，青少年でスポーツ外傷により同様

な骨折を受傷し，スポーツを休むことが出来な

い症例に多く遭遇した．このような症例に対し，

痛みの許す範囲で早期から自動運動を積極的に

行わせる保存療法を試みたのでその成績につい

て報告する．

【症例および方法】症例は男7，女7例の計14例

で受傷指は15指であった．年齢は12歳から44歳，

平均18歳,10代が14例中11例を占めた．受傷原

因としてはバレー，バスケットなどスポーツに

よる外傷が多く，受傷指は小指が10指と最も多

かった比較的大きな骨片を有すものが7指，小

さな剥離骨片を有するものが8指骨片が回転し

ているものは9指であった．保存療法は隣接指と

包帯またはbuddytapmgを使用して，痛みの許

す範囲で，積極的に指の屈伸を行わせる．

【結果および考察】治療後の伸展は平均4．，屈

曲は平均92.で88･の平均可動域であった．過去

の手術例の平均可動域は79.であり，手術症例よ

り優れていた．成績がやや悪かった症例は2例

で，1例は受診までに7週かかり，15｡の伸展不全

が認められ，他の1例は側副靭帯損傷を合併し，

屈曲80｡と軽度の屈曲制限が認められた．このこ

とから，早期運動療法は概ね良好な成績が得ら

れ，手術による合併症も考盧する必要がないた

め，有用な治療法と考えられる．

2-5-40

指基節骨基部剥離骨折に対するA1pulley
切開による掌側進入法を用いた治療経験

VolarAlpulleyapproachfOrfixationofavulsion

fractureofthebaseoftheprox加alphalanx

'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'，

吉田淳！

【はじめに】母指を除く指基節骨基部の剥離骨折

は比較的まれである．この骨折は側副靭帯の付

着部に生じ，関節内骨折でもあるために正確な

整復を必要とする．これまで背側からアプロー

チする方法が一般的に行われてきたが，骨片が

小さく掌側にあるため正確な整復を行うことが

困難であった．今回我々はAlpuney切開によ

る掌側進入法により良好な成績を得たので報告

する．

【対象】症例は男性6例，女性1例の計7例8指で，

右3例，左4例で，示指4例，中指2例，環指1例，

小指1例であった．受傷時平均年齢は29歳(15～

74歳)で,全例でMP関節に動揺性が認められた．

手術方法は掌側進入でAlpulleyを切離し，屈

筋腱を健側によけ掌側板を縦切する．骨折を整

復したのち0.9mmのKirsmer鋼線あるいはスク

リューで固定した．

【結果】経過観察期間は6～28ケ月で，術後

平均6週で全例骨癒合が得られた後療法は，

Kirshner鋼線を用いた手術では術後1週から

DIP,PIP関節の可動域訓練を開始し，術後5週

で骨折部を固定している鋼線を抜釘後MP関節

の可動域訓練を行ったスクリューを用いた手

術では術後1週でMP関節の可動域訓練を開始し

たMP関節最終可動域は平均で伸展30度，屈

曲86度であった．

【考察および結論】指基節骨基部剥離骨折は一般

的に背側進入法が用いられてきたが，骨片は掌

側にあり翻転していることも多く正確な整復を

行うことが困難である．今回，我々が用いたAl

pulley切開掌側進入法は2001年にKumらによ

り最初に報告された本法の利点は骨折部を直

視できるために正確な整復を行うことが出来る

事である．また，指神経血管束を直視下に展開

するために鋼線刺入時に誤ってこれを損傷する

ことがない．以上のことから,Alpulley切開掌

側進入法は有用な方法であると考えられた
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2-5-41

手指関節部分欠損に対する遊離骨軟骨移

植術

FreeOsteochondralGraftfbrPartialFingerJoint

DefectsmAdults

'新潟県立吉田病院整形外科，2香川大学医学部整

形外科

○田中英城'，加地良雄2

【目的】成人の手指関節骨軟骨欠損例に対して遊

離骨軟骨移植で再建した臨床成績を報告する．

【対象】症例は男5例女3例の合計8関節で，年

齢は20から60歳であった．罹患指は示指および

環指が3指づつ，中指が2指であった損傷部位

はPIP関節が4関節,MPおよびDIP関節が2関

節づつであった．骨軟骨欠損の原因は外傷が7関

節，腫瘍がl関節であった．欠損範囲は40‐60％

で，そのうち4関節は相対する関節面も20‐50％

の欠損を伴っていた．受傷から5ヵ月以上経過し

た5関節はいずれも運動時痛があった.PIP関節

罹患の3関節では側方動揺性を認めた．外傷例で

は受傷後3日から12年に，腫瘍例では切除と同時

に手術を行った．

【手術方法】中手骨や基節骨の骨頭の再建には同

側の有頭骨あるいは小菱形骨の一部を，基節骨

や中節骨あるいは末節骨基部の再建には第2中手

骨基部を用いた．DIP関節再建には伸筋腱も付

けた採取部に対してCM関節固定を3,スペー

サーとして骨移植を3に行った

【結果】術後経過観察期間は9カ月－3年4カ月で

あった．運動時痛は消失したMP関節の平均

可動域は術前53.から術後48｡,PIP関節では術

前38.から術後53.となり，側方動揺性は消失し

た．DIP関節の損傷範囲の大きかった1例は強直

し，もう一例は可動域10｡の拘縮が残った．移植

骨軟骨片の全体的な委縮が2，関節面の部分的な

吸収が3あった．

【考察．まとめ】本法の小児における成績は良い

と報告されている．本研究から成人例において

はPIPあるいはMP関節の骨軟骨欠損に対して，

除痛と関節の安定性を獲得できる有用な方法で

あることがわかった一方,DIP関節外傷例で

は合併損傷の影響もあり成績が劣った．ドナー

の関節面を大きめに採取して再形することが手

技上のポイントである．本法は解剖学的再建で

はないので長期の経過観察が必要である．

2-5-42

肋軟骨移植を用いたPIP関節再建術

CostalCartilageGraftsfbrreconstructionofPIP

joint

'関西電力病院整形外科，2関西電力病院形成外科

○藤井貴之'，藤尾圭司'，西村隆-1,

照喜納光信2，好井覚’

【目的】外傷によるPIP関節軟骨損傷は，関

節の可動域制限，変形の原因となり，重大な機

能障害をきたす．特に全関節面欠損は再建に難

渋することが多い．今回われわれはPIP関節

の全関節面欠損に対し，肋軟骨移植を用いて再

建を行い，その短期成績を検討した

【方法】対象は2007年1月から2008年5月まで

に当院でPIP全関節面欠損に対し，肋軟骨移

植を行った3例3指（男性3例）で，年齢は39

歳～47歳（平均年齢42.3歳)，罹患指は示指1例，

中指l例，小指1例であった．全例基節骨側の

軟骨面の全欠損を認め，肋軟骨を用いて再建し

た．中節骨側は,1例は全関節面欠損で有鈎骨

の軟骨を用いて再建し，残り2例は部分欠損で，

肋軟骨を用いて再建した軟部組織の合併損傷

としてl例には中央索，側索断裂を,1例には

中央索断裂，屈筋腱癒着を認め，それぞれ同時

に再建した側副靱帯は全例で嬢痕化していた

が，側副靱帯の再建は行わなかった．術後はコ

ンパスヒンジ創外固定器を3ヶ月間使用しリハ

ビリを行った．術後の追跡調査期間は6ケ月～

20ヶ月であった．

【結果】肋軟骨は全例で生着した．最終調査時

のPIPの自動可動域は軟部組織損傷の少な

かった1例では自動可動域-20～90度TAM

230度であったが，軟部損傷の大きかった2例で

は，他動可動域は良好なものの，自動可動域は

それぞれ-40～70度-20～40度であった．1例

で外傷性に尺側偏位を生じ，長掌筋腱を用いて

側副靱帯を再建した．

【考察】外傷性のPIP関節軟骨損傷に対し，

肋軟骨移植は遊離移植での生着が期待できるこ

と，骨組織を多く含むことができ骨欠損のある

場合に有効であることからPIP関節再建に有

効な手段であると考えられるが，その成績は軟

部組織の損傷に大きく左右される．
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2-5-43

肋軟骨移植による指関節形成術

ReconstructionwithCostalcartilagegraftinthe

Interphalangealjomt

'かかず整形外科，2ごとう整形外科クリニック，

3仙塩総合病院整形外科

○嘉数太郎1，後藤均2，神尾一彦3，

宮坂芳典3

【目的】外傷などに起因する手指関節の軟骨の障

害，欠損に対して肋軟骨移植による関節形成術

を行なってきたその治療成績と術後，形成関

節が脱臼したなどの成績不良例についてその手

術適応や術式の問題点を検討した．

【対象と方法】1999年から2006年の7年間に行な

われた肋軟骨移植術のうち，術後6ヵ月以上経

過観察できた症例について検討した.10例10関

節PIP関節7例，栂指IP関節l例,MP関節2例

で，9例は外傷後の変形性関節症や関節強直に対

し,1例はMP関節化膿性関節炎後の変形関節に

行なわれていた．全例男性，年齢は19歳から71

歳(平均48歳)．観察期間は7カ月から29カ月(平

均llヵ月).主訴は全例，関節痛と可動域制限で

あった．採骨は患側の第8もしくは第7肋骨の骨

軟骨移行部から行なった．軟骨部分に骨性部分

を十分に付け採取する．骨性部分が十分にある

ことで移植片の強固な固定が可能となる．軟骨

部はできるだけ解剖学的関節面に形成する．患

指へのアプローチは背側6例，側方4例で手術は

行なわれていた．関節軟骨の損傷の程度により，

片側関節面全置換，片側関節面部分置換，両側

関節面全置換が行なわれていた

【成績】全例移植片の骨性部分は移植床と癒合し

た．術後脱臼を起こし再手術が行なわれた2例，

化膿性関節炎後の変形関節に行なわれたl例は成

績不良で，これらの最終観察時自動可動域は平

均30｡、他の7例は関節不安定性認めず，移植軟

骨の萎縮や吸収もなく良好なアライメントを維

持し，最終観察時自動可動域は平均63.であった

【結論】指関節に対する肋軟骨移植術は，比較的

面積の大きい軟骨の損傷に対して選択されて良

い有効な術式である．が,術前の軟部組織の状態，

関節アライメントなど考慮し慎重に手術適応を

決める必要がある．

2-5-44

新しい表面置換型人工MP関節の

使用経験

Experienceofnewlydevelopedvolarstabilizing

surfacereplacementarthroplastyofMPjomt

'さいたま赤十字病院整形外科，2草加市立病院整

形外科，3同愛記念病院整形外科，4土浦協同病院

整形外科

○佐藤哲也1,代田雅彦1,能瀬宏行2,

中川照彦3，石突正文4

【人工関節の特徴】使用した人工関節（ナカシマ

メデイカル社製）は中手骨頭に形成された凹部

に基節骨側凸部が適度な遊びを持って入り込む

構造をしており，人工膝関節PSタイプと同様

の機構にて掌側脱臼を予防すると共に，屈曲位

では小さく伸展位でより大きく僥尺方向の可動

性を許しながら側方制動にも僅かに役立つ様に

なっている．

【症例】関節リウマチ4例8関節，化膿性関節炎後

の骨軟骨障害3例3関節，計7例11関節，25歳から

76歳で，置換指は母指1関節，示指4関節，中指3

関節，環指2関節，小指l関節である．術後追跡

期間は6ヶ月から最長31ヶ月である．

【結果】全例で術前の疾痛は改善した．関節リウ

マチでは変形が矯正され安定した関節を獲得し

たが，術後可動域は平均46度と必ずしも十分な

改善は得られなかった．感染後の軟骨欠損によ

る可動域制限・硬直に対しては術後可動域70度

と著明な改善を得た

【考察】MP関節に要求される可動域はそれぞれ

異なるものの，隣接指への影響も考慮するとそ

の可動性の維持・獲得は有用である.RAでは術

前の掌側脱臼や尺側変位の程度により，軟部組

織の弛緩・拘縮の修正には限界があるため，可

動域をもっての評価は難しい．むしろ長期にわ

たるアラインメントの維持が重要と思われ，表

面置換型でステムヘのストレスを減じ，掌側制

動効果を付加した半拘束型である本人工関節は

良い適応と考える．感染や外傷による骨軟骨欠

損では軟部組織の状態が良ければanatomicalな

関節面さえ再建できれば可動域を得るのは難し

くなく，側副靭帯損傷があってもその働きを補

いつつ内外反を許容する本人工関節は良い適応

と考える．手技に関し，中手骨側骨切の指標と

なるインプラントの鋳型，確実な設置に役立つ

把持デバイスなどの工夫が望ましいと思われた
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2-6-EP1

手指粘液襄腫の局所皮弁を用いない手術

法の経験

ThetreatmentofmucousCystnotusinglocalfalp

緑成会病院整形外科

○星野優子，齋藤則夫

【目的】手指の粘液襄腫は切除と局所皮弁によって

治療されることが多いカミ皮切が大きくなる,ROM

制限が生じやすいなどの欠点もある.今回我々は，

嚢腫の茎を焼灼または切除し局所皮弁を用いずに

治療を行い,好成績を得たため報告する．

【方法】症例は手指のDIP関節近傍に粘液嚢腫を

生じた5例指神経ブロック下で粘液嚢腫の近位辺

縁を半周ほど切開した皮層を持ち上げると襄腫か

ら伸びた茎が確認され,これを焼灼した後,内容物

を吸引した.茎はDIP関節内に通じており,著明な

骨鰊があれば切除し茎周囲の滑膜を掻破した.皮

庸は元に戻して縫合した．

【結果】粘液嚢腫のあった部分はしばらく皮層の肥

厚がみられるカミ経過観察中に通常の皮膚と同様

になりこれまで再発例を認めなかった.また,感染

ROM制限などの合併症は生じなかった．

【考察】粘液嚢腫のうちHeberden結節やDIP関

節のOA変化を伴い，ガングリオンと同様の機

序で発生するものは整形外科で治療されること

が多いと思われる．治療法には外科的切除のほ

かには凍結療法，穿刺，ステロイド注入などが

報告されているが，嬢痕や爪の変形，感染など

が懸念される．外科的切除では単純な切除では

再発や閉鎖困難な例が多いため，局所皮弁を用

いることが多い．しかし，皮切が大きくなるこ

とに患者の理解が得づらかったり,ROM制限が

生じることがある．今回の粘液嚢腫の茎を焼灼

する方法はdeBerkerらによって報告されてお

り，手指での治癒率94％とされている．彼ら

はDIP関節内にメチレンブルーを注入し同様の

手術を行っているが，今回提示したように注入

なくても茎の確認は可能である．

【結語】皮弁を用いず嚢腫の茎を焼灼する方法は，

粘液雲腫の治療に有効である．ただし，足趾で

は内圧が上昇するためか再発率が高いとの報告

があり，注意が必要である．

2-6-EP2

HeadlesscompressiveScrewによる指
DIP関節固定術

DistalInterphalangealJointArthrodesiswith

HeadlessCompressiveScrew

'高知大学医学部整形外科，2フレッククリニック

○谷脇祥通'，野口政隆'，中島紀綱1，

谷俊-1,貞廣哲郎2

【はじめに】指DIP関節固定術は痛みの強い関節

症や修復不能な腱断裂などで適応となる.その方法

としてKPwireやtensionbandwiringやScrewに

よる固定が報告されている.今回我々はheadless

compressivescrew(以下HCS)による固定を行っ

たので,若干の考察を加え報告する．

【対象と方法】演者自身がHCSを用いてDIP関

節固定術を行った11例21指を対象とした．男性1

例1指女性10例20指で手術時年齢は41～66(平

均56.3）歳であった原疾患はヘバーデン結節が

8例18指，外傷後関節症がl例l指，腱鞘巨細胞腫

が1例l指，関節固定術後偽関節が1例1指であり，

基礎疾患に甲状腺疾患を有するものが3例あっ

た．罹患指は示指7指，中指5指，環指4指，小指

5指であった．全例伝達麻酔下に背側より関節内

の処置を行った後，伸展位で指尖部からScrew

を挿入し固定を行った用いた内固定材はメイ

ラ社製DTJscrewを13指,DTJmimscrewを5

指,Zimmer社製Herbertminibonescrewを1指

ACUMED社製AcutrakfUsionを2指に使用した．

術後は瘤痛が軽減するまでの短期間簡単な外固

定を行い,可及的早期より指ROM訓練を行った

【結果】3カ月以上経過観察可能であった9例16

指全例で骨癒合は得られ，瘻痛は消失していた

また隣接するPIP関節の可動域制限が術前より

増悪している例は認めなかった．合併症として

感染等は認めなかったが，小指の1例で爪変形を

認めた．

【考察およびまとめ】HCSによるDIP固定術は

優れた癒合率が得られた手技は簡便で強固な

固定が得られるため，早期からのリハビリテー

ションが可能であるが，不適切な設置は爪変形

や偽関節へ繋がるため,implantの選択とその設

置には配盧が必要である．特にDTJは近位ねじ

径が4.0mmと太く，末節骨を穿破するおそれが

あるため注意が必要である．
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2-6.EP3

Heberden結節に対する樹脂製指サックを

用いた保存療法

ConservativetreatmentofHeberdennodeusing

fingersac

'東海大学八王子病院整形外科，2東海大学医学部

外科学系整形外科，3東海大学大磯病院整形外科

○池田全良'，石井崇之'，小林由香2，

齋藤育雄3，岡義範3

【はじめに】日常診療においてHeberden結節

による手指の瘻痛を訴えて来院する患者は少な

くない．しかしながら加齢現象に起因するselfL

limitingdiseaseとしての認識から，主として消

炎鎮痛剤やテーピングなどの保存療法が行われ

ているが，症例によっては日常の疾痛と不自由

さを訴える場合がある．今回は,樹脂製の指サッ

クを作製し，これを用いた治療の有用性につい

て検討した．

【対象および方法】対象は手指の瘻痛を主訴とし

て来院し,Heberden結節と診断した15例である．

女性14例男性1例であり，平均年齢は58歳である．

罹患指は4例を除いて，両手を含む複数指であり，

粘液嚢腫は3指に認めた痙痛および腫脹の程度

が強い指を中心にDIP関節固定用の樹脂製の指

サックを装着させた．治療効果は，症状の自覚

的評価を瘻痛のVASとQuick-DASHを用いて

検討した．

【結果】樹脂製サック装着後の有効性評価の期

間は，平均4ヶ月であった．全例瘻痛は改善し，

初診時に対する評価時の痙痛VASの改善度は

71.2%であったQuick-DASHの機能障害／症状

の項目は，初診時の33.2から16.4に改善した．ま

た，粘液嚢腫は全例消失した

【結論】Heberden結節に対する樹脂製指サック

の治療で指症状の改善が得られ，粘液嚢腫に対

しても有効であった．樹脂製指サックは，指関

節の安静固定とともにプロテクターとしての意

義が大きい．また，関節に腫脹の軽減に伴い，

装着が弛むことが欠点であるが，装着が極めて

容易であることも利点である．

2-6-EP4

関節リウマチ患者における母指IP関節

固定術の検討

ArthrodesisfOrlnterphalangealjointofThumbin
RheumatoidArthritis

神戸大学大学院整形外科

○国分毅，坂田亮介，名倉一成，

藤岡宏幸，黒坂昌弘

【目的】関節リウマチ(RA)患者における母指

IP関節変形はピンチ機能の障害を来たし，日

常生活動作での支障を来たす．母指IP関節

に著しい不安定性がある場合，当科では従来

K-wireによる固定を行ってきたが，固定性の問

題などから成績不良例を経験している．そこで

我々はより強固な固定を目指して，近年開発さ

れたDTJscrewを母指IP関節固定術に使用し

てきたので，その術後成績を報告する．

【対象と方法】RA患者に対して母指IP関節固

定術を行った12名19指を対象とした．女性11名，

男性1名で，手術時平均年齢は63.1歳（40歳～76

歳)であった．このうち10指に対してK-wireを，

残り9指に対してDTJscrewを用いて関節固定

術を行い，その両者の術後経過を比較した．

【結果】K-wireによる固定を行った10指のうち，

7指に骨癒合が得られていたが3指は偽関節とな

りl指に再手術を行ったDTJscrewによる固

定を行った9指は全例骨癒合が得られていた

K-wire固定で骨癒合が得られた症例のレントゲ

ンでの骨癒合確認期間は平均6.4週(5週～8週)，

DTJscrew固定症例の骨癒合確認期間は平均6.9

週（5週～9週）であった．

【考察】K-wireによる固定で骨癒合が得られず偽

関節となった症例では，固定性不良が原因であ

ると思われたまた,K-wireが長期間皮膚外へ

留置されるため，感染やルースニングの原因と

もなりえる．一方,DTJscrewによる固定では

Screwは骨内に埋没されるため早期より指の使

用が可能であり，また骨癒合率もK-wire固定に

比較して良好であったRA母指IP関節固定術

においては強固な固定力が得られる内固定材料

の選択が重要であると思われた．
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2-6-EP5

尺側手根中手関節脱臼骨折の治療成績と

解剖学的検討

SurgicaltreatmentfOrfracturedislocationofthe

ulnarcarpometacarpaljoints

'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】第50回本学会で，新鮮凍結屍体を用いた

手根中手関節（以下CM関節）靱帯の付着部面

積の解剖学的検討を行った．今回その結果に基

づき，転位のある尺側手根中手関節脱臼骨折に

対して手術治療を行い，その病態と治療成績の

検討を行った．

【対象及び方法】症例は15例15指（男性14例，女

性l例)，平均年齢29歳,平均経過観察期間1年3ケ

月である．受傷機転はバイク転倒6例，殴打5例

転倒3例，その他1例であった罹患関節は第

5CM関節8例，第4,5関節7例で,4例に有鉤骨体

部骨折の合併していた．受傷から手術まで平均

13日で，全例観血的にCM関節を鋼線で整復固

定し，有鉤骨背側骨片に対しては鋼線やScrew

固定を加えた．術直後より手指可動域訓練を行

い，手関節背側シーネ等で約3週間固定した．

【結果】全例骨癒合し，瘻痛，再脱臼，握力低下，

手指関節可動域制限を認めず，仕事やADLに支

障はなかった．

【考察および結論】第4,5CM関節は第2,3CM関

節と比較して，解剖学的に靱帯性及び骨性支持

が弱いために，尺側CM関節脱臼骨折では尺側

手根伸筋腱等により転位が生じやすく整復後も

不安定なことが多い．今回の検討でも全例で整

復位保持のためにCM関節の鋼線固定を要して

いた．関節内に転位骨片を伴う場合は，骨片に

CM関節靱帯（背側第4中手骨一有鉤骨靱帯や背

側第4中手骨一有鉤骨一第5中手骨靭帯）が付着し

ていることが多いので,CM関節の安定化と関

節症の予防のためにはできる限り解剖学的整復

位で骨片を固定するのが肝要と考えられたし

かし有鉤骨背側骨片が非薄化あるいは粉砕して

いる場合は，骨片の固定が困難なためCM関節

の鋼線固定や隣接中手骨との鋼線固定が有効と

思われた診断として有鉤骨等の関節内骨片の

有無とその大きさ，転位の確認にはCTが有用

であった．

2-6-EP6

AcutrakMini(ACUMED)を用いた母指

CM関節固定術の治療経験

ScrewfixationwithuseofAcutrakMini(ACUMED)

mtrapeziometacarpalarthrodesis

奈良県立医科大学整形外科

○清水隆昌，矢島弘嗣，小畠康宣，

村 田 景 一 ， 土 肥 義 浩

【目的】母指CM関節症はEaton分類に基づき様々

な治療法が選択される．その中で母指CM関節

固定術は除痛効果，母指安定性の獲得に優れて

おり有用な方法である．我々はAcutrakMini

(ACUMED)を用いた母指CM関節固定術を施行

しているので，その治療成績，問題点について

検討を行った．

【対象と方法】対象は2006～2008年の間に

AcutrakMini(ACUMED)を用いて母指CM関

節固定を施行した10例（男性1例女性9例）で，

平均年齢は61歳(51～72歳),手術側は右4例，

左6例,Eaton分類でstagellが4例,stagelllが6

例であった．手術は全例観血的に施行し1週間の

外固定のあと自動運動開始したこれらに対し

て骨癒合期間，可動域，握力，ピンチカ,VAS,

DASH,術後合併症について検討を行った

【結果】骨癒合は偽関節となった1例を除き平均

3ヶ月であった．母指・示指間の関節可動域は平

均で掌側外転73.,僥側外転53｡,Kapandjitest

で平均grade8であった握力は平均23kg(対

健側比94%)，ピンチカは平均でtippinch2.7kg,

sidepinch3.8kgと改善を認めた平均でVAS

は73から14,DASHは25.5から12.4と術前後で有

意に改善を認めた．術後STT関節,MP関節に

関節症を認めた症例はなかった．偽関節は1例に

認め発生率は全体の10％であり，この'例に再固

定術，僥骨神経知覚枝障害を認めた1例に神経剥

離術を施行した．

【考察】母指CM関節固定術には様々な方法が存

在するが，本法は強固な固定により固定期間が

短く偽関節の発生率も他の方法と比較し遜色な

かった．また基本的に抜釘の必要もなく低侵襲

であり非常に有用であると考えられた．
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2-6-EP7

母指人工CM関節置換術の治療経験

一術後5年以上の中期成績・固定術と比較
して一

ExperienceofTrapeziometacarpalProsthesisfOr

thumbCarpometacalpalOsteoarthritis

慶應義塾大学整形外科

○中山政憲，池上博泰，中村俊康，

田邊剛，戸山芳昭

【はじめに】母指CM関節症は手関節僥側部痛の

原因として頻度の高い疾患であり，保存療法無

効例に対しては手術療法が行われる．今回われ

われは母指CM関節症に対し人工CM関節置換

術を施行し，5年以上の中期成績を得たので報告

する．

【症例】1996年10月より人工関節置換術を行っ

た10人10指（男性2指，女性8指）を対象とした．

手術時年齢は60～90歳（平均69.8歳)，術前の

Eaton分類でstage2が2例stage3が8例であった．

術後の経過観察期間は2～86ケ月(平均43.4ケ月）

であった．人工関節の機種はAVANTA(SBi社)8

例,SWANSON(Wrightmedical社)2例であった

後療法として全例に術後4週間のギプス固定を行

い，その後可動域訓練を開始した全例安静時

ならびに動作時に瘻痛を認めなかった．また術

後の可動域も全例良好であった．一部の症例で

はピンチカの低下がみられた．

【考察】母指人工CM関節は実際の生体構造に似

た鞍状構造をしており，術後の可動域は良好であ

るが，ピンチカは健側に比べ低下する．このこと

から，人工CM関節置換術は日常生活動作にお

いて強いピンチカを必要とせず，かつ巧綴作業を

要する患者には大変有効な手術であると考える．

人工関節置換術には人工関節自体の摩耗やゆる

み，脱臼，感染などの問題がある一方で，固定術

の欠点は患者の日常生活，仕事趣味などに応じ

て求められる角度が微妙に異なるため，それを術

前に決めることが難しく，場合によっては術後思

わぬ愁訴が出現することがある．ゆえに患者背景

を含めた術前の評価が極めて重要であり，それに

基づいて適応を分ける必要がある．

2-6-EP8

当院におけるTFCC損傷の治療成績

TreatmentfbrTriangularFibrocartiliageComplex

Lesionsmourhospital

'みつわ台総合病院，2山梨大学医学部整形外科学

教室

○有薗行朋l,佐藤信隆2,穴山聡2,

長澤晃樹2，浜田良機2

【はじめに】当院では，手関節尺側部痛が継続

し，尺骨頭ストレステストが陽性で，関節造影，

MRI等の画像所見から手関節三角線維軟骨複合

体(TFCC)損傷と思われる症例に対しては,1ヶ

月程度の安静固定などの保存療法を行っている．

そして，症状の改善がなく日常生活の障害を見

る症例に対しては，手術を施行している．今回

それらの手術成績を検討したので報告する．

【対象・方法】症例は男15例，女6例，年齢は35

から71歳,平均50歳.外傷歴を有するものは17例，

ないものは4例で瘻痛発生から手術までの期間は

平均5か月である．損傷タイプはPahner分類で

ClasslAが5例,1Bが3例,変性断裂の2Aが2例，

2Bが5例,2Cが1例,2Dが1例，表層部分断裂

が4例であった．合併損傷はS-L靭帯損傷とL-T

靭帯損傷が各2例,DRUJ不安定性をみるものが

2例,Ulnarvarianceは最大5mmの平均0.9mm

であった．手術はlAに対しては全例鏡視下部

分切除術を施行，表層部分断裂に対してはトリ

ミングのみが施行されていた.1Bでは2例に直

視下縫合術，1例に鏡視下縫合術が，変性断裂例

では全例に鏡視下部分切除術が行われ,UV5mm

の症例のl例では尺骨短縮術が追加されていた

また,S-L靭帯損傷の1例には靭帯再建術，表

層部分断裂のみで高度の回内外制限のある1例に

は,Hemiresection-interpositionarthroplastyが

施行されていた．

【結果･考察】Cooneyの評価法では80から120点，

平均108.8点でExcellentl6,Good3,Fair2関

節であった握力は健側比で68.9から82.3％に改

善していた.TFCC損傷に対する21例の治療成

績はおおむね良好であったが,Cooneyの評価で

Excellent以外の症例のうちGood3例,Fairl例

は変性断裂例であった．これは変性断裂例に対

する鏡視下部分切除術の限界を反映した結果と

考えている．
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2-6-EP9

尺骨茎状突起骨折に対するUSI-Plateの

使用経験

TheTreatmentofUInarStyloidFracturesusing
USI-Plate

'城東社会保険病院整形外科，2千葉大学大学院医

学研究院整形外科学

○斉藤忍1,村澤光洋1,樋渡龍l,

岩倉菜穂子2

【目的】尺骨茎状突起骨折は偽関節となることで，

それ自体が瘻痛の原因となるばかりでなく，遠

位僥尺関節の不安定性を惹起し，また尺側手根

伸筋腱を刺激し腱鞘部痛を引き起こすこともし

ばしば臨床の場で経験する．それゆえその固定

の有用性についての報告も数多くなされている

が，固定法に関して論じられることは比較的少

ない．今回我々は尺骨茎状突起骨折専用プレー

トであるUlnarStyloidlmpactionPlate(USI-

Plate)を用いた治療を経験したので報告する．

【対象と方法】対象は僥骨遠位端骨折を伴った尺

骨茎状突起新鮮骨折が6例，また僥骨遠位端骨

折後変形治癒に伴うものなど陳旧例3例であっ

たこれらの症例に対しUSI-Plateによる固定

を行った．また僥骨遠位端骨折を合併する例で

は榛骨を掌側ロッキングプレートにて固定した

後療法は，全例術翌日より手関節可動域訓練を

行った

【結果】術後感染を起こしたものはなく，プレー

トによる尺側部の痕痛を訴えるものもみられな

かった骨片整復固定は概ね良好であったが，骨

片が小さかった2例で術後骨片の転位を認めた．

【考察】尺骨茎状突起骨折に対する固定法として

は,tensionbandwiring法などwireを用いるも

のが一般的である．しかし挿入したwireが皮唐

を刺激し，尺側部痛の原因となること，また感染

を引き起こすことが危倶される．今回我々が使

用したプレートは，厚さ1mmと薄く皮層刺激症

状が少なく，また尺骨茎状突起をフックとスク

リューで固定することが可能なため，強固な初期

固定が期待される．ただし2例で術後骨片の転位

を認めたことより，小さな骨片の固定，過度の早

期手関節運動は慎重に行うべきと考えた

2-6-EP10

プレートを使用した前腕骨短縮骨きﾚﾉ術

の臨床成績の検討～キーンベック病，

尺骨突き上げ症候群について～

ClinicalresultoffOrearmshortningosteotomy

fbrKineb6chdiseaseandUlno-carparlabutment

syndrome

愛媛大学運動器学

○森 実圭今井

山本晴康

浩，竹葉
巳一p一三

存，

【緒言】前腕骨短縮骨切り術に対してこれまで

Synthes社製DCPplate,瑞穂社製J-plateを用

いてきた．今回それらの臨床成績にていて検討

したので報告する．

【対象，方法】2000年1月から2008年8月までに前

腕骨短縮骨きり術を施行した症例18例（男性10

例,女性8例)を対象とし,DCP-plate使用群(D群）

は8例，瑞穂社製J-plate使用群(J群）は10例

であった．平均年齢は42．2歳（1480歳)，疾患

の内訳はキーンベック病にて僥骨短縮骨きり術，

榛尺骨同時短縮骨きり術施行例が10例(D群5例，

J群5例)，尺骨突き上げ症候群にて尺骨短縮骨切

り術を施行例が8例(D群3例,J群5例）であっ

た．術前後の手関節,前腕可動域,握力について，

また各群での骨癒合までに要する期間について

比較検討した

【結果】可動域，握力の健側比は術前の掌屈67.

7％，背屈78．3％，回内88．6％，回外91．1％，

握力57％から，術後掌屈78．9％，背屈90.1%,

回内96.1%,回外96.7%,握力80.4%に改善

した．このうち握力については有意差を認めた．

(p=0.0018)骨癒合までに要した期間はD群で平

均15.7週(12-20週),M群で平均15.8週(6-30

週）であり，各群間での有意差は認めなかった

【考察】前腕骨短縮骨切り術を行なうことにより

握力の低下が懸念されるが，瘻痛が緩和するこ

とで有意な改善を認めたと考える．骨癒合不全

を回避するため，骨きり部への圧迫力，強固な

固定が得るためにこれらのプレートを使用して

いる．

【結語】前腕骨短縮骨きり術を施行した症例にお

いて良好な臨床成績を認め，特に握力で有意に

改善していた．骨癒合についてはプレート間で

の有意差は認めなかった．
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2-6-EPll

開業外来診察における尺側手関節痛の病

態と診断

UlnarwristpaincausedbythelesionaboutECU
subsheath

よしだ整形外科

○ 吉田竹志

【目的】尺側手関節部痛は日常診療でよく遭遇

する訴えである．とくにUlnocarpalabutment

syndrome,TFCC損傷は有名であるが，一般開

業医としてみる症例にはこれらと異なる病態を

頻繁に経験する．開業医診察における尺側手関

節部痛の原因，診断とその意味を検討した．

【方法】開業以来過去3年間に来院した尺側手関

節部痛の患者について外傷歴の有無尺側手根

伸筋（以下ECU)腱鞘部，遠位僥尺関節部，尺

骨手根骨間関節部の圧痛の有無に加えCarpal

supinationtest(肘屈曲90°にて手部最大回外時

の痙痛),Shakehandsign(手関節の尺屈強制時

の瘻痛)，の有無を検討したまた最近の症例で

ECU腱鞘が原因と考えられた6例に回外位2xial

でのMmを実施検討した

【結果】症例は81例平均年齢39歳,外傷例は50例，

不明は31例である.ECU腱鞘の圧痛ありは42例

と特に頻度が高く，尺骨手根骨間関節の圧痛あ

り29例，遠位僥尺関節部の圧痛ありは8例である．

Carpalsupmationtest陽性54例,Shakehand

sign陽性22例であった．ECU腱鞘に圧痛がある

ものでCarpalsupinationtest陽性率は85%と高

かった.MHを実施した半数にECU腱鞘の脱臼，

亜脱臼，腱鞘の輝度変化が存在した

【考察】開業医の外来での尺側手関節痛は外傷例

が多くECU腱鞘に由来する疾患頻度が非常に

高い．尺側手関節部痛のスクリーニングとして

Carpalsupinationtestは有用であり，このテス

トはECU腱鞘の圧痛と相関性が高くECU腱鞘

およびその周囲の組織損傷の存在を示唆する．

回外位でのaxialMR画像ではECU腱鞘の脱臼，

亜脱臼を認めECU腱鞘の損傷の頻度が高いこと

を示唆する．

2-6-EP12

X線イメージ下での遠位僥尺関節軸平面

像の描出と不安定性動的評価の試み

VisualizationofDRUJaxialplaneanddynamic

evaluationofDRminstabilityunderx-rayimage
intensifier

聖隷浜松病院手の外科・マイクロサージャリー

センター

○神田俊浩，大井宏之，向田雅司，

高 橋 勇 二 ， 斎 藤 英 彦

【目的】遠位僥尺関節（以下DRUJ)の不安定性

の評価法にはいまだ明確な手法がない．徒手検

査のみでは正確さに欠け,CTではDRUJの形

状は評価できても不安定性を動的に評価するこ

とは難しい．今回私たちはX線イメージを用い

てDRUJ軸平面像を描出し，掌側・背側への不

安定性を動的に評価する試みを行ったので報告

する．

【対象と方法】H19年5月からH20年3月までに掌

側ロッキングプレートの抜釘術を受けた榛骨遠

位端骨折16例を対象とし，抜釘術の際に伝達麻

酔下にDRUJの不安定性を評価した．

【評価方法】肩関節外転90.,軽度外旋させ，肘

関節屈曲80～90.,前腕中間位，手関節はでき

るだけ背屈位とし，イメージを垂直に透視する

とsigmoidnotchと尺骨頭を軸平面像で描出する

ことができる．透視しながら尺骨頭に背側・掌

側へストレスを加え,sigmoidnotchの前後径に

対する尺骨頭の偏位の割合を調査し，関節鏡所

見・臨床症状と照らし合わせた．

【結果】16例中13例は掌側・背側とも20%未満の

偏位であった．掌側へ30%以上偏位したものが

2例，背側へ30％以上偏位したものが1例であっ

たこの3例はイメージ上明らかな不安定性とし

て見ることができた有症状のものは掌側不安

定性を示した1例のみであった関節鏡所見での

TFCC所見は，不安定性を示した3例すべて僥側

断裂であったが，安定例13例中の9例にも僥側断

裂を認め，関節鏡所見で不安定性を推測するこ

とはできなかった．

【考察】本手技によりDRUJの軸平面は描出可能
であり，掌側・背側への不安定性を術中に動的

評価が可能である．今後はその他の手関節疾患・

外傷や骨折内固定時における評価法として応用

することができると考えられる．
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2-6-EP13

陳旧性Galea"i骨折に対するTFCC縫合

および再建術の必要性

RepairandreconstructionoftheTFCCinchronic

Galeazzifracture-dislocation

慶應義塾大学整形外科

○別所祐貴中村俊康，佐藤和毅，

戸山芳昭，池上博泰

【はじめに】陳旧性Galeazzi骨折に対し，僥骨や

尺骨の矯正骨切り術に加え,TFCCの修復を行っ

た症例について検討した．

【方法】症例は8例8手，全例男性で，右5，左3手，

年齢は14～40歳(平均24歳)であった．初期治療，

再治療法，臨床成績について検討した

【結果】初期治療はすべて他の医療機関で行わ

れた．詳細は保存1例，僥骨ピンニング2例，僥

骨ピンニング＋創外固定2例，僥骨プレート固

定3例であった．初療時に尺骨茎状突起骨折は6

例に認め,1例でのみ骨接合術が行われていた．

TFCCに対する処置が行われた症例はなかった．

受傷から再治療までの期間は3～33ヵ月，平均

8カ月であった．全例著明な回外制限を呈してい

た．当科での治療は僥骨矯正骨切りを4例，尺骨

形状突起矯正骨切りを2例，尺骨形状突起偽関節

手術2例に行い,TFCC再建をl例,TFCC直視

下縫合を7例に行った．全例で回外の改善を認め

たが，2例に再度授動術を要した

榛骨の矯正骨切りを要したのは初期治療でプ

レート固定を行なっていなかった例であった．

臨床成績は優5例，良2例，可l例であった

【考察】今回の検討で，陳旧Galeazzi骨折で，僥

骨の矯正骨切り術を要した例は初療時に保存療

法やピンニングを選択した症例であり，初療時

にプレートによる強固な固定が薦められる．後

にTFCCの修復を要した例は尺骨茎状突起骨折

を放置したもの,TFCC損傷の治療を行わなかっ

た例であった．陳旧例であっても尺骨茎状突起

骨折変形治癒やTFCC損傷に対し，茎状突起矯

正骨切り術,TFCC縫合術や再建術などの適切

な治療を行えば，良好な成績が得られた

2-6-EP14

外傷性遠位僥尺関節不安定症に対する靱

帯修復術の検討

OperativeTreatmentfbrTraumaticInstabilityof

theDistalRadioulnarJomt

熊本整形外科病院

○田嶋光，矢渡健一，清田光一，

金崎彰三

【目的】X線上亜脱臼が無いか軽度で，僥骨骨折

合併の無いTFCC損傷による外傷性遠位僥尺関

節（以下DRUJ)不安定症は，診断が遅れ病態

把握治療法上も問題がある.TFCC修復に周

辺組織の補強を加えた我々の修復法，損傷病態

治療成績を検討する．

【対象方法】2008年までの症例は13歳から41歳，

多数は30歳以下，男14例女7例21例，手術までの

期間は6日から1年11ヶ月,1ヶ月以内5例6ケ

月以内11例6ケ月を越えて5例全例背側への不

安定性で,CT所見は21例中Mino法で12例が背

側転位，回外回旋転位15例,MRIは12例が小窩

での断裂，関節鏡11例中3例は不明，僥骨付着部

断裂2例中央部断裂3例，尺側の堤防状隆起3

例（小窩での剥脱)．手術法は茎状突起骨折固定

2例，小窩縫着16例内6例は部分断裂2例は非断

裂，僥骨尺骨切痕での縫合3例背側僥尺靭帯縫合

4例掌側靭帯縫合1例尺側部縫合1例，以上の修

復に加え，伸筋支帯による補強追加6例，背側

榛尺靭帯縫縮11例,DRUJ仮固定15例，尺骨短

縮を2例に追加

【結果】術後6ケ月以上21例のJSSH手関節評価

では,Excellentl6例Good4例Fairl例，中村

の回旋可動域・瘻痛・不安定性の3項目評価で

は優8例良ll例可l例不可l例．

【結論】新鮮小児例，新鮮成人軽症例は回外位固

定，装具，経過観察を適宜選択受傷後3ケ月

までは修復術か，装具・生活指導で経過観察を

選択,新鮮高度不安定性例,保存療法不可例3ケ

月以降の陳旧例は修復術の適応とし，受傷後1

年までは修復術が可能．本損傷は種々の病態に

よるTFCC周辺部損傷により,尺骨小窩,背側部，

僥骨起始部での断裂が多いが，数カ所の損傷が

混在している．小窩での部分損傷，陳旧例では

損傷状態が明確でなく，安定には再縫着に加え

て背側僥尺靭帯の縫縮が有効である．
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2.6-EP15

遠位僥尺関節不安定症に対する遠位僥尺

関節制動術(Hui-Linschid法）

Areconstructiveprocedure(Hui-Linschidmethod)

fbrdorsalsubluxationofthedistalradioulnarjoint

溝口外科整形外科病院

○村田大，小島哲夫，溝口知行，

上 新 淑 文 ， 小川光

【目的】遠位僥尺関節不安定症に対し比較的稀な

Hui-Lmschid法を施行した症例を経験したので，

これを報告する．

【対象と方法】対象は当院において1999～2008

年までの期間上記手術を施行した9症例（男

性6例，女性3例)，年齢は15～48歳（平均32

歳）である．全例に外傷歴があり,pianokey

sign陽性であった受傷～手術までの期間が2

～33ケ月（平均12ケ月),術後経過観察期間は1

～22ヶ月（平均7.44か月）である．麻酔は全て

腋窩麻酔で行った（3例に局所静脈麻酔を併用)．

掌側よりアプローチし，豆状骨より近位7cmの

位置でFCUを半切し豆状骨まで縦切する．これ

を骨孔を開けた尺骨遠位端に通し，断端を豆状

骨に逢着する．術後は上腕～MPまでシーネ固

定を3～4週（平均3.6週）行った．

【結果】手術時間は45～90分（平均64分),出

血量は全例で少量最終調査時excellentが3例，

goodが6例，全例でpianokeysignは消失して

いた．2例で軽度の可動域制限を認めた．

【まとめ】術後成績は良好で本法は遠位僥尺関節

不安定症に有用な手術法と考えられる．

2-6-EP16

僥骨遠位掌側プレート：抜釘術は必要か

ThenecessiOﾉofremovalagainstvolarlockngdistal

radialplate

名古屋第一赤十字病院整形外科

○服部達哉，堀井恵美子

【目的】僥骨遠位端骨折の治療方法として掌側プ

レートはよく用いられるが，背側プレートと異

なり，これを抜釘すべきかについての検討は少

ない．抜釘術の有効性を主観的かつ客観的に評

価したので報告する．今回我々は僥骨遠位端骨

症例における抜釘症例につき検討したのでこれ

を報告する．

【方法】2006年7月から2008年7月までに当施

設にて行った僥骨遠位端骨折のプレート固定

例35例中，23例66％に抜釘術を施行した．プ

レートはSynthes社LC-DRP18例,Stryker社

SmartLock2例ミズホ社DRV2例BEST社

ALIANSl例を使用し，骨折型によってはK-wire

も追加使用した多発外傷・創外固定併用例は除

外した．このうち評価可能であった18例を対象とし

た男性7例,女性11例で手術時年齢は平均52.6歳

(21～73歳）であった骨折手術後平均24週(13

～48週）で抜釘を行った評価は，抜釘直前と

最終経過観察時に行い評価した．客観的評価とし

て手関節可動域を測定し,QuickDASHとHand

20を用いてADLの評価を行った．

【結果】術前の平均可動域は背屈49.4度，掌屈

49.2度，回内72.2度，回外87.1度であった．術後

平均可動域は，背屈55.1度，掌屈51.9度であり，

回内77.1度，回外88.1度であった背屈と回内に関

しては有意に改善を認めた．抜釘術の合併症とし

てはl例に手掌部の庫れの訴えを認めたが改善して

いる.QuickDASHは術前平均14.4点から，術後

は9.0点に,Hand20は術前平均10.1点から,術後8.2

点になり，どちらも抜釘後に改善傾向を認めた

【考察】プレート固定の欠点の一つに抜釘術が必

要なことが挙げられる．今回の調査で，腱損傷

などの遅発性の合併症を回避するのみでなく，

可動域･ADLの改善なども認められたプレー

トの形状の改良は進んではいるが，現時点では

抜釘術は有用であると考えられた
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2-6-EP17

榛骨遠位端骨折後の骨粗霧症治療に関す

る整形外科医の認識

Osteoporotictreatmentafterdistalradiusfracture:

Orthopaedicsurgeons!recognition

'信州大学医学部運動機能学講座,2金城学院大学，

3かみむらクリニック

○内山茂晴1,池上章太1,上村幹男3,

今枝敏彦2，加藤博之！

【目的】脆弱性僥骨遠位端骨折は骨粗瘻症を基盤

として生じることが多く，将来の大腿骨近位部

骨折(ProximalFemoralFracture:PFFx)のリス

クが高い．この患者群に適切なケアを行うこと

によりPFFx数を減少させることが理論上可能

であるが，医療現場ではどの程度の認識がある

のかは不明である．この研究では整形外科医の

認識を調査した．

【方法】県内の整形外科医215名にアンケートを

送付した返信は164名76%で，病院勤務77%,

開業21%,卒後年数は10年未満,10-20年,20-30

年，30年以上それぞれほぼ同数であった質

問内容は1)脆弱性骨折が薬物治療開始の基準

であることを知っているか，2)榛骨遠位端骨折

はPFFxのリスクが高いことを知っているか3)

僥骨遠位端骨折後に薬物治療を行うか4)投与

薬物の種類について5)骨折後ビスフオスフオ

ネート(BP)開始時期とした．それぞれの項目

の回答に対して卒後年数や勤務先の影響をロジ

ステイック回帰で分析した．

【結果】質問lで，知っている，との回答は約

80％，質問2は70％と比較的高値であっ

た．質問3に対して積極的に投与するという回

答が30％と低かった質問4投与薬物につい

てはBPが50%と最も多かった．質問5のBP

の投与時期については，骨折直後が30％,骨折

治癒後が30％であった．卒後年数が長いと脆弱

性骨折が薬物投与の開始基準であることを知

らない傾向があった(p=0.009,オッズ比:0.945,

95%CI:0.905-0.986).考察2006年骨粗霧症治療の

ガイドラインが公開され，多くの整形外科医は

脆弱性骨折が薬物治療開始の基準であることを

認識している．しかし僥骨遠位端骨折後に，薬

物治療等を積極的に開始することは少ない．こ

れは外来が多忙であることや，薬物の効果に対

する疑問更にBPの骨折後投与開始時期が不

明なためと考えられる．

2-6-EP18

僥骨遠位端掌側ロッキングプレート固定

術後に生じる長母指屈筋腱損傷の危険因

子の検討
ClinicalAssessmentfortheRiskFactorofthe

RaptureoftheFlexorPollicisLongusafterVolar

PlatmgoftheDistalRadius

'香川大学医学部整形外科教室，2屋島総合病院整

形外科

○中村修'，加地良雄l,今泉泰彦1,

山本哲司l,香川好男2

【目的】僥骨遠位端骨折の掌側ロッキングプレー

ト固定術後の合併症として長母指屈筋腱(FPL)

損傷が知られている．今回，術後にFPL損傷が

生じる危険因子について検討した．

【対象と方法】対象は掌側ロッキングプレート固

定術を施行した58例のうち抜釘を行った18手(平

均年齢59.5歳)．骨折型は,AO分類A14例,B2

例,C2例．機種はDRP(Synthes)8例,Acu-lock

(小林メディカル）2例,Stellar(日本ユニテック）

8例であったこれらの症例に対し術後の僥骨

遠位関節面からプレートまでの距離(JPD),volar

tilt(VT),radialinclination(RI),ulnarvariance

(UV)を計測した．また，抜釘時の腱損傷の有無，

プレートの軟部組織による被覆の状態を調査し

た．

【結果】JPDは平均3.77mm.VT,RI,UVの平均

はそれぞれ9.77｡,22.83｡,1.44mmであったF

DP断裂を生じたのは1例あり，この症例では

JPD3mm,VT1｡,RI17｡,UVOmmであった．

腱にささくれが認められたものは2例あり，こ

れらの症例ではJPD4mm,VT9｡,RI27｡,UVO

mmおよびJPD3mm"T12｡,RI22｡,UVOmm

であった．これらFPLの障害を認めた3例では

障害部でプレートが露出していたが残りの症例

ではプレートは軟部組織で覆われていた．

【考察】FPL断裂の危険因子としてwatershed

lineを超えるなどプレートの不適切設置が注目さ

れているが今回の結果ではプレートの設置位置

や矯正角度と腱損傷の間に明らかな関連は認め

られなかった．一方，腱の障害を認めた全例で

プレートが露出していたことから手術時プレー

トを軟部組織で覆うことの重要性が示唆された．
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2-6-EP19

背側ロッキングプレート固定による僥骨
末端骨折の治療成績

OutcomeofDistalRadiusFractureusingDorsal

LockingPlateSystem

'大阪府済生会中津病院整形外科，2浩人会南堺病

院

○安藤佳幸'，安田匡孝'，片岡威博'，

大橋弘嗣1，釜野雅行2

【目的】近年，僥骨末端骨折に対して掌側ロッキ

ングプレート(VLP)固定が主流になっている．

しかし,VLPの使用では十分な整復固定を獲得

することが困難な骨折形態も存在する．我々は

そのような骨折に対して背側ロッキングプレー

ト(DLP)を用いており，その成績を調査した．

【対象と方法】2006年11月から2008年3月までに

DLP固定により治療したのは10例（男4,女6)

で，平均年齢は59.6歳，受傷から手術までの平均

期間は7.3日，平均経過観察期間は9.5ヶ月であっ

た背側の骨折線が関節近傍に存在する症例や

背側関節内骨片が粉砕している症例をDLP固定

の適応(AO分類C1:1,C2:4,C3:5)とした

手術では全例Stryker社製のMatrixSmartLock

を使用した臨床成績として，最終観察時の握

力と可動域（健側比）およびDASHscore(4

例）を調査した．またX線学的評価としてvolar

tilt,radialmclination,radiallengthを計測した．

【結果】全例骨癒合を獲得した最終観察時の平

均握力は21.2kg(健側比74.4%),平均可動域は

伸展66.0度（84.6％)，屈曲48.0度（64.4％)，回内

79.0度（97.5％)，回外83.5度（92.8％）であった．

手関節既存障害のl例を除いたDASHscoreの平

均は11.9点であったX線学的に全項目において

術直後と最終観察時との間で有意な矯正位損失

を認めなかった．腱断裂などの合併症やimplant

failureは認めなかった．

【考察】本法により概ね良好な結果が得られた．

僥骨末端骨折で背側の粉砕が強度な場合，掌側

からの数本の螺子による支えには限界があり，

DLPによる面での支えが必要と考えた．

2-6-EP20

陳旧性僥骨手根関節脱臼の一例

NeglectedRadiocarpalDislocation;acasereport

金沢医療センター整形外科

○納村直希，池田和夫

【はじめに】陳旧性僥骨手根関節脱臼という稀な

一例を経験したので報告する．

【症例】28歳男性．スノーボードでジャンプした

際着地に失敗して左僥骨手根関節脱臼を受傷

した．近医で骨折を指摘されたが，整復はされ

ずにそのままギプス固定を7週間施行された．ギ

プス除去後，左手指のしびれ，握力低下および

手関節可動域制限を認めたため，受傷後10週目

に当院受診となった当科初診時の身体所見で

は，手関節背屈-35度，掌屈50度，回内0度，回

外80度握力5kg(健側48kg)および手根管症候

群の合併を認めたX線所見では，舟状骨窩1/3

未満を含む僥骨茎状突起骨折を伴う僥骨手根関

節脱臼を認めた．陳旧性脱臼であったが，若年

者であり，変形治癒部を骨切りし脱臼整復固定

術を施行した．僥骨月状骨窩は搬痕組織で埋まっ

ていたが，これを切除することで脱臼整復が可

能であった．骨折部の固定により僥骨手根関節

は安定化したため，靭帯再建などは施行しなかっ

た．術後4カ月で，手関節背屈30度，掌屈70度，

回内80度，握力20kgまで改善し，僥骨手根関節

の不安定性は認めなかった

【考察】僥骨手根関節脱臼は比較的稀な外傷であ

り，若年層に発生する高エネルギー損傷である．

多発外傷を伴うことが多く，脱臼に伴う手根骨

の靱帯損傷が見逃されることが多いが，本症例

のように脱臼そのものが整復されずに陳旧例と

なった報告はない．本例は掌側僥骨手根関節靭

帯の一部が断裂していたと考えられたが，陳旧

例ということもあり脱臼整復後に骨接合をする

ことで関節の安定化が得られた．短期成績では

あるが，僥骨手根関節の不安定性は認めず，良

好な機能回復を得ることができた今後，変形

性手関節症の発生などに注意して経過観察が必

要である．
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関節探査子を用いた僥骨関節内骨折の探

索と整復

JointProbingTechniqueAsaMethodfOrJoint

fragmentsReductionmlntra-articularFracturesof
theDistalRadius

'佐野厚生総合病院整形外科，2川崎市立病院，

3静岡赤十字病院

○岩部昌平'，藤巻亮二1，清水国章'，

森田晃造2，太田憲和3

【目的】僥骨遠位端関節内骨折の整復の確認には，

X線透視が最も簡易で普及しているが，関節鏡

に比べると精度が低いことが指摘されている．

しかし，関節鏡下での整復操作は非常に煩雑で，

高度の技術が必要である．我々は,X線透視下

での関節内骨折把握の精度向上のために，関節

内プロービング法を実践している．その詳細を

紹介し，治療成績を報告する．

【方法】関節内プロービングには，耳鼻科領域で

剥離子として用いられている金杉式剥離子（以

下プローベ）を用いている．プローベは,第1，2

コンパートメント間ポータルより挿入する．単

独でも関節面全体の触知が可能であるが,X線

透視を併用しプローベの位置の確認を行う．術

中，術前CTで把握していた骨折線を触知でき

たかどうか，関節鏡を併用した例では，転位の

程度を正しく把握できたかどうかを評価した．

術後は，残存転位を単純X線写真で評価した

【結果】僥骨遠位端関節内骨折7例にこの方法

を行った．3例では関節鏡を併用した患者の

内訳は,男6例,女1例,年齢は,37から77歳（平

均53.1歳)，骨折型はAO分類で,C1:1例,C3:

6例であった全ての症例で,CTで把握して

いた関節内の骨折線の全てを触知できたが，段

差よりも間隙は触知しにくい傾向にあった．関

節鏡を併用例では，プロービングで把握した転

位の程度をそのまま確認することができた．術

後の転位残存は,1mm以上の間隙が残存する

ものが1例,1mm以上の段差が残存するもの

が1例であった

【結論】関節内プロービングでは,X線透視で確

認できない転位を捉えることができ，非常に有

用であった．また，整復道具としても有用であっ

た．関節プロービングとX線透視の組み合わせ

で，関節鏡と同程度の骨折転位検知能力を発揮

できることが分かった．

2-6-EP22

高齢女性のAO分類C型僥骨遠位端関節

内骨折に対する関節鏡視下整復固定術と

掌側ロッキングプレート固定術併用での

治療成績

ArthroscopicallyAssistedReductionandPalmar

LockingPlatingfbrAOtypeCIntra-articularDistal

RadiusFracturesintheElderlyFemale

1清恵会病院整形外科，2清恵会病院大阪外傷マイ

クロサージャリーセンター

○寺浦英俊1，坂中秀樹1，五谷寛之2，

察栄美1，山野慶樹2

【目的】掌側ロッキングプレートの開発により骨

脆弱性を有する高齢女性の僥骨遠位端骨折の治

療成績は飛躍的に向上した．また関節鏡の応用

によりAO分類C型僥骨遠位端関節内骨折の治

療成績も改善している．今回高齢女性のAO分

類C型僥骨遠位端関節内骨折の治療成績につい

て報告する．

【対象と方法】60歳以上の女性のAO分類C型僥

骨遠位端関節内骨折のうち術後経過観察が1年以

上可能であった16例を対象とした手術適応は1

人暮らしや日常的に家事をしているなどの活動

性が求められる症例である．年齢61～80歳（平

均69.8歳)，骨折型はAO分類Cl:2例,C2:2

例,C3:12例，経過観察期間は12～17ケ月（平

均13.2ケ月）であった手術は関節外に対して

は掌側ロッキングプレート固定，場合により僥

側プレートを追加，関節内に対しては関節鏡視

下整復固定術を施行したX線学的評価とし

てRadiallnclination(RI),VolarTilt(VT),Ulnar

Variance(UV)の各項目を受傷時，術直後最終

調査時に計測，臨床評価はCooney評価を使用し

た．少数例でDisabilitiesoftheArm,Shoulder,

andHandtest(DASH)を行った

【結果】全例で骨癒合を得た．関節鏡所見では骨

片の数は2～6（平均3.2）個,gapl～6(平均

2.9)mm,stepof0.5～4(平均1.5)mmであっ

た．矯正位損失は16例中2例に認めた.X線は受

傷時，術直後，最終調査時の平均値でRI:12.8,

22.4,22.3,VT:-6.9,6,6.8,UV::3.5,1.3,1.9

で矯正位損失は各々 0.1度,0.8度,0.6mmであっ

た.Cooney評価は55～90(平均82.3)点,優3例，

良11例，可1例不可1例,DASHは6例に行い1.9

~12.5(平均7.15)であった．

【考察】高齢女性のAO分類C型僥骨遠位端関節

内骨折の治療に対して掌側ロッキングプレート

固定と関節鏡視下整復固定を併用することによ

り良好な治療成績を得た．
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僥骨遠位端骨折術後早期の作業療法士の
介入について

Earlyoccupationaltherapyfordistalradius
fraCture

鶴岡市立荘内病院整形外科

○後藤真一，住谷大恵

【目的】ロッキングプレートによって僥骨遠位端

骨折術後早期より可動域訓練が可能となった．当

科でも外固定を術後1週のみとして,早期可動域

回復を目指してきたが,手指拘縮を生じるなど可

動域不良例も存在した.不良例に対しては作業療

法士（以下OT)が介入して拘縮改善を目指し

たが一度拘縮を生じると改善が難しい症例もみ

られた．そこで2006年12月より全症例に術翌日よ

りOTが介入することで拘縮例の減少を目指し

た.今回OT早期介入の導入前後での臨床成績に

ついて調査した

【対象と方法】関節外Colles骨折またはそれに準

ずる関節内骨折93例を対象とした.OT早期介入前

の2005年2月～2006年11月までの43例(介入前群）

と2006年12月～2008年3月までの50例(介入後群）

について比較した.早期介入の方法は,術翌日,術

後1,2,4週にOTより可動域訓練施行,自宅訓練の

指導を受けることとし,可動域不良例は改善までそ

の後も継続することとした.術後12週での可動域，

手指拘縮の有無,握力について比較した．

【結果】術後12週時の可動域,握力は介入前群が

健側比で伸展80.2％,屈曲70.6%,回内91.4%,回

外92％,握力64.1％であった．介入後群は,伸展

79.1％,屈曲67.7％，回内91%,回外90.8%,握力

59.6％であり，両群に優位差はなく，むしろ介入

前群が良好な傾向があった.手指拘縮例は介入前

群43例中5例,介入後群50例中2例と介入後群に少

ない傾向ではあったが有意差を認めなかった．

【考察】本研究では介入前後に手指拘縮症例が

減少する傾向はあったものの全体に優位差はな

かったが,それ以外にもOTとの連絡が密とな

り，患者の状態の把握,情報の共有の面では効果

があった.一方,早期介入前は計164回のセラピー

が施行されていたが,早期介入後は計389回と，

施行回数は2倍以上となりOT,患者の負担は増し

た.今後は費用面も考盧したプログラムも必要と

考えられる．

2-6-EP24

生体内におけるp38MAPKを介した神経
再生制御機構：遺伝子改変マウスを用い

た個体レベルでの検討

Involvementofp38MAPKinregulatoly

mechanismofnerveregenerationusingknock-in

miceexpressingp38mutant

'埼玉医科大学整形外科，2埼玉医科大学分子生物

学講座，3三重大学医学部生化学講座

○加藤直樹l,松本征仁2,緒方正人3,

禾泰壽2，織田弘美！

神経損傷後の炎症はWallerian変性とその後の神

経再生において重要な意味をもつことは知られ

ており，炎症を制御することで神経再生を促進

できる可能性が示唆されてきた．こうした炎症

に関わる刺激は，細胞内でMAPKと呼ばれるセ

リン／スレオニンリン酸化酵素の活性化を介し

て伝達される．このMAPKの1つであるp38は

抗炎症薬の標的分子として同定された経緯から

も，炎症の制御分子として，また，炎症治療の

分子標的として注目されている．これまでp38q

遺伝子破壊マウスが胚性致死をきたすため，生

体内での役割を考察するには限界があった．そ

のため,p38の阻害剤を投与することで個体レベ

ルでの機能解析が行われてきたが，神経再生に

対する機能については相反する結果が報告され

ており，未だ統一した見解に到っていない．ま

た最近になりp38に特異的と考えられてきた阻害

剤が他のシグナル伝達経路も阻害することが判

明し，これまで報告されたp38の生理的意義に

ついては再検討する必要性が生じた．そこで我々

はp38aの基質結合領域に点突然変異を導入した

ノックインマウスを作製し，個体レベルでの圧

挫損傷後の神経再生時におけるp38の機能につ

いて検討した．その結果遺伝子改変マウスに

おいては神経再生が組織学的にも機能的にも有

意差をもって遅延していること，炎症性サイト

カインの変動に違いがあることを見出した．今

回の個体レベルの解析結果から,p38MAPK経

路は神経損傷時において，他のシグナル伝達経

路によって代償されない重要な役割を演ずるこ

とが示され,p38MAPK経路を明らかにするこ

とで神経再生を制御できる可能性があると考え

られた．

本研究の一部は以下の研究助成を受けて行った．

l)平成20年度科学研究費補助金基盤研究(C)

2)第17回落合記念賞研究助成
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末梢神経緩徐伸長法による神経欠損間隙
修復：実験霊長類における治療成績

Repairofperipheralnervegapbydirect

lengtheningofbothstumpsinprimates

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，西浦康正，莎茄拉，

中 島 佳 子，落合直之

【目的】我々は末梢神経欠損間隙に対する新しい

治療法として，末梢神経緩徐伸長法を開発し臨

床応用を目指している．今回，成熟サルの前腕

正中神経を本法により修復することに成功した

ので，修復後の神経再生の結果を報告する．

【対象と方法】成熟カニクイサル3匹を用いた．

前腕部正中神経に15mmの神経欠損を作成した．

神経伸長群(n=2)は，神経両断端を自家作成の

神経伸長器によりlmm/日の速度で20日間伸長

したのち端々縫合した遊離神経移植群(n=1)は

下腿より腓腹神経を採取し，2本のケーブルグラ

フトとして両正中神経に移植した．神経再生の

評価は，正中神経および尺骨神経のMCV,SCV,

SEPと母指外転筋および小指球筋の筋電図検査

を術前および術後経時的に行った術後16週目

に正中神経のNCVおよび母指外転筋・小指球筋

の筋張力測定と筋湿重量測定を行ったのち神経

を摘出した．横断切片の再生軸索数および径を

計測した

【結果】神経伸長群いずれもは20日間の伸長で両

断端が縫合可能距離まで伸長できた毎日の伸

長は無麻酔で行ったが，瘤痛関連行動は全く認

められなかった．支配筋の筋電図は両群で術後8

週頃より導出できた.MCV,SCVおよびNCVは

伸長側では術後16週で健側の60%程度まで回復し

たが，神経移植群では40～50％の回復に留まっ

た筋湿重量は両群で差はなかったが，テタヌ

ス刺激による筋張力は神経伸長群で大きかった

再生軸索数は両群でほぼ同等であったが，再生

軸索径は神経伸長群で明らかに大きかった．

【考察】今回の研究で霊長類においても緩徐神経

伸長法により神経欠損間隙を修復し，良好な神

経再生が得られることが確認できた．本法は末

梢神経の新しい治療法として臨床応用可能と考

える．

2-6-EP26

コラーゲン製人工神経による末梢神経再生
一人工神経の内径による再生の違い一

PeripheralnerveregenerationusmgcoUagentubes

packedwithcollagenfilaments

'名古屋市立大学整形外科，2名古屋大学手の外科

○岡本秀貴'，関谷勇人'，平田仁2，
大塚隆信！

【目的】外傷や悪性腫瘍広範切除などに生じた神

経欠損に対して，従来自家神経移植が行われて

きたが採取部位の障害が生じる欠点がある．我々

はコラーゲン製人工神経を用いての末梢神経再

生を行っているが，実際の臨床では欠損神経の

サイズに合わせて人工神経を選択する必要があ

る．今回，臨床応用を行う前段階として人工神

経のサイズや人工神経内に挿入する神経長に

よって神経再生初期に違いが生じるか検討する

ことを目的とした．

【方法】ウイスターラットの右大腿部脛骨神経(直

径1.0～1.3mm)に5mm欠損を作製し37℃湿潤

時に内径が1mmとなるややtightの人工神経(T

群),内径が1.5mmとなるややlooseな人工神経(L

群）を用いて移植した神経近位端を人工神経

内に挿入するように10-0ナイロンで縫合するが，

T群,L群とも挿入長が1mmの群と4mmの群

を作製した（各n=3).6週間後に移植神経を

摘出して縦切片を作製し断端神経腫の有無，抗

ニューロフィラメント抗体を用いて人工神経近

位部での再生軸索の検討を行った．

【結果】全例で神経腫は認めなかった再生軸索

部分の径はT群近位部0.38mm,中央部0.24mm,

L群近位部0.51mm,中央部0.48mmと内径の大

きいL群で径がやや大きく,T群では近位縫合

部以降の再生神経の狭窄を認めた．

【考察および結語】人工神経の内径が大きければ

再生軸索が伸長するスペースに余裕が出来る．

しかし，挿入量が短いと挿入神経断端が人工神

経から抜けてしまう可能性もある．このため実

際の臨床でコラーゲン製人工神経を用いる場合，

湿潤時内径が欠損神経よりもやや大きい神経を

用いて神経挿入長を可及的に多くする方が望ま

しい．
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逆行性神経トレーサーの有効な使用法と
その問題点

Retrogradelabelinginperipheralnerveresearch

'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1,小室裕造1,

TerenceMyckatyn2,SusanMackinnon2

【目的】逆行性神経トレーサーは，神経が再生し

機能していることを評価する上で最も信頼性が

高いとされ，近年頻繁に用いられている．今回

我々は，代表的な蛍光トレーサーであるFluoro

Gold,FastBlue,及びFluoroRubyについて比較

検討を行ない新しい知見を得たので報告を行う．

【方法】実験には,C57BL/6mice及びLewisrat

を用いた．上記3種類の蛍光トレーサーを3つの

異なる方法で投与した．1つ目は，脛骨神経を切

断しその近位断端に縫着したシリコンチューブ

内に神経トレーサーの溶解液を充満させる方法

(チューブ法)．2つ目は神経トレーサーの溶解液

を腓腹筋内の4カ所に注入する方法（筋注法)．3

つ目はトレーサーの結晶を切断した脛骨神経の

近位断端に顕微鏡下で直接貼付する方法（結晶

法)を行なった神経トレーサーの投与後,チュー

ブ法及び結晶法では5日後，筋注法では6日後に

脊椎を採取し，横断面(40"m)にて，ラベル

されたニューロン数をカウントした．

【結果】ラットモデルで，最も安定した結果が得

られたのはFastblueの結晶法であった．筋注法

はチューブ法の1割程しかラベルされず，チュー

ブ法は結果にややばらつきがあったマウスモ

デルについては,FastBlueの筋注法で最も安

定した結果が得られ,FluoroRubyは結果が不

安定で，筋注法でのラベル数が最も少なかった

FluoroGoldは最も多くのニューロンをラベルす

ることが出来たが，カウントの際に非特異的な

染色を生じるなど，その正確性に問題があると

思われた

【考察】様々な神経トレーサーが存在するが，投

与法により染色のされ方も予想以上に異なった

この評価法は基本的に相対評価となる為，最も

安定した結果を生む方法が重要であるが，実験

モデルにあった投与法やトレーサーを充分に検

討する必要があると思われた

2-6-EP28

反復的圧迫外力による末梢神経障害後の
経時的変化に関する実験的研究

一神経伝導と神経血流の関連一

Chronologicalchangesofperipheralneuropathy

inducedbyexperimentalrepetitivecompression

ofthesciaticnervemrabbit-Relationshipbetween
nerveconductionandbloodnow-

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

○國府幸洋，西浦康正，原友紀，

吉 井 雄 一 ， 落 合 直 之

【はじめに】我々はこれまでに同じ圧迫強度と時

間でも，反復的神経圧迫は持続的なものと比べ

神経伝導障害や神経血流の低下を招くと報告し

た．今回，反復的圧迫外力に伴う末梢神経障害

後の経時的変化を組織学的，電気性理学的に検

討した．

【対象および方法】12週齢家兎45羽を用いた．大

腿中央部で坐骨神経を展開し，神経圧迫部前後

にて複合神経活動電位（以下CNAP)を記録し，

レーザー血流計で圧迫部の神経血流を測定した．

その後，自家考案装置を用い80mmHgで30分間

神経を圧迫した．実験群は持続圧迫群(CC群）

と反復圧迫群(RC群),圧迫器の装着のみを行

うShamop群とし，圧迫後3日,1週,2週（各

n=5)において，同様にCNAP,神経血流を測

定した．神経内血管透過性の評価としてEvans

bluealbumin(EBA)の静脈内投与後に圧迫部神経

を採取し,EBA血管外漏出所見の有無を蛍光顕

微鏡下に観察した．

【結果】RC群3日後において,CNAP振幅と神経

血流はそれぞれ圧迫前の87%,61.5%に低下し，

EBA血管外漏出所見を認めたこれらの変化は

1週後も遷延したが漸次回復し，2週後に正常化

がみられたCC群,Shamop群ともにCNAP

振幅神経血流に有意な変化はみられず,EBA

血管外漏出所見も認めなかった

【考察】RC群においてみられた神経内血管透過

性の充進は，反復的神経圧迫が神経内血管に対

し虚血と再潅流による動的刺激を与え，神経血

液関門を破綻せしめた結果生じたものと考えら

れる．これにより神経内浮腫を生じ神経束内圧

の上昇，神経血流の低下をきたしたと考えられ

る．今回の結果から，反復的圧迫外力により生

じる末梢神経障害の初期病態において，圧迫解

除後にも神経血流の回復は遷延し，これが神経

伝導障害の回復を遷延させる一因であるものと

推察された．
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坐骨神経多重圧迫に対する運動機能回復

効果

Effbctsofrepeatedcrushinjuriesonfunctional

recoveIyofthesciaticnerve

'信州大学医学部整形外科，2信州大学医学部人体

構造学講座

○伊坪敏郎'，加藤博之'，掛川晃2，

横内久美子2，森泉哲次2

【背景・目的】末梢神経に対する圧迫実験モデル

の多くは，強い圧迫力を単1回神経幹に加えてい

る．しかし複数回圧迫モデルの研究は稀である．

本研究ではラット坐骨神経に複数回の圧迫を加

え，この加重圧迫が神経線維の回復速度と回復

程度に及ぼす影響を検討した．

【方法】12週齢のWistar系ラットを用い,A

群(sham群),B群(1回圧迫),C群(2回圧迫),

D群(3回圧迫）を各6匹作成した左側の大腿骨

大転子部よりl.5cm遠位部で坐骨神経幹を展開

し，同神経を鉗子により180秒間圧迫した2回

圧迫群は翌週にその7.5mm近位を同様に圧迫し

た．3回圧迫群ではその翌週に，さらに7.5mm近

位部を圧迫した．各群において最終圧迫後1から

12週までの期間，ラットの後肢両足fOotprint

を毎週採取した．fOotprintから第1-5指間距

離(ETS,NTS)と第2-4指間距離(EIT,NIT)を

測定し,StaticSciaticlndex(SSI)を算出した．

尚,SSI値0から-20を坐骨神経機能正常とし，

同値が-20より低値を坐骨神経機能低下とした

(Brevaretal,JNeurosciMeth2000).

【結果】最終圧迫後6週でのSSI平均値はA群

-ll.87,B群-17.81,C群-20.54,D群-38.7であ

り,D群の神経3回圧迫群では，他群と比較して

有意に坐骨神経機能(SSI)の回復が遅れて

いた(P<0.05).また最終圧迫後12週のSSI平均

値はA群-6.14,B群-3.81,C群-20.11,D群

-27.9であり,D群においてのみ坐骨神経の完全

回復が得られなかった．

【考察】末梢神経に対する複数回の圧迫では，単

1回の圧迫に比較して回復速度が遅く，特に3回

以上の圧迫では最終的に正常運動機能が得られ

ない事が示唆された．

2-6-EP30

ラット坐骨神経切断モデルの後根神経節

ナトリウムチャネルにおけるカルシトニ

ンの作用

TheeffectofCalcitoninontheSodiumChannelof

DorsalRootGanglionafterSciaticNerveAxotomy
mRats

大阪医科大学整形外科

○大野克記，横田淳司，廣藤真司，

白井久也木下光雄

【はじめに】神経切断後の瘤痛発現機序の一つに，

断端神経腫にナトリウムチャネル(Naチャネル）

が蓄積し自発放電することが挙げられる．近年，

カルシトニン(CT)が後根神経節(DRG)におけ

るNaチャネルの発現変化に関与し,瘻痛を抑制

すると報告されているが詳細な機序は不明であ

る．そこで，ラット坐骨神経切断モデルにCTを

投与し,Naチャネルの発現変化を調べた．

【対象と方法】麻酔下に雄性SDラットの右坐

骨神経を切断し，翌日より14日間CTを20単位

/kg/day皮下注射した群をC群(n=7)とし,CT

の溶媒のみを同様に投与した群をV群(n=9)と

した．更に,坐骨神経の展開のみ行い,溶媒を投

与した群をS群(n=5)とした.注射終了後翌日

に第4,5腰神経のDRGを採取し,Naチャネルのう

ちテトロドトキシン感受性のNav1.3と抵抗性の

Nav1.8,Nav1.9のmRNA発現をReal-TimeRT-

PCR法で定量し比較した．

【結果】C群刀群では全例断端神経腫を形成して

いた.mRNA発現量（相対値）について,Nav1.8は

C群(0.48±0.12)とV群(0.39±0.05)がS群(0.89

±0.09)に比べ減少していたが（各々 p=0.007,p

＝0．001),C群とV群間に有意差を認めなかっ

た.Nav1.9もC群(0.34±0.08)とV群(0.31±0.04)

がS群(0.70±0.12)に比べ減少していたが(各々 p

=0.005,p=0.002),C群とV群間には有意差を認
めなかった.Nav1.3について,C群(1.63±0.16)はV

群(2.80±0.44)に比べ有意に減少していたが(p=

0.031),C群とS群(1.52±0.37)に有意差を認めず〃
群はS群に比べ有意に増加していた(p=0.033).

【考察】本研究では坐骨神経切断モデルに対し,CT

の投与により後根神経節におけるNav1.3の発現

が有意に抑制されていた.神経因性瘻痛の発現に

関して,Nav1.3の発現増加は損傷ニューロンの自

発放電に関与していると考えられている．本結果

からCT投与が神経因性痙痛の症状発現の抑制

に関与すると推察された．
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2-6-EP31

前腕遠位部尺骨・僥骨動脈の周囲に分布

する末梢神経のSihler染色

ApplicationoftheModifiedSimersStainTechnique

toCadavericPeripheralNervesdistributedaround

Foreannarteries

'杏林大学医学部救急医学教室，2杏林大学医学部

第一解剖学教室

○宮内洋'，山田賢治1,山口芳裕1,

松村讓兒2，白石尚基2

【はじめに】救急領域では，重症敗血症や破傷風

などの重篤な疾患において，交感神経活動が不

安定になり，病態に大きな影響を及ぼすことが

知られている．また整形外科領域においては，

CRPSの瘤痛機序に交感神経系が関与し，影響

を与えると指摘されている．

【目的】著者らは，僥骨動脈周囲から交感神経の

活動電位を描出する方法を考案し，現在研究を

重ねている．交感神経を含んだ末梢神経系の観

察は，肉眼および実体顕微鏡を用いて行われて

いるが，末梢の細枝の観察にはおのずから限度

がある.Sihlerによって開発され，改良が加えら

れたこの染色法は，神経終末を明らかにするた

めに用いられる方法である．今回前腕遠位部

尺骨・僥骨動脈の周囲に分布する末梢神経の分

枝を調査する目的で，ご献体1例2手の前腕を解

剖し,摘出した標本に対してSihler染色を行った

【対象と方法】杏林大学医学部解剖学教室男性実

習体の2手前腕部分を解剖し，表皮と骨以外の

尺骨・僥骨神経周囲の動静脈と固有筋をふくむ

結合組織を一塊に摘出した．神経枝に関しては

可能な限りマーキングを行った．水酸化カリウ

ム液で20日浸軟し,Sihlerl液で2週間,2液

で2週間と染色脱灰を行い，最後にグリセリン

で透明化を図った

【結果】尺骨動脈へは神経血管鞘内で伴走する尺

骨神経本幹から直接分枝を確認することが出来た．

【考按】動脈の血管収縮が支配神経からの直接分

枝により収縮していたことは，以前より動物実

験で知られていた．ヒトでも同様に動脈への神

経支配が行われていることが直接的に証明され，

さまざまな神経障害に伴う血管収縮異常がこれ

ら疾患の原因となりうると考えられた．今回，

解剖結果及び染色結果を文献的考察とともに報

告する．

2.6-EP32

神経因性瘻痛に対するHGF遺伝子治療の

効果

EffectoftheHGFgenetherapyfbrneuropathic

pammodel

'防衛医科大学校整形外科学講座，2防衛医科大学

校臨床検査医学講座，3大阪大学大学院医学研究

科遺伝子治療学

○士原豊一'，根本孝一'，中西邦明2，

有野浩司'，森下竜一3

【目的】われわれは安全なHVJ(Hemagglutinatig

VirusofJapan)一リポソーム法に着目し，ラット

を用いて末梢標的組織から逆行性軸索輸送を介

した神経組織内への遺伝子導入の効果について

実験的研究を行ってきた一昨年度の本学会で

は肝細胞増殖因子(HGF)が神経因性瘻痛に効

果的であることを報告した．今回，神経損傷マー

カーを用いて新たな知見を得たので報告する．

【方法】神経因性瘻痛モデルとしてchronic

constrictioninjury(CCI)モデルを作製した

CCIモデル作製1週後,HVJ-リポソーム法を

用いて同側の前脛骨筋にhumanHGF遺伝子を

1週毎に計3回投与した.機械刺激性および温

熱性アロデイニアに対する行動学的評価，坐

骨神経内と足底の血流量，皮唐温，坐骨神経

の組織学的検査及びDRGと坐骨神経における

ATP(P2X,P2Y),mterleukm-6(IL-6)とactivating

transcriptionfactor3(ATF3)mRNAの変化を

測定した．

【結果】機械刺激性および温熱性アロディニアは

HGF導入後5日目，血流量および皮層温は導入後

1週目で改善した.組織学的にCCIモデルでは有

髄,無髄神経軸索短径は小径化するが,3週で改

善傾向を示した.Aβ線維を反映すると考えられ

るP2YlのmRNAの上昇は坐骨神経,DRGとも

3週で改善した.神経損傷のマーカーであるIL-6,

ATF3mRNAの上昇も導入後3週で改善した．

【考察・結論】HGF遺伝子の逆行性神経内導入

により機械刺激性および温熱性アロデイニアの

改善が認められた本法は神経因性瘤痛に対す

る有効な治療法となりうると考えられた
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高気圧酸素治療の正常末梢神経に及ぼす

影響に関する実験的研究

Experimentalresearchintoinnuenceonnormal

peripheralnelveofhyperbarico)Wgentherapy

'防衛医科大学校整形外科学講座2自衛隊中央病

院整形外科

○山元浩治1．2，士原豊一1,尼子雅敏1,

有野浩司'，根本孝一！

【目的】高気圧酸素療法(以下HBO)は様々な組

織細胞活性化による修復効果が期待され臨床応

用されている．末梢神経障害の治療への適応も

検討されてきたが，必ずしも良好な神経再生が

得られておらず，他の組織と異なる反応を示す．

そこで,HBOの正常末梢神経に及ぼす影響を検

討した．

【方法】6週齢のWistar系雄ラット60匹を使用

した.HBOは2時間／日×5日のスケジュール

で負荷した．負荷する内容によって空気群2群

(1,2気圧）と100%酸素群4群(1,2,2.5,3気圧）

の6群に分けて比較検討した末梢神経の評価

は，触覚及び，温痛覚の変動を計測した触覚

はSemmes-Weinsteinモノフィラメントを用い

て，後肢足底の刺激に対する逃避行動をとった

モノフィラメントをグラムで記録した．温痛覚

はHargreaveらの方法に準じて後肢足底に熱刺

激を加え，逃避潜時を計測した．

【結果】触覚に関しては1，2気圧空気を使用した

群では閾値の変動を認めなかったが,100%酸素

を使用した群において各気圧ともHBO開始後3

日目に閾値は有意に低下した(p<0.01).3～6週

目の間により低圧の酸素負荷した群から順に有

意差は消失した温痛覚に関しては，空気，酸

素の各気圧を加えても閾値の変動が認められな

かった．

【考察】今回の結果よりHBOは温痛覚閾値の変

化を来たさないが触覚に対する過敏性が認めら

れた．この反応が神経毒性の結果なのか，ある

いは神経修復の前段階としての反応であるのか

は不明であるが,HBO治療後に一過性のしびれ

が生じる現象と一致しており,HBOは末梢神経

への機能的変化を来たすことが示唆された．

2-6-EP34

ラットの末梢神経虚血・再灌流傷害モデ

ルにおける感覚障害

SensoIy加pairmentmischenc-reperfilsioninjuIy
ofratnerve

1防衛医科大学校整形外科学講座,20tagO大学内

科，3(財)額田医学生物学研究所
○土原豊一,.2，額田均2.3，根本孝一！

【目的】虚血性末梢神経障害は，糖尿病，動脈硬

化性末梢血管障害などの増加により近年著しく

増加している．臨床症状は末梢動脈閉塞症に伴

う痛みと灼熱感，血行再建術後に出現するしび

れなどの感覚障害である．本研究ではラット末

梢神経の虚血・再灌流モデルを用い，虚血・再

灌流後にどのような感覚障害が起こるかを検討

した．

【方法】ラット右後肢に2，4，6時間の重症虚血

を惹起し,Semmes-Weinsteinmonofilamentテ

ストによる機械刺激性アロディニア（圧触覚閾

値),Hargreavesテストによる温熱性アロデイ

ニア（温覚閾値)について虚血前再灌流24時間

後から10週間後まで測定したさらに再灌流1,

3週間後に後肢血流量,皮層温,ニューロメーター

(プライムテック社製）による神経線維別知覚閾

値検査を実施したまた，再灌流3週後に坐骨神

経を採取し，病理学的検討を加えた．

【結果】圧触覚閾値と温覚閾値は再灌流24時間後

には著明な低下を認めた．2時間虚血後の圧触覚

閾値は再灌流4日後から回復が始まり，4週で虚

血前のレベルまで回復した4時間虚血群では再

灌流後4週で回復が始まり，虚血前レベルへの回

復には8週間を要した．6時間虚血では下肢の壊

死がみられ，観察期間内には回復は認められな

かった温覚閾値の回復は圧触覚閾値とほぼ同

様であった．虚血・再灌流後のラット後肢では

足底皮肩温，血流量の低下を認めた．神経線維

別知覚閾値検査ではC線維の回復がAβ線維，

A6線維に比し早い傾向にあった

【結論】ラット末梢神経の虚血・再灌流後には圧

触覚および温覚閾値の高度な低下を認め，2時間

の重度虚血ではその回復に約1カ月，4時間虚血

では2カ月を要した．小径神経線維は大径神経線

維に比し回復が早かった
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ラット坐骨神経internalneurolysismodel
におけるCatWalk動的歩行解析

CatWalkdynamicgaitanalysismratsciaticnerve

internalneuroslysismodel

名古屋大学手の外科

○山本美知郎，栗本

奥井伸幸，平田

秀，三ツロ秀幸，

仁

末梢神経の癒着や圧迫による障害において

externalneurolysisはしばしば行なわれてい

る．しかしperinoiriumの切除を伴うextensive

internalneurolysisは末梢神経のくびれの様な

限られた病態でしか通常適応となることは無い．

それは過度の神経剥離による脱髄変化や軸索変

性さらに神経内癒着や線維化の懸念があるから

である．しかしextensiveinternalneurolysisを

行なった場合の自然経過に関する報告は少ない．

今回CatWalkを用いて調査したので報告する．

【対象と方法】8週令のルイスラットを神経剥

離群とsham群に分け，左側の坐骨神経を展開

し顕微鏡下に神経上周膜を長さ15mm切除し

extensivemternalneurolysisを行なった．術前，

2,7,14,21,28,35,42日後にCatWalkを用

いて動的歩行解析を行なったBaseofsupport,

Stridelength,Printlength,Printwidth,Max

area,Printarea,Intensity,Stanceduration,

Swingduradon,Regularityindexの10項目の

dataを得た．

【結果】fbotprintの面積を示すPrmtareaと

Maxareaが2日目に神経剥離群で有意に低値を

示し，接地の強さを示すIntensityが2と7日目に
神経剥離群で有意に低下していた．

【考察】運動機能を示すPrmtarea,Maxarea

で差が有り,extensiveinternalneurolysisに
よってl～2週で回復する運動麻痒が示された．

Intensityの低下は痛みと関係があり,extensive

internalneurolysisにより痛みと運動麻痒の両方

を引き起こしていると考えられた．運動機能を

動的に評価でき，更に痛みに関する情報も得ら

れるCatWalkは有用と考える．

2-6-EP36

神経手術後神経保護材としての新しいポ

リ乳酸フィルムの有用性

Theusefillnessofanewpolylacticacidfilmasa

nerveprotectorafterneIvesurgely

'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帝人株式

会社先端技術研究所再生医療開発室

○奥井伸幸'，山本美知郎1，福平由佳子2，

兼子博章2，平田仁’

【目的】ポリ乳酸(PLA)よりなり，片側に組織

接着性を有する微細構造を有し組織接着性があ

り，反対面が平滑な厚さ7〃mのフイルム状神

経保護材を開発し，その有用性を検討した．

【方法】rat30匹で坐骨神経の上周膜を全周

性に5mmに亘り切除するextensiveinternal

neurolysisモデルを作成した．癒着を惹起するた

めに神経と接する二頭筋をバイポーラで凝固焼

却した左側は剥離のみ行うcontrol群（以下C

群）とし,右側は微細加工面を神経側としてフィ

ルムで被覆するH群とした1,2,4,6週後に

組織を採取，前脛骨筋と腓腹筋の湿重量を測定

した．別にrat24匹を用い,48肢をH群，両面

が平滑なPLAキャストフイルム（以下Ca群),

C群，展開のみで未処置（以下N群）の4群

(各n=12)に分けた6週後に運動神経伝導速度

(MCV)と筋湿重量を測定した

【結果】組織所見でH群はフィルムと神経が密

着し，周囲筋との間に癒着を認めなかった．C

郡では神経は神経内懐痕を伴って周囲筋と高度

に癒着していた筋湿重量比（前脛骨筋と腓

腹筋の合計÷体重×100000)の平均は2週(H

群：384±105,C群:349±21),4週(393±80,

303±68)，6週（601±123,434±48）であり，

4，6週で統計学的有意差(p<0.05)を認めた

MCVの平均はN,H,CA,C群それぞれ25.9r

3.2,18.8±4.4,16.3±2.5,14.2±2.lmm/sであ

り,N群が他群に,H群はC群に対して有意に

速かった．筋湿重量比とMCVは相関していた

(r=0.885).

【考察】高度な神経内嬢痕に対する

interfascicularneurolysisは再嬢痕化が必発であ

り適応には批判的なものが多い．今回検討した

微細加工フィルムは再嬢痕化を防止し，神経機

能回復を有意に促進し，有用な神経保護材であ

る事が示された．
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末梢神経の癒着を防止する新規多糖類誘

導体ゲルの開発

Novelpolysaccharide-derivedgelprevents

perineuraladhesions

'名古屋大学手の外科，2帝人先端技術研究所

○山本美知郎'，遠藤信幸2，伊東雅弥2，

兼子博章2，平田仁！

【目的】末梢神経は疾病や外傷や手術後の癒着に

より障害を受ける．臨床応用可能な新規多糖類

誘導体ゲルを開発し，その癒着防止効果を調査

する．

【方法】Carboxymethylcellulose(以下CMC)と

Phosphatidylethanolamine(以下PE)を共有結

合させたハイドロゲルを精製する.MaleLewis

ratを64匹使用し，粘度の異なるCMC-PE(高粘

度H:306.1Pと低粘度L:85.6P)ゲル群（以下H群

とL群）とArtz③群（以下A群),control群

(以下C群)，そしてnormal群（以下N群）の5

群にrandomに裁けた．顕微鏡下に坐骨神経に

extensiveinternalneurolysisを行い，神経床を

bipolarcoagulatorを用いて癒着を促す.A群，

L群とH群ではそれぞれ0.5mLを1回坐骨神経周

囲に塗布し,C群では癒着作製後に閉創し,N

群は無処置とした．評価項目は術後6週目の肉

眼評価（スコア化）と癒着強度試験，経時的変

化として1～6週目までの肉眼評価とMasson､s

Trichrome染色による病理評価また機能評価

として前脛骨筋と腓腹筋の筋湿重量測定と術前

後にCatWalkRを用いた歩行解析を行なった．癒

着作成操作および評価はb血dで行った

【結果】6週目の肉眼評価ではL群がC群に対し

有意に癒着スコアが低かった．また癒着強度試

験ではH群がC群に対して,L群がC群とA

群に対して有意に癒着強度が低かった．病理評

価ではC群では高度な神経周囲の嬢痕形成と神

経床との癒着を認めたが,L群とH群ではほと

んど癒着を認めず神経は周囲から浮いているよ

うな状態であった．機能評価では筋湿重量，歩

行解析ともにL群,H群はC群に対して差を認

め なかった

【結論】今回のextensiveinternalneurolysisモ

デルでは機能評価は差を認めなかったが，肉眼，

病理所見及び癒着強度測定においてCMC-PEゲ

ルは優れた癒着防止効果を示した．

2-6-EP38

肋鎖間隙における鎖骨下動脈および腕神

経叢の圧迫誘発肢位：薄型センサーによ

る圧計測

Measurementofsubclavicularpressureonthe

subclavianarteryandbrachialplexusduring

provocativepositioningforthoracicoutlet

syndrome

1自衛隊札幌病院整形外科，2札幌医科大学保健医

療学部理学療法学科，3札幌医科大学医学部解剖

学第二，4札幌医科大学医学部整形外科

○田中祥貴1,青木光広2,泉水朝貴2,

藤宮峯子3，山下敏彦4

【目的】胸郭出口症候群の原因のひとつに肋鎖間

隙での神経血管束の圧迫がある．今回我々は胸

郭上肢標本を用いて，4つの誘発肢位で肋鎖間隙

での神経血管束にかかる圧力を測定した．

【方法】未固定遺体8体16肩を用いた女性3体，

男性5体．平均年齢83歳（79-87歳)．頚部・鎖骨

上窩で腕神経叢（神経）および鎖骨下動脈（血

管）を露出した．厚さ0.13mmの薄型圧センサー

(FlexiForce,新田工業，奈良:計測圧0.01-100N,

直線性±5％）を肋鎖間隙で神経および血管直上

に設置した．徒手的に以下の4つの誘発肢位に保

持した.1．下制（鎖骨を下方へ圧迫),2.Eden

test変法（鎖骨を後上方へ圧迫),3.投球肢位（肩

を90度外転，90度外旋),4.Wrighttest(肩を

最大外転，外旋)．測定はそれぞれ5回施行した．

統計分析はWilcoxon順位和検定で行いP<0.05

を有意差ありとした

【結果】神経の圧迫は下制で1肩(平均0.93N/bm2),

Edentest変法でl肩（平均0.96N/cm2),投球肢位

で3肩（平均1.28N/Cm2)Wrighttestで7肩（平均

2.87N/Cm2)に認めた.Wrighttestは他の3つの肢

位より有意に神経の圧迫頻度が高かった(P=0.018)

血管の圧迫は下制,Edentestでは認めなかったが

投球肢位でl肩(平均0.52N/Cm2)Wrighttestで3

肩(平均0.59N/Cm2)に認めた各肢位で有意な差

は認めなかった．

【考察】Wrighttestでは他の肢位と比較して神

経で有意に圧の上昇を認めた.Wrighttestは胸

郭出口症候群の最も有用な誘発肢位と報告され

ており，われわれの結果と一致した．

-S305-



2-6-EP39

画像診断C5根節後損傷例の手術時期の
検討

Timefbrntialsurgelyfbrbrachialplexusi可my

小郡第一総合病院整形外科

○油形公則，土井一輝服部泰典，

星野秀士，坂 本相哲

【目的】画像診断上,C5節後損傷例では,神経損

傷部から距離の短い肩周囲筋に自然回復の可能性

があり,神経修復,再建を行うか否か苦慮する.本

研究では肩機能自然回復例の臨床像を調査し,神

経修復,再建術の適応と時期について検討した．

【対象と方法】対象は，2005年4月～2008年3月

までにCT-MにてC5節後損傷（長野分類Zone

l以遠）と診断し，自然経過にて肩外転が90度

以上可能となった（自然回復良好群）8例（男性

6例女性2例，受傷時年齢は平均33.2歳（18～

52)）と肩外転が90.未満であった(不良群)5例(男

性5例，受傷時年齢は平均39.2歳(19～65)),お

よびC5根の神経修復もしくは神経再建術を施行

した（手術群）22例（男性19例，女性3例，受傷

時年齢は平均27.2歳(17～60))であり,3群の

臨床像をretrospectiveに比較検討した

【結果】自然回復良好群では，針筋電図上，鰊下

筋は平均2.2ヶ月（1～3)，三角筋は平均2.8ヶ

月(1～4)で神経再支配を認めた．初診時に

Shoulderprotractiontestが施行された5例全例

で患健側差がなかった．不良群では針筋電図上，

鰊下筋は平均3.7ヶ月（2～7.5)，三角筋は平均

6.1ケ月(2～12)で神経再支配を認め,1例は

MUPが検出されなかった．神経修復・再建群

では手術までの待機期間が平均3.8ヶ月（2～6）

であり，待機期間中に針筋電図上MUPは検出

されず，術中所見でもC5根は自然回復不能と判

断した．

【考察】受傷後3ケ月時点で鰊下筋三角筋，前

鋸筋の回復を認めない症例の肩機能予後は悪く，

受傷後3ケ月を目処に腕神経叢展開術を行い，

C5根の神経修復もしくは再建術を考慮すべきで

ある．

2-6-EP40

腕神経叢損傷全型麻痘に対する副神経支

配広背筋による手指機能再建の工夫

ReconstructionofHandFunctionwithAccesory-
nerve-innervatedLatissumusDorsiTransferin

PatientswithBrachialPlexusInjuly

せんぽ東京高輪病院整形外科

○大数加光治，中川種史

腕神経叢損傷全型麻痒の手指機能再建は薄筋・

横隔神経を利用する土井らのdoublemuscle法や

広背筋・肋間神経を利用する西浦らの方法が知ら

れている.当院では広背筋を移行する際作動神経

として副神経を用いているので報告する．

【方法】側臥位で広背筋の筋皮弁を挙上.腋窩部

で胸背神経血管柄から胸背神経のみを分離し,近

位で切離,僧帽筋下部線維の外側縁を翻転し筋内

に入り込む副神経を同定.できる限り近位部(上部

線維の下縁まで）で本幹と思われる比較的径の太

い神経を確保し,遠位に分離をすすめていく．筋内

に入り込む細い枝を切離しながら遠位に分離をす

すめ,15cm程度の副神経柄を確保.広背筋を前腕

に移行し,遠位筋膜を深指屈筋(以下FDP)腱に

縫合した後,副神経と胸背神経を縫合.背部および

前腕の閉創をした後に仰臥位とし,肘屈曲再建の肋

間神経移行を行う．

【症例と結果】2005～2008年にかけて3症例を行っ

たので症例を呈示する．症例1：21歳男性，左，

FDPの良好な収縮を得る（引っ掛け動作に有用

なレベル）（術後20カ月)．症例2:19歳男性，右，

筋電図上では十分な振幅が観察されるがFDP筋

力はまだ実用レベルではない（術後10カ月)．症

例3：22歳男性，左，超新鮮例のためまだ評価不

能（本学会会期には半年の経過報告を行う）

【考察】我々の考える本方法の利点は1.肋間神経

のみを用いる方法よりも肘機能と手指機能の分

離がしやすい．2.副神経の後方遠位部からの剥

離は技術的に簡便3.十分な長さが得られるた

め神経縫合の緊張がゆるく，縫合部断裂の危険

が少ない．4.肘再建が不要の場合には胸部の創

を用いずに行える．症例がまだ3例と少数であり，

新鮮症例も含むため十分な機能評価ができてお

らず，他方法との結果の相違を論ずるには至ら

ないが，今後症例を重ねた上でoutcomeを報告

したい．
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腕神経叢損傷に対する肋間神経移行術後

の入院biofeedback訓練の有効性

TheEffectiviqﾉofBiofeedbackTrainingmPatients

withBrachialPlexuslnjuIyafterlntercostalsNelve

Crossmg

'浜松医科大学整形外科，2浜松赤十字病院整形外

科

○宮城道人'，澤田智－1，舩橋伸司'，

荻原弘晃2，長野昭』

【背景】腕神経叢損傷(BPI)に対する肋間神経

移行術では，運動機能を早期に獲得するために，

我々 は外来で月一回の頻度でbiofeedback訓練

(BFT)を行っている．

【目的】今回我々は,BPIに対して肋間神経移行

術後の回復不良例に対し入院BFTを行い，その

有効性を検討したので報告する．

【対象と方法】対象としたのは，当科でBPIに

対して肘屈曲力再建を目的に肋間神経移行術を

行った症例のうち，術後12カ月以上経過しても

肘関節屈曲力がMMT2以下と回復不良であった

5例である．このうち2例は入院BFTを2回行っ

た平均年齢は24.4歳で,男性4例,女性l例であっ

た訓練方法は，心電図計を用いたbiofeedback

を1日3回1時間ずつ，計3時間以上行うようにし

た．またベッドサイドにも装置をおき，患者が

24時間，自由に使用できるようにした．

【結果】受傷型はC5-8型が4例，全型がl例であっ

た受傷から手術までの日数は平均74.6日であっ

た入院BFT開始時期は平均47旧，入院期間

は平均22.3日であった．初回BFT入院時の肘屈

曲角度は平均35.,肘屈曲持続時間は平均24秒で

あった退院時の肘屈曲角度は平均77｡，肘屈曲

持続時間は平均105秒であった．最終診察時の肘

屈曲力はMMT2が1例,MMT3が4例であった．

【考察】今回我々は，心電図計を用いることで作

業療法士でも指導をできるようにしたこのた

め入院中にBFTを長時間，集中的に行わせる

ことができた．術後1年以上経過してもMMT2

以下であった5例全例に肘屈曲力，屈曲持続時間

の増加があった．また5例中4例が最終診察時ま

でにMMT3以上を獲得できた．神経再支配が見

られても運動機能の変換が不良な患者に対して，

入院BFTは非常に有効である．

2-6-EP42

電気角度計による指MP関節角度計測値の

信頼性

ReliabilityofthefingerMPjointanglemeasurement

valuewiththeelectricalgoniometer

'信州大学医学部附属病院リハビリテーション部，

2信州大学整形外科

○村井貴'，井戸芳和1,内山茂晴2,

畑幸彦'，加藤博之2

【背景と目的】指MP関節可動域の連続的な計測法

に電気角度計計測がある．しかし，電気角度計の

信頼性に関する報告は少ない．そこで本研究では

電気角度計の計測値と実際の関節角度値と比較し，

電気角度計の信頼性を検証した．

【対象と方法】対象は成人健常者6人6手23指で，性

別は全例男性,年齢は22～52（平均28）歳である．

全例で右手の示，中，環，小指のMP関節角度を

計測した電気角度計にはl軸ゴニオメータF35型

(バイオメトリクス社，英国）を使用し，説明書通

りにアンプ出力電圧2.5Vを計測値0度，アンプ出

力電圧3.5Vを計測値90度と設定した.4個の電気

角度計を両面テープで各中手骨，基節骨上に貼り

付け，リード線をアンプに接続しコンピュータ入

力した各指を伸展から屈曲していき，電気角度

計の計測値が，0度，25度，50度75度を示した時

に，指MP関節側面X線撮影を行った各X線

像のMP関節角度(X線MP角度）を計測した．

【結果】電気角度計0度におけるX線MP角度は，

示指-ll.1±4.5,中指-11.3±5.2,環指-12.5±6.9,

小指-175±6.6（平均±lSD)であった．同様に，

25度におけるX線MP角度は，示指15.6±3.9,中

指17.8±4.8,環指14.1±60，小指6.7±59であり，

50度におけるX線MP角度は示指43.1±5.7,中指

45.7±4.2,環指43.8±7.9,小指39.6±8.4であった．

75度のときX線MP角度は，示指69.6±5.0,中指

71.4±3.0,環指71.7±5.7,小指73.1±2.8であった．

電気角度計0度と25度ではX線MPは有意に伸展

位であった(p<0.05).

【考察】電気角度計計測値は実際の角度よりも5～

10度屈曲位を示し，各指間のばらつきも大であっ

た.電気角度計計測値の精度をあげるにはセンサー

の設置位置皮層との固定法に工夫が必要である．

-S307-



2-6-EP43

手内筋筋力とピンチカの検討

Correlationwithintrinsicmusclestrengthand

pinchstrength

'金沢大学医薬保健研究域保健学系，2吉村整形外

科医院

○西村誠次1,清水順市1,生田宗博1,

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筋力測

定システムを開発し，母指の屈曲，伸展内転，

外転力を検討してきた．今回は母指の各筋力と，

示指の屈曲，外転力，小指外転力の計測を行い，

さらに母指と示指による横つまみと指腹つまみ，

母指と小指による指腹つまみのピンチカを計測

し各々検討した

【対象と方法】対象は，健常女性16名16手の右手

で，年齢は21.3±0.6歳，上肢長は，69.2±3.lcm

であった本測定システムは三分力計を用いた

自作の筋力測定装置で，被験者は椅子座位で肩

関節屈曲60｡,手関節背屈20.とした．母指の各

筋力と示指屈曲力，各ピンチカの計測では前腕

回内回外中間位とし，示指，小指の外転力では

前腕回内90°で計測したまた母指の各筋力では

指節間関節部に，示指と小指では近位指節間関

節部に自作のセンサー部を当て計測し，各測定

は最大努力下で3回計測しその平均値を測定値と

した．統計処理ではピアソンの相関係数の検定

を用い有意水準を5％とした．

【結果と考察】母指の屈曲力は平均32.7N,伸展

力は13.2N,内転力は43.6N,外転力は15.3N,示

指の屈曲力は19.7N,外転力は22.5N,小指外転

力は8.3Nで,母指の屈曲と伸展,内転,外転力に，

母指の伸展と内転外転力に各々有意な相関を

示し，また母指外転力と示指外転力に，示指外

転力と小指外転力に各々有意な相関を示した(P

<0.05).母指と示指による横つまみのピンチカ

は平均68.8N,指腹つまみは47.1N,母指と小指

の指腹つまみは14.3Nで，各ピンチカは，母指，

示指，小指の各筋力と有意な相関は認められな

かった．本法による母指示指，小指の単独指

による筋力評価は従来の筋力評価法に加え，特

に手内筋評価として必要性が示唆された．

2-6-EP44

指尖部の三次元有限要素モデルにおける

皮下脂肪の力学的特性

MechanicalProperWoftheSubcutaneousTissuein

FiniteElementFingertipModel

'宇都宮大学大学院工学研究科バイオメカニクス

研究室，2横浜市立大学医学部整形外科

○酒井直隆1．2，嶋脇聡』

【目的】手の手術シミュレーションおよびロボッ

ト義手開発目的で手の三次元有限要素モデルを

構築したが，皮下脂肪の力学的特性が文献上明

らかでないため，生体の指尖部変形を計測して

比較検討した．

【方法】健常成人10人の右示指を平面に押し付け

た際の指尖部側面および正面ビデオ画像から指

尖部と平面の接触面長，接触面幅を計測した．

指尖部の三次元有限要素モデルは22歳男性の右

手示指をSiemens社製CT装置により撮影し，

有限要素法解析ソフトANSYS/LS-dynaver.10.0

を用いて構築した．末節骨，爪，皮層は線形弾

性とし，皮下組織の弾性特性として，線形弾

性，非線形超弾性，粘弾性，弾性流動体の4パ

ターンを検討した．弾性流動体ではPhillips社製

MRI装置により同被験者の右手示指を撮影し，

血液を多く含む部位に弾性流動体を設定した

皮下組織のポアソン比を0.5,ヤング率を20,34,

50,80,100kPaと変化させた生体指尖部変形

の平均値と指尖部モデルの計測値を比較するこ

とで，生体に最も近い指尖部変形を示す皮下組

織の弾性特性を求めた．

【成績】同一押し付け荷重において粘弾性，線形

弾性,非線形超弾性,弾性流動体の順で接触長さ，

接触幅とも増加し，前3者ではヤング率20kPa

が最も生体に近かった．線形流動体では接触長

さで34kPa,接触幅で20kPaが生体に近かった．

また4種のパターン間では弾性流動体生体が生体

の変形に最も近い弾性特性を示した

【結論】皮下脂肪中には血液が多く含まれ，指尖

部圧迫時に流体成分が移動することが皮下組織

の力学的特性を複雑なものにしている.MRIで

血液成分の存在部位を同定して，線形流動体の

特性を選択的に与えることにより，生体に近い

指尖部モデルが構築できた．
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2-7-EPl

Sharp-vanderHeijdeスコアを用いた関
節リウマチにおける関節破壊のレントゲ

ン解析

Radiologicalexaminationinthejomtdestructionof

rheumatoidarthritisbyusmgSharp-vanderHeijde
score

'鎌ヶ谷総合病院整形外科，2東京女子医科大学附

属膠原病リウマチ痛風センター

○望月猛1，岩本卓士2，猪狩勝則2，

桃原茂樹2

【目的】関節リウマチ(以下RA)の治療において，

早期診断による発症早期からの抗リウマチ薬の

使用により関節破壊の進行を抑制しうることは

今日広く認識されている．しかしながら発症早

期にはレントゲン上の所見に乏しい場合も多く，

診断には身体所見と併せて慎重なレントゲン読

影が必要とされる．画像所見を定量化する方法

としてはSharpスコアを改変したSharp-vander

Heijdeスコア(SHS)が用いられることが多く，

治療効果の判定としても頻用されている．今回

我々はSHSの測定から得られた部位別の関節破

壊の進行につき検討したので報告する．

【対象および方法】対象は発症より5年経過した

RA患者164名（男性31例，女性133例）である．

単独の読影者が両手の単純X線正面像を読影し，

各部位のerosionEN),jomtspacenarrowmgUSN)
からSHSを計算し部位別の比較検討を行った

【結果】発症5年時での両手のSHSは平均37.3点

(0～151点）であった.ENは尺骨頭，舟状骨，

月状骨，僥骨と手関節周囲で高値を示し,PIP･

MP関節では低値であった.JSNにおいても手

指関節に比して有頭骨一舟状骨間および僥骨手根

関節で高値を示した

【結論】RAの診断基準の一つとして手のレント

ゲン変化が挙げられるが，今回の検討から発症

早期には手指関節よりも手関節および手根骨に

変化が見られる傾向にあった．しかしながら手

の正面X線像では手根骨の正確な読影は困難で

あり,RAの早期診断においては手関節正面像の

撮影も重要であると考えられた．

2-7-EP2

関節リウマチの指関節に対する鏡視下滑

膜切除術

ArthroscopicSynovectomyofFingerJointsinthe
PatientswithRheumatoidArthritis

名古屋市立大学大学院医学研究科整形外科

○関谷勇人，小林正明，岡本秀貴，

相良学爾，大塚隆信

【目的】指関節の関節鏡視に関する報告は非常に

少ないが，我々は1989年以降，関節リウマチの

指関節に関節鏡を応用してきた．今回，鏡視下

滑膜切除術の治療成績を調査したので，本法の

有用性について検討し報告する．

【対象】関節リウマチの指関節に対して鏡視下

滑膜切除術を実施した23症例45関節のうち，直

接検診が可能であったll症例21関節(MP関節

8,PIP関節13)について臨床成績を調査した．

症例の内訳は，男性2例，女性9例，手術時年齢

は34から58歳，平均48歳で，術後期間は平均

842ヶ月であった．治療成績は関節の腫脹,圧痛，

可動域，単純レントゲン像で評価した

【手術方法】外来手術で伝達麻酔下に実施した．

MP関節では陳と同様に総指伸筋腱の僥尺側の

ポータルを用いたが,PIP関節では側索の外側

に新しいポータルを作成した生理食塩水で関

節包を膨らませた後に，背側関節腔に直径1.5mm

の関節鏡および2.5mmの小関節用電動シエー

バーカッターを挿入して関節鏡視および滑膜切

除を行った．

【結果】背側関節腔では絨毛状に増殖した滑膜が

よく観察でき，安全な鏡視下滑膜切除が可能で

あった．MP関節では関節裂隙が開くため，関

節軟骨の大部分と掌側の滑膜を観察することが

できた．しかし掌側へのシェーバーの挿入は困

難で，掌側の滑膜切除は不可能であった.PIP

関節では関節裂隙が十分開かないため，関節軟

骨の観察は背側のみ可能であり，掌側滑膜の観

察や切除は不可能であった．最終調査時に著し

い滑膜炎の再燃や圧痛を認めた関節はなく，可

動域や単純レントゲン像も術前と比べて大きな

変化の無い例が多かった

【考察】指関節の鏡視下滑膜切除術は，背側に限

局する滑膜切除ではあるが，有用な方法と考え

られた
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2-7-EP3

リウマチ性手指関節炎に対するAVANTA

シリコンインプラントを用いたPIP人工

指関節置換術の臨床成績

ResultsoftheAVANTAsnicone加plantarthroplasW

fbrthePIPjomtsofrheumatoidarthritis

東京女子医科大学附属膠原病リウマチ痛風セン

ター整形外科

○岩本卓士，宗定伸，桃原茂樹

【目的】関節リウマチ（以下RA)に伴う手指関

節炎は瘻痛・可動域制限による機能障害あるい

は外観上の問題により手術適応となる症例も少

なくない.MP関節に対するシリコンインプラン

トを用いた人工関節置換術は良好な成績が報告

されているが,PIP関節に関する報告は比較的

少ない．今回我々は重度の変形をきたしたPIP

関節に対するAVANTAシリコンインプラント

を使用した人工指関節置換術の臨床成績につい

て報告する．

【対象および方法】対象は当科にてPIP関節に対

して人工指関節置換術を施行し,1年以上経過し

たRA患者9例10手19関節（示指6,中指5,環指

5，小指3）で，ボタン穴変形5関節，スワンネッ

ク変形11関節,側方転位3関節であった．男性1例，

女性8例，手術時平均年齢は52.6歳，平均経過観

察期間は53.5カ月であった．手術は全例背側ア

プローチにて行い，必要に応じて伸筋腱の縫縮

あるいは延長を併用した評価は瘻痛，患者の

整容的満足度，機能的満足度，およびX線学的

検討について行った．

【結果】最終観察時，痙痛は全例で認めなかった．

整容的な満足度ではll関節で不満であると解答し

ており，このうち9関節はスワンネック変形に対す

る手術であった機能的には15関節で不満である

と解答した．最終のレントゲンにて明らかなインプ

ラントの破損，変形を認めたものは2手2関節で，

PIP関節の側方動揺性を認めたため再手術(再置

換1関節，関節固定1関節）が施行された．

【結論】シリコンインプラントにより長期的な除痛効

果は認められたが，スワンネック変形では再発例も

多く適応を慎重に検討し十分な軟部組織再建の併

用や関節固定術も考慮すべきと考えられた術前

の拘縮が強いPIP関節において成績不良例が多く

認められたため，今後はより可動域の保たれた時

期での手術適応につき検討したい．

2-7-EP4

関節リウマチ手関節障害に対するSauve-

Kapandji法の術後成績

ClinicalandradiographicevaluationsofSauve-

Kapandjiprocedurefordisorderofthedistal

radioulnarjointmrheumatoidarthritispatients

'福岡大学医学部整形外科，2福岡リハビリテー

ション病院

○城島宏'，副島修'，中川広志2，

今村尚裕'，内藤正俊」

【はじめに】関節リウマチの手関節障害に対して

行われるSauve-Kapandji法(S-K法）の臨床成績

とX線評価を報告する．

【対象及び方法】症例は,手術時年齢38歳～70歳，

平均57歳術後6か月以上を経過した11例で，全

例女性である.RA発症後,6か月以上薬物・装

具治療を受けるも抵抗性の手関節痛及び不安定

性を認める症例を手術適応とした．術後経過観

察期間は6か月～21か月，平均10か月である．臨

床成績として術前後の可動域，握力，日本リウ

マチ学会ADL評価を行い,X線評価をYoum

等の方法に準じ手根骨圧潰(c/MC),尺側偏位

(e/MC),掌側亜脱臼(h/MC)を計測し評価した

【結果】手関節可動域は，掌背屈が平均術前73.,

術後時76.で，手関節回内外は平均術前147.,

術後163.であった握力は平均術前7.9kg,術

後12kgで，共に改善がみられた．上肢ADLは，

手関節の回内外が必要な動作での改善が多かっ

た.X線評価ではc/MC．e/MC･h/MCともに

推移は小さかったが，尺側偏位の傾向を認めた

術前から掌側亜脱臼があり，線維性偽関節形成

術を併用しS-K法を行った症例は，その後掌側

亜脱臼が再発した生物学的製剤を投与されて

いた症例で，術後早期に骨びらんの修復が観察

できた．

【考察】S-K法は，術後早期に可動域／握力／

ADL能力の改善がみられ,RA早期の手関節痛・

不安定性の解決に有用と考えた．しかし掌側亜

脱臼が大きかった症例ではS-K法後に部分固定

術を要した.S-K法は尺側に骨性棚を形成する

ことで，尺側偏位には備えることができるが，

掌側に制動する効果は小さい.S-K法は手根骨

周囲の靱帯にゆるみが生じる前のstablefbrmに

行うべき方法と考えたまた，生物学的製剤使

用中でみられた骨びらん修復は，滑膜切除によ

る効果と考えられ，今後は生物学的製剤と手術

の併用も増えると思われる．
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2-7-EP5

血流を温存した尺骨頭を用いた手関節手術

Wristsurgeryusingtheosteotomizeddistalulna

withitsvascularitypreserved

'岐阜大学医学部整形外科，2平野病院整形外科，

3岐阜中央病院整形外科

○大野義幸'，平川明弘'，清水克時'，

大西量一郎2，野々村秀彦3

【目的】第50回の本学会でmodifiedSauve-

Kapandji法（以下modifiedS-K法）の際に尺骨

遠位骨片への血流を温存する工夫を加えた方法

を報告した．その後の症例では骨片の一部を咬

除して骨髄よりの出血にて血流判定を行った．

また，手関節固定術にも本法を応用したので報

告する．

【対象および方法】対象は関節リウマチ患者18例

の21手関節(Larsengrade3が9手関節,4が9手関

節5が3関節）および手関節結核1例1関節の計

22手関節modifiedS-K法に用いたのが18関節．

grade5の3手関節および手関節結核のl例の手関

節固定術の際，本法を応用した．術後平均経過

観察期間は22(346)ヶ月．手術方法は掌，尺側の

軟部組織付着を温存した尺骨遠位骨片を環状面

上で90.回転して僥骨にCannulatedcancenous

screwで固定する．手関節固定術では僥骨手根

骨間関節裂隙に打ち込み，適宜骨移植を追加す

る．

【結果】尺骨遠位骨片の表面を一部咬除した例で

は全例，骨片への血流を確認できた．偽関節，

骨吸収を呈した例はなく，全例，手関節痛は軽

減したmodinedS-K法例では回内外可動域は

術前135°から術後145.に増大．手関節屈伸可動

域は術前64.が術後36｡に低下したCHR,CTI,

VCSRの有意な悪化はなかった．手関節固定術

に用いた4手関節では全例骨癒合が得られた．

【考察】前回の報告では尺骨遠位骨片の血流が確

認されない例もあったが，その後の症例では全

例血流が確認でき，本法の尺骨遠位骨片の血流

は安定していると考えた．骨欠損を伴う例の手

関節固定にも血流のある尺骨遠位骨片を関節裂

隙に打ち込むことができ有用な方法と考える．

2-7-EP6

関節リウマチの手関節症に対するSauve-

Kapandji法の手術成績の比較
Sauve-KapandjiproceduefbrRAwrist

近畿大学医学部整形外科

○冨山貴司，大谷和裕，福田寛二，

浜西千秋

【はじめに】手関節の関節リウマチに対して,様々

な手術法がある．手関節の安定性と，可動域を

維持するために早期リハビリを行うことを考え，

当科では関節形成術を行っている．当科では，

以前Sauve-Kapandji法を行っていたが，現在は

政田法を行っており，更に最近は政田法に尺骨

の制動を追加もしており，今回この3種類の方

法について比較検討した．

【対象】1997年以降当科にてRAに対してSauve-

Kapandji法を施行した患者，計62例男性

10,女性52平均年齢は55歳を検討した.Sauve-

Kapandji法32例，政田法30例である．政田法30

例中，尺骨の制動をかけているのが10例であっ

た．術前術後の可動域および手術時間，術後の

固定期間骨癒合期間,DASHについて比較検

討した．

【結果】術前術後の可動域はSauve-Kapandji法

と政田法では差は無かったSauve-Kapandji法

術後は約3～4週間固定し，その後可動域訓練を

開始していたが，政田法では約3日のシーネ固

定後リストサポーターとし，可動域訓練を開始

していた．術後骨癒合に関しては，それぞれの

方法で差は無かった．手術時間に関しても差は

無かった.DASHに関しては，政田法がSauve-

Kapandji法より評価が高かった．また，制動を

加えた術式ではさらに評価が高くなっていた

【考察】術後固定期間については明らかな差を認

めた．政田法では，骨切りした尺骨頭を，横向

きにし僥骨遠位部に差し込むことにより，遠位

僥尺関節に安定性が得られる．このことは，術

後早期から積極的な可動域訓練が可能になり，

術後のADL上昇に結びつくと考える．また，尺

骨の制動により術後の前腕の痛みが軽減し，積

極的な訓練が可能となったと考える．
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2-7-EP7

Preiser病に対するCIosingradialwedge
osteotomyの治療経験

CIosingradialwedgeosteotomyforPreiser!s
disease

日本医科大学整形外科

○林央介，澤泉卓哉伊藤博元

【目的】舟状骨の無腐性壊死であるPreiser病

は稀な疾患で，治療法に関する報告は少ない．

今回我々 は本疾患に対しClosingradialwedge

osteotomy(以下CRWO)を行ってきたのでその

治療成績を報告するとともに術式について考察

する．

【対象と方法】症例は2004年からの5年間に当科

で治療した有痛性のPreiser病5例である．内訳

は全例女性，手術時平均年齢59.8歳(50-71歳),

罹患側は右側が3例，左側が2例であった．術後

平均追跡期間は8.4ヶ月(4～12)であった．病期

はHerbertのX線分類でstage2:2例Stage3:

3例で，2例ではKienb6ck病を合併していた手

術は掌側アプローチで進入し，15.のCRWOを

行いプレートで固定した．術後は6週間の外固定

を行った術前後の舟状骨の形態変化と僥骨手

根関節の関節症変化（以下OA)を追跡調査し，

Cooneyiswristscoreを用いて治療成績を評価し

た

【結果】全例骨癒合を得た．治療成績はgood:1

例,fair:3例,poor:1例であった.good,fair

例では術後に僥骨手根関節が一過性に開大し，

最終調査時には舟状骨のremodelingを認めたが，

poor例は術前からOAを伴う例で術後も関節の

開大と舟状骨のremodelingを認めず，瘤痛も改

善されなかった．

【考察】本法では，僥骨手根関節を開大させるこ

とが舟状骨に対して減圧効果として働き，舟状

骨の形態変化と除痛効果を導くものと考えられ

る．進行例ではこのような治療効果が得られな

かったことから，本法はOAを伴わない比較的

早期のPreiser病，あるいはKienb6ck病合併例

に対しても有効な手術法であると考えられた．

2-7-EP8

膠原病患者における近位手根列の骨壊死

病変について

Avascularnecrosisoftheproximalcarpalrowin

conagendiseasepatients

'九州大学大学院医学系研究院整形外科，2九州大

学生体防御医学研究所感染防御研究センター感

染制御学部門，3朝倉医師会病院整形外科

○光安廣倫1，山田久方2，大嶋直人3，

芳田辰也'，岩本幸英！

【緒言】膠原病の加療中に関節痛を生じ，骨壊死

と診断されることも多い．骨壊死は大関節に多

いが，手関節においても例外ではない．今回経

験した膠原病に伴う手根骨骨壊死を評価し，治

療法について報告する．

【対象】2002年以降九州大学病院および関連施設

で経験した膠原病に伴う手根骨骨壊死は7例で

あり，その内訳は舟状骨3例月状骨4例であ

る．各々に対する原因疾患は，舟状骨骨壊死は

全例全身性エリテマトーデス(SLE)罹患であ

り,すべてにステロイド加療歴(パルス治療2例）

が存在した．月状骨骨壊死症例では，2例が全

身性硬化症(SSc)でステロイド加療歴がなく，

残りの2例はSLEであり,1例ではパルス治療

の既往があり，1例は10mg程度の加療であった

多発骨壊死の合併については,SLEでは5例中

4例に大腿骨頭を含めた多発骨壊死の合併を認

めたが，パルス加療のないSLEのl例とSSc症

例（2例）は,片側月状骨のみの骨壊死を認めた．

観血的治療は，舟状骨骨壊死の1例と月状骨骨壊

死の2例に行われており，手関節の疾痛は改善し，

現職に復帰している．保存的加療を行った例で

は，一時的に手関節装具を使用した症例（舟状

骨1例，月状骨2例）はあるが，瘻痛軽減後は装

具なく日常生活をおくっている．

【考察】手根骨骨壊死は,Urmanらがステロイ

ド加療歴のあるSLE患者の2%に生じ，軽視すべ

きでないことを報告している．膠原病患者にお
いては活動性も高くないことが多く，保存的加

療も選択されるべき方法ではあるが，我々の症

例では保存的加療を行った症例で4例中2例に手

関節痛を経過中認めており，活動性が高く症状

も強い場合には，手術的治療を積極的に行うべ

きであるが，それ以外の場合についても経過観

察を絶やすべきではないと考えている．
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2-7-EP9

ステロイド手根骨壊死圧潰例の

中長期経過

MidtoLongTermFollow-upofSteroid-induced

CarpalAsepticNecrosis

'千葉大学大学院整形外科，2城東社会保険病院整

形外科，3匝瑳市民病院整形外科，4公立長生病院

整形外科

○國吉一樹1,斉藤忍2,鈴木崇根l,

廣田延大3，松戸隆司4

【目的】ステロイド性手根骨壊死の圧潰例につい

て当科で観察し得た中長期の経過について調査

したので報告する．

【対象と方法】対象は当院内科でステロイド療法

施行後に手根骨壊死が発生し，さらに圧潰に至っ

た膠原病症例のうち5年以上経過観察し得た4例

5手関節（男性l例，女性3例）である．平均年齢

は40歳（34-46歳)．原疾患はSLE3例，シェーグ

レン症候群1例，罹病期間は平均22年．罹患骨は

舟状骨3例，月状骨2例であったこれらについ

てステロイド導入から手関節痛出現までの期間

瘻痛出現から圧漬発生までの期間，手術治療の

有無，痙痛の経過と最終診察時の握力，手関節

可動域,DASHscoreについて調査した平均

観察期間はll年(6-14年）である．

【結果】ステロイド導入後から手関節痛出現まで

は平均9.5年（4-17年）で，出現時に全例MRIで

ANが確認された．さらに平均16ヶ月(0-36ケ

月）後に圧潰が発生，発生後は徐々に不規則に

進行したが，最終診察時までの平均3年（2-5年）

問は進行してなかった手術は血管柄付き骨移

植を月状骨1例と舟状骨l例に施行したが，術後

平均10年現在，ともに完全な骨癒合は得られて

いない．癌痛は概ね圧潰の初期に最も強く，進

行の停止とともに軽快していたが，1例では全経

過中著明な瘻痛は訴えなかった．最終診察時の

握力は実測で全例に20kg(JAMAR2ndor3rd

position)以上を認め，両側例を除き健側比で

平均86％（70-96％）であった平均他動可動域

は掌背屈ともに75°（65-85｡）で,DASHは平均

6.8/100(2.5-15.7)であった．

【まとめ】ステロイド手根骨壊死圧潰例の自然経

過や予後についてはよく知られていない．本症

例においては血管柄付き骨移植術の成績は不良

であったが，非手術例を含め圧潰の進行は現在，

停止しており，痙痛とADL障害の訴えは比較的

軽微であった

2-7-EP10

膠原病に合併したキーンベック病の検討
Kienbock'sDeseaseAssociatedwithConnective

TissueDisease

和歌山県立医科大学整形外科学教室

○下江隆司，谷口泰徳，岩田勝栄，

北野 岳 史 ， 浅 井 宣 樹

【目的】膠原病に合併したキーンベック病に関

する症例報告は散見されるが，まとまった報告

は見られていない．今回我々は，当科で経験し

た本症例につき検討し報告する．

【対象】対象は，過去に当科で加療を行った，膠

原病に合併したキーンベック病5例6手である．

初診時年齢は21歳から67歳，平均41.6歳，性別は

全例が女性で，患側は右手1例，左手5例，利き

手は全例が右手であった職業は全例無職であっ

た．原疾患は全身性エリテマトーデスが3例4手，

混合性結合組織病および強皮症が各々1例1手で

あった治療は3例4手に保存的加療を行い，2例

2手に長掌筋腱を用いた腱球置換術を施行した．

【方法】Lichtman分類による病期，手関節掌背

屈可動域，握力，そしてX線所見としてCHR

(carpalheightratio),UV(ulnarvariance)を初

診時および追跡調査時で比較検討した．追跡調

査期間は9ヶ月から3年9ヶ月，平均2年8ケ月で

あった

【結果】初診時の病期はstage2が2手,stage3a

が1手,stage3bが2手,stage4がl手で，追跡調

査時はstage3aが1手,stage4が5手であった．

手関節掌背屈可動域は平均973｡から平均94.5｡に

減少していた．握力は平均8.2kgから平均12.2kg

へと増加していた.X線所見では,CHRは平均0.47

から平均0.43へと減少していた.UVはminus

varianceの症例は認めず，平均0.67であった

【考察】一般に，キーンベック病は手をよく使

う職業の青壮年男性の利き手に多く,minus

varianceが発症要因とされている．しかし，今

回の膠原病に合併したキーンベック病は，全

例無職の女性でまた利き手発症は1手のみで，

minusvarianceの症例は認めず，従来のキーン

ベック病とは異なるものであった．そのため今

回の症例の発症原因は，膠原病による血流障害

ステロイドの服用などが考えられた
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2-7-EPll

Kienb6ck病に対する骨核入ﾚﾉ腱球移植の
術後成績

Clinicaloutcomesofresectionarthroplastyby

usingtendonballgraftingfbrKienb6ck'sdisease

'北海道大学医学部整形外科，2北海道整形外科記

念病院，3信州大学医学部整形外科

○松橋智弥'，岩崎倫政'’三浪三千男2，

加藤博之3，三浪明男』

【目的】進行期Kienbock病に対する骨核入り腱

球移植術の有用性については未だ議論の残ると

ころである．本研究の目的は進行期Kienbock病

に対する骨核入り腱球移植術後の臨床成績とX

線学的変化を明らかにし，本術式の有用性を明

らかにすることである．

【方法】2000年より当科または関連病院でStage
III,IVのKienbock病の患者に対し月状骨の摘

出後に骨核入り腱球移植術を施行した14例中，

1年以上経過した12例12手（男8例，女4例）を

対象とした手術時年齢は平均50.9歳(27-74歳）

であったこれらの症例に対し中村らのscoring

systemに準じた臨床成績およびX線学的評価を

行った．

【成績】平均25.3カ月の経過観察時，術前の手関

節痛は全例改善し，中村らのscormgsystemは

21点満点中平均17点(14-21点）であった.X

線像では12例中3例でDRUJのOAの進行を認め

た.carpalheightratioは術直後50.1から，現在

48.1と有意に低下していた

【結語】骨核入り腱球移植術により良好な臨床成

績が得られたが，本方法ではcarpalheightratio

を保つことは困難であった．さらなる長期観察

により臨床成績とX線変化との相関を明らかに

する予定である．

2-7-EP12

進行期キーンベック病に対する腱球移植

術と仮STT(SC)固定術の治療成績
TreatmentofAdvancedKienbock､sDiseasewith

TendonRolllmplantationandTemporaryPartial
WristFixation

奈良県立医科大学整形外科

○清水隆昌矢島弘嗣，小畠康宣，

村田景一，土肥義浩

【目的】キーンベック病は徐々に月状骨の圧壊が

進行し最終的に変形性手関節症を呈する．進行

期キーンベック病では月状骨の温存は難しく月

状骨の切除を余儀なくされる．それらに対して

我々は腱球移植術と仮STT(SC)固定術を行って

いるのでその成績を検討し報告する．

【対象と方法】対象は進行期キーンベック病

(Lichtman分類stagelll,IV)に対し腱球移植

術と仮STT(SC)固定術を施行した26例男性12例，

女性14例）とした.平均年齢は53歳(24～72歳）

右15例,左ll例,Lichtman分類でstagelllbl2例，

stagelV14例であった術後経過観察期間は平均

30ヶ月（15～69ヶ月）であったこれらに対

して瘻痛,可動域,握力,僥骨舟状骨角(RS角),

carpalheightratioを計測し検討を行った．

【結果】術前の手関節痛は術後12例で消失，14例

で軽快した可動域は手関節掌背屈で術前平均

84。（対健側比）から術後平均99.,握力は術前

12.3kgから15.8kgに改善を認めた仮固定を行っ

た鋼線は平均9.7週で抜去した8例に鋼線の緩み

を認めたためその鋼線のみ早期に抜去を行った．

RS角は術前平均62.2｡(50～80｡),仮固定期間

平均53.1。（38～68｡)，最終調査時平均60.5。（47

～74｡）であったCarpalheightは術前平均0.47

から最終調査時で平均0.46と軽度低下を認めた

【考察および結論】進行期のキーンベック病に対

して本法は除痛効果，可動域温存，握力の改善を

認め関節形成術として一定の効果が期待できる．

仮手根骨固定術の併用によりある程度のCarpal

heightratio維持が可能であると考えている．
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2-7-EP13

キーンベック病に対する有茎血管柄付き

僥骨移植術の経験
ThePedicleVascularizedBoneGraftFromthe

DistalEndofRadiusfbrtheSurgicalTreatmentof
KienbOckDisease

山口県立総合医療センター

○栗山龍太郎，酒井和裕，瀬戸信一朗

【はじめに】キーンベック病への有茎血管柄付き

僥骨移植術（以下，有茎僥骨）の応用結果を報

告する．

【対象および方法】症例は男性4例，女性2例．術

前のLichitman分類はstage2:1例,3a:2例，

3b:3例．手術時平均年齢45.7歳(25～69歳)．

使用血管は4+5extensorcompartmentalartery4

例,1-2intercompartmentalsupuraretinacular

artery(以下ICRSA)1例2-31CRSAl例であった．

6例中5例に有茎僥骨を月状骨に移植し，残りのl

例は3bで月状骨を摘出して長掌筋腱球を移植し，

SC関節固定に対して有茎僥骨を移植した外固

定は創外固定4例，ギプス固定2例であった成

績判定は日本手の外科学会機能評価法とX線評

価にて行った

【結果】経過観察期間は16.2ヵ月（6～33か月)，

治療成績は全例Goodであった．瘻痛は全例消失

し，握力は健側比90％以上1例，80％以上2例，

70％以上2例,50%以上l例であった．可動域は

改善2例，低下4例であった．CHRは術前後平均

0.54で不変,Sthalmdexは術前平均44.8が術後平

均42.6,SLangleは術前平均46.5が術後平均45.5

と変化した移植骨採取時に皮質骨と海綿骨の

離開例が2例あったがそのまま移植した．

【考察】月状骨へ有茎僥骨を移植し創外固定術を

併用して短期ではあるがX線像上の圧潰の進行

を阻止し痛みの改善には有効であり有用な方法

であった．しかし，可動域低下例が多く，外固

定法の見直し，外固定期間，軟部組織の処置に

改善が必要である．また，僥骨からの骨採取と

移植骨の設置位置についても検討すべきと思わ

れる．

2-7-EP14

靱帯再建におけるエナメル基質蛋白の腱
骨移行部投与による組織学的および力学
的影響

EffectofEnamelmatrixproteinsonTendon-Bone

InterfaceinLigamentReconslructioninaRat
Model

'広島大学大学院整形外科，2広島大学大学院保健

学研究科

○角西寛'，砂川融2，鈴木修身'，

横田和典'，越智光夫』

【目的】エナメル基質蛋白は，歯周組織の発生期

において，内エナメル上皮細胞より歯根象牙質

上に分泌され，歯周組織の形成を誘導する．歯

科領域においては，歯周組織の再生に既に臨床

応用されている．一方，整形外科領域において

移植腱を骨孔に固定する手術は広く行われてい

るが，エナメル基質蛋白を靭帯再建後の腱骨移

行部の結合促進に用いた報告はない．我々は，

エナメル基質蛋白を腱骨移行部へ投与すること

により，より早期に腱骨移行部の結合を促進す

ることができると考え，今回，ラットの前十字

靭帯を自家腱にて再建し，移植腱の腱骨移行部

にエナメル基質蛋白を投与することによる組織

学的および力学的影響を検討した．

【方法】Sprague-Dawleyラット(12週齢，雌）

を用い，長趾屈筋腱を用いて両膝の前十字靭帯再

建を行った．左膝は，脛骨側の移植腱の入孔部周

囲に,propyleneglycolalginate(PGA)に溶解し
たエナメル基質蛋白を投与した．右膝は，コント

ロールとして同様に同量のPGAのみを投与した．

組織学的評価と力学的評価は，術後4週，8週，

12週,16週にて，両膝関節を採取し行った．

【結果】組織学的には，術後8週のエナメル基質

蛋白投与群において，コントロール群に比べ，

優位に腱骨移行部内の組織内にシャーピー線維

の埋入が確認された力学的にも，術後8週のエ

ナメル基質蛋白投与群において，コントロール

群に比べ引き抜き強度の増強を認めた．

【考察】エナメル基質蛋白を腱骨移行部へ投与す

ることで未分化間葉系細胞を刺激し，シャーピー

線維の誘導を促進し，より早期に腱骨移行部の

結合を促進することができると考えた．
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2-7-EP15

BMPによる骨再生の新たな手法開発への
取り組み

一手術ナビゲーションシステム,CADを
併用してのBMP使用による骨再生一
Computeraidedskeletalreconstructionwithuseof

BoneMorphogeneticProtemExperimentalstudyof

newmethodfbrskeletalreconstructivesurgely

大阪市立大学大学院医学研究科整形外科学教室

○矢野公一，上村卓也，岡田充弘

高松聖仁，高岡邦夫

【目的】近年コンピュータナビゲーションシス

テム(NS)の発達により，術中の正確な三次元位

置関係の把握が可能となり，整形外科分野にお

いて有用性が報告されている．一方僥骨遠位端

骨折後変形治癒や骨腫瘍切除後のように，失わ

れた骨格に対する解剖学的に健常な骨修復を想

定した骨格再建実験で骨形成蛋白(BMP)の有用

性が証明されている．本研究ではこれらの技術

を組み合わせ，術前計画として骨切除範囲の決

定と欠損部を補填する形状の人工骨格の設計を

CAD(Computer-aideddesign)で行い,NSを使

用し計画通りに骨切除を施行し，設計通りに加

工した人工骨格にBMPを併用し正確な骨格再建

を行うことを考案したので報告する．

【方法】ビーグル犬の骨盤CT撮影を行い，取得

したデータからCADソフトを使用し，骨盤部

分骨切除の手術計画および欠損部を補填する形

状の人工骨格の設計を行った．補填材料は，ハ

イドロキシアパタイトを三次元切削加工機にて

設計通りに加工して作製した．ついで術前計画

データをCTベース鵬に転送し，術前計画通

りにビーグル犬の骨盤の部分骨切除術を施行し

た．欠損部に術前切削加工した人工骨を補填し，

その表面に粘土状の骨形成性材料(rhBMP-2/

Polymer/6-TCP複合体）を塗布した．骨形成

の評価は術後3週毎に撮影した経時的CT撮影お

よび術後12週目に摘出した骨盤部の似CT撮影
により行った

【結果および考察】ナビゲーシヨン使用により作成

した骨欠損部には，術前切削加工した人工骨が良

好に適合した.術後CT像では人工骨表面の経時

的な新生骨形成が認められた.摘出後の似CT像

において人工骨表面の骨形成が認められ，解剖学

的な形態に近い骨再建が可能であった本研究の

結果よりコンピュータ支援を使用しBMPを用いた

骨の再建は将来有用な再生医療として大きな発展

が期待できるものと考えられた．

2-7-EP16

培養骨髄細胞注入による骨形成（第一報）
CeUsheetinjectionfbrmsbonetissue

'奈良県立医科大学医学部健康政策医学講座，2奈

良県立医科大学医学部整形外科

○赤羽学1，中村昭文2，重松英樹2，

上羽智之2，今村知明』

【目的】培養骨髄細胞移植による骨形成促進を目

的とした基礎的研究は多数報告されており，す

でにその臨床応用も始まっているが,scafbld

freeで移植し骨形成を促進しようとするものは

まだ少ない．今回我々は培養骨芽細胞シートを

注入移植することで骨形成を得ることができた

ので報告する．

【方法】7週齢F344ラットの骨髄間葉系幹細

胞を初期培養した後,10cm培養皿でデキサメ

サゾン，アスコルビン酸添加培地で2次培養を

行い，コンフルエント後スクレーパーでシート

状に細胞を採取した．細胞シート自体の骨形成

能を評価するため,ALPおよびオステオカル

シン(OC)の発現をみた次に培養細胞の注

入による生体内での骨形成能を評価するため，

細胞シートをラットの皮下に注入移植した細胞

シート群とトリプシン処理して作製した細胞浮

遊液を注入した対照群を作製した注入後4週

でサンプルを摘出し，組織学的に骨形成を評価

し，その遺伝子発現も検討した．なお，両群と

も注入移植はscaHbldfreeで行った．

【結論】細胞シート注入群は，皮下に硬組織の形

成を認め,H-E切片で軟部組織に囲まれた骨

組織であった対照群では肉眼的に硬組織の形

成は見られなかった．細胞シート群で見られた

硬組織は，リアルタイムPCRでALPおよび

OCの遺伝子が発現しており，骨組織であるこ

とが確認できた．

【考察】手の外科領域においても骨壊死や偽関節

はしばしば経験される．今回，骨芽細胞シート

を移植することで皮下に骨形成が得られたこと

から，細胞シート注入による壊死骨再生や偽関

節における骨癒合を促進させることができる可

能性が示唆された．

【結語】骨髄間葉系幹細胞をシート状に培養するこ

とで,sca肋ldfreeでの移植が可能であった.注入

された細胞シートは皮下でも骨組織を形成した．
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2-7-EP17

培養細胞を用いない軟骨修復用高分子
スキャホールドにおける適切な気孔率の

検討

TheoptimalporosityofsyntheticpolymerscafMold

oncartilagerepairwithoutculturedcells

神戸大学大学院医学研究科外科系講座整形外科

○藤岡宏幸，池田里砂，国分毅，

名倉一成，黒坂昌弘

【目的】私たちは生体吸収性高分子であるpoly

(DL-lactide-co-glycolide)(PLG)を用いて，培養

細胞を用いないで軟骨修復を行うことが可能な

scaHbldを開発した．本研究では，軟骨修復に適

切なscaHbldの気孔率の検討を行った．

【方法】気孔率の異なる3種類のPLGscaHbldl,II,

IIIを作成した．気孔率はscafOldlが80%,II

が85%,IIIが92%で，それぞれの10%変位応力

はscaHOldlが0.26MPa,IIが0.091MPa,IIIが

0.0047MPaであった．日本白色家兎の大腿骨穎

部に作成した骨軟骨欠損(直径5mm,深さ5mm)

に，これらのPLGscaHbldを単独で充填し，術

後3，6，12週にて組織学的に検討した．

【結果】いずれの群も，術後6週までにPLG

scaHbldは吸収されていた.scaHbldlでは術後

6，12週において，修復された組織の中央に陥没

が生じていた．これに対して,scafOldllおよび

IIIでは，術後6週で軟骨下骨には骨形成，関節

腔側には軟骨形成が見られ，これらの修復され

た軟骨および軟骨下骨は術後12週まで良好に維

持されていた．

【考察】気孔率が低く10％変位応力の大きい

scaHOldlは，力学的には有利である．しかし，

気孔率の高いscafoldllおよびIIIの方が良好

な軟骨修復が見られた．したがって，気孔率が

高く骨髄由来細胞がscafbld内に侵入しやすい

PLGscaHOldのほうが，軟骨修復に良い影響を

及ぼすと考えられた．

2-7-EP18

軟骨修復のための生体吸収性ナノフアイ
バーsca什old

Syntheticpolymerscaffoldwithoutculturedcellfbr

cartnagerepair

神戸大学大学院医学研究科外科系講座整形外科

分野

○豊川成和，藤岡宏幸，国分毅，

名 倉一成，黒坂昌弘

【目的】我々は多分化能を持つ骨髄由来細胞を局

所にとどめて軟骨修復を誘導する生体吸収性高

分子scafbldを開発してきた．本研究では，生体

吸収性高分子であるpoly(DL-lactide-co-glycoUde)

(PLG)を用いて,electrospmning法でナノファイ

バーscaHOldを作成し，動物実験モデルにて骨

軟骨欠損の修復過程を検討した．

【方法】日本白色家兎の大腿骨類部に対し

径5mm,深さ5mmの骨軟骨欠損を作成し，

electrospinnmg法で作成したナノファイバー

PLGscaHOldを挿入し，術後2,4,8,12,24週

で組織学的評価を行った．対照として骨軟骨欠

損を放置した群を作成した

【結果】scaHbld群では，術後2週でPLGscaHbld

は残存していたが，術後4週ではscafbldはほぼ

吸収され，関節腔側では軟骨形成が，深層部で

は骨組織の形成が見られた術後8週以降，骨軟

骨の形成とリモデリングは進行し，術後24週で

はtidemarkも見られた．対照群と比較したスコ

アリングでは4週以降，有意に良好な修復が認め

られた

【考察】骨軟骨の修復のためのscaHOldは,気孔率，

吸収速度，力学的特性などが重要である．今回

我々 が用いたPLGscaHbldは,electrospinning

法により大きな気孔率と力学的特性を併せ持つ

ことが可能であり，骨髄由来細胞がscafOld内

に侵入・接着できるため，培養細胞を用いるこ

となく骨軟骨欠損の修復が可能であると考えら

れる．したがってelectrospim血g法で作成した

生体吸収性高分子PLGナノファイバーscafOld

は，有用な軟骨修復材料であると考えられた．
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2-7-EP19

移植四肢骨髄細胞による前処置宿主骨髄
再構築と免疫寛容

Compositetissue/vascularizedbonemarrow

transplantation:Repopulationofhostbone

marrowandinductionofimmunotolerance

山口大学医学部整形外科

○村松慶一，栗山龍太郎，橋本貴弘，

松 永経光，田口敏彦

【目的】移植四肢に含まれる骨髄は，宿主による

拒絶のターゲットとなり抗原性を高めるかもし

れない．しかし，免疫寛容導入の一手法である

Macrochimerism概念から考えると，移植片に

骨髄細胞を有することは前処置を行った宿主に

移植すればその生着Spaceとなる宿主骨髄を再

構築できる可能性が高い．今回,全身照射(TBI)

を利用して四肢移植を行い移植片の生着と宿主

骨髄のChimerismレベルについて実験的検討を

行った

【方法】実験動物はドナーとしてDA背景の

LacZTgラット，レシピンエントとしてLewis

ラットを用い，後肢同所性移植モデルを作成し

た実験群は,G1:無処置群(n=6),G2:FK506(FK)

移植後28日投与群(n=12),G3:移植後2週目で

TBIを移植四肢を鉛で隠して行い4日間穎粒球刺

激因子(G-CSF)投与群(FK506は28日間投与）

(n=10),G4:移植直前にTBIを行いG-CSF4日

+FK28日投与群(n=10),の計4群を作成した．

【結果】G1は移植後平均4日,G2は64日,G3は80

日，で移植後肢は拒絶されたが,G4は全例拒絶

されず10ヶ月以上生着したG4にはG3認めな

かった慢性GVHDが認められた.G4のレシピエ

ント骨髄内にはLacZ特定的PCRにてドナー細

胞が高率に認められ,Macrochimerismが導入

されていることが確認された

【結論】これまで，臓器移植の免疫寛容導入に前

処置後の宿主に骨髄静注を行う手法が報告され

四肢移植にも応用されている．今回の我々の手

法はやや手荒ではあるが，移植四肢が骨髄を有

していることを利用して骨髄移植の役割をさせ

G-CSFと短期FK506の投与により長期の生着が

得られた.G3で拒絶された結果から，四肢移植

直後から旺盛な細胞交通が始まりG3の手法では

免疫寛容が得られるChimerismレベルに及ばな

いことが示唆された．

2-7-EP20

陳旧性腱性槌指に対するSnow法の経験

SurgicalTTeatmentfbrChromcMalletFingers

'キッコーマン総合病院整形外科，2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

○田中利和'，菅谷久'，阿部亮子2

【はじめに】腱性マレット陳旧例に対する代表的な

手術方法は,終止腱による再建法,腱,皮層縫縮法，

腱切離法,腱移植術などあるが,伸筋腱側と屈筋腱

側のバランスを調整したり,移植腱採取が必要など，

手技が煩雑である．しかも,伸展不全や屈曲拘縮を

生じることがある.今回我々は,側索による再建法

であるSnow法を施行したので,その手術法の紹介

と成績を報告する．

【対象】放置，または保存的治療を行ってきて改

善の見られない外傷4例で，男性2例，女性2例

である．部位は母指，中指，環指，小指で受傷

から治療までの期間は5～36ヶ月（平均13ヶ月),

経過観察期間（平均9ヶ月)，受傷原因はスポー

ツによるもの2例，転倒2例であった

【手術方法】全例外来受診後2ヶ月間の伸展保持

装具で保存的治療を行う．それでも伸展制限の

残る症例に対して，手術を行う．原法とは異な

りDIP関節背側にY字状の皮切を入れ伸筋腱を

展開する．伸筋腱末梢断端両側の末節骨にl.4mm

のK-wireで穴をあけ交通させる.PIP近位まで

側索を半切し中枢端を切除して末梢に反転する．

緊張は断端間にあった被膜は温存し，両断端を

ナイロンでマットレス縫合して，伸展位を保持

できる強さとする．この緊張の元，半切腱を末

節骨に開けた穴を通して対側の側索に縫合する．

DIP関節は指骨針で仮固定する.3～4週間後に

指骨針を抜去し，自動運動を開始し夜間のみシー

ネ固定を3週間行う．評価は蟹江らの評価基準を

使用した

【結果】優3例，良l例であった．術前可動域は平

均伸展-58.屈曲75.術後平均-3.75.屈曲78.と著

明に改善している．10｡の伸展不全が一例に見ら

れた以外は伸展0.である．

【まとめ】伸筋腱側索の一部を使用することによ

り十分な伸展が得られ，屈曲拘縮を生じた例は

なかった．
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Mallet骨折に対する有効な術前評価と石
黒法とその変法の治療選択

UsefillPreoperativeAssessmentfbrMalletFracture

2-7-EP21

骨性mallethngerに対するdouble
extensionblockによる石黒変法

Modifiedlshiguro'sProcedurewithDouble
ExtensionBIockfbrMalletFractures

富永草野病院整形外科

○中禮康雄草野望，水谷善弘'駒沢病院整形外科，2金子整形外科

○齊藤毅'，吉川泰弘l,市川
２壹

了

【目的】Mallet骨折に対する石黒法は現在最も普

及した治療法である．特徴の一つは，背側骨片

へ侵襲を加えない固定法にある．我々は第34回

骨折治療学会において，直視下に骨片の整復方

向を変え，より正確な固定を行うOpen石黒法

を報告したそして整復が正確であれば2本の

k-wireによる圧迫力だけでも固定性は十分であ

ることを確認したまた術前に正確な整復が可

能なことが判断できればOpenにせず石黒原法

を第一選択とできる可能性について示した今

回術前イメージ下徒手整復により，石黒原法

とOpen石黒法のいずれを選択するかを判断し

施行した症例を検討した．

【対象および方法】2007年から2008年にかけて

手術を行った8例で，男性5例，女性3例であっ

た平均年齢は26.1歳,5例に石黒原法を,3例に

Open石黒法を行った経過観察期間は，平均
3.1か月であった．術前，イメージ下に術者の指

で骨片を皮膚上から圧迫整復方向を変えたり，

22G注射針を用い骨折部の掻爬，整復を行うな

どした．これらの操作で正確な整復位が得られ

た症例に対してのみ石黒原法を選択した．残る

整復困難例には,Open石黒法を選択した

【結果】全例に関節適合性良好な骨癒合が得られ，

再転位例はなかった．蟹江の評価基準では優5例，

良3例であった．

【考察】石黒原法は時に骨片の背側回転が十分に

整復できない例があり，近年さまざまな工夫が

なされた変法が報告されている．しかし，イメー

ジの解像度や術者の技術的な条件を要すること

も多い．術前イメージ下徒手整復を行えば，侵

襲の少ない石黒原法をより多く選択できる可能

性が増え有用であると思われた．一方Open石

黒法選択例からは破れた骨膜が骨折部に介在，

背側転位した骨片が骨膜に引っ掛かっているな

ど，石黒原法のみでは整復困難となる何らかの

原因があることもわかった．

【はじめに】骨性malletfingerに対する石黒法は

簡便で広く普及している方法であるが，良好な

整復位の獲得や保持が困難な場合がある．その

一因として骨片の回旋転位が考えられる．我々

は2007年5月以降，骨片の回旋を防ぐ、目的で，2

本のextensionblock鋼線を用いた石黒変法を

行っている．今回，当科にて本法を行い追跡調

査が可能であった16例16指について検討した．

【対象と方法】症例の内訳は男性12例，女性4例

で，手術時年齢は13～50歳（平均29歳)，罹患

指は母指1,示指1,中指2,環指8,小指4指，受

傷原因は球技14例，転倒1例，けんか1例であっ

た受傷から手術までの期間は2～39日（平均

10日),術後経過観察期間は3～17ケ月(平均6.2ケ

月）であった．手術は石黒法に準じてまずDIP

関節を最大屈曲位に保持し，掌側に移動した骨

片の背側中央部をはさんで榛・尺側にextension

block鋼線を2本刺入する．骨片をextension

block鋼線に押し当てて整復した後,DIP関節を

固定する．基本的に術後約4週で鋼線を抜去し，

DIP関節の他動伸展と自動屈曲運動を開始する．

【結果】骨癒合は全例に得られ，感染例はなかっ

た.X線上,DIP関節面の適合性は概ね良好で

あり,stepoHはなし10指を含む15指が5mm以下

であった．蟹江の評価基準では優12,良1,可3

であった．

【結論】骨性malletfingerに対する石黒法は，

extensionblockを1本の鋼線で行うため，太め

の鋼線を使用しても回旋転位を生じ，さらには

stepo丘が増強する可能性もある．本法は骨片の

回旋を防ぐことでstepo丘も少なくなり，より良

好な整復位を獲得，保持することができる方法

であると考えられた

I
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Mallet骨折に対する石黒法における鋼線
皮下埋没の試み

Treatmentofmalletfracturebylshiguromethod

withpmsburiedsubcutaneously

江戸川病院整形外科

○高畑智嗣田邊剛，大谷崇裕

【はじめに】Mallet骨折に対する石黒法は優れ

た術式だが，鋼線が体外に露出するため，抜釘

まで患者は日常生活での指の使用が制限される．

演者は石黒法を施行する際，鋼線を皮下に埋没

させて患者の利便に配慮している．その方法と

成績を報告する．

【方法】Extensionblockpinは直径0.7mm鋼線2

本を，間隔をあけて指背から刺入する.DIP関

節固定には直径1.2mm鋼線を指尖から末節骨髄

内に刺入し,DIP関節伸展位で中節骨髄内に進

める．次に鋼線に沿って小切開を加え，ピンカッ

ターを皮層に押し当てて鋼線を短く切断し，皮

層を整えると鋼線は皮下に埋没する．多くの場

合，縫合は不要である．術後数日のみガーゼを

当てるが，以後は水仕事を許可する．抜釘は外

来診察室で指ブロック麻酔下に行う.18G注射

針またはメスで小切開を加え，鋼線を押し込ま

ないように気をつけて抜釘する．抜釘時も縫合

は不要である．

【結果】症例は11例年齢は16～55歳(平均31歳）
であった罹患指は示指:4，中指:3，環指:2，小

指:2であった．10例は受傷から手術までが2週間

以内の新鮮例であった．背側骨片の大きさは1/3

～2/3が9例を占めた手術時間はll～35分(平

均21分）であった1例で指尖部を,1例で指背部

を縫合した．術後経過中に指尖部の鋼線が一時

的に露出した症例が3例あったが，トラブルは生

じなかった．指背部の鋼線が露出した症例はな

かった．抜釘の時期は術後24～36日（平均30日）

であった．抜釘時に2例で縫合を加えた．術後観

察期間は42～253日（平均134日）であった．最

終経過観察時のDIP関節自動可動域は伸展が-25

～0｡（平均-9.5｡)，屈曲が30～85｡（平均59｡）で

あった蟹江の評価基準で優:4,良:2,可:4,不可:1
であった．

【ポイント】鋼線刺入には手回しのピンバイスが，
抜釘には把針器が使いやすい．

2-7-EP24

槌指手術後に感染を生じた症例の検討

Infectiouscasesofmalletfingerafteroperative

therapy

'済生会前橋病院整形外科，2群馬大学院整形外科

○中島一郎'，後藤渉'，長谷川仁1，

田鹿毅'，高岸憲二2

【はじめに】スポーツ等の外傷による骨性および

腱性槌指は日常よく遭遇する症例でありその程

度によって手術的加療を行う症例も多い．実際

骨性槌指に対しては石黒法を腱性槌指に対して

は腱縫合が用いられ鋼線の刺入が必要であるが，

術後感染の合併症が生じる症例がある．そこで

当院による槌指術後に感染を生じた症例を検討

した．

【対象】2000年1月から2008年8月までで当

院で手術加療した骨性槌指131例133指,腱性

槌指102例105指および骨性槌指と腱性槌指の

合併例l例である．

【方法】術式に関しては骨性槌指に対し石黒法に準

じたが必要に応じて骨片にも鋼線を刺入したまた

腱性槌指に関してはDIP関節を鋼線で固定後直

視下伸筋腱縫合を行った.鋼線は全て皮下に埋没

させ,後療法に関しては骨性槌指が4－6週後に抜

釘し,腱性槌指は6週間後抜釘した．

【結果】術後感染兆候を認めた症例は骨性槌指

が5指，腱性槌指がl指であった骨性槌指の

5例中抗生剤の投与および鋼線の抜去等で対

応し治癒した例が3例あったが残りの2例は

ExtensionBlockPmが原因と思われるDIP関

節に化膿性関節炎が生じ，軟骨変性および伸筋

腱の機能不全によるDIP関節の亜脱臼が生じ

た．また腱性槌指例は鋼線を刺入したまま3ヶ

月放置した症例であった．

【考察】骨性槌指の中でもExtensionBlockPm

はDIP関節付近を通るためここに感染が生じ

ると化膿性関節炎および伸筋腱の機能不全を生

じ易いため早期治療が必要であると思われた．

(まとめ）当院で手術的加療した骨性および腱性

槌指234例中感染を生じた6例について検討

した．
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2-7-EP25

陳|日性Mallet骨折に対する治療成績
ClinicalResuktsofClomcMalletfiactures

市立三次中央病院整形外科

○高田治彦，大石芳彰，杉岡敏博，

夏恒治 ，三上幸夫

【目的】陳旧性Mallet骨折に対する手術成績に

ついて検討したので報告する．

【対象および方法】対象は1998年以降に手術を施

行した11例で，男性9例，女性2例手術時年齢

は平均47歳である．受傷指は示指l例，中指4例，

環指2例，小指4例で，受傷から手術までの期間

は平均45日で,初回に石黒法を3例に施行された．

骨折型はWehbe分類でtypelA3例,typelB6

例,type2B2例である．手術方法は末梢骨片を

No.34の両端針付きwireで末節骨に固定した後，

石黒法で骨折部に圧迫をかけた陳旧例では骨

折部の新鮮化後に必ずしも骨折面が一致すると

は限らず，整復に際して中節骨頭に軟骨面を合

わせるように整復し，骨片を背側から押さえこ

むようにwireを骨折面から刺入することがポイ

ントである．術後外固定およびK-wireを平均28

日で除去した．評価方法は瘻痛，可動域より蟹

江の評価基準で評価し，さらにX線所見，合併

症についても検討した．経過観察期間は平均39

カ月であった．

【結果】明らかな瘻痛を訴えたものはなく,DIP

関節の平均可動域は伸展-10.,屈曲48.であった．

蟹江の判定基準で優2例，良3例，可2例，不可4

例であったX線で全例骨癒合を認めた．合併

症は軽度の爪変形,遅発性感染症をl例に認めた．

【考察】末梢骨片を新鮮化する際，骨の脆弱性の

ため破損をきたさないように，また骨の血行を

阻害しない注意が必要である．本法の利点は，

pulloutwireを末節骨掌側で固定することでゆ

るみを防止できること，石黒法を併用すること

により骨折部の圧迫力が加わり骨癒合が得られ

やすいことである．成績不良の原因は,DIP関

節の伸展制限であり，石黒法を伸展位で固定す

る方がよいと思われた．

2-7-EP26

Acu-Locを用いた僥骨遠位端骨折の治療

成績

ClinicalResultsofLockingPalmarPlateFixation

usingAcu-LocfbrDistalRadiusFractures

'京都第二赤十字病院整形外科，2京都府立医大大

学院運動器機能再生外科学（整形外科）

○河合生馬'，奥田良樹'，藤原浩芳2，

松木正史2，久保俊一2

【目的】われわれは不安定性の高い僥骨遠位端骨

折にAcu-Loc掌側ロッキングプレートを用いて

きたので治療成績を報告する．

【方法】2006年6月から2008年8月の間にAcu-Loc

を用いて内固定を行った90例(91手）のうち2カ

月以上の追跡が可能であった84例（85手）を対

象とした．受傷時年齢は19歳から85歳，平均年

齢58.0歳．男性29例，女性55例であった骨折

型は,AO分類のA3:22手,Cl:6手,C2:16手，

C3:41手であった．術後外固定期間は1週間，平

均経過観察期間は6.5カ月であったX線学的に

受傷時，術直後および最終経過観察時のradial

inclmation(以下RIと略す),volartilt(以下

VT),ulnarvariance(以下UV)について計測し，

それぞれの矯正損失を評価した臨床評価には

MayoWristScoreを用いた．

【成績】全例に骨癒合が得られた．良好な整復位

が得られた術後RIの矯正損失は0.21｡,VTは

0.24｡,UVは0.38mmであった．可動域は健側比

80％以上が得られた．臨床成績はexcenent:34手，

good:23手,fair:22手,poor:6手であった．合併症
として腱断裂を2手に認めた

【結論】Acu-Locは僥骨茎状突起の骨片にも複数

のロッキングスクリューを設置でき，高齢者の

脆弱骨に対しても確実な固定が得られる．この

ため矯正損失は僅少にとどまったいっぽう，

他のプレートに比し厚みがあり屈筋腱を刺激す

る可能性を認めた．
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僥骨遠位端骨折に対する3種類の掌側ロッ
キングプレート固定の比較検討
一患者立脚型上肢機能評価表Hand20を
用いて－

ComparisonoftheClinicalResultsamongThree

TypesofVOlarLockingPlatefbrDistalRadius

FractureUsmgHand20

l岡崎市民病院整形外科,2安城更生病院整形外科，
3岐阜社会保険病院整形外科

○倉橋俊和1,新井哲也2,加藤宗-3,
原龍哉2，浦田士郎2

【はじめに】近年，僥骨遠位端骨折に対する掌側

ロッキングプレート固定の良好な治療成績が多

数報告されているが，各プレート間で成績を比

較した報告は少ない．我々は第51回本学術集会

において3種類の掌側ロッキングプレートによる

治療成績を比較検討し,VolarTiltの比較におい

てLCP-DRPの矯正不足を認めたものの，日手会

手関節機能評価を用いた臨床評価では3群間に有

意差を認めなかったと報告した．しかし，従来

の客観的項目による機能評価では患者の状態を

必ずしも反映しない可能性がある．今回我々は，

前述の比較研究を患者立脚型上肢機能評価表で

あるHand20を用いて再度検討し，その成績を

比較したので報告する．

【対象と方法】2006年4月から2007年3月までに

NPO法人HandFrontierに参加する関連施設

において手術を施行した榛骨遠位端骨折211例

のうち,Hand20で追跡調査可能であった126例

を対象とした男性33例，女性93例，年齢は16

～84歳（平均59歳)，経過観察期間は3～14カ

月（平均6ヵ月）であった．使用プレートは小林

メディカル社Acu-Loc20例,Stryker社Matrix

SmartLock58例,SYNTHES社Juxta-Articular

LCP-DRP48例であったこれらの症例に対し，

X線評価および手関節可動域握力,Hand20を

調査した．

【結果】X線評価ではVTにおいて3群間に有意

差を認め,LCP-DRPが術直後および最終調査時

ともに不足していた矯正損失では有意差を認

めなかった.Hand20の平均scoreはAcu-Locが

12.3,Matrixl5.5,LCP-DRP21.9であり，有意

差はないもののLCP-DRPが悪い傾向を認めた．

【考察】臨床評価にHand20を用いたことで，従
来の客観的項目による機能評価には反映されな

かった各プレート間の差異を評価することがで

きた．今後，プレートの改良を進める上で重要

な指摘になると考えられる．

2-7-EP28

MonoaxialLockingplateとPolyaxial
Lockingplateによる僥骨遠位端骨折の
治療

ClinicalResultsofVolarPlatingfbrDistalRadius

Fractures-ComparisonbetweenMonoaxialLocking

PlateandPolyaxialLockingPlate-

'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

○川崎恵吉'，稲垣克記l,瀧川宗一郎2,

上野幸夫2，門馬秀介2

【目的】僥骨遠位端骨折に対する掌側プレート

が各種存在する中,PolyaxialLockmgPlateで
あるAPTUS2.5は，各方向に15度の自由度で

Lockingscrewを挿入可能であり，また解剖学

的形状で,1.6mmとプレートが薄く，遠位1列

目と2列目に多数本Screwを挿入可能なプレー

トである．すでに我々 は本lockmgsystemの有

用性と問題点を報告した．今回は，解剖学的形

状であるMonoaxialLockingplateであるStellar

Plate(M群）とPolyaxialLockingPlateである

APTUS2.5(P群）の比較検討を行った

【対象と方法】1999年以降にプレート固定術を

行った僥骨遠位端骨折は294例,StellarPlateを

使用した症例は103例,APTUS2.5を使用した症

例は53例であったこれらのうち6カ月以上経

過観察し得たM群41例,P群36例を対象とした

男女比はM群15:26,P群8:28,平均年齢はM群

55.2歳,P群61.1歳で，有意差はなかった．骨折

型ではColles:SmithtypeがM群30:11,P群28:8

であった．CooneyのScoringsystemによる治

療成績X線評価について検討した

【結果および考察】Cooneyの評価法ではM群

87.0point,P群82.7pointであったX線評価

で,UlnarVariance(UV),VolarTilt(VT)の術直

後と最終診察時の差（矯正損失）は,M群が0.87

mmと0.04度,P群が1.09mmと1.63度であり，

VTでは有意差を認めた.P群でScrewが脱転

した1例を認めたこと,X線評価でP群の整復位

の保持がM群に比べて劣っていたことから，本

PolyaxialLockingsystemの力学的強度に問題が

あると思われたまたAPTUS2.5は，月状骨窩

や僥骨茎状突起の小骨片にLockingscrewを挿

入可能であるなどの利点がある一方，手技が煩

雑で,Stellarのようにドリリングを連続して行

えないなど，誰にでも簡単に使えるプレートに

は至っていないと思われた．

-S322-



2-7-EP29

背側転位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一合併

する尺骨茎状突起骨折との関係における

比較検討一

ClmicalResultofPalmarLockingPlateFixationfbr

DorsallyDisplacedFracturesoftheDistalRadius

'悦伝会目白病院整形外科，2佐々木研究所付属杏

雲堂病院整形外科

○野池勝利'，富田善雅2，懸田健史’

【目的】僥骨遠位端骨折に伴う尺骨茎状突起骨折

の治療法は，内固定の有無にかかわらず骨癒合

しても手関節尺側部痛が残存する症例を経験し

た．今回われわれは掌側ロッキングプレート単

独で整復維持が可能な背側転位型僥骨遠位端骨

折の臨床成績を尺骨茎状突起骨折との関係にお

いて比較検討した．

【対象】2005年6月から2008年5月までに手術治

療を行った背側転位型僥骨遠位端骨折69例71肢

中，両側例，手術側上肢に複数骨折を認めた症

例を除き掌側ロッキングプレートのみで内固定

した56例を対象とした．男性24例，女性32例

平均年齢は58.9歳，平均観察期間は7.8か月であっ

た．骨折型はAO分類typeA:21例,typeB:35

例であった尺骨茎状突起骨折を認めたものは

43例であった．

【方法】尺骨茎状突起骨折に対しては外科的治

療せず，術後評価は関節可動域，握力,DASH,

Mayowristsore,尺側部痛の残存にて行った．

【結果】最終経過観察時のMayoWristscoreは

excellent29例,goodl9例,satisfactory7例,fairl

例であった．尺骨茎状突起骨折合併43例中,12

例に骨癒合を認めた最終経過観察時に尺側部

痛が残存したものは4例で，その内訳は尺骨茎状

突起骨折例3例（骨癒合例：1例，偽関節：2例)，

骨折を認めなかつたもの1例であった背側転位

型榛骨遠位端骨折に合併する尺骨茎状突起骨折

の有無や骨折部位また骨癒合の有無で術後成績

に有意差は認められなかった．

【結語】掌側ロッキングプレート固定法単独で整

復維持が可能な背側転位型僥骨遠位端骨折に伴

う尺骨茎状突起骨折に対しては積極的に内固定

を行う必要性は低いと考えられた今後は手術

時または術後尺側部痛が残存した症例に手関節

鏡などによる外科的治療を行った症例との比較

検討が必要であると思われる．

2-7-EP30

僥骨遠位端掌側部の肉眼的解剖学的検討

－いわゆる"WatershedLine''を中心に一

GrossAnatomicalStudyofVolarAspectofDistal
EndofRadills

'岡山済生会総合病院整形外科，2岡山大学大学院

医歯薬学総合研究科人体構成学，3東京医科歯科

大学大学院臨床解剖分野

○清水弘毅'，今谷潤也'，高田逸朗'，

西田圭一郎2，秋田恵一3

【はじめに】僥骨遠位端掌側LockingPlateの

合併症の一つとして屈筋腱障害があげられる．

Orbayらはこの合併症を回避するためのPlate

設置位置の指標のひとつとして，僥骨遠位端掌

側部の骨性隆起部分を''WatershedLine'!という

概念として報告しているが，概念の詳細は不明

である．また手指屈筋腱が"WatershedLine'!の

どの部分で交叉するのかについても不明である．

今回我々は解剖実習用屍体を用いて同部の肉眼

的解剖学的検討を行った．さらに，屈筋腱障害

について重要と思われる長母指屈筋腱と骨性隆

起部分との位置関係について検討を行ったので

若干の考察を加えて報告する．

【方法】10％ホルマリン固定後70％アルコールに

て防腐処置された解剖実習用屍体の前腕部を用

いた手根部掌側より関節包と靱帯をメスでは

がしていき，骨性隆起部分を越え方形回内筋ま

で剥離しその関節包，靭帯などの軟部組織の付

着形態を観察した．また，長母指屈筋腱と骨性

隆起部分との位置関係を観察したさらに長母

指屈筋腱にwireを巻き付けることによりマーキ

ングし，レントゲン評価により骨との位置関係

をしらべた．

【結果】僥骨遠位端掌側部の骨性隆起は僥骨遠位

関節面より観察すると二つの隆起を形成してい

た．その僥側の隆起頂点部分から関節面までの

距離は14.4mm,尺側のそれは3.5mmであった．

この骨性隆起から関節面までの間は僥骨手根靱

帯と関節包が付着していた．方形回内筋の遠位

端部分は尺側に比べて僥側でより骨性隆起の近

傍まで達していた．また長母指屈筋腱は，尺側

の骨性隆起のやや僥側に位置していた．

【結語】解剖実習用屍体を用いて，僥骨遠位端掌

側部の肉眼的解剖学的特徴を明らかにするとと

もに，榛骨遠位端掌側部の骨性隆起と長母指屈

筋腱との位置関係を検討した．
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2-7-EP31

僥骨遠位端骨折変形治癒に対する矯正骨

切ﾚﾉ術-CallusRemovalOsteotomyと

OpenWedgeOsteotomyの比較・検討一
CorrectiveOsteotomyfbrMalunionofDistalRadius

Fracture-CallusRemovalOsteotomyvsOpen

WedgeOsteotomy-

岐阜県総合医療センター整形外科

○河 村 真 吾 ， 鈴木康横井達夫，

飯沼宣樹，山田喜久

【目的】我々は僥骨遠位端骨折変形治癒例に対

し，完全に骨癒合していない場合は可及的早期

に仮骨を剥離し，整復固定するCallusRemoval

Osteotomy(CRO)を行い，それが不可能な場合は

OpenWedgeOsteotomy(OWO)を行っている．

今回矯正骨切り術の成績を調査し，両術式を比

較・検討した．

【対象・方法】1999年から2007年までに関節外

矯正骨切り術を施行した12手(CRO/C群6手，

OWO/C群6手）を対象とした手術時年齢はC

群34.3±27.2歳,O群35.3±19.6歳受傷から手術

までの期間はC群69.1±23.2日,O群37.2±70.2カ

月．評価項目として術前・術後の可動域(｡）およ

OWI(｡),VT(｡),UV(mm)と矯正後変化量，最

終の握力（健側比%),DASHscore(TheJSSH

version),ModjPedMayoWristScoreを調査した．
【結果】平均3.9カ月で全例に骨癒合を得た．可

動域は背屈49→72,掌屈48→59,回内72→85,

回外46→85に変化し，背屈と回外で有意な改善

を認めた.RIは16.9→18.3,VTは背側転位例

-298→-5.1,掌側転位例31.3→9.0,UVは2.9→l.3

に矯正された矯正後変化量はRIl.5,VT3.1,

UVO.8で，各項目に有意な変化は認めなかった．

握力は平均79.3%,DASHscoreは平均18.3点，

ModifiedMayoWristScoreは平均60.0点であっ

た．両群の比較で有意差はないが,C群でVT

矯正角(C群25.9vsO群17.1)と掌背屈可動域(C

群143vsO群121)が大きい傾向にあった

【考察】両群共にアライメントや可動域の改善は

良好であった.CROは移植骨なしでアライメン

トを復元できる点でOWOに比べて低侵襲であ

り，またOWOと同等またはそれ以上の可動域

を獲得できる有用な手術法であると思われた

今回の調査では受傷後最大110日経過例でCRO

が可能であった．受傷後長期経過例では仮骨剥

離が容易とは言えないが，可能であればCROを

行う価値があると考える．

2-7-EP32

僥骨遠位端骨折変形治癒に対する60%気

孔率β-TCPブロックタイプを使用した
矯正骨切術

CorrectiveOsteotomyusmg60%porositybeta-TCP

blockiypefbrmalunionofdistalradiusfractures

'駒沢病院整形外科，2金子整形外科

○吉川泰弘'，齊藤毅'，市川 亨2

【はじめに】僥骨遠位端骨折変形治癒に対する矯

正骨切術において，最近では掌側ロッキングプ

レートで固定する報告がみられるが，矯正後の

背側骨欠損には自家骨移植を必要としている．

今回骨補填剤として気孔率60%6-TCP(オス

フェリオン60．ブロックタイプ，以下OSF60B)

を掌側ロッキングプレート固定に併用し，その

治療成績およびX線像における変化について検

討したので報告する．

【対象と方法】対象は僥骨遠位端骨折変形治

癒に対する矯正骨切術の背側骨欠損に対して

OSF60Bを使用し,6カ月以上の経過観察が可

能であった6例で，年齢は31～73歳，経過観

察期間は平均8.7ヵ月である．手術方法はロッキ

ングプレート固定後に生じた背側骨欠損部に，

OSF60Bを骨皮質間にしっかり挟み込む形で充

填した治療成績はMayoscoresystemにより

評価し,X線像からVT,RI,UVの変化，骨形

成,OSF60Bの吸収変化を調査した．

【結果】全例で良好に骨癒合し,exceUent3例，

good3例と良好な成績が得られた.X線評価

で術後の各parameterの変化はほとんど認めな

かった．骨形成はOSF60Bの表層に仮骨の架橋

をつくって進行し，経時的にOSF60Bは吸収さ

れ，骨に置換されていた．

【考察】気孔率75%6-TCP(オスフエリオン）

は容易に吸収され骨へ置換されるが，圧縮強度

が2～5MPaであり容易に崩壊するため，矯正

骨切術での使用には不安がある．しかしながら，

今回使用したOSF60Bは圧縮強度が約7倍にな

り，操作性の向上とともに掌側ロッキングプレー

ト固定との併用により安定した整復保持と骨へ

の置換が得られ，自家骨移植を不要とする有用

な骨補填剤であると考えられた
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2-7-EP33

僥骨遠位端変形治癒骨折に対する尺骨頭

切除術を併用した矯正骨切ﾚﾉ術

CorrectionOsteotomywithUlnarHeadResection

fbrMalunitedFracturesoftheDistalRadius

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】僥骨遠位端変形治癒骨折に対して矯正骨

切り術がしばしば行われるが，遠位僥尺関節の

適合性を良好にするのは容易ではない．演者ら

は，症例を選んで尺骨頭切除術を併用した矯正

骨切り術を行ってきたので報告する．

【対象と方法】過去8年間に矯正骨切り術を行っ

た12例の僥骨遠位端変形治癒骨折のうち，尺骨

頭切除術を併用した8例8手を対象とした全例

女性であり，手術時年令は平均69才(61-76才)で

あった．全例が関節外骨折であり，背屈転位型

7手，掌屈転位型1手であった．手術法はまず尺

骨頭切除術を施行後,openwedgeosteotomyを

行い，できた骨欠損には切除した尺骨頭を成形

して移植するという方法であった腸骨移植を

行った症例はなかった．内固定材料としては，

背屈転位型ではK-wire2手，ネジ付きK-wire4

手，背側platel手であり，掌屈転位型では掌側

lockingplateであった．外固定期間はplate固定

例3週,pinmng例4週であり,pinning例では6

週で抜釘を行った．

【結果】X線学的parameterは,palmartiltが

背屈転位型では術前平均-36・から3・へ，掌屈

転位型では術前25°から9．へ,radialinclination

が術前平均13．から20.へと改善し，術前平均

+6.6mmのulnaplusvariantは消失した．また

手関節の関節可動域についても，背屈が術前平

均61.から69.へ，掌屈が36.から63.へ，回内

が59°から83°へ，回外が55°から84．へそれぞ

れ改善した．握力については最終観察時での健

側比が平均66％であったが，これによる日常生

活上の不自由さを訴えている症例はなく，手術

による満足度は全例で高かった．

【結論】尺骨頭切除術を併用した僥骨遠位端変形

治癒骨折の矯正骨切り術は，手技が容易，術後

回内外可動域の回復が早いなどの利点を有する

ため，高齢の女性に対しては推奨されるべき手

術法である．

2-7-EP34

僥骨遠位端骨折後に生じた遠位僥尺関節

障害の治療経験

Ti､eatmentofDR町ArthropatlWafterDistalRadius
Fractures

宮崎大学医学部整形外科

○崎濱智美，矢野浩明，帖佐悦男

【目的】僥骨遠位端骨折の後遺症として，骨折治

癒後の変形・関節症による機能障害が問題にな

ることがある．今回当科において僥骨遠位端骨

折後に遠位僥尺関節障害を来たし，手術を要し

た症例を経験したので術後成績，治療法の選択

について検討し報告する．

【症例および方法】症例は2001年1月から2008年9

月に当科において僥骨遠位端骨折後の遠位僥尺

関節障害に対し手術を施行した4例4手である．

手術時平均年齢は52.2歳，平均経過観察期間は

11ヶ月であった骨折の初期治療として，ギプ

スによる保存療法が3例，ピンニング施行がl例

であった．遠位榛尺関節症の病態は，尺骨つき

上げ症候群を伴うものが3例，尺骨頭反復性亜脱

臼を伴うものが1例であった．評価法としては，

X線所見としてulnarvarianceなどの計測を行

い，骨折後の手関節変形について評価した．骨

折の分類はFrykman分類を使用し，術前・術後

評価としてCooneyの機能評価を使用した．全例

遠位僥尺関節固定にアキュトラックスクリュー

を使用したSauve-Kapandji法を施行した．

【結果】Cooneyの機能評価ではfairから

excellentが2例,fairからgoodが1例,poorか

らexcellentが1例と良好な成績が得られた．

【考察】榛骨遠位端骨折後の遠位僥尺関節障害で

は変形治癒･ulnarplusvarianceに加え僥骨関

節面の異常・尺骨頭の変形などを認め複雑な病

態を呈することが多い.Sauve-Kapandji法は手

関節回内・回外での遠位僥尺関節の除痛に非常

に有効で手関節の尺側構造が温存できる特徴が

あり，外傷性の遠位僥尺関節症に対してはよい

適応であると考えられた
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2-7-EP35

僥骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位端骨

折に対する治療についての検討
TreatmentoftheDistalUnaFracturescombmed

withtheDistalRadiusFractures

福岡整形外科病院

○櫛田学，吉本栄治松田秀策

【目的】僥骨遠位端骨折に合併する尺骨遠位端骨

折の治療法に関しては概ね保存療法で治癒する

と言う報告と，観血的整復固定を勧める報告が

ある．今回我々の症例の治療成績から，治療

法について検討したので報告する．

【症例と方法】観血的治療を行った僥骨遠位端骨

折に尺骨遠位端骨折を合併していた13例13関節

を対象とした．全例女性で，平均71歳であった

僥骨の骨折型はA3が6関節,C2が3関節,C3

が4関節であった．尺骨の骨折はBiyam分類の

typelが4関節,type2が3関節type3が4関節，

type4が2関節であった.僥骨に対してはDRPを

2関節,AculocDistalRadiusPlateを11関節に用

いた.尺骨の治療はtypelは保存治療type2は

l例に保存治療,2例にプレート固定を行い,ype3

は2例に保存治療，2例に鋼線髄内固定を行っ

た.type4は全例プレート固定を行ったプ

レートはプロファイルコンボを3例に，アプタ

スlockmgplateをl例に使用した．検討項目は術

直後と調査時のX線評価Volartilt(VT),Radial

inclmation(RI),Uharvariance(UV))と，斉藤の

ポイントシステムによる臨床評価とした．平均

経過観察期間は6.5カ月であった．

【結果】全例に骨癒合が得られていたが,type2

の保存治療例は変形癒合となった.type2のl

例でプレートの破損を生じ，再手術を行った．

X線評価では術直後と調査時の比較で，平均

VT8.2.から7.7｡,RI21.7.から21.9｡,UVO.9mm

から0.7mmと，明らかな矯正損失は認めなかっ

た．臨床評価はexcellent9関節,good4関節

であった．

【考察および結語】Biyani分類のtypel,type3

では保存的治療を基本とし,type2,type4では

プレートによる整復固定が望ましい．プレート

固定の際の固定材料は慎重に検討する必要があ

る．
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手の外科における血管柄付き骨移植術の有用性

奈良県立医科大学整形外科

矢 島 弘 嗣

血管柄付き骨移植極は，一般には大きな骨欠損や骨軟部組織欠損を有する患者に適応され

る．上肢においては下肢ほどその適応は多くないが，最近手根骨壊死や偽関節に対して広

く使用されるようになってきた．今回の講演においては，手の外科医として知っておかな

ければならない血管柄付き骨移植術の基礎知識および採取時のコツなどについて解説す

る．本法は,1)早期の骨癒合,2)軟部組織と骨組織の同時再建,3)感染に強い,4)移植後

の横径増大現象などの利点を有している．種々のドナーがあるなかで，上肢における広範

囲骨欠損に対しては腓骨および肩甲骨が，小さな欠損に対しては僥骨と大腿骨内上穎が有

用である．手根骨の壊死や偽関節に対しては，僥骨遠位端あるいは中手骨起部からの有茎

血管柄付き骨移植術が適応される．

眺量は上腕骨や前腕骨の広範囲骨欠損に対してしばしば用いられる．最長24cmまで採

取可能であり，解剖学的には直線な皮質骨主体の骨である．当然腓骨動静脈とともに採取

されるが，多くの場合皮層穿通枝ならびにその領域の皮層も同時に採取する．皮層穿通枝

は下腿中央から遠位にかけて存在する．筋間中隔を上がってくる穿通枝の剥離は行いやす

く，できればこのタイプの穿通枝を使用する．これらはおもに下腿遠位1/3に存在する．

術前にドプラー聴診器でポイントをマークして，皮層穿通枝を含むように皮弁をデザイン

する．肩関節や手関節の半関節形成に対しては腓骨頭が用いられる．腓骨移植時とは異な

り血管柄としては前脛骨動脈を使用する．採取に際しては，腓骨神経を傷つけないように

充分に注意する必要がある．モニター用としての皮弁を同時に採取することも可能である

が，この付近の皮下穿通枝はバリエーションがあり，確実に採取できるとは限らない．腓

骨頭を採取した後は，外側側副靭帯の修復を必ず行わなければならず，術後最低でも4週

間のギプス固定が必要である．

肩甲骨は肩甲回旋動脈を血管柄とする採取方法と胸背動脈からの角枝を血管柄とする採

取方法の2通りがある．前者は肩甲皮弁とともに採取する際に用い，後者は有茎で上腕骨

に移植する症例に対して有用である．前者の方が長い肩甲骨を採取できるが，せいぜい

10cm位までである．後者は有茎で上腕骨中央部付近まで移行可能であるので，上腕骨頚

部から近位部の偽関節，あるいは上腕骨頭壊死などに用いられる．肩甲下角を採取した場

合，前鋸筋の機能不全である翼状肩甲を呈することがあり，骨採取後は前鋸筋をしっかり

と肩甲骨に縫いつけておく必要がある．
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撞畳は通常僥側前腕皮弁とともに採取する．遠位の1/2から1/3周ほど採取し，中手骨

レベルの骨軟部欠損や切断母指の再建に用いる．逆行性に移行するが，皮弁のうっ血等の

問題はほとんどない．問題は採取後の僥骨骨折であり，できれば鼠径部から皮層を採取す

る際に腸骨も同時に採骨し，骨移植を行った方が骨折の発生を抑止できる．外傷例などで

は動脈弓の損傷がないこと(Allentest)を術前に確かめておく必要がある．

大腿骨内上題からの薄骨移植は，骨欠損が少ない上腕骨や前腕骨の難治性偽関節に良い

適応がある．髄内釘やプレートなどの強固な固定を行って，偽関節周囲に薄骨を巻き付け

るように移植する．伏在神経に注意することと内側側副靭帯を損傷させないことが採取時

のコツである．

堯具遠立立佃からの有茎血管柄付き骨移植術はキーンベック病や舟状骨壊死に対して適応

1，2区画間動脈(1,2-ICSRA)で，月状骨へ

骨弁を採取する．舟状骨偽関節例では，偽関

される．最もよく使用されている血管柄は第1，2区画間動脈(1,2-ICSRA)で，月状骨へ

の移行の際は通常（舟状骨例）より近位部で骨弁を採取する．舟状骨偽関節例では，偽関

節の部位により背側からの骨移植あるいは掌側からの骨移植を決定する．プライサー病に

対しては掌側痛アプローチが勧められる．偽関節部の固定はできればハーバートタイプの

スクリューを使用して，強固な固定を図る．そして採取後の骨欠損部へはリン酸カルシウ

ム骨ペーストの充填を行っている．

表血管柄付き骨移植術のドナーボーン

採取可能長(cm)

形状

構築

動脈

直径(mm)

血管柄(cm)

皮弁（大きさ）

皮弁（暑さ）

採取可能組織

合併症

腓骨

22-26

直線

皮質骨

腓骨動脈

2.0‐3．0

3‐10

24×12

薄い

筋肉，神経

槌趾

肩甲骨

10-12

直線

皮質，海綿骨

肩甲下動脈

2.5‐3．5

6‐10

25×15

中間

広背筋

肩関節障害

-S330-

僥骨

8-10

直線

皮質骨

僥骨動脈

2.0‐3．0

6‐10

15×10

薄い

腱，神経

僥骨骨折

大腿骨内上穎

6

フレキシブル

骨膜

下膝動脈

1.0‐1．5

6‐12

5×5

中間

なし

伏在神経障害



講師略歴

糧遅…

矢島弘嗣（やじまひろし）

奈良県立医科大学整形外科学准教授
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奈良県立医科大学整形外科学准教授

月
月
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５
５
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平成12年10月

平成19年4月
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手・肘の人工関節

昭和大学横浜市北部病院整形外科

稲 垣克記

近年，上肢の人工関節の開発と進歩にはめざましいものがある．デザインと素材の改良

をはじめ手術手技上の進歩により著しい成績の向上が得られている．

人工肘関節置換術(TEA)はLinkedtype(結合型),Unlinkedtype(非結合型,表面置換型）

があり，いずれも安定した優れた長期成績が報告されてきている．我々 がMayoClmicに

おいて人工肘関節デザインをKinematics,Laxity,IntrinsicStabilityという3つの側面か

ら研究した結果では，拘束性が強くIntrinsicStabilityの高いデザインでは，ステムと骨の

インターフェースにストレスが集中しやすく，一方，自由度のあるAxialLoadを均等に

干渉しうるデザインでは，不安定性が原因で脱臼やEccentricMotionによるポリエチレン

磨耗の危倶がある．現在,Unlinkedtypeのなかで最も長期成績の安定しているKudo型

では，尺骨側のEccentricMotionに伴うPolyethyleneEdgeLoadingの予防がポイントと

なる．今回,KudoTEAにおいて大切なコンポーネント設置法を中心に，手術適応，進入

アプローチ，上腕骨側のセメントレス固定法，尺骨コンポーネント設置法，インプラント

設置後の軟部組織再建法など,KudoTEAの手術手技上の重要なポイントと注意点を紹介

する予定である．

一方，手指の人工関節のなかで人工PIP関節置換術は,高齢者の関節破壊の強い関節リ

ウマチ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.MayoClinicにおいて

開発されたDr.Linscheidデザインの表面置換型人工PIP関節インプラントを使用してき

たがOA例の可動域は屈曲75.伸展-25.程度の比較的良好な成績が得られている，しか

し外傷後の高度拘縮例や強直例にはさらに手術手技と後療法に工夫を要し，人工PIP関節

の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となる．

関節リウマチに対する人工MP関節はSwansonのシリコンインプラントが現時点でも

最も多く使用されている.CrossedlntrmsictransferやEDCの半裁腱を用いた軟部組織

の再建が手の尺側変形矯正のポイントとなる．また，できればインプラントの折損防止に

グロメットを使用した方がよい．

Heberdenn結節に対する人工DIP関節置換術は伸筋腱の処理が問題となり，手術手技

上最も難しい人工関節のひとつである．

手・肘の人工関節のなかで，これら日常診療上比較的必要となる頻度の高い機種を中心

に手術手技上の注意点と今後の展望を中心に講演する予定である．
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昭和63年4月都立広尾病院整形外科
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平成11年4月昭和大学医学部整形外科学教室専任講師

平成20年6月同大学医学部整形外科准教授
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肘関節鏡

山形大学医学部整形外科

高原政利，佐々木淳也，荻野利彦

【準備】前方の鏡視は仰臥位，後方の鏡視には腹臥位か側臥位が便利である．著者らは，

仰臥位を基本とし手を牽引して肘を挙上するようにして，関節鏡視を行っている．肘周辺

のスペースが広く，鏡視と手術操作に自由度が大きい．関節鏡では駆血帯を用いないこと

が多いが，常に装着する．開始前に1%キシロカインEを関節内に注入し，関節腔を膨ら

ませる．皮層をlcm切開後に，神経・血管損傷を防ぐために直のモスキート・ペアン鉗

子にて関節包まで鈍的に剥離し関節包を貫く.Stepdilatorを用いるとポータルの拡大が

容易である．カニューラを使用すると，器具の出し入れが容易である．

【ポータル】上前内側ポータル：前方肘関節屈曲45度とし，内上穎上縁から2cm近位,5

~8mm前方から皮層に直角に刺入し，上腕骨前面に沿わせて鉤突窩に刺入する．上前内

側ポータルでは内側前腕皮神経，正中神経，および尺骨神経を損傷しないように注意する．

前外側ポータル：肘関節を90度屈曲位にし，外側側副靱帯の上縁よりlcm前方から鉤突

窩の方向に刺入する．前外側ポータルでは僥骨神経深枝を損傷しないように注意する．後

方ポータル：肘関節90度屈曲位で肘頭の約4cm近位から肘頭窩の上縁に向けて，刺入す

る．後外側上肘頭ポータル：肘関節90度屈曲位で肘頭先端よりlcm上方で上腕三頭筋外

縁より肘頭窩に向けて刺入する．後外側ポータル：肘関節90度屈曲位で腕僥関節後方と

近位僥尺関節後方に挟まれた小窩に皮層から直角に刺入する

【関節鏡】4mmの30度斜視鏡を用いる．側方に穴のない外套管が良い．アルスロマチッ

クまたは生理食塩水を潅流に用いる．ワーキング・スペースを得るために，潅流ポンプを

用いるか，関節鏡を入れているポータルより同時に鈍棒を刺入し関節包をつり上げるとよ

い．肘関節鏡手術が長くなると関節外への潅流液漏出による腫脹が強くなるので，90分を

越えないようすべきである．

【遊離体】CTやMRIなどの画像診断にて術前に遊離体の存在部位を確かめておくことが

重要である．肘関節後外側は鏡視下手術を行うスペースが極めて狭く，鏡視が困難なこと

が少なくない．そのような場合に著者らは2～3cmの切開にて鏡視下手術を行っている．

腕僥関節後方の遊離体のみならず，腕尺関節外側に嵌頓した遊離体の摘出も可能である．

関節鏡視下摘出術は早期のスポーツ復帰が可能である．しかし，離断性骨軟骨炎で小頭関

節面にlOmm以上の欠損を放置した場合の長期成績は劣る．
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【変形性肘関節症】著明な滑膜炎はシェーバーやアルスロケアーなどで切除する．骨疎の

切除には電動シェーバーを用いる．肘関節屈曲制限の原因となる鉤状突起，鉤突窩，およ

び榛骨窩の骨鰊切除を実際に良好な肘関節屈曲が得られるまで行う．同様に良好な伸展が

得られるまで肘頭と肘頭窩の骨疎切除を行う．肘頭の骨鰊切除には薄刃ノミを用いると短

時間で安全に操作ができる．

【弾発肘】関節鏡視下に嵌入した輪状靱帯や肥厚したsynovialfringeを切除し，弾発が消

失することを確認する．

【外上穎炎】前外側ポータルから短僥側手根伸筋起始部を切離する．

【その他】関節リウマチの滑膜切除や上腕骨離断性骨軟骨炎に対する骨釘移植にも用いら

れている．

【注意点】関節鏡視下手術は侵襲が少ないとう利点がある．しかし,肘関節は関節腔が狭く，

周辺に重要な神経があるため，重篤な合併症の危険があり，注意を要する．前外側のポー

タル作成や処置では後骨間神経が近くにあり，これを傷める危険があるので，注意を要す

る．後内側の関節包の直上には尺骨神経があるので，内側の関節包の操作は避けるべきで

ある
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罰講師略歴

高原政利（たかはらまさとし）

山形大学医学部整形外科准教授

略歴

昭和58年3月北海道大学医学部卒業

平成3年4月 北海道大学整形外科助手

平成5年4月伊達赤十字病院整形外科部長

平成13年3月山形大学大学院修了

平成 13 年4月山形大学整形外科助手

平成 14 年4月山形大学整形外科講師

平成15年4月山形大学整形外科助教授（平成19年より准教授）

t識鑑疑
睡
奉
竜
逹
二
零
呈
垂
酔
酎
《
恥
跨
》
蝿

「
曇
戸■

』

戸
三
曇
”

Ｐ
「蕊

一
一

-S336-



腱移行術～その適応と実際～

土谷総合病院整形外科

木 森 研 治

腱移行術は障害された筋腱の運動機能を周辺にある筋肉の力源を移行し再建する方法で

ある．手の外科領域での適応は末梢神経麻溥による運動障害に代表きれるが，このほかに

も頸髄レベルでの神経損傷や外傷に伴う筋腱損傷リウマチなどの炎症性疾患で生じる腱

の断裂，先天異常に及んでいる．

手術にあたっては術前後のリハを含めたしっかりとした治療計画が必要である．まず欠

落した機能を詳細に分析し，症例ごとにどの機能をどのように再建するか大まかな予定を

立てておく．そのうえで運動機能の喪失などで生じた患肢の関節拘縮を十分に除去すると

同時に，残存筋の筋力増強も行う．最終的な力源の選択では，移行筋腱のパワー，伸縮性，

協同筋かどうか，移行によって生じる欠落症状の有無と程度などを考慮する．また腱の移

行ルート，滑車作成の必要性とその部位について，さらには手術を一回で終わらせるか，

何回かに分けて行うか，補助手術として腱固定，関節固定などの手術を追加するかどうか

も検討する．

手術は非侵襲的(atraumatic)な手技を徹底して行い，不要な嬢痕の形成とそれによっ

て引き起こされる腱の癒着を極力避けるとともに，確実な腱縫合（編み込み縫合）に心が

ける．また術後の外固定では，固定範囲と患肢の肢位に十分注意を払う必要がある．

後療法は原則として術後3～4週頃から開始するが，症例によってはその後もスプリント

を併用して移行腱の伸張，縫合部の緩みを極力回避する．しかし術後早期に医師の監視下

で自他動運動を開始して関節の拘縮，腱の癒着防止に努めることもある．また後療法に際

しては患者にどのような手術を行ったかを十分に理解してもらい，バイオフィードバック

や器具なども利用しつつ，移行腱を最大限に機能させるべく訓練を行う．

講演では代表的な手の末梢神経麻痒例，腱の皮下断裂例などを提示しつつビデオも含めて

その適応と実際について述べる．
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講師略歴

木森研治（きもりけんじ）

医療法人あかね会士谷総合病院整形外科部長

広島手の外科・微小外科研究所副所長

略歴

昭和56年

昭和62年

平成元年

平成4年

平成6年

平成9年

広島大学医学部卒業

広島大学医学部整形外科手の外科研修開始

香港大学医学部整形外科留学

医学博士米国ユタ大学医学部形成外科留学

広島大学医学部整形外科

医療法人あかね会土谷総合病院整形外科
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TFCC損傷－その臨床と実際一

関西電力病院整形外科・手の外科センター

藤 尾 圭 司

近年手関節尺側部痛としてTFCC損傷の病態と治療について関心が高まっている.TFCC

損傷の中でも特にFoveaでの損傷が原因で起こる遠位僥尺関節不安定症が病態の主な原因

と考えられているが，まだまだその病態の定義について統一した見解は得ていない．今回

現在の病態の考え方と診断の流れとその問題点を述べ私なりの考え方について発表する．

治療については保存的治療の限界と実際の手術方法について述べる．手術法については鏡

視下または直視下で行う方法が報告されているが，我々が行っている鏡視下縫合について

詳しく述べその成績を報告する．

【対象および方法】現在まとめている症例は120例（男性74例，女性46例)，平均年齢

30.3歳．受傷から手術までの期間は平均152.5日術後平均観察期間は865日であった手

術方法は65例で鏡視下にTFCCの中央を円状に開窓し,Foveaの部分をデブリードマン，

尺骨骨幹部に骨孔をあけてinside-out法で縫合した.15例は開窓せずにDRUJ鏡下に縫合

部をデブリードマンして縫合した．最近の40例ではHybrid法と称して縫合部位は鏡視下

で,FoveaはDRUJ側から開窓して縫合する方法を行った．上腕ギプスで3週間固定した．

これらの症例について，瘤痛，可動域，握力，仕事，スポーツへの復帰を調べた．

【結果】瘻痛は20例で負荷時の一時的な痛みがあり，85例で完全に消失した可動域は回

内制限が2例で10．以上認めた．握力は対側に比べやや減少していた.2例で術前にあっ

た不安定性が残存したが症状とは関連しなかった．2例をのぞいて元のスポーツ，職場に

復帰した．講演では保存的治療群との比較についても述べる．
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講師略歴

四
回
二
一
コ
《
劃
’

一

三

星
唇

型

一

一
翅
ロ
ニ
ニ
ー
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１
Ｎ
‐

藤尾圭司（ふじおけいじ）

関西電力病院整形外科主任部長，手の外科センター長

略歴

昭和60年2月 大阪医科大学卒業

京都大学整形外科入局

神戸市立中央市民病院研修医専攻医

倉敷中央病院整形外科医員

京都大学整形外科上肢外科班

小倉記念病院整形外科部長

北野病院整形外科副部長

関西電力病院整形外科主任部長・手の外科センター長

昭和60年6月

平成2年6月

平成4年4月

平成7年4月

平成11年4月

平成18年4月
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リウマチ手・手関節の画像診断と治療

聖マリアンナ医科大学整形外科

清水 弘之

リウマチ手・手関節の画像診断とスプリンティングを含めた関節保護法の基本および画

像から考えた手術的治療の工夫について我々の経験に基づいて述べる．

1)RA早期診断に超音波検査は有効か

RAの画像診断は両手のX線診断が必須であるが，関節や腱・腱鞘部の滑膜や関節貯留，

骨軟骨部のびらんなどの病態把握は困難である．超音波検査は滑膜病変や軟骨病変を把握

するのに適しており,RAの早期発見に有利と思われる．この点から最近，リウマチ学会

でも超音波検査やMRIにより早期にRA変化や薬剤効果を把握しようとする動きがある．

とくにヨーロッパでは関節エコーがリウマチ医の研修必須手技となっている．今や超音波

診断装置は整形外科医の聴診器となり，軟部腫瘍のみならず腱，神経などの観察が可能と

なっている．我々の教室は超音波検査の診断に力を入れており，上肢に関する検査は平成

10年以降，約4000例に達している．我々もリウマチ手に関しては少ない症例ではあるが，

RA性の骨関節軟骨病変，滑膜炎，腱断裂，腱鞘炎，増生滑膜を伴った手根管症候群，骨

間膜断裂などの早期診断や術前診断に応用し，患者さんへの説明や手術適応の決定などに

利用している．我々が使用している超音波検査装置は最新のデジタルの明瞭なものではな

いが，単純レントゲン像を含めたリウマチ手の超音波画像の特徴について解説する．

2)RAの伸筋腱断裂のリスク予測と治療法

RA手における伸筋腱断裂についてはいくつかのリスクファクターが報告されているが，

伸筋腱断裂を予測することはなかなか困難である.Williamsonらは総指伸筋(EDC)腱断

裂以前に小指伸筋(EDM)腱が断裂することを観察し,EDC断裂を予測する上でのEDM

テストの有用性を報告している.EDMテストの方法は，示指から小指の4指を同時に伸

展できることを確認後，示指から小指を握らせて小指のみを伸展させる．すなわち,EDC

腱の損傷がないことを確認後,EDM腱が効いているかどうかを調べる．今回，この方法

の有用性について述べる．治療法は実際の断裂腱で手術選択（端側縫合，腱移行，腱移植

など）が替わってくるが，我々は3指断裂でも原則端側縫合を行っている．
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3)RA手関節の安定性の評価をいかにするか

X線で僥骨手根関節の裂隙が狭小化している症例であっても,carpalstretchtestを施

行すると関節の弛みは症例により異なり，弛みが正常例より少ない症例や大きくなる症例

が見られる．我々 は術前評価としてcarpalstretchtestを行い,RAの遠位僥尺関節の処

置(Darrach法またはKapandji法）を決定している.Carpalstretchtestは従来の画像診

断ではわからないRA手関節の安定性の評価に有用である．

4）術後の尺骨近位断端の安定性の評価と術式の工夫

RA手関節に対する尺骨遠位端切除術やKapandji法術後の尺骨近位断端の安定性には骨

間膜が関与している可能性が示唆される．このため術前に超音波検査を行い，骨間膜の状

態を観察し，不明瞭な場合には尺骨近位断端に腱固定を追加している．

5)RA手関節全固定術とその適応について

手関節全固定術の適応は，主にCollapsetypeであり，至適な固定肢位は周囲の関節の

状態など症例により異なる．固定肢位で迷う場合は，各角度の装具で手関節を固定して試

してから決定すべきと思われる．

6)RA手のスプリンティングと関節保護法の基本

RA手のリハビリアプローチには，①スプリンティングによる関節の安静②物理療法，

③ROM練習，④筋力増強練習，⑤関節保護法の指導，⑥スプリンティングによる関節変

形の予防，⑦エネルギー保存の原則の指導，⑧日常生活活動・生活関連動作の練習，⑨自

助具の作製・使用練習，⑩スプリンティングプロトコールなどがある．とくに手関節の変

形で多くみられる，尺側偏位の予防は重要である．

今回，この変形予防に対する関節保護法の指導法とスプリンティング，尺側偏位の手術法

について述べる．
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講師略歴

清水弘之（しみずひろゆき）

聖マリアンナ医科大学整形外科准教授

略歴

昭和58年3月

昭和60年4月

平成元年3月

平成2年3月

平成5年4月

平成13年4月

平成16年8月

平成17年10月

平成19年4月

平成20年4月

窺

蕊

聖マリアンナ医科大学医学部卒業

鱗
聖マリアンナ医科大学大学院入学

大学院博士課程修了

米国LouisvilleHandSurgery留学(2年間）

聖マリアンナ医科大学整形外科学講師

聖マリアンナ医科大学東横病院整形外科副部長

聖マリアンナ医科大学東横病院整形外科助教授（東横病院部長

聖マリアンナ医科大学整形外科助教授（整形外科副部長）

聖マリアンナ医科大学整形外科学准教授（名称変更）

聖マリアンナ医科大学病院リハビリテーション部部長を兼ねる

(東横病院部長）
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演者索引

青柳

青柳

青山

青山

明石

【い】

飯田昭夫

飯田拓也

飯田寛和

飯田博幸

飯田竜

飯塚照史

飯沼宣樹

猪狩勝則

生田宗博

生田義和

池上章太

池上博泰

和也

孝彦

朋樹

広道

健一

Amadio,PeterC．S108

An,Kai-Nan S48,S108

Baek,GooHyun S218,S272

Berger,RichardA．S230

B erto,G. S 1 0 3

CavalU,E、S103,S260

Choi,K､ Y 、 S 9 4

Chung,MoonSangS258,S272

Dumontier,Christian S74

Cavalli,E.S117

Garcia-Elia,Marc S226

Ghezzi,AndreaS103,S117,S260

Gong,HymSikS258,S272

Grtinert,J6rg S84

Henderson,Jacqueline S108

1p,W.Y.S94

Jeon,In-Ho S48

Joaquin,Sanchez-Sotelo S48

Lam,ManYanMarialmeS94

Lee,YoungHo S258

Luchetti,R.S260

Lmdborg,G6ranN．S62

Mackinnon,Susan S91,S300

Micheal,Samt-Cyr S156

Myckatyn,TerenceS91,S300

0h,JooHan S258

Pajardi,G.S103,S117,S260

Parolo,Chiara S117

Pegoli,L、S103,S117,S260

Peimer,ClaytonA．S222

Roh,YoonWhan S258

Rohrich,RodS156

Brown,Spencer S156

Shakya,IswarMan S209

Stemmann,ScottS48

VmarragaHectorR.S108

Warburton,MarkJ､S96

Zhao,Kristin S48

S262

Slll

S60

S87,S207,S284

S47,S72,S217,

S235

S316

S50

S120,S323

S262

S211

S100,S148

S117,S119,S135,

S313

S93,S269

S153,S237

S147

S68,S141

S114

S290

S201,S202,S209

S77

S69,S91,S240

S193

S257

S205

S23,S37,S37

S66,S267,S276

S318

S101,S242,S247,

S303

S34,S138,S276,

S280

S58

S67,S87,S163,

S322,

S76,S76,S163

S257

S145

S290

S135

S101,S242,S247,

S302,S303

S281,S296

S76,S76,S163

S19,S79

S210

S95,S232

S152

S213,S213

S324

S309

S308

S3,S130

S295

S2,S33,S54,S91,

S164,S184,S185,

S290,S293

S60,S92

S41,S55,S71,S296

S288

S159

S317

S120

S201,S202,S209

S83

S288

S153,S237

S107,S112,S137

S192

S278

S201,S202,S209

S89

S212

S166

S55

S45,S192

S95,S157,S232,

S234,S259,S262

S34,SS87,207,

S284,S286

S3

S128

S119

S275

S155

S164

S305

S34,S138

赤羽学

赤堀脩

秋田恵一

秋本峰克

秋山洋輔

阿久津祐子

浅井宣樹

麻田義之

浅見昭彦

麻生邦一

渥美覚

渥美義仁

穴山聡

阿部麻美

安部伊知朗

阿部耕治

阿部哲士

安部佐和子

阿部修治

安部幸雄

阿部圭宏

阿部亮子

尼子雅敏

池口

池田

池田

池田

池田

池本

石井

石井

石井

石井

石垣

石川

石川

石川

石川

石倉

石黒

石黒

石河

石河

輔
夫
良
崇
砂
則
志
一
之
樹
介
三
一
肇
和
光
隆
基
広
之

良
和
全
里
竜
克
宣
崇
英
大
浩
淳
正
久
利
利

新井猛

新井健

新井哲也

荒木成彦

荒田順

有島善也

有薗行朋

有冨健太郎

有野浩司

石突正文

石田治

石田智裕

石津恒彦

石橋嘉津雄

石山典幸

井代愛

泉水朝貴

泉山公

【あ】

相木比古乃

青雅一

青木隆明

青木光広

S88

S131

S52

S122,S133,S134,

S146,S156,S180,

S215,S264,S305

安藤佳幸
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太田剛岩本幸英S191,S312 S34,S148,S197,

S197

S65,S297

S35,S210

S100,S311

S320

S201,S202,S209

S299,S309

S142

S110

S44

S311

S175,S195

S214

S257,S301

S170

S52,S311

S281,S296

S208

S151,S253

S214

S102,S106,S199

S288

S204

S236

S2,S33,S40

S89

S90

S298

S130,S140,S316

S125,S171,S233,

S275

S299,S309

S142

S127

S82,S186

S249

S102

S294

S143

S105,S108,S251

S110,S123,S126,

S155,S176

S307

S36,S57,S304,

S304

S202

S321

S136,S181,S188

S151,S253

貝
川
原
坪

磯
市
市
伊

哲
亨
司
郎

理
敏

S95

S319,S324

S92,S245

S80,S82,S127,

S206,S301

S82,S307

S94

S126,S155

S77

S77,S115,S289,

S312

S305

S77

S237,S322

S92,S245

S131

S154,S268

S278

S122

S110

S44,S88,S122,

S146,S156,S180,

S194,S215,S264

S196

S66,S267

S6,S42

S111

S291

S134,S295

S40,S150,S261,

S261,S266,S295

S32,S43,S120,

S323

S316

S310

S144

S283,S291

S45

S46,S208

S282

S28,S127,S246,

S314

S93

S135

S117,S135,S313

S107,S136

S9,S27,S67,S163,

S165,S215,S263,

S65,S297

S309,s310

太 田 憲 和

太田英之

大谷和裕

大谷崇裕

大谷博

大塚隆信

大塚尚

大塚弘剛

大坪晋

大西量一郎

大西哲朗

大西秀明

大野克記

大 野 博 史

大野義幸

大橋弘嗣

大日方嘉行

大迎知宏

大山峰生

岡久仁洋

岡 義 範

小 笠 博 義

岡 崎 敦

岡崎真人

岡田潔

緒方徹

緒方正人

岡田充弘

岳原吾一

子
文
弘
司
樹
昭
夫
夫
之
貢
也
二
司
正
郎
満
樹
晴

涼
淑
直
誠
直
裕
康
幸
智
卓
修
祐
淳
太
栄
茂

１

源

旧
里
新
薗
田
田
田
田
野
羽
原
村
田
尾
田
田
田
沼
山

上
上
上
上
植
植
植
上
上
上
上
臼
内
内
内
内
内
内

S144

S294

S145

S118

S257

S143

S204

S237,S322

S316

S275

S130,S139,S316

S58

S45,S104,S158

S152

S79,S79

S156,S275

S262

S80,S82,S137,

S206,S212,S265,

S266,S278,S295,

S307

S87,S322

S210

井戸芳和

伊藤 可絵

伊藤和生

伊藤恵子

伊藤博元

伊東

伊藤

稲垣

稲田

稲見

乾

井上

井上

井上

射場

雅弥

恵康

克記

有史

浩平

淳幸

五郎

貞宏

林

浩介

伊原公一郎

今井克己

今 井晋 二

今井智浩

今井浩

今泉泰彦

今枝敏彦

浦田士郎

漆崎亜弥

【え】

江川博昭

恵木丈

江尻荘一

江尻浩隆

江畑龍樹

遠藤信幸

S151

S47,S217,S235

S283

S146

S66,S106,S267

S305

今谷潤也

岡本

岡本

岡本

小川

小川

小川

小川

小川

沖永

荻野

秀貴

雅雄

正則

和浩

節郎

健

光

真人

修二

利彦

今 村知明

今村尚裕

入江弘基

岩倉菜穂子

岩 崎一夫

岩崎 弘英

岩崎 幸治

岩 崎倫政

【お】

大井宏之

大石崇人

大石芳彰

大江隆史

大川卓海

大木豪介

大茂壽久

S100,S148,S292

S233

S267,S321

S155

S163

S88

S66,S67,S109,

S109,S110,S153,

S234,

S312

S233

S80,S258,S306

S143,S211

岩澤

岩瀬

岩田

岩田

岩月

直
士
栄
学
之

幹
嘉
勝
克

荻原弘晃

奥井伸幸

大嶋直人

大城亙

大数加光治

大関覚

奥田

奥田

奥津

奥野

治
樹
郎
昭

敏
良
一
宏

岩 部昌 平

岩本卓士
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尾崎敏文

小笹泰宏

S38,S115

S44,S122,S146,

S156,S180,S194,

S215,S264

S64

S86,S282

S55,S71,S296

S49,S270

S194

S298

S121

S116,S185,S250,

S252

S3,S44,S52,S89,

S126,S315

S22,S56,S102,

S299,S300

S26,S68,S134,

S151,S279,

S69

S26,S76,S76,134,

S151,S163,S261,

S50

加藤博之 【き】

菊川憲志

菊田朋朱

菊地臣一

菊 地 憲 明

菊地淑人

木佐貫修

岸陽子

来嶋也寸無

北岡謙一

北川範仁

喜多島出

北野岳史

喜多村泰輔

北山晋也

S17,S80,S82,S127,

S137,S206,S212,

S265,S266,S278,

S295,S301,S307,

S314

Slll

S38

S315

S255

S82,S186

S268

S264

S146,S215

S125,S171,S233,

S261,S275

S304,S305

S293

S47,S72,S125,

S235,

S118,S296

S191

S286

S295

S64

S214

S114,S194

S128,S214

S195

S321

S20,S128,S214

S45

S105

S208

S283

S155

S130

S237,S322

S157

S274

S232

S39,S281

S51

S235

S174

S81

S93

S152

S100,S148,S292

S144

S95,S232

S283

S123,S126,S176

S24

S284

S123,S156

S44,S89

S120

Slll

S265,S272

S117,S135,S313

S262

S112,S154,S259,

S269

S119

S137,S206

S71

S210

S257,S301

S86

S256

S143,S211

S132,S193

S130

S116

S88,S90

S107,S112,S137

S293

S235

S39,S282

S125,S171,S275

重
介
希
嗣
崇
美
良
介

伝
龍
直
正
弘
健

長田

長田

納村

小沢

織田

織田

小田

越智

可徳三博

門田康孝

角西寛

金井朋毅

金澤憲治

金谷貴子

金谷久美子

金谷耕平

金谷文則越智光夫

落合直之 兼子

金崎

金城

章
三
典

博
彰
養 戸

頭
笠
野
下
股
塚
村
村
森
重
田
松
城

木
鬼
衣
木
木
木
君
木
木
木
許
姜
清
清
清
金
金

二
久
人
武
雄
裕
葵
正
夫
治
措
勲
郎
一
悠
壽
樹

一
宗
情
義
光
敬
和
理
研
表
良
佳
光
潤
政

小野 浩史

小原由紀彦

面川庄平

釜野雅行

上石貴之

神尾一彦

上村幹男

亀田正裕

亀山茂樹

亀山真

蒲生和重

川井章

河合生馬

河井秀夫

川勝基久

川上重彦

川上裕史

川上亮一

川口浩

河越宏之

川崎恵吉

川崎優二

川崎由美子

河内俊太郎

川西洋平

川野健一

河野正明

川端秀彦

河村直

川村達哉

川本雅渉

神田俊浩

遠田慎吾

【か】

貝田英二

貝山潤

嘉数太郎

香川好男

香川亮介

柿崎潤

柿木良介

掛川晃

懸田健史

蔭山敬久

笠井時雄

加 地良雄

梶 原了治

片岡威博

片山健

香月 憲一

勝田康裕

勝見泰和

桂理

加 藤貞利

加藤宗一

加藤悌二

加藤直 樹

加藤晴之輔

S189

S158

S286

S134,S295

S45,S158

S147,S276

S60,S92

S301

S323

S253,S277

S256

S134,S285,S295

S130

S281,S296

S151,S279

S72,S217,S235

S94

S264

S213,S213

S325

S67,S163,S322

S144

S298

S132

【<】

日下部浩

草野望

櫛田学

楠 瀬 浩 一

楠原廣久

忽那岳志

国司俊一

國 吉 一 樹

S179

S319

S326

S50,S135

S112,S269

S129

S106

S47,S106,S276,

S313

S121,S121,S264,

S321

S274

S80

S128

S95

久保俊一

久保伸之

久保正俊

久保田雅仁

倉田佳明
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櫻庭実

櫻本浩司

佐々木浩一

佐々木康介

佐々木孝

佐々木英幸

佐々木宏

佐竹寛史

S195

S159

S44

S7,S88

S141,S159

S6

S35

S110,S123,S126,

S176

S53,S120,S287

S107,S136

S149,S216

S119

S2,S33,S40,S164,

S293

S81,S158

S155,S176

S286

S290

S277

S143,S211

S104

S113,S260

S77,S115,S261,

S289,S312

S307

S192

S201

小畠康宣 S5,S78,S152,S289,

S314

S81

S132

S196

S309

S288

S41

S145,S201

S140

S91,S300

S105,S108

S213

S32

S325

S283

倉橋俊和

倉 持大 輔

S67,S322

S34,S138,S276,

S280

S57,S261,S271,

S304,

S39,S281

S93,S269

S31,S315,S318

S154,S268,S277,

S288,S317

S113,S260

S4,S132

S112,S154,S259,

S269

小林明正

小林康一

小林宏人

小林正明

小林由香

小峰伸彦

小宮節郎

小見山貴継

小室裕造

是永建雄

今田晶博

近藤秀則

近藤真

紺野慎一

栗本秀

栗山幸治

栗山新一

栗山龍太郎

黒坂昌弘

貞廣

佐藤

佐藤

佐藤

佐藤

哲郎

彰博

明弘

敦

和毅

一也

永嗣

眞人

黒沢

黒島

桑原

佐藤光太朗

佐藤大祐

佐藤哲也

佐藤信隆

佐藤由佳

佐野和史

佐野禎一

佐野浩志

澤泉卓哉

【け】

玄丞然S9 2

【さ】

莎茄拉

妻吉拉夫

齋藤育雄

斉藤憲太

斉藤忍

【こ】

洪淑貴

S56,S299

S56

S288

S114,S194

S276,S283,S291,

S313

S133

S319,S324

S115

S191,S236

S287

S54,S58

S292

S208

S66,S67,S109,

S110,S153,S200,

S234

S31,S315

S157

S308

S130

S288

S7,S90,S297

S236,S273

S209

S51,S53,S254,

S268,S306

S309

S325

S9

S238

S129

S103,S114,S138,

S175,S193,S279

S19,S79,S79,S132,

S145

S248

S120

S47

S277

S52,S324

S205

S88

S154,S288,S317

S116,S300

S210

S112,S131,S154,

S178,S259,S269

S211,S294

S243

S124

S7,S88,S90,S297

S203

S69

S6,S42

S209

S39,S282

S298

S149,S216,S286

S320

S49,S270

S121

光嶋勲

幸田

河野

河野

河野

河村

香山

小海

国分

國府

児島

児島

男
介
昭
平
吾
造
夫
毅
洋
新
雄

久
真
元
亮
真
幸
康
幸
忠

齊藤

齊藤

齋藤

齋藤

齋藤

斎藤

斎藤

齋藤

酒井

晋
毅
善
行
夫
和
彦
樹
典

知
則
治
英
宗
昭

一
馬
佳

智
一
朋

澤田

沢辺

山王

【し】

塩崎泰之

塩之谷香

重 冨 充 則

重松浩司

重松辰祐

重松英樹

重光俊男

篠原孝明

S131

S263

S196,S204

S26,S38,S129

S280

S316

S30

S40,S103,S138,

S193,S261,S279

S83,S148,S150,

S197

S308

S120

S105

S274

S143

S81,S158

S38,S115

S308

S52,S311

酒井

坂井

酒井

坂ロ

坂田

坂中

坂野

坂本

坂本

和裕

健介

直隆

公一

亮介

秀樹

裕昭

和陽

相哲

小島哲夫

古瀬洋一

小 平聡

五谷寛之

児玉祥

児 玉隆夫

児 玉成人

古月 顕宗

後藤昭彦

後藤真一

後藤均

後藤渉

小西池泰三

小 橋裕 明

四宮謙一

之
博
一
造
也
正
則
聡
時

克
敏
賢
幸
航
安
克

柴田

柴田

島田

島田

鴫田

嶋村

島村

嶋脇

清水

相良学爾

崎濱智美

佐久間雅之

佐久間深雪

佐倉伸一

-S347-



清水

清水

清水

国章

順市

隆昌

S297

S308

S78,S152,S289,

S314

S32,S120,S323

S34,S138,S276,

S280

S34,S148,S197

S117,S135,S313

S48

S205

S123

S310

S257,S301

S58

S302

S87,S207,S284

S286

関口昌之

関谷勇人

瀬戸信一朗

善家雄吉

千田博也

千馬誠悦

S208

S299,S309

S31,S315

S66,S67,S234

S143

S142

田口学

武石明精

武田孝輔

竹葉淳

武光真志

武村濃

竹安酉佳倫

S238

S275

S133

S291

S159

S105,S108

S46,S106,S198,

S198,S216

S189

S40,S159,S250,

S252,

S320

S81,S158

S116

S293

S150

S51,S251

S41,S55

S199

S173,S265,S272

S40,S103,S138,

S165,S193,S261,

S279

S127

S87

S151,S172,S253,

S277

S22,S102,S318

S285

S89,S102

S101

S93,S269

S156,S305

S290,S320

S188

S53,S78,S287

S117,S119,S135,

S313

S206

S53,S78,S287

S146

S64

S36

S93,S269

S119

S140

清水弘 毅

清水弘 之

村
江
田
字
司
島
井
石
石
坂
田

志
下
下
十
荘
城
白
白
白
白
代

彦
司
信
夫
弘
宏
也
建
基
郎
彦

治
隆
琢
久
尚
律
雅

【そ】

相馬俊雄

副島修

幸
一

和
憲

崎
崎

田
田

S214

S157,S232,S234,

S259,S262,S310

S257

S274

S153,S237

添田

十河

園畑

晴雄

英司

素樹

田鹿毅

田島克己

田 島 康 介

田嶋光

多嶋佳孝

田尻康人

多田薫

多 田 浩 一

立花新太郎

建部将広

【た】

台蔵晴久

田浦夏希

高井盛光

高尾英龍

高岡邦夫

高岸憲二

高須誠

高瀬勝己

高田逸郎

高田治彦

高田真一

高取良太

高橋正憲

高野聖司

高橋晃

高橋幸司

高橋仁

高橋信行

高橋雅足

高橋勇次

高橋勇二

高橋洋子

高畑智嗣

高原政利

S105

Sl92

S64

S140

S316

S113,S260,S320

S209

S277

S32,S120,S323

S267,S321

S101

S121

S225

S143

S191

S238

S276

S122

S80

S66,S147,S267

S292

S283

S320

S110,S123,S126,

S155,S176

S274

S130,S217,S316

S132

S54,S124,S177,

S179,S205,S252

S145

S237,S322

S142

S196,S318

【す】

菅 田祐美

菅谷久

頭川峰志

杉岡 敏博

杉木正

杉本 孝之

杉山成史

勝呂徹

鈴木修身

S83

S318

S86,S282

S267,S321

S118

S262

S86

S208

S44,S52,S126,

S315

S274

S45,S257

S233

S313

S141

S109,S109,S110

S271

S324

S133

S3,S44,S52,S89,

S126,S315

S42

S298

克己

健司

寿一

田中

田中

田中

田中利和

田中英城

田中啓之

田中優砂光

田中康之

田中祥貴

田邊剛

田邊恒成

谷俊一

谷口泰徳

鈴木康一

鈴木茂彦

鈴木重哉

鈴木崇根

鈴木拓

鈴木 聖裕

鈴木実佳子

鈴木康

鈴木義久

砂川融

谷野

谷脇

田原

玉井

玉井

玉置

田村

丹治

彦
通
也
哉
誠
之
一
敦

善
祥
真
和
康
竜

角光宏

住谷 大恵

高樋康一郎

高松聖仁

高群浩司

高山真一郎【せ】

関敦仁 S124,S177,S179,

S205

S86,S201,S202,

S209

S118

寶田深峰

瀧川宗一郎

瀧川直秀

田口敏彦

関英子 【ち】

察栄美

千見寺貴子

S297

S133関口治
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中島佳子

永田育子

永田見生

仲田紀彦

中西昭登

中西一義

中西邦明

中西美紗

仲西康顕

長野昭

永野聡

中 野 智 則

永淵慎一郎

中道健一

中村昭文

中村修

中村恒一

S77,S299

S146

S157

S105

S284

S89

S302

S126

S204

S233,S251,S307

S145

S36

S235

S265,S272

S316

S134,S295

S80,S82,S212,

S266

S258

S114

S69

S60,S92

S92,S245

S109,S109,S153

S2,S8,S24,S33,

S40,S69,S91,S164,

S177,S240,S290,

S293,

S157

S210

S9,S16,S27,S165,

S215,S263

S104

S290

S308

S154,S288,S317

S164

S267,S321

S67,S163,S271

S115

S70,S101,S207,

S232,S236,S248,

S255,S270

S155

S142

S142

S19,S79,S132,

S145

S77,S115,S289

S238

徳永進 S47,S66,S106,

S267,

S121

S86

S153,S234

S78,S134,S152,

S279,S289,S314

S30,S35,S187

S277

S41

S39,S282

S68

S50,S135,S323

S23,S37,S37

S100,S311

S195

S2,S24,S33,S40,

S91,S164,S240,

S290,S293,

S139,S183

S317

S233

千葉

茶川

中馬

中禮

帖佐

純司

一樹

広一

康雄

悦男

S140

S51

S195

S319

S325

徳永大作

徳山英二郎

戸羽直樹

土肥義浩

【つ】

津下 健哉 戸部

戸祭

富田

富田

冨田

富田

富永

冨山

友利

戸山

正博

正喜

勝郎

泰次

良弘

善雅

康弘

貴司

裕二

芳昭

S130,S167,S203,

S244

S44,S95

S141,S152

S77

S189

S101

S95

S242,S302,S303,

S303

S94

S201

S153,S237

S9

S30,S35,S187

S46,S144

S55

S70,S207,S232,

S236,S248,S255,

S270

S133

S204

S111

井
野
本
田
田
原

辻
辻
辻
辻
津
土
士

英樹

雅也

昭人

律

悦史

芳彦

豊一

土屋 大志

恒 吉康弘

角田憲治

角田賢二

津布久義人

坪健司

坪 内英樹

坪川直人

耕三

滋

俊介

孝志

達雄

利孝

俊康

中村

中村

中村

中村

中村

中村

中村

洋
和
光

泰
成
起

豊泉

豊川

豊山

【な】

内藤正俊 S157,S234,S259,

S262,S310

S139

S93

S9,S27,S165,S215,

S263

S183,S248

S139,S183,S248

S49,S247

S192

S139,S183,S248

S124

S80,S306

S150,S286

S205

S70,S157,S234,

S259,S262,S310

S149,S280

S131

S290

S320

S191

S113,S260

S53,S78,S287

S238

S52

永井多賀子

永井史緒

中尾悦宏

子
徹
幸

貞
敏

坪田

坪根

鶴田

裕
也
吾

秀
誠
蓼

中村

中村

中村恵

聡哉

保志

由理

正宏

敬介

種史

照彦

夏子

広志

長尾

長尾

仲尾

長尾

長岡

中川

中川

中川

中川

中川

【て】

手 塚正 樹

寺浦英俊

寺 島康 浩

寺田聡史

寺 田信 樹

寺本憲市郎

照喜納光信

田野確郎

韓法輪光

憲

政憲

幸保

一成

充

恒治

唯弘

慎二

弘子

中山

中山

中山

名倉

名越

夏

夏目

楢崎

成澤

S114,S194

S7,S88,S90,S297

S205

S143

S24

S238

S285

S149,S280

S89

玲子

貴江

晃樹

一郎

邦晴

大輔

紀綱

英親

祐子

中川

中後

長澤

中島

中島

中島

中島

中島

中島

【と】

土井一輝 成田淳

成田裕一郎

成 山 雅 昭

成島三長

S21,S51,S53,S182,

S196,S254,S268,

S306,

S79,S145

S46,S208,S261

S282

S60

土居健太郎

藤哲

堂後隆彦

戸口田淳也

南野光彦

難波二郎
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【に】

西源三郎

西井幸信

西浦康正

長谷川康裕

畑幸彦

畑中均

畠野宏史

服部忠和

服部達哉

服部泰典

S131

S80,S307

S211

S196

S114

S175,S195,S294

S51,S53,S254,

S268,S306

S256

S236

S69

S290

S256

S136,S188

S100,S311

S280

S91,S300

S77,S312

S191

S50

S105,S108

S191

S209

S322

S70

S56,S299,S300

S51,S108

S277

平野明喜

平松由美子

廣岡孝彦

廣瀬純成

廣田延大

廣 藤 真 司

樋渡龍

S127

S45,S104,S158

S164

S235

S313

S301

S283,S291

S94

S71

S56,S102,S299,

S300

S105

S325

S104

S38,S115,S120,

S323

S81

S308

S266,S285

S24,S159,S250

S70

S150

西尾明子

西尾泰彦

西 島直 城

西田圭一郎 花岡尚賢

葉梨大輔

濱里雄次郎

浜田良機

浜田佳孝

浜中一輝

浜西千秋

早川景子

林礼人

林央介

林陸

原章

原 え り

原大介

原孝

原龍哉

原道也

原友紀

原由紀則

番場泰司

【ふ】

深澤克康

福居顕宏

福田寛二

福田恵介

福田誠

福平由佳子

福 本 恵 三

S132,S256

S204

S100,S311

S140

S118

S304

S131,S154,S178,

S259,S269

S164

S266,S285

S266,S285

S154,S268,S277,

S288,S317,S317

S68,S141

S142

S128

S83

S81

S26,S76,S163,

S279

S297

S305

S238

S121,S264,S321

S66,S67

S125,S171,S233,

S275

S246

S307

S101

S26,S68,S151,

S279

S81,S158

西田

西村

西村

西脇

二宮

二村

淳

誠次

隆一

正夫

宗重

昭元

【ぬ】

額田均S303

藤井

藤井

藤尾

藤岡

淳一

貴之

圭司

宏幸【ね】

根本孝一 S101,S239,S242,

S247,S302,S303

S39,S282

S262

藤澤幸三

藤澤幸隆

藤田和彦

藤 田 浩 二

藤田護

藤谷良太郎

根本高幸

根本充

【の】

野 池勝利

禾泰壽

野口政隆

野崎健治

能瀬宏行

野田知之

野々宮広章

野々村秀彦

野原裕

信田 進吾

野村正

野本栄

乗上啓

S323

S298

S53,S78,S287

S104

S286

S38

S65

S311

S64

S82,S186

S146

S192

S140

【ひ】

稗田寛

東野琢也

樋口晴久

日高典昭

稲見浩平

百名克文

平出周

平岩哲郎

平川明弘

平川正彦

平瀬雄一

藤巻亮二

藤宮峯子

藤原達司

藤原浩芳

布施好史

普天間朝上

S274

S132

S128,S214

S124,S125,S139

S111

S93,S269

S39

S194

S52,S311

S123

S131,S154,S178,

S259

S111

S27,S36,S40,S57,

S68,S103,S114,

S138,S141,S152,

S165,S175,S193,

S215,S261,S263,

S271,S279,S299,

S304,S305,

船越

舩橋

古子

古田

忠直

伸司

剛

和彦

４６１Ｓ

５
６
５
８
９
０

７
４
１
１
１
１
６
２

２
１
１
３
１
４
８
３

Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ
Ｓ

郎

恵
信
行
弘
晃
男
二
仁

寿
和
博
貴
忠
美
健

二
川
川

ｌまⅢ
川
詰
本
本
本
谷
谷

朴
橋
橋
橋
橋
橋
長
長

古町克郎

平田

平田

丞
仁 【へ】

別所祐貴

別府諸兄

S293

S34,S138,S276,

S280

S195

S264

別府保男

逸見聡一郎
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貴

恒二

光洋

剛

村井

村上

村澤

村瀬

S307

S213

S283,S291

S46,S89,S102,

S106,S198,S198,

S216,

S78,S152,S289,

S314

S294

S203

S123

S196,S204,S318

松本征仁

松本幹夫

松山嘉彦

馬淵まりえ

丸石晃

丸木仁

丸谷龍思

【ほ】

北 條達也

外間浩

保坂正人

星川慎弥

星 野秀 士

S298

S159

S34,S148,S197

S138,S271

S235

S104

S205

S121

S29

S41

S90

S51,S53,S254,

S268,S306

S113,S260

S287

S72

S236

S175,S195,S279,

S294

S1,S8,S177,S185,

S240,S250,S252,

S149,S280

S125,S171

S77,S115

S6,S42

村田景一

星野貴光

星野優 子

細見僚

堀武生

堀井恵美子

大

紀和

郁夫

慶一

村田

村田

村松

村松

【み】

三浦俊樹

三浦一志

三浦裕正

三上幸夫

三上容司

三木健司

三木勇治

水沢慶一

水島秀幸

水関隆也

水田博志

水谷一裕

水谷憲生

水谷善弘

水野正昇

水村和枝

溝口知行

三ツロ秀幸

光安廣倫

三浪明男

S155,S258

S144

S191

S267,S321

S51,S251

S50

S193

SⅡ8

S193

S203,S244

S144

S30,S35,S187

S118

S319

S36

S241

S294

S40,S57,S304

S150,S191,S312

S28,S246,S278,

S314

S69

S28,S314,S325

S201

Slll

S119

S19,S79,S132

S127

S302

S307

S46,S102,S106,

S198,S198,S216,

S286

S141

S189

S233

【め】

目貫邦隆S153

堀内 行雄

堀木

堀切

堀口

本城

充
士
元
昌

健 【も】

望月猛

望 月 義 人

百瀬敏充

S309

S58

S137,S206,S265,

S266

S309,S310

S123

S124

S301

S81

S258

S86

S291

S124,S179

S302

S68,S141

S65,S185,S252,

S297

S196

S50

S105

S66,S67

S25,S46,S89,S102,

S106,S198,S216

S92,S245

S257

S207,S232,S236,

S255,S270

S155

S92,S245

S237,S322

慈
剛
哉
裕

恵
信

１は
園
田

前
前
牧
牧

原
泉
口
崎
定
実
澤
下
田
田

桃
森
森
森
森
森
森
森
森
森
森
森

樹
明
樹
次
生
裕
淳
圭
妥
一
正
造

茂
克
弘
哲
尚
竜
哲
晃

S69

S47,S235

S69

S59,S70,S207,

S232,S236,S248,

S255,S270

S10

S113,S170

S199,S203

S36

S246

S123

S275

S104

S137,S278

S321

S101

S150,S276

S193

S6,S42

S127

S205

S326

S147,S313

S318

S246,S314

S302

S116,S185,S250

S164

牧 野正晴

政田和洋

正富隆

馬島雅高

益子竜弥

増 沢源 造

松浦愼太郎

松岡 秀明

松木寛 之

松木正史

松崎浩徳

松 下和 彦

松下隆

松 末吉隆

松田智

松田茂

松 田秀策

松 戸隆 司

松永経光

松橋智 弥

松村讓 兒

松村崇史

松 村昇

南周作

三浪三千男

南川義隆

峯博子

峯牧子

三原誠

三枡律子

宮内洋

宮城道人

三宅潤一

守田

森田

森田

森谷

森友

哲郎

守

礼二

史朗

寿夫

森本

森本

森谷

茂
樹
治

尚
浩

典
薫
一
聡

芳
洋

宮坂

宮崎

宮崎

宮里 茂呂徹

諸井慶七郎

門 馬 秀 介【む】

向田雅司

向藤原由花

宗定伸

S100,S148,S292

S94

S310

【や】

竹安酉佳倫S199
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矢崎

矢島

矢島

尚哉

弘毅

弘嗣

S35,S210,S241

S35,S210,S241

S5,S18,S28,S76,

S78,S134,S151,

S152,S284,S314

S281,S296

S265

S119

S157,S234,S259

S30,S35,S187

S130,S316

S325

S8,S169,S177,

S206

S69

S104

S253

S248

S111,S131

S302

S268

S41,S212

S180,S305

S100,S148

S302

S197

S47,S147,S271

S312

S324

S141,S159,S190

S189

S159

S109,S109,S110,

S234

S7,S88,S90,S297

S91,S240

S128

S140

S277

S39,S281

S303

S51,S90,S251

S265,S272

S45,S158

S134,S295

S90

S46,S208

S291

S57,S103,S304,

S304,S305

山本

山本

矢渡

康行S129,S270

裕介S79,S145

健-S293

【わ】

若杉琢磨

我妻祐哉

若林良明

S192

S211

S34,S83,S148,

S150,S197,S284

S159

S44,S88,S122,

S146,S156,S180,

S194,S215,S264

S35,S210,S213,

【ゆ】

油形公則

湯川昌広

安田

安富

矢津

柳

柳原

矢野

矢野

矢部

孝
隆
也
津
泰
一
明
裕

匡
匡
志
公
浩

S254,S268,S306

S46,S107,S136,

S208

S203

S199,S203

分島智子

和田卓郎

行岡千佳子

行岡正雄 渡邉健太郎

S241

S242

S143

S110

S257

S128

【よ】

横井達夫

横井直幸

横内久美子

横内雅博

横田淳司

横田和典

好井覚

吉井尚

吉井雄一

吉岡大

吉川秀樹

渡邊

渡辺

渡邉

渡辺

渡辺

樹一

隆之

忠良

千聡

宣之

S324

S116

S301

S145

S301

S52,S126,S315

S285

S204

S108,S300

S22

S46,S198,S198,

S216

S116,S319,S324

S70

S140

S284

S136,S188

S210

S157

S149,S280,S292

S191,S312

S118

S119

S168,S207,S236,

S248

S118

S326

S127

S151

S72,S217

S144

山縣

山上

山際

山口

山口

山口

山崎

山崎

山下

山下

山田

山田

山田

山田

山田

山中

山中

山中

山中

宏
生
益
平
仁
裕
子
宏
彦
嗣
治
也
之
方
久
良
生
誠
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第48回手の先天異常懇話会開催のお知らせ
(日本手の外科学会専門医教育研修単位1単位）

日本手の外科学会先天異常委員会主催の「第48回手の先天異常懇話会」を第52回日本手の外科学

会学術集会会期中に開催いたします。問題症例などを持ち寄っていただき自由に討論する会ですの

で、多くの方々の参加をお待ちしております。

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

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

話会での症例検討の内容を含めた簡単なまとめ（原稿用紙2枚、図2～3枚）を後日提出していた

だき、日手会誌に掲載する予定です。

会期

会場

内容

会費

応募方法

郵送先

平成21年4月16日（木）ランチョン

学術集会会場

症例検討

1,000円（昼食込み）

平成21年2月末日までに郵送またはE-mailで症例の概要を写真とともにお送り

ください。なお、症例数の関係で当日に検討できなかった症例につきまして

は、先天異常委員会で検討のうえ、後日報告させていただきます。

〒5941101大阪府和泉市室堂町840

大阪府立母子保健総合医療センター整形外科川端秀彦

E-mail:hk@mch.prefosaka.jp

当日はコンピューターによるプレゼンテーションになります。各自PCを持参してください。プロ

ジェクターとの接続には、一般的な15ピンのコネクター以外は対応不能ですので、必要に応じて

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

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

す。発表者の方は必ず時間までに会場受付にお越しください。

-S355-

日本手の外科学会先天異常委員会

委員長川端秀彦



第32回末梢神経を語る会のご案内

「第32回末梢神経を語る会」は「第52回日本手の外科学会」の開催される東京で行います。

今回は「神経再生の最近の知見」をテーマとして、下記の要領で開催することになりました。

多数の先生方のご出席をお待ちいたしております。

日時

会場

テーマ

講演

2009年4月17日（金）18:00～20:00

(第52回日本手の外科学会学術集会終了後）

京王プラザホテル南館5階エミネンスホール（第3会場）

｢神経再生の最近の知見」

1

2

末梢神経障害のあすへの治療に向けて

－中枢神経系と末梢神経系の再生研究

ES･iPS細胞を用いた中枢神経系の再生戦略

慶應義塾大学医学部生理学教室教授岡野栄之

NervelnjuryandBrainPlasticity

ProfessorofHandSurgery,DepartmentofHandSurgery,

Malm6UniversityHospital,LmdUniversity

G6ranNLundborg

当番世話人：川崎市立川崎病院

京都大学

産業医科大学

共 催 末 梢 神経を語る会

エーザイ株式会社

-S356-
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第21回日本ハンドセラピイ学会学術集会のご案内

第52回日本手の外科学会学術集会会長堀内行雄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21回日本ハンドセラピィ学会学術集会を下記の通り開催させていただきます。

今回のテーマは｢痛み･しびれへの挑戦｣と致しました｡特別講演では東京大学医学部附属病院麻酔科・

痛みセンター住谷昌彦先生より「難治性瘻痛に対する神経リハビリテーション」と題してご講演を

賜ります。また､シンポジウムでは､経験豊富な3名のセラピストからの講演と住谷先生を交えたディ

スカッションを予定しております。

ご多用の折とは存じますが、是非とも手の外科に携わっておられます多くの先生にご参加いただき、

ご指導、ご助言を賜りますようご案内申し上げます。

学術集会会長せんぽ東京高輪病院仲木右京

記

平成21年4月18日（土）

新宿パークタワーホール

(東京都新宿区西新宿3-7-l新宿パークタワー3階）

｢痛み・しびれへの挑戦」

医師無料（抄録集別）

会員4,000円

非会員7,000円＊医師の参加申込みは当日会場で承ります。

日時

場所

テーマ

参加費

プログラム

開会式

特別講演「難治性瘻痛に対する神経リハビリテーション」

司会：せんぽ東京高輪病院

東京大学医学部附属病院麻酔科・痛みセンター

テーマ演題「痛み・しびれへの挑戦」

座長：高槻赤十字病院西出義明・帝京科学大学

｢痛み・しびれへの挑戦一神経系に対するアプローチ」

杏林大学保健学部

｢複合性局所瘻痛症候群(CRPS)に対するセラピイ」

聖マリアンナ医科大学附属病院

｢胸郭出口症候群のセラピイ」

東京手の外科・スポーツ医学研究所

休憩

一
一

０
０
５
０

８
９

仲木右京

住谷昌彦

10：00～

近藤知子

S-1

齋藤昭彦

S-2

大森みかよ

S-3

阿部幸一郎

11：00～

-S357-
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11：10～シンポジウム「痛み・しびれへの挑戦」

座長：高槻赤十字病院西出義明・帝京科学大学近藤知子

シンポジスト：住谷昌彦／齋藤昭彦／大森みかよ／阿部幸一郎

12:10～ランチョンセミナー「表面筋電図のハンドセラピィでの臨床活用；酒井医療株式会社」

聖隷浜松病院奥村修也

13:10～日本ハンドセラピィ学会総会

14:40～一般演題I

座長：弘前大学医学部附属病院大溝昌章・札幌徳州会病院越後歩

I-l「先天性近位榛尺骨癒合症児に対する術後前腕回内外装具の検討」

北里大学病院神保武則

I-2「高度座滅を伴う切断指再接着後の拘縮に対するスプリント療法の効果」

興生総合病院川上牧

I-3「関節リウマチ患者の人工MP関節置換術後におけるAlternamgstaticsplmtingの有用」

岐阜大学医学附属病院内屋純

I-4｢NishikawasBuddyTapeの固定効果の検討」

にしかわ整形外科・手の外科クリニック及川友和

I-5「母指球筋委縮の定量化の試み第二報」

いまむら整形外科杉野美里

15:40～休憩

15:50～一般演題Ⅱ

座長：新潟中央病院土田尚美・大阪医科大学附属病院蓬莱谷耕士

n-l「強いhyperesthesia(知覚過敏）を呈した症例に対する脱過敏療法について」

聖隷浜松病院原田康江

Ⅱ‐2「僥骨遠位端骨折術後におけるjomtlaxityと手関節可動域の回復の関連性について」

名古屋披済会病院清水亜衣

Ⅱ‐3「僥骨遠位端骨折髄内セメント固定法に対するハンドセラピイ」

金沢医療センター奥野怜子

Ⅱ‐4「手指伸筋腱ZoneⅢ修復後の早期運動療法の経験」

聖隷浜松病院奥村修也

Ⅱ‐5「手指屈筋腱皮下断裂例に対する橋渡し腱移植後の早期運動療法」

愛野記念病院野中信宏

16:50～閉会式

18:00～懇親会

＜お問合せ先＞第21回日本ハンドセラピイ学会学術集会事務局

慶應義塾大学病院リハビリテーション科阿部薫

〒160-8582東京都新宿区信濃町35

TEL:03-3353-1211内62372FAX:03-33541358e-mail:hts.tokyo21@hotmail.co.jp

-S358-



日本手の外科学会雑誌第26巻第1号平成21年3月15日発行

編集第52回日本手の外科学 会学術集会

会長堀内行雄

発行所 〒468-0063 名古屋市天白区音聞山1013

有限会社ヒズ・プレイン内

日本手の外科学会事務局

TEL(052)836-3511

FAX(052)836-3510

-S359-



僥骨遠位端用プレート APTUS｡2．ラ

±15。

APTUSE2.5は､独自のロツキング機構TriLockm(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1.6mrn･ロープロファイル､アナトミカルデザインです。

4IIES

本社

BGF
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，

○すべてディスボーザブル品で、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。

○倉ﾘ外固定器519と軽量です。

禦工凸｡イー･ヨスデム

〒164-0013東京都中野区弥生町2-13-4

TELO3(3375)6767FAXO3(3375)8011

http://www.mesystem・co.jp/

横 浜 営 業 所

東日本営業部

大阪営業所

TELO45(945)3756

TELO48(954)3660

TELO6(6390)1895



「医療に希望と生命に輝きを!』の企業理念の下、

新しい価値創造を通じて医療に貢献してまいります。
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骨補填材オスフェリオン

mferion
医療機器承昭番号20700RアブnO418000

真皮欠損用グラフ卜

司Lダーミズ
医療棲器承浬番号20400BZZOO406000
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一
一
一吸収型の人工骨として保険適用

骨補填材オスフェリオン60

傲息fi6h6O
熱傷外傷および手術創等による

重度の皮膚.粘膜欠損への適用

、■医療棲器承騨番号21800BZZ10045000

蕊

蕊鰯

気孔率60％による初期強度の向上 ｉ
《
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＃
１ 鱗

繍臘
強群

製造販売元：

オリンパ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

http:"www.biomaterial.co.jp
画面61鮒01-2226
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アキュトラックスクリューは全長にネジ山を有するヘッドレスコンプレッション

スクリューです。

スクリュー遠位部のねじ山ピッチは広く、近位部のネジ山ピッチは狭い為、

遠位部のスクリュー進入速度は近位部の進入速度より速くなり､挿入にした

がって圧迫力が加わります。
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鱗識織譲縦
アキュトラックスクリュー医療機器承認番号:21200BZGOOO39000

RCU~L$CD|sTRLRRD|usPLRTEsYsTEm
ｱｷｭﾛｯｸは､強固な固定と手術器具の簡便性を目的に開発された樒骨遠位端用のプレートシステムです。

従来のスタンダードタイプ･ロングﾀｲブの製品ラインに加え､幅狭のナロータイプ･エクストラロングタイプの製品ラインを追加し、

1冊広い適応でご使用いただくことが可能となりました。
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コングルエントボーンプレートシステムTi

ポーンスクリューTi

医療機器承認番号:21600BZGOOO20000

医療機器承認番号:21600BZGOOOO6000

･･詳しい資料は下記までご請求ください。
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小林製薬株式会社
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好評雑誌特集号・書籍案内寺

新刊特集号MBOrthopO9年3月号

麻生整形外科クリニック麻生邦一編B5判約80頁定価2,310円

手の外科における創傷処置､屈筋腱･末梢神経損傷､骨折､腫瘍から手関節鏡まで基本手技を詳説！

MBOrthopO8年10月増大号

聖マリアンナ医科大学別府諸兄編B5判186頁定価4,305円

上肢障害後療法のポイントを疾患別27項目にわたって、エキスパートが実際に行っている後療法

手技を豊富な写真やイラストで紹介。

MBOrthopO8年5月増刊号

琉球大学金谷文則編B5判222頁定価5,880円

整形外科手術で必須となる各種皮弁を有茎皮弁と遊離皮弁に分け､それぞれを手や足､皮弁､筋皮弁、

血管柄付き骨移植など細項目でわかりやすく解説。皮弁手術で陥りやすいトラブル回避法も掲載。

船橋整形外科スポーツ医学センター菅谷啓之編B5判144頁定価3,990円

『肩のこり．痛み』の病態・治療・予防までをエキスパートが多彩な角度から掘り下げた、『肩こり』

の診療に関わる医療従事者への指南書。今話題の「枕指導」も掲載！

PEPARSO9年1月号

東京医科大学八王子医療センター菅又章編B5判98頁定価3,150円

PEPARSO8年9月増大号

福島県立医科大学上田和毅編B5判160頁定価5,250円

MBOrthopO7年3月号

B5判104

｜｜

スマイル皮層科倉片長門著B5判94頁定価3,990円

’各雑誌・書籍の目次がご覧いただけます！

h廿p://www・zennifi｡com
TEL(03)5689-5989FAX(03)5689-8030癖 (株)全日本病院出版会

〒ll3-0033東京都文京区本郷3-16-4-7F

『

手の外科基本手技

上肢障害・外傷後療法マニュアル

整形外科手術に役立つ皮弁とそのコツ

実践肩のこり。痛みの診かた治しかた

小児熱傷・特殊損傷必須ガイド

切開とアプローチの基本戦略

爪外来治療のコツ

外来ですぐできる足にやさしいフットケア
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下行性瘻痛抑制系賦活型

瘤痛治療剤(非オピオイド、非シクロオキシケナーゼ阻害）

ノイnhmWご｡錠4単位《薬価基準収戴》
ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液含有製剤

指宗医薬品

使用上の注意(抜粋）

1.相互作用

併用注意(併用に注意すること）

[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

2．副作用

=<XJo｡!~5%未満lo.'%未満}
過敏症(注)|発疹｜じんま疹､そう痒薬剤名等y;:1臨床症状･措置方法|機序･危険因子

麻薬性鍍痛薬

モルヒネ等 下痢・軟便、胃

癖､口渇､腹部膨

満感､便秘､口内

炎､胃重感､胃部
膨満感､腹痛､放

展過多、消化不

良､胸やけ､胃の

もたれ感､胃腸障

害､嘔吐

ともに鎮痛作用

をもつ。動物実験において､鎮

痛作用を増強したとの

報告がある。

ベンズアゾシン系

銀痛薬

ペンタゾシン等

胃部不快感、
悪心・嘔気、

食欲不振

〈効能･効果に関連する使用上の注意〉

帯状庖疹後神経痛に用いる場合は､帯状庖疹痛

発症後6ヵ月以上経過した患者を対象とすること｡<帯

状瘤疹痛発症後6ヵ月未満の患者に対する効果は

検証されていない｡）

消化器

相加ないし相

乗的に鎮揃作

用を増強する。

三環系抗うつ薬

アミトリプチリン等

本剤と同一成分の注

射薬で鎖痛作用をjW
強したとの報告がある。

解熱銀痛消炎薬

インドメタシン等
ともに鎮痛作用

をもつ。
ふ
頭

い
痛

ま
頭

め
、

、
妾
（
」

気
つ
感

眠
ら
電

糖神

神経系

本剤と同一成分の注

射薬で駄酔前に併用

した場合に覚醒が遅

延するとの報告がある

ので､併用薬を減愚す

るなど適切な処置を行

うこと、

[用法・用量］

通常､成人には1日4錠を朝夕2回に分けて経口

投与する｡なお､年齢､症状により適宜増減する。

〈用法･用量に関連する使用上の注意＞

帯状庖疹後神経瀞ご対しては､4週間で効果の

認められない場合は漫然と投薬を続けないよう注

意すること。

全身倦怠感、浮

脳､熱感､動悸、

皮膚感覚の異常
その他マイナー

トランキライザー

ジアゼパム等

槻序は不明。

(注)過敏症が発現した場合には投与を中止し
適切な処置を行うこと。

バルビツール系

静脈注射用麻酔薬
チオペンタール等

動物実験において､睡

眠時間延長作用を認

めたとの報告がある。

機序は不明

詳細は、製品添付文害をご参照ください。

日本臓器製薬
〒541.0046大阪市中央区平野町2丁目1番2号五06‘6203‘0441

資料砺求先:日本魔器製薬株式会社学術部

2008年6月作成

’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

可



を蝿誇溌穂

■Lサイズ(1□×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

■副作用総症例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､癌痒感18件､刺激感

5件等の接触由膚炎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）

ほかに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

経皮鎮痛消炎剤ｹﾄプﾛﾌｴﾝ2％〔薬価基準収載〕

モーラステープL｡40mg
【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、上腕骨上顎

炎(テニス肘等）

画一一画一一画一一一画一一画一一画一一画一一一画一一一一一一画一一画一一画一一画一一一一一一=．一一ーー画一一一一一一一一一1

1【効能.効果に関連する使用上の注意】
I(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膚炎､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｜
の有益性が危険性方卜向る場合にのみ使用すること。

L一＝一画一一画一一一一一一画一一一一一一画一一一画一一画一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一■＝一一一一一一一画一一画一一

【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､癌痒等を含む)を発現したことのある患者には使用しないこと。

（2）接触皮膚炎又は光線過敏症を発現することがあり､中には重度の

全身性発疹に至った症例も報告されているので､使用前に患者に対

し次の指導を十分に行うこと。

1）紫外線曝露の有無にかかわらず､接触皮膚炎を発現することがある

ので､発疹･発赤､癌痒感､刺激感等の皮膚症状が認められた場合に

は､直ちに使用を中止し､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|こ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|こ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には患者の

状態を十分に観察し､副作用の発現に留意すること。

●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。2009年2月作成

型…⑧久光製薬株式会社需"'0．17鳥翫閏代大冒町4.．
資料嗣求先：学術部〒10ひ6221東京都千代用反丸の内1-11-1
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医療機器承認番号21800BZY10100000

製造販売業許可番号13B1XOO117
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H2受容体拮抗剤(ﾌｱﾓﾁジﾝ製剤)廩確雲諏罰

ガ ご雲:懸液ス鴬鴬
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瀧

GQsier｡指扉疾薬品

●錠10mg･錠20mg/日本薬局方フアモチジン錠

●D錠10mg.D錠20mg/フアモチジンロ腔内崩壊錠

●散2％散10%/日本薬局方フアモチジン散

蕊鍵蕊鍵 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）

●注射液10mg･注射液20mg/ファモチジン注射液

■｢効能･効果｣｢用法･用量｣｢禁忌を含む使用上の
注意｣等につきまじては､製品添付文書をご参照ください。

製造販売アステラス製薬株式会社
東京都板橋区蓮根3-17-1

［資料請求先]本社/東京都中央区日本橋本町2-3-11
06/2作成B5％.C､01

““

灘灘
経口プロスタグランジンE1誘導体製剤

藤薦オ爪皿モコ錠5鵬
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。

8･ん1,1

ヶや1.1心垂

資料請求先

而蛎蕊驚篭霧社●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。
050601
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Together

抗リウマチ剤「藁厨墓麺反司抗リウマチ剤「藁価墓翠収覇1抗リウマチ剤「冤厨重面面1

日本薬局方ブシラミン錠
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)唾.指垂弼品処方せん医麺唾一函等の処方せん|こより使用すること）■薬､据足唾,I坊せん医婁品〈注、一医踊尋のⅡ坊せん|こより使用すること)

アザルフィジニjEN錠500m9リマチjU卿錠100mメトレーI･ざ錠2mgg
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）嘩､揖定医藁品.処方せん医藁品(注恵_医騨等の処方せんにより観すること)Metolate"tablets2mg

ｱザﾙﾌｲジﾆjEN錠250m9照烈M"emgU。〆ﾄﾄﾚ零ﾜｰﾄ”
AzulfidinqENtablets500mg
Azulfidine:ENtablets250mgRimatil"tablets50mg
サラゾスルファピリジン腸溶錠

■〔効能・効果〕､〔用法･用■〕､〔蕊忌を含む使用上の注意〕等については､添付■〔効能･効果〕､〔用法･用■〕､〔禁忌､原則禁忌を含む使用■〔効能･効果〕､〔用法･用■〕､〔■告､禁忌を含む使用上
文■をご参照下さい｡上の注恵〕等については､添付文■をご参照下さい｡の注薫〕等については､添付文害をご参照下さい｡

発 売盟造晒晃元製造販売元

多鑑騨罵蕊謀心識欺鱈譲鍵禦,識蕊蔦鍵窯庸鶏認§.｡…”
買料璃求先医離車躍邸医藁渦鰹宴資料碩釈先堅展軍薗配玉躍桐開室■料薗求先至高事藁鄙麗甚桐■更ARMOBEB52BW

フルルビプロフェンテープ剤プ プ斉し ■■

』

製造販売元 〔資料請求先〕

経皮吸収型鎮痛・消炎剤 。 三笠製薬株式会社
〒176-8585

束京都練馬区＝モ北2-3-1

http://www,mikasaseiyaku,cojp／｡職 必…三遡翻齢M
賜蜘玉鰯'1ｴ4

B

●｢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。
フルルビプロフェンテープ剤

薬価基準収載

指定医薬品
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ﾉWﾘﾌ゙100mg●効能効果､用法･用舅､禁忌を含む使用上の注意等

については製品添付文言をご参照ください。 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(資料請求先）

○戦闘囎鮮〃 Q第一三共株式会社
D3iich卜53,kV･東京都中央区日本橋本町3-5-1
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鎮痛・抗炎症・解熱剤※効能･効果､用法･用量および禁忌を含む使用上の注意等

｜こついては添付文書をご参照ください。

ロキソニゴ
製造販売元(資料請求先）

錠/細粒｡第一三共株式会社
D1iichl,亜nk”東京都中央区日本柿本町3-5-1 劇薬･指定医薬品ロキソプロフェンナトリウム水和物製剤

0704(0902

薬価基準収蘭

薬価基準収載



蹟の主な，ロ販売開始年
】,｡,,

嫉患に対する
;･診断薬

爵販売提携品

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,こより使用すること

骨粗髭症治療剤／骨ベージエット病治療剤‘

アリfネJE錠1Z5mg
〈リセドロン酸ナトリウム水和物錠＞

低カルボキシル化オステオカルシンキツト

血清中低カルポキシル化オステオカルシン(ucOC)測定用医薬品
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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
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注意等については添付文書をご参照ください。
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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

画画0120-419-4979～18時(土､日､祝日9～17時）

SE0810-12008年10月作成

エーザイ株式会粒/〃､
ヒューマン・ヘルスケア企業⑬ 〒112－8088東京都文京区小石川4-6-10

http://www.eisai.co.jp


