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第53回日本手の外科学会学術集会の開催にあたって

竜

》
摩
泳

リ

会 長 柴田実
（新潟大学形成外科教授）

第53回日本手の外科学会学術集会開催のご挨拶を申し上げます。

新潟市中央区万代島の朱鷺メッセ新潟コンベンションセンターにおいて平成22

年4月15日(木)、16日(金)、17日(土:午前中)の2.5日間の会期で開催させて頂きます。

1957年の日本手の外科学会創立以来、新潟における学術集会開催は故河野左宙先生

(1960年)、故田島達也先生(1972年)、そして8年前の吉津孝衛先生(2002年）につ

いで4回目となり、誠に光栄に存じます。今回は、慈恵医大児島忠雄先生以来、形

成外科学教室が開催する二度目の手の外科学術集会となりますが、少しでも新味のあ

る、充実した会となりますよう新潟大学整形外科教室、新潟手の外科研究所の皆さん

のお力を借りながら教室員一同総力で準備しております。

学術集会の基本テーマは“手の機能と整容の両立”としました。手は米粒に般若経

を書くような、極めて繊細な動きから、力強い労働作業まで、非常にレンジの広い動

作が可能であり、指腹部には点字判読でも知られる様に第二の目と言われる優れた感

覚機能を持ち、信じがたいほどの機能を備えた器官であります。また、手は常に自分

で目にし、他人の目に良くさらされる部位であり、その整容は大変重要であります。

基本的に手についてこれらの機能と整容は別個のものとして分けることはできません。

機能の良い手は美しく、美しい手は良い機能を伴っていることが多いことは皆様に

納得していただける事実と思います。一般的な手の外科手術では機能改善を主目的と

することがほとんどです｡しかし､術後に､術前の整容保持は当然の原則でありますが、

整容が良く保持されているとは言えない場合もありますし、皮切の加え方によっては

術後の拘縮を来すこともあり得ます。また、先天異常手の手術において、術後の機能

温存は常に保証されなければならない基本治療原則ですが、一歩進んで温存のレベル

から機能と整容、両方の改善に導く方策を模索したいと考えております。特に、整容

に関してはそれなりに配慮して治療計画を立てることにより、はじめて改善に結びつ

けることが可能となり、この配慮なしには達成できないものが多いと思います。

この学術集会ではシンポジウムとパネルディスカッションをそれぞれ5題ずつ企画

致しました。いずれも日頃よく見かける手の外科疾患で、これまで討論されてきたも

のもありますが、範囲を絞って問題点を追求し、最前線の考え方を討議していただけ

ればと思います。

シンポ1.の“遠位僥尺関節症に対する治療法の適応と問題点”に続いてSzabo先生に、

シンポ5．の‘手の機能と整容からみた先天異常手の手術”に続いてKay先生にそれぞ

れシンポと同様のタイトルで招待講演をお願いしており、欧米を代表して最前線の考

－5－



え方をご講演いただく予定ですので国内外の最新知見が得られるものと期待されます。

パネルセッションでもビデオパネル1．の“腱修復術後の運動療法”に引き続い

てThomopoulos先生に招待講演として屈筋腱縫合後の治癒の課程・生理について

Gelberman先生のグループが行った実験結果に基づき、どうした術後運動療法が合理

的なのかご講演いただく予定です｡強い屈筋腱縫合が合理的であると結論された現在、

屈筋腱縫合術の成績は術後運動療法が決め手であることは論を待ちませんので、ビデ

オでつぶさに検討していただきたいとういう企画であります。パネル3．では“母

指CM関節症の治療法と問題点”を討議していただきますが、このパネルに続いて

Glickel先生(2005年に亡くなられたLittler先生、2001年にリタイアされたEaton先生

と同じニューヨーク・ルーズベルト病院グルーープ）に招待講演として大菱形骨摘出・

靱帯再建がスタンダード手術である欧米の最新動向をお話しいただきます。このほ

かの招待講演ではPederson先生には筋肉移植による手の機能再建を、Jiang先生には

ギャップを設けたチューブによる神経接合法のお話を、そしてBrawn先生には末梢神

経修復法として確立した手技となった神経移行術のご講演を頂きます。

今年で手の外科専門医制度発足後3年になりますが、第48回学術集会以来、手の外

科専門医制度の確立が学術集会のテーマにたびたび選ばれて来ました。今回、この制

度の重要な整備事項として手の外科研修制度に手の外科フェロー制度導入の可能性を

考えてみます。この手の外科フェロー制度はアメリカでは一般的な手の外科研修制度

の中で最も重要な制度ですが、日本ではまだ確立した制度となっていません。

手の外科フェローシップには、1年または半年の期間で質の高い手の外科研修ができ

る施設の整備が必要と考えられます。すでに、新潟手の外科研究所、小郡第一総合病

院、埼玉手の外科研究所などではこの制度に近いものが実施されていますが、より多

くの希望者を受け入れることができるように、他の手の外科研修施設においても、手

の外科教育の重要な課程としてこの制度を導入できないかと考えます。とくに、手の

外科研修に意欲を持つ形成外科医にも専門医取得に向けての研修上、大変重要な制度

になり得るものと思います。

今回より手の外科学会の新しい事業の一つとして世界の手の外科学会の中から

GueStSocietyをお招きすることになり、第53回日本手の外科学会学術総会には

AustraliaSocietyを招待させていただきました。Tonkin先生には招待講演の他、二つ

の教育講演をして頂きますが､残念ながら一般演題への応募は多くありませんでした。

邦人の日本語発表を同時英訳するような工夫などが今後の活動の決め手になってくる

ものと感じました。

第53回手の外科学会学術集会の会期である4月半ばの新潟は例年であれば梅や桜の

季節で1年のうち、最良の時期の一つです。学会の疲れを新潟の酒とおいしい日本海

の魚で癒して頂き、時間をつくって水の都新潟の信濃川を船での散策､近くの弥彦山、

北方文化博物館、岩室温泉、月岡温泉そして高速船で佐渡に足を延ばして楽しんで頂

きたいと思います。

全国から出来るだけ沢山の方々に新潟においで頂き、実りある学術集会となります

よう教室員一同、心より願っております。

－6－



日本手の外科学会歴代学術集会会長一覧

回数 会長名 所属 会期 開催地

1 天児民和 九州大学整形外科 1957年7月7日 神 戸

2 水野祥太郎 大阪市立大学整形外科 1958年7月13日 大阪

3 岩 原 寅 猪 慶應義塾大学整形外科 1959年10月30日 東 京

4 河野左宙 新潟大学整形外科 1960年9月30日～10月1日 新潟

5 柏木大治 神戸医科大学整形外科 1961年9月30日～10月1日 神 戸

6 児 玉 俊 夫 岡山大学整形外科 1962年10月10日～10月12日 岡山

7 佐 藤 孝 三 日本大学整形外科 1963年10月30日～10月31日 東 京

8 諸 富 武 文 京都府立医科大学整形外科 1964年9月25日～9月26日 京都

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

10 伊藤鉄夫 京都大学整形外科 1967年3月27日～3月28日 京 都

1l 津 下 健 哉 広島大学整形外科 1968年4月1日～4月2日 広島

12 津山直一 東京大学整形外科 1969年3月31日～4月1日 東 京

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

14 小谷勉 大阪市立大学整形外科 1971年2月5日～2月6日 大阪

15 田島達也 新潟大学整形外科 1972年5月20日～5月21日 新潟

16 西尾篤人 九州大学整形外科 1973年5月7日～5月8日 福岡

17 伊丹康人 東京慈恵会医科大学整形外科 1974年5月7日～5月8日 東 京

18 猪狩忠 岩手医科大学整形外科 1975年5月8日～5月9日 盛岡

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

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

21 中川正 名古屋大学整形外科 1978年6月15日～6月16日 名古屋

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

23 森益太 関西医科大学整形外科 1980年5月16日～5月17日 京 都

24 増原建二 奈良県立医科大学整形外科 1981年5月13日～5月14日 奈良

25 山 内 裕 雄 順天堂大学整形外科 1982年5月7日～5月8日 東 京

26 高岸直人 福岡大学整形外科 1983年5月19日～5月20日 福岡

27 野村進 金沢大学整形外科 1984年5月10日～5月11日 金沢

28 中 野 謙 吾 兵庫医科大学整形外科 1985年5月9日～5月10日 神 戸

29 烏山貞宜 日本大学整形外科 1986年5月8日～5月9日 東 京

30 室田景久 東京慈恵会医科大学 1987年5月8日～5月9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 鈴木勝巳 産業医科大学整形外科 1989年5月11日～5月12日 北九

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

34 渡辺好博 山形大学整形外科 1991年5月16日～5月17日 山形

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

36 石井清一 札幌医科大学整形外科 1993年5月27日～5月28日 札幌

37 生 田 義 和 広島大学整形外科 1994年5月19日～5月20日 広島

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

39 茨木邦夫 琉球大学整形外科 1996年5月9日～5月10日 宜野湾

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

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

42 藤巻悦夫 昭和大学整形外科 1999年5月13日～5月14日 東 京

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

44 山野慶樹 大阪市立大学整形外科 2001年5月10日～5月11日 大阪

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

46 中村蓼吾 名古屋大学大学院手の外科 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 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

52 堀内行雄 川崎市立川崎病院整形外科 2009年4月16日～4月17日 東 京
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鱸 」加者へのお知らせ1．参
寧鍵鐸轆等手罵､_,巌理群…喉.T4癖寺

1 ．受付

朱鶯メッセ新潟コンベンションセンター2階アトリウムにて受付を行います．

4月14日（水)13:00～17:00

4月15日（木)7:30～18:00

4月16日（金)7:15～17:00

4月17日(JZ)7:15～11:00

2． 事前登録

以下l)～4)はホームページより事前にご登録いただけます。

登録期間:2010年3月3日（水）～25日（木）まで

振込期限:2010年3月30日（火）まで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://shinsen.biz/53jssh/

l)参加費(15,000円）

2）日本整形外科学会教育研修講演(1単位1,000円）

3）日本手の外科学会教育研修講演(1単位1,000円、シンポジウム、パネル

ディスカッションは無料）

4）日本リハビリテーション医学会専門医・認定臨床医生涯教育研修単位

（5単位1,000円）

事務局にて事前登録のご入金確認後､参加章を4月上旬に郵送いたします。

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「事前

登録完了メールをご持参教育研修講演受付」にてお渡しいたしますので、

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7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さい。

会期前：学会運営事務局

株式会社新宣朱鷺メッセ営業所

TEL:025-243-7040FAX:025-243-7041

E-mail:53jssh@shinsen.biz

会期中：朱鶯メッセ新潟コンベンションセンター2階の事前登録受付

TEL:025-255-1520(学術大会本部）
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3．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。

ハンドセラピィ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。

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。所定の申込害にご記入後、入会申込金2,000円を添えて

お申し込みください。

5．クローク

朱鶯メッセ新潟コンベンションセンター1階特設クロークをご利用ください。

〈クローク開設時間〉

4月15日（木)7:30～19:00

4月16日（金）7：15～21：00

4月17日(iz)7:15～16:30

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。

ア．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。

g.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．機器展示

日時：4月15日(木）

4月16日（金）

会場：3階中会議室

8:00～18:00

8：00～17:00

301，302
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I研ぎ2
i鼻蕊ネヌ熱

発表者へのお知らせとお願い
”,-費･…蝿察;ー… J 守 蹄 鑑尋怠‘､露

1.PCセンター

朱鶯メッセ新潟コンベンションセンター2階PCセンターにて下記の時間に

PC受付を行います。

口演発表はすべてコンピューターによるプレゼンテーションをお願いします。

35mmスライド、ビデオテープはご利用いただけませんのでご了承願います。

<PCセンター開設時間〉

4月14日（水)13:00～17:00

4月15日（木)7:30～17:00

4月16日（金)7:15～18:00

4月17日(土)7:15～11:00

◎2日目以降の演者はそれぞれ前日午後から受付をいたします。（早い時間

帯の演者の方は､できる限り前日に受付を済ませるようお願いいたします）

2．

3

口演時間

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l分前に黄ランプ、終了は赤ランプで知らせいたします。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

データをご持参される場合(Windowsのみ）

（1）朱鶯メッセ新潟コンベンションセンター2階PCセンターに、発表時

間の40分前にまでお越しいただき、受付、表示の確認を行ってください。

(2)USBフラッシュメモリーまたはCD-Rにてご用意ください。

(MO、FD、ZIPなどは受付できません｡）

※USB、CD-Rはウイルスチェックを済ませたものをご持参ください。

(3)PCセンターにてデータをお預かりします。

（4）発表データのファイル名は「(演題番号）（氏名).ppt」としてください。

【例】l-Sl-l新潟太郎.ppt

※コピーされたデータは学会終了後、主催者側で責任を持って消去いた

します。

（5）発表に使用するPCは全て解像度を1024×768に統一してありますので、

ご使用のPCの解像度を1024×768にあわせてからレイアウトの確認を

してください。

－1員一
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（6）使用可能なアプリケーションはMSPowerPointのみです。

※データは、WindowsMSPowerPoint(2003)以上でご用意ください。

（7）フオントは文字化けを防ぐため下記のOS標準フオントをお使いください。

日本語……MSゴシック、MSPゴシック、MS明朝、MSP明朝

英語……Arial,ArialBlack,Century,CenturyGothic､TimesNeWRoman

（8）動画データが含まれる場合は、下記のアプリケーションにて再生可能な

ものに限ります。（動作トラブルについては責任を負いかねます）

※WindowsXP(OS)およびWindowsMediaPlayerllの初期状態に含

まれるコーデックで再生できる動画ファイルをお持ちください。

(WMVを推奨します）

（9）発表データは、作成に使用されましたパソコン以外でも必ず動作確認し

てください。

(10)会場でご利用いただけるパソコンは下記のとおりです。

※OSWindowsXP

アプリケーションMicrosoftPowerPoint2003,2007(Windows版）

パソコン持込の場合

新潟コンベンションセンター2階PCセンターに、発表時間の40分前まで

にお越しいただき、受付、表示の確認を行ってください。

1)Windowsの場合

(1)PCセンターにてノートパソコンから外部モニタに正しく出力されるか確

認してください。

（2）バックアップ用データをUSBフラッシュメモリーまたはCD-Rでご持参

ください。

（3）パソコンのACアダプターは必ずご用意ください。

2)Macintoshの場合

(1)PCセンターにてノートパソコンから外部モニタに正しく出力されるか確

認してください。

（2）会場でご用意するPCケーブルコネクタの形状は、ミニD-subl5pinです。

この出力端子を持つパソコンをご用意いただくか、この形状に変換する

コネクタを必要とする場合には、必ずご用意ください。

（3）バックアップ用データをUSBフラッシュメモリーまたはCD-Rでご持参

ください。

（4）パソコンのACアダプターは必ずご用意ください。
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ビデオ発表（ビデオパネル）の演者の方

（1）ビデオパネルの先生は、新潟コンベンションセンター2階PCセンターに、

発表時問の40分前までにお越しいただき､受付､表示の確認を行ってください。

（2）主催者で用意したDVDプレイヤーのご使用またはPC本体持込での発表

に限らせていただきます。（ビデオテープは受付できません）

(3)DVDメディアは、DVD-Rに限定させていただきます。ビデオモードは

「DVD-video」で作成してください。VRモードには対応しません。

（4）今回のビデオパネルにおきましては、以下の3通りでのご発表が可能で

すが、スライドの使用にあたっては、「ポイント部分のみ」としていただ

きますようお願いいたします。

a.ビデオファイルを含むPowerPointデータのみによるご発表

b.ビデオファイルを含まないPowerPointファイルとDVDを使用するご発表

c・DVDのみを使用するご発表

a.ビデオファイルを含むPowerPointデータのみによるご発表

1．後述の「パソコン持込の場合」の項目をご確認ください。

b・ビデオファイルを含まないPowerPointファイルとDVDを使用するご発表

1．「データの作成について」の項目をご確認ください。

2．ビデオを使用する箇所に、“ビデオ供覧”と明記したスライドを挿

入して下さい。

ご発表の際、ビデオを再生するタイミングで、再生のご指示をお

願いします。

3.DVDの作成につきましては、下記のC.の項目もご確認ください。

c.DVDのみを使用するご発表

1．ビデオファイル(｢.mpg」や「.wInv」など）をDVDに記録するだけで

は､DVDプレイヤーで再生することができません。DVDの作成後､(パ

ソコンではなく)DVDプレイヤーで再生できることをご確認ください。

リージョンコードは｢2」(日本で用いられている方法)でお願いします。

2．下記の条件に対応する機材をご用意しております。

3.DVD-RW，DVD-RAM，Blu-rayには対応しておりません。

4． DVD作成後、必ず「ファイナライズ」を実行してください。

これを行なわない場合、再生できませんので、忘れずに実行して

ください。

4.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4月17B(i)にご発表いただきます。
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【電子ポスターデータ作成について】

(1)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以上での作成をお願いいたします｡Macintoshは受付けません。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）アニメーション機能は使用できません。

（6）データは事前に下記事務局宛に郵送にてお送りください。

l)送付期限:2010年3月31日（水）まで（厳守）

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、その旨必ずご記入ください。

3）ファイル名に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。

5）送付先：株式会社新宣朱鶯メッセ営業所

〒950-0078新潟市中央区万代島5-1万代島ビル19階

第53回日本手の外科学会学術集会運営事務局

TEL:025-243-7040FAX:025-243-7041

E-mail:53jssh@shinsen.biz

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。

【e-poster閲覧時のお願い】

e-posterの撮影はご遠慮ください。

I3．座長および発言者へのお知らせとお願い’

座長へのお願い

1．担当セッション開始時刻の15分前までに次座長席へご着席ください。

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。
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発表される方へ：準拠されるようお願いします

｢症例報告を含む医学論文及び学会研究会発表における

患者プライバシー保護に関する指針」

医療を実施するに際して患者のプライバシー保護は医療者に求められる重要な責務である．一

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

上に重要な役割を果たしている.医学論文あるいは学会･研究会において発表される症例報告では，

特定の患者の疾患や治療内容に関する情報が記載されることが多い．その際，プライバシー保護

に配慮し，患者が特定されないよう留意しなければならない．

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

る学術発表においての患者プライバシー保護に関する指針である．

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

2）患者の住所は記載しない．但し，疾患の発生場所が病態等に関与する場合は区域までに限定

して記載することを可とする．（神奈川県，横浜市など)．

3）日付は，臨床経過を知る上で必要となることが多いので，個人が特定できないと判断される

場合は年月までを記載してよい．

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

5）既に他院などで診断･治療を受けている場合,その施設名ならびに所在地を記載しない．但し，

救急医療などで搬送元の記載が不可欠の場合はこの限りではない．

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

大写真とする．

7）症例を特定できる生検，剖検，画像情報に含まれる番号などは削除する

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

（または遺族か代理人，小児では保護者)から得るか，倫理委員会の承認を得る．

9）遺伝性疾患やヒトゲノム・遺伝子解析を伴う症例報告では「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に

関する倫理指針」（文部科学省，厚生労働省及び経済産業省）（平成13年3月29日，平成16年12

月28日全部改正，平成17年6月29日一部改正，平成20年12月1日一部改正）による規定を遵守

する．

平成16年4月6日

（平成21年12月2日一部改正）
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4．教育研修講演受講者へのお知らせ

教育研修単位

招待講演､ランチョンセミナー､イブニングセミナーは日本整形外科学会教育研修l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、1日最高4単位、3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。

【取得できる単位】
リハ医会日手会

1

1

1

演題名

腱修復術後の運動療法

遠位僥尺関節症に対する治療法の適応と問題点

母指CM関節症の治療法と:問題点

場
認
認
識

会
調
鐸
辮

セッション名

パネルl

シンポl

パネル3

日程

8：30～

10：30

ResearchTrendsinFlexorTendonRepairandRehabilitation
StavrosThomopoulos

DisordersoftheDistalRadioulnarJoint
RobertMSzabo

BasalJointArthroplasty:AnEvidenceBasedApproach
StevenZ･Glickel

外傷手を再建するテクニック
ー手，微小外科手技と創外固定器の併用による手の造形手術一

五谷寛之

僥骨遠位端骨折における掌側ロッキングプレートの合併症と
その対策一いわゆる!WatershedLine!と屈筋腱障害を中心に－

今谷潤也

生物学的製剤時代のリウマチ手の外科
石川肇

手の外科教育におけるHandFellowshipの導入

やめた手術奨める手術

ScaphoidFractures-WilatHaveWeLearnedoverthe
PastTenYears？NicholasJ､Goddard

1

第1会場 招待識減1 ］

10：40～

11：40
1第2会場 招待講演2 1

1第3会場 招待講演3 1

ランチョン

セミナー1
1第1会場 1

4/15

(木）
12：00～

13：00
、
ノ
ワ
全

『
コ
ー

チ
ナ

、
ノ
ミ
、

ラ
セ

1 1第3会場

ランチョン

セミナー3
I第4会場 I

14：15～

16：05
第1会場 パネル2

14：15～
1 戸 ｡ 1 P

l D ・ I D

1第2会場 シンポ2

イブニング

セミナー

17：30～

18：30
1１第1会場

手指関節症の治療法と問題点

僥骨遠位端骨折AO分類C3の治療法と問題点

’
’
１
’
’
二
１

場
場
場
場

〈
云
〈
室
《
云
〈
云

１
２
１
２

第
第
第
第

シンポ3

パネル4

シンポ4

パネル5

一
別

００．
．
９

８
三

二
三

三一
手指骨折固定材料の選択

僥骨遠位端骨折変形治癒に対する治療法と問題点

手の外科における保険診療(xm)

10：00～

11：50

ランチョン

セミナー4
1 1第1会場 立花新太郎

皆川洋至

平｢Ⅱ仁

手の超音波画像診断

手の外科における痛みの問題

ランチョン

セミナー5
1 1第2会場

12：00～

13：00 、
ノ
ハ
ｂ

コ
ヨ
ー

チ
ノ
＋
ノ

ン
ミ

弓
／
み
」

1 1第4会場

4/16

(金）
僥骨遠位端骨折の治療-WatershedLineを超えない僥骨遠位
端掌側ロッキングプレートの開発と使用経験一坪川直人

突然手の機能を失う恐怖体験を二度も重ねて考えたこと
立花隆

伸筋腱の剥離術
吉津孝衛

手の機能と整容からみた先天異常手の手術

StudyonSmallGapSleeveBridgingPeripheralNerve
Injury BaoguoJiallg

FunctionandAppearanceinChildren1sHandSurgery
SimonP.J.Kay

CongenitalAnomaliesoftheHand-AnOverviewofGenetics,
ClassificationandManagementMichaelA.Tonkin

ラ ン チ ョ ン

セミナー7
1 1第5会場

13：10～

14：10
1 1第2会場 招待講演5

一
喝

５１

５１

４１
11招待講演6 1第2会場

15：20～

17：10
I第2会場 シンポ5

17：10～

18：10
1 1第1会場 招待識演4

一
釦

０
．
．

２

８１

７１
1 1第2会場 招待講演7

8：15～

9：15
1第3会場 招待講演8 1

ExperiencewithMicrovascularFunctionalMuscleTransfer
forTraumaticMuscleLossintheForearm

WilliamC･Pederson

AdvantagesandLimitationsofNerveTransfersinthe
UpperExtremity JuStinMBrown

9：25～

10：25

1/17

(土）
11第3会場 招待識演9

10：35～

11：35
1 1第3会場 招待講演10
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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：2010年3月1日（月）～23日（火）まで

振込期限：2010年3月30日（火）まで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://shinsen.biz/53jssh/

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。

2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。

S.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。

4．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．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、シンポジウム、パネルディ

スカッシヨンは無料）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:2010年3月3日（水）～23B(火）まで

振込期限:2010年3月30日（火）まで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、お気をつけくだきい。

登録URL:http://shinsen.biz/53jssh/

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。

2．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。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語れる方も、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。

S.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。

日本リハビリテーション医学会

1．招待講演6は、日本リハビリテーション医学会専門医・認定臨床医生涯教育研修

単位（5単位）が認められています。

2．当日申し込み:巻頭に綴込みの受講申込書に必要事項ご記入のうえ､受講料（1,000

円）を添えて受付にてお申し込みいただき､学会の｢参加証｣を受取ってください。

参加証：参加証は、年度末の自己申請の際に、日本リハビリテーション医学会事

務局にご送付ください。
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5．理事会・評議員会・総会のお知らせ

●理事会

日時：4月14日（水)8:00-14:00

会場：ホテル曰航新潟30階「鶴」

●評議員会

日時：4月14B(水)15:00-18:00

会場：第1会場（朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター4階マリンホール）

※クロークは第1会場前にご用意します。（開設時間:14:30～18:30)

●総会

日時：4月15日（木)13:10-14:10

会場：第1会場（朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター4階マリンホール）

6併催学会のお知らせ

●第49回手の先天異常懇話会

日時：4月15日（木)12:00-13:00

会場：朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター第2会場

●第33回末梢神経を語る会

日時：4月16日（金）18：30－20：30

会場：朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター第1会場

●春期教育研修会

日時：4月17日(土)8:30-16:00

会場：朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター

●第22回日本ハンドセラピイ学会学術集会

日時：4月16日（金）プレミーティングセミナー

4月17日(士）学術集会

会場：プレミーティングセミナー／ホテル日航新潟

学術集会／新潟市民プラザ

テーマ：手指骨折-QOLの向上にむけて一
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第53回日本手の外科学会学術集会日程表
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の適応と問題点

座長：三浪明男

堀井惠美子
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パネルディスカッション3

母指CM関節症の治療法と問題点

座長』児島忠雄

田中寿一

S48～S54
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指尖損傷・再接着

座長：平瀬雄一

S75～S77

手根管②
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０
０
３
４

０
０
３
４

０
０
３
４ 手根管③
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S8～S9

招待講演2

RobertMSzabo(USA）
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RadioulnarJoint

座長：三浪明男

S34～S35

招待講演3

StevenZ,Glickel(USA）

BasalJointArth｢oplasty:An

EvidenceBasedApp｢oach

座長：藤哲

S56～S57
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移植・皮弁

座長：光嶋勲
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座長：落合直之
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ランチョン1

外傷手を再建するテクニック
ー手，微小外科手技と創外固定
器の併用による手の造形手術一

座 長 ： 澤 泉 卓 哉

演 者 ： 五 谷 寛 之
共催：（株)イトー医科器械

S10

ラ ン チ ョ ン 2

慎骨遠位端骨折における掌側ロッキングブﾚー
ﾄの合併症とその対策－いわゆるWatershed

Line，と屈筋腱障害を中心|こ－

座長：藤哲

演者：今谷潤也
共催：日本ストライカー（株）

S58

ラン チョン3

生物学的製剤時代のリウマチ

手の外科

座長：水関隆也

演者：石川肇

共催：ナカシマメディカル(株）

S83

第49回

手の先天異常懇話会

13 叩
旧

叩 帥 伽

企業展示

ドリンクコーナー

企業展示

ドリンクコーナー

e管poste｢閲覧総 会

S12～SIB

14

０
５ 15 15 1貝

I型 15

僥骨遠位端①

座長：山本謙吾

S108～S110

手根管④

座長：宮坂芳典

S59～SB1

TFCC損傷①

座長：面 川 庄 平

SB4～SB6
パネルディスカッション2

手の外科教育における

HandFellowshipの導入

座長：斎藤英彦

S14～S19

シンポジウム2

やめた手術奨める手術

座長：落合直之

堀内行雄

S36～S42

51

1R
U耳 叩 帥

僥骨遠位端②

座長：日高典昭

S110～S112
TFCC損傷②

座長： 小野浩史

SBS～S8B

肘部管②

座長：奥津一郎

S61～S64

門 司
茸 』

榛骨遠位端③

座 長 ： 稲 田 有 史

S112～S114

45

鵜 54
16 DRUJ・SLAC

座長：草野望

SB9～S91

03

５
０
０
２

肘部管③

座長：清水弘之

S64～S66

僥骨遠位端④

座 長 ； 清 重 佳 郎

S114～S116

５
５
１
２

０
５

３
３

『
特別講演

座 長 ： 矢 島 弘 嗣

S20～S25

腕神経叢損傷

座長：河井秀夫

S43～S44

９
５
３
４ ９

５
３
４

指②

座長：石黒隆

S91～S94

その他①

座 長 ： 森 友 寿 夫

S116～S11B

17
1J 01

腱損傷①

座長：久保俊一

S67～S69

末梢神経損傷

座長：根本孝一

S45～S46０
０
２
３

21

28 29
その他②

座長：戸部正専

S11B～S120

イブニング

ScapholdFractures
‐WhatHaveWeLeamed

ove「thePastTenYea｢s？

座 長 ： 池 上 博 泰
演者：NicholasJGodda｢d

共催：小林メディカル(株）
S26～S27

qQ
いり

外国人

座長：牧野正晴
S46～S47

指③

座長：磯貝典孝

S94～S97

腱損傷②

座長：田中英城

S70～S72

19 叩帥 皿R7
V〃

“

24 鞭
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企業展示企業展示2F･3Fホワイエ第5会場第2会場 第4会場第1会場
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画像

座長：沖永修二

S1B2～S183

RA①

座長：政田和洋

S212～S214

i目

パネルディスカッション4

幌骨遠位端骨折A0分類C3の治

療法と問題点

座長：藤哲

坪 川 直 人

S152～S158

程シンポジウム3

手指関節症の治療法と問題点

座長：金谷文則

稲垣克記

S123～S129

36
表
４
月
伯

上腕骨外上穎炎他

座長：高原政利

S1B4～S1B5

弓r一

+、

RA②

座長：南川義隆

S214～S216

９

03

靭帯損傷・麻瘻手

座長：田崎憲一

S185～S187

日

G旧

炎症①

座長：水谷－裕

S217～S21B

８
５
４
５印

舶
釦
的10

鮎

バイオメカその他

座長：酒井直隆

S188～S190

シンポジウム4

手指骨折固定材料の選択

座 長 ： 石 突 正 文

佐々木孝

S130～S136

炎症②

座長 ：亀山真

S219～S221

パネルディスカッション5

僥骨遠位端骨折変形治癒に対す

る治療法と問題点

座長：土井－輝

和田卓郎

S159～S165

49

11 的

拘縮・熱傷

座長：三上容司

S191～S1g4

炎症③

座長：松崎浩徳

S222～S224｜

印
的

帥
伽

記
帥

馴
帥12 叩

ラン チョン7

槙骨遠位端骨折の治療Wate｢shed
Lineを超えない槙骨遠位端掌側ロツキン

グプレートの開発と使用経験
座長：田中寿一

演者：坪川直人

共催：メイラ(株）
S225

ランチョン4

手の外科における保険診療

（XⅢ）

座 長 ： 佐 々 木 孝

演者：立花新太郎

共催：三笠製薬(株）

S137

ランチョン5

手の超音波画像診断

座長：麻生邦一

演者：皆川洋至

共催：（株)日立メディコ

S166

ランチョン6

手の外科における痛みの問題

座長：三浪明男

演者：平田仁

共催：日本臓器製薬㈱

S1g5

企業展示

ドリンクコーナー

企業展示

ドリンクコーナー

e-poste｢閲覧
二二閏ノェー，、ノフ
ン〆ノ日コノ′

サテライト

（メイラロッキング
ブレート八ンズオンセミナー）

講師：森谷浩治

共催：メイラ(株）

13 叩

10

、

10

叩
旧

帥

招待講演5

立 花 隆

突然手の機能を失う恐怖体験

を二度も重ねて考えたこと

座長：柴田実

SI68～S169

やめた手術．奨める手術①

座 長 ： 大 井 宏 之

S13B～S140
無腐性骨壊死①

座長：柿木良介

S196～S19g
死

14 00

やめた手術，奨める手術(2

座長：立花新太郎

S140～S142

０
５ 1

無腐性骨壊死②

座長？津村弘

S199～S201

招待講演6

吉 津 孝 衛

伸筋腱の剥離術

座長：玉井進

S170～S171

０
０
４
５

58

㈹15

槙骨遠位端・C3

座 長 ： 長 田 伝 重

S143～S145

５
０

１
２

手術手技①

座長：佐藤和毅

S202～S204 30

CRPS・麻酔

座長：楠瀬浩一

S226～S227

シンポジウム5

手の機能と整容からみた先天異

常手の手術

座長：石川浩三

川端秀彦

S172～S177

“ 45

榛骨遠位端変形治癒

座 長 ： 別 府 諸 兄

S146～S147

手術手技②

座長：香月憲一

S204～S206

16

06

関節鏡

座長：中村俊康

S22B～S22g

20 １
５

２
２

手指関節症

座長：黒島永嗣

S14B～S149

33
腫揚①

座長：高岸憲二

S206～S208

L

母指CM①

座長：鈴木克侍

S229～S231
６
０
５
１

17
Ⅱ『 叩的、

０
０
１
２

10 09

招待講演4

BaoguoJiang（Chi｢1a）

StudyonSmallGapSieeve

B｢idgingPeriphe｢alNe｢ve

lniury

座長？平田仁
S150～S151

腫瘍②

座長：西田淳

S209～S211

母指CM②

座長：池上博泰

S231～S233

SimonP.J.Kay(UK)
招待講演7

FunCtionandA”ea｢anceln

Child｢en'SHandSurgery
座長：荻野利彦

S178

詣 54
18

旧
帥

20

８
０

１

２

末梢神経を語る会

30
20号30
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4月17日（土）

e-poster

第10会場

3日目

e-poster

第9会場

3日目：4月17日（土）
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e-poster

第11会場第7会場第3会場 第6会場第2会場 第4会場
小会議室304 小会議室306小会議室303 小会議室305中会議室302スノーホールAスノーホールB中会議室201 中会議室301
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１
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１
１
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帥
叩
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帥
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バイオメカ①

座長：村瀬剛

S304～S305

模骨遠位端①

座長：橋詰博行

S321～S323

神経①

座長：平田仁

S272～S274

手根骨①

座長：木原仁

S252～S253

春期教育研修会
8：OO～受付

手根管

座長：長岡正宏
S2B8～S291

15 手・指関節症①

座長：田嶋光

S242～S244

僥骨遠位端⑤

座長：浜田良機

S261～S263

招待講演B

MicheelATonkin(Aust｢81旧‘）

CongenitalAnom8Nesof
thgHaRd-AnOveⅣiewof

GenetIcs,ClaSsification8nd

Management

演者：別府諸兄

S236～S237

句 月

匡斗

バイオメカ②

座長：砂川融

S306～S307

30
36 GE

42

4845 45
②
－
２

１２
６

鹸
幅
母

遠
瀧
牛

骨
：
２

撰
嘩
印

神経②

座長：伊藤聰一郎

S275～S277

手根骨②

座長：井上五郎

S254～S255

手根管・肘部管

座長：中島英親

S291～S293

①B：30～9：30

手関節の修復と再建

香月憲一

手・指関節症②

座長：石田治

S244～S246

檮骨遠位端⑥

座 長：清水克時

S263～S265

筋・腱

座長：西源三郎
S30B～S310

q

12 1212５
５
１
２

２
０

１
２

１
０
２
３

１
０
２
３

模尺骨々折

座長：澤泉卓哉

S327～S329

切断・皮弁

座長：武石明精

S294～S2g6

神経③

座長：岡島誠一郎

S278～S280
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日
程
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４
月
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解音|｣・同種移植

座長：岩崎倫政

S311～S312

qr
uu 招待講演g

Willi8mCPederson(USA）
Expe｢ienceⅧthMcr0vascuIa｢

Functi鯛31MuscleT旧nsferfo「

Tr3uma沈MuSCleLosslnthe

FO崎引、

座長：光嶋勲

S238～S239

手根骨③

座長：酒井和裕

S256～S258

僥骨遠位端⑦

座 長 ： 梁 瀬 義 章

S265～S267

８
５
４
５

８
５
４
５

８
５
４
５

８
５
４
５先天異常①

座長：内田満

S246～S249

②9：30～10：30

手の循環障害

吉村光生

スポーツ損傷

座長：渡邊健太郎

S313～S314

指

座長：多田博

S2B1～S282

骨・関節・皮膚

座 長 ： 池 田 全 良

S297～S298

10

画像・肘

座長：服部泰典

S330～S332

05 067
1句
q曹

19

’
９

③
慶
６

鹸
松
堅

遠
村
走

骨
・
・
６

僥
唾
唾

前腕・肘

座長：岡義範

S258～S260

炎症

座長；西浦康正

S314～S316

19

５
５
２
３

24
組織再生

座長：谷口泰徳

S299～S301

31手根骨

座長：佐久間雅之

S283～S2B5

０
０
３
４ その他①

座長：吉田健治

S333～S335

先天異常②

座長：高山真一郎

S249～S251

招待講演10

｣ustinMBrown(USA）

Adv8ntagesand

LimitationsofNe｢ve

l｢ansfe｢sintheUppe｢

Extremlty

嘩馬：根本孝一
S240～S241

An

斗□

腫瘍
座長：伊原公一郎
SS17～S31B

49釦 5
貝員
リ 凶 RA

座長：石突正文

S301～S303

川ノ
ーヴ
川ノI卜〆川
一ヴ、－〆

座長：青木光広

S2B6～S287

③10：40～11：40

手指再建に有用な局所皮

弁をどう使うか

平瀬雄一

0111 僥骨遠位端⑨

座長：内尾祐司

S270～S271

01

その他②

座長：松下和彦

S335～S337

拘縮

座長：五谷寛之

S318～S320

nQ
リツ

３３

27
ql
uI

n1

OI

５
０

３
４

０
０
４
５

閉会式

12 伽11：50～12：40

ランチョンセミナー

作業関連上肢筋骨格系障

害の診断と治療

平田仁

０
０
４
５

13

④12：50～13：50

－般手の外科医のための

先天異常手の基礎知識

日高典昭

０
０
５
０14

⑤14：OO～15：OO

上肢の絞拒性神経障害の

電気診断と治療

信田進吾

00115

f

⑥15：QO～16：OO

医療事故防止のロジック

酒井直隆

1斤

|, 頭
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forSurgeryoftheHand

Dayl:Thursday,Aprill5 Dayl:Thursday,Aprill5

Co｢porateExhibition
302
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e-posterexhibition

CorporateExhibition
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PanelDiscusslonl
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ando｢Extenso｢Tendon

Repa'r
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HiroyukiKATO

Q1～こう
当ﾛ曹’

CTS①
Moderato｢:YasukazuKATSUMl

S98～S100

Finge｢①
Moderator：KuniichiASO

戸→戸、戸→F

D／ローーロ／○
PanelDiscussion3

T｢apezialMetaca｢palJoint

A｢thritis

ModeratoI-s?TadaoKOJIMA

JuichiTANAKA
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0000 師
Symposiuml

DRUJArth｢itis

Mode｢ators:AkioMlNAMl

EmikoHORIl

S2B～S33

2415

Finge｢TiplnjuIy・

Replantatlon

Mode｢ator：YuichlHlRASE
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CTS②
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旧
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２Replantatlon

Mode｢ato｢：KatsumiTANAKA
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４
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CTS③

Mode｢ato｢：Shigeha｢uUCHlYAMA
S104～S105

4内

+、lnvitedLecturel

Stav｢osThomopoulos（USA）

Resea｢chTrendsin

FIexo｢TendonRepal｢and
RehabiIitation

Moderator:YutakaMAKI

SB～S9

｜rMtedLectu｢e2

RobertMSzabo(USA）
Diso｢dersoftheDistaI

RadioLiIna｢Joint

Moderator：AkioMlNAMl

S34～S35

lnvitedLectu『e3

StevenZGiickel(USA）

BasalJointAl-th｢oplasty:An

EvidenceBBsedApp｢oach
Moderato｢:Satoshi~｢OH

S56～S57

01

Tissue~｢｢ansfer･F1ap
Moderato｢：lsaoKOUJlMA

S80～S82
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Mode｢ato｢：NaoyukiOCHlAI
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Luncheonl

Surgic81Techniquefo｢Reconst｢uctionof

HandT｢8u､3.FormativeH8ndSu｢ge｢V

withUsingMic｢OSU｢gic81Technique8nd
EXte｢n81FiXatO｢‐

Mode｢ato｢:TakuyaSAWAlZUMl
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Luncheon2
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PlateofDistalRadiusF｢actu｢e

anditsMeasu｢es-Wate｢shed

Line,andFIexorTendonlnlu｢y‐
Mode｢ato｢：SatoshiTOH

S5B

Luncheon3

RheumatoidHandSu｢ge｢yln

theE｢aofBiologicalAgents
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S83
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叩
叩
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CO｢porateExhibition
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第53回日本手の外科学会学術集会プログラム

4月15日伝ヨ
ロ■

■■
画

第1会場

辞の

式
会

会
開

開8：20～8：30

会長柴田実（新潟大学形成外科）

8：30～10：30パネルディスカッション1腱修復術後の運動療法（ビデオパネル）

座長：吉津孝衛（財団法人新潟手の外科研究所）

加藤博之（信州大学医学部運動機能学講座）

l-1-P1-1屈筋腱修復術後の早期運動療法

聖隷浜松病院手の外科・マイクロサージャリーセンター

大井宏之他………Sl

l-1-Pl-2Zone2屈筋腱修復術後の，ほぼ全可動域に及ぶ自動運動療法

九州労災病院整形外科畑中均………S2

1-1-Pl-3屈筋腱損傷に対する短期入院での早期自動運動療法の試み

倉持病院整形外科亀井秀造他………S3

1-1-Pl-44本指を同時に動かす伸展・屈曲自他動指運動による屈筋腱損傷後の後療法

札幌第一病院整形外科青木光広他………S4

l-1-Pl-5屈筋腱一次修復後の早期自動運動療法

（ 財 ） 新潟手の外科研究所牧裕他．..……S5

l-1-P1-6遊離腱移植後に早期運動を行った手指伸筋腱皮下断裂再建術の術後腱滑走距離

信州大学医学部整形外科伊坪敏郎他．..……S6

l-l-P1-7伸筋腱皮下断裂に対する腱再建術後のアウトリガー付き装具を用いた早期運動療法

-DRUJ変形症の高齢者に対する適応の実際一

済生会山形済生病院リハビリテーション部笹原寛他．..……S7

10：40～11：40招待講演1

座長：牧裕（財団法人新潟手の外科研究所）

1-l-IL1ResearchTrendsinFlexorTendonRepairandRehabilitation

DepartmentofOrthopaedicSurgery

WashingtonUniversity,St.Louis,MO,USA

StavrosThomopoulos …..S8

－36－



12:00～13:00ランチョンセミナー1

座長：澤泉卓哉（日本医科大学整形外科）

1-l-LS1外傷手を再建するテクニック

ー手，微小外科手技と創外固定器の併用による手の造形手術一

清恵会病院大阪外傷マイクロサージヤリーセンター

五谷寛之 S10

13：10～14：10総会

TravelingFellow

Pick-upTest:AnlndicationfOrOpponensplastyinPatientswithSevereCarpalTunnel

Syndrome

DepartmentofOrthopaedicsandTraumatology,

KwongWahHospital,HongKongSAR

YenChiHung他．..……S12

14： 15～16：056：05パネルデイスカツシヨン2

手の外科教育におけるHandFellowshipの導入

座長：斎藤英彦（聖隷浜松病院整形外科）

我々の施設における手の外科臨床研修について

土谷総合病院整形外科木森研治他．.….…S14

手の外科・マイクロサージャリー研修病院の現況と問題点

小郡第一総合病院整形外科土井一輝．.….…S15

(財）新潟手の外科研究所の研修システム

（財）新潟手の外科研究所成澤弘子他………S16

当センターにおけるHandFellowshipについて

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．……..S17

形成外科系手の外科専門施設でのHandfellowship-9年間24名を受け入れて－

埼玉成恵会病院・埼玉手の外科研究所福本恵三他………S18

EducationofaHandSurgeonintheUnitedStates

DepartmentofOrthopaedicSurgery

UniversityofCalifOrnia,Davis,SchoolofMedicineSacramento,CalfOrnia,USA

RobertM.Szabo……S19

l-1-P2-l

l-l-P2-2

l-l-P2-3

l-1-P2-4

l-l-P2-5

1-l-P2-6
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16：20～17：20特別講演

座長：矢島弘嗣（奈良県立医科大学整形外科）

l-l-INIAestheticReconstructionofHandUsingSmallFreeFlaps

DepartmentofPlasticandReconstructiveSurgery

KwangmyungSungaeGeneralHospital,Seoul,Korea

JinsooKim………S20

1-l-IN2Syndactyly

DepartmentofHandSurgeryandPeripheralNerveSurgery

RoyalNorthShoreHospital

UniversityofSydney

Sydney,Australia

MichaelA.Tonkin………S22

1-l-IN3Arthrogryposis-APersonalApproachtoanlmprovementinFunction

DepartmentofHandSurgeryandPeripheralNerveSurgery

RoyalNorthShoreHospital

UniversityofSydney

Sydney,Australia

MichaelA.Tonkin…………S23

17：30～18:30イブニングセミナー

座長：池上博泰（慶應義塾大学整形外科）

l-1-ESScaphoidFractures-WhatHaveWeLearnedoverthePastTenYears？

TheRoyalFreeHospitalandSchoolofMedicine,London,UK

NicholasJ.Goddard

－38－
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第2会場

8：30～10：30シンポジウム1遠位榛尺関節症に対する治療法の適応と問題点

座長：三浪明男（北海道大学医学部整形外科）

堀井惠美子（名古屋第一赤十字病院整形外科手の外科）

l-2-S1-l遠位僥尺関節症に対する治療法の検討

済生会下関総合病院整形外科安部幸雄他

l-2-S1-2尺骨短縮骨切術における骨切部位とDRUJ安定化効果との関連

メイヨークリニックバイオメカニクスラボラトリー

有光小百合他

l-2-S1-3遠位僥尺関節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中尾悦宏他

l-2-Sl-4遠位僥尺関節症に対するSauve-Kapandji法の適応と問題点

国保中央病院整形外科小野浩史他

1-2-S1-5遠位僥尺関節障害に対するSauve-Kapandji法

一尺骨近位断端部に対する制動群と非制動群の比較一

日本医科大学整形外科澤泉卓哉他

1-2-S1-6変形性遠位僥尺関節症に対するSauve-Kapandji法の臨床成績

弘前大学大学院医学研究科整形外科学湯川昌広他

10：40～11：40招待講演2

座長：三浪明男（北海道大学医学部整形外科）

l-2-IL2DisordersoftheDistalRadioulnarJomt

DepartmentofOrthopaedicSurgery

UniversityofCalifOrmaDavis,USA

RobertM.Szabo

12：00～13：00第49回手の先天異常懇話会

●●●●●●●●●

14：15～16：15シンポジウム2やめた手術，奨める手術

座長：落合直之（筑波大学臨床医学系整形外科）

堀内行雄（川崎市立川崎病院整形外科）

l-2-S2-l手指掌側末節軟部組織再建に勧める背側拡大型指動脈皮弁

長野赤十字病院形成外科岩澤幹直他……

l-2-S2-2片側神経血管柄島状掌側前進皮弁（掌側fiagfiap)による指尖部再建

日 本 海 総 合 病 院形成外科柏英雄他……

1-2-S2-3Stage3キーンベック病にたいする血管柄付き骨移植術に有頭骨短縮合併手術の

術後10年の成績一有頭骨短縮は必要だったか？

京都大学医学部整形外科、リハビリテーシヨン部

柿木良介他……

－3 卜
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■
l-2-S24

l-2-S2-5

1-2-S2-6

1-2-S2-7

Radialapproachを用いた手根管解放術の解剖学検討と臨床応用

大阪市立大学整形外科学岡田充弘他

鏡視下手根管開放術と小皮切手根管開放術

近畿大学医学部リハビリテーション医学科大谷和裕他

小皮切手根管開放術の推薦

金沢医療センター整形外科池田和夫他

内視鏡神経所見に基づいた肘部管症候群の内視鏡手術

取手北相馬保健医療センター医師会病院整形外科吉田綾他

16：25～17:01口演腕神経叢損傷

座長：河井秀夫（四條畷学園大学・短期大学）

1-2-1腕神経叢損傷に対する拡散強調MRI評価の試み

千葉大学大学 院 整 形 外 科 学 國 吉 一 樹 他

l-2-2腋窩神経単独麻痒の診断におけるピットホール

小郡第一総合病院藤原祐樹他

l-2-3上位型(C5～7型）腕神経叢損傷における長胸神経再建の必要性

小郡第一総合病院整形外科山田哲也他

l-2-4胸郭出口症候群に対する前方アプローチによる神経剥離術の成績

長野市民病院松田智他

17：01～17：28口演末梢神経損傷

座長：根本孝一（防衛医科大学校整形外科）

l-2-5神経束反転法による指神経再建および応用

東京大学医学部形成外科・美容外科山本匠他

1-2-6注射針による末梢神経損傷の後遣障害の検討

宇治武田 病 院 整 形 外 科 勝 見 泰 和 他

1-2-7針による医原性上肢末梢神経損傷・心臓カテーテル検査での特徴

相澤病院整形外科鬼頭宗久他

S39

、●●●●● S40

S41

●●●●●● S42

S43

S43

S44

S44

S45

S45

S46

17：28～18：04口演外国人

座長：牧野正晴（新潟逓信病院整形外科）

l-2-8MagneticresonanceimagingofthewristmdiagnosinginfectionsMagneticresonanceimagingofthewristmdiagnosinginfections:currentpitfalls

TanTockSengHospital,SmgaporeWeiTeeSia他．….….S46

PatientswithWristFracturesAreLessLikelytobeEvaluatedandTreatedfOr

OsteoporosisbyFracture-TreatmgPhysiciansthanThosewithHiporSpme

Fractures:AKoreanNationalEpidemiologicStudy

DepartmentofOrthopedics,SeoulNationalUniversityHospital,Seoul,Korea

HyunSikGong他…..….S47

FunctionalOutcomesafterUpperExtremitySurgeryfbrCerebralPalsy:Comparison

betweenHighandLowManualAbilityClassificationSystem(MACS)Levels

DepartmentofOrthopedics,SeoulNationalUniversityHospital,Seoul,Korea

HyunSikGong他．.…….S47

l-2-9

l-2-10

－4卜



第3会場

8：30～10：30パネルディスカッション3母指CM関節症の治療法と問題点

座長：児島忠雄（埼玉成恵会病院埼玉手の外科研究所）

田中寿一（兵庫医科大学整形外科）

l-3-P3-1母指CM関節症に対する靱帯再建術(Eaton-Littler法）の適応と問題点

広島県障害者リハビリテーションセンター水関隆也他．….…

1-3-P3-2母指CM関節症に対するKaarela法の成績と問題点

埼玉成恵会病院・埼玉手の外科研究所児島忠雄他．…...、

l-3-P3-3母指CM関節症に対するTJscrewを用いたsuspensionarthroplastyの治療成績

兵庫医科大学整形外科藤岡宏幸他……”

1-3-P34シリコン製大菱形骨を用いた関節形成術

新潟逓信病院整形 外 科 牧 野 正 晴

1-3-P3-5母指CM関節症の治療法と問題点-ImplantArthroplastyの立場から‐

太田総合病院手の外科センター金潤壽他．.…..、

l-3-P3-6母指CM関節固定術の長期成績

（財）新潟手の外科研究所坪川直人他．….…

l-3-P3-7母指CM関節症の治療

一装具療法,CM関節固定術，人工CM関節置換術の比較検討一

慶應義塾大学医学部整形外科 学 教 室 池 上 博 泰 他 … . . …

S48

S49

S50

S51

S52

S53

S54

10：40～11：40招待講演3

座長：藤哲（弘前大学大学院医学研究科整形外科学講座）

1-3-IL3BasalJointArthroplasty:AnEvidenceBasedApproach

OrthopaedicSurgery;ColumbiaUniversity,

CollegeofPhysiciansandSurgeons:NewYork,NewYork,USA

StevenZ.Glickel………S56

12:00～13:00ランチョンセミナー2

座長：藤哲（弘前大学大学院医学研究科整形外科学講座）

l-3-LS2僥骨遠位端骨折における掌側ロッキングプレートの合併症とその対策

一いわゆる,WatershedLine'と屈筋腱障害を中心に‐

岡山済生会総合病院整形外科今谷潤也………S58

14：15～15：00口演手根管④

座長：宮坂芳典（仙塩総合病院整形外科）

l-3-l高度筋萎縮を呈する特発性手根管症候に対する正中神経反回枝

microsurgicaldissectionの成績

昭和大学医学部整形外 科学教室池田純他

-41-
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■
1-3-2

l-3-3

1-3-4

l-3-5

重度手根管症候群に対して1期的母指対立再建術を行った症例の検討

～神経伝導検査からみた適応の妥当性～

米沢市立病院長谷川和重他

手根管症候群重傷例に対する同時母指対立再建術の術後短期成績

燕労災病院整形外科幸田久男他

手根管症候群とばね指の合併について

兵庫県災害医療センター長谷川康裕他

手根管開放手術後のpillarpainの術後経過（第2報）

一術後早期の発生頻度は？発生を抑えることは可能か？

（財）新潟手の外科研究所牧裕他

15：00～15：54口演肘部管②

座長：奥津一郎（おくつ整形外科クリニック）

1-3-6肘部管症候群との鑑別を要する急性肘部尺骨神経障害

横 浜労災病院整形外科山本真一他…..、

1-3-7尺骨神経脱臼手術例の検討

千葉大学大学院医学研究院環境生命医学鈴木崇根他……

1-3-8肘部管症候群におけるSimpledecompression変法とKing変法の術後成績の比較

1-3-9

1-3-10

1-3-11

平塚共済病院整形外科手の外科センター勝村哲他

肘部管症候群に対する鏡視下補助肘部管開放術の手術成績

多変量解析を用いて

佐賀社会保険病院整形外科角田憲治他

肘が完全伸展できる肘部管症候群に対する皮下前方移行術の治療成績

市 立 札 幌病院整形外科平地一彦他

肘部尺骨神経障害に対する尺骨神経前方移所術の成績

山形大学医 学部整形外科井上林他

●●

15：54～16：39口演肘部管③

座長：清水弘之（聖マリアンナ医科大学整形外科）

1-3-12肘部管症候群に対する筋層内前方移行術の短期成績

千葉大学大学院医学研究院整形外科柿崎潤他．.、

1-3-13肘部管症候群のDASHと上肢機能の術後経時的変化

一第2報：術前重症度による相違一

信州大学医学部附属病院リハビリテーション部

井戸芳和他…

1-3-14肘部管症候群再手術例の検討

駿河台日本大学病院整形外科豊泉泰洋他…

1-3-15尺骨神経管症候群の電気診断と治療経験

東 北労災病院整形外科信田進吾他…

1-3-16特発性前骨間神経麻揮の治療：手術か保存的か？

荻窪病院整形外科田崎憲一他…

－42－
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16：45～17：39口演腱損傷①

座長：久保俊一（京都府立医科大学整形外科）

l-3-17Zonelにおける深指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

1-3-18非リウマチ性小指屈筋腱皮下断裂3例の検討

亀田総合病院整形外科友利裕二他

l-3-19Zonel.2屈筋腱損傷に対する早期自動運動療法の治療成績

淀川キリスト教病院整形外科金城養典他

l-3-20Kleinert変法に関する実験的工夫

関西医科大学枚方病院整形外科児島新他

1-3-21変形性遠位僥尺関節症に合併した伸筋腱皮下断裂のX線画像上の危険因子

和歌山県立医科大学整形外科谷口泰徳他

l-3-22僥骨遠位端骨折に続発した長母指伸筋腱断裂の検討

済生会下関総合病院整形外科富永康弘他

17：39～18：248：24口演腱損傷②

座長：田中英城（新潟県立吉田病院整形外科）

局所麻酔下に手術を行い術後早期運動療法を行った長母指伸筋腱断裂に対するl-3-23

1-3-24

1-3-25

l-3-26

l-3-27

腱移行術

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

腱性槌指に対する保存治療の検討

千葉大 学大学院医学研究院整形外科樋渡龍他

陳旧性腱性槌指に対するThompson法の治療経験

旭川厚生病院整形 外 科 金 谷 耕 平 他

Rolloverinjuryの治療成績

豊 橋 市 民 病 院 整形外科小早川知範他

手関節尺側部痛の関節外病変のMRI所見について

-尺側手根伸筋腱腱鞘周囲の検討一

関西労災病院整形外科堀木充他

－43－
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■
第4会場

8：30～9：15口演指①

座長：麻生邦一（麻生整形外科クリニック）

14-1吸収性骨接合材(F-u-HA/PLLA)を用いた手指骨骨折の治療経験

小牧市民病院整形外科蓮尾隆明他．、

1-4-2手指骨折固定用材料としてのサフアイアピンの有用性について

土浦協同病院整形外科石突正文他．、

1-4-3フツクプレートによる手指剥離骨折の治療経験

広島大学大学院整形外科角西寛他．、

1-4-4指基節骨骨折の治療成績～固定材料と合併損傷による検討～

札幌東徳洲会病院外傷部辻英樹他．．

1-4-5PIP関節内骨折に対するPIPコンパスヒンジの治療成績-第2報一

福島県立医科大学医学部整形外科高橋洋子他．．

9：15～10：00口演指尖損傷・再接着

座長：平瀬雄一（四谷メディカルキューブ手の外科センター）

l-4-6指背側枝皮弁による指尖修復術

長野赤十 字 病 院 形 成 外 科 柴 將 人 他

l-4-7指尖部組織欠損に対し中節背側より挙上した指動脈穿通枝皮弁の経験

岐阜大学医学部整形外科大野義幸他

148Supermicrosurgeryを用いた移植床の爪母を活かした爪の再建

東京大学医学部形 成外科美容外科戸所健他

l-4-9両端針付きナイロン縫合糸を用いたUntiedStaySuture法による

Zonel指（趾）尖部切断再接着術

岡山 大 学 医 学 部形成再建外科長谷川健二郎他

1-4-10当院における手指末節部切断に対する再接着術の検討

神戸市立医療センター中央市民病院整形外科

織田宏基他

10:10～10:46口演再接着

座長：田中克己（長崎大学医学部形成外科）

1-4-11Zonelにおける指末節切断対する再接着術（血行再建法，手掌ポケット法，

compositegraft法）の治療成績

国立病院機構京都医療センター形成外科荒田順他

1-4-12長期経過観察した小児切断指（趾）の3例

福岡大学医学部形成外科山住賢司他

1-4-13上肢majoramputationの治療経験

土 浦 協 同病院整形外科白坂律郎他

l-4-14長期成績からみた上腕切断再接着術の適応のポイント

新 小 文 字病院整形外科酒井和裕他
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10：46～11：40口演移植・皮弁

座長：光嶋勲（東京大学医学部形成外科）

1415手部剥脱創の治療

札幌東徳洲会病院外傷部土田芳彦他

1-4-16機能的筋肉移植術後の複合筋活動電位の測定による血行モニター法

小郡第一総合病院整形外科服部泰典他

1-4-17内側足底動脈穿通枝知覚皮弁による指掌側再建

沖縄県立中部病院形 成 外 科 石 田 有 宏 他

14-18前腕．手背の軟部組織再建を行った伸展機能再建症例の検討

埼玉成恵会病院形成外科・埼玉手の外科研究所平瀬雄一他

1-4-19上肢悪性腫瘍の血管柄付き皮弁再建による治療経験

和 歌山県立医科大学整形外科北野岳史他

1420手移植の費用効用分析

札幌医科大学整形外科織田崇他

S80

S80

S81

S81
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12：00～13：00ランチョンセミナー3

座長：水関隆也（広島県立障害者リハビリテーションセンター）

l-4-LS3生物学的製剤時代のリウマチ手の外科

新潟県立リウマチセンター石川肇

14：15～15:00口演TFCC損傷①

座長：面川庄平（医真会八尾総合病院整形外科）

1421TFCCのfOvea損傷におけるFloatingsignの有用性

関西電力病院整形外科藤尾圭司他

1-4-22鏡視下TFCC縫合術の治療経験

名古屋大学大学院医学系研究科手の外科学篠原孝明他

1-4-23TFCC三角靭帯損傷に対する新規鏡視下縫合術の術後成績

北海道大学大学院医学研究科 整形外科岩崎倫政他

1-4-24DRUJ鏡を用いたinside-out法を用いたTFCC縫合法

関 西 電 力 病 院 整形外科藤尾圭司他

1-4-25遠位僥尺関節鏡により確定診断を行ったTFCC尺骨小窩損傷に対する

観血的修復術の治療成績

大阪労災病院整形外科恵木丈他

－45－
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15:00～15:45口演TFCC損傷②

座長：小野浩史（国保中央病院整形外科）

l-4-26僥骨遠位端骨折に合併する僥尺靭帯損傷の予測因子

医真会八尾総合病院整形外科藤谷良太郎他．…

l-4-27陳旧性遠位榛尺関節不安定症に対するTFCC再建術の経験

京都府立医科大学大学院医学研究科運動器機能再生外科学

藤原浩芳他…．

1428尺側手根伸筋腱半裁腱を用いたTFCC再建術の長期成績

慶 應 義 塾 大 学 医学部整形外科中村俊康他…．

1429V字骨切りガイドとロッキングプレートを用いた尺骨短縮骨切り術

西能病 院整形外科堂後隆彦他．..、

1430手関節尺側部痛に対する尺骨短縮骨切り術の治療経験

清恵会三国ヶ丘クリニック整形外科姜良勲他．…

15：45～16：30口演DRUJ・SLAC

座長：草野望（富永草野病院）

l-4-31遠位僥尺関節症のX線学的特徴・伸筋腱皮下断裂例と無症候例の違い

相澤病院整形外科山崎宏他．、

1-4-32Sauve-Kapandji法における尺骨近位断端制動術の検討

諏 訪 赤 十 字病院整形外科下平浩揮他．．

1-4-33遠位僥尺関節症に対するSauve-Kapandji手術後の僥骨手根間関節症性変化

北海道大学大学院人工関節・再生医学講座船越忠直他…

1-434SLACwristに対する4-cornerarthrodesisの治療成績

兵庫医科大学整形外科藤岡宏幸他．、

1435SLACwristおよびSNACwristに対するfOur-cornerfilsionの治療経験

慶應義塾大学整形外科佐藤和毅他”

16：35～17：29口演指②

座長：石黒隆（いしぐろ整形外科）

1-4-36malletfingerの特性

医療法人友和会鶴田整形外科峯博子他・、

1437石黒法もしくはその変法で治療をおこなったmallet骨折の成績不良例の検討

聖隷浜松病院手の外科・マイクロサージャリーセンター

向田雅司他”

l-4-38観血的治療を要した骨性malletfingerの治療

駒沢病院整形外科吉川泰弘他．、

1439骨性マレツト指術後再転位例の検討

東海病院整形外科申正樹他．、

l-4-40手指の中節骨頚部骨折に対するintra-fOcalpinmng法による治療

中通総合病院整形外科千馬誠悦他．．
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1~4-41 ロッキングプレートを用いた背屈転位した手指基節骨頚部骨折の治療

聖隷浜松病院手の外科・マイクロサージャリーセンター

大井宏之他

17：29～18：238：23口演指③

座長：磯貝典孝（近畿大学医学部形成外科）

PIP関節掌側板性裂離骨折の手術的治療法の検討

一経皮骨接合術と観血的骨接合術の比較検討一

麻生整形外科クリニック麻生邦一

手指PIP関節掌側板付着部剥離骨折に対する観血的治療の術後成績

平塚共済病院整形外科手の外科センター瀧上秀威他．..……

手指PIP関節内骨折の手術成績

京都府立医科大学整形外科学河合生馬他．..……

小指MP関節垂直位固定の経験一中手骨骨頭の形態からみた危険因子一

浦添総合病院整 形外科宮里剛行他………

指粘液襄腫の治療

大津赤十字病院形成外科沢辺一馬他．.……．

手指粘液襄腫の手術的治療に対する工夫について－回転皮弁を用いない手術法一

1-4-42

1-4-43

1-4-44

1~4~45

14-46

1447

おおすみ整形外科 大 角 秀 彦 他
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■
第5会場

8：30～9：24口演手根管①

座長：勝見泰和（宇治武田病院）

1-5-1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

福岡新水巻病院整形外科山中芳亮他

1-5-2特発性手根管症候群重症例のMRI所見の特徴

産業医科大 学 整 形 外 科 大 茂 壽 久 他

1-5-3鏡視下手根管開放術前後の正中神経，屈筋腱の移動のMRIによる検討

諏訪赤十字病院整形外科百瀬敏充他

1-5-43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

旭化成健康管理センター大塚弘剛他

1-5-5長期血液透析に伴う手根管症候群に対する屈筋腱アミロイド沈着の影響

-MRIを用いた屈筋腱肥大の評価一

虎の門 病院整形外科喜多島出他

1-5-6特発性手根管症候群と屈筋腱滑膜へのアミロイド沈着の有意な関連

信州大学医学部整形外科内山茂晴他

S98
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9：24～10:18口演手根管②

座長：池田和夫(独立行政法人国立病院機構金沢医療センター整形外科）

1-5-7高齢者手根管症候群における腱滑膜の組織学的所見

虎の門病院リハビリテーション科中道健一他．…..…S101

l-5-8屈筋腱滑膜炎を伴う手根管症候群

防衛医科大学校整形外科有野浩司他….…..S101

l-5-9重症手根管の手根管開放術後2年経過例における電気生理学的回復についての検討

神戸労災病院整形外科金谷貴子他．….….S102

1-5-10特発性手根管症候群患者における罹病期間と内視鏡手術後の感覚障害回復

おくつ整形外科クリニック浜中一輝他………S102

1-5-11手根管症候群両側罹患例に対する治療方針

-USEsystemを用いた鏡視下手根管開放術を用いる場合一

日本赤十字社医療センター骨・関節整形外科本村朋英他………S103

1-5-12特発性手根管症候群に対する前向き無作為化比較試験による

手指屈筋腱腱滑膜切除術と鏡視下手根管開放術との治療成績の比較

医療法人友和会鶴田整形外科鶴田敏幸他．..……S103

－4卜



10：25～11：01口演手根管③

座長：内山茂晴（信州大学医学部整形外科）

1-5-13皮肩切開の位置の違いによる手根管開放術の治療成績の比較

八尾総合病院整形 外 科 面 川 庄 平 他

1-5-14手掌内小皮切による手根管開放術の術後成績

燕労災病院整形外科松崎浩徳他

1-5-15特発性手根管症候群に対する小皮切手根管開放術後の再手術例の検討

福島県立医科大学医学部整形外科江尻荘一他

1-5-1675歳以上の高齢者の手根管症候群の臨床像と術後成績-75歳未満との比較一

留萌市立病院整形外科金谷久美子他

11：01～11：46口演肘部管①

座長：落合直之（筑波大学臨床医学系整形外科）

1-5-17CTを用いた肘部管症候群の解剖学的検討

東邦大学医学部整形外科大日方嘉行他

1-5-18肘部管症候群に対する新しい症状誘発テストの試み

川崎市立川崎病院整形外科越智健介他

l-5-19初期尺骨神経障害におけるHngerrotationtestの意義

高 松 市 民 病 院 整形外科笠井時雄他

1-5-20肘部管症候群における尺骨神経溝形状と術中神経絞抓所見の関係調査

一最適な手術法の選択のために‐

奈良県立医科大学整形外科村田景一他

l-5-21肘部管症候群に対する皮下脂肪弁を用いた尺骨神経前方移動，制動術

米 沢市立病院整形外科長谷川和重他

14：15～14：51 口演僥骨遠位端①

座長：山本謙吾（東京医科大学整形外科）

S104
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1-5-22

1-5-23

l-5-24

l-5-25

僥骨遠位端骨折の掌側ロッキングプレート固定術における至適スクリュー位置の

X線撮影評価法の新たな試み

聖ヨゼフ病院整 形外科岡崎敦他………S108

AOC型僥骨遠位端骨折におけるCT分類は有用か？

市立豊中病院整形外科韓法輪光他….…..S109

僥骨遠位端骨折の関節内骨折パターンについて－MDCTおよび3DCTによる評価一

西宮市立中央病院整形外科田辺勝久他．.…….S109

僥骨遠位端関節内骨折(AOtypeC3)に対するAcu-LocDistalRadiusPlateSystemを

用いた内固定:MultisliceCTによる術前後評価

厚生連山本組合総合病院伊藤博紀………S110

－4ト
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14：51～15：27口演榛骨遠位端②

座長：日高典昭（淀川キリスト教病院整形外科）

l-5-26高齢者における不安定型僥骨遠位端骨折治療のシステマティック・レビユー

札幌医科大学整形外科織田崇他…

1-5-27中高年女性の不安定型僥骨遠位端骨折の治療成績

九州労災病院畑中均

l-5-28MIP○法による僥骨遠位端骨折の治療経験

愛知厚 生連 海南 病院 山田 宏毅 他． .、

1-5-29僥骨遠位端骨折における長母指屈筋腱滑走部位の検討一断裂を防ぐには－

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”．

S110

S111

S111

S112

15：27～16:03口演僥骨遠位端③

座長：稲田有史（稲田病院）

l-5-30ブロック状の骨移植を併用した僥骨遠位端関節内骨折(AO分類C3)の治療成績

土谷総合病院整形外科梶原了治他．.…….S112

l-5-31僥骨遠位端骨折(AO分類C3型）におけるプレート固定の問題点

聖 マ リ ア ン ナ 医 科 大 学整形外科学教室泉山公他………S113

1-5-32掌側ロッキングプレートによる僥骨遠位端骨折の治療成績

－3病院におけるアンケート調査一

慶 應義塾大学整形外科岡崎真人他………S113

1-5-33髄内釘を用いた僥骨遠位端骨折の手術の工夫と問題点

荻窪病院整形外科西脇正夫他．……..S114

16：03～16：39口演僥骨遠位端④

座長：清重佳郎（済生会山形済生病院整形外科）

1-5-34僥骨遠位端骨折に合併した尺骨茎状突起骨折の治療成績

産 業 医 科 大 学病院整形外科善家雄吉他………S114

1-5-35高齢者の僥骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位端骨折に対する一期的尺骨頭切除術

鶴岡市立荘内病院整形外科後藤真一他……...S115

1-5-36僥骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位端骨折の治療

長岡中央綜合病院整形外科間庭圭一他．.....…S115

1-5-37ロッキングプレートを用いた僥骨遠位端骨折後変形治癒に対する矯正骨切術の治療成績

関西労災病院整形外科堀木充他……...S116

16：45～17：21口演その他①

座長：森友寿夫（大阪大学医学部整形外科）

1-5-38発光ダイオード(lightemittingdiode)光照射による細胞増殖シグナルの活性化

金沢大学医学 部 整 形 外 科 小 峰 伸 彦 他 … . . …

1-5-39音楽家のフオーカル・ジストニアの手指運動特性

横浜市立大学整形外科酒井直隆

－50－
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1-5-40

1-541

デジタル化上肢機能評価システムの開発

名古屋大学手 の 外 科 栗 本 秀 他

Jamardynamometerにおける握力測定値の再現性に関する検討

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

17：21～17：57口演その他②

l-5-42

l-5-43

l-5-44

l-5-45

l-5-46

座長：戸部正博（高月整形外科新橋クリニック）

変形性肘関節症に対する肘関節形成術-内側前方進入路の併用一

小 郡第 一総 合病 院整形外科星野秀士他….…．

生体内吸収性骨接合材（スーパーフイクソーブMX)とチタンミニプレートの

力学強度比較

産 業 医 科 大 学 整形外科村井哲平他

高度救命救急センターにおける手の外科疾患の調査

奈良県立医科大学高度救命救急センター河村健二他

A2プーリーにおける小児強剛指の2例

金沢医療センター整形外科納村直希他

内反手に対する手術療法についての検討一僥側の支持性を中心に‐

慶應義塾大学医学部整形外科 高木岳彦他
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4月16日全
■■

■■
色

第1会場

8：00～9：50シンポジウム3手指関節症の治療法と問題点

座長：金谷文則（琉球大学医学部整形外科）

稲垣克記（昭和大学医学部整形外科）

2-l-S3-1人工PIP･DIP関節インプラントを用いた変形性手指関節症の治療と問題点

2-1-S3-2

2-l-S3-3

2-1-S3-4

2-l-S3-5

2-l-S3-6

2-l-S3-7

昭 和 大 学 医学部整形外科稲垣克記他

PIP指関節症に対する表面置換型人工指関節の臨床応用

土浦協同病院整形外科石突正文他

非RA患者に対する人工PIP関節置換術

慶 應 義 塾大学整形外科岡崎真人他

有痛性の変形性DIP関節症に対するテーピング療法

大阪医科大学整形外科白井久也他

Heberden結節に対する観血的治療の成績

広島 大学整形外科鈴木修身他

手指DIP関節症に合併したMucouscystの治療法

札幌東徳洲会病院土田芳彦他

へバーデン結節に対する関節固定術

埼玉成恵会病院・埼玉手の外科研究所福本恵三

10：00～11：50シンポジウム4手指骨折固定材料の選択

座長:石突正文（土浦協同病院整形外科）

佐々木孝（済生会神奈川県病院整形外科）

2-l-S4-l中手骨骨折に対する生体内吸収性プレートを用いた観血的整復固定術

産業医科 大 学 整 形 外 科 酒 井 昭 典 他

2-1-S4-2J字型髄内ピン固定法の適応と問題点の検討

鹿島労災病院整形外科板寺英一他

2-1-S4-3手指基節骨骨折に対する手術成績の検討

京都地域医療学際研究所附属病院整形外科辻原隆是他

2-1-S4-4手指骨の関節近傍骨折に対するnon-bridging型創外固定法

日本 医科大学整形外科堀口元他

2-1-S4-5手指骨折に対する鋼線を使用した簡単で強い骨固定法の開発

（財）新潟手の外科研究所森谷浩治他

2-1-S4-6陳旧性骨性マレツト指に対する石黒法とhookplate固定の比較

津山中央病院整形外科福田祥二他

2-1-S4-7骨性槌指に対するMinimallylnvasiveScreWFixation

岡山済生会総合病院整形外科今谷潤也他
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12：00～13：00ランチョンセミナー4

座長：佐々木孝（済生会神奈川県病院整形外科）

2-1-LS4手の外科における保険診療(xm)

国家公務員共済組合連合会三宿病院立花新太郎 S137

13：10～13：55口演やめた手術，奨める手術①

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）

2-1-1遊離皮弁により修復した手指末節掌側外傷症例の検討

清恵会病院大阪外傷マイクロサージャリーセンター

五谷寛之他．….….S138

2-l-2掌側ロッキングプレートを用いて加療した僥骨遠位部骨折における抜釘術の検討

2-l-3

2-1-4

2-l-5

岡山大学整形外科

手根管症候群重症例に対する鏡視下手術の臨床成績

新潟県立吉田病院整形外科

屈筋腱滑膜切除術を併用した鏡視下手根管開放術

佐賀社会保険病院整形外科

2小皮切による手根管開放術の治療成績

関西電力病院整形外科

島村安則他

田 中 英 城 他

浅見昭彦他

西村隆一他

13：55～14:40口演やめた手術，奨める手術②

座長：立花新太郎（三宿病院整形外科）

2-l-6肘部管症候群に対する尺骨神経剥離術の術後成績

広島大学大学院医歯薬学総合研究科整形外科学

中 崎 蔵 人 他

2-1-7肘部管症候群に対する肘部管形成術

大 阪市 立総 合医 療セ ンタ ー整形外科米田昌弘他

2-1-8関節症による肘部管症候群の手術（骨鰊切除）

仙塩総合病院整形外科宮坂芳典

2-1-9肘部管症候群に対するサージエアトームを用いた上腕骨内上穎切除術

関西医科大学付属滝井病院整形外科齋藤貴徳他

2-l-10肘部管症候群に対する鏡視下前方移行術

岡山赤十字病院整形外科小西池泰三他

14：50～15：44口演僥骨遠位端・C3

座長：長田伝重（濁協医科大学整形外科）

2-l-113次元CTによるAOC3型僥骨遠位端骨折の分類と治療

聖隷浜松病院手の外科・マイクロサージャリーセンター

大井宏之他

2-1-12intrafocalpimingを用いた整復と掌側ロッキングプレート固定による

AO分類C型僥骨遠位端骨折の治療成績

福岡整形外科病院櫛田学他
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■

2-1-13

2-1-14

2-1-15

2-1-16

掌側ロツキングプレートを用いた僥骨遠位端骨折(AO分類C3)の治療成績の検討

広島大学整形外科中林昭裕他………S144

AO分類TypeC3型僥骨遠位端関節内粉砕骨折に対する

APTUS掌側ロッキングプレートによる治療

佐賀社会保険病院整形外科石井英樹他………S144

僥骨遠位端関節内粉砕骨折(A0分類C3)に対するAcu-LocDistalRadiusPlateの

有用性と問題点

長崎労災病院整形外科角光宏．……..S145

AO分類C3型僥骨遠位端骨折に対する鏡視下手術の治療成績

済生会下関総合病院整形外科安部幸雄他………S145

15：44～16：20口演僥骨遠位端変形治癒

座長：別府諸兄（聖マリアンナ医科大学整形外科）

2-1-17僥骨遠位端骨折変形癒合に対する手術成績

名古屋大学手の外科建部将広他……...S146

2-l-18僥骨遠位端変形治癒の手術療法

高 月 整 形 外 科 新橋クリニック戸部正博他……….S146

2-1-19僥骨遠位端骨折変形治癒に対するロツキングプレートを用いた矯正骨切り術

函館五稜郭病院整形外科佐藤攻他………S147

2-l-20僥骨遠位端変形治癒骨折に対するくさび開き矯正骨切り術におけるβ-TCPの応用

太田総合病院手の外科センター根本高幸他．……..S147

16：20～16：56口演手指関節症

座長：黒島永嗣（帝京大学医学部整形外科）

2-l-21手術治療を行った有痛性Bouchard結節の小経験

福岡整形外科病院櫛田学他

2-1-22創外固定器を用いた関節近傍再接着指に対する治療の工夫

清恵会病院大阪外傷マイクロサージャリーセンター

五谷寛之他

2-1-23変形性指PIP関節症に対する表面置換型人工関節の経験

さいたま赤十字病院整形外科白川健他

2-1-24表面置換型セメントレスPIP人工指関節置換術の治療成績

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

17：10～18：10招待講演4

座長：平田仁（名古屋大学手の外科）

2-l-IL4StudyonSmallGapSleeveBridgingPeripheralNervelnjury

DepartmentofTraumaandOrthopeadics,

People'sHospital,PekingUniversity,Bening,China.

BaoguoJiang

l8：30～20：30末梢神経を語る会
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第2会場

8：00～9：50パネルディスカッション4

僥骨遠位端骨折AO分類C3の治療法と問題点

座長：藤哲（弘前大学大学院医学研究科整形外科）

坪川直人（(財）新潟手の外科研究所）

2-2-P41AOC3型僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定の治療成績と問題点

濁協医科大学整形外科長田伝重他…..….S152

2-2-P42A○分類C3型僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレートによる

透視下整復固定術における関節面の整復と術後成績

平塚共済病院整形外科・手の外科センター坂野裕昭他………S153

2-2-P4-3AO分類C3型僥骨遠位端骨折にDouble-tieredSubchondralSupport法は有用か？

昭和大学横浜市北部病院整形外科川崎恵吉他………S154

2-2-P4-4A○分類C3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大阪外傷マイクロサージャリーセンター

寺 浦 英 俊 他 … … … S 1 5 5

2-2-P45僥骨遠位端骨折A○分類C3型に対する掌側lockingplateとnon-bridging創外固定の

比較検討

川崎市立川崎病院整形外科森田晃造他….…..S156

2-2-P4-6僥骨遠位端高度粉砕骨折に対するnon-bridge創外固定と掌側プレートの併用療法

高月整形外科新橋クリニック戸部正博他…......S157

2-2-P4-7僥骨遠位端関節内骨折(AO/C3)に対して掌側lockingplateを用いる場合の

3DCT骨折分類と使用上の留意点

済生会山形済生病院整形外科清重佳郎他………S158

10：00～11：50パネルディスカッション5

僥骨遠位端骨折変形治癒に対する治療法と問題点

座長：土井－輝（小郡第一総合病院整形外科）

和田卓郎（札幌医科大学整形外科）

2-2-P5-1僥骨遠位端骨折変形治癒に対する掌側プレートを用いた矯正骨切り術

小 郡 第 一 総 合 病 院 整形外科坂本相哲他“….…S159

2-2-P5-2僥骨遠位端骨折変形治癒に対する矯正骨切り術（その適応と問題点）

滋賀医科大学整形外科児玉成人他．…..,..S160

2-2-P5-3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closingwedgeosteotomyの

治療成績

滝川市立病院整形外科小笹泰宏他………S161

2-2-P5-4僥骨遠位端変形治癒骨折に対し術前切削加工した人工骨を用いた

コンピュータ支援3次元矯正骨切り術の臨床成績

大阪市立総合医療センター整形外科米田昌弘他……...S162

－55－



2-2-P5-5

2-2-P5-6

2-2-P5-7

術前3次元シミュレーションと掌側ロッキングプレートを用いた

僥骨遠位端骨折変形治癒の矯正骨切術

大阪大学整形外科村瀬剛他

僥骨遠位端骨折変形治癒に対する矯正骨切り術の治療成績

慶 應 義 塾大学整形外科佐藤和毅他

僥骨遠位端骨折変形治癒例の関節症に対する部分手関節固定術の有用性

奈良県立医科大学整形外科矢島弘嗣他

12：00～13:00ランチヨンセミナー5

座長：麻生邦一（麻生整形外科クリニック）

2-2-LS5手の超音波画像診断

城東整形外科皆川洋至

13：10～14：10招待講演5

座長：柴田実

2-2-IL5突然手の機能を失う恐怖体験を

評論家.

(新潟大学医学部形成外科）

二度も重ねて考えたこと

ジャーナリスト立花隆

14：15～15：15招待講演6

座長：玉井

2-2-IL6伸筋腱の剥離術

進（奈良手の外科研究所）

新潟手の外科研究所吉津孝衛

S163

S164

S165

S166

S168

S170

15：20～17：10シンポジウム5手の機能と整容からみた先天異常手の手術

座長：石川浩三（大津赤十字病院形成外科）

川端秀彦（大阪府立母子保健総合医療センター整形外科）

2-2-S5-l機能と整容からみた裂手症手術

埼玉成惠会病院・埼玉手の外科研究所福本恵三他………S172

2-2-S5-2裂手症の治療成績

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….…..S173

2-2-S5-3先天性絞拒輪症群の術後手指機能評価

札幌医科大学整形外科射場浩介他．……..S174

2-2-S54母指多指症における二次修正術についての検討

東京慈恵会医科大学形成外科学講座岸陽子………S175

2-2-S5-5合指症の治療

大津赤十字病院形成外科沢辺一馬他．.….…S176

2-2-S5-6指の温存・分離の手術適応に検討を要した先天異常手について

－家族の期待にどのように応えるべきか－

独立行政法人国立成育医療研究センター病院外科系診療部

高山真一郎他………S177
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17:20～18:208：20招 待講演7

座長：荻野利彦（山形大学医学部整形外科）

FunctionandAppearanceinChildren'sHandSurgery

PlasticandReconstructiveSurgeryandSurgeryoftheHand

2-2-IL7

LeedsTeachingHospitals

UniversityofLeeds,Leeds,UK

－57－
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第4会場

8：00～8：36口演画像

座長：>中永修二（東京逓信病院整形外科）

2-4-13D-CTを用いたDupuytren拘縮の病的腱膜描出

亀岡シミズ病院整形外科大野克記他

2-4-2MRIベース三次元画像再構築を用いた手根骨および長母指屈筋腱の評価

京都府立医大大学院運動器機能再生外科学（整形外科）

赤井敬紀他

2-4-3手根管症候群に対する拡散テンソルMRIによる病態診断

島根大学医学部整形外科平松由美子他

2-4-4舟状骨骨折の病態一MRIとCT所見からの検討一

富永草野 病院整形外科草野望他

8：36～9:03口演上腕骨外上顎炎・他

座長：高原政利（泉整形外科病院）

2-4-5Boxerisknuckleの診断と手術治療

駿 河 台 日 本 大学病院整形外科長尾聡哉他

2-4-6上腕骨外側上顎炎に対する鏡視下手術の術後回復過程

札幌医科大学医学部整形外科佐々木浩一他

2-4-7上腕骨外上穎炎に対する伸筋筋膜切開術の術後成績不良因子の検討

香川大学医学部 整形外科教室中村修他

哲郎他

9：03～9：48口演靱帯損傷・麻揮手

座長：田崎憲一（荻窪病院整形外科）

2-4-8陳旧性母指MP関節僥側側副靭帯損傷に対する手術成績の検討

札幌医科大学整形外科平岩

2-4-9掌側ロッキングプレートで治療した榛骨遠位端骨折における升掌側ロッキングプレートで治療した僥骨遠位端骨折における舟状月状骨靱帯損傷

-後ろ向き研究一

新潟県立中央病院整形外科金井朋毅他……..、

舟状月状骨解離におけるGeisslergradeの意義

一第3報：新鮮屍体舟状月状骨解離モデルにおける関節鏡診断と動態解析の比較

奈良県立医科大 学 整 形 外 科 土 肥 義 浩 他 … … …

鉤爪手に対する骨間筋機能再建法(Bulkhalter&Strait変法）の治療経験

聖マリア病院整形外科坂井健介他………

僥骨神経麻溥に対する腱移行術の工夫：術後長期成績の検討

筑波大学大学院人間総合科学研究科臨床医学系整形外科

原友紀他………

2-4-10

2~4-11

2-4-12
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機械知能工学専攻バｲｵﾒｶﾆｸｽ研究室）

9：55～10：49口演バイオメカ・その他

座長:酒井直隆(宇都宮大学大学院工学研究科機械知能工学専攻(‘

2-4-13母指対立運動中の舟状骨の役割

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

2-4-14僥骨遠位端骨折に対する変形評価について

大阪大学大学院器官制御外科学（整形外科）三宅潤一他

2-4-15僥骨遠位端骨折後の背屈変形が遠位僥尺関節の安定性に及ぼす影響

慶應義塾大学医学部整形外科学教室齊藤毅他

2~4~16肘関節肢位と内反ストレスが短僥側手根伸筋起始部の腱損傷に関与する

自衛隊札幌病院整形外科田中祥貴他

2-4-17Semi-constrainedTotalElbowArthroplastyの治療成績

三 重 大 学大学院医学系研究科運動器外科学里中東彦他

2-4-18長母指伸筋腱皮下断裂症例の検討

安城更生病院整形外科原龍哉他

10：49～11：52口演拘縮・熱傷

座長：三上容司（横浜労災病院整形外科）

2419当院におけるDupuytren拘縮手術の検討

埼玉成恵会病院埼玉手の外科研究所友枝裕人他…

2-4-20Dupuytren拘縮再発例の検討

佐倉整形外科病院千葉手の外科センター阿部圭宏他…

2421Dupuytren拘縮に対する小切開開放療法-Z形成を用いた閉創療法との比較－

大阪医科大学整形外科白井久也他…

2422Dupuytren拘縮の治療成績

高知大学整形外科中島紀綱他…

2423外傷歴の無い前腕回内位拘縮の治療経験

慶應義塾大学医学部整形外科福岡昌利他…

2-4-24乳幼児手熱傷の疫学的検討

東 京 医 科 大 学 病 院形成外科柴田大他…

2-4-25重傷熱傷における手指熱傷に対する早期鋼線刺入と術前他動可動域訓練

北里大学医学部形成外科・美容外科根本充他…

12:00～13:00ランチョンセミナー6
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座長：三浪明男（北海道大学大学院医学研究科整形外科学）

2-4-LS6手の外科における痛みの問題

名古屋大学大学院医学系研究科手の外科学平田仁．……..S195
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13：10～14：13口演無腐性骨壊死①

座長：柿木良介（京都大学医学部整形外科）

24-26姉妹に発症したキーンベック病の検討

城東社会保険病 院 整 形 外 科 斉 藤 忍 他 … . … ‘

2-4-27キーンベック病におけるMRIと組織学的所見の比較

キッコーマン総合病院整形外科小川健他…...”

2-4-28キーンベック病に対する僥骨短縮骨切り術の力学的効果-Invivo力学的解析一

北海道大学医学部整形外科真壁光他……”

2-4-29Kienb6ck病に対する第4extensorcompartmentalarteryを血管茎とした

血管柄付き骨移植

濁協医科大学整形外科高井盛光他….…‘

2-4-30キーンベック病に対する血管柄付き骨移植術の検討

奈良医大整形外科小畠康宣他……”

2-4-31キーンベック病に対する僥骨遠位端背側からの有茎血管柄付き骨移植術の経験

広島大学整形外科児玉祥他．...…’

2-4-32Kienb6ck病に対する第4extensorcompartmentalarteryを血管茎とした

血管柄付き骨移植

弘前大学大学院医学研究科整形外科学教室

岩崎弘英他……“

14：13～14：58口演無腐性骨壊死②

座長：津村弘（大分大学医学部整形外科）

2-4-33キーンベック病に対する有頭有鉤骨間固定を併用した有頭骨短縮術の治療成績

神戸大学大学院整形外科牧野健他……

2-4-34キーンベック病に対する有頭骨部分短縮術の中期成績

大阪大学整形外科森友寿夫他……

2~4-35画像診断による舟状骨偽関節と骨壊死の鑑別

昭和大学医学部整形外科稲垣克記他……

2~4-36当科で経験したPreiser病の8例に関して

北海道大学大学院医学研究科整形外科学遠藤努他……

2-4-37Preiser病に対する血管柄付き骨移植術の治療成績とMRIの経時変化

慶應義塾大学医学部整形外科中村俊康他….“

15：00～15：45口演手術手技①

座長：佐藤和毅（慶應義塾大学医学部整形外科）

2-4-38舟状骨偽関節手術におけるDISI変形の矯正と移植骨量の検討

山口大学大学院医学系研究科整形外科学坪根徹他．、

2-4-39僥骨遠位端骨折に対するMIP○法のpitfallとその対策

駒沢病院整形外科吉川泰弘他“

2-4-40著明な陥没転位を伴う僥骨遠位端関節内骨折に対するbonetampの使用経験

名古屋披済会病院整形外科太田英之他．．

2-4-41深指屈筋腱付着部裂離骨折に対する術式の検討

慈恵医大整形外科千野博之他．．
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2~442 Mini-plateを用いた尺骨遠位での尺骨短縮骨切り術の検討

興生総合病院 整 形 外 科 河 野 正 明 他

整形外科）

15：45～16：21口演手術手技②

座長：香月憲一（大阪市立総合医療センター整形4

2443母指対立再建術もしくは母指内転拘縮解離術後のキルシュナー鋼線による

母指外転・回内保持と早期自動運動療法

健康保険鳴門病院整形外科手の外科センター

浜 田 佳 孝 他

2-4-44音楽演奏家のジストニアに見られる手指巻き込み現象の治療

一屈筋腱延長・切離手術の有用性について‐

元 赤 坂診療所仲尾保志

24-45中手骨頸部骨折に対し,K-wireを用いた経皮的鋼線固定の治療成績

目蒲病院整 形外科平原博庸他

2-4-46第2-5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

16：25～17：10口演腫瘍①

座長：高岸憲二（群馬大学医学部整形外科）

2-447上肢に発生した軟部組織腫瘍に対するHAND20の有用性

名古屋大学医学部手の外科学夏目唯弘他

2448手指グロームス腫瘍の検討

札幌医科大学医学部整形外科相木比古乃他

2-449手内軟骨腫の治療成績

千葉市立青葉病院整形外科六角智之他

2-4-50人工骨移植を施行した手指内軟骨腫におけるX線の経時的変化

医薬品医療機器総合機構仲西知憲他

2-4-51手に発生した類骨骨腫の治療経験

慶 応義塾大学整形外科斉藤憲太他

17：10～17：55口演腫瘍②

座長：西田淳（岩手医科大学整形外科）

2-4-52多発性骨軟骨性外骨腫症による前腕変形の再建について

独立行政 法 人 国 立 病 院 機 構 埼 玉 病院整形外科森澤妥他

2-4-53手に発生した滑膜性骨軟骨腫症3例の臨床所見と治療成績

横浜市立大学整形外科上石貴之他

2454前腕筋肉内血管種の治療経験，腫瘍を含めて筋肉全摘と同時に

腱移行術を行った2例について

会津中央病院整形外科古月顕宗

2-4-55上肢に発症したLocalizedhypertrophicneuropathyの2例

豊 田厚生病院整形外科稲垣弘進他

24-56上肢（肩甲骨を含む）がん転移症例に対する治療選択

山口大学医学部整形外科村松慶一他

-61-

S204

S204

S205

S205

S206

S206

S207

S207

S208

S208

S209

S209

S210

S210

S211



第5会場

8：00～8：45口演RAO

座長：政田和洋（政田整形外科・リウマチ科）

2-5-1関節リウマチ患者におけるQuickDASHの妥当性，および信頼性,高齢者への

適応の検討

東京女子医科大学膠原病リウマチ痛風センター整形外科

鴇 田 朝 海 他 … … … S 2 1 2

2-5-2リウマチ手尺側偏位の3D-CT画像による評価

新潟県立リウマチセンターリウマチ科石川肇他………S212

2-5-3安定性の評価からみたリウマチ手関節の術式選択

聖マリアンナ医科大学整形外科清水弘之他………S213

2-5-4関節リウマチの母指ボタン穴変形に対する手術療法-EPL･EPB交叉腱移行の臨床成績

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………S213

2-5-5リウマチ手伸筋腱断裂の2指断裂群，3指断裂群の治療比較検討-長期治療成績より‐

昭 和 大 学 医学部整形外科王興栄他

8：45～9：30口演RA@

座長：南川義隆（高月整形外科新橋クリニック）

2-5-6RA性尺側偏位術後再発に対する伸筋腱固定の有用性

出水郡医師会立阿久根市 民 病 院 整 形 外 科 恒 吉 康 弘 他

2-5-7RA尺側偏位再建手術における尺側CM関節固定術併用の試み

鹿児島赤十字 病院整形外科有島善也他

2-5-8関節リウマチに対するSauve-Kapandji変法の手術成績

川崎市立川崎病院整形外科越智健介他

2-5-9RA患者の手指変形に対するシリコンインプラントの使用経験

奥田整形外科奥田敏治

2-5-10FINE人工指関節(PIP関節）の開発と臨床応用

東 邦 大 学 医学部整形外科関口昌之他

9：30～10：06口演炎症①

座長：水谷－裕（東邦大学医学部整形外科学第二講座）

2-5-11糖尿病に伴う狭窄性屈筋腱腱鞘炎の超音波検査による検討

東京都済生会中央病院整形外科亀山真他……

2-5-12成人ばね指の原因に関する検討-Al腱鞘と屈筋腱交叉部との関係について‐

国立病院機構東広島医療センター整形外科今田英明他……

2-5-13非典型的所見を認めたばね指の検討

名古屋大学手の外科水島秀幸他……

2-5-14手指バネ指に合併するPIP関節屈曲拘縮

独立行政法人国立病院機構埼玉病院整形外科森澤妥他……
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10：06～11：00口演炎症②

座長：亀山真（東京都済生会中央病院整形外科）

2-5-15ばね指に対するステロイド注射の治療効果一ベタメタゾンvs・トリアムシノロンー

大阪府済生会中津病院 整 形 外 科 安 藤 佳 幸 他

2-5-16ばね指に対するトリアムシノロン腱鞘内注射後の再発についての検討

大阪大学医学部整形外科田中啓之他

2-5-17腱鞘切開刀を用いた成人ばね指の治療成績

金沢医療センター整形外科池田和夫他

2-5-18中高年特発性手指屈筋腱滑膜炎の臨床的検討

熊本整形外科病院田嶋光

2-5-19慢性手指屈筋腱腱鞘炎の病因学的検討

済生会西条病院整形外科藤井裕子他

2-5-20deQuervam病における治療法選択の現状

済生会山形済生病院整形外科石垣大介他

11：00～11：54口演炎症③

座長：松崎浩徳（燕労災病院整形外科）

2-5-21手における石灰沈着性腱炎および関節周囲炎の治療経験

いまむら整形外科医院今村宏太郎

2-5-22石灰沈着性手関節周囲炎の診断と治療

札幌徳州会病院整形外科畑中渉

2-5-23当科において手術を要した手指感染症の起炎菌の検討

佐世保共済病院整形外科花田麻須大他

2-5-24当科における手指化膿性腱鞘炎の手術治療成績

濁協医科大学整形外科亀田正裕他

2-5-25非結核性抗酸菌による手の腱滑膜炎

高知大学医学部整形外科谷脇祥通他

2-5-26手指，手関節に生じたMycobacteriumkansasii感染症について

九州大学大学院医学系研究院整 形 外 科 光 安 廣 倫 他

12：00～13：00ランチョンセミナーア

座長：田中寿一（兵庫医科大学整形外科）

2-5-LS7僥骨遠位端骨折の治療

WatershedLineを超えない榛骨遠位端掌側ロッキングプレートを超えない僥骨遠位端掌側ロッキングプレートの開発と使用経験

（財）新潟手の外科研究所坪川直人………

15：30～16：06口演CRPS・麻酔

座長：楠瀬浩一（東京労災病院整形外科）

2-5-27僥骨骨折後CRPStypelに対する生体内再生治療

稲田病院整形外科稲田有史他

2-5-28漢方薬を用いたCRPS治療アルゴリズム

北海道大学医学部整形外科益子竜弥他
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2-5-29

2-5-30

腕神経叢ブロックにおけるロピバカイン低用量麻酔の試み

関東労災病院整形外科小林康一他．”

腋窩ブロック専用針を用いた放散痛を必要としない神経血管鞘内刺入による

腋窩ブロックの有効性

佐賀県立病院好生館整形外科佛坂俊輔他．”

16：06～16：33口演関節鏡

座長：中村俊康（慶應義塾大学医学部整形外科）

2-5-31母指CM関節症における関節鏡下関節形成術の治療成績

名古屋大学手の外科岩月克之他．.……

2-5-32整形外科領域におけるエコーガイド下内視鏡手術の取り組み

一手関節ガングリオン切除での活用－

名古屋大学手の外科山本美知郎他…….、

2-5-33三角線維軟骨複合体の尺・背側slit損傷に対する鏡視下縫合術(Capsular縫合法）

有用性

慶應義塾大学医学部整形外科高木岳彦他

16：33～17:09口演母指CMO

座長：鈴木克侍（藤田保健衛生大学医学部整形外科）

2-5-34母指CM関節症に対する装具療法の効果

大阪医科大学整形外科白井久也他…

2-5-35母指CM関節症に対する新たな固定装具の考案

鈴鹿回生病院整形外科森田哲正他…

2-5-36母指CM関節症に対する関節鏡視下手術による治療

聖マリアンナ医科大学整形外科学教室新井猛他…

2-5-37母指CM関節鏡視下手術におけるthenarportalの検討

三重大学大学院医学系研究科運動器外科辻井雅也他…

17：09～17：54口演母指CM@

座長：池上博泰（慶應義塾大学医学部整形外科）

2-5-38母指CM関節症に対するLRTI変法における骨切除の工夫

東京大学医学部整形外科・脊椎外科三浦俊樹他．

2-5-39母指CM関節症に対するtendonsuspensionslmgarthroplasty(meinman法）

－成績不良因子の検討一

北海道整形外科記念病院西尾泰彦他、

2-5~40母指CM関節症に対する関節固定術

-tensionbandwiring法と圧迫螺子固定法の比較一

熊本整形外科病院田嶋光

2-541Acutrakscrewを用いた母指CM関節固定術の有用性について

奈 良 県 立 医科大学整形外科中西昭登他．

2-5~42母指CM関節症に対するレジン創外固定を用いた二段階関節固定術

岩手医科大学医学部整形外科古町克郎他．
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昂3日4月17日

第3会場

8：15～9：15招待講演S

座長：別府諸兄（聖マリアンナ医科大学整形外科）

3-3-IL8CongenitalAnomaliesoftheHand

-AnOverviewofGenetics,ClassificationandManagement

DepartmentofHandSurgeryandPeripheralNerveSurgery

RoyalNorthShoreHospital

UniversityofSydney

Sydney,Australia

MichaelA.Tonkin S236

9：25～10：25招待講演g

座長：光嶋動（東京大学医学部形成外科）

3-3-IL9ExperiencewithMicrovascularFunctionalMuscleTransferfOrTraumaticMuscle

LossintheForearm

DepartmentofSurgeryandOrthopaedicSurgery

TheUniversityofTexasHealthScienceCenter,SanAntonio,Texas,USA

WilliamC.Pederson….…..S238

10：35～11：35招待講演10

座長：根本孝一（防衛医科大学校整形外科）

3-3-ILIOAdvantagesandLimitationsofNerveTransfersintheUpperExtremity

DepartmentofNeurologicalSurgeryand

DivisionofPlasticandReconstructiveSurgery

WashingtonUniversitySchoolofMedicine

St.Louis,Missouri,USA

JustinM.Brown

11：40～ 閉会式

閉会の辞 柴田実（新潟大学形成外科）

－65－
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第4会場

8:00～8:45口演手・指関節症①

座長：田嶋光（熊本整形外科病院）

3-4-l母指CM関節症に対する関節形成術

中通総合病院整形外科千馬誠悦他

3-4-2母指CM関節症に対する関節形成術の検討

呉共済病院整形外科楢崎慎二他

3-4-3母指CM関節症に対する関節形成術の治療成績

北海道大学医学部整形外科本宮真他

3-4-4母指CM関節症に対する関節形成術の成績

琉球大学医学部整形外科普天間朝上他

3-45母指CM関節症に対するThompson法の成績-DASHおよびSF-36の評価一

大 館市立総合病院整形外科神裕道他

S242

S242

S243

S243

S244

8：45～9：21口演手・指関節症②

座長：石田治（広島市立広島市民病院整形外科）

3-4-6母指CM関節症に対する関節固定術の治療成績

愛野記念病院整形外科宮崎洋一他………S244

3~47母指CM関節症に対する低侵襲関節固定術の検討

城東社会保険病 院 整 形 外 科 橋 本 健 他 … … … S 2 4 5

3-4-8母指CM関節症およびその治療法（関節固定術や靭帯形成術）が手関節に及ぼす影響

奈良県立医科大学高度救命救急センター片山健他………S245

3-4-9外傷性手指関節症に対する自家骨軟骨釘移植

大阪厚生年金病院整形外科久保伸之他．……..S246

9：30～10:24口演先天異常①

座長：内田満（東京慈恵会医科大学）

3-4-10当院における装具療法による強剛母指の治療成績の検討

大阪市立総合医療センター整形外科池田幹則他

3-411合短指症治療におけるアルゴリズム作成の試み

東京慈恵会医科大学医学部形成外科学講座酒井新介他

3-4-12母指多指症の二次修正術症例の検討

長崎大学医学部形成外科田中克己他

3-413巨指症の治療一指節骨半裁による横径矯正一

独立行政法人国立成育医療研究センター整形外科

細見僚他

3-4-14母指形成不全に対するHuber-Littler法の術後成績

弘前 大 学 医 学 部 附属病院整形外科鈴木雅博他

－66－
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3-4-15 MP関節動揺性を伴う母指形成不全症の対立再建

-小指外転筋移行術の改良法について‐

独立行政法人国立成育医療研究センター外科系診療部

高山真一郎他

10：24～111：09口演 先 天 異 常 ②

座長：高山真一郎（独立行政法人国立成育医療研究センター

先天異常手の母指機能再建一骨延長の適応と効果一

名古屋第一赤十字病院整形外科手の外科堀井恵美子他

Madelung変形に対する矯正骨切り術の工夫一僥骨模状骨片組み替え法

国立成育医療センター整形外科関敦仁他

先天性多発関節拘縮に対する筋肉移植による肘屈曲機能再建術

小郡第一総合病院整形外科荒川雄一郎他

先天性榛尺骨癒合症48例56肢の検討-遊離法と有茎法における比較一

3~416

3-4-17

34-18

3-4-19

琉 球 大 学 医 学 部 整 形外科 金城政樹他

-67ー
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第6会場

8：00～8：36口演手根骨①

座長：木原仁（木原整形外科医院）

3-6-1有鉤骨鉤骨折に対する骨片切除術の治療経験

医療法人明倫会宮地病院大迎知宏他

3-6-2有鉤骨鉤骨折に対する小皮切による骨接合術

赤心堂病院整形外科関谷繁樹他

3-6-3月状骨周囲脱臼の治療成績

豊 橋 市 民病院整形外科井上五郎他

3-6-4近位手根列切除術の治療成績

慶應義塾大学整形外科別所祐貴他

S252

S252

S253

S253

8：36～9：12口演手根骨②

座長：井上五郎（豊橋市民病院整形外科）

3-6-5有頭骨関節面を用いた僥骨手根関節形成術の治療成績

東京医科大学医学部整形外科高瀬勝己他．….….S254

3-6-6舟状骨骨折における術前し線,CTによる評価と術中所見に関する検討

中日病院加藤宗一他．.….…S254

3-6-7舟状骨骨折経皮的スクリュー固定術（背側進入法）におけるガイド刺入時の工夫

一経大菱形骨的アプローチー

岡崎市民病院整形外科倉橋俊和他．…..…S255

3-6-8DTJscrewを使用した新鮮舟状骨骨折の治療成績

兵庫医科大学篠山病院整形外科常深健二郎他………S255

9:20～10:05口演手根骨③

座長：酒井和裕（新小文字病院）

3-6-9観血的治療が行われたにもかかわらず骨癒合の得られなかった舟状骨偽関節の検討

慶應義塾大学医学部整形外科学教室池上博泰他………S256

3-6-10舟状骨偽関節に対する腸骨移植術によるDISI変形の矯正率の検討

聖マリアンナ医大整形外科倉持大輔他………S256

3-6-11十字型骨移植法を用いた舟状骨偽関節手術

田附興風会北野病院整形外科麻田義之他……...S257

3-6-12陳旧性舟状骨近位部骨折の治療成績

大阪市立総合医療センター整形外科矢野公一他……...S257

3-6-13PyrocarbonlmplantReplacementfOrScaphOidProximalPoleNonunion

HandSurgeryUnit,MultimedicaGroup,PlasticSurgeryDepartment,

UniversityofMilan

LorisPegoli他………S258

－6卜



10：05～10：500:50口演 前 腕 ・ 肘

座長：岡義範（東海大学大磯病院整形外科）

前腕両骨骨折変形治癒に対する3次元シミュレーションを用いた矯正骨切り術

大阪大学大学院器官制御外科学（整形外科）三宅潤一他．…

小児Galeazziequivalentfractureの治療経験

東海大学医学部外科学系整形外科学小林由香他…”

神経損傷を伴う小児上腕骨頚上骨折の検討

昭和大学医学部整形外科学教室富田一誠他……

受傷機転からみた小児上腕骨外穎骨折の治療上の問題点と対策

国立病院機構東広島医療センター 整 形 外 科 今 田 英 明 他 … ”

肘関節障害に対する肘筋筋弁を利用した肘関節形成術の有用性

3-6-14

3-6-15

3-6-16

3-6-17

3-6-18

北海道大学整形外科 西田欽也他

－6卜
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第7会場

8：00～8：45口演僥骨遠位端⑤

座長：浜田良機（みつわ台総合病院）

3-7-l僥骨遠位端掌側における屈筋腱の走行位置

岡山済生会総 合病院整形外科清水弘毅他

3-7-2DASHおよびQuickDASHによる僥骨遠位端骨折術後の機能評価

聖ヨゼフ病院整形外科岡崎敦他

3-7-3僥骨遠位端骨折の術後成績を左右する因子についての分析～第1報

一手関節可動域，握力,DASH

国保中央 病院整形外科古田和彦他

3-7-4僥骨遠位骨端線損傷に対するmodifiedLangenski61d法の経験

名古屋第1赤十 字 病 院 整 形 外 科 洪 淑 貴 他

3-7-5僥骨遠位端骨折に対する鏡視下整復術の検討

-ARC(ArthroscopicReductionandCosmeticapproaching)technique-

東大阪市立総合病院整形外科重松浩司他

S261

S261

S262

S262

S263

8：45～9：21口演僥骨遠位端⑥

座長：清水克時（岐阜大学大学院医学系研究科整形外科学）

3-7-6Dorsalrooffragmentを伴った僥骨遠位端骨折の治療成績

香川労災病院整形外科森谷史朗他．.…….S263

3-7-7掌側ロッキングプレート固定を施行した僥骨遠位端骨折における皮質骨粉砕部位の検討

（財）新潟手の外科研究所森谷浩治他………S264

3-7-8僥骨遠位端骨折に対する創外固定を併用した掌側ロッキングプレート固定法の治療成績

関西電力病院整形外科藤井貴之他………S264

3-7-9僥骨遠位端骨折に対するMatrixSmartLockplateを用いた治療成績と問題点

東海病院整形外科牧野仁美他．……..S265

9：30～10：06口演僥骨遠位端⑦

座長：梁瀬義章（長吉総合病院）

3-7-10僥骨遠位端骨折に対するMultidirectionalLockingPlateSystemの治療経験

石切生喜病院整形外科金村政義他，

3-7-11僥骨遠位端骨折に対するAptus2.51ockingplateの使用経験

川崎市立川崎 病院整形外科森田晃造他

3-7-12APTUS2.5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

3-7-13僥骨遠位端骨折の治療,CondylarStabilizing法を用いたACU-LOCと

可動性lockingscrewであるAPTUSの比較検討

みつわ台総 合病院整形外科有薗行朋他

－70－
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10:06～10:51口演榛骨遠位端③

座長：村松慶一（山口大学医学部整形外科）

3-7-14転位のある背側骨片を有する僥骨遠位端関節内骨折に対する掌側および

背側ロッキングプレートの治療成績

大阪府済生会茨木病院整形外科山口和男他．……..S267

3-7-15僥骨遠位端骨折術後の再鏡視所見と臨床症状との関連について

島根県立中央病院整形外科山上信生他…..….S268

3-7-16僥骨遠位端骨折A○分類C3の術式による術後成績の比較検討

静岡赤十字病院整形外科太田憲和他………S268

3-7-17A○分類C3型僥骨遠位骨折に対する掌側プレート固定術後の症候性関節内変形治癒

奈良県立医科大学整 形 外 科 土 肥 義 浩 他 … … … S 2 6 9

3-7-18僥骨遠位端骨折変形癒合に対する矯正骨切り術は手根骨配列も改善するか？

キ ッ コ ー マ ン 総 合 病 院整形外科田中利和他………S269

10：51～111：27口演僥骨遠位端⑨

座長：内尾祐司（島根大学医学部整形外科）

断層撮影を用いた僥骨遠位端骨折掌側プレート固定術後のスクリュー刺入位置の検討

関西電力病院整形 外 科 藤 井 貴 之 他 … … … S 2 7 0

屈筋腱障害予防を目的とした僥骨遠位端骨折用掌側ロツキングプレートの

設置位置の検討

住友別子病院整形外科近藤秀則他………S270

僥骨遠位端骨折掌側lockingplateの抜釘意義

岐阜県総合医療センター整形外科河村真吾他………S271

超音波検査による僥骨遠位端骨折掌側プレート固定術後の長母指屈筋腱損傷の検討

土肥整形 外科病院土肥大右他………S271

3-7-19

3-7-20

3-7-21

3-7-22
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第8会場

8：00～8:36e-poster神経①

座長：平田仁（名古屋大学手の外科）

3-8-EPliPS細胞を用いたハイブリッド型人工神経の作成-人工神経上でのiPS細胞培養

大阪市立大学大学院医学研究科整形外科学上村卓也他．…

3-8-EP2神経同種移植におけるシュワン細胞の遊走形態について

順天堂大学医学部形成外科林礼人他．…

3-8-EP3二重蛍光標識を用いた腰神経切断モデルにおける末梢神経側副発芽の検証

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．…

3-8-EP4ラット坐骨神経縫合後のERK1/2の発現と軸索再生

防衛医科大学校整形外科津田悦史他…．

3-8-EP5末梢神経交差移植後の両側性体性感覚野応答

新 潟 大 学 医 歯 学 総合病院整形外科山下晴義他．…

3-8-EP6末梢感覚神経の損傷を検出する神経機構

新潟大学脳研究所システム脳生理学分野駒形成司他…．

S272

S272

S273

S273

S274

S274

8：36～9:12e-poster神経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）

3-8-EP7Manganese-enhancedMRIを用いた逆行性神経トレーシング

大阪大学形成外科松田健他….…..S275

3-8-EP8bFGF-DDS(DrugDeliverySystem)を用いた末梢神経欠損部再建に関する

実験的研究～末梢断端のシュワン細胞に及ぼす影響～

大阪市立大学医学部整形外科高松聖仁他．..……S275

3-8-EP9運動機能と感覚機能を備えた義手開発のための末梢神経再生型電極に関する研究

一免疫組織学的検討

国立病院機構村山医療センター整形外科斎藤治和他．……..S276

3-8-EP10生体内におけるp38MAPKを介した神経再生制御機構第2報

埼玉医科大学整形外科加藤直樹他…:…..S276

3-8-EPllMethylcobalaminは神経細胞内のmTORを活性化する

大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学（整形外科）

岡田潔他………S277

3-8-EP12神経手術に有用な新しいポリ乳酸フイルムの開発（第2報）

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………S277

－72－



9：12～9:48e-poster神経③

座長：岡島誠一郎（社会保険神戸中央病院）

3-8-EP13吸収性透明チューブを用いた末梢神経接合第4報

（財）新潟手の外科研究所成澤弘子他．.…．

3-8-EP14ラット神経因性瘻痛モデルにおける拘束ストレスの影響

防 衛 医 科 大 学 校 整 形 外科学講座尼子雅敏他……

3-8-EP15ラット神経周膜切除モデルに対する新規癒着防止材の効果

名古屋大学手 の 外 科 山 本 美 知 郎 他 … …

3-8-EP16手根管症候群症例の正中神経のMRIsagittalT2mapping評価

大阪大学器官制御 外 科 学 竹 安 酉 佳 倫 他 … …

3-8-EP17体外増幅CD133陽性細胞による末梢神経再生

広島 大 学 医 学 部整形外科大坪晋他……

3-8-EP18レーザードップラー血流計を用いた肘部管症候群における尺骨神経の血流評価

一肘関節屈曲伸展運動時の変化一

信州大学医学部整形外科中村恒一他……

9：55～10:19e-poster指

座長：多田博（函館協会病院整形外科）

3-8-EP19骨性槌指に対する石黒法変法の治療経験

金沢大学整形外科島貫景都他

3-8-EP20陳旧性マレツト骨折に対するTensionBandWiring法の有用性

昭和大学整形外科前田利雄他

3-8-EP21PIP関節背側脱臼骨折に対する治療成績

慶仁会川崎病院整形外科鈴木康一他

3-8-EP22髄内ピン固定法(Foucher変法）による中手骨頸部骨折の治療成績

津山中央病院原田遼三他

S278

S278

S279

S279

S280

S280

S281

S281

S282

S282

梅が.斤クリニック）

10：19～10:55e-poster手根骨

座長：佐久間雅之（医療法人ディスニック梅が丘f

3-8-EP23舟状骨偽関節に対する血管柄付き骨移植術の術後成績

大 阪 市 立大学大学院医学研究科整形外科学坂口公一他

3-8-EP24舟状骨骨折・偽関節治療後の関節症性変化について

徳山中央病院 整形外科池田慶裕他

3-8-EP25月状骨周囲脱臼及び月状骨脱臼の治療成績の検討

聖隷浜松病院手の外科・マイクロサージャリーセンター

山下優嗣他

3-8-EP26稀な手根骨骨折に対する手術方法と治療成績

東京 医科 大学 医学 部整形外科高瀬勝己他

3-8-EP27変形性手関節症に対する部分手関節固定術

宮崎 大学 医学 部整形外科矢野浩明他

S283

S283

S284

S284

S285
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3-8-EP28SLACwristに対するfOurcorner部分手関節固定術の経験

千葉大学大学院医学研究 院 整 形 外 科 学 国 司 俊 一 他 S285

10：55～11:13e-posterリハビリ

座長：青木光広（札幌第一病院整形外科）

3-8-EP29示指指神経に対する触圧覚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．...…..S286

3-8-EP30DisabilitiesoftheArm,ShoulderandHand(DASH日本手の外科学会版）の

上肢疾患における有用性の検討

土谷総合病院整形外科リハビリ室増原愛他………S286

3-8-EP31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3報中期成績について‐

名古屋液済会病院リハビリテーション科 桂 理他 S287
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第9会場

8：00～8:42e-poster手根管

座長：長岡正宏（日本大学駿河台病院整形外科）

3-9-EP1手根管症候群手術例の滑膜におけるエストロゲンレセプターαの発現

倉敷成人病センター整形外科吉原由樹………S288

3-9-EP2特発性手根管症候群に対する手根管開放術における自覚症状の意義

回生会大西病院整 形外科中村智他….…..S288

3-9-EP3手根管症候群患者における超音波診断の有用性と臨床所見の関連について

群馬大学大学院整形外科田鹿毅他………S289

3-9-EP4手根管症候群に対する手根管内ステロイド注射療法と手術療法における治療成績の比較

3-9-EP5

3-9-EP6

3-9-EP7

山 形 大 学 渡 邉 忠 良 他

Securityシステムを使用した手根管症候群の治療成績

藤 沢 市 民 病 院整形外科堀武生他

鏡視下手根管開放術の術後再発例についての検討

聖マリアンナ医科大学整形外科学教室新井猛他

手根管症候群質問票(CTSI)による手根管開放術の評価

仁和 会神 野病 院整形外科日高康博他

8：42～9:12e-poster手根管・肘部管

座長：中島英親（熊本機能病院整形外科）

3-9-EP8手根管症候群におけるピンチカの経時的変化の検討

駿河台日本大学病院 整形外科山口太平他

3-9-EP9手根管症候群における各種検査値とQuickDASHスコアの関係

香川大学医学部整形外科加地良雄他

3-9-EP10肘部管症候群におけるdoublecrushsyndromeの電気生理的検討

市 立川西病院整形外科澁谷亮一他

3-9-EP11肘部管症候群に対する尺骨神経皮下前方移動術の治療成績

厚生連吉田総合病院 整形外科杉田直樹他

3-9-EP12肘部管症候群に対する手術治療の成績

山梨大学医学部整形外科佐藤信隆他

9：12～9:48e-poster切断・皮弁

座長：武石明精（東京慈惠会柏病院形成外科）

3-9-EP13切断指再接着術後の管理方法（フイツシユマウス併用と抗凝固療法中の

ACT測定について）

清恵会大阪外傷マイクロサージャリーセンター

佐々木康介他

－75－

S289

S290

S290

S291

S291

S292

S292

●● S293

S293

S294

圃



3-9-EP14

3-9-EP15

3-9-EP16

3-9-EP17

3-9-EP18

非接触型皮膚温計（サーモフオーカスプロ）を用いた切断指再接着後の

経時的皮虐温計測

岩手医科大学医学部形成外科樋口浩文他

PerfOratorを用いた異所移植による切断指救済法

東京大学医学部形成外 科 ・ 美 容 外 科 成 島 三 長 他

皮下ポケット法を用いた切断指症例の検討

浜松赤十字病院整形外科荻原弘晃他

前腕悪性軟部腫瘍切除後の遊離前外側大腿皮弁による再建

癌研有明病院形成外科今井智浩他

腕神経叢損傷における肘屈曲機能再建術の検討

プレツククリニツク高知手の外科研究所野口政隆他

S294

S295

S295

S296

S296

9：55～10:19e-poster骨・関節・皮層

座長：池田全良（東海大学八王子病院整形外科）

3-9-EP19注入型骨移植

奈良県立医科大学医学部健康政策医学赤羽学他．….….S297

3-9-EP20PIP関節鏡視のための解剖学的検討一伸筋腱側索と側副靭帯の関係

名古屋市立大学大学院医学研究科整形外科岡本秀貴他．.....…S297

3-9-EP21生体吸収性scaHOldを用いた骨軟骨修復におけるvascularendotherialgrowthfactor

(VEGF)の局在の検討

神戸大学大学院医学研究科整形外科坂田亮介他．.…....S298

3-9-EP22ポリフェノールを用いた皮膚組織保存に関する研究

京都大学整形外科池口良輔他…...…S298

10：19～10:49e-poster組織再生

座長：谷口泰徳（和歌山県立医科大学）

3-9-EP23ラット鼠径部組織再生チャンバーにおける新生組織に対する間葉系幹細胞の役割

自治医科大学整形外科学教室安食孝士他……...S299

3-9-EP24ラット骨髄脂肪由来間葉系幹細胞の皮弁生着改善効果に関する比較研究

日本医科大学大学院整形萩原祐介他…...…S299

3-9-EP25腱組織再生に適した生体吸収性高分子scafOldの形状の検討

神戸大学大学院医学系研究科外科系講座整形外科

乾淳幸他．.……．S300

3-9-EP26分泌オステオカルシンを指標とした培養人工骨の選択

奈良県立医科大学整形外科清水隆昌他………S300

3-9-EP27ラット手関節炎症瘻痛モデルにおけるp75神経栄養因子受容体阻害の効果

千葉大学大学院医学研究院整形外科学岩倉菜穂子他….…..S301

－76－



10：49～11:13e-posterRA

座長：石突正文（土浦協同病院整形外科）

3-9-EP28リウマチ手関節に対するModifiedSauve-Kapandji法の中期成績

大阪南医療センター整形外科・リウマチ科秋田鐘弼他

3-9-EP29RA手関節に対するSauve-Kapandji法のQuickDASHを用いた臨床評価

横浜市立大学附属市民総合医療センターリウマチ・膠原病センター

石井克志他

3-9-EP30関節リウマチにおける屈筋腱皮下断裂7例の術前画像評価

京都大学大学院医学部医 学研究科伊藤宣他

3-9-EP31関節リウマチにおける多数指伸筋腱皮下断裂に対する再建法の検討

東京女子医科大学膠原病リウマチ痛風センター整形外科

鈴木 拓他
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第10会場

器官制御外科学）

8：00～8:24e-posterバイオメカ①

座長：村瀬剛（大阪大学大学院医学系研究科器官l

3-10-EPl青壮年期における健常人ピンチカにおける検討

三豊総合病院整形外科阿達啓介

3-10-EP2母指MP関節可動域と第一中手骨頭の形態

信州大学医学部付属病院リハビリテーション部佐藤亜由美他…

3-10-EP3手指MP関節屈曲運動時における側副靱帯長変化～側副靱帯再建にむけて～

大阪大学整形外科片岡利行他”

3-10-EP4手指MP関節角度測定における電気角度計の信頼性と設置法（第2報）

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．‘

8：24～8:48e-posterバイオメカ②

座長：砂川融（広島大学大学院保健学研究科）

3-10-EP5近位僥尺関節の3次元動態解析

大阪大学器官制 御外 科学 竹安 酉佳 倫他

3-10-EP6屈筋腱滑動にともなう正中神経と横手根靭帯の変位に関する基礎的研究

MayoClinicOrthopedicBiomechanicsLaboratory

吉 井 雄 一 他

3-10-EP7TFCC損傷における僥尺靭帯の3次元動態解析

医 真 会 八 尾 総 合病院整形外科飯田昭夫他

3-10-EP8屍体標本を用いたAdams-Berger法の検討

福岡リハビリテーション病院中川広志他

8：48～9:24e-poster筋・腱

座長：西源三郎（愛知県厚生連海南病院整形外科）

3-10-EP9屈筋腱損傷に対する多血小板血漿の影響:invivoでの検討

山形大学医学部整形外科佐藤大祐他

3-10-EP10腱縫合モデルにおける骨髄間質細胞移植に対する多血小板血漿の影響

MayoClinicBiomechanicsLaboratory森崎裕他

3-10-EP11編み込み法により縫合した家兎腱の初期張力

富 山 大 学 医学部整形外科長田龍介他

3-10-EP12腱移行手術後，筋と腱は異なるタイミング適応する

徳島大学整形外科高橋光彦他

3-10-EP13指屈筋腱pulley切除が指屈曲角度に与える影響～屍体手を用いた観察～

神戸大学大学院医学系研究科外科系講座整形外科

乾淳幸他

3-10-EP14屈筋腱断裂に対するCross-stitch変法(reversecross-stitch法）の力学特性

琉球大学医学部整形外科大久保宏貴他
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9：24～9:48e-poster解剖・同種移植

座長：岩崎倫政（北海道大学医学部整形外科）

3-10-EP15凍結乾燥処理された屈筋腱の腱滑走抵抗変化と化学的処理による腱滑走抵抗の改善

メイヨークリニックバイオメカニクス研究所池田純他．….….S311

3-10-EP16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:放射線照射量と

移植肢の生着延長

山口大学医学部整形 外 科 村 松 慶 一 … … … S 3 1 1

3-10-EP17指皮線と骨・関節との解剖学的関連

関西医科大学枚方病院整形外科漆崎亜弥他”……．S312

3-10-EP18上腕骨外側上穎部の3次元組織学的検討～上腕骨外側上穎炎の病態との関係

聖マ リ ア ン ナ 医 科 大 学 整 形 外科学教室安藤亮他………S312

9：55～10:13e-posterスポーツ損傷

座長：渡邊健太郎（名古屋披済会病院整形外科）

3-10-EP19スポーツにおける有鉤骨鉤骨折の受傷原因について

社会保険栗林病院 整形外科谷野善彦他

3-10-EP20舟状骨疲労骨折の治療経験

兵庫医科大学整形外科山際得益他

3-10-EP21腕立て伏せにより発症した肘部管症候群

和歌山県立医科大学 整形外科北野岳史他

S313

S313

S314

10：13～10:43e-poster炎症

座長：西浦康正（筑波大学臨床医学系整形外科）

3-10-EP22ばね指に対する超音波ガイド下腱鞘切開術の治療成績

柏厚生総合病院整形外科國府幸洋他．.…....S314

3-10-EP23AnatomicoutcomeofPercutaneousReleaseamongPatientswithTriggerFinger

InstituteofOrthopedicsandSportsMedicineSt.lukesMedicalCenter,

QuezonCity,Philippines

HenryM.Calleja他．.….…S315

3-10-EP24Dupuytren型腱鞘炎

東京手の外科・スポーツ医学研究所高月整形外科病院

山口利仁他………S315

3-10-EP25肘関節以遠における急性石灰沈着症の検討

屋島総合病院整形外科香川好男………S316

3-10"EP26虚血再灌流障害におけるmicroRNAの発現解析

広島大学病院整形外科形成外科診療班中西美紗他………S316

10：43～11:01e-poster腫瘍

座長：伊原公一郎（国立病院機構関門医療センター）

3-10-EP27手に発生したPacinianhyperplasiaの3例

東 大 阪 市 立 総 合 病 院整形外科北條潤也他
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3-10-EP28僥骨遠位端発生骨腫瘍を血管柄付き腓骨移植術により再建した例の検討

岩手医大医学 部整形外科西田淳他．..……S317

3-10-EP29上肢に発生した悪性骨・軟部腫瘍の治療-初療時に悪性と疑われなかった症例の検討一

埼玉県立がんセンター整形外科関康弘他”…….S318

11：01～11:31e-poster拘縮

座長：五谷寛之（清惠会病院大阪外傷マイクロサージャリーセンター）

3-10-EP30Dupuytren拘縮に対する病的手掌腱膜切除術と創開放療法の術後成績不良例における

術前因子

産業医科大学医学部整形外科原夏樹他

3-10-EP31創外固定器を用いた手指関節拘縮に対する関節延長術

名古屋大学医学部手の外科学新井哲也他

3-10-EP3211izarovminifixatorを用いたPIP関節拘縮の治療

東京慈恵会医科大学形成外科学講座松浦愼太郎他

3-10-EP33先天性表皮水庖症における手指嬢痕拘縮の治療経験

愛媛大学医学部皮層科形成外科診療班森秀樹他

3-10-EP34変形性肘関節症に対する前後方アプローチによる関節授動術

せんぽ東京高輪病院整形外科 中 川 種 史 他

－80－
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第11会場

8:00～8:36e-poster僥骨遠位端①

座長：橋詰博行（笠岡第一病院整形外科）

3-11-EPl経皮的ピンニングを行った僥骨遠位端骨折の治療成績

藤枝市立総合病院整形外科鈴木重哉他．…..…S321

3-11-EP2僥骨遠位端骨折に対する術中テンプレート法-X線による評価

済生会横浜市東部病院整形外 科山 中一 良他 …… …S 32 1

3-11-EP3僥骨遠位端骨折におけるCTを用いた掌側プレート設置位置と術後の手関節機能の検討

いわき市立総合磐城共立病院整形外科八田卓久他………S322

3-11-EP4僥骨遠位端骨折に対する手術成績

~non-lockingplateとlockingplateによる治療成績の比較～

大田原赤十字病院整形外科田島康介他……...S322

3-ll-EP5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最小侵襲手術

一従来法との比較一

星ケ丘厚生年金病院整形外科蒲生和重他．…..…S323

3-ll-EP6SynthesExtra-Articularlockingplateによる僥骨遠位端骨折の治療

牧田総合病院整形外科平出周他………S323

8：36～9:12e-poster僥骨遠位端②

座長：瀧川宗一郎（昭和大学附属豊洲病院整形外科）

3-11-EP7高齢者背側転位型僥骨遠位端骨折(A-O分類C型）に対する治療成績

一骨折型による比較一

馬場記念病院整 形外科山本研他……...S324

3-11-EP8転位した背側関節面を伴うAO分類C型Colles骨折の治療成績

関西労災病院整形外科中川玲子他………S324

3-ll-EP9AO分類C型掌側転位型僥骨遠位端骨折の治療成績

日本鋼管病院整形外科門馬秀介他．.……．S325

3-ll-EP10僥骨遠位端骨折AO分類C3背側転位型に対する掌側ロツキングプレート法の治療成績

浜松労災病院整 形外科河本正昭………S325

3-ll-EP11掌側ロツキングプレートを用いた僥骨遠位端関節内粉砕骨折(AO分類C3)の治療成績

香川労災病院整形外科浅野哲弘他………S326

3-ll-EP12僥骨遠位端骨折に対する掌側プレート法のX線における成績不良例の検討

多摩南部地域病院整形外科武光真志他…...…S326

9：12～9:48e-poster榛尺骨々折

座長：澤泉卓哉（日本医科大学整形外科）

3-11-EP13高齢者の榛尺骨遠位端骨折の治療成績

岡 山 済 生 会 総 合 病 院整形外科高田逸朗他

－81－
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3-11-EP14尺骨遠位部骨折に対するlockingplateの治療成績

大阪府三島救命救急センター岡本雅雄他

3-11-EP15僥骨遠位端骨折に合併する尺骨遠位端骨折の治療成績

香 川労災病院整形外科高田真一他

3-11-EP16僥骨骨折に合併する尺骨小窩裂離骨折

市立豊中病院山本浩司他

3-11-EP17僥骨頭・頚部粉砕骨折を伴う肘脱臼骨折の治療成績

千葉大学大学院医学研 究 院 整 形 外 科 学 河 野 元 昭 他

3-ll-EP18観血的治療を行ったMonteggia骨折の治療成績

土 浦 協 同 病 院 若 杉 琢 磨 他

9：55～10:31e-poster画像・肘

座長：服部泰典（小郡第一総合病院整形外科）

3-11-EP19MR画像を用いた三次元再構築手法の手の外科領域への応用

京都府立医科大学大学院医学研究科運動器機能再生外科学

遠山将吾他

3-11-EP20SoapBubbleMIP処理MRIによる手背の伸筋腱断裂描出の有用性

若草第一病 院 整 形 外 科 領 家 幸 治 他

3-11-EP21MRI拡散テンソル画像による末梢神経病変の描出

東京逓信病 院 整 形 外 科 沖 永 修 二 他

3-11-EP22肘関節軟骨障害の評価におけるMRI空気関節造影検査の可能性について

京都大学大学院医学研究科形成外科石河利広他

3-ll-EP23高齢者上腕骨遠位端骨折に対するプレート固定術の治療成績

市立三次中央病院整形外科高田治彦他

3-11-EP24原骨折部位とは異なった僥骨遠位部再骨折の治療経験

市立豊中 病 院 整 形 外 科 難 波 二 郎 他

10：31～11:01e-po:erその他①

座長：吉田健治（聖マリア病院整形外科）

3-ll-EP25交差法によるエコーガイド下腋窩ブロックの経験

岡山赤十字病院整形外科尾崎修平他．…

3-11-EP26上肢手術における腋窩浸潤神経ブロック（吉村変法）の経験

フレッククリニック北岡謙一他．…

3-11-EP27Extendedaxillaryblockの有用性

新潟労災 病 院 整 形 外 科 善 財 慶 治

3-11-EP28手の外科手術での適切な駆血帯（タニケット）圧とは？

国立印刷局東京病院整形外科志村治彦他．…

3-ll-EP29上肢機能評価票HAND20のばね指治療評価における有用性(DASHとの比較）

小 山 田 記 念 温泉病院整形外科飯田浩次他．…
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11：01～11:31e-posterその他②

座長：松下和彦（川崎市立多摩病院整形外科）

3-11-EP30音楽家における上肢の障害の実態調査

東京女子医科大学先端生命医科学研究所瀬尾理利子他

3-11-EP31野口英世博士の手の手術一世界の先駆けとなる手の皮弁手術一

桑 野 協 立 病 院 整形外科坂本和陽他

3-11-EP32Spaghettiwrist:手関節掌側の広範断裂に対する治療経験

神戸赤十字病院整形外科

3-ll-EP33伸筋腱脱臼に対するloopoperationの治療経験

特定医療法人新生病院整形外科

3-ll-EP34当科における指骨延長例の検討

奈良県立医科大学整形外科

－83－

中後貴江他

古作英実他

前川尚宜他
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The53rdAnnualMeetingof
theJapaneseSocietyforSurgery㎡theHand

8:20～8:30

Rooml

OpeningRemarks
CongressPresident:MinoruSHIBATA

8:30～10:30PanelDiscussionl:

RehabilitationafterFlexorandorExtensorTendonRepair
Moderators:TakaeYOSHIZU

HiroyukiKATO
1-l-Pl-lEarlyMobilizationafterFlexorTendonRepair

HiroyukiOHI〃α/・……Sl

l-l-Pl-2AggressiveActiveMobilizationProgramFollowingZone2FlexorTendonRepair
HitoshiHATANAKA……S2

1-l-Pl-3ClincalResultofEarlyActiveMobilizationafterPrimaryFlexorTendonRepair
ShuzoKAMEI〃α/、．…..S3

1-l-P1-4Four-FingerPassiveandActiveMotionProtocolafterFlexorTendonRepair
MitsuhiroAOKI〃α』．……S4

l-1-Pl-5EarlyMobilizationafterPrimaryFlexorTendonRepair
YutakaMAKI""/.……S5

l-l-Pl-6PostoperativeExcursionofExtensorTendonafterReconstructionUsingFreeTendon

GraftFollowingPostoperativeEarlyControlledMobilization
ToshirolTSUBO〃α/、．..…S6

1-l-Pl-7EarlyMobilizationafterExtensorReconstructioninOsteoarthritisofDistal

RadioulnarJoint
HiroshiSASAHARA〃α/.……S7

10:40～11:401nvitedLecturel

Moderator:YutakaMAKI

1-1-IL1ResearchTrendsinFlexorTendonRepairandRehabilitation

StavrosThomopoulos .….S8

12:00～13:00LuncheonSeminarl:

Moderator:TakuyaSAWAIZUMI
l-1-LSlSurgicalTechniquefOrReconstructionofHandTrauma

-FormativeHandSurgerywithUsingMicrosurgicalTechniqueandExternalFixator-

HiroyukiGOTANI……S10

13:10～14:10BusinessMeeting
TravelingFellow

Pick-upTest:AnlndicationfOrOpponensplastyinPatientswithSevereCarpal

TunnelSyndrome

YenChiHung…… S12

14:15～16:05PanelDiscussion2:

htmduction㎡HandFellowshipmtheJSSHHandSurgemTrainingSysfm
Moderator:HidehikoSAITO

l-1-P2-lHandSurgeryFellowshipTrainingatHiroshimaHandandMicrosurgeryCenter
KenjiKIMORI〃α/・……S14
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ClinicalFellowshipfOrHandandMicro-surgeryattheOgoriDaiichiGeneralHospital
KazuteruDOI…...S15

EducationSystemoftheNiigataHandSurgeryFoundation
HirokoNARISAWA〃α/・……S16

TheHandFellowshipinOurHandCenter
HiroyukiOHI……S17

HandFellowshipinHandSurgerylnstituteAdministeredbyPlasticSurgeons
KeizoFUKUMOTO〃α/.……S18

EducationofaHandSurgeonintheUnitedStates
RobertMSzabo……S19

２
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一
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２
２
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１
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１
１
１
１
１

16:20～17:201nstructionalLecture

l-l-IN1AestheticReconstructionofHandUsingSmallFreeFlaps

JinsooKim

l-l-IN2Syndactyly
MichaelA.Tonkin

l-l-IN3Arthrogryposis-APersonalApproachtoanlmprovementinFunction
MichaelA.Tonkin

０
２
３

２
２
２

Ｓ
Ｓ
Ｓ
●■●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
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●
●
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17:30～18:30EveningSeminar
Moderator:HiroyasulKEGAMI

1-1-ESScaphoidFractures-WhatHaveWeLearnedoverthePastTenYears？
NicholasJ.Goddard……S26

Room2

8:30～10:30Symposiuml:DR町Arthritis
Moderators:AkioMmAMI

EmikoHORII

l-2-Sl-1SurgicalStrategyfOrDistalRadioulnarArthrosis
YukioABE""/...….S28

l-2-S1-2TheBiomechanicalEHectofDistallnterosseousMembranetoUlnarShorteningand

DistalRadioulnarJointStability

SayuriARIMITSU〃α/・……S29

l-2-S1-3UlnarShorteningOsteotomyfOrtheDisordersoftheDistalRadioulnarJoint
-ClinicalResultsandX-rayFindingsafterFollow-upfOrMinimum5Years-

EtsuhiroNAKAO〃α/.……S30

l-2-Sl-4Sauve-KapandjiProcedurefOrDistalRadio-UlnarArthritis
HiroshiONO"αﾉ．……S31

1-2-Sl-5Sauve-KapandjiIsProcedurefOrtheDistalRadioUlnarJointDisorders
-ComparisonbetweenTwoDiHerentProcedures-

TakuyaSAWAIZUMI〃α/・……S32

l-2-S1-6ClinicalResultsofSauve-KapandjiProcedurefOrOsteoarthritisoftheDistal
RadioulnarJoint

MasahiroYUKAWA〃α/.……S33

10:40～11:401nvitedLecture2

Moderator:AkioMINAMI

l-1-IL2DisordersoftheDistalRadioulnarJoint
RobertM.Szabo ...S34

The49thDiscussionontheCongenitalAnormaliesoftheHand
andFingers

12:00～13:00
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14:15～16:15Symposium2:OperationsNoLongerPerfOrmed
Moderators:NaoyukiOCHIAI

YukioHORIUCHI

1-2-S2-1FingerTipReconstructionwithDorsallyExtendedDigitallslandFlap
MotonaolWASAWA〃α』．……S36

1-2-S2-2FingertipReconstructionusingDirect-HowHomodigitalNeurovascularlslandFlap
HideoKASHIWA〃α/.……S37

l-2-S2-3A10Year-Follow-upStudyofPatientswithStage3-KienbockDiseaseHavingbeen
TreatedbyVascularizedBoneGraftCombinedwithCapitateShortening

RyosukeKAKINOKI〃αム……S38

1-2-S2-4RadialApproachtoCarpalTunnelRelease:AnatomicalStudyandClinical
Applications

MitsuhiroOKADA〃α/.……S39

l-2-S2-5EndoscopicandMini-OpenCarpalTunnelReleasefOrCarpalTunnelSyndrome
KazuhiroOTANI〃αム……S40

1-2-S2-60penCarpalTunnelReleasewithaShortPalmarlncison
KazuolKEDA〃αj..….、S41

1-2-S2-7EndoscopicNerveFindingsasaBasisfOrOperativeProceduresintheTreatmentof
CubitalTunnelSyndrome

AyaYOSHIDA〃α』．．.….S42

16:25～17:01BrachialPlexus

Moderator:HideoKAWAI

l-2-1DiffUsion-weighedMREvaluationfOrBrachialPlexuslnjury
KazukiKUNIYOSHIaaj．……

1-2-2PitfallsinDiagnosisoflsolatedAxillaryNervePalsy
YukiFUJIHARA〃α/・……

l-2-3NerveTransfertoLongThoracicNervefOrUpperTypeBrachialPlexuslnjury
TetsuyaYAMADAaaj．……

l-2-4ResultsofNeurolysisusingAnteriorApproachfOrThoracicOutletSyndrome
SatoshiMATSUDA〃αJ.……

S43

S43

S44

S44

17:01～17:28Nerve

Moderator:KoichiNEMOTO

l-2-5FascicularTurnoverFlapfOrDigitalNerveReconstructionandClinicalApplication
TakumiYAMAMOTO""j.……S45

l-2-6ResidualsofPeripheralNervelnjuryDuetolnjectionNeedle
YasukazuKATSUMI〃α/.……S45

l-2-7PeripheralNervelnjuryinUpperExtremity
MunehisaKITO"αﾉ．……S46

17:28～18:040verseapapers
Moderator:MasaharuMAKINO

1-2-8MagneticResonancelmagingoftheWristlnDiagnosinglnfections:CurrentPitfalls
WeiTeeSia〃α/.……S46

1-2-9PatientswithWristFracturesareLessLikelytobeEvaluatedandTreatedfOr
OsteoporosisbyFracture-TreatingPhysiciansthanThosewithHiporSpine
Fractures:AKoreanNationalEpidemiologicStudy

HyunSikGong〃α/・……S47

l-2-10FunctionalOutcomesafterUpperExtremitySurgeryfOrCerebralPalsy:Comparison
betweenHighandLowManualAbilityClassificationSystem(MACS)Levels

HyunSikGong〃α』．……S47
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Room3

8:30～10:30PanelDiscussion3:TrapezialMetacarpalJointArthritis
Moderators:TadaoKOJIMA

JuichiTANAKA
1-3-P3-1Eaton-LitUerLigamentoplastyfOrlstCMOsteoarthritis-IndicationsandProblems

TakayaMIZUSEKI〃αj.……S48

1-3-P3-20utcomeofKaarelaArthroplastyfOrCarpometacarpalOsteoarthritisoftheThumb
TadaoKOJIMA〃α/.……S49

l-3-P3-3ResultsofSuspensionArthroplastyUsingTJScrewFixationfOrCarpometacarpal
OsteoarthritisoftheThumb

HiroyukiFmlOKA〃α/.……S50

1-3-P3-4ThumbBasalJointArthroplastywithSiliconTrapeziumlmplant
MasaharuMAKINO……S51

1-3-P3-5TreatmentofThumbCarpometacarpalOsteoarthritis
Yoon-SooKIM〃α』．……S52

1-3-P3-6Long-TermOutcomesofTrapziometacarpalArthrodesis
NaotoTSUBOKAWA""j.……S53

1-3-P3-7ThumbCarpometacalpalOsteoarthritis
HiroyasulKEGAMI〃α/・……S54

10:40～11:401nvitedLecture3

Moderator:SatoshiTOH

l-3-IL3BasalJointArthroplasty:AnEvidenceBasedApproach
StevenZ.Glickel ……S56

12:00～13:00LuncheonSeminar2

Moderator:SatoshiTOH

l-3-LS2ComplicationsofaVolarLockingPlateofDistalRadiusFractureanditsMeasures
-.WatershedLine'andFlexorTendonlnjury-

JunyalMATANI……S58

14:15～15:00CTS

Moderator:YoshinoriMIYASAKA

l-3-1ARetrospectiveEvaluaionofMicrosurgicalDissectionfOrRecurrentBranchof
MedianNurveintheCaseofSevereldiopaticCarpalTunnelSyndrome

JunlKEDAeMﾉ．……

1-3-2NerveConductionStudyandthelndicationofOpponoplastyfOrSevereCarpal
TunnelSyndrome

KazushigeHASEGAWAeta/.……
l-3-3AShortTermResultofOpponensplastyfOrSevereCarpalTunnelSyndrome

HisaoKOUDA〃α/・……

l-3-4ConcomitantPresentationofCarpalTunnelSyndromeandTriggerFinger
YasuhiroHASEGAWA〃αj.……

1-3-5PillarPainafterCarpalTunnelRelease(part2)
YutakaMAKI""/.……

S59

S59

S60

S60

S61

15:00～15:54CuTS2

Moderator:IchirohOKUTSU

1-3-6DiagnosisofAcuteUlnarNeuropathyattheElbow
ShinichiYAMAMOTO〃α/.……S61

1-3-7EvaluationoftheOutcomeofUlnarNerVeDislocationPatientsinl5Consecutive

CasesUnderwentOperation
TakaneSUZUKI〃α/.……S62
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1-3-8

1-3-9

1-3-10

1-3-11

ClinicalOutcomesofTreatmentfOrCubitalTunnelSyndrome-Comparisonof
ModifiedSimpleDecompressionwithModifiedKingMethod-

TetsuKATSUMURA〃αj.……S62

EndoscopicCubitalTunnelReleasefOrCubitalTunnelSyndromeAssociatedwith
OsteoarthritisofElbow

KenjiTSUNODA〃αﾉ．……S63

SubcutaneousAnteriorTranspositionoftheUlnarNervefOrtheCubitalTunnnel
SyndromewithoutElbowExtensionLoss

KazuhikoHIRACHI〃α/、……S63

ResultsofAnteriorTranspositionfOrUlnarNervePalsy
ShigerulNOUE"@/・……S64

15:54～16:39CuTS3

Moderator:HiroyukiSHIMIZU
1-3-12TheShortTermResultsofModifiedlntramuscularTranspositionfOrCubitalTunnel

Syndrome

JunKAKIZAKI""/.……S64

1-3-13ChangesofScoresoftheDASHandUpperExtremityFunctionafterSurgeryinPatients
withCubitalTunnelSyndrome-2ndReports:DifferencesduetoPreoperativeSeverity-

YoshikazulDO〃αI．……S65

1-3-14RecurrenceofCubitalTunnelSyndrome
YasuhiroTOYOIZUMI〃αJ.……S65

1-3-15ElectrodiagnosisandTreatmentfOrUlnarTunnelSyndrome
ShingoNOBUTA〃α/.……S66

1-3-16TreatmentofSpontaneousAnteriorlnterosseousNervePalsy:Surgicalor
Conservative？

KenichiTAZAKI〃α/.……S66

16:45～17:39Tendonlnjuryl
Moderator:ToshikazuKUBO

1-3-17FlexorDigitrumProfundusTendonRepairinZonel
NaoyaYAZAKI"a/・……S67

1-3-18SubcutaneousRupturesofFlexorTendonsinLittleFingersofNon-Rheumatoid
Patients

YujiTOMORI〃αj.……S67

l-3-19ClinicalResultsofEarlyActiveMobilizationTechniqueFollowingFlexorTendon
RepairinZonelandn

YasunoriKANESHIRO〃αI．……S68

1-3-20ExperimentalDevicefOrKleinertSplint
ArataKOJIMA〃αJ.……S68

l-3-21RadiographicRiskFactorofExtensorTendonsRuptureinPrimaryOsteoarthritisof
theDistalRadioulnarJoint

YasunoriTANIGUCHIaa/.……S69

1-3-22RuptureoftheExtensorPollicisLongusTendonFollowingDistalRadiusFracture
YasuhiroTOMINAGA〃αﾉ．……S69

17:39～18:24Tendonlnjury2
Moderator:HidekiTANAKA

1-3-23TendonTransfertoExtensorPollicisLongusunderLocalAnesthesiawithEarly
MotionExerciseafterOperation

YasumasaNISHIURAaaJ.……S70

l-3-24ConservativeTreatmentofMalletFingerofTendonOrigin
RyoHIWATARI〃α/・……S70

1-3-25ThompsonIsProcedurefOrChronicMalletFingerDefOrmityofTendonOrigin
KoheiKANAYA〃α』．……S71
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TreatmentofRolloverlnjuryoftheHand
TomonoriKOBAYAKAWA〃α/・……

MRIDiagnosisofUlnarWristPainAssociatedwithECUTendinitis
MitsuruHORIKI〃α/・……

S71

S72

Room4

8:30～9:15Fingerl
Moderator:KuniichiASO

l-4-1TreatmentofFingerFractureswithForgedCompositesofUnsintered

Hydroxyapatite/Poly-L-Lactide(F-u-HA/PLLA)Pins
TakaakiHASUO〃αﾉ．……S73

1-4-2AdvantagesinTreatmentoftheFingerFractureUsingtheSapphirePins
MasafumilSHIZUKI〃α/、……S73

1-4-3TreatmentofAvulsionFracturesintheHandUsingaHookPlate
YutakaKADONISHI〃α/.……S74

1-44TreatmentofProximalPhalangealFractures-AnalysisoflmplantandAssociated
Injury-

HidekiTSUJI〃αﾉ．……S74

145TreatmentfOrPIPJointwithCompassPIPJointHinge
YokoTAKAHASHI〃α/・……S75

9:15～10:00FingerTiplnjury・Replantation
Moderator:YuichiHIRASE

146FingerTipReconstructionwithDorsalBranchFlap
MasatoSHIBA〃α/、……S75

1-4-7DorsallyExtendedDigitalArteryPerforatorFlapfOrSoftTissueDefectofFinger
Tip

YoshiyukiOHNO〃α/、……S76

1-4-8TheNail-bedReplantationUsingSupermicrosurgery
TakeshiTODOKORO〃αl.……S76

1-4-9ReplantationofZonelFingertipAmputationbyUntiedStaySutureMethodUsing
DoubleNeedlesSurgicalSuture

KenjiroHASEGAWA〃αj.……S77

14-10ReplantationofFingertipAmputationsinOurlnstitution
FIirokiODA〃α/.……S77

10:10～10:46Replantation
Moderator:KatsumiTANAKA

l-4-11ClinicalResultsoftheTreatmentfOrFingertipAmputationinZonel-Comparative
StudyamongMicrosurgicalReplantation,PalmarPocketMethodandCompositeGraft-

JunARATA〃α/.……S78
1-4-12Long-termFollow-upofDigitalReplantationinChildren:AReportofThreeCases

KenjiYAMAZUMI〃α』．……S78

1-4-13MajorAmputationofUpperExtremity
RitsuroSHIRASAKA〃α/・……S79

1-4-14DecisionPointsoflndicationfOrUpperArmReplantationfromtheViewPointsof
LongTermResults

KazuhiroSAKAI〃α』．……S79

10:46～11:40TissueTransfer･Flap
Moderator:IsaoKOSHIMA

l-4-15TreatmentofHandDeglovinglnjury
YoshihikoTSUCHIDAetaj．……S80
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l-4-16 CompoundMuscleActionPotentialsfOrPostoperativeVascularMonitoringafter

FunctioningFreeMuscleTransfer
YasunoriHATTORI〃α』．……S80

ReconstructionofVolarFingerDefectbySensateMedialPlantarArteryPerfOrator

Flap
KunihirolSHIDA〃α/.……S81

CombinationofFlapCoverageandExtensorReconstructioninForearmandDorsum
ofHand

YuichiHIRASE〃α/・……S81

ReconstructionofMalignantTumorofUpperLimbUsingtheVascularizedFlap
TakashiKITANO〃α/・……S82

Cost-utilityAnalysisofHandTransplantation
TakashiODAeta/.……S82

1417

1-4-18

l-4-19

1~4-20

12:00～13:00LuncheonSeminar3

Moderator:TakayaMIZUSEKI
l-4-LS3RheumatoidHandSurgeryintheEraofBiologicalAgents

HajimelSHIKAWA S83

14:15～15:00TFCCl

Moderator:ShoheiOMOKAWA

1-4-21FloatingSign-DiagnosticToolfOrTFCCDetachmentatFovea

KeWiFUJIO〃α』．……S84

1-4-22ArthroscopicRepairoftheTFCCTear
TakaakiSHINOHARA〃αﾉ．……S84

1-4-23ANovelTechniquefOrArthroscopicallyAssistedReattachmentofAvulsedTFCCto
theFoveaoftheUlnarHead

NorimasalWASAKI〃α/.…..．S85

14-24ArthroscopicReattachmentatFoveaUsinglnside-OutTechnique
KeUiFUJIO〃α/..…..S85

1-4-250utcomesofOpenAnchorRepairfOrTFCCFovealAvulsionDiagnosedbyDistal
RadioulnarJointArthroscopy

TakeshiEGI〃αI.……S86

15:00～15:45TFCC2

Moderator:HiroshiONO

14-26PredictorsofRadioulnarLigamentlnjuryAssociatedwithUnstableFractureofthe
DistalRadius

RyotaroFUJITANI〃αI．……S86

1-4-27ReconstructionoftheTriangularFibrocartilageComplexfOrDRUJInstability
HiroyoshiFUJIWARA〃α/.……S87

l-4-28Long-termOutcomeofAnatomicalReattachmentoftheTFCCtotheUlnarFovea

UsingECUHalfLslipTendon

ToshiyasuNAKAMURA〃αI．……S87

1-4-29UlnarShorteningOsteotomyUsingV-shapedOsteotomyGuideandLockingPlate
TakahikoDOGO〃α』．……S88

1-430UlnarShorteningOsteotomyfOrWristPainofUlnarSide
YoshinoriKYOH〃αj.……S88

15:45～16:30DRUJ・SLAC
Moderator:NozomuKUSANO

l-4-31RadiologicFeaturesofOsteoarthritisoftheDistalRadioulnarJoint
HiroshiYAMAZAKI〃αj.

l-4-32StabilizationoftheUlnarStumpattheSauve-KapandjiProcedure
HirokiSHIMODAIRA〃α/、

９
９
８
８
Ｓ
Ｓ

●
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●
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l-4-33

l-4-34

1-4-35

RadiologicalFindingsofRadiocarpalOsteoarthritisaftertheSauve-Kapandji
Procedure

TadanaoFUNAKOSHI〃αj.……

TreatmentofSLACWristwithFour-CornerArthrodesis

HiroyukiFUJIOKA〃αj,……
ClinicalOutcomesofFour-cornerFusionfOrSLACWristandSNACWrist

KazukiSATO〃αj.……

16:35～17:29Finger2
Moderator:TakashilSHIGURO

1-4-36CharacteristicofmalletFinger
HirokoMINE"QJ.……

1437StudyofOperativeResultsoflshiguroMethodfOrmalletFracture
MasashiMUKOUDA〃α/、……

1-4-38TreatmentofMalletFracturesUsingOpenMethod
YasuhiroYOSRIKAWA〃α/.……

1-4-39RedislocationofMalletFracture

MasakiSHIN〃αj,……

l-4401ntra-fOcalPinningfOrNeckFractureoftheMiddlePhalanx
SeietsuSENMA〃α/.……

1-441TheSurgicalOutcomeoftheDorsalDisplacedProximalPhalanxNeckFracture

UsingtheLockingPlateSystem
HiroyukiOHI〃α/・……

S90

S90

S91

S91

S92

S92

S93

S93

S94

17:29～18:23Finger3
Moderator:NoritakalSOGAI

1442ClinicalStudyoftheVolarPlateFractureofthePIPJoint-Comparisonbetween

PercutaneousandOpenOsteosynthesis
KuniichiASO………S94

1-4-43ClinicalResultofOperativeTreatmentfOrPalmarPlateAvulsionlnjuriesofthe

ProximallnterphalangealJoint
HidetakeTAKIGAMI〃αj.……S95

1444SurgicalTreatmentoftheProximallnterphalangealJointlntra-articularFractures
IkumaKAWAI〃α/.……S95

1-4-45VerticalLockingoftheMetacarpophalangealJointoftheLittleFinger
-MorphologicalRiskFactor-

TakeyUkiMIYAZATO〃αj.……S96

14460perativeTreatmentofDigitalMucousCyst
KazumaSAWABE〃αI．……S96

l-4-47ArtificeofSurgicalTreatmentwithMucousCystoftheFinger
HidehikoOOSUMI〃α/.……S97

Room5

8: 3 0～9:24CTSl

Moderator:YasukazuKATSUMI

1-5-1MRIFindingofldiopathicCarpalTunnelSyndromewithNormalNerveConduction
Studies

YoshiakiYAMANAKA〃αム……S98

1-5-23TMagneticResonancelmagingofSevereCarpalTunnelSyndrome
ToshihisaOSHIGE""……S98

l-5-3MovementofMedianNerveandFlexorTendonsinMRIbefOreandafter

ArthroscopicCarpalTunnelRelease
ToshimitsuMOMOSE〃αム……S99
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l-5-4

l-5-5

l-5-6

EHicacyofLocallnjectionofTriamcinolonefOrldiopathicCarpalTunnelSyndromeis
AssociatedwiththeFindingsof3TMRI

HirotakeOTSUKA〃αﾉ．……S99

AmyloidDepositinFlexorTendonsonCarpalTunnelSyndromewithLongTerm
HaemodialysisPatients-FlexorTendonHypertrophyEvaluatedwithMRI-

IzuruKITAJIMA〃α/.……S100

SignificantRelationshipbetweenldiopathicCarpalTunnelSyndromeandAmyloid
DepositionintheFlexorTendonSynovium

ShigeharuUCHIYAMA〃αj.……S100

9:24～10:18CTS2

Moderator:KazuolKEDA

l-5-7TenosynovialHistologyinCarpalTunnelSyndromeintheElderly
KenichiNAKAMICHI〃α/.……S101

1-5-8CarpalTunnelSyndromeAssociatedwithFlexorTendonSynovitis
HiroshiARINO""/・……S101

1-5-9Follow-upStudyofElectrophysiologicallmprovementinAdvancedCarpalTunnel
Syndromein2YearsafterCarpalTunnelRelease

TakakoKANATANI〃α/.……S102

1-5-10RelationshipbetweenPreoperativeDurationofSymptomsandEndoscopic

PostoperativeSensoryRecoveryinldiopathicCarpalTunnelSyndromePatients
IkkiHAMANAKA〃α』．……S102

l-5-llTheTacticsfOrBilateralCarpalTunnelSyndrome-FortheOperationwith

EndoscopicCarpalTunnelReleasewiththeUSESystem-
TomohideMOTOMURA〃α/.……S103

l-5-12ComparisonofClinicalOutcomesbetweenTenosynovectomyofFlexorTendonsand

EndoscopicCarpalTunnelReleasebyProspectiveRandomizedControlledTrialin

IdiopathicCarpalTunnelSyndrome

ToshiyukiTSURUTA""/．…...S103

10:25～11:01CTS3

Moderator:ShigeharuUCHIYAMA
1-5-13ARandomizedControlledTrialofDistalvsProximalMinfopenCarpalTunnel

Release

ShoheiOMOKAWA〃α/・……S104

1-5-14SurgicalResultsofOpenCarpalTunnelReleasethroughlntra-palmarMinimum
Incision

HironoriMATSUZAKI〃αJ.……S104

l-5-15EvaluationofRevisionCasesafterShortlncisionOpenCarpalTunnelReleasefOr
IdiopathicCarpalTunnelSyndrome

SoichiEJIRI〃αﾉ．……S105

1-5-16Post-OperativeResultsofCarpalTunnelSyndromeinPatients60andOlder
KumikoKANAYA〃αj.……S105

11:01～11:46CuTSl

Moderator:NaoyukiOCHIAI
l-5-17AnatomicalStudywithCTfOrCubitalTunnelSyndrome

YoshiyukiOHIKATA〃α/.……S106

1-5-18ANewClinicalTestfOrCubitalTunnelSyndrome
KensukeOCHI〃α/.……S106

1-5-19FingerRotationTestfOrtheClinicalAssessmentoftheUlnarNervePalsy
TokioKASAIaaj．……S107

1-5-201nvestigationofRelationshipbetweenMorphologicCharacteroftheGroovefOrUlnar
NerveandEtiologyofNeuropathy

KeiichiMURATA〃α/・……S107
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1-5-21 ASubcutaneousFatFlapSlingfOrAnteriorTranspositionoftheUlnarNerve

KazushigeHASEGAWA〃α/、．.… S108

14:15～14:51RadiusEndFracturel

Moderator:KengOYAMAMOTO
l-5-22NewAttempttoRadiographicEvaluatefOrAppropriateLocationoftheScrewof

VolarLockingPlateUsedfOrDistalRadiusFractures
AtSuShiOKAZAKI""j．……S108

1-5-23IsCTClassificationonAOCTypeDistalRadiusFractureUseful？
KoTEMPORIN〃α/.……S109

l-5-24FracturePatternsofRadiocarpalJointSurfaceinDistalRadiusFractures-Analysis
withMDCTand3DCT-

KatsuhisaTANABE"αﾉ．……S109

l-5-251nternalFixationfOrlntra-articularDistalRadiusFracture(AOtypeC3)UsingAcu-

LocDistalRadiusPlateSystem:EvaluationbyMultisliceCT
HirokilTO……S110

14:51～15:27RadiusEndFracture2

Moderator:NoriakiHIDAKA

l-5-26ASystematicReviewofUnstableFracturesoftheDistalRadiusintheElderlyPeople
TakashiODAaaj.……S110

l-5-27TheClinicalOutcomesofUnstableDistalRadiusFracturesofMiddleandOldWomen

HitoshiHATANAKA……S111

l-5-28TreatmentofDistalRadiusFracturesUsingMinimallylnvasivePlateOsteosynthesis

(MIPO)
HirokiYAMADA〃αI．……Slll

l-5-29ResearchofthePositionsofFlexorPollicisLongusTendonfOrPreventingRuptures

afterVolarPlatingfOrDistalRadiusFracture
ToshihiroKANDA〃αﾉ．……S112

15:27～16:03RadiusEndFracture3

Moderator:YujilNADA
1-5-30ClinicalResultsofPlateFixationwithEnBIockBoneGraftfOrAOTypeC3Distal

RadiusFracture

RyojiKAJIWARA〃αム……S112

1-5-31ProblemofDistalRadiusFracture(A-OC3)withPlatingFixation
KolZUMIYAMA〃αj.……S113

l-5-32TheSurgicalOutcomeofDistalRadiusFracturesTreatedwithVolarLockingPlates
-AMulticenterQuestionnaireResearch-

MasatoOKAZAKI〃αj.……S113

1-5-331ntramedullaryFixationofDistalRadiusFractures
MasaoNISHIWAKI〃α』．……S114

16:03～16:39RadiusEndFracture4

Moderator:YoshirohKIYOSHIGE

1-5-34ClinicalResultsofUlnarStyloidFracturesAssociatedwithDistalRadiusFracture
YukichiZENKE""．……S114

l-5-35PrimaryResectionoftheUlnaHeadfOrtheFracturesoftheDistalUlnaAssociated
withFractureoftheDistalRadiusinElderlyPatients

ShinichiGOTOH""j．……S115

l-5-35TreatmentofDistalUlnaFractureAssociatedwithDistalRadiusFracture

KeiichiMANIWA"αﾉ．……S115

1-5-37CorrectiveOsteotomyfOrMalunitedDistalRadialFracturebyLockingPlate
MitSuruHORIKI〃αj.……S116
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16:45～17:210thersl

Moderator:HisaoMORITOMO

l-5-38ActivationoftheMitogenicSignalPathwaybyLightEmittingDiodelrradiation
NobuhikoKOMINE〃α/.……S116

l-5-39FingerMovementPatternofMusicianswiththeFocalHandDystonia
NaotakaSAKAI……Sll7

l-5-40ValidationofaComputerTouchScreenVersionoftheHand20
ShigeruKURIMOTO〃α/、……S117

1-5-41TheReproducibilityoftheGripStrengthinJamarDynamometer
AkihiroSATO〃αJ.……S118

17:21～17:570thers2

1-5-42

1-5-43

1-5-44

1-5~45

1-5-46

Moderator:MasahiroTOBE

ArthroplastyfOrPrimaryOsteoarthritisoftheElbow-CombinedMedialAnterior
Approach-

ShushiHOSHINO〃α/.……S118

AcomparativeStudyofBendingStrength,BioabsorbableOsteosyntheticlmplants
versusTitaniumMiniPlate

TeppeiMURAIgｵαj.……S119
HandSurgeryinDepartmentofEmergency

KenjiKAWAMURA〃αﾉ．……S119

RigidFingeratA2PuneyinChildren-TwoCasesReport-

RadialClubHand-UtilityofRadialSupport-
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NaokiOSAMURA""/.……S120

TakehikoTAKAGI〃α/.……S120
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Rooml

8:00～9:50Symposium3:PIP,DIPJointArthritis
Moderators:FuminoriKANAYA

KatsunorilNAGAKI

2-l-S3-lTotalPIPandDIPArthroplastyfOrOsteoarthritisoftheFingerJoint
KatsunorilNAGAKI〃αI．……S123

2-l-S3-2SurfaceTypelmplantArthroplastyfOrOsteoarthritisoftheProximallnterphalangeal
Joint

MasafumilSHIZUKI〃αj.……S124

2-l-S3-3ProximallnterphalangealJointReplacementArthroplastyfOrNon-Rheumatoid
Patients

MasatoOKAZAKI〃α』．……S125

2-l-S3-4TapingTherapyfbrthePainfulOsteoarthritisoftheDIPJoint
HisayaSHIRAI〃α/・……S126

2-l-S3-50perativeTreatmentfOrHeberdenNodes
OsamiSUZUKI〃αj.……S127

2-1-S3-6TreatmentofMucousCyst
YoshihikoTSUCHIDA〃αj.……S128

2-l-S3-7ArthrodesisfOrHeberdenNodes

KeizoFUKUMOTO……S129

10:00～11:50Symposium4:BoneFixationfOrFingerFractures
Moderators:MasafumilSHIZUKI

TakaShiSASAKI

2-1-S41TreatmentoftheMetacarpalFractureswithBioabsorbablePlatesandScrews
AkinoriSAKAI〃αム……S130

2-1-S4-21ntramedullaryFixationbyJ-ShapedNail:IndicationandComplication
EichilTADERA〃αム……S131

2-l-S43ResultsofOperativeTreatmentfOrProximalPhalangealFracturesoftheHand

TakashiTSmlHARA〃α/・……S132

2-1-S4-4Non-bridgingTypeExternalFixationfOrtheFractureoftheJointVicinityofthe
Phalanges

GenHORIGUCHI〃α/.……S133

2-l-S4-5NewlnternalFixationTechniqueoftheDigitalSkeleton:DevelopmentofTwo-
DimensionallntraosseousWiring

KojiMORIYAgM/．……S134

2-l-S4-6AComparativeStudybetweenlshiguroIsProcedureandHookPlateFixationfOrthe
ChronicMalletFractures

ShoujiFUKUDAcM/.......S135
2-1-S4-7MinimallylnvasiveScrewFixationfOrMalletFractures

JunyalMATANI〃α/.……S136

12:00～13:00LuncheonSeminar4

Moderator:TakashiSASAKI

2-1-LS4JapaneseHealthlnsuranceSystemandHandSurgeryXm
ShintaroTACHIBANA S137

13:10～13:550perationsNoLongerPerfOrmedl
Moderator:HiroyukiOHI

2-1-lOperativeTreatmentUsingFreeFlapsfOrDistalPalmarTissueDefectsofDigits
HiroyukiGOTANI〃αj.……S138
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ImplantRemovalofDistalRadiusFractureTreatedwithVolarLockingPlate
YasunoriSHIMAMURA〃α』．……S138

ClinicalResultsofEndoscopicCarpalTunnelReleaseinPatientswithAdvanced
CarpalTunnelSyndrome

HidekiTANAKA〃αJ.……S139

EndoscopicCarpalTunnelReleasewithTenosynovectomyfOrCarpalTunnel
Syndrome

AkihikoASAMI〃αﾉ．……S139

ClinicalResultsoftheLimited2Skinlncision-OpenCarpalTunnelRelease

RyuichiNISHIMURA""/．……S140

２
３
１
１
２
２

2-14

2-1-5

13:55～14:400perationsNoLongerPerfOrmed2
Moderator:ShintaroTACHIBANA

2-1-6NeurolysisfOrtheTreatmentoftheCubitalTunnelSyndrome
KurandoNAKASAKI〃α』．……S140

2-1-7CubitalTunnelPlastyfOrtheCubitalTunnelSyndrome
MasahiroYONEDA〃αI．……S141

2-1-8SpurResectionfOrCubitalTunnelSyndromeduetoOsteoarthrosis
YoshinoriMIYASAKA......S141

2-l-9MedialEpicondylectomyUsingaSurgeAirtomeinPatientswithCubitalTunnel
Syndrome

TakanoriSAITO"qj．．.….S142

2-l-10AnteriorUlnarNerveTranspositionwithEndoscopicAssistancefOrCubitalTunnel
Syndrome

TaizoKONISIJTTKF〃α/.……S142

14:50～15:44RadiusEndFractureC3

Moderator:DenjuOSADA
2-1-11TheNewClassificationUsingtheThreeDimensionsComputedTomographyandthe

SurgicalResultoftheAOC3TypeRadialEndFracture

HiroyukiOHI〃α/.……S143

2-1-12ClinicalResultsofVolarLockingPlateFixationwithlntrafocalPinningTechnique
fOrAOTypeC31ntra-articularDistalRadiusFractures

ManabuKUSHIDA〃αﾉ．……S143

2-1-13SurgicalTreatmentofDistalRadiusFractureswithVolarLockingPlate
AkihiroNAKABAYASHI〃αJ.……S144

2-1-14SurgicalTreatmentofAOTypeC3DistalRadiusFracturesUsingAPTUSVolar
LockingPlate

HidekiISRTT〃α/.……S144

2-l-15ClinicalResultsofAcu-LocDistalRadiusPlateFixationfOrAOTypeC3Fracturesof
theDistalRadius

MitsuhiroSUMI……S145

2-l-16ClinicalResultofArthroscopicAssistedOsteosynthesisfOrAOC3DistalRadius
Fracture

YukioABE〃α/.……S145

15:44～16:20RadiusEndMalunion

Moderator:MoroeBEPPU

2-l-17SurgicalOutcomefOrMalunitedDistalRadiusFracture
MasahiroTATEBE〃αI．……S146

2-1-18SurgicalTreatmentfOrtheMalunionoftheDistalRadiusFractures
MasahiroTOBE〃αj.……S146

2-l-19CorrectiveOsteotomyUsingLockingPlatefOrMalunionoftheFractureofDistalRadius
OsamuSATO""j．……S147

2-1-200penWedgeOsteotomyoftheMalunionoftheRadiuswith6-TCP
TakayukiNEMOTO〃α/.……S147
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16:20～16:56FingerArthritis
Moderator:NagatsuguKUROSHIMA

2-1-21SurgicalTreatmentfOrPainfulBouchardNodes
ManabuKUSHIDA〃α/.……S148

2-l-220perativeTherapyfOrReplantedFingersUsingwithExternalFixator
HiroyukiGOTANI〃α/･……S148

2-1-23SurfaceReplacementArthroplastyfOrtheOsteoarthritisofProximallnterphalangeal
Joints

KenSHIRAKAWA"αﾉ．……S149

2-1-24ResultsofUncementedSu㎡aceReplacementArthroplastyoftheProximal
InterphalangealJoint

TakujilWAMOTOemム……S149

17:10～18:101nvitedLecture4

Moderator:HitoshiHIRATA

2-l-IL4StudyonSmallGapSleeveBridgingPeripheralNervelnjury
BaoguoJiang

18:30～20:30 DiscussiononthePeripheralNerve

Room2

……S150

8:00～9:50PanelDiscussion4:AOClassificationC3RadiusEndFracture

Moderators:SatoshiTOU

NaotoTSUBOKAWA

2-2-P4-lVolarLockingPlateFixationfOrAOTypeC3FracturesoftheDistalRadius

DenjuOSADA〃αム......S152

2-2-P4-2ArticularCongruityandClinicalResultsofVolarLockingPlatingfOrAOC3Distal
RadialFractureunderFluoroscopy

HiroakiSAKANO〃α』．……S153

2-2-P4-3ClinicalResultsfOrAOTypeC3FracturesoftheDistalRadiuswithDouble-Tiered
SubchondralSupport

KeikichiKAWASAKI〃α/.……S154

2-2-P4-4ArthroscopicallyAssistedReductionandPalmarLockingPlatingfOrAOtypeC3
Intra-articularDistalRadiusFractures

HidetoshiTERAURA〃αI．……S155

2-2-P45ComparisonofClinicalResultsfOrC3-typeDistalRadiusFracturesbetweenVolar

LockingPlatingandNon-BridgingExternalFixation
KozoMORITA〃αI．……S156

2-2-P4-6NonBridgingExternalFixatorCombinedwithVolarPlatefOrtheSevere
ComminutedDistalRadiusFractures

MasahiroTOBE〃α/・……S157

2-2-P4-7VolarLockingPlatefOrlntraarticularFractureofDistalRadius-3DCTClassification-
YoshiroKIYOSHIGE〃α/.……S158

10:00～11:50PanelDiscussion5:MalunionofRadiusEndFracture

Moderators:KazuteruDOI

TakurohWADA

2-2-P5-1CorrectiveOsteotomyfOrMalunionoftheDistalRadiusFracturewiththeVolar
PlateFixation

SoutetsuSAKAMOTO〃α/.……S159

2-2-P5-2CorrectiveOsteotomyfOrDistalRadiusMalunion
NarihitoKodama〃αj.……S160
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TheSimultaneousRadiusClosingWedgeOsteotomyandUlnarShorteningOsteotomy
fOrMalunionoftheDistalRadiusFracture

YasuhiroOZASA〃αI．……S161

Computer-AssistedCorrectiveOsteotomywithPrefabricatedThree-Dimensionally-
CutArtificialBonefOrMalunitedFractureoftheDistalRadius

MasahiroYONEDA〃α/.……S162

3-DCorrectiveOsteotomyofMalunitedDistalRadialFracturesUsingThree-

DimensionalComputerSimulationandaVolarLockingPlate.
TsuyoshiMURASE〃α/・……S163

CorrectiveOsteotomyfOrMalunitedDistalRadiusFracture
KazukiSATO〃α/・……S164

RadiocarpalArthrodesisfOrOsteoarthritisFollowingFracturesoftheDistalRadius
HiroshiYAJIMA〃αJ.……S165

2-2-P5-3

2-2-P5-4

2-2-P5-5

６
７
－
二
５
５
Ｐ
Ｐ

２
２
－
－
２
２

12:00～13:00LuncheonSeminar5

Moderator:KuniichiASO

2-2-LS5UltrasonographyoftheHand
HiroshiMINAGAWA ……S166

13:10～14:10

2-2-IL5

InvitedLecture5

Moderator:MinoruSHIBATA

TakashiTACHIBANA……S168

14:15～15:151nvitedLecture6

Moderator:SusumuTAMAI

2-2-IL6ExtensorTenolysisandJointRelease
TakaeYOSHIZU ……S170

15:20～17:10Symposium5:
SurgicalTreatmentsfOrthelmprovementsinBothFunctionand
AestheticinCongenitalHands

Moderators:KozolSHIKAWA

HidehikoKAWABATA

2-2-S5-1FunctionalandAestheticalAspectsoftheCleftHandSurgery
KeizoFUKUMOTOaa/.……S172

2-2-S5-20perativeTreatmentfOrtheCleftHand
ToruSUNAGAWA〃αﾉ．……S173

2-2-S5-3Post-OperativeEvaluationofHandFunctioninCasesofConstrictionBandSyndrome
KousukelBA〃α/・……S174

2-2-S5-4RevisionSurgeryfOrThumbPolydactyly
YokoKIS円I………S175

2-2-S5-50perativeTreatmentofSyndactyly
KazumaSAWABE〃α/・……S176

2-2-S5-6ControversialCasesfbrPreservingSurgeryinCongenitalAnomalyoftheHand
ShinichiroTAKAYAMA〃α/.……S177

17:20～18:201nvitedLecture7

Moderator:ToshihikoOGINO

2-2-IL7FunctionandAppearanceinChildrenIsHandSurgery
SimonPJ・Kay………S178
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Room4

8:00～8:361maging
Moderator:ShujiOKINAGA

2-4-1VisualizationfOrtheAffectedCordsofDupuytrenContracturebyThree-Dimensional
ComputedTomography

KatsunoriOHNO〃αﾉ．……S182

242EvaluationoftheFlexorPollicisLongusTendonandCarpalBonesUsingMRIBased
Three-DimensionallmageReconstruction

TakanoriAKAIg＃α/・……S182

2-4-3DiHusionTenorMRIfOrCarpalTunnelSyndrome
YumikoHIRAMATSU〃α/・……S183

244PathologicConditionsofScaphoidFracturesConsideredfromtheAspectofMagnetic
ResonanceandComputedTomographiclmages

NozomuKUSANO""．……S183

8:36～9:03Epicondylitis・Others
Moderator:MasatoshiTAKAHARA

2-4-5DiagnosisandSurgicalTreatmentofBoxerisKnuckle
SoyaNAGAO〃αﾉ．……S184

246PostoperativeRecoveryafterArthroscopicSurgeryinPatientswithLateral
Epichondylitis(ProspectiveStudy)

KoichiSASAKI〃αj.……S184

2-4-7ExtensorFasciotomyfOrLateralEpicondylitisoftheElbow
OsamuNAKAMURAaaj．……S185

9:03～9:48Ligamentlnjury・ParalyticHand
Moderator:KenichiTAZAKI

2480perativeResultsofChronicRadialCollateralLigamentlnjuriesoftheThumb
MetacarpophalangealJoint

TetsuroHIRAIWA〃αj.……S185

2-4-9ScapholunatelnterosseousLigamentlnjuryinDistalRadiusFractureTreatedwith
LockingPalmarPlateFixation-RetrospectiveStudy-

TomotakeKANAIera/.……S186

2410ComparisonofArthroscopicEvaluationandMotionAnalysisonScapholunate
Dissociation

YoshihiroDOHI〃αj.……S186

2-4-11BulkhalterandStraitModifiedProcedurefOrClawHandDefOrmity
KensukeSAKAI〃α/・……S187

2412Long-TermFollowupofOurOriginalTendonTransferMethodfOrRadialNerve
Palsy

YukiHARA""/・……S187

9:55～10:49Biomecha・Others

Moderator:NaotakaSAKA1

2-4-13RoleofScaphoidMotionduringThumbOpposition
ToruSUNAGAWAaaj.……S188

2-4-14Comparisonbetween2Dand3DEvaluationofDistalRadiusFracture

JunichiMIYAKE〃αム……S188

2-4-15TheEHectsofDorsallyAngulatedDistalRadiusFracturesonDistalRadioulnarJoint
Stability

TakeshiSAITO〃αj,……S189

2-4-16PositionandVarusStressoftheElbowlnducesTendonlnjuryoftheOriginthe

ExtensorCarpiRadialisBrevis
YoshitakaTANAKA〃α/･……S189
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2417

2-4-18

OutcomesofSemi-constrainedTotalElbowArthroplasty
HaruhikoSATONAKA〃αJ.……S190

SubcutaneousRuptureofExtensorPollicisLongusTendon
TatsuyaHARA〃αJ.……S190

10:49～11:52Contracture･Burn

Moderator:YoujiMIKAMI
2419ClinicalStUdyofDupuytrenContractureSurgery

HirotoTOMOEDA〃α/.……S191

2-4-20ClinicalResultsofDupuytrenIsDiseaseinRecurrenceCasesafterSurgery
YoshihiroABE〃αﾉ．……S191

24210penPalmTechniquefOrtheDupuytrenisContracture-ComparisonwithCIosed
TechniqueUsingZplasty-

HisayaSHIRAI〃αJ.……S192

2422TreatmentofDupuytrenIsContracture
NoritsunaNAKAJIMA〃α/.……S192

2-4-23SurgicalTreatmentfOrPronationoftheForearmContracturewithoutanyHistoryof
Trauma

MasatoshiFUKUOKA〃αj.……S193

2-4-24EpidemiologicalStudyofHandBurnsinlnfants
DaiSHIBATA〃αj.……S193

2-4-25PreoperativePinningandPassiveExercisefOrBurnedHandinExtensiveBurn
MitsuruNEMOTO〃αJ.……S194

12:00～13:00LuncheonSeminar6

Moderator:AkioMINAMI

24LS6ProblemsofPainintheHand

HitoshiHIRATA .….S195

13:10～14:13AsepticNecrosisl
Moderator:RyosukeKAKINOKI

2-4-26TwoFemaleSiblingswithKienb6ckIsDisease
ShinobuSAITO〃α/・……S196

24-27CorrelationHistopathologyandMagneticResonancelmagingofKienb6ckIsDisease
TakeshiOGAWA〃α/.…S196

2-4-28BiomechanicalEffectsofRadialShorteningOsteotomyonKienb6ck'sDisease-InVivo
BiomechanicalAnalysis-

HikaruMAKABE〃α/・……S197

2-4-29ClinicalResultsofRadialShorteningOsteotomyfOrKienb6ckDisease:AComparison

betweenVolarLockingPlateandNon-LockingPlates
MorimitsuTAKAIetaﾉ．……S197

2-4-30VascularizedBoneGraftfOrKienb6ckIsDisease

YasunoriKOBATA〃α/.……S198

2-4-31VascularizedBoneGraftfOrtheTreatmentofKienb6ckIsDisease

AkiraKODAMA〃αﾉ．……S198

2-4-32TheUseofthe4thExtensorCompartmentalVascularizedBoneGraftfOrthe
TreatmentofKienb6ckIsDisease

KoeilWASAKIgｵαj.……S199

14:13～14:58AsepticNecrosis2
Moderator:HiroshiTSUMURA

2-4-33ClinicalResultsofCapitateShorteningandCapito-hamateFusionfOrKienb6ckIs
Disease

TakeshiMAKINO〃αI．……S199

2-4-34Mid-TermResultsofPartialCapitateShorteningfOrKienb6ckIsDisease
HisaoMORITOMO〃α/.……S200
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2-4~35

2-4~36

2-4~37

RadiologicalDiHerencesbetweenScaphoidNonunionandBoneNecrosis
KatsunorilNAGAKI〃α/.……S200

PreiserIsDisease:AReportof8Cases
TsutomuENDO""……S201

ClinicalOutcomeandMRIofthePreiserDiseaseTreatedwithVascularizedBone

Grafting

ToshiyasuNAKAMURA""A……S201

15:00～15:450perativeMethodl
Moderator:KazukiSATO

2-4-381nnuenceofDISIDefOrmityandSizeofGraftedBoneontheTreatmentofScaphoid
NonUnion

TetsuTSUBONE〃αム……S202

2439ManagementofthePitfallsinMinimallylnvasivePlateOsteosynthesisfOrDistal
RadiusFractures

YasuhiroYOSFITKAWA""……S202

2440TheUsageExperienceofBoneTampfOrlntra-ArticularDistalRadiusFracturewith

DepressionFragment

HideyukiOTA〃αム……S203
2-4-41TreatmentofAvulsionFractureoftheFlexorDigitorumProfundus

HiroyukiCHINO""……S203

2442UlnarShorteningOsteotomyatDistalSiteoftheUInaUsedbyMini-plates
MasaakiKAWANO"αム……S204

15:45～16:210perativeMethod2
Moderator:KenichiKAZUKI

2-4-43PostPOperativeEarlyExerciseKeepingtheThumbfOrOppositionbyDynamic
AbductionSplintageUsingKirschner-Wire

YoshitakaHAMADA""……S204

2444SurgicalTreatmentfOrCurlingFingersofFocalDystoniainMusicians
YasushiNAKAO……S205

2-4-45AClinicalResultofPercutaneousPinningwithK-wirefOrMetacalpalNeckFractures
HirotsuneHIRAHARA""……S205

2446SurgicalTreatmentfOrFractureDislocationoftheCarpometacarpalJoints
MitsuhikoNANNOaaム．..…S206

16:25～17:10Tumorl

Moderator:KenjiTAKAGISHI
2-4-47EvaluationoftheUtilityofHAND20fOrSoftTissueTumorinUpperExtremity

TadahiroNATSUME〃α/・……S206

2-448GlomusTumoursoftheHand

HikonoAIKI〃α/・……S207

2449ClinicalResultsoftheSurgicalTreatmentfOrEnchondromasintheHand
TomoyukiROKKAKU〃α』．……S207

2-4-50RadiographicChangeintheEnchondromaoftheHandTreatedbyArtificialBone
Transplantation

TomonoriNAKANISHI〃α/・……S208

2451AClinicalStudyonOsteoidOsetomaintheHand
KentaSAITO〃α/.……S208

17:10～17:55Tumor2

Moderator:JunNISHIDA
2452ReconstructionoftheForearmDefOrmityCausedbyMultipleOsteocartilaginous

Fxostosis

YasushiMORISAWAeｫα』．……S209
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2-4~53

2~4~54

2-4-55

2456

ClinicalFindingsofSynovialOsteochondromatosisoftheHand:ReportofThree
Cases

TakayukiKAMIISHI〃αl.……S209
TreatmentoflntramuscularHemangiomaoftheForearmwithTotalRemovalof
InvolvedMuscleandTendonTransferSimultaneously2CasesReport

KensoKOZUKI……S210

TwoCasesofLocalizedHypertrophicNeuropathyintheUpperExtremity
HironobuINAGAKI〃α/.……S210

TreatmentofMetastaticBoneLesionintheUpperLimb:IndicationofSurgeryand

OperativeProcedures
KeiichiMURAMATSU〃α/.……S211

Room5

8:00～8: 45RAl

Moderator:KazuhiroMASADA

2-5-lTheValidityandReliabilityoftheJapaneseSocietyfOrSurgeryoftheHandVersion
oftheQuickDisabilityoftheArm,Shoulder,andHand(QuickDASH-JSSH)in
PatientswithRheumatoidArthritis

AsamiTOKITA〃αj.……S212

2-5-2EvaluationofUlnarDriftoftheFingersintheRheumatoidHandUsing3D-CT
Imaging

HajimelSHIKAWA〃α/.……S212
2-5-3SurgicalTreatmentandEvaluationfOrtheUnstableFormofRheumatoidWrist

HiroyukiSHIMIZU〃α/・……S213

2-5-4SurgicalTreatmentfOrtheThumbBoutonniereDefOrmityofRheumatoidArthritis
-ResultsofEPL/EPBCrossedTransfer

TakujilWAMOTO〃α/.……S213

2-5-5LongTermResultsofSurgicalTreatmentfOrExtensorTendonRuputureinthe
RheumatoidHands

KoeiOH〃αJ.……S214

8:45～9: 30RA2

Moderator:YoshitakaMINAMIKAWA

2-5-6EHectofExtensorSuturetotheBasalPhalanxtoPreventRecurrenceoftheUlnar

DriftinPatientswithRheumatoidArthritis

YasuhiroTSUNEYOSHI〃α/・……S214

2-5-7ArthrodesisofUlnarCarpometacarpalJointsinReconstructionSurgeryfOrUlnar
DriftinReumatoidArthritis

YoshiyaARISHIMA〃αﾉ．……S215

2-5-8ModifiedSauv6-KapandjiProcedurefOrRheumatoidArthritisPatients
KensukeOCHI〃αj.……S215

2-5-9SiliconlmplantArthroplastyofFingerJointinRheumatoidPatients
ToshiharuOKUDA……S216

2-5-10DevelopmentandaClinicalApplicationofFINETotalFingerSystem(PIPJoint)
MasayukiSEKIGUCHI"a/・……S216

9:30～10:061nHammationl

Moderator:KazuhiroMIZUTANI

2-5-llUltrasonographicStudyonDiabeticStenosingFlexorTenosynovitis
MakotoKAMEYAMA〃αJ.……S217

2-5-12TheMechanicallnteractionsoftheDecussadonofFlexorsandA1PulleyinTrigger
Fingers

HideakilMADA〃α/.……S217
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AtypicalFindingsinTriggerDigits

HideyukiMIZUSHIMA〃α/,……S218
PIPJointFlexionContractureinTriggerFinger

YasushiMORISAWA〃α』．……S218

10:06～11:001nnammation2

Moderator:MakotoKAMEYAMA

2-5-15AProspectiveRandomizedControlledTrialofCorticosteroidlnjectionfOrTrigger

Finger-BethamethasoneVersusTriamcinolone-

YoshiyukiANDO〃α/、．.….S219

2-5-16RecurrenceafterTriamcinoloneAcetonidelnjectionfOrTriggerFinger

HiroyukiTANAKA〃α/・……S219

2-5-17TendonSheathReleasewithaSpecialToolfOrTreatmentofSnappingFinger
KazuolKEDA〃α』．……S220

2-5-18ClinicalReviewofldiopathicTenosynovitisoftheFlexorsinElderly
HikaruTASHIMA……S220

2-5-19PathophysiologicalStudyofChronicFlexorTenosynovitisoftheFinger
YukoFUJII〃α/、……S221

2-5-20TreatmentSelectionofdeQuervainDisease
DaisukelSHIGAKI〃αj.……S221

11:00～11:541nHammation3

Moderator:HironoriMATSUZAKI

2-5-21AcuteCalcificTendinitisandPeriarthritisoftheHand

KotarolMAMURA……S222

2-5-22DiagnosisandTreatmentoftheCalcificPeriarthritisintheHand
WataruHATANAKA……S222

2-5-23TheBacteriologyofHandlnfectionsRequiredSurgicalTreatment
MasuoHANADA""J.……S223

2-5-24ClosedContinuouslrrigationfOrPyogenicTenosynovitisoftheHand
MasahiroKAMEDA〃α/.……S223

2-5-25NontuberculousMycobacterialTenosynovitisoftheHand
YoshimichiTANIWAKI〃α/、……S224

2-5-26AtypicallnfectionsoftheHandandWristCausedbyMycobacteriumKansasii
HiromichiMITSUYASU〃α/.……S224

12:00～13:00LuncheonSeminar7

Moderator:JuichiTANAKA
2-5-LS7TheTreatmentoftheDistalRadiusFractureswiththeMeiraVolarLockingPlate

SystemPlacedwithinWatershedLine
NaotoTSUBOKAWA………S225

15:30～16:06CRPS・Anesthesia

Moderator:KoichiKUSUNOSE

2-5-271n-situTissueEngineeringfOrCRPSTypelPatientsFollowingtheDistalRadius
Fracrure

YujilNADAgMム……S226
2-5-28AlgorithmfOrCRPSTreatment

TatsuyaMASUKO〃αム……S226
2-5-29LowDoseUsageofRopivacaineinAxillaryBrachialPlexusBlock

KoichiKOBAYASHI〃αム……S227

2-5-30TheEffectivenessofAxillaryBlockwithoutRadiationgPainUsingAxillaryBlock
Needles

ShunsukeHOTOKEZAKA〃αI．……S227
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16:06～16:33Arthroscopy
Moderator:ToshiyasuNAKAMURA

2-5-31ArthroscopicArthroplastyfOrtheTrapeziometacarpalJointArthritisoftheThumb
Katsuyuki.IWATSUKI〃α/・……S228

2-5-32UltrasonographyAssistedArthroscopicSurgeryfOrtheTreatmentofWristGanglion
Cyst

MichiroYAMAMOTO〃α/.……S228

2-5-33WristArthroscopicCapsularSuturingoftheUlnar&DorsalSlitTornTFCC
TakehikoTAKAGI"a/・……S229

16:33～17:09ThumbCM1

Moderator:KatsujiSUZUKI
2-5-34E笛cacyofSplintingfOrtheCarpometacarpalArthritisoftheThumb

HisayaSHIRAI〃αI．……S229

2-5-35NewSplintfOrTrapeziometacarpalOsteoarthritis
AkimasaMORITA〃αj.……S230

2-5-36TheTreatmentoftheThumbCarpometacarpalJointArthritisbyArthroscopic
Surgery

TakeshiARAI〃αj.……S230

2-5-37EvaluationfOrThenarPortalinArthrosopicSurgeryofThumbCarpometacarpal
Joint

MasayaTSUJII〃α/.……S231

17:09～17:543 4ThumbCM2

Moderator:HiroyasulKEGAMI
BoneResectioninModifidedLRTIArthroplastyfOrThumbBasalJointArthritis

ToshikiMIURA〃α/.......S231

TendonSuspensionSlingArthroplastyfOrThumbTrapeziometacarpalArthritis

(KleinmanProcedure):IdentificationofFactorsWorseningResults
YasuhikoNISHIO〃αI．……S232

ArthrodesisfOrtheOsteoarthrosisoftheThumbCarpometacarpalJoint
FIikaruTASHIMA……S232

ClinicalExperienceofAcutrakScrewfOrtheOsteoarthrosisoftheThumb

CarpometacarpalJoint
AkitoNAKANISHI〃αﾉ．……S233

2-stepArthrodesisofThumbCMJointwithExternalFixation
KatsuroFURUMACHI""/.……S233
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2-540

2-5~41

2-542
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Room3

8:15～9:151nvitedLecture8

Moderator:MoroeBEPPU

3-3-IL8CongenitalAnomaliesoftheHand-AnOverviewofGenetics,Classificationand

Management
MichaelA.Tonkin……S236

9:25～10:251nvitedLecture9

Moderator:IsaoKOSHIMA

3-3-IL9ExperiencewithMicrovascularFunctionalMuscleTransferfOrTraumaticMuscle
LossintheForearm

WilliamC・Pederson……S238

10:35～11:351nvitedLecturelO

Moderator:KoichiNEMOTO

3-3-IL10AdvantagesandLimitationsofNerveTransfersintheUpperExtremity
JustinM.Brown

1l:40~ CIosingRemarks
CongressPresident:MinoruSHIBATA

Room4

.….S240

8:00～8:45FingerArthritisl
Moderator:Hikm･uTASI二IIMA

3-4-1ArthroplastyfOrtheOsteoarthrosisoftheCarpometacarpalJointoftheThumb
SeietsuSENMA""/.……S242

34-2LigamentReconstructionandTendonlnterpositionArthroplastyfOrtheThumb
CarpometacarpalOsteoarthritis

ShinjiNARAZAKI〃αj..….．S242

3-4-3ClinicalResultsofLigamentReconstructionandTendonlnterpositionArthroplasty
fOrThumbCarpometacarpalJointArthritis

MakotoMOTOMIYA〃αJ.……S243

344ArthroplastyfOrThumbCarpometacarpalJointArthritis
ChojoFUTENMA〃α/.……S243

3-4-5ThompsonIsSuspensionArthroplastyfOrOsteoarthritisoftheCarpometacarpalJoint
oftheThumb:ResultsofPatient-BasedQuestionnaire

HiromichiJIN〃αJ.……S244

8:45～9:21FingerArthritis2
Moderator:OsamulSHIDA

3-4-6ResultsofTrapeziometacarpalJointArthrodesis
YouichiMIYAZAKI""/.……S244

3-4-7MinimumlnvasiveArthrodesisfOrtheOsteoarthrosisoftheThumbCarpometacarpal
Joint

KenHASHIMOTO鉱αI．……S245

3481nauencesofCarpometacarpalArthritisofThumbanditsTreatmentstotheWrist;
ComparisonofTrapeziometacarpalArthrodesisandTendonSuspensionArthroplasty

TakeshiKATAYAMA〃α/.……S245
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3-4-9 OsteochondralPegAutograftfOrtheTreatmentofPOsttraumaticOsteoarthritisof

theFingerJoint

NobuyukiKUBO〃αI．……S246

9:30～10:24Congenitall
Moderator:MitsuruUCHIDA

3-4-10TheClinicalResultsofSphntTherapyfOrTriggerThumbinChildren
MikinorilKEDA〃α/.……S246

3-4-110urAttempttoMakeanAlgorithmoftheTreatmentfOrSymbrachydactyly
ShinsukeSAKAI〃α/.……S247

3-4-12SecondaryRevisionfOrThumbPolydactyly
KatsumiTANAKA〃α/.……S247

3-4-13HemidigitalResectionintheTreatmentofMacrodactyly

RyoHOSOMI〃α』．……S248

3414TreatmentoftheHypoplasticThumbUsingHuber-LittlerProcedure
MasahiroSUZUKI〃α/.……S248

3-4-15ModifiedAbductorDigitiMinimiOpponensplastyinCongenitalHypoplasticThumb
withLaxityofMetacarpophalangealJoint

ShinichiroTAKAYAMA""/.……S249

10:24～11:09Congenital2
Moderator:ShinichiroTAKAYAMA

3-4-16ReconstructionofThumbinCongenitalHand-BoneLengthening-
EmikoHORII〃αI．……S249

34-17ANewMethodofCorrectiveOsteotomyfOrMadelungDefOrmity
AtsuhitoSEKI〃α/・……S250

3-4-18FunctioningFreeMuscleTransferfOrRestorationofElbowFlexioninArthrogryposis
YuichiroARAKAWA〃α/.……S250

34-19MobilizationofaCongenitalRadioulnarSynostosis:56cases-Comparisonbetween
PedicleandFreeFascio-fatGraft-

MasakiKINJO〃α/.……S251

Room6

8:00～8:36CarpalBonel
Moderator:HitoshiKIHARA

3-6-lSurgicalExcisionoftheFracturedHookoftheHamate
TomohiroOMUKAI〃α/.……S252

3-6-21nternalFixationofHockofHamatewithaDouble-ThreadedScrewinSmalllncision

ShigekiSEKIYAaaJ.……S252
3-6-3TreatmentofPerilunateDislocations

GorolNOUE〃α/・……S253

3-64ClinicalResultsofProximalRowCarpectomy
YukiBESSHO""/.……S253

8:36～9:12CarpalBone2
Moderator:GorolNOUE

3-6-5TherapeuticResultsofArthroplastyfOrtheRadio-CarpalJointUsingtheArticular
SurfaceoftheCapitate

KatsumiTAKASE〃α/・……S254

3-6-6EvaluationofRadiographyandComputedTomographyfOrtheScaphoidFractures
ShuichiKATO〃αI．……S254

3-6-7PercutaneousScrewFixationfOrScaphoidFractures:Trans-trapezialGuidancefOr

DorsalApproach
ToshikazuKURAHASHIgjα/.……S255
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3-6-8ClinicalOutcomeofScaphoidFracturebyDTJScrew
KenjiroTSUNEMI〃α/. S255

9:20～10:05CarpalBone3
Moderator:KazuhiroSAKAI

3-6-9NonunionoftheScaphoiddespiteOperativeTreatments
HiroyasulKEGAMI〃α/・……S256

3-6-10CorrectionofDISIDefOrmityfOrtheBoneGraftTreatmentofScaphoidNonunion
DaisukeKURAMOCHI〃α/.……S256

3-6-llSurgicalTreatmentofScaphoidNonunionUsingCross-shapedBoneGrafting
Technique

YoshiyukiASADA〃α/・……S257

3-6-12ClinicalOutcomeofNonunionofScaphoidFractureofProximalPole
KoichiYANO〃αj.……S257

3-6-13PyrocarbonlmplantReplacementfbrScaphoidProximalPoleNonunion
LorisPegoli〃α/.……S258

10:05～10:50Forearm･Elbow

Moderator:YoshinoriOKA

3-6-143-DCorrectiveOsteotomyofDiaphysealMalunionoftheBothForearmBonesUsing
aCustom-MadeSurgicalGuideBasedonThree-DimensionalComputerSimulation

JunichiMIYAKE〃α/・……S258

3-6-15TheTreatmentofGaleazzi-EquivalentFracturesinChildren
YukaKOBAYASHI〃α/.……S259

3-6-16NervelnjuryAssociatedwithSupracondylarFractureoftheHumerusinChildren
KazunariTOMITA〃αj.……S259

3-6-17TheMechanismofLateralHumeralCondylarFractureinChildren
HideakilMADA〃α/・……S260

3-6-18SurgicalEHicacyofAnconeusMuscleFlapfOrtheTreatmentofElbowDisorders
KinyaNISHIDA〃αﾉ．……S260

Room7

8:00～8:45RadiusEndFracture5

Moderator:YoshikiHAMADA

3-7-1PositionalRelationshipbetweentheDistalRadiusandtheFlexorTendon
HirotakaSHIMIZU〃α/.……S261

3-7-2FunctionalEvaluationUsingDASHandQuickDASHafterOperationinthePatients
withDistalRadiusFracture

AtsushiOKAZAKI〃αﾉ．……S261

3-7-3TheAnalysisfOrtheFactorswhichlnauencedtheClinicalOutcomeafterthe

OperationfOrtheDistalRadiusFractures
KazuhikoFURUTA〃α/.……S262

3-74ModifiedLangenski61dProcedurefOrPartialCIosureoftheDistalRadiusEpiphysis
ShukukiKOHeraj．……S262

3-7-5Arthroscopiclnvestigationoflntra-articularLesionlnducedoftheDistalRadius
Fracture

KojiSHIGEMATSU〃αI．……S263

8:45～9:21RadiusEndFracture6

Moderator:KatsujiSHIMIZU
3-7-6ClinicalResultsofDistalRadiusFracturewithDorsalRoofFragment

ShirouMORITANI〃αJ.
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3-7-7

3-7-8

3-7-9

AnalysisofCorticalBoneComminutionofDistalRadiusFractureTreatedwith

LockingPalmarPlateFixation

KojiMORIYA〃αj.……S264

TheOutcomeofVolarLockingPlateFixationCombinedwithExternalFixationfOr
DistalRadiusFracture

TakayukiFUJII〃αj.……S264
TreatmentofDistalRadiusFracturewithMatrixSmartLockPlate

HitomiMAKINO〃α/・……S265

9:30～10:06RadiusEndFracture7

Moderator:YoshiakiYANASE

3-7-lOTreatmentofDistalRadiusFractureswithMultidirectionalLockingPlateSystem
MasayoshiKANEMURA〃αﾉ．……S265

3-7-llClinicalOutcomefOrDistalRadiusFracturesTreatedbyAptus2.5LockingPlate
KozoMORITA〃αj.……S266

3-7-121nternalFixationofDistalRadiusFractureswithMultidirectionalLockingPlates
MasaoNISHIWAKI〃α』．……S266

3-7-13DistalRadiusFracture,ComparisonofACU-LOCPlateSystemandAPTUSPlate
System

YukitomoARIZONO〃α/・……S267

10:06～10:51RadiusEndFracture8

Moderator:KeiichiMURAMATSU

3-7-140utcomeofOsteosynthesiswithVolarandDorsalLockingPlatefOrlntra-Articular
FractureofDistalRadiuswithDorsalFragment

KazuoYAMAGUCHI〃α/.……S267

3-7-15RelationshipbetweenSymptomandtheSecondArthroscopicFindingsofOperated
DistalRadiusFracture

NobuoYAMAGAMI〃αj.……S268

3-7-16PostoperativeRadiographicFindingsinAOtypeC3DistalRadiusFractures:Mainly
ontheDiHerencebetweenSurgicalTechniques

NorikazuOTAaaj．……S268

3-7-17Symptomaticlntra-ArticularMalunionoftheDistalRadiusFracturesafterTreatment
withVolarFixation

YoshihiroDohi〃α/.……S269

3-7-18DosetheOpenWedgeOsteotomyArrangetheCarpalBones,too？
ToshikazuTANAKA〃αﾉ．……S269

10:51～11:27RadiusEndFracture9

Moderator:YUjiUCHIO
3-7-19AnalyzethePositionoftheScrewsofVolarLockingPlateUsingTomography

TakayukiFUJII〃α/.……S270

3-7-20ExaminationofPositionofFixed-angleVolarPlatefOrDistalRadiusFracturefOr
PreventingFlexorTendonlnjury

HidenoriKONDO""/・……S270
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屈筋腱修復術後の早期運動療法
EarlyMobilizationa丘erFlexorTendonRepair

○大井宏之，神田俊浩，奥村修也

聖隷浜松病院手の外科・マイクロサージヤリーセンター

条件のよい新鮮例での術後成績は優のうちでも%TotalActiveMotion(%TAM)で100%の

成績が得られる可能性も高い．成績を改善させた要因は,縫合法の改良,術後のハンドセラピイ

などが大きく関与すると考えている．当センターで行っている術後ハンドセラピイの手技の実

際とその結果を提示する．

【方法】腱縫合：当センターではCoresutureは比較的簡単にできるLimとTsaiによる6-Strand

縫合をよく用いている.Peripheralsutureは単純な連続かがり縫合を行っている．術直後の外

国産：後述する訓練用の背側スプリントより屈曲位を強くして背側ギプスシーネ固定をおこな

う．後療法：術後翌日から訓練を開始する．ハンドセラピイストが熱可塑性プラスチックを用

いて手関節は10度,MPは60度,PIPおよびDIPは0度の屈曲位で背側伸展制限用スプリントを

作成する．術後セラピイは症例によってはラバーバンドによる指屈曲訓練と自動伸展訓練に自

動屈曲訓練（特に屈曲保持訓練）を加えて訓練をする場合（以下,ラバーバンド＋自動屈伸法）

と，自動屈伸訓練のみを行う場合（以下，自動屈伸単独法）とがあるが，著者の施設の結果で

は両訓練での成績に有意差は認めなかった．したがって術直後から瘤痛が少なくスムーズに自

動屈伸運動が可能である例は自動屈伸単独法のみでよいが，術直後の瘻痛が強く自動屈曲が困

難な例の場合にはラバーバンド＋自動屈伸法を行った方が，訓練をスムーズに導入しやすい．

また両訓練ともにPIPの屈曲拘縮に注意する．特に自動伸展時にはMPを60.より屈曲位を強め

た状態で，必ずPIPが0°まで来るように行う．

【結果】治療成績はZonelは95.0%(73-100,12指),Zone2は95.1%(77.4-100,20指),Zone3は

95.3%(84.9-100,5指),Zone4は100%(1指),Zone5は97.7%(91.1-100,4指）であった．
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Zone2屈筋腱修復術後の，ほぼ全可動域に及ぶ自動運動療法
AggressiveActiveMobilizationProgramFollowingZone2FlexorTendonRepair

畑中均

九州労災病院整形外科

いくつかの実験的研究(Kubotal996,Aokil997など)や臨床的研究(SilfVerskioldl992など）

によって，他動運動療法（すなわち他動屈曲・他動伸展からなる）やKleinert法（すなわち他

動屈曲・自動伸展）に比較して自動運動療法（すなわち自動屈曲・自動伸展）が腱の治癒過程

に好ましい影響をおよぼし，腱の滑動距離がより大きくかつばらつきが小ざいために癒着の発

生防止に有効であることが示された．しかし自動運動療法によって得られた臨床成績(Small

1989など）はKlienert法(Chowl987など）のそれによりも劣っていた．演者はこのような結

果の原因を，可動域制限を設けて自動運動療法を行ったためであると考えた．例えば,Small

(1989)は術後第一週のDIP関節の自動屈曲可動域を5から10度,PIP関節のそれを0から30度以

内に制限し,Elliot(1994)は術後第一週のTAMを最大値の25%,第二週は50%に制限し，第

三週に漸く制限を解除した．

演者はこのような文献的考察より,Small(1989)やElliot(1994)などに比較してはるかに

強固な縫合法を施したうえで，術後早期よりほぼ全可動域に及ぶ自動運動療法を行った．すな

わち術後72時間以内に（最近は，「約72時間後」に変更）指尖部と手掌の距離が5ミリとなるま

で自動屈曲を行い,PIPおよびDIP関節が完全伸展位となるまで自動伸展を行った．術後5週で

extensionblocksplintを除去，術後8週でlightgraspingを許可，術後12週でスポーツや肉体労

働を許可した．当初の術式にざらに改良を加えて治療した9指のzone2屈筋腱損傷のうち7指

が優，2指が良とoriginalStricklandcriteriaで評価され，再断裂は無かった．

演者の縫合法を説明したうえで，自動運動療法の実際を紹介する．

以上の内容をJOrthopSci(Vol.7,2002)やHandSurg(Vol.14,2009,inpress)で公表した．
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屈筋腱損傷に対する短期入院での早期自動運動療法の試み
ClincalResultofEarlyActiveMobilizationafterPrimaryFlexorTendonRepair

○亀井秀造1，山口哲彦2，長田伝重3，高井盛光3，亀田正裕3
Ⅱ倉持病院整形外科，2山口整形外科医院，3濁協医科大学整形外科教室

【目的】近年屈筋腱損傷に対して早期自動運動療法の有用性が認識きれるようになり盛んに行

われるようになってきたが，通常は約4週間の入院下に行われる．当科では平成19年より患者

に応じて短期入院での早期自動運動療法を積極的に行っている．少数ではあるが本法の治療成

績を検討したので，その試みについて報告する．

【対象と方法】対象は平成19年以降に腱縫合後早期に自動運動療法を開始し，術後3週未満に退

院した屈筋腱損傷13例,14指である．男性11例，女性2例で受傷時平均年齢は43歳であった．

受傷指は示指3指，中指4指，環指6指，小指l指であり，受傷部位はZonelが2指,Zone2が12指

だった．損傷腱はFDP腱14例FDS腱7例であり，腱縫合は吉津1法を基本とし,6-0ナイロン

による補助縫合を追加した．術翌日より，手関節中間位,MP関節30～40度屈曲位の背側シー

ネ内での自動屈曲，伸展運動療法を開始した．患者がリハビリの趣旨を理解し，実行できるよ

うになった時点で退院とした．以降は週1回の外来受診時に，シーネの装着状況，指の拘縮の

有無自動運動可動域をチェックし，注意事項を繰り返し説明した．背側シーネは術後4週間

夜間シーネはその後2週間行わせた．術後平均経過観察期間は6ヵ月であった．以上の症例に対

して，最終観察時に%TAMによる日手会評価,Strickland評価を行い，再断裂について検討

した．

【結果】術後平均入院期間は9日であった．最終観察時の日手会評価は優8指，良5指，可1指で，

Strickland評価は優7指，良6指，可1指であった．可の1例は鮮魚店で冷水下での長時間作業に

よる指拘縮が徐々に発生した症例であった．再断裂を起こした症例はなかった．

【結語】屈筋腱損傷に対する短期入院での早期自動運動療法はリハビリを理解し実行できる患

者にとっては，有効な治療法と思われた．
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4本指を同時に動かす伸展・屈曲自他動指運動による
屈筋腱損傷後の後療法

Four-FingerPassiveandActiveMotionProtocolafterFlexorTendonRepair

○青木光広'，越後歩2

1札幌第一病院整形外科，2北海道外傷センターリハビリテーション部

近年，屈筋腱断裂の治療に抗張力の優れた強固な腱縫合術が用いられている．強固な腱縫合

術の最大の利点は罹患指の運動療法を早期より導入することが可能であり，他動運動に自動指

運動を組み合わせることにより，靭帯性腱鞘や屈筋腱相互に生じる腱縫合部の癒着を回避でき

ることである．また，それに伴いPIP関節の屈曲拘縮を最小限に抑えることも可能とされてい

る．我々 は6-strand吉津法あるいはcross-stitch法で屈筋腱縫合を行っている．

我々 の用いている後療法は，基本的にKleinert変法にDuran法を組み合わせた他動指運動に，

Hexionholdを含む負荷を抑えた自動指屈曲運動を追加する方法である．その際に，手関節を

20度屈曲位,MP関節を50度屈曲位,PIPとDIP関節を伸展位とする背側スプリントを用い,4

本の指を同時に伸展・屈曲させる方法を用いている．北海道外傷センターでは，平成19年より

43例の屈筋腱断裂に対し,handtherapistが本後療法を導入している．

SilfVerskiokdらは4本指運動に伴う屈筋腱の滑動距離が単一指運動より有意に大きく，単一

指運動より好成績を示したとしている．今回我々は，4本指を同時に動かす伸展・屈曲自他動

指運動による後療法を，超音波画像を用いたcrosscorrelation解析による腱滑走の計測結果と，

腱縫合後に本後療法を実施した臨床例をあわせて供覧する．
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屈筋腱一次修復後の早期自動運動療法
EarlyMobilizationafterPrimaryFlexorTendonRepair

○牧裕，坪川 直 人 ， 成 澤 弘 子 ，森谷浩治，吉津孝衛

（財）新潟手の外科研究所

【はじめに】当科では1986年から屈筋腱一次修復の後療法に，手掌にプーリーをつけ，患指と

隣接健常指または示指から小指の全てを牽引するKleinert法の変法を用いた他動屈曲自動伸展

運動プラスDuran法を用いていたが,1992年頃より早期自動運動に移行した．これは他動屈曲

では屈筋腱はほとんど滑走せず，癒着防止には自動屈曲を行うしかないと判断したことと，腱

縫合法の改良により縫合部gap3mm以内で4kg程度の張力を得ることができ，ハンドセラピス

トのコントロール下で訓練を行えば断裂の危険性は少ないであろうと判断したことによる．今

回ビデオにて当科で現在行っている自動運動療法を紹介する．

【方法】後療法の開始は手術の翌日からとし，創部のドレッシングはできるだけ薄くする．背

側シーネは手関節屈伸O｡MP関節30～60｡屈曲位としIP関節は0.に保つ．必要あれば患指に糸

とゴムでプーリー付き牽引をかける．腱周囲の浮腫が強いはじめの1週間はactivehold中心の

自動屈曲となる．同時にDuran法に準じたPIP,DIP関節の屈曲拘縮予防やFDP,FDSの自動

での分離運動も開始する．背側スプリント内でIP関節の自動伸展が十分できるよう患指基節背

側にスポンジの模を置く．4週目から訓練室ではスプリントをはずして動かす．指最大屈曲位

での手関節の軽い屈伸運動が加わる．6週目からは自動運動で手関節伸展位での指のstretchが

始まる．他動stretchは8週以降となる．必要に応じてBunnellのwoodblockを用いたFDP,

FDSの分離運動なども6週目から開始する．力仕事は術後3カ月から許可する．現在当科では編

みこみ縫合ができた橋渡し腱移植，腱移行，末節部をアンカーシステムで補強した遊離腱移植

(standardgraft)にも早期自動運動療法を行っている．
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遊離腱移植後に早期運動を行った手指伸筋腱皮下断裂再建術の
術後腱滑走距離

PostoperativeExcursionofExtensorTendonafterReconstructionUsingFreeTendonGraft

FollowingPostoperativeEarlyControlledMobilization

○伊坪敏郎，中村恒一，内山茂晴加藤博之

信州大学医学部整形外科

【目的】伸筋腱皮下断裂再建術後の早期運動療法は一般的となっているが，縫合部の腱滑走距

離について科学的検証はなされていない．今回，演者らは前向き研究により早期運動による伸

筋腱再建術後の腱滑走距離を測定した．

【対象と方法】伸筋腱皮下断裂10例10手（平均年齢65.6歳）を対象とした．長掌筋腱を用いた

遊離腱移植術を行い，術中に移植腱の近位と遠位の縫合部をそれぞれスチール糸でマーキング

した.術後2～3日目よりdynamicsplintを装着し早期運動療法を開始した.手術直後,術後10日，

3，5，12週の時点で透視下にMP関節他動屈曲60｡,伸展0.,他動過伸展，および自動手指屈

曲位でX線撮影を行った.各撮影時においてマーカーの2点間距離を計測した．さらに定点から

マーカーまでの距離から腱滑走距離を算出した本研究は当学部倫理審査委員会の承認を得て

行った．

【結果】各撮影日の2点間距離を手術直後の同値と比較すると,術後10日:平均3.5mm短縮3週：

平均2.9mm短縮5週：平均L2mm短縮,12週：平均0.5mmの短縮であった定点からの腱滑

走距離を平均（最小-最大）値で表すと，近位マーカーは術直後:6.1（1.7-9.9)mm,術後1週：

5.9(2.6-8.8)mm,3週7.5(2.5-11.1)mm,5週8.7(4.6-12.6)mm,12週10.6(3.6-16.3)mmであっ

た.遠位マーカーは術直後:7.7(4.1-15.5)mm,術後1週:6.5(2.9-9.3)mm,3週:8.8(3.4-12.7)

mm,5週:8.9(4.6-12.4)mm,12週:11.0(4.3-17.5)mmであった．

【考察】術後10日の時点で近位，遠位マーカーの2点間距離は一旦短縮し，その後は徐々に元の

長さに戻っていた.滑走距離は術後10日で一旦短くなり，その後徐々に滑走距離が長くなって

いた.早期の運動療法では再建した伸筋腱の滑走距離は術後経過観察時において明らかに変化

していた．
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伸筋腱皮下断裂に対する腱再建術後のアウトリガー付き装具を用
いた早期運動療法-DRUJ変形症の高齢者に対する適応の実際一
EarlyMobilizationafterExtensorReconstructioninOsteoarthritisofDistalRadioulnarJoint

○笹原寛1，清重佳郎2，石垣大介2

1済生会山形済生病院リハビリテーション部，2済生会山形済生病院整形外科

【はじめに】高齢者の腱再建術後の早期運動療法は，理解力の問題からその適応に議論がある．

当院では高齢者のDRUJ変形症(OA)に起因する手指伸筋腱皮下断裂に対し，アウトリガー

付きの手関節前腕装具を装着して早期運動療法を行っているので，その成績および訓練の要点

について報告する．

【対象および方法】当院の基本プロトコールは，アウトリガー付きの手関節前腕fUnctional

braceを原則3週間装着し,handtherapistの指導により手術翌日から手指の他動伸展，自動屈

曲訓練を開始している．装具内の円滑な手指運動が可能となった時点で退院し,ADLでの障

害が消失すれば定期的外来通院を終了としている.1998年以降に本法を行ったのは14例で，男

性8例女性6例，平均年齢は72.4であった.DRUJの処置はHIA法を13例,Darrach法を1例に行っ

た．再建指は小指のみが3例，環小指が9例，中環小指が2例であり，再建法は腱移行が12例，

腱移行と腱移植の併用が2例であった．

【結果】全例で装具の装着継続可能であったが，アウトリガー内で自動伸展してしまう例や円

滑な自動屈曲運動ができない例が多く観察された．再断裂例はなく,DRUJの痛みは術後6週

までに軽快した手関節掌背屈可動域は良好に改善したが,30度以上の回外制限を3例で認めた．

最終評価時の握力は健側比62.3%,PPDはOcmが11例,lcm以内が3例であった.MP関節の伸

展拘縮を残した例はなかったが,15度以上の伸展不全の残存が7例に見られた．最終的にADL

上の支障を訴える例はなかった．

【考察】アウトリガー内での自動伸展や，円滑な手指運動の習得に時間を要するといった問題

はあるが，再断裂例はなく,MP伸展拘縮は回避され,ADL障害は認められなかった.hand

therapistの綿密な管理の下で行えば，高齢者であっても早期運動療法の適応があると考えられ

る．
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ResearchTrendsinFlexorTendonRepairandRehabilitation

StavrosThomopoulos,PhD

AssociateProfessor,DepartmentofOrthopaedics,WashingtonUniversity,St・LouiS,MO,USA

Basicscienceresearchonthebiology,repair,andrehabilitationofintrasynovialfiexortendon

imurieshasledtomajoradvancesintheclinicalmanagementoftheseinjuries.Clinically

applicableanimalmodelshavebeendevelopedtotestnoveltreatmentspriortoclinicaluse.

InitialresearcheffOrtssuccessfUllyimprovedthebiomechanicsofthesuturerepairand

reducedadhesionsduringhealingthroughpassivemotionrehabilitation.RecenttrendsfOr

fiexortendonrepairhavefOcusedonbiologicalapproachestoimprovehealing.Development

ofbiofactordeliverysystemshasallowedinvestigatorstotesttheeffectsofgrowthfactors

fbrenhancedflexortendonhealmg.Treatmentoftherepairwithgrowthfactorshasledto

improvementsintheglidingpropertiesofthetendons,andhencethefunctionofthedigit.

ApplicationofthesenewapproachestointrasynovialHexortendonrepairhasthepotential

toimprovebothtendonfUnction(byimprovingtheglidingpropertiesofthetendon)and

tendonstrength(byenhancingextracenularmatrixsynthesis)
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外傷手を再建するテクニック

一手，微小外科手技と創外固定器の併用による手の造形手術一
SurgicalTechniquefOrReconstructionofHandTrauma

-FormativeHandSurgerywithUsingMicrosurgicalTechniqueandExternalFixator-

五谷 寛之

清恵会病院大阪外傷マイクロサージヤリーセンター

（大阪市立大学整形外科）

【目的】
労災事故などに起因する重度の手部外傷は治療に難渋することは論をまたない‘特にデグロービングを

はじめとする軟部組織の重度損傷においては微小外科手術を駆使した初期治療が必要であるが，続発する

指間拘縮などをいかに予防，改善するかが機能回復のポイントとなる．

同様に，再接着指の機能向上のためには二期的再建を視野に入れた確実な初期治療と術後のリハビリ
テーションを中心とした治療計画が重要となる．特に受傷部位が関節周辺の場合には確実な関節面の再建

のみならず屈筋，伸筋腱をはじめとする軟部組織の修復も課題となる．少しでも良好な関節機能を獲得す
るためには，骨癒合が得られる前より指関節に牽引をかけながら,ROM訓練を行うことが可能な可動式
創外固定器の使用が合理的である．

演者は,CompassPIPJointHinge創外固定器（以下CPJH)やIlizarovMini創外固定器（以下IM)等を
用いて，上記外傷手の拘縮解離（第一指間）に一定の成績を得たまた，重度手外傷における欠損指の治
療にIMを用いて骨延長や指移行を行い有用であったので，これまでの経験を報告する．

【対象及び方法】
対象群は以下の3群である.1)PIPないしMP関節の牽引とROMexerciseを目的としてCPJHやIMを

装着した再接着指は13指(CPJH7指,IM6指）であり,2)第一指間拘縮解離をIMを用いて行っ
た症例は，手部血管損傷3手，デグロービング損傷5手，多発開放骨折4手の12手であった．3）指基節
骨を延長して再建した例9指,再接着指の骨欠損を骨延長で再建した例3指,示指を緩序に母指基節へ移行
した例1指であった

l)群の症例では骨折形態によっては新しいパーツを追加したIMを用いて初療時に関節形態維持を図り，
その後ワイヤーは留置してヒンジ形状に創外固定器を組み替え，関節に牽引を加えて後療法を行った．こ

の場合牽引力はCPJHに優る.2)群の症例では初めて僥側掌側2方向に指間開大可能な方法で，創外固
定器を装着することが可能となり，開大速度は0.5mmから0.75mm/日とした3)骨延長は術後7日目
より原則として開始した

延長は0.5mm/日を原則とした

【結果】

1）平均TAMは55%,日本手の外科学会の切断指機能評価新基準では平均66点であった．従来多くの
施設でPIP関節固定が選択されていたことを考えると良好であった初期に強固な固定，腱縫合が行われ
た症例では長期経過例でも効果があった．

2）観察期間は平均11か月であった．術前の僥側外転における他動母指示指間距離は41%,掌側外転に
おいては他動母指示指間距離が33％であった

術後において僥側外転における他動母指示指間距離は91%,自動榛側外転角は88%,掌側外転において
は他動母指示指間距離が92％,自動掌側外転角は81%であった

3）総延長量は15mm-35mmであった.WAFやNVIFを追加して知覚再建を行った症例もあった．
【考察及びまとめ】
黒島はかつて創外固定器による軟部組織，骨延長を主体とした外傷手の再建手術を“手の造形手術”と

名付けた．当然これら再建の前提には手の外科，微小外科手技を駆使した初期治療が必須である．一方，
手の重度外傷後に強い拘縮を起こした指間部の開大には適切な方向の牽引と軟部組織を損傷しない緩徐延
長が有効である．また,PIPをはじめとする指関節の拘縮除去やROM訓練にIMをはじめとする創外固定器
の特徴を生かした治療は効果的である．欠損指の再建にも有用で，手外傷後の様々な変形や欠損に対して
創外固定器による軟部組織，骨延長を中心とした“手の造形手術”は有効な解決手段と考える．
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TravelingFellow

Pick-upTest:AnlndicationforOpponensplasty
inPatientswithSevereCarpalTunnelSyndrome

YenChiHung,YipSiuLeung,ChanWaiLam,LeungHonBong,MakKanHing

DepartmentofOrthopaedicsandTraumatology,KwongWahHospital,HongKongSAR

Purpose

Touseapick-uptesttoassessthenarmotordeficitandresultsofopponensplasty

Methods

Eightconsecutivepatientswithidiopathicseverecarpaltunnelsyndromeandseverethenar

motordeficitwereidentified.Allwerefemaleaged39to60(mean,53)yearsandright-hand

dominant.Theseverityofthenarmotordeficitwasassessedusingthepick-uptest.Failure

topickupacoinwiththethumbandindexfingeronlyinanormalpulp-to-pulppincergrip

wasanindicationfOranopponensplasty(inadditiontoopencarpaltunnelrelease)tohasten

recoveryofthumbabduction.Treatmentoutcomewasassessedusingthepick-uptestat6,8,

andl2weeks.

Results

Preoperatively,allpatientswereunabletoperformthepick-uptest.Atpostoperative6

weeks,allpatientscouldpickupthecoinwithnodifficultyandweresatisfiedwiththeresult

ofopponensplasty.TherewasnorelapseatsubsequentfOllow-upsand

nodonor-sitemorbidityintermsofcosmesis,scarpainori㎡ection.Gripstrengthandthe

rangeofwristmotionwere63%and92%ofthenormalside,respectively.

Conclusion

Thepick-uptestisasimpleandreliablemeansofidentifyingthoseinneedofan

opponensplasty.
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CurriculumVitae

YenChiHung,M.D・

AssociateConsultant

DepartmentofOrthopaedicsandTraumatology,KwongWahHospital,HongKong

lFebruary2006-

HonoraryClinicalAssistantProfessor

FacultyofMedicine,TheUniversityofHongKong

Current

CouncilMember

HongKongSocietyfbrSurgeryoftheHand(HKSSH)2008-2010

HonoraryStaffofMedicalServicesCentresofTWGHs27August2009

FHKCOS,FellowshipofSubspecialtyinRehabnitation

FHKCOS,FellowshipoftheHongKongCollegeofOrthopaedicSurgeons

FHKAM(OrthopaedicSurgery),FellowshipofHongKongAcademyofMedicine

FRCSEd(OrthOpaedicSurgery),FellowshipofRoyalCollegeofSurgeonofEdinburgh

OrdinarymemberoftheHongKongCollegeofOrthopaedicSurgeons

MRC.S.(Ed),MembershipofRoyalCollegeofSurgeonofEdinburgh/MICBSC(HK)

MB.,B.S.,FacultyofMedicme,TheUmversityofHongKong(HKU)

Secondaryeducation:Queen'sCollege
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我々の施設における手の外科臨床研修について
HandSurgeryFellowshipTrainingatHiroshimaHandandMicrosurgeryCenter

○木森研治'，生田義和2

'土谷総合病院整形外科，2広島手の外科・微小外科研究所

広島手の外科・微小外科研究所は土谷総合病院（394床）の付属施設として1997年に開設きれ

(初代所長：津下健哉先生)，3年前に生田義和現所長に引き継がれたが，一貫してレベルの高

い手の外科診療，手の外科の教育と普及を目標として掲げてきた．このうち教育に関しては手

の外科医をめざす若い医師向けに手の外科の基本的手術手技と後療法について解説したビデオ

(日手会教育研修ビデオ全10巻）を作成するとともに，手の外科の基礎を学びたい，あるいは

手の外科の技術をより多く，深く身につけたいと希望する整形外科医，形成外科医に対して研

修指導を行ってきたこれまでの研修医数は12年間で15名（整形外科医13名，形成外科医2名）

で卒後年数は3～16年（平均9年)，研修期間はl～12ヵ月（平均4ヵ月）である．当施設での研

修目標は，特定の疾患に偏ることのない幅広い手の外科知識をもち確かな技術に裏付けされた

手の外科診療ができる医師を育てることである．研修期間は原則最低3カ月とし，手術への参

加のみではなく，外来，病棟での診察，処置も指導医とともに実践してもらう．このため宿舎

と給与を保証している．また3ヵ月以上研修を行う医師に対しては研修医の実力によっては指

導医の下，手術の執刀も許可しており，学会，研究会での発表や論文の作成も指導している．

また希望があれば他施設への短期間の見学も可能である．手の外科専門医制度が導入きれ，よ

り質の高い手の外科医が育つ基礎が整ったが，さらなるレベルアップのためには研修施設の充

実が必要なことは論を待たない．我々のこれまでの経験を踏まえ，手の外科臨床研修の必要性

や問題点，今後のあり方などについて述べていきたい．
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手の外科・マイクロサージャリー研修病院の現況と問題点
ClinicalFellowshipfOrHandandMicro-surgeryattheOgoriDaiichiGeneralHospital

土井一輝

小郡第一総合病院整形外科

【目的】本邦における専門研修病院制度確立の一助となることを目的として，小郡第一総合病

院整形外科における手の外科・マイクロサージヤリー専門医研修病院としての経緯，現況およ

び問題点について紹介する．

【過去の実績】当院においては，平成8年より，専門医研修を全国から受け入れた．同時に，外

国人研修希望者にも，厚生労働省認定の外国人医師研修制度として，受け入れを始めた．現在

までに，日本人20名，外国人21名の研修医を受け入れ，現在も日本人3名，外国人1名が研修中

である．研修医の身分，処遇は，日本人は短期研修医には研修医給与，長期研修医には当院正

式職員給与を，外国人研修医には，当院所定の研修医給与を支払っている．研修カリキュラム

は，日手会教育研修カリキュラムを参考にしているが，当院独自のカリキュラムは組んでいな

い．臨床研修を主体に行い，日本人の場合は，一定期間の見学の後に，外来，病棟，手術を担

当する．外国人は，主に手術助手として研修を行う．学会発表，英語論文発表を義務付け，最

低1編以上の英語論文を研修医は発表してきた．

【問題点と展望】日本人研修医の場合は,他大学医局からの紹介が大半を占めていたが,最近は，

医局と関連のない病院からの紹介が増している.1年研修することにより，当院での手術技術，

知識は習得でき，研修後，手の外科専門医になっている．外国人研修医は日本語が理解できな

いので，患者の診察が不可能であるが，帰国後は，手の外科分野の指導的立場を担っている．

日本人においては，臨床研修医制度が導入され，後期研修として，手の外科を選択希望者は増

加している．外国人には日本語会話能力取得後，米国のECFMGやstatelicenseのような資格

を与える制度を検討すべきである．
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(財）新潟手の外科研究所の研修システム
EdUcationSystemoftheNiigataHandSurgeryFoundation

○成澤弘子'，牧裕'，坪川直人1，吉津孝衛'，山本康行2

1（財）新潟手の外科研究所，2新潟中央病院整形外科

当研究所は故田島達也新潟大学名誉教授，当財団前理事長が戦後米国留学から帰国後に新潟の

地で始めた手の外科治療の流れを，大学退官後もこの地に残すべく1985年に設立された．1986

年1月から吉津により臨床が開始され,1987年12月から牧が加わり業務は臨床と実験研究の2本

立てとなった．臨床は新潟中央病院で行う形を取り，設立時より大学医局の研修制度に乗った

手の外科診療班の卒後7～8年前後の研修医が1名，新潟中央病院に所属して手の外科研修を行

うことになった．元々新潟中央病院の整形外科には手の外科班出身の常勤医が2～3名おり，新

潟市内で外傷を多く扱っていた1991年より新潟大学以外の医師に対し，患者を持たない，手

術助手や見学を中心とした4カ月とそれ以下の短期の2名枠の研修制度を開始した．現在当研究

所所属の5名と中央病院長の計6名の手の外科専門医と，大学医局から手の外科班所属の研修医

2名（1年交代）の8名で年間2300例の手の外科手術をこなしている．大学からの研修医への教

育は新潟大学関連病院の手の外科診療レベルを維持し地域医療に貢献することを目的としてお

り，患者を受け持ち技術指導が徹底される．新潟大学以外の研修医制度は3カ月，2人体制で続

けており，3カ月の間に400～500例の手術を見学でき，さらに外来，リハビリ訓練の見学や関

連研修施設の新潟県リウマチセンターでの手術見学，マイクロサージャリー技術の習得練習な

どが可能で，ほぼ拘束されることなく自由に時間を使うことができる．この方式は，自分で手

の外科治療を経験した人にとっては異なる施設での治療方法の実際を効率的に見学できる．こ

の他当研究所ではマイクロサージャリー技術研修コースや，医師を対象とした手の外科セミ

ナー，○Tが対象の手のリハビリテーション研修会を開催している．
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当センターにおけるHandFellowshipについて
TheHandFellowshipinOurHandCenter

大井宏之

聖隷浜松病院手の外科・マイクロサージヤリーセンター

当院では1978年から手の外科専門診療を開始し，当センターは1997年4月に設立した．設立の

頃は手の外科志望の医師は各大学からの整形外科rotatorとして派遣されれば指導をしていた．

その後徐々 にFellowの全国公募を開始し2004年4月からFellowを採用してきた.2009年10月ま

でに11名（整形8名，形成3名）の全国公募による医師を教育した当院のfellowの採用，教育，

仕事，その問題点等について報告する．A)採用箸:1)整形外科か形成外科の専門医，も

しくは同等の力量を持つことが前提．2）採用は過去の学会活動や論文，手術件数なども参考

にするが，一番は本人の手の外科診療に対する熱い意欲があるかどうかが決め手．3）期間は

基本的に1年間．同時期の研修は2名まで．4）有給．など.Ej教育・仕事等:1)肩を含

めた上肢とマイクロ手術症例を担当するのみ.形成外科医でも肩や前腕骨折等の治療も担当2）

病院の全科当直は免除．手の外科の救急につては常時対応．3）チームに別かれ手術，外来，

入院等を担当．自ら主体性をもって患者を治療．4）症例カンファランスは月～木の毎日．全

症例の術前後の提示．ハンドセラピストも参加5）1年間での担当手術件数は執刀約170件，

助手約200件.1年間でほぼ全ての分野を担当.6)1時間のレクチャー担当（年に3-4回).7)

学会発表2-3回論文1編程度.8)fellow同士での教育．ハンドセラピイ教育．セラピストか

らの指導.9)研修前後での自己評価提出．手の外科専門医申請に合わせた10症例をまとめ提出

など.Q問題点:1)医師個々の手の外科の基礎や技量が大きく違う.2)所属医局の人

事の問題．3）常時fellow確保は困難など．詳細はホームページに掲載中(http://www.

seirei.orjp/hamamatsu/hama/guide/hand/under/hand_dr-only.htm)
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形成外科系手の外科専門施設でのHandfellowship
-9年間24名を受け入れて－

HandFellowshipinHandSurgerylnstituteAdministeredbyPlasticSurgeons

○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】埼玉手の外科研究所では形成外科認定医である3名の手の外科専門医が指導に当たって

いる．手の外科手術件数は年間約1000件で，その内容は外傷，変性疾患，絞掘性神経障害，先

天異常と多彩である．また，マイクロサージャリーのトレーニングのための動物実験室を有す

る．2000年から現在まで24名の手の外科研修医を受け入れた経験から望ましいhandfellowship

について考察する．

【方法】研修医の内訳は形成外科医15名，整形外科医9名，大学医局に属するもの21名，その他

3名であった．研修期間は基本的に1年であるが，3カ月から2年まで様々であった．専門医資格

を保持していたものは整形外科6名，形成外科7名であった．

【成績】研修の主目的は，整形外科医はマイクロサージャリーを含む皮膚軟部組織再建，形成

外科医は手の外科の基礎知識や技術を学ぶことであった．大学や総合病院の形成外科では手の

外科を専門としていても前腕より中枢の疾患を治療する機会はほとんどない．一方整形外科で

は近年マイクロサージャリーの指導を行える施設が減少しているようである．

【結論】手の外科は整形外科，形成外科の知識と技量がともに必要とされる分野であり,hand

fellowshipを充実させるには整形外科系の施設ではマイクロサージャリーを用いた再接着や皮

膚軟部組織再建，形成外科系では僥骨遠位端骨折などの骨関節外傷症例を確保できるか否かが

重要なポイントになる．現在の専門医制度では認定研修施設での通算1年以上の研修期間を有

することが専門医申請資格条件となっているが，その時期については特に規定されていない．

しかし整形，形成外科の専門医取得後であればより充実した研修となる．米国のhand

fellowshipの様に1年間の専門施設での研修の時期を整形，形成外科専門医取得後に規定しては

どうか、
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EducationofaHandSurgeonintheUnitedStates

RobertM.Szabo,M.D.,MP.H.

DepartmentofOrthopaedicSurgery

UniversityofCalifbrnia,Davis,SchoolofMedicineSacramento,Ca肋rnia,USA
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AestheticReconstructionofHandUsingSmallFreeFlaps

JinsooKim,MD.,Ph.D

DepartmentofPlasticandReconstructiveSurgery

KwangmyungSungaeGeneralHospital,Seoul,Korea

Becausehandisalwaysexposedtoexternalenvironmentlikeface,notonlyfunctionalbut

alsoaestheticaspectisimportant.

Forfunctionalaspect,goodROMand2-pointdiscriminationareimportantbutpainless

coverageshouldbeemphasized.

Foraestheticaspect,prerequisitesfOridealdonorsitefOrhandreconstructionarel)good

colormatch2)textureshouldbesimilarwiththatofrecipientsite3)properthickness

dependondorsumandvolaraspect4)naturalcurvamreoffingertipafterreconstruction.

Eachanatomicareaofhandhasaspecificcharacteristics,donorsiteshouldbeselected

dependonthatofrecipientsite・Fordorsalhandreconstruction,thin,pliableandelasticfiap

whichpermitstendonglidingshouldbeselected.WhenperfOrmmgfingertipreconstruction,

durablefiapwhichcanstandpowerfUlpinchingfromrecurrentulcerationandflapwhichhas

verticalfibertopreventslipovertheobjectduringpinchingorgraspingshouldbeselected.

Greattoepulpfreefiap,secondtoepulpfreefiap,toenailfreeflap,toeplantarfreeflap,web

spacefreeflap,freeflapfromhypothenarareaofhand,freeilapfromthenararea,venous

freefiap,medialplantarfreeflapandfasciafreeflapwithskingraftarepopularflapsfOr

handreconstruction.Iwouldliketodiscussonadvantagesanddisadvantagesofthesefiaps

includingaestheticaspects.
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CurriculumVitae

JinsooKim,M.D.,Ph.D

４
月
柘
日
第
１
会
場

Education:懸

唇
一‘ず

1998-2000Ph.D.,CollegeofMedicineKoreaUniversity

1995-1997Bechelor,CollegeofMedicineChungAngUniversity.鎌韓‘…
：：鐸霧

1984-1990Haksa,degreeCollegeofMedicineChungAngUniversity.

RESIDENCY

1991-1995ResidentinPlastic&ReconstructiveSurgeryKwangMyung

SungAeGeneralHospital,Seoul

Fellowship:

1995-1996FellowshipatDepartmentofPlasticandReconstructiveSurgery,

ChungAngUniversityHospital.

2001-2002FellowshipatKleinertlnstituteofHandandMicrosurgery,Louisville,

Kentucky,USA

Licenser

1990MedicalLicenseNo.41360

1995Plastic&reconstructivesurgeryBoardLicenseNo.541

2005HandsurgeryBoardlicense

Experience

1995-Now:StaffofPlastic&ReconstructiveSurgery,KwangMyungSungAe

GeneralHospital

1998-Now:ChiefofHandandmicrosurgeryservice.

Membership:

MedicallnsuranceCommitteeChairman,KoreanSocietyofPlastic&Reconstructive

SurgeOnS

BoardExaminationCommitteeChairman,KoreanSocietyofHandSurgery

BoardMemberoftheKoreanSocietyforMicrosurgery.

-S21-



l-1-m2

Syndactyly

MichaelA.Tonkin,M.D.

DepartmentofHandSurgeryandPeripheralNerveSurgery

RoyalNorthShoreHospital

UniversityofSydney

Sydney,Australia

Syndactylyisclassifiedintosimple,complex,complete,incompleteandcomplicatedtypes.

ThereisarelatiVeskinshortageinall.

Itisnecessarytoreconstructtheweb,obtaindigitalcoverandreconstructnailfOlds.This

presentationoutlinestheprinciplesofsurgicaltechniquewhichassistinavoidingthe

complicationsofwebcreep,angulatoryandfiexiondefOrmitiesandscarfbrmation.

Amodificationofadorsalrectangularflapallowstransferofskinfromaredundantareaof

thedigittoanareaofrelativelack,avoidingtheuseofskingraftsinsimplecompleteand

simpleincompletesyndactylies.

Incomplexandcomplicatedsyndactylies,additionofskinisalwaysnecessary,usuallyvia

full-thicknessskingraftsbutoccasionallythroughlocal,regionalanddistantfiaps.

SpecificattentionisdirectedtowardsthepreventionofkeloidfOrmationfbllowingsurgery

fOrsyndactylyrelease.Theuseofprophylacticmethotrexatehasassistedinsuppressionof

keloidfOrmation.

References:

TonkinMA.Syndactyly.HandClin.2009,25:171-193

UptonJ.Managementofdisordersofseparation-syndactyly.In:HentzVR(Ed.).Thehand

andupperlimb(Part2).In:MathesSJ(Ed.).P伽"Cs"7召〃y(Vb/8ﾉ.Philadelphia:Saunders

Elsevier.2006,139-184.
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Arthrogryposis-APersonalApproachtoanlmprovementinFunction

MichaelA・Tonkin,MD.

DepartmentofHandSurgeryandPeripheralNerveSurgery

RoyalNorthShoreHospital

UniversityofSydney

Sydney,Australia

Theterm@$arthrogryposis"simplyreferstothepresenceofmultiplecongenitaljoint

contractures.Therearemanycauses,resultinginjointcontracturesalone;jointcontracturesin

associationwithvisceralanomalies;jointcontracturesinassociationwithanomaliesofthe

neurologicalsystem.

Thispresentationdealswiththecondition@@arthrogryposismultiplexcongenita"or!!amyoplasia".

Thefailureofmuscledevelopmentisprobablyaconsequenceofanteriorhorncellpathology

withresultantjointcontractures.Intelligencelevelsarenormalorabovenormal.

InitialmanagementofthejointcontractureSinvolvesphysicaltherapyandsplinting.Surgery

maybeappropriate,butonlyaftercarefUlassessmentandwithspecifictargetedoutcomes.

Thispresentationdetailspossiblesurgicalproceduresandtheirindications

AssessmentofupperandlowerlimbsisnecessarybefOreconsiderationofuPperlimbsurgery.

TheabilityOfthechildtoadaptwithtrickmanoeuvresandcompensatoryalternativesmustbe

appreciated.

Shoulderdeformityofinternalrotationandadductionrarelyrequiressurgery.Humeral

osteotomiesmayplacethelimbsinbetterpositionsbut,probably,considerationofthissurgery

isbestdelayeduntiltheoutcomeofanysurgerytothedistaljointshaveachievedaplateauof

function.

Thecommondefbrmityattheelbowisoneoffixedextension.Theaimsare:toachieveamobile

elbow;tomaintainactiveelbowextension;andtoprovideactiveelbowfiexiononlywhenthe

attempttodosoisunlikelytocompromisefunction.Thecomplicationsofover-aggressive

surgeryarelossofelbowextensionwhichcanseverelycompromiseupperlimbfunction,

particularlyimportantfbrthosewithrestrictedmovementofthelowerlimbs;andanincreasing

elbowfiexioncontracture.Posteriorelbowrelease,maintainingcontinuityoftriceps,mayprovide

asatisfactorypassiverangeofmotionifthishasnotbeenachievablethroughnon-operative

methods.AmusculotendinoustransferfbrelbowflexionisindicatedonlyiftricepsfUnctionis
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satisfactoryandifthereisanadequatemuscledonor.MypreferenceislatissimusdorsifOllowed

bypectoralismajor.Transferoftricepstobicepscompromiseselbowextensionandistobe

discouraged,althoughsomehaveattemptedtotransferthelongheadoftricepsonlywith

minimalsuccess.TheSteindlerproceduremayincreasethewristilexioncontractureandcreate

anelbowfiexioncontracture.

TheflexiondefOrmityofthewristmaybenefitfromamidcarpalclosingwedgeosteotomyon

thedorsalside.Afbrearmflexorreleasemaybenecessarybutthepoorqualityofthewristand

fingerflexorsdiminishesexpectationsofasignificantimprovementmfUnction.

Themetacarpophalangealandinterphalangealjointsmaybestiffinflexionand/orextension.An

ulnardeviationdefOrmityattheMPjointsiscommon-wind-blownhandorcoupdevent.

Surgerymayneedtoconsidershortnessoftheskinandthefascia;poorqualityofflexor

musculotendinousunits;anomaliesoforiginsandinsertionsofflexors,extensorsandintrinsics;

hypoplasiaorabsenceofextensormusculotendinousunits;subluxationofextensortendons;and

jointcontractions.

Thethumbisclaspedwithsupinationofthefirstmetacarpal,metacarpophalangealjointflexion

andinterphalangealjointhyperextensioninitsclassicfOrm.Theskinisshortmthelongitudinal

axis,perhapsalsointhefirstweb.Theshortfiexorandtheadductorareunderdeveloped.The

longflexormaybeinvolvedbutisnottheprimarydefbrmingfbrce.Absenceorhypoplasiaof

theextrinsicthumbextensorsiscommon.

Thesearegoodchildrenwithbadmusclesandbadjoints.Anysurgicalinterventionmustbe

carefUllyconsideredsuchthatcomplicationsdonotovercomethemarvellousadaptabilityofthe

childtohis/herdysfunction.

References

HallJG,ReedSD,GreeneG・Thedistalarthrogryposes.Delineationofnewentities-reviewand

nosologicdiscussion.AmJMedGenet.1982,11:185-239.

KaySPJ.TheWindblownhand.In:GuptaA,KaySPJ,SchekerLR(Eds.)T"G70”"gHg"

Ditzg"0蝿α"d"""qggwze"tqf"g[W"Ex舵"2吻加Ch"｡γe".London,Harcourt,2000:337-343.

LeungAG,WoodMB.TheThumb-claspedhand.In:GuptaA,KaySPJ,SchekerLR(Eds.)TT"e

G7'oz(ﾉ伽gHa"d.･Ditzg"osisα"aMtZ"(Zgg"22"tq〃舵助力gγE妬〃g沈絢"C〃〃γg".London,

Harcourt,2000:333-336.

MennenU,vanHeestA,EzakiMB,TonkinM,GerickeG.IFSSHcommitteereport

Arthrogryposismultiplexcongemta・SAOrthopJ.2004,3(1):36-43.

-S24-



CurriculumVitae

MichaelA.Tonkin,M､D.

ProfessionalQualification

UniversitvofSvdnevl975

BachelorofMedicine,BachelorofSurgery

４
月
幅
日
第
１
会
場

識‘錨甦､
子.a畿

鐸鼠､総モ

FellowoftheRoyalCollegeofSurgeonsl982

Edinburgh(OrthopaedicSurgery)

FellowoftheRoyalAustralasianCollegeofSurgeons

(OrthopaedicSurgery)1984

DoctorateinMedicine,UniversityofSydney l996

SurgeryforRestorationofFunctionintheHandandUpperLimb

FellowshipsinHandSurgery

PulvertaftCentreforHandSurgeryl982

Derby,UK

ChristineKleinertFellowinHandSurgeryl984-1985

Louisville.Kentuckv.USA

AdministrativeAppointments

Co-ordinator,SydneyRegistrarHandSurgeryTrainingProgramme:1990-present

Co-ordinator,MicrosurgeryTrainingLaboratory,RoyalNorthShoreHospital(HandSurgery)

NHMRCIndependentPanelofAssessors:1991-present

Delegate.AsianPacificFederationofSocietiesforSurgeryoftheHand(APFSSH),1995-present

Chairman,EducationCommittee,AustralianHandSurgerySociety(AHSS):1995-2005;2009-

present

BoardofDirectors,LincolnCentreforResearchintoBoneandJointDiseases,1998-present

Member,ResearchAdvisoryCommittee,LincolnCentreforResearchintoBoneandJointDiseases

1998-2004

Member,MedicalAdvisoryCouncil,NorthShorePrivateHospital,1998-2005,DeputyChairman,

2000-2005

VicePresident,APFSSH2000-2002

President,APFSSH,2002-2004

SecretaryGeneral-Elect,IFSSH,2004-2007

SecretaryGeneral,IFSSH,2007-2010

Executive,AustralianHandSurgerySociety(AHSS):1990-1994

President-Elect,AHSS,2004-2006.

President,AHSS,2006-2008.

ImmediatePast-President,AHSS,2008-2009.

PublicationsandResearchInterests

MorethanlO5publicationsinbooksandjournals

Majorresearchandclinicalinterestsincludecongenitalhandsurgery,brachialplexusinjuries｡

improvingupperlimbfunctionincerebralpalsy,tendonrepair,Dupuytren'sdiseaseandcorrectionof

rheumatoidhanddeformity,handsurgeryeducationandtraining.
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ScaphoidFractures-WhatHaveWeLearnedoverthePa:
TenYears？

NicholasJ.GoddardMB,FRCS

TheRoyalFreeHospitalandSchoolofMedicine,London,UK

TherehasbeenagreatevolutionmthemanagementofscaphoidfracturesoverthepastlOtol5

years.hdeed,therevolutionwasbegunbyTimHerbertbackml984whenhedevisedanew

methodoffixingscaphoidfracturesusmghisheadlesscompressionscrews.Inhissubsequent

monographentided$TheFracturedScaphoid'heemphasisedthepomtthattoteachthatover90%

ofacutescaphoidfractureswmhealwithoutcompUcationafterconservativetreatmentismsleading

ifnotdangerous.Inmy叩nonhsremainstruetohsday.

Thereisnodoubtthatnon-unionsoccurdespiteourbestmtentions.Upto90%ofproximalpole

fracturesdonotunitemcasts.TheliteratureisvariableregardingthemstanceofnonFunionm

undisplacedanddisplacedfracturesofthewaistofthescaphoid.Themoreconservativepapers

wouldputthenonFunionrateatapproximatelylO%,however,recentp曲hcationshaveshownhsto

beashighasahnost25%fbrundisplacedfractures.Fordisplacedfractures,i､e.greaterthanlnnn,

theriskofnonFunionismtheregionof50%.

WhilstplasterimmObmsationisundoubtedlysattherehasbeenagreatdebateregardingthetype

ofcase,howmanyjomtsshouldbeinⅡnobmsed,mwhatpositionandfbrhowlongThislargely

renectsthedifficultyindeterminingwhetherthefracturehasindeedunited.Castfixationis

undoubtedlytimeconsunngandmvolvessupervision丘omthecaringsurgeons.Theinnnobmsation

isprolmgedwithatleasteightweeksmplasterandconseqUentstiHilessoftheadjacentjomts.More

modernhteraturesuggeststhatnonFoperativemanagementtakeslongerbrthe丘acturestol皿te.

NonFunionofcoursehasi"conseqUences,Mackml984demonstratedthatnonFunionofthescaphoid

inevitablywentontopancarpalosteoarthritis(SLACWrist).ThiswasconfirmedbyRuby's

pubUcationml985andDuppeml994onceagaincnfirmedthatsymptomaticnon-unlonwentonto

developosteoarthritis.

Ifweconsiderthemdicationsmroperativemanagementofscaphoidfractures,TimHerbertdefined

certainabsoluteswithadisplacedwristfracture,afractureoftheproximalpoleandlate

presentationofcombmedmjmes.However,classicopenreductionandmternalfixationasdescribed

byHerbertandFisherml984hasaweUlmowncompUcationrate・ThiswasreiteratedmDias'

recentpublicationwithacomplicationrateofapproximately30%;notablysuperficialwound

infection,tenderhypertrophicscarsandalgodystrophy.However,theresultsofmernalExation
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showaquickerremntoworkaquickerreturntofUnctionafasterrateoflnnonandmdeeda

higherrate㎡unionHowever,thecompUcationsarefrequemparticmarlywithregardtoprOblems

withpotentialcalpalmstabmty.

Inl998wepubUshedapnotstudyregardmgpercutaneousfixationofacutewaistfractures.The

hracturewasreducedunder血aginemtensifiercontrolusmgaclosedmanipulationtechniqueand

positioncheckedonfluoroscOpy.Aguidewirewaspassedacrossthefracturesite,checkedanda

cannulatedscrewmsertedTheadvantageisthathswasan血加allymvasiveprocedurewithonly

asimplescar.WearenowlOyearsonhromthatoriginalpubUcationandmypersonalexperienceis

over300cases.Inthosecaseslhavebeenabletocompleteallpercutaneouslywithnoneedtoopen

theoperativetimevariesfroml3to40n血utesandwehavehadnointra"erativecomphcations.

ThepostoperativecomphcationshavebeenminimallargelyrelatedtotransientdysaesthesiaThere

havebeennosignificantotherproblemswithwaistfracturesusmgavolartechnique.

Followingourimtialpublicationtherehavebeenmanysubsequentreportsregardingearly

mterventionmscaphoidfifacturesandthesupportmgevidencewouldpomttounionratesof

approachinglOO%.Aswihnmternalfixationthetimeofumonandreturntoworkismorerapid

withpercutaneousfixationandacostudlityanalysisofoperativeversusnonoperativemanagement

concludedthattherewaspotemalsavingsofahnost$6000perpatiemandstatedthat,comparedto

castingOpenreductionandinternalfixationofacutenonFdisplacedwaist丘acturesiscostsaving

fromasocietalperSpective.

McQueenm2008pubUshedatrialofoperativeversusnonFoperativelymanagedscaphoidwaist

丘acturesconcludingthatallactivepatientswithafractureofthewaistofscaphoidshouldbeoHered

percutaneousfixation

Ibenevethatwearenowatastagewhereallpatientsshouldmdeedbeofferedsurgery.The

comphcationrateismmmal,thereisadecreasedriskofmstabmty,ahighrateofunionand,

hnportandyfbrthepatient,anearlyreturntoworkandanearlyretumtosportingactivity.
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遠位榛尺関節症に対する治療法の検討
SurgicalStrategyfOrDistalRadioulnarArthrosis

○安部幸雄， 富 永 康 弘

済生会下関総合病院整形外科

【目的】遠位僥尺関節症の病態は尺骨頭の不安定性による関節症変化にとどまらず,尺骨突き上

げ,TFCC損傷,僥骨遠位端骨折変形治癒にみられる僥骨尺側切痕の変形,関節リウマチによる

尺骨頭の融解,手関節の破壊さらに伸筋腱の皮下断裂など様々な病態を包含する.今回関節リ

ウマチを除いた遠位僥尺関節症の治療経験について報告する．

【対象･方法】2003年以降当科にて遠位僥尺関節症に対し関節形成術を行った29例を対象とした．

男性10例,女性19例,年齢は24歳～85歳,平均69歳,右15手,左14手であった.基礎疾患は僥骨遠

位端骨折変形治癒17例,尺骨突き上げ症候群6例,一次性関節症6例であった.伸筋腱皮下断裂を

11例に合併していた術式はmodifiedmatchedulnaarthroplastyl4例,僥骨矯正骨きり9例，

Sauve-Kapandji法3例,wafer法2例,尺骨短縮骨きり1例であった．

【結果】対象疾患は伸筋腱断裂にて再建を施行しているため日手会手関節機能評価基準による

一律の評価は不可能であったが全例に回内外制限の改善,瘤痛の緩和,ADL上の機能改善を得

た．

【考察】当科では高齢者で強い握力の回復が必要でない場合,Watsonのmatchedulna

arthroplastyにTFCC,ECUによる制動を加えた修正法を第一選択としている．その理由は骨

癒合を心配することなく後療法もあまり必要としないことによる.青壮年や強い握力が必要な

例では矯正骨きりによるアライメントの再建や尺骨遠位を温存できる方法を選択する．またで

きる限り関節鏡を導入し関節内軟部組織損傷にも対処している．いずれの方法も患者の満足度

は高く良好な回復が得られた．
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尺骨短縮骨切術における骨切部位とDRUJ安定化効果との関連
TheBiomechanicalEHectofDistallnterosseousMembranetoUlnarShorteningandDistal

RadioulnarJointStability

○有光小百合1，北村卓司1，森友寿夫2,RIZZOMarco',AnKai-Nan】

’メイヨークリニックバイオメカニクスラボラトリー，2大阪大学整形外科

【目的】尺骨短縮骨切り術は尺骨突き上げ症候群に有効な治療法として知られている．また尺

骨の短縮はDRUJの安定性向上にも寄与すると報告されているが，骨切部位とDRUJへの安定

化効果との関連は明らかにされていない．一方，遠位骨間膜はTFCCに次いでDRUJの安定性

に貢献しているといわれている．そこで今回，遠位骨間膜尺骨付着部の近位で短縮骨切をした

場合と遠位で短縮骨切をした場合で,DRUJ安定化効果の違いを明らかにすることを目的とし
た．

【方法】対象は新鮮屍体標本7体であったまず遠位骨間膜の尺骨への近位付着部を同定し（尺

骨頭から平均60mm)その近位で骨切後,創外固定器を用いて4mmまで1mmごとに短縮を行い，

短縮量ごとにDRUJ安定性を評価した.DRUJ安定性は，回内外中間位で尺骨を固定，僥骨に

背側・掌側方向へ20Nを負荷した時の尺骨に対する僥骨のaxial面での偏位距離を計測し，評価

を行った．次に尺骨の長さを元に戻してプレート固定し，遠位骨間膜の尺骨への近位付着部よ

り遠位で短縮骨切を行って，同様にDRUJ安定性を評価した．

【結果】遠位骨間膜尺骨付着部の近位で短縮骨切をした場合，短縮量に従ってDRUJ安定性は

向上した．短縮前の状態と比較し,わずか1mmの短縮でもDRUJの安定性は有意に向上した.(p

＜0.05）一方遠位で短縮骨切した場合,DRUJ安定性は4mm短縮を行っても短縮前と比較して

有意差は見られなかった

【考察】遠位骨間膜の尺骨への近位付着部より近位での短縮骨切術が，遠位での骨切りに比較

してわずかな短縮量でも術後DRUJの安定性を高めることが分かった．突き上げ症状に加え

DRUJの高度な不安定性を伴う症例には，遠位骨間膜の尺骨への付着部を考盧した短縮骨切り

術が推奨されると考えられた
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遠位僥尺関節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

UlnarShorteningOsteotomyfOrtheDisordersoftheDistalRadioulnarJoint

-ClinicalResultsandX-rayFindingsafterFollow-upfOrMinimum5Years-

○中尾悦宏，中村蓼吾，加藤宗一

中日病院名古屋手の外科センター

【目的】遠位僥尺関節(DRUJ)は，不安定性や亜脱臼・脱臼などの障害を時として有し，運

動時痛や前腕回内外制限を引き起こす．これらに対し尺骨短縮術を施行し5年以上経過観察を

行った症例で，臨床成績，満足度,X線所見を調査し，本法の有効性を再検討した．

【対象と方法】手関節近傍骨折の既往が無いにも関わらず尺側手関節痛や回内外制限を有し，

DRUJの障害に起因すると診断して尺骨短縮術を施行した症例のうち,5年以上経過観察した

ものを対象とした．15例17手で，徒手検査，画像検査，関節鏡所見より行った診断は,DRUJ

不安定症6手，亜脱臼･脱臼を含むDRUJ不適合6手，外傷性TFCC損傷5手であった．右7,左6,

両側2，手術時年齢は平均35歳であった．術前瘤痛は，重度3，中程度2，軽度1，無し0の評価

法で平均2.4であった．術前ulnarvariance(UV)は平均4.8mm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0.4であった，健側比可動域は，掌屈:術前85％

から術後94%へ，背屈:85から97％へ，回外:90から97％へ，回内:89から98%へ改善し，健側比握

力は65から95％へ増加した．評価時UVは平均1=2mmで3.6mm短縮されていた.11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，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8.9点であった．

【考察】尺骨短縮術は，非外傷性あるいは陳旧性TFCC損傷によるDRUJ不安定症の安定性獲得

に有効であり，またDRUJ亜脱臼など不適合な関節の適合性改善にも有効な治療法で，長期成

績は良好で患者の満足度も高かった．約半数にDRUJ近位の骨鰊形成を認めたが，愁訴を伴う

関節症に進行した症例はなかった．尺骨短縮術は長期的に良好な成績が得られる信頼できる手

術法である．
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遠位僥尺関節症に対するSauve-Kapandji法の適応と問題点
Sauv6-KapandjiProcedurefOrDistalRadio-UlnarArthritis

○小野浩史，古田和彦，藤谷良太郎，片山健

国保中央病院整形外科

【目的】遠位僥尺関節障害のうち遠位僥尺関節の変形性関節症(DRUJ-OA)に対してSauve-

Kapandji(SK)法を施行してきたので，その適応と問題点を検討する．

【方法】RA以外で,DRUJ痛とDRUJ圧迫試験陽性で単純X線やCTでDRUJ-OAを認めた40例，

男25例女15例，右22例左18例，平均52歳にSK法を行った．一次性OA17例，僥骨遠位端骨折後

の二次性OA23例である．尺骨遠位断端の安定化に1997年までの26例は方形回内筋を1998年以

降の14例はECU半切腱を用いた.RL固定・僥骨矯正骨切り・伸筋腱再建を各2例に追加した．

術前後の疾痛,ROM(回内外・掌背屈),握力，術後のCooney評価を調査した．一次性と二

次性，尺骨断端安定法別に成績を比較した．術後追跡期間は平均37月であった．

【結果】SK法全体では,DRUJ痛は改善し回内/外が術前63/66度から術後75/84度，握力が16kg

から20kgへと有意に改善したが，掌背屈は変化なかった．術後のCooney評価は平均77.2点，

優8良16可10不可6例であった．一次・三次性OA比較では術後ROM･握力に有意差はないが，

Cooney評価では一次性OA81点（不可なし),二次性OA75点（不可6例）と有意ではないが二

次性OAが劣っていた．尺骨断端安定法別ではECU例の握力が術後92%と方形回内筋例の69%

より有意に改善した．不可例は二次性OAで尺骨断端不安定なため握力低下が著しい例であっ

た．

【考察】DRUJ-OAによる瘤痛・回内外制限・握力低下にSK法は有効である．二次性OAで

DRUJ障害に僥骨手根・手根中央関節の障害を伴えば,SK法ではDRUJ障害による回内外は改

善するが他関節由来の障害は改善せず，障害部位の病態に応じた治療法（部分固定・矯正骨切

りなど）の追加が必要である．尺骨断端の不安定性には,ECU半切腱による制動で良好な成

績が得られている．
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遠位嶢尺関節障害に対するSauve-Kapandji法
-尺骨近位断端部に対する制動群と非制動群の比較一
Sauve-Kapandji'sProcedurefOrtheDistalRadioUlnarJointDisorders

-ComparisonbetweenTwoDiHerentProcedures-

○澤泉卓哉1，南野光彦2，堀口元'，佐竹美彦'，伊藤博元』

］日本医科大学整形外科，2日本医科大学武蔵小杉病院

【はじめに】遠位僥尺関節障害に対するSauve-Kapandji'sprocedure法は可動域の改善や手関節

痛の除痛に極めて有効な手術法であるが尺骨近位断端部痛(stumppain)が残存することがあ

る．演者らはstumpを制動しなかった群(A群）と制動した群(B群）のstumppainの発現と

X線上の変化を調査し,stumppainの原因について考察した．

【対象と方法】対象は68例70手で，そのうちA群は28例28手（男性9例，女性19例),B群は40例

42手（男性15例，女性25例）で，治療成績評価法は，井上のclinicalevaluationscoringのpain

の項目をwristpainとstumppainに分けて4項目とした．最終調査時のX線像でulnardistance,

ulnargap,及び安静時と最大握力時のinterosseousdistance,dorsopalmardistanceを測定した．

【結果】両群間の性差,年齢追跡期間に有意差はなかった．治療成績はA群が優17手，良6手，

可5手,B群は優33手，良9手であった.4項目のうちstumppainのみ有意にB群が優っており，

回旋可動域，握力,wristpainは両群間に有意差はなかった.X線パラメーターは全項目とも

両群間で有意差はなく，安静時と最大握力時でも有意差はなかった

【考察】Darrach法は，術後にstumpの僥側偏位が生じ，握力時にはそれが増加することが瘻痛

の一因であることが知られている．しかし今回おこなったSauve-Kapandji法に対する制動群と

非制動群との比較では,X線上のパラメーターいずれも両群間に有意差がなく，握力時にも変

化しないのに関わらずsmmppainの発現に差があったことから,sturnpの制動は不安定性を制

御する効果はあるものの，偏位や背側転位を矯正する効果はないこと，すなわちstumppamの

原因は,stumpの僥側や背側への偏位などの静的要因によるのではなく，動的要因によること

が示唆された．
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変形性遠位榛尺関節症に対するSauve-Kapandji法の臨床成績
ClinicalResultsofSauv6-KapandjiProcedurefOrOsteoarthritisoftheDistalRadioulnarJoint

○湯川昌広，岩崎弘英，鈴木雅博，藤

弘前大学大学院医学研究科整形外科学

折
ロ

【目的】変形性遠位僥尺関節症による疾痛や伸筋腱断裂に対しては,Sauve-Kapandji法（以下

S-K法）が一般的に行われる．今回我々は，当科で施行したS-K法の臨床成績について追跡調

査し報告する．

【症例，方法】当科におけるS-K法は，尺骨頭はscrewl本とK-wirel本が入る分だけのなるべ

く短くし，断端の制動法としては掌側へ落ち込んだ尺側手根伸筋を背側へ移動させるのみとし

てきた．症例は，1994年以降にS-K法を施行し，術後1年以上のfOllow-upが可能であった41例

43手（男18例，女23例)．手術時平均年齢63.4歳（46-83歳)，平均fbllow-up期間は3.7年(1.0~

14.8年）であった.S-K法の治療成績の評価には，井上らの評価法に尺骨断端部痛の項目を加

えたものを使用した．し線学的検討として，骨癒合の有無radioulnardistance(RUD),

dorso-palmardistance(DPD),ulnardistance(UD),ulnargap(UG)を計測した.ADL調

査としてQuickDASH(JSSHversion)を使用した

【結果】最終経過観察時の臨床成績は,excellent35手,good8手と良好であった.Quick

DASHは平均20.2だったが，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．

し線評価では，偽関節例はなく,RUD:6.5±3.1mm,DPD:0.8±2.0mm,UD:19.2±6.1mm,

UG:9.3±1.7mmとおおよそ緒家らの報告と同様であった．

【考察】当科におけるS-K法の成績を追跡調査したところ,Quick-DASHでは高値の症例を認め

たものの，手関節由来の症状は少なく，高齢者が多いことが原因と思われた.S-K法により優

れた除痛効果と機能回復が得られ，本症例では尺骨断端痛を訴える例はいなかった．
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DisordersoftheDistaIRadioulnarJoint

RobertMSzabo,MD.,M.P.H.

DepartmentofOrthopaedicSurgery

UniversityofCalifOrma,Davis,USA

ThedistalradioulnarjOint(DRUJ)isacomplexandimportantconstituentofthewrist,

providingseveralkeyfunctionstothearticulationbetweenfOrearmandhand.Managementof

theDRUJremainsachallengingprobleminbothtraumaticandreconstructivesurgeryofthe

wrist.Thebestsurgicalproceduresfbrfailednonoperativetreatmentoffracturesandsofttissue

injuriesthatdisrupttheDRUJarecontroversial.Inordertoaddressthepathologicaldisorders

thatafecttheDRUJandoptionsfOrtreatmentitisimportanttounderstandtheanatomyand

biomechanicsofthejoint.

ThebonyanatomyoftheDRUJhasbeenwendefined.Thesigmoidnotchofthedistalradius

isconcaveandsemicylindricalwiththreedistinctmargins:asharpdorsalmargin,asmoother

volarmarginandadistalmarginwhichisthejunctionbetweenthelunatefacetandthesigmoid

notch・Theopposedulnarheadisalsosemicylindricalbuthasasmallerradiusofcurvaturethan

thesigmoidnotch.Becauseofthemismatchinradii,thereissome"play"inherentmthenormal

joint.Withtheforearminneutralrotation,itispossibletotranslatetheulnarhead

approximately3mmdorsaland5mmpalmaragainstthestabilizedradius.Thebiomechanicsof

theDRUJhavebeenstudiedindetailbutthestabilizingforcesandchangesthatoccur

pathologicallyremaincontroversial.

AwidevarietyofconditionscanaHecttheDRUJ.Mostcanbeclassifiedintooneofthree

categories:impaction,instabilityorincongruity.Undertheheadingofimpaction,several

disorderscanbeconsideredcollectively,allcharacterizedbyulnar-sidedwristpain,usually

worsewithulnardeviationorresistedfbrearmrotationwithappliedaxialload・Instabilityofthe

DRUJmaybeacuteorchronicandmayrelatetobonychangesorfracturesorsofttissue

injuries,particularlytheTFCC,orboth.IncongruityoftheDRUJmayresultfromavarietyof

arthriticconditions.Osteoarthritisisusuallypost-traumaticbutisoccasiOnallyprimary.Theend

resultisthesame.TheDRUJbecomespainfulandthereisprogressivelossofmotionofthe

wristandfbrearmanddecreasedgripstrength.

ClinicalevaluationofanyofthedisordersafectingtheDRUJshouldbeginwithadetailed,

accuratehistory.TherearemanyothertechniquesfOrevaluationtheDRUJ・CTscansareusefill

fOrevaluatingDRUJsubluxationanddislocation.MRIwithcontrastisthebestfOrevaluatingthe
softtissues.

TreatmentfOranydisorderoftheDRUJshouldbetailoredtothespecificlesion.Inthesetting

ofan"ulnarpluJvariantandulnocarpalimpactionsyndrome,theulnarcolumnofthewrist

mustbeunloaded.Manyprocedureshavebeendescribedintheliteraturethataimtorestore

radioulnarstabilityviaso仕tissuereconstructions.InstabilityandtearsoftheTFCCrequire

specialtreatment.IncongruityoftheDRUJusuallyrequireseitheraresectionarthroplasty,the

Sauve-Kapandjiprocedureoradistalulnaarthroplasty.TreatmentmustbeindividualizedfOr

eachpatient.
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手指掌側末節軟部組織再建に勧める背側拡大型指動脈皮弁
FingerTipReconstructionwithDorsallyExtendedDigitallslandFlap

○岩澤幹直，川村達哉，柴将人，永井史緒

長野赤十字病院形成外科

指末節軟部組織欠損を修復する手段として多くの皮弁が報告されているが，そのなかで指動脈

皮弁は知覚があり，角化を有する皮層を持つことから有用な皮弁の一つである．しかし一本の

指動脈神経を茎とし，順行性に伸展させる特性上その移動距離には制限があり,1cm程度の前

進が無理ないように思われる．過剰な伸展は，爪変形知覚障害指拘縮などを残す場合もあ

る．我々は無理なく被覆範囲を拡大するため背側拡大型指動脈皮弁を工夫しているので報告す

る．

【症例】指末節組軟部組織欠損20例22指である．20才から76才の男性14例女性4例．欠損創の

大きさは，指長軸方向で長さは1から3cm,幅は平均1,5cmであった．

【方法】全例で，手術は指ブロックと局所麻酔下に施行した．島状指動脈皮弁の遠位部から末

節部背側へ巾lcm長さ2-3cmの指背側組織を，指動脈背側枝含むよう伸筋腱膜上で挙上し指動

脈皮弁と連合きせ，背側拡大型指動脈皮弁として挙上する．皮弁はV-Y形成で平均lcm前進さ

せ，拡大した2cm程分，被覆する距離を延長できる．

【結果】長さはlから3cm欠損創の修復が可能であった．屈曲拘縮を残した例はなく,TAMは

140度から260度高齢の2例でcoldintorelanceを残した．長軸でlcm長ざの横切断創で一期

的に指尖形成可能であった．ほとんどの例でS-WTestは6であった．

【まとめ】指動脈皮弁は1-2cmまで前進可能と報告されるが,過度な移動は後遺症の原因になる．

我々の背側拡大型指動脈皮弁は，皮弁そのもの移動をlcmほどであるが，指動脈からの背側穿

通枝を含めた指背部の皮膚を含める事で，長軸で1から3cmの長さの欠損創を修復でき，また

横切断では一期的に指尖を形成する事も可能であった．指末節軟部組織修復には低侵襲で有用

である．
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片側神経血管柄島状掌側前進皮弁(掌側flagflap)による指尖部再建
FingertipReconstructionusingDirect-nowHomodigitalNeurovascularlslandFlap

○柏英雄1，加藤秀輝1，佐竹寛史2，菊地憲明2

】日本海総合病院形成外科，2山形大学医学部整形外科

【目的】指尖損傷に対する治療には数多くの方法がある.特に再接着が不可能で末節骨が露出し

た場合にどのような方法を選択するのかが問題となる.今回われわれは植皮を併用した片側

神経血管柄島状掌側前進皮弁による再建を行い良好な成績を得たのでその術式を紹介し考察を

加えて報告する．

【対象と方法】患指に側正中切開を加え片側の神経血管束を軸にして矩形皮弁（3×2cm)を挙

上する.反対側の神経血管束は温存する.皮島が楽な緊張で皮膚欠損部に移動できるまで神経

血管束を近位方向に剥離する．指の基部まで剥離すればおおむね15mmほどの前進が得られる．

指尖部の欠損の状態に応じて以下の3つの方法を適宜選択した.1)単純な前進皮弁十植皮2)

爪床欠損を伴う場合には背側にcompositegraftを併用3)掌側の皮層欠損が大きい場合には

側方に矩形皮弁を拡大し前進回転皮弁とする．対象は2007年7月から2009年10月に当科にて手

術を行った男性12例・女性3例の15例16指である.手術時年齢は20～72歳（平均48歳),罹患指

は母指がl例,示指が4例,中指が7例,環指が3例,小指1例.2例に部分壊死を生じたが保存的治療

にて上皮化した術後の追跡調査期間は1～29ヶ月（平均13ヶ月）である.手術は全例腋窩ブロッ

ク麻酔で行った．

【結論】指尖部再建に広く用いられている方法に逆行性指動脈皮弁があるが,本法と比較し指動

脈が1本犠牲になり，そのため,寒冷不耐が生じる可能性があること,術後に皮弁がうっ血傾向

になる欠点がある,本法は指動脈の犠牲もなく，また本法により軟部組織にも余裕のある指尖

部が再建された術後嬢痕も側正中線と指皮線に平行なラインだけなので目立たなかった．
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Stage3キーンベック病にたいする血管柄付き骨移植術に有頭骨短
縮合併手術の術後10年の成績一有頭骨短縮は必要だったか？

A10Year-Follow-upStudyofPatientswithStage3-KienbockDiseaseHavingbeenTreatedby

VascularizedBoneGraftCombinedwithCapitateShortening

○柿木良介1，池口良輔2，松本泰－3，伊藤宣2，中村孝志］

'京都大学医学部整形外科、リハビリテーション部，2京都大学医学部整形外科，

3倉敷中央病院整形外科

【目的】Stage3キーンベック病に対して行った,血管柄付き骨移植と有頭骨短縮手術施行群(CS

群）の術後平均2年経過時と10年経過時の成績及び，血管柄付き骨移植に仮舟状骨有頭骨固定

施行群(TSC群）の術後平均2年時と6年時の成績を比較検討し，有頭骨短縮術の治療上の有効

性について検討する．

【方法】対象はCS群では術後平均10年3ヶ月経過観察された5名,TSC群では術後平均6年3ヶ月

経過観察きれた6名である．各群とも最終診察時と術後2年時の手関節可動域，握力,modified

Mayowristscore,CHR(Carpalheightratio),Stahlisindexを比較検討した.CS群：有頭骨

を手根中央関節よりlcm末梢で約2mm短縮し，有頭有鈎骨間をK-wireで固定した．さらに月

状骨に血管柄付き骨移植を施行した.TSC群：月状骨に上記血管柄付き骨移植を施行し，その

後3-4ケ月間K-wireにて仮舟状有頭骨間固定をした

【成績】握力及びMayowristscoreに関しては,両群とも時間経過とともに良好な回復を示した．

手関節掌背屈可動域に関して,TSC群は時間経過とともに順調に回復していたが,CS群では

10年時の可動域は，2年時より低下していた.CS群のCHRは10年時で2年時より有意に低下し

ていたが,Stahl'sindexでは変化がなかった.TSC群のCHRは時間経過とともに軽度低下し，

Stahlisindexは有意に低下していた．

【結論】血管柄付き骨移植に有頭骨短縮の合併手術は,キーンベック病の初回手術例にはやめた．
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Radialapproachを用いた手根管解放術の解剖学検討と臨床応用
RadialApproachtoCarpalTunnelRelease:AnatomicalStudyandClinicalApplications

○岡田充弘',TsaiTsu_min2

1大阪市立大学整形外科学,2ChristineMKleinertlnstitutefOrHandandMicrosurgery

【目的】Weberらに報告された手根管症候群に対するradialapproachは，従来の手根管解放術

に用いられる手掌部への切開を必要としない．これにより従来の手根管解放術で危‘|具される合

併症の発生を抑えることができる可能性がある．今回,radialapproachの安全性について解剖

学的検討を行い，その我々の臨床応用と結果を報告する．

【方法】解剖学的検討は,freshcadavar20体を用いradialapproachと正中神経のpalmar

cutaneousbranchとmotorbranchの位置関係を調べた．臨床学的検討は,radialapproachを用

いた1皮切のみで治療した88手である．症例の内訳は，母指CM関節症に手根管症候群を合併

した39手，僥側掌側ガングリオンに手根管症候群を合併した9手，僥骨遠位端骨折に手根管症

候群を合併した40手である．

【結果】解剖学的検討からradialapproachにより正中神経のpalmarcutaneousbranchとmotor

branchが損傷きれる可能性はほぼないことが示された．臨床例の92%に手根管症候群の症状

の完全消失を認めた．合併症としては,1手にpalmarcutaneousbranchに損傷を認めた．

【考察】radialapproachは解剖学的検討から安全であることが示された．通常2皮切を用い治療

されることが多い疾患を，我々 はradialapproachを用い1皮切のみで同時に治療し良好な結果

を得たradialapproachにより,2皮切用いることによる合併症の発生の抑えることができる

可能性があると考える．
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鏡視下手根管開放術と小皮切手根管開放術
EndoscopicandMini-OpenCarpalTunnelReleasefOrCarpalTunnelSyndrome

○大谷和裕1.2,冨山貴司2，頭司敏史2，福田寛二1，浜西千秋2

Ⅱ近畿大学医学部リハビリテーション医学科，2近畿大学医学部整形外科

【目的】当院では手根管症候群に対し1995年よりChow変法による鏡視下手根管開放術(ECTR)

を行うようになった．2000年より小皮切による手根管開放術を行うようになり，現在では腱移

行術や滑膜切除術を行わない症例はすべて小皮切の開放術を行っている．当院でのECTRと小

皮切法の比較検討を行った．

【対象および方法】当院で施行したECTRは58例で，小皮切法は112例であった両者ともに短

期入院で局所麻酔下に手術を施行した術後成績（自覚症状，握力)，再発，再手術，合併症

について検討した．

【成績】手術時間はECTRで37分，小皮切法で25分であった．術後知覚障害は両群ともに90%

以上の症例で消失し,ECTR6例，小皮切法4例で回復不良であった．握力はECTRでは術前の

146%まで改善したのに対し小皮切法では137%であった．再発はECTRで2例に認め，小皮切

法では認めなかった．合併症はECTRでは不全切離4例，神経損傷3例に認め，小皮切では創治

癒遷延2例，掌側枝の癒着1例に認めた.ECTRでは不全切離と再発の4例と神経損傷2例に神経

剥離術を施行した．小皮切法では母指球筋麻痒の回復不良例に母指対立再建術と掌側枝損傷例

に掌側枝剥離術を行った

【考察】ECTRは小侵襲で術後の瘤痛も軽度で復職も早期である．知覚障害，握力の回復に関

しては両者に差は認めなかった.ECTRでは再手術を要する合併症を経験した．いずれも内視

鏡の挿入位置の不良や長時間の手術操作が問題と考えられた．当院では手術方法を提示した際

に，患者は小皮切法を選択する場合が多い．経験すべき手術方法には違いないが合併症の発生

を考慮すると若手医師にとっては直視下手術を習得した上で行うべきである．当院では手根管

症候群に対する手術方法のオプションとして準備はしているが，小皮切法を行うことが多いの

が現状である．
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小皮切手根管開放術の推薦
OpenCarpalTunnelReleasewithaShortPalmarlncison

○池田和夫'，納村直希'，多田薫2

'金沢医療センター整形外科，2金沢大学医学部整形外科

【目的】やめた手術は奥津法(ECTR)で，薦める手術は小皮切の手根管開放術(OCTR)で

ある．その経緯について言及する．

【方法】奥津法(ECTR)で1992年から1999年で,56例に行った小皮切の手根管開放術

(New-OCTR)は2007年から2009年で30例に行った.ECTRの合併症に対して治療を行ったの

は8例あり，自験例はl例含まれていた.New-OCTRでは，手掌部に2cmの縦皮切を入れ，特

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

の屈筋支帯を直視下に切離した手掌部痛の評価のために，術後10日目,1,2,3か月目で手掌

部の屈筋支帯直上を直径12mmの円板を付けたPullScale(今田工業）で圧迫し，瘻痛を訴え

る圧痛閾値(N)を計測した．ChowのECTRの症例と比較検討した．

【成績】ECTRの合併症の内訳は,正中神経損傷が5例あり,そのうち切断していた症例が3例あっ

た.Guyon管にカニューラを挿入したと思われる尺骨神経障害がl例あり，浅掌動脈弓損傷がl

例,浅指屈筋腱の部分損傷がl例あった．手掌部痛はOCTRでは,順に12±5.9,16±6.9,21±8.1,

27±5.8(N)と瘤痛閾値は高くなり，回復していく経過が明らかとなった.ChowのECTRでは，

順に28±2.4,30±0.0,30±0.0,30±0.0(N)であったNew-OCTRでは，術後10日から30N

以上であった

【結論】ECTRには，合併症の危険性が伴う．直視下に見て切れる安全なOCTRにもどして，

手術のストレスが減った．問題となる手掌部痛も,New-OCTRであれば,ChowのECTRに匹

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

て展開したからと考えた.New-OCTRは，正中神経を直視下に開放でき，内視鏡のモニター

などの準備も不要であり，有用な方法と考えた
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内視鏡神経所見に基づいた肘部管症候群の内視鏡手術
EndoscopicNerveFindingsasaBasisfOrOperativeProceduresintheTreatmentofCubital

TunnelSyndrome

○吉田綾1，奥津一郎2，浜中一輝2，森本修平3

'取手北相馬保健医療センター医師会病院整形外科，2おくつ整形外科クリニック，

3日本赤十字社医療センター骨関節外科

【はじめに】肘部管症候群で尺骨神経が絞拒きれる部位は肘部管を中心に複数存在するとされ

ているが，その全てで絞拒きれているわけではない．電気生理学的診断技術の向上により絞拒

部位の特定は可能であるが，同部のみ絞拒を解除しても二次的に新たな絞拒が発生する可能性

もある．そのため尺骨神経を広く展開する術式が行われている．われわれは1995年より絞拒部

位を同定・解除し，除圧を確認するという手術目的を達成できる,USEsystemを用いた内視

鏡による低侵襲手術を行っているので，術式の考え方と手術成績について述べる．

【対象と方法】肘部管症候群172肘151症例に対して，局所麻酔下に外来日帰り手術を行った

空気止血帯は用いず，肘部管部の小皮切からOsborne靭帯を直視下に切雛，神経を展開し，内

視鏡で末梢方向の神経を観察して神経束間血流が確認不能な部位に一致する軟部組織を鏡視下

に切離した．神経束間血流の再開と新たな絞拒が出現していないことを確認し，中枢方向にも

同様の手技を行った．肘の固定は行わず，患肢は自由に使用させた．

【結果】平均追跡期間は15ケ月であった．臨床症状改善率はしびれ感82%,痛覚90%,触覚

86％，小指外転筋筋力78％，第一背側骨間筋筋力77％であった.McGowan分類では術前I:11

肘,II:84肘,III:77肘が術後正常:76肘，以下順に16肘,48肘,32肘となった経過観察期

間中に再発例はなかった．合併症として後出血による再診が2肘あった．

【考察】内視鏡を用いた本術式は，従来の手術法と比較して手術侵襲が軽く結果も遜色ないこ

とが明らかになった．病変に応じた神経の絞拒解除が可能なため不要な健常組織を損傷せず，

また神経の全周性剥離や移動を行わないため，術後の固定が不要なことも優れている．
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腕神経叢損傷に対する拡散強調MRI評価の

試み

Diffusion-weighedMREvaluationfOrBrachial

Plexuslnjury

'千葉大学大学院整形外科学，2城束社会保険病院

整形外科，3金沢病院整形外科，4千葉大学大学院

環境生命医学

○國吉一樹1,斉藤忍2,高橋仁3,

国司俊一'，鈴木崇根4

【目的】近年，腕神経叢に対する拡散強調MRI診

断がTakaharaら，沖永らにより報告されてきて

いる．我々は2006年より神経根部より末梢での病

変を捉える目的で本法を行ってきたのでその有用

性につき報告する．

【方法】対象は腕神経叢損傷症例8例である．全例

男性で平均年齢34歳(18-64).麻痒の程度は全

例において初診時に少なくとも最重症領域では

MMTO,EMGでもESであった．撮影時期は受傷

後平均1.8ケ月（0.5‐3）で，機器はPhilips社製

Achieva1.5TNovaDual,表面コイルには

SENSENV16chを用いた撮像法はSENSE

factor2,FOV400mm,slice厚4mm,gap

-lmm,bfactorlOOO,Matrixl60×128,

TR3082/TE66/TI170とし,STIRにて脂肪抑制

を行っている.手術治療を行ったのは8例中5例で，

5例については術中所見との相関を，保存治療を

行った3例についてはMR所見と麻痒の回復の有

無と程度を検討した．

【結果】手術例では引き抜き損傷を全例にtotalで

14根に認め，術前MRIではこのうち12根において

根の消失を認め術前診断可能であった節後損傷

も全例に種々の部位に認められ,MRIでもcord

level程度までの広範な輝度の上昇として捉えら

れたが部位の特定は困難であった．保存例におい

ては3例ともMR診断で断裂病変なしと判断され

たが，全例で受傷後5ヶ月前後より回復が認めら

れ，最終的にMMT2-4まで回復した．

【考察】従来法では評価の困難だった神経根部よ

り末梢での病変については連続性の有無の判断と

手術に踏み切るタイミングに苦盧する場合も少な

くなかった本法では病変の連続性自体は感度・

特異度とも高いと考えられ，可及的早期手術もし

くは待機いずれにしてもより積極性を持つ根拠に

なり得ると考えられた．

l-2-2

腋窩神経単独麻揮の診断におけるピット
ホール

PitfallsinDiagnosisoflsolatedAxillaryNerve

Palsy

小郡第一総合病院

○藤原祐樹，土井

星野秀士，坂本

－輝，服部泰典，

相哲

【目的】腕神経損傷の鑑別診断に必要な腋窩神経

単独損傷では，教科書，文献上，肩外転運動が障

害され神経修復が必要であるとする一方，肩外転

機能は障害されないこともあるとの記載も散見さ

れる．腋窩神経単独麻痒での肩外転機能障害の検

証を行うため，自験例の分析を行い腋窩神経単独

麻痒の診断について考察を行ったので報告する．

【対象と方法】当院で過去10年間に診療を行った

腋窩神経損傷22例中，三角筋筋電図によって腋窩

神経麻輝非回復と診断したもののうち，腕神経叢

部損傷例，関節拘縮残存例を除外した6例である．

年齢は21～43歳（平均32歳)，全員男性であった

受傷から肩関節機能評価までの期間は113～605日

(平均343日）であった受傷当時，合併していた

麻痒は肩甲上神経3例，僥骨神経2例筋皮神経1

例（重複あり）であり，評価時，腋窩神経麻痒以

外は完全回復していた

【結果】肩関節の自動可動域は肘伸展位，上腕外

旋位（いわゆるthumbup)での外転180.でほぼ

正常域であったが，上腕内旋位（いわゆるthumb

down)での外転は制限され，特に肘屈曲位で手

を腸骨にもっていく，いわゆるスーパーモデル

ポーズは全例不可能であった．90度外転位での肩

外転筋力は,1例のKIN-COMでの定量では外転は

健側の50％であった．

【考察】腋窩神経単独麻痒では，外旋位での肩外

転自動可動域は正常であった．日常診療で肩外転

機能のみで腋窩神経麻痒の有無を判断すると誤診

の可能性がある．Kapandjiによる肩外転第1相に

働く,Primarymoverは鰊上筋，三角筋と上腕二

頭筋であるが，腋窩神経単独麻揮の場合は，鰊上

筋および上腕二頭筋の代償機能により，肩外転自

体は可能である.上腕内旋位での肩外転特にスー

パーモデルポーズの可否が腋窩神経単独麻揮の診

断には有用である．
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上位型(C5～7型）腕神経叢損傷における

長胸神経再建の必要性

NerveTransfertoLongThoracicNervefOrUp-

perTypeBrachialPlexuslnjury

'小郡第一総合病院整形外科，2東京医科歯科大学

整形外科

○山田哲也'’2，土井一輝l,服部泰典』，

星野秀士l,坂本相哲］

【目的】私たちは，上位型腕神経叢損傷，特にC5

~7Zonel損傷において，前鋸筋麻痒の有無が術

後肩機能成績に大きく影響することを報告し，長

胸神経修復術の併用を可及的に行ってきた今回

長胸神経を再建したC5～7Zonel損傷の術後成績

を調査し，長胸神経再建の意義について述べる．

【方法】1996年から2008年までに当院で手術を行っ

たC5～7Zonel損傷は47例であった．このうち，

肩機能再建として副神経・肩甲上神経交叉縫合術

に長胸神経修復術を併用した症例（以下,修復群）

と副神経・肩甲上神経交叉縫合術のみ行った症例

(以下非修復群）で術後2年以上経過したもの各群

5例，計10例を対象とした．全例男性で年齢は13

～53歳（平均30歳)，受傷から手術までの期間は2

～Ⅱケ月（平均4.9ケ月）であった長胸神経の

修復方法は，肋間神経交叉縫合術2例，副神経交

叉縫合術2例，横隔神経交叉縫合術l例であった．

腋窩神経は修復していない．

【結果】術後平均可動域は修復群屈曲66°外転81°

(40｡～150｡)外旋20.で非修復群屈曲28.外転32。

(20｡～60｡）外旋-20.であった．外転可動域で両

群間に有意差を認めた

【考察および結論】C5～7型損傷における肩再建

では,1.肩甲上神経,2.腋窩神経の修復の必要性

は報告されているが，長胸神経の重要性を強調す

る報告は少ない．前鋸筋が完全麻痒し，肩甲骨の

安定性と外旋・外転機能が障害されるC5～7型麻

痒においては,長胸神経を修復することによって，

外転機能が改善することが確認できた．移行する

ドナー運動神経が限定されるC5～7型麻痒におい

ては，長胸神経修復は，腋窩神経より優位性をも

つことを強調したい．

1-2-4

胸郭出口症候群に対する前方アプローチ

による神経剥離術の成績

ResultsofNeurolysisusingAnteriorApproach

fOrThoracicOutletSyndrome

長野市民病院

○松田智，野村博紀

【目的】胸郭出口症候群（以下TOS)に対する神

経剥離と第1肋骨切除術は,Roo法が良く知られ

ている．しかし，術中に上肢の挙上をするため，

鎖骨が腕神経叢を圧迫することが避けられず，術

後の神経症状の悪化が認められることがある．ま

た,TOSの患者の中には，痛みから患側の肩関

節の拘縮を合併している例が多く，術中の上肢挙

上が困難である．われわれは，鎖骨上および鎖骨

下のアプローチを適宜選択し，腕神経叢の剥離を

施行しており，その成績について述べる．

【症例および方法】1997年から2009年までに当院

でTOSと診断され，手術を施行した症例は男性9

例女性6例，全15例である.1例は大胸筋が原因と

思われ，大胸筋部分切離を施行した．他の14例は

第1肋骨切除を施行した．これらについて，術前

後の肩関節可動域，握力，ピンチカ,visual

analogscale(以下VAS),quickDASHを用いて

比較検討した．統計解析はt検定を用いた．

【成績】肩関節拘縮の合併は15例中6例であり，肩

挙上は術前平均68.3°が術後150.と有意に改善し

た握力（健側比）は術前平均51.3％が77.2％に，

ピンチカ（健側比）は術前平均56.8％が73.4％に，

VASは術後平均2.75に,quickDASHの機能障害

は術前平均466が5.2となり，瘻痛は術前平均52.8

が5.6と皆有意に改善した．合併症としては，術

後麻痒の進行した症例は無く，ほとんどの例に限

局的な血胸が見られたが自然に吸収された．他に

鎖骨下静脈損傷を1例に認めたが，術中出血は自

己血の範囲内に収まり，輸血はしていない．

【結論】胸郭出口症候群に対する前方進入による

腕神経叢剥離は，血管損傷に気をつければ安全で

視野の良い手術であり，術後の麻痒の進行が避け

られ，肩関節拘縮の合併症例にも対応しやすいも

のと思われた．
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神経束反転法による指神経再建および応

用

FascicularTurnoverFlapfOrDigitalNerveRe-

constructionandClinicalApplication

東京大学医学部形成外科・美容外科

○山本匠，光嶋勲，成島三長，

三原誠，内田源太郎

【目的】指外傷で指神経が損傷され知覚障害によ

り大きく生活の質が損なわれる．長い神経欠損で

は神経移植・人工神経管などで再建されるが，ド

ナー神経・人工物を使用するなどの問題がある．

我々は超微小外科技術と神経幹微小解剖を踏ま

え，豊富な血行を持つ神経束を反転し神経欠損を

修復する新たな術式，神経束反転法を開発した

指神経再建例を中心に，遊離血管柄付き神経移植

との併用法などを提示し本法の有用性を示す．

【方法】手指外傷後に0-10カ月知覚障害を有する5

例の指神経欠損症例において神経束反転法で神経

再建を行い，術後の神経回復を評価した．正中神

経損傷例で遊離血管柄付き神経移植との併用によ

り再建を行った．

【結果】指神経欠損における欠損長は10-30mmで，

全例局所麻酔下に手術を施行し，神経束は近位端

および遠位端から反転した．指神経再建術後の知

覚神経は，術後6-16カ月のフオローアツプでSW

3.22-3.66,m2PD5-12mmであった神経束反転

を行った神経は，近位端・遠位端いずれの場合に

おいても機能低下は認めなかった．正中神経欠損

症例において神経に損傷を追加せずに遊離血管柄

付き神経移植と神経束反転法を併用することが可

能であった．

【考察】本法の利点は，損傷神経幹自体を用いる

ため正常なドナー神経を犠牲にする必要がないこ

と，豊富な血行を有し長い神経欠損・嬢痕の強い

部位においても良好な神経再生が期待できるこ

と，遊離血管柄付き神経移植や遊離神経移植と比

較して手技が単純で手術時間が短いことである．

本法の欠点は50ミクロン針を用いた超微小外科技

術を要することである．指神経欠損症例では局所

麻酔下に短時間に施行可能で術後の知覚回復も良

好であり，また，他の神経再建法との併用が安全

に施行可能であり，非常に有用な神経再建法と考

えられる．

1-2-6

注射針による末梢神経損傷の後遣障害の

検討

ResidualsofPeripheralNervelnjuryDuetoln-

jectionNeedle

'宇治武田病院整形外科，2京都府立医大運動器機

能再生外科学

○勝見泰和'，藤原浩芳2，遠山将吾2，

徳川誠冶2，久保俊一2

【目的】近年，採血時の注射針による機械的損傷

例が医療事故として問題となっており，一部は残

存する痛みのために医事紛争にまで発展すること

がある．手の外科医は治療に関わることが多く，

その対処法や後遣障害に苦慮することが多い．そ

こで医事紛争例から採血時に生じた末梢神経事例

を対象に，後遺障害などについて検討した

【方法】1973年1月から2009年5月までの京都府内

での医事紛争例の中で，採血に関連した医療事故

42例（男性13名，女性29名，平均年齢44歳）を対

象とした．これらの症例を4群に分類した．1群は

完治またはそれに近い状態2群は痛みを訴える

が，解剖学的知覚障害を認めないもの．3群は痛

みおよび解剖学的知覚障害を認めるが，骨萎縮は

ないもの．4群は痛みおよび解剖学的知覚障害を

認め，骨萎縮も認めるものである．

【結果】損傷神経別では正中神経14例，僥骨神経

13例，前腕皮神経ll例，手背皮神経3例，大腿神

経l例であった．発生状況では，採血36例，点滴4

例，静脈注射1例，動脈穿刺1例であった後遣障

害分類では1群は23例，2群は11例3群は6例,4

群は2例であった進捗状況では立ち消え22例，

調停・和解13例，自主解決3，訴訟2例，未決2例

であった．

【考察および結論】現在の考え方では，採血は標

準マニュアルに沿って施行すれば医療過誤でな

く，採血の合併症であるという見解が一般的であ

る．万が一事故が発生しても，ほとんどは徐々に

軽快する．さらに医事紛争となった事例でも約半

数は完治またはそれに近い状態となり，紛争は立

ち消えとなっていた．しかしながら，明確な他覚

所見のない痛みを長期間訴える症例もみられ，紛

争が長びくこともあり，今後さらなる検討が必要

であった
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針による医原性上肢末梢神経損傷・心臓

カテーテル検査での特徴

PeripheralNervelnjuryinUpperExtremity

'相澤病院整形外科，2波田病院整形外科

○鬼頭宗久'，山崎宏'，保坂正人2

【目的】当院における針による医原性上肢末梢神

経損傷について調査し，心臓カテーテル検査にお

ける特徴を述べる．

【対象】2007年1月～2009年10月までの2年10ケ月

に，針による医原性上肢末梢神経損傷を生じたll

例（男8例，女3例)，平均年齢57歳（25～82歳）

を対象とした．規定により当該患者は全て当科を

受診していた．

【方法】1）損傷原因,2）発生頻度,3）損傷神経，

4）穿刺時の放散痛の有無5）受傷から受診まで

の期間，6）治療経過,を調査した．

【結果】1）心臓カテーテル検査:5例，採血:3例，

点滴：3例であった2）心臓カテーテル検査：

0.1466%(5/3410例),採血:0.0046%(3/64861例),

点滴：母数が不明であった．3）榛骨神経浅枝：8

例，正中神経：2例，前腕内側皮神経：1例であっ

た．4)心臓カテーテル検査では1例も認められず，

採血･点滴では全例で認められた．5)平均15日（0

～54日）で，心臓カテーテル検査:平均23.4日（7

～54日)，採血･点滴:平均8.7日（0～26日）であっ

た.6)全例で保存療法により症状は回復していた．

神経損傷に対する治療費は，心臓カテーテル検査

では全例保険診療であったが，採血・点滴では病

院負担：5例，保険診療：1例であった．医事紛争

に発展した症例はなかった

【考察】心臓カテーテル検査では以下の特徴があっ

た1）採血と比べ高率に発症していたが，その

原因として穿刺時に一度動脈を貫き（セルジン

ガー法）後方に存在する神経を損傷していた2）

穿刺前に局所麻酔薬を使用するために放散痛がな

く神経損傷の発見が遅れることや，患者の状態が

安定してから紹介になるために受診までの期間が

長くなる．3)検査後に長時間圧迫止血するために，

損傷原因が針による穿刺か圧迫によるものか鑑別

が困難である．4）検査の重要性・緊急性が高い

ため,患者が合併症に対して寛容になりやすい．

l-2-8

MagneticResonancelmagingofthe

WristinDiagnosinglnfections:Current
Pitfalls

TanTockSengHospital,Smgapore

○WeiTeeSia,LamChuanTeoh

Hypothesis:Magneticresonanceimaging(MRI)

hasaidedcliniciansindiagnosingmanyhand

conditions.However,itmaybetoosensitivein

diagnosinginfectionsofthehand.Wenoticeda

seriesofcasesinwhichsurgeryand

microbiologicalstudiesrevealednoevidenceof

infection;eventhoughtheMmreportstatedthe

likelihoodofanmfection.

Methods:Aretrospectivereviewofthemedical

recordsOf20patientsweredone・Theaverage

fOnow-upwasabout6months.

Results:Theresultsarestillinapreliminary

stage.However,itappearsthattheremaybe

higherthanexpectedfalse-positiverateof

magneticresonanceimaging,mthedetectionof

infectionsofthehand.

Summary:Magneticresonanceimaginghas

provedtobeaninvaluablediagnostictool.

However,itshouldbeusedjudiciouslyin

conjunctionwiththeclinicalexamination&

laboratoryinflammatorymarkers,toprevent

over-diagnosingofinfections・Inthatway,we

mayavoidunnecessarysurgeryonthose

patientsthoughttohaveaninfectionbasedon

theMRIalone.
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PatientswithWristFracturesareLess

LikelytobeEvaluatedandTreatedfOr

OsteoporosisbyFracture-Treating

PhysiciansthanThosewithHiporSpme

Fractures:AKoreanNationalEpidemiologic

Smdy

DepartmentofOrthopedics,SeoulNational

UniversityHospital,Seoul,Korea

○HyunSikGong,YoungHoLee,

SeungHwanRhee,HyukJinLee,

GooHyunBaek

Hypothesis:Althoughosteoporosisisbeing

increasinglyevaluatedandtreatedinelderly

patientswithfragilityfractures,somestudies

havesuggestedthatphysiciansmaybemissing

importantopportunities,especiallyinpatients
withnonvertebralfractures・Wehypothesized

thatspecialistsresponsiblefOrtreatingfractures

atdiferentlocationshavediferentpropensities

fOrevaluatingandtreatingosteoporosisaftera
fragilityfracmre.

Methods:InKorea,thenationalhealthcare

systemissuchthatmusculoskeletalspecialists,

notprimaryphysicians,treatandfollowup
fractures.AretroSpectivenation-widecohort

studywasperformedusmgdatacollectedduring
2007bytheKoreanHealthlnsuranceReview

Agency(HIRA),whichcovers97%ofthe

population・Theincidencesoffracturesaround

thehip,spine;andwristinfemalepatientsover
50yearsandthefrequenciesofbonedensity
scansfOrosteoporosisanduseofmedicationsfOr

itstreatmentwereanalyzedandcompared.

Results:Thedatabaseidentified31,540hip
fractures,58,291spinefractures,and61,234wrist

fracturesmfemalepatientsagedover50years

inKoreaduring2007.Ofthesepatients,7,095

(22.5%)withahipfracture,16,779(28.8%)witha

spinefracture,and5,348(8.7%)withawrist

fractureunderwentdiagnosticbonedensity

scans.Furthermore,7,060(22.4%)withahip
fracture,17,551(30.1%)withaspinefracture,and
4,594(7.5%)withawristfractureweretreated

withatleastonemedicationapprovedfOrthe
treatmentofosteoporosis.
Conclusions:TheKoreannationalcohort

indicatesthatpatientswithawristfractureare

lesslikelytobeevaluatedandtreatedfor

osteoporosisthanthosewithahiporspine

fracturebyphysiciansresponsiblefbrtreating
symptomaticfractures.Furtherstudiesare

warrantedtodeterminewhetheranybarriers

thataHectoptimalosteoporosiscareexistamong

physiciansresponsiblefortreatingfragility
fracturesofthewrist.

l-2-10

FunctionalOutcomesafterUpper

ExtremitySurgeryfOrCerebralPalsy:

ComparisonbetweenHighandLow

ManualAbilityClassificationSystem

(MACS)Levels

DepartmentOfOrthopedics,SeoulNational

UniversityHospital,Seoul,Korea

○HyunSikGong,YoungHoLee,

SeungHwanRhee,HyukJinLee,

GooHyunBaek

Purpose:Theinterpretationandpredictionof

outcomeafterupperextremitysurgeryfor

cerebralpalsyisdifficultduetothe

heterogeneityofthecondition.Wehypothesized

thatoutcomeofupperextremitysurgeryfor

cerebralpalsyisrelatedtotheManualAbility

ClassificationSystem(MACS)level.

Methods:Twenty-sevenpatientsofmeanage22

yearswhounderwentupperextremitysurgery

fOrspasticcerebralpalsywerereViewedata

meanfollowupof29months.Patientswere

classifiedintofiveMACSlevelsusinga

standardizedquestionnairegiventotheir

primarycaregivers.Preoperativelyandatmost

recentfOllowupvisits,patientswereassessed

fOrHousescaleandpatient-reportedfunctional

outcomesina5-pointscale.Theoutcomesof

patientswithhigh(I-II,independenceindaily

activities)andlowMACSlevels(III-V,

dependenceindailyactivities)werecompared.

Results:TheoverallmeanHousescaleimproved

from2.9to4.6postoperatively(p<0.001),dressmg

from3.7to4.2(p=0.005),hygienefrom4.2to4.9

(p=0.005),andcosmesisfrom2.4to4.2(p<0.001).

ThirteenpatientshadahighMACSlevel(I;7,11;

6)andl4hadalowMACSlevel(III;8,IV;6,V;

0).ThehighMACSgrouphadagreater

improvementoftheHousescale(p=0.009)and

thelowMACSgrouphadalargerimprovement

inhygienestatus(p=0.043).Therewereno

differencesintheamountofimprovementin

dressingability(p=0.169)andcosmesis(p=0.765).

Theoverallsatisfactionwithsurgerywashigher

fbrthehighMACSgroup(p=0.038).

Conclusion:ThehighMACSgrouphada

greaterimprovementintheHousescaleand

highersatisfactionthanthelowMACSgroup

afterupperextremitysurgeryfbrcerebralpalsy

inoursmallnumberofpatients.Thisstudy

suggeststhatMACScanbeusedtopredict

upperextremitysurgeryoutcomesfbrcerebral

palsy.
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母指CM関節症に対する靱帯再建術(Eaton-Littler法）の
適応と問題点

Eaton-LittlerLigamentoplastyfOrlstCMOsteoarthritis-IndicationsandProblems

○水関隆也，村上弘明，津下健哉

広島県障害者リハビリテーションセンター

われわれは47回本学会で母指CM不安定症に対する僥側手根屈筋を用いた靱帯再建術Eaton

Littler法の治療成績を発表した．一部の症例で術後X線学的に関節症の進行がみられたが，良

好な臨床成績を得ていた．この経験から本術式の適応を，亜脱臼を伴ったEaton分類Stagelll

まで拡大して現在に至っている．今回，これらの症例を追跡調査し,EL法の適応と問題点を

考察した

【対象および方法】当センターで本法を行った症例は19例22母指である．内訳は男性8例，女性

11例,年令は28～69(平均52)才であった．明らかな外傷の既往があったのは2例2指のみであっ

た手術はEatonの報告に準じた靱帯再建術を行った．術後経過期間は17年4月～3月（平均6

年4月）であった．これらの症例に対し術前後のX線所見，理学所見，自覚的愁訴等の変化に

ついて調査した

【結果】X線学的に術前,全例でCM関節の亜脱臼を認めた.1984年版Eatonの関節症Stage分類

ではStagel:3指,StageII:12指,Stagelll:7指であった術後亜脱臼はStagellの2例で側方亜

脱臼,StageⅢの1例で背側亜脱臼が残存した．関節症変化はStagellの2指で進展していた

理学所見は握力が術前25.5kgから術後28kg'､,ピンチカが術前4.1kgから術後4.7kgへ改善して

いた.術後完全なrepositionができない例が8例あり,1例に再手術を要した.痛みは亜脱臼が残っ

た3指で不変，5指で強いピンチ時の鈍痛が残った．他の14指では消失した．

【まとめ】母指CM関節症に対する本法は亜脱臼を伴うStagelllにも適応があることが分かっ

た．しかし，亜脱臼が整復されないままでは痛みを残した．整復のためには再建靭帯の緊張を

強くする必要がある．母指のrepositionに制限を残すことになるが，拘縮をきたすくらいの緊

張が肝要と思われた．
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母指CM関節症に対するKaarela法の成績と問題点
OutcomeofKaarelaArthroplastyfOrCarpometacarpalOsteoarthritisoftheThumb

○児島忠雄桑原真人，友 枝 裕 人 ， 真 壁 光

埼玉成恵会病院・埼玉手の外科研究所

【目的】本邦では主としてCM関節固定術が行われきたが,Thompson法,Weilby法などの

suspensionplastyが行われるようになった．我々 は1999年以来,Kaarela法を行ってきたが，最

近では，その変法であるhammock法も応用している．これらの応用症例と成績・問題点につ

いて述べる．

【対象と方法】現在まで46例に応用してきたが，6カ月以上経過した41例･45手を対象とした

男性6例，女性35例，右側23例，左側14例，両側4例．年齢は49-81歳・平均72歳.Eatonによ

るStage4,42手,Stage3,2手,Stage2,1手であった．ステロイド・局痂剤の関節内注入に対して

再発を繰り返した症例，無効であった症例,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6カ月以上，最長10年4カ月，平均3年.Kaarelaの方法に従ったが，皮層

切開を手関節部でジグザグとし，術後の嬢痕形成が目立たないようにした

【結果】全症例に瘻痛の消失-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カ

月で，遅くとも3-4カ月で改善がみられた．我々 がSwansonprosthesis応用例に用いた成績判定

基準によると，優35手，良9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空隙

の狭小化は，ある程度に起こり，第1中手骨の中枢への移動距離は0-8.5mm,平均4.5mmであった

【考察・結論】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第1中手骨基部の骨破壊を

伴う高齢者の症例にも応用可能である．代表的な症例を提示し，本法の問題点について述べ，

CM関節症に対する我々の治療方針について言及したい．
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母指CM関節症に対するTJscrewを用いた

suspensionarthropla:yの治療成績
ResultsofSuspenSionArthroplastyUsingTJScrewFixationfOrCarpometacarpalOsteoarthritis

oftheThumb

○藤岡宏幸1，蔭山敬久2，奥野宏昭1，山際得益'，田中寿一』

】兵庫医科大学整形外科，2野村海浜病院

【目的】保存的治療に抵抗する母指CM関節症に対して，多くの手術法が報告されている．これ

まで進行期例(Eaton分類stage3･4)に対し除痛,ADL改善を目的に関節固定術を行ってきた．

しかし手をついて起きあがれない，洗顔動作が困難などの可動域制限に対する不満を訴える

症例もあり，近年，関節形成術として,tendonjunction(TJ)screwを用いたsuspension

arthroplastyを行っている．今回，その術後成績につき検討し報告する．

【対象】対象は2002年11月から2008年12月までに本法を施行した20例20手．男性3例,女性17例，

平均年齢は64歳で，平均経過観察期間は約14ケ月であった．

【方法】術式はThompson法に準じ大菱形骨を全摘出後，長母指外転筋(APL)を半切・反転

し第1・第2中手骨に作成した骨孔にAPLを通し，第2中手骨の掌側入口でTJscrewを用い固

定した後療法は術後3週までギプス固定とし術後3ヶ月までCM関節装具を使用した．

【結果】術後，痩痛は消失し可動域およびADL障害の改善を認めたX線像評価で第1中手骨の

中枢への沈み込みを認める症例やScrew周囲の骨透亮像を認める症例もあったが，間隙は保た

れて患者の満足度は高かった．

【考察・結論】母指CM関節症に対し当科ではEaton分類stage3･4に対し関節固定術を行って

いた．しかし関節固定術は確実な除痛効果が得られるが可動域制限が必発した．それに対し本

法は除痛効果とともに可動域の温存・改善が得られた．さらに，我々の方法は，骨孔でTJ

screwを用いて固定した．このため初期固定力・経時的な固定力が強くまたlowprofileである

ため固定部での違和感がなかった．母指CM関節症に対して有用な手術法の一つと考える．
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シリコン製大菱形骨を用いた関節形成術
ThumbBasalJointArthroplastywithSiliconTrapeziumlmplant

牧野正晴

新潟逓信病院整形外科

【はじめに】多数発表されている変形性母指CM関節症に対する手術方法の適応は病期，およ

び患者の要求する母指機能で決まると考えられる．今回報告するシリコン製大菱形骨インプラ

ント（以下，インプラント）はEaton分類3,4を呈し，リタイヤした高齢者に適応があると考え

症例を重ねてきた．

【症例および方法】2000年から現在まで術後1年以上経過した症例は13例16関節あり，男性2例3

関節，女性11例13関節，年齢は52歳から93歳，平均76歳であった．左右別では右9関節，左7関

節であった．内・外転可動域，握力，瘻痛程度,ADLを調査した手術方法はSwansonの原

法に準じたが,相違点として前腕の皮層切開を短くし,靭帯再建にはFCRでなくAPLを用いた．

またインプラントは舟状骨関節面に比べ小さめの物を選択した．後療法は4週間のギプス固定，

6週目からのリハビリ開始としている．

【結果】内転をMP関節部への母指指尖到達位置で測定すると，調査時には全例術前より尺側

に届くようになっていた．第l.2中手骨外転角度は術前34度が39度に改善していた．術前MP関

節20度以上の過伸展例はl例あったがMP関節に操作を加えることなく回復した．握力は13kg

から25kgに増加し,3関節だけ軽度の瘻痛を訴えていた．再置換は両下肢切断例の1例に行った．

ADLではピンチ動作の改善から針仕事等の作業が可能となっていた．

【考察】自分の身の回りの世話程度の軽作業を求める高齢者には，後療法が簡便で早期から瘻

痛の改善が得られるインプラント手術は実際的である．一方，両下肢切断例のように手が荷重

肢になる症例では大菱形骨切除術が適したと考えられた．
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母指CM関節症の治療法と問題点

-ImplantArthroplastyの立場から‐
TreatmentofThumbCarpometacarpalOsteoarthritis

○金潤壽1，富田泰次1，根本高幸1，後藤昭彦2，岩崎幸治3

』太田総合病院手の外科センター，2東急病院整形外科，3谷津保健病院整形外科

【目的】母指CM関節症に対するimplantarthroplastyは,implantの脱臼や長期成績などが問題

点として指摘されている．我々 は1996年以来Swansontitaniumbasalthumbimplantを用いて

いるが,implantの脱臼を防止するためにSwansonの原法とは異なる掌僥側進入路で，僥側手

根屈筋腱の半腱を第一中手骨と大菱形骨にあけた骨孔に通し，強固に固定する独自の方法を

行っている．その結果，脱臼は1例も無く良好なimplantの安定性を得る事ができた今回は

その靱帯形成術の術式とともに臨床成績について報告する．

【対象と方法】1996年以降本法を行った38例40関節を対象とした．手術時年齢は48歳から86歳，

平均71.2歳で，術前の病期はEaton分類のstagellおよびIIIに限って本法の対象とした．術後経

過観察期間は10か月から12年で，これらの症例に対して瘤痛，握力，ピンチカ,ADL動作，

ROMを術前，後で評価し，さらにX線学的評価，手術の満足度，合併症の有無，瘻痛寛解ま

での期間などを調査した．

【結果】術後，瘤痛，握力，ピンチカ,ROMは全例で改善し,visualanaloguscale(VAS)で

は術前平均8.7が術後0.7に,うち9関節でほぼ消失していた.疾痛寛解までの期間は平均7か月で，

手術に関してはほぼ満足が得られていた．長期経過例ではX線所見においてimplantのsternの

偏位や大菱形骨のmigrationが認められたが，いずれも臨床的には問題がない．

【考察】本法の長期臨床成績は良好で，母指CM関節症のEaton分類stagell,IIIの症例で，良好

な可動性を残しながらも除痛を目的とする高齢者には特に良い適応と思われた．しかし，

implantを安定させ良好な長期成績を得るためには，我々の強固な靭帯再建術を行うなどの工

夫が必要である．
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母指CM関節固定術の長期成績
Long-TermOutcomesofTrapziometacarpalArthrodesis

○坪川直人'，牧裕'，成澤弘子'，森谷浩治'，土谷正彦2

］（財）新潟手の外科研究所，2新潟中央病院整形外科

【目的】母指CM関節症に対する関節固定術の長期成績を調査した

【対象症例】10年以上経過した母指CM固定術例で直接検診できた12例13関節と電話で問診で

きた4例4関節である．男4関節女13関節,偽関節で再手術例3関節.調査時年齢60～83歳平均67歳，

全例右利きで左7例右7例,両側2関節（両側l例は片側10年経過）経過期間は10～20年,平均13年

であった．

【方法】痛み,ADL動作,満足度,仕事復帰状況,直接検診できた例では握力，ピンチカを計測し，

X線で骨癒合,MP関節,STT関節の変形症,固定CM関節の僥側外転掌側外転角度を計測した．

【結果】痛みなし13,軽い動作でMP関節痛1,重労働時痛1,寒冷痛1であった.右手例で細かいも

のをつまむ,ハサミを使うなどの巧綴性動作での不便の訴えがあった.手術に満足1,やや満足2，

やや不満足1であった.主婦業を含め現職復帰15,転職lであった.手術側と非手術側を比較し

た％握力は73～127%平均101.7%,%ピンチカ（プルプ76～471%平均132%,サイド70～285%平

均108%,スリーデイジット71～141%平均103%)であった.両側例では握力，ピンチカに差は

なかった.X線計測で骨癒合15,偽関節l.MP関節症1を認めたがSTT関節症はなかった.掌側外

転平均37.1.,僥側外転平均26.4.であった．

【考察】母指CM関節固定術の成績は安定している.今回の結果でも瘤痛の緩和,握力，ピンチカ

の改善は良好であった.右側で巧綴性動作に不便を訴える例が存在し,利き手側のCM関節固定

には注意が必要である．隣接関節障害はの20年以上経過したl例でMP関節症が存在したのみで

あったが,非手術側では強いzigzag変形を示す症例が多くピンチカが低下する傾向にあった成

績不良例は両側例で偽関節になり多数回手術を行った症例で確実に骨癒合を得る必要があると

考えられた
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母指CM関節症の治療

一装具療法,CM関節固定術,人工CM関節置換術の比較検討一
ThumbCarpometacalpalOsteoarthritis

○池上博泰，中山政憲，佐藤和毅，中村俊康，戸山芳昭

慶應義塾大学医学部整形外科学教室

【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る．その治

療には種々の方法があるが，今回当院で行っている装具療法，関節固定術，人工関節置換術に

ついて検討したので，報告する．

【対象と方法】1997年から2009年までの間に治療を行った母指CM関節症のうち，外傷例を除

いて，治療後5年以上経過観察しえたEaton分類がstage3以上（治療開始時）の症例で，装具

療法32例（平均60歳)，関節固定術22例（手術時62歳)，人工CM関節置換術10例（手術時72歳）

を対象とした．これら64例について経過観察期間，治療前後のピンチカ，握力，痙痛，単純X

線等を検討した．

【結果】装具療法の観察期間は85年(5-13),32例中，除痛効果は31例にみられたが,4例では

第1中手骨が大菱形骨に対して僥側へ亜脱臼し，4例ではMP関節が過伸展変形していた．関節

固定術の観察期間は7.5年（5-14)，22例中，21例で骨癒合が得られ，ピンチカ，握力の改善は

20例で認めたが,5例で母指MP関節痛,1例でIP関節痛が新たに出現した．母指指尖部が小指

MP関節部に達しない例が4例あった．人工関節置換術の観察期間は7.5年(6-11),10例中，ピ

ンチカ，握力の改善は5例で認めたが，7例に大菱形骨の変化（骨吸収などの変化)，3例に大菱

形骨ステムのゆるみを認めた．全例，母指指尖部が小指MP関節部に達した．

【結語】母指CM関節症の治療には種々の方法があるが，原則は装具による保存療法と考えて

いる．ただ症例によっては，保存療法を行っても瘤痛が持続する例,Stageが進む例，経時的

にCM関節が亜脱臼位となりMP関節が過伸展変形を呈する場合がある．手術療法を選択する

場合には，患者の希望・年齢・職業などはもちろん考盧して，さらにそれぞれの手術法の長所

と短所をよく理解して，治療方法を選択することが大切である．
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BasalJointArthroplasty:AnEvidenceBasedApproach

StevenZ.Glickel,MD.

ClinicalProfessorofOrthopaedicSurgery;ColumbiaUniversity,

CollegeofPhysiciansandSurgeons:NewYork,NewYork,USA

Basaljointdiseaseisacontinuumofpathologyrangingfromsymptomaticlaxityofthe

trapeziometacarpaljomttopantrapezialdisease;fromthenormalappearmgradiographsofStage

Itothejomtspacenarrowmg,articularirregularityandosteophytesofthetrapeziometacarpal

andscaphotrapezialjomtsmStagelV・Pellegrinihasprovidedcompemngevidencethatlaxityand

eventualincompetenceoftheanteriorobliqueor!ibeakmligamentiscausallyrelatedtothe

developmentandprogressionofosteoarthritisofthebasaljomt・Chnically,symptomscorrelate

poorlywithradiographicseverityofdisease.

StagingcanbeusedasarationalefbrtreatmentThestagngsystemusedmostconnnonlyisthat

describedbyLittlerandEatonml973andonlymimmallymodifiedml984.Simpmed,Stagelisa

normalappeamgX-ray;StagellismnddiseaseoftheTMCjomt;Stagemisseverediseaseof

theTMCjomtandStagelVisseverediseaseoftheTMCandSTjomts.Thetreatmemalgorithm

whichderivesfromhsis,similarly,aconmuumrangingfi･omvolarligamentreconstructionto

trapeziectomyandLRTI.VolarligamentreconstructionstabilizesthelaxTMCjointwith

synovitismStagel.StagellandmareamenabletoprocedureswhichresurfacetheTMCjomt

andsparemuchofthetrapeziummcludingfascialmterposition,biologicmaterialinterposition,

totaljointreplacementandarthrodesis.DebridementoftheTMCjointcanbedone

arthroscopicallyandmaymcludemterpositionh･oughahntedsurgicalexposure.Alternatively,

fbrmanyhandsurgeons,definitivetreatmentofStagesH-IVisexcisionofthetrapeziumwithor

withouttendonmterpositionand/orUgamentreconstructionandwithorwithoutdistractionand

temporarymternalfixation.

Theliteraturesupportsthenotionthatgoodresultsincludingsignificantpainreliefcanbe

achievedwithmanyifnotallofthesetechniques.Themostcommonlyusedtechniqueisthe

LRTIdescribedbyBurtonmwhichthethumbmetacarpalisstabilizedwithpartorallofthe

distallybasedFCRtendonandtheremaindermterposedasaspacer.ExceUentresultshavebeen

reportedat3and9yearfOllow-up.However,theneedfOrligamentreconstructionhasbeen

challengedandequallygoodresultshavebeenachievedwithhematomaanddistraction

arthroplastyandevensnpletrapeziectomy.

TechniquesandevidencesUpportingtheresultsofalthroplastywmbepresented.
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僥骨遠位端骨折における掌側ロッキングプレートの合併症とその対策
一いわゆるiWatershedLine'と屈筋腱障害を中心に‐

ComplicationsofaVolarLockingPlateofDistalRadiusFractureanditsMeasures

-@WatershedLine'andFlexorTendonlnjury-

今谷潤也

岡山済生会総合病院整形外科主任医長

一般に僥骨遠位端骨折における合併症については文献上6～80％の発生率であると報告され

ており，頻度の高いものとしては可動域制限，関節症，神経障害，腱障害などが挙げられます．

一方，不安定型僥骨遠位端骨折に対するさまざまな手術的治療法の中で，近年開発が進んだ

angularstabilityを有する掌側ロッキングプレート固定法は，その良好な臨床治療成績から手

術的治療法のgoldstandardとして認知されつつあります．しかし最近では，本プレート固定

術後に生じる合併症として伸筋腱や屈筋腱障害,implantfailure,神経障害としての手根管症

候群やcomplexregionalpainsyndrome(CRPS)などの報告も徐々 に散見されます”本講演で

は，僥骨遠位端骨折における合併症のうち掌側ロッキングプレートに関連するものを中心に文

献的考察を加えながら順次お話しするとともに，各々の合併症の対策についてお話したいと思

います．特に掌側ロッキングプレートに関連する最も重大な合併症の一つである屈筋腱損傷に

ついては，より詳細に述べます．2005年Orbayらは屈筋腱損傷を防ぐために，プレート設置の

目安として方形回内筋が存在するpronatorfOssaの最遠位の骨性隆起をいわゆる@@Watershed

Line"として提唱し，これを越えたり接したりしないことが屈筋腱損傷を防ぐのに必須である

報告しました．僥骨遠位端骨折のうち高度粉砕例や骨粗瘻症例では，十分な初期固定性を得る

ために遠位部スクリューを軟骨下骨直下に刺入し，かつプレートによりkeystoneとよばれる

掌尺側骨片を確実に支持することが重要であり，必然的にプレートをより遠位に設置する必要

が生じます．この場合，プレートは"WatershedLine"に接するかあるいは越える位置に設

置され，屈筋腱損傷の危険性が高まることが推察されます．ただ現時点ではOrbayらが提唱し

た"WatershedLine"と屈筋腱障害との関連性を証明するエビデンスはありません．さらに

"WatershedLine"という用語の引用先は不明であり，その定義も不明瞭であります．今後，

本プレート固定法をより安全に施行し，かつより安定した治療成績を獲得するためには，術後

に生じうる屈筋腱障害を確実に予防することが必須であるといえます．本講演では解剖屍体を

用いた"WatershedLine"や屈筋腱を含む僥骨遠位端部掌側の解剖学的な特徴を肉眼的・組

織学的に検討した結果についてもお話いたします．さらに本邦で使用可能な主要な各種掌側

ロッキングプレートにおいて，遠位部スクリューの刺入位置・方向，プレート形状の特徴や設

置位置など，そのプレートの特徴や仕様についてmultisliceCTを用いて検討することにより，

各メーカーが公開しているプレートの規格データに加えて，さらに詳細なプレート仕様のデー

タが得られましたのでそれについても言及したいと思います．
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高度筋萎縮を呈する特発性手根管症候に

対する正中神経反回枝microsUrgical
dissectionの成績

ARetrospectiveEvaluaionofMicrosurgicalDis-

sectionfOrRecurrentBranchofMedianNurve

intheCaseofSevereldiopaticCarpalTunnel

Syndrome

l昭和大学医学部整形外科学教室，2昭和大学医学

部附属豊洲病院整形外科

○池田純'，富田一誠'，久保和俊'，

稲垣克記'，瀧川宗一郎2

【目的】特発性手根管症候群（以下CTS)高度筋

萎縮例は除圧のみで回復を待つか，腱移行術を併

用するか治療に苦慮する．今回,openpalm法で

正中神経本幹を除圧後,反回枝のmicrosurgical

dissection(以下MD)を行い本幹より遠位の除

圧も試みた症例の成績をretrospectiveに検討し
た．

【方法】高度の母指球筋萎縮を呈し誘発筋電図上

導出されなかった当科での手術例は2008年までの

過去7年間に31手であった．これらのうちopen

palm法で正中神経本幹の除圧に加えて反回枝の

MDを行い，かつ術後1年以上経過した20手を対

象とした．平均年齢は70（53-86）歳全例女性で

あった．術後の短母指外転筋（以下APB)の筋

力回復を経時的に評価した．経過観察期間は平均

2年,反回枝の術中所見に加え，手根管部における

正中神経本幹の絞拒程度も検討した．また解剖学

的破格例にはSpinner分類を参考にした．

【結果】17例（85%）に筋力の回復を認めた．手

根管部正中神経本幹と反回枝の2ケ所における圧

迫例は14手であった．反回枝はAPB筋膜入口部

での絞抓が最も多く12手，反回枝の急激な走行変

化も2手で認めた．正中神経本幹には所見がなく

反回枝のみの圧迫は3手,反回枝に明らかな所見

を認めない症例は3手であった．また,4手（20％）

に破格を認め,Spinner分類では横手根靱帯中央

を貫いて分岐:1手，手根幹内尺側から分岐:2手，

正中神経本管僥側にて分岐後ただちに絞拒：1例

であった．術後のAPB筋力は3-6カ月で(3)程

度に回復し，17例（85％）が最終（4）程度まで

回復したが,3例（15%）ではAPB筋力の回復が得

られなかった．

【結論】運動神経麻痒優位のCTSには反回枝の破

格やAPB筋膜部での絞掘といった低位でのdouble

lesionを念頭に置き，正中神経本幹のみの徐圧に

とどまらず，症例に応じてより遠位でのMDによ

る除圧が有用であると考えられた．

1-3-2

重度手根管症候群に対して1期的母指対立

再建術を行った症例の検討

～神経伝導検査からみた適応の妥当性～

NerveConductionStudyandthelndicationof

OpponoplastyforSevereCarpalTunnelSyn-

drome

'米沢市立病院，2平鹿総合病院整形外科

○長谷川和重'，松原吉宏2

【はじめに】母指対立障害を伴う重度手根管症候

群に，開放術と同時に母指対立再建術が行われる

場合があるが,適応に関しての様々な意見がある．

一期的に母指対立再建術を行った自験例の神経伝

導検査所見から適応の妥当性を検討した．

【対象と方法】2000～2008年のCTS手術例212例の

うち，浜田分類3度で1期的母指対立再建術を行っ

た15例中,12ヶ月以上経過観察が可能であった10

例を対象とした．男1女9例，右9左1例で罹病期間

は平均5年，経過観察期間は平均16ヶ月であった．

術式はCamitz法8例,EDM移行2例であり，母指

対立機能(Kapandji評価点，日手会機能評価),

APB-CMAP,SL-CMAPについて検討した．

【結果】Kapandji評価点は術前平均4.2が術後平均

7.3に改善し，日手会機能評価はEl例G9例であっ

た．術前APBCMAPは全例で導出不能，術前SL-

CMAPは8例で導出不能であり，導出可能の2例

は潜時平均8.0ms,振幅平均0.2mVであった．術

後APB-CMAPは8例で導出可能となり，潜時平均

6.5ms(6.0～7.8)),振幅平均l.9mV(0.2～6)であっ

た．術後SL-CMAPは最終的に全例で導出可能と

なり，潜時平均4.6ms(4.4～5.2),振幅平均0.55mV

(0.1～l.6)であった．

【考察】母指対立再建術により母指の機能はよく

改善していた．APB-CMAPも80%で導出可能と

なったが，振幅の改善が不良であった．術後1年

程度ではAPB筋力回復は不十分で，腱移行の併

用が母指機能の回復に必要であったと考える．術

前SL-CMAPの潜時延長，振幅低下が高度な例ま

たは導出不能の場合はAPB筋力の回復が不良で

あることが報告されている．本シリーズは

retrospectiveではあるが，術前SL-CMAPの評価

において妥当な症例に再建術が適応されていたと

考える．

-S59-



1-3-3

手根管症候群重傷例に対する同時母指対

立再建術の術後短期成績

AShortTermResultofOpponensplastyfbrSe-

vereCarpalTunnelSyndrome

'燕労災病院整形外科，2新潟大学脳研究所

○幸田久男'，松崎弘徳'，山下晴義2

【目的】手根管症候群重傷例に対し，手根管開放

術のみで対立機能の回復を待つか，同時母指対立

機能再建を行うかにおいて，統一された見解は確

立されていない．我々は罹病期間が長く高度の母

指球筋萎縮と対立障害を認める高齢の症例に，主

としてCamitz法による対立再建を行っているが，

同時母指対立再建術の短期成績と本術式の適応や

問題点について報告する．

【方法】対象は2005年12月から2009年8月までに，

同時母指対立再建を行った12例で，年齢は67～82

才（平均77才)，男性1例，女性l1例だった再建

法はCamitz法がll例，環指浅指屈筋(FDS)腱

の移行がl例であった．調査項目は,自覚症状（し

びれ．痛み)，対立障害の有無，手指知覚障害

(Semmes-Weinsteintest),短母指外転筋複合筋

活動電位(CMAP),知覚神経活動電位(SNAP),

術後6カ月時のCTSI-JSSHとした．

【結果】しびれ，対立障害,CTSI-JSSHは全例で

改善し，ピンチを要するADLが全例で改善した．

知覚評価は改善l1例，不変1例であった.CMAP

は術前に測定不能だった10例中8例で測定可能と

なり，術前全例で測定不能だったSNAPは,2例

のみ測定可能となっていた．合併症として創部痛

残存を3例に,RSD様びまん性腫張を1例に認めた．

【考察】CMAP測定不能例でも，術後比較的早期

に測定可能となることが多く，手根管開放のみで

対立機能が回復する可能性もあるが，術後早期か

らの確実な対立機能を要する症例には，腱移行に

よる同時再建を考慮してもよい.Cantz法には

手掌の手術痕や，母指が僥側外転方向に牽引され

るという問題点がある．一方,FDS腱移行は手掌

の手術痕が小さく，移行腱の走行が対立に有利で

あるが，回復の可能性を有す麻痒の再建にはやや

overtreatmentの感があり，今後これらの腱移行

に変わる第三の術式(EIP腱移行など）を検討す

べきかも知れない．

1-34

手根管症候群とばね指の合併について

ConcomitantPresentationofCarpalTunnelSyn-

dromeandTriggerFinger

'兵庫県災害医療センター，2神戸赤十字病院整形

外科

○長谷川康裕1，中後貴江2，越宗幸一郎2

手根管症候群（以下CTS)とばね指はしばしば合

併することが知られている.今回，当院でのCTS

とばね指の合併について検討した

【対象および方法】2003年8月から2008年10月まで

に神戸赤十字病院でCTSまたはばね指と診断され

た症例のうち，長期透析患者やRA,外傷後のも

のを除いた261例を対象とした.男82例，女179例，

年齢は20～87歳，平均59.6歳であった．これらを，

ばね指のみの症例(以下T群),CTSのみの症例(以

下C群)，両者の合併例（以下C+T群）に分け，

比較，検討したまた,C+T群については両疾患

の発症時期について検討した

【結果】T群144例,C群87例,C+T群30例でばね

指症例のCTS合併率は17.6%,CTS症例のばね指

の合併率は25.6％であった.性別(T群男55例女89

例,C群男21例女66例,C+T群男5例女25例）で，

3群間で有意差を認めた(p<0.05).年齢(T群60

±14歳,C群57±15歳,C+T群63±12歳）では

有意差を認めなかった.糖尿病合併例はT群33例

(22.9%),C群4例(4.6%),C+T群3例(10%)で，

3群問で有意差を認めた(p<0.05).CTSの両側

罹患例はC群39例(44.8%),C+T群17例(567%),

Stevens分類でsevereに該当するものはC群13例

(15%),C+T群8例(26.7%)で占める割合は共

にC+T群で高かったが有意差を認めず，ばね指

の多数指罹患はT群25例(17.3%)C+T群9例

(30％）とC+T群で高かったが有意差は認めな

かった.C+T群のうち，弾発指が先行したもの9

例，初診時両疾患を認めたもの12例CTSが先行

したもの9例であった.また，ばね指とCTSが反対

側に発症したものが4例あった．

【考察】3群間で性別，糖尿病の合併率で有意差を

認めた．また，両疾患の合併例ではCTSが先行す

るとの報告が多いが，今回の調査ではどちらが先

行するかはほぼ同等であった．
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手根管開放手術後のpillarpainの術後経過
(第2報）－術後早期の発生頻度は？発生

を抑えることは可能か？

PillarPainafterCarpalTunnelRelease(part2)

」（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'，植木将人2

【はじめに】手根管開放手術後のpillarpainを手掌
基部の皮膚切開屈筋支帯切離部位の圧痛ではな

く，母指球基部や小指球基部の圧痛と定義すると，

その発生頻度は術後1ヵ月と2ヵ月で女性が38％，

47％と男性の27%,11%に比べ多いことを第52回

日手会において示した今回は術後1日と1週とい

う早期のpillarpainの発生頻度と，さらに発生を

抑えうる可能性があるかを検討した．

【方法】平成20年9月から平成21年8月までの間に，

演者自身が手掌部小切開法で手根管開放を行い，

術後1週間手関節のシーネ固定を行った特発性手

根管症候群18症例26手を対象とした症例の内訳

は女性13名20手（年齢33～83歳，中央値60歳）と

男性5名6手（年齢40～78歳,中央値59歳）である．

術後1日目，1週目，1，2，3カ月目に，母指球基

部の大菱形骨舟状骨結節部と有鉤骨鉤，豆状三角

骨関節部を検者が母指の指腹で圧迫し（約3kgの

力)，痛みの程度を患者の主観で判断した．また

平成21年5月以降は術後手をつく，ふたをねじる，

タオルを絞るなど痛みを誘発する動作をできるだ

け控えるよう指導した

【結果】術後早期のpillarpainの発症は女性で術後

1日目1/20手,1週目4/20手.男性では術後1日目

0/6手,1週目1/6手であった．平成21年4月以前の，

術後積極的に手を使うよう指導していた時期では

術後1,2,3カ月目のpinarpainの発症はそれぞれ

女性は6/8手,4/5手,4/6手で男性は2/5手,2/4手，

2/4手であった無理な使い方をしないよう指導

を行った後は，それぞれ女性が1/10手,1/10手，

1/10手で，男性が0/1手,0/1手,0/1手であった．

【考察】術後1週間外固定を行った影響もあると思

われるが，術後1週以内の早期にpillarpainを生ず

る頻度はわずかであった．術後1週以降手の負荷

を減らすことで，3カ月以内に生ずる痛みの発症

頻度が減る可能性がある．

1-3-6

肘部管症候群との鑑別を要する急性肘部

尺骨神経障害

DiagnosisofAcuteUlnarNeuropathyattheEl-

bow

'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

○山本真一'，三上容司'，松本佑啓'，

星川慎弥2，沖永修二3

【目的】肘部での絞拒性神経障害である肘部管症

候群は，通常症状が進行性であるため，手術治療

が行われることが多い.一方で，睡眠圧迫などか

ら急性発症する肘部尺骨神経障害があり，多くは

保存的治療の対象となる．両者の鑑別には詳細な

病歴聴取が重要であることは言うまでもないが，

本研究では急性肘部尺骨神経障害の理学所見・神

経伝導速度検査所見の特徴を検討した．

【対象】2007年4月以降当科を受診した急性肘部尺

骨神経障害は13例であった．年齢22-77歳で，発

症後0.54カ月に初診し,1-19カ月の経過観察を

行った．

【結果】発症原因は,圧迫麻痒8例,神経炎疑い4例，

不明1例であった．睡眠圧迫麻痒は利き手に生じ

ていた．圧迫麻痒例には圧痛やTinel徴候はある

も，神経腫脹・肘屈曲テスト陽性は少なかった

いずれも肘部MCV遅延があり，肘上刺激CMAP

振幅のみが低下する肘部伝導ブロック，または遠

位CMAP振幅も低下する軸索障害があった神

経炎が疑われる例では，3例が肘周辺自発痛で発

症していた．いずれも不全麻痒で肘部MCV遅延

があり，肘部伝導ブロックと軸索障害が各2例で

あった不明例を含め全例，保存的治療にて回復

傾向であった．

【考察】一般に，肘部管症候群では肘部MCV遅延

を根拠に手術適応を判断するが，進行すると局所

的脱髄から軸索変性が生じる．一方，本研究の急

性肘部尺骨神経障害の肘部MCVはいずれも遅延

していた圧迫麻痒例は,一時的な肘部伝導ブロッ

クから遠位軸索障害まで，すなわちneurapraxla

からaxonotmesisまで様々であった神経炎が疑

われる例でも，肘部伝導ブロックあるいは軸索障

害があったしたがって，急性肘部尺骨神経障害

では，肘部MCV遅延があっても，まずは保存的

に経過観察を行うべきと考えられた．
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尺骨神経脱臼手術例の検討
EvaluationoftheOutcomeofUlnarNerveDislo-

cationPatientsinl5ConsecutiveCasesUnder-

wentOperation

'千葉大学大学院医学研究院環境生命医学，2千葉

大学大学院医学研究院整形外科学，3千葉市立青

葉病院整形外科，4佐倉整形外科病院

○鈴木崇根1，国吉一樹2，柿崎潤2，

阿部圭宏4，六角智之3

【目的】今回我々は尺骨神経脱臼に伴う痙痛を主

訴とし手術加療を行った症例に対して，調査・検

討を行ったので報告する．

【対象】当院と関連施設にて1999年から2009年に

労作時の尺骨神経脱臼に伴う肘の痛みを主訴とし

手術加療を行った，11人15肘（男性6人7肘，女性

5人8肘)を対象とした．平均年齢は男性15.7才(14

~17)･女性30.0才(23～38),平均観察期間は6ケ

月（3～12)であった

【結果】男性は全例スポーツ時の特定の動作で，

女性は事務仕事・家事の動作時に症状の増悪を訴

えた．術前の尺骨神経伝導速度は遅延9例・正常5

例・不明l例であり，手術はKing変法7例・神経

溝形成術4例・皮下前方移行2例・筋層内前方移行

2例を施行された．手術所見では特に男性で神経

の緊張が強く，肘屈曲で強い弾発が再現された．

全例で合併症はなく,術後早期に癌痛は消失した．

【考察】今回の調査では臨床像の男女差が特徴的

であった手術所見においても若干の差異が認め

られ，神経脱臼の病態も男女で違いがある可能性

があると思われた．尺骨神経脱臼に対する手術法

は，尺骨神経の緊張を軽減させる手術法，脱臼を

生じさせない手術法であればどれでも治療効果は

得られるものと考えられた．

【まとめ】尺骨神経脱臼に対する治療成績を報告

した．すべての手術術式で治療成績は良好であっ

た．

l-3-8

肘部管症候群におけるSimpledecompession

変法とKing変法の術後成績の比較
ClinicalOutcomesofTreatmentfOrCubitalTun-

nelSyndrome-ComparisonofModifiedSimple

DecompressionwithModifiedKingMethod-

'平塚共済病院整形外科手の外科センター，2横浜

市立大学整形外科

○勝村哲'，坂野裕昭1，瀧上秀威1,

雪澤洋平2，齋藤知行2

【目的】我々は肘部管症候群に対し，これまで内

側上穎切除術に神経剥離術を併用したKmg変法

(K法）を行ってきたが,2001年以降，高度外反

肘症例，肘屈曲時の尺骨神経脱臼例を除き，

Osborneband及びFCUの深筋膜を十分に切離し，

また，近位も筋膜を切離し栄養血管を温存した神

経剥離術を行うsimpledecompression変法(SD

法）を行っている．今回，低侵襲のSD法の有用

性を確認するためK法と術後成績を比較検討した

ので報告する．

【方法】肘部管症候群54例55肘で男性42例，女性

12例を対象とした．手術時年齢は平均51.7歳で，

術後経過観察期間は平均62.7カ月であった．手術

は,SD変法が29例30肘,King変法は25例25肘で

あった．術前術後の尺骨神経麻痒の臨床評価を自

覚症状（30点)，筋力(30点),手指変形(20点),

知覚障害（20点）の4項目からなる横浜市大式尺

骨神経障害評価点数（以下市大式評価基準）（合

計100点満点）を用いて評価した．

【結果】市大式評価基準の総合点は,SD法では術

前平均52.2±9.9が，術後平均83.4±148に改善し

た(p<0.05).項目別では，自覚症状が術前15.2

±3.2が，術後23.5±5.9に，筋力は13.3±6.1が，

24.1±5.9に，手指の変形は16.3±4.1が,17.7±4.2

に,知覚障害は12.7±3.8が,18.8±2.5に改善した(p

<0.05).K法では，術前55.0±13.8が，術後84.0r

13.3に改善した(p<0.05).項目別では，自覚症

状が術前15.0±4.1が，術後25.1±5.1に，筋力は

13.9±6.0が,23.5±6.7に，手指の変形が14.8±4.9

が,17.7±3.3に，知覚障害は12.8±4.1が,18.8±2.5

に改善した(p<0.05).また，術後成績では両者

の問に有意な差は認めなかった．

【結語】肘部管症候群の手術では，両者に術後成

績の差はなく，低侵襲のSimpledecompression変

法が奨められると考えた
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肘部管症候群に対する鏡視下補助肘部管

開放術の手術成績

多変量解析を用いて

EndoscopicCubitalTunnelReleasefOrCubital

TunnelSyndromeAssociatedwithOsteoarthri-

tisofElbow

佐賀社会保険病院整形外科

○角田憲治，石井英樹，浅 見昭 彦

【はじめに】

我々は，肘部管症候群(CuTS)の手術治療とし

て鏡視下補助肘部管開放術(ECuTR)を第一選

択とし，良好な成績を収め報告してきた．

ECuTRは3cmの皮切で直視下に尺骨神経を観察

でき,fibrousbandの切雛上腕骨内側上穎の切

除，骨鰊の切除が可能で，直視不可能な遠位・近

位の筋膜を広範囲に渡って切雛できる手術法であ

る．今回CuTSに対するECuTRの術後成績を評

価し，多変量解析を用いて術後成績に影響を与え

る因子を検討したので報告する．

【対象と方法】

当科において2005年よりECuTRを行ったCuTSの

うち，外反肘などに合併した遅発性尺骨神経麻痒

を除き，術後6か月以上経過した35例38肘（男性

26例，女性9例，平均年齢61.5歳）を対象とした

赤堀の評価基準を用いた術後成績と年齢，性別，

罹病期間肘部での尺骨神経伝導速度,SWテス

ト，尺骨神経の圧痕の有無の6因子との関係を多

変量解析を用いて検討した．

【結果】

術後成績は優17肘，良11肘，可9肘，不可1肘であ

り，尺骨神経伝導速度は術前平均332±10.4m/

secから術後平均40.9±7.9m/secに改善した．罹

病期間は平均14か月であり，尺骨神経の圧痕は15

例に認めた．成績に強く影響を与えた因子は手術

までの罹病期間のみであり，その他の因子はあま

り影響を与えない因子であった．

【考察】

CuTSの予後に影響する因子として年齢，罹病期

間，電気生理所見など術前の重症度などが指摘さ

れている．今回の結果では罹病期間のみが強く影

響を与える因子であったさらに罹病期間が6か

月以内の群とそれ以外の群の2群に分け比較する

と，術後成績に有意差を認めた．これらの結果か

らCuTSは可及的早期に手術を行うことが推奨さ

れる．

1-3-10

肘が完全伸展できる肘部管症候群に対す

る皮下前方移行術の治療成績

SubcutaneousAnteriorTranspositionofthe

UlnarNervefOrtheCubitalTunnnelSyndrome

withoutElbowExtensionLoss

市立札幌病院整形外科

○平地一彦佐久間隆

【目的】肘部管症候群に対する尺骨神経前方移所

術の欠点として，肘伸展時に移所された神経が肘

部管に戻ろうとして上腕骨内上顎に乗り上げ圧迫

される現象がある.肘部管症候群の多くは変形性

肘関節症に合併し，肘が完全に伸展しないためこ

の欠点が生じない.今回は肘が完全伸展できる症

例を抽出し，その臨床像と皮下前方移所術の成績

を調査した．

【方法】1997年以降，皮下前方移所術を行った肘

部管症候群で術前後のカルテ記載があり6カ月以

上経過観察しえた122例のうち術前に肘関節が完

全伸展（0.以上）可能な10例を対象とした.性別，

左右，年齢発症から手術までの期間，合併症状，

麻痒，術式と術中所見，麻痒の回復と最終時の愁

訴を調査した．

【結果】男性7例女性3例，右6肘，左4肘,年齢

は13歳から52歳（平均30歳）であった.発症から

手術までの期間は3から24ヵ月（平均8.3カ月）で

あった尺骨神経の亜脱臼を7例，内上顎炎を2例，

外反肘を1例に伴っていた.全例でしびれが常時

存在したが，筋力低下は肘のストレスにより変化

していた.5例に軽微な骨問筋委縮を認めた.術式

は皮下前方移所を行い，最近の4例では最小限の

内上穎切除を加えた術中，神経の亜脱は7例で認

め，破格筋が1例に存在した.経過観察期間は6カ

月から2年9ヵ月（平均1年4ヵ月）であった麻痒

は1例を除き全例で回復したが，3例で肘伸展時に

神経が内上顎に刺激され，肘内側痛やしびれが遣

残していた内上穎切除併用では特に症状を残さ

なかった麻痒が再発した1例には内上穎切除を

追加して改善を得た．

【結論】肘が完全伸展できる肘部管症候群は活動

性が高い青壮年で麻輝は軽度だがしびれが強い例

が多く，70％は神経の亜脱臼が原因であった.皮

下前方移所だけでは伸展時の症状が残りやすいた

め，内上類切除を併用すべきと考えている．
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1-3-11

肘部尺骨神経障害に対する尺骨神経前方
移所術の成績

ResultsofAnteriorTranspositionforUlnar

NervePalsy

'山形大学医学部整形外科，2泉整形外科医院

○井上林l,高原政利2,渡邉忠良1,

佐竹寛史l,荻野利彦！

【目的】肘部尺骨神経障害に対する尺骨神経前方

移所術の手術成績を検討した．

【方法】手術を施行した66例73肘に対して,直接検

診による徒手筋力検査(MMT)およびアンケー

ト調査を行った.アンケートでは,自覚症状（手指

のしびれ感手指の使い難さ,手指の痛み,および

肘の痛み）の手術による改善度を評価し，また手

術の満足度およびDASHスコアを調査した．アン

ケートに回答のあった50例56肘（回答率76％）を

対象とした手術時平均年齢は60歳直接検診の

経過観察期間は術後平均1年2ヵ月，アンケート調

査は3年10ヵ月であった

【結果】症状の改善度は,手指のしびれ感：改善49

肘,不変5肘,悪化1肘,手指の使い難さ：改善44肘，

不変9肘,悪化3肘,手指の痛み：改善48肘,不変3肘，

悪化1肘,肘の痛み：改善50肘,不変0肘,悪化5肘

であった.満足度は,満足47肘,どちらとも言えな

い5肘,不満4肘であった.DASHスコアは,改善が

14例,悪化が2例であり,術前平均28点(19例),術

後15点(38例）であり,有意な改善がみられた.母

指内転筋のMMTの平均は術前3.1,術後平均4.0,

第1背側骨間筋は術前3.1,術後3.6,小指外転筋は術

前3.1,術後4.0であった．術前MMTが0の症例の

40％が3以上に回復していた.すべての症状の改

善度と術後DASHスコアとの間に統計学的に相関

が認められた満足度と術後DASHスコアに相関

が認められた術後の第1背側骨間筋と小指外転

筋筋力と術後DASHスコアに相関が認められた．

【結論】自覚症状の改善度,満足度,および術後筋

力が術後DASHスコアと相関することが示され

た

l-3-12

肘部管症候群に対する筋層内前方移行術

の短期成績

TheShortTermResultsofModinedlntramus-

cularTranspositionforCubitalTunnelSyn-

drome

'千葉大学大学院医学研究院整形外科，2千葉市立

青葉病院整形外科

○柿崎潤1,國吉一樹1,鈴木崇根l,

国司俊-1,六角智之2

【緒言】JHS(2006;31A:1535-1542)にmodified

mtramusculartranspositionoftheulnarnerveが

Henryにより報告された．その報告後，我々 は肘

部管症候群に対して筋層内移行術(Henry法）を

症例により施行してきた．その中で，術後2年を

経過した10例11肢を対象とし調査を行ったので，

その成績につき報告する．

【対象】10例ll肢で，すべて男性であった．平均

年齢63歳（40～77歳）で，罹患側は右側が10肢・

左側が1肢であり，罹患期間は平均19カ月（6～48

カ月）であった9肢に肘のOAを認め,2肢は外

反肘を認めた重症度は，赤堀分類で,Stage3が

l肢,Stage4が7肢,Stage5が3肢であり,McGowan

分類ではStage2が8肢,Stage3が3肢であった．

【結果】全例，合併症なく経過し，再発もみられ

ていない．術後2年での赤堀の予後評価は，優が6

肢・良が5肢であった．

【考察】Brauer(JHS:2007),Mowlavi,etc(PRS:2000)

は，肘部管症候群の手術方法と治療成績について

Meta-Analysisを行い，各術式間に治療成績の差は

ほとんどないが,simpledecompressionがいくら

か有利であると報告している．しかし，筋層内移

行術(Henry法)と他の術式を比較した報告はない．

本研究では他の術式と比較検討を行った．他の術

式と筋層内移行術の治療成績は同等であった．し

かし，本研究は後向きで短期成績であるため，今

後RCTや長期成績を含む，よりevidencelevelの高

い報告が待たれる．

【まとめ】筋層内移行術の短期成績について報告

した．本術式は他の術式と比べ，同等の治療成績

であった．
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l-3-13

肘部管症候群のDASHと上肢機能の術後経

時的変化-第2報：術前重症度による相違一

ChangesofScoresoftheDASHandUpperEx-

tremityFunctionafterSurgeryinPatientswith

CubitalTunnelSyndrome-2ndReports:Difer-

encesduetoPreoperatiVeSeverity-

'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

○井戸芳和l,中村恒-2,伊坪敏郎2,

内山茂晴2，加藤博之2

演者らは前回の本会において肘部管症候群

(CuTS)のDASH値は術後6カ月で有意な改善が

認められたことを報告した.今回は術後成績に大

きな影響を及ぼすと考えられる術前重症度と，

DASHの改善に関連があるかを検討した

【方法】尺骨神経皮下前方移動術を行ったCuTS患

者26人の術前重症度をMcGowan分類により2群に

わけたすなわち,GradeⅡが14人,Grademが12

人で，平均年齢はそれぞれGradeⅡが59.5歳

GradeⅢが68.4歳であった.罹病期間には差はな

かった.全例に，術前術後1,3,6カ月の時点で

DASH,握力，サイドピンチカ(SP),しびれの程

度(VAS),簡易上肢機能検査(STEF)を調査し，

Grade別に比較した.統計にはWncoxonsignedrank

testを用い，危険率5%未満を有意差ありとした．

【結果】DASHの平均値は,GradeⅡでは術前18.5,

術後1カ月19.7,3カ月123,6カ月11.1,GradeⅢで

はそれぞれ32.9,27.0,26.0,24.0であった.DASH

はGradeⅢでは術後1カ月で,GradeⅡでは6カ月で

有意に改善した握力はGradellではそれぞれ28.5,

29.4,30.9,313kg,GradeⅢでは17.9,18.8,19.3,

20.8kgであった.握力はGradellでは3カ月,Grade

mでは6カ月で有意に改善していた以下同様に，

SPはGradeⅡでは1カ月で有意な改善を認めたが，

GradeⅢでは有意な改善は認められなかったし

びれはGraden,Ⅲともに1カ月,STEFはGrade

Ⅱでは3カ月,Grademでは6カ月で有意に改善した．

【考察】Gradellと比較し，より重症であるGrade

IIIの方が高いDASH値を示し,DASHの評価法と

しての妥当性が確認された.DASHはGradelllに

おいて術後1ケ月で改善し，重症例における反応

性の高さが示唆されたが,Graden,Ⅲともに臨

床的に有意な変化とされている10点以上の改善は

得られなかった．

l-3-14

肘部管症候群再手術例の検討

RecurrenceofCubitalTunnelSyndrome

駿河台日本大学病院整形外科

○豊泉泰洋，長岡正宏，長尾聡哉

肘部管症候群の術後に症状の改善が見られないも

のや，一度軽快した症状が再発し，再手術を行う

にいたる症例がある．今回われわれは肘部管症候

群再手術症例を検討したので報告する．

【対象】再手術を行った7例7肘を対象とした．内

訳は男性6例女性l例，罹患側は右5例，左2例で

あった．初回手術時年齢は22歳～63歳の平均42.6

歳であった．初回手術した医療機関は当院が3例，

他施設が4例であった．初回手術はKing変法が2

例，神経剥離術が4例あり，うち同時に骨折固定

の内固定抜去を行ったものl例，ガングリオン切

除を行ったものがl例ある．初回手術が他医で行

われたものの中でl例は術式不明であった．初回

手術後にしびれは4例で軽減もしくは消失し，3例

では不変であった．初回手術から再手術までの期

間は2，6，7か月2，4，5，12年間であり，初回手

術から1年以内に再手術となった症例は初回手術

から症状改善のみられなかった3例だった．再手

術時の術中所見から尺骨神経障害の原因と予測さ

れる因子は癒着と嬢痕形成が6例に認められ，ガ

ングリオン再発が1例だった再手術の術式は神

経剥離のみl例，前方移行4例，神経剥離と同時に

示指外転再建術を追加したものが1例,遊離脂肪

移植を1例に行った．術後は赤堀分類で優5例（術

前赤堀分類II2例III1例,IV2例）良1例（術前赤堀

分類Ⅳ)，可l例（術前赤堀分類IV1例）であった

【考察】肘部管症候群の手術後の再発例報告は予

後不良例として報告されるがあまり多くない．再

発原因として綴痕形成，神経滑走障害，ガングリ

オンの再発などが多いといわれている．自験例で

は癩痕形成により再度尺骨神経を圧迫していたも

のが大部分を占めた．長期経過後の再発例は職業

で過使用があり変形性肘関節症の進行が尺骨神経

に影響を与えた可能性が考えられる．
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1-3-15

尺骨神経管症候群の電気診断と治療経験

ElectrodiagnosisandTreatmentfOrUlnarTun-

nelSyndrome

東北労災病院整形外科

○信田進吾，菅原恒

【目的】尺骨神経障害の中で尺骨神経管(Guyon管）

症候群はまれであり，確定診断には電気診断が重

要である．今回本症の電気診断所見と臨床像を検

討した

【対象と方法】1999年以来経験した尺骨神経管症

候群11例を対象とした．男性5例，女性6例で年齢

は平均42歳である．2例は保存的に治療し，9例に

手術を行い，発症から手術までの期間は平均8カ

月，術後経過観察期間は平均3カ月である．津下・

山河の分類で麻痒型は1型8例，3型1例，4型1例，

分類不能l例である．原因はガングリオンが2例，

尺骨動静脈による圧迫3例，切創，小外傷，内軟

骨腫破格筋，腱性アーチ，不明が各々l例である．

神経伝導検査は，小指外転筋(ADM)の複合筋

活動電位(CMAP)を9例に,第一背側骨間筋(FDI)

のCMAPを10例に，小指より知覚神経活動電位

(SNAP)を6例に手関節部刺激で導出し，潜時と

振幅を対側と比較した．

【結果】FDI-CMAPは導出した10例全例に振幅低

下（平均0.7mV,対側11.4mV)を認め,5例が潜

時延長（平均6.2ms,対側3.6ms)を示した．

ADM-CMAPは9例中8例が異常を示し，潜時延長

と振幅低下が5例，潜時延長1例，振幅低下2例で

あった.SNAPは6例中4例に潜時延長と振幅低下

を認めた．治療成績は，7例が麻痒の完治または

回復を認め，4例は軽度の改善を示した．

【結論】本症は尺骨神経深枝の障害が多く,FDI-

CMAPが電気診断では重要とされる．自験例に

おいてFDI-CMAPの振幅低下を全例に認め潜時

延長よりも障害を鋭敏に反映すると考える．

1-3-16

特発性前骨間神経麻痩の治療：手術か保

存的か？

TreatmentofSpontaneousAnteriorlnterosse-

ousNervePalsy:SurgicalorConservative？

1荻窪病院整形外科，2池田整形外科，3慶應義塾大

学整形外科，4川崎市立川崎病院整形外科

○田崎憲一'，西脇正夫'，池田崇2，

池上博泰3，堀内行雄4

【目的】自験例の特発性前骨間神経（以下SAIN)

麻痒の予後を調査し，手術治療と保存的治療の比

較検討を行った

【対象と方法】過去20年間に加療し追跡調査可能

であったSAm麻痒24症例24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24～73（平均48.8）歳,男9女15例で，

右ll左13例,4例に円回内筋麻痒,1例に同側の特

発性後骨間神経麻痒，2例に中指深指屈筋不全麻

揮を認めた．前駆痛は21例にあり,FPL･示指

FDPともに麻痒する完全型16例，どちらかが麻

痒する不全型が8例であった発症3カ月で回復の

兆しのない例には神経内神経剥離術を勧め，患者

の選択により15例が手術に9例が保存的治療と

なった．手術後の調査は6～35（平均19.5)力月，

保存例の調査は発症後8～81（平均33.5）力月で

あった．

【結果】手術群は男7女8，年齢は27～73（平均

46.4)歳,右8左7で発症から手術まで3～8(平均5.0）

力月であった．術後[3]以上の回復に要した期間は

2～24（平均8.3）力月であった．術中「くびれ」

は9例に認め,その数は1カ所から5カ所までで,「く

びれ」のない例でも浮腫や色調の変化を認め，こ

れら所見と回復の期間とは相関がなかった保存

群は男2女7，年齢は24～68（平均52.8）歳，右3

左6で，最終調査時（24,67カ月）回復していない

2例を除くと[3]の回復が平均16.6±5.3カ月，最終

で[4]以上の回復は4例のみであった．回復のない

例でも，腱移行術などの再建手術の希望はなかっ

た．

【考察】SAIN麻痒が神経束間神経剥離術を行うこ

とで回復が保存治療よりも有意に早まることは諸

家の報告と一致する．保存的治療の結果にばらつ

きが出たのは，議論の分かれるところである．非

回復例であっても中高年の非利き手であれば機能

障害が少なく，慣れによって克服していることが

考えられる．
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Zonelにおける深指屈筋腱断裂の治療成

績

FlexorDigitrumProfundusTendonRepairin

Zonel

名古屋披済会病院整形外科

○矢崎尚哉，米田英正，矢島弘毅，

渡邉健太郎，木野義武

【目的】Zonelにおける深指屈筋腱断裂の成績を

評価した．

【方法】1993年12月から2008年11月までの15年間

に当科でZonelにおける深指屈筋腱断裂に対して

一時修復を行った症例を評価した.症例数は27例

29指で,男性17例，女性10例,年齢は13～60歳で

あった複数指損傷が2例あった.受傷原因の内訳

は閉鎖性損傷が2指,開放性損傷が27指であった．

開放性損傷のうち津下法による腱縫合が可能だっ

たのは17指,10指は遠位断端が短いため遠位断端

の近位に骨孔を開けてプルアウト法で縫着した

閉鎖性損傷の2指は末節骨付着部にプルアウト法

で縫着した．後療法は3週固定法が27指で，

Kleinert変法が2指であった.最終診察時に%TAM

およびDIP関節のarcで評価した

【結果】開放性損傷の腱縫合群はexcellentll指，

good5指,fairl指で,DIP関節のarcが40度以下

だったのは17指のうち5指であった.開放性損傷

のプルアウト群はexcellent3指,good3指,fair4

指で,DIP関節のarcは9指が40度以下であった.閉

鎖性損傷のプルアウト群の2指はともにexcellent

でDIP関節のarcは55度と75度であった再断裂の

症例は無く3指に腱剥離術を行った．

【考察】開放性損傷のうち腱縫合群と比較してプ

ルアウト群は明らかに成績が悪かった.腱の遠位

断端が短くプルアウト法を考慮したが,結局津下

法による腱縫合を行った症例は良好な成績であっ

た．このように2つの方法を迷った場合には腱縫

合を選択すべきと考えられた.開放性損傷と比べ

て閉鎖性損傷のプルアウト群の成績は良好であっ

た．開放性損傷に対するプルアウト法は,腱の

モーメントアームの低下,関節近傍に骨孔を作成

することによる癒着腱の短縮による緊張増加な

どが起こり，これらが悪影響を及ぼした可能性が

ある.今後はより解剖学的な縫着法を試みる必要

があるかもしれない．

1-3-18

非リウマチ性小指屈筋腱皮下断裂3例の検

討

SubcutaneousRupturesofFlexorTendonsin

LittleFingersofNon-RheumatoidPatients

亀田総合病院整形外科

○友利裕二，久能隼人，星野優子，

高橋 正 憲

【目的】3例の小指屈筋腱皮下断裂(非リウマチ性）

を経験したので報告する．

【対象】2003年～2009年の間に治療を行った非リ

ウマチ性小指屈筋腱皮下断裂は3例（男性3例）で

ある．罹患側は右手2例，左手1例，受傷機転は伸

展強制による受傷が1例，強いグリップによる受

傷が2例であった．初診時2例は瘤痛と小指屈曲障

害を訴えたが1例は小指屈曲障害のみが主訴で

あった．

【結果】手術を施行し断裂部を確認しFDPのみ断

裂が2例,FDS・FDP共に断裂していたものがl

例で，断裂部位は国際分類Zone3:1例,Zone4:2

例であった．断裂部位から判断して手根管内の骨

鰊などが関与しているものと思われたが肉眼的に

は鈎状突起部病変および手根骨病変・骨鰊等を認

めなかった．再建術は長掌筋を用いた橋渡し遊離

腱移植術を施行し術翌日より早期自動屈曲・伸展

療法を行った．術後3ヶ月以上経過観察が可能で

あった2例は日手会評価法%TAMでexcellentで

あった．

【結論】屈筋腱皮下断裂は比較的まれであり，ま

とまった報告はすぐない．断裂部位は手根管部，

手関節部での断裂が多いとの報告がある．本報告

でも手根管部およびその遠位部での断裂を認め

た.断裂の原因として鈎状突起の関与が疑われた．

-S67-



1-3-19

Zonel.2屈筋腱損傷に対する早期自動運動

療法の治療成績

ClinicalResultsofEarlyActiveMobilization

TechniqueFollowingFlexorTendonRepairin

Zonelandn

淀川キリスト教病院整形外科

○金城養典，日高典昭

【目的】屈筋腱損傷に対する早期運動療法は広く

行われるようになったが,早期自動運動療法の報

告はまだ少ない.当科における治療成績について

報告する．

【対象と方法】2008年4月以降にzonel.2屈筋腱損

傷に対して6-strand腱縫合および早期自動運動療

法を行った9例9指を対象とした.性別は男性7例

女性2例,受傷時平均年齢は29歳,受傷指は母指1

指,示指2指,環指2指小指4指であった.全例,刃

物による鋭利損傷で，受傷部位はzonelが1指，

zone2が7指,zoneT1が1指であり，損傷腱は，

FDS･FDP両腱が6指,FDP単独が2指,FPLが1指

であった.神経血管損傷の合併が3指あった手術

方法は,FDPに対しては吉津1法によるcore

sutureと6-0糸による周囲連続縫合を行い,FDSに

対しては損傷部位に応じた縫合法とした.受傷か

ら手術までの期間は,0-7日（平均3.8日）であった．

後療法は,ハンドセラピストの監視下に他動屈

曲・自動伸展療法であるKleinert変法に準じて行

い,術後1週間はactiveholdによる自動屈曲を,2週

目からはgendeな自動屈曲運動を追加した．また

Duran法も術直後から行った.平均経過観察期間

は4.5ヶ月であった.術後成績は，日手会指屈筋腱

機能評価表を用いて評価した

【結果】最終経過観察時の%TAMは平均92%であ

り，改善度は,優6例,良3例であった再断裂をき

たしたものはなく，感染やCRPSなどの重篤な合

併症もなかった.腱剥離など追加手術を必要とし

た症例はなかった

【考察】Klemert法の導入により屈筋腱損傷の治

療成績は向上したが,癒着・再断裂などの問題点

がまだ残存している.6-strand法による強固な縫

合と早期自動運動による治療法は有望な解決方法

であるが,ハンドセラピストの存在は不可欠で

あった.症例数および経過観察期間が限られてい

るため,さらなる検討が必要である．

l-3-20

Kleine枕変法に関する実験的工夫

ExperimentalDevicefOrKleinertSplint

'関西医科大学枚方病院整形外科，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l,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変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が，

工夫の余地も残されている.Kleinert変法の糸の

爪への接着点を爪甲先端部から爪甲中央に変更す

ることで,装具内での指伸展動作時にDIPに加わ

るモーメントアームが改善することを我々は過去

に報告した.今回我々は,本方法がmemert装具で

の屈曲装置の糸移動距離（牽引力）を軽減させ，

DIPの屈曲拘縮予防に有用であるかを調査する目

的で以下の実験研究を行った．

【対象と方法】健常人6名の示指および小指の12指

を対象とした.DIP・PIP関節側面の皮膚上（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.指の

牽引装置にはプーリーを介した分銅（合計35g重）

を用いた.Klemert装具内での指屈伸展運動の側

面像を秒速210コマでビデオ撮影し,再生画像か

らPIP関節の屈曲角と，牽引の糸の移動量を計測

した.Kleinert変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（本法）と

をそれぞれ計測し結果を比較した

【結果と考察】爪甲先端部に接着点を設置する従

来のKleinert変法よりも爪中央に接着点を設置す

る本法の方が,牽引装置の糸移動距離（牽引力）

を軽減できた.改善率は約15%程度であった.PIP

角度の変化量に対応した糸の移動量の軽減が従来

法よりも有意差をもって得られるのは,装具内で

PIP関節が30度～0度の伸展動作後半であったこ

れは「DIP伸展力はPIP伸展位でないと有効に働

かない」という我々の過去の報告からも理にか

なった手法であると思われた.糸の接着点の変更

のみですむ本法はDIP関節屈曲拘縮の発生予防に

有用なl手段になると考える．
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変形性遠位榛尺関節症に合併した伸筋腱

皮下断裂のX線画像上の危険因子

RadiographicRiskFactorofExtensorTendons

RuptureinPrimaryOsteoarthritisoftheDistal

RadioulnarJoint

和歌山県立医科大学整形外科

○谷口泰徳北野岳史，下江隆司，

浅井宣樹，吉田宗人

【目的】遠位僥尺関節症に合併する伸筋腱皮下断

裂の原因に，尺骨頭の形状が関与していると思わ

れるが，それに関する詳細なX線学的な研究の報

告は見られていない．今回われわれは，一次性遠

位僥尺関節症の尺骨頭のX線所見を調査し，伸筋

腱皮下断裂発生の画像上の危険因子を調査した．

【対象】対象は一次性変形性遠位僥尺関節症に伸

筋腱皮下断裂を合併した症例とした.その内訳は，

9例11手関節,性別は男5例6手関節,女4例5手関節，

手術時年齢は62歳から86歳，平均75.1歳であった．

患側は右手関節が7例，両手関節発症が2例であっ

た．外科治療は尺骨頭切除と腱移植，腱縫合を行

なった

【方法】罹患肢手関節のX線正面像をもとに，

ulnarvariance,尺骨頭の特徴的所見を調査した

また術中の肉眼的所見より，尺骨頭の形状と伸筋

腱皮下断裂の関係について検討した

【結果】Ulnarvarianceは3mmから10mm,平均

5.9mmであった全例3mm以上の高度のplus

varianceを伴った手関節であった．尺骨頭の特徴

的X線所見は，尺骨頭僥側の角状変形像であった

術中の肉眼的所見では，高度のulnarplus

varinanceのため尺骨頭僥側が月状骨の中枢尺側

と僥骨sigmoidnotchの間で摩耗され，円錐状に

変形していた．尺骨頭榛側の円錐状に変形した部

位が背側関節包を破って，伸筋腱皮下断裂の原因

となっていた．術前X線写真の角状変形像は，尺

骨頭の円錐状変形を示していた．

【結語】今回の我々の症例では，術前X線写真で

のulnarplusvarianceと尺骨頭僥側の角状変形像

が，伸筋腱皮下断裂の危険因子であった．角状変

形像は，高度のplusvarianceとなった尺骨頭の僥

側が，月状骨の中枢尺側と榛骨sigmoidnotchの

間で摩耗より形成された円錐状変形によるもので

あった．

1-3-22

僥骨遠位端骨折に続発した長母指伸筋腱

断裂の検討

RuptureoftheExtensorPollicisLongusTendon

FollowingDistalRadiusFracture

済生会下関総合病院整形外科

○富永康弘，安部幸雄

【目的】僥骨遠位端骨折に続発して長母指伸筋腱

(以下EPL)皮下断裂が生じることが知られてい

る.今回,当科において治療を行った僥骨遠位端

骨折後のEPL皮下断裂について検討したので報告

する．

【対象および方法】2003年4月～2009年8月までの

間僥骨遠位端骨折後に続発したEPL皮下断裂に

対して当科で手術を行った12例を対象とした.男

性1例,女性ll例,平均年齢73.9歳(61～79歳）で

あった.手術は全例に固有示指伸筋腱を用いた腱

移行術を行い,術後成績の評価はRiddelの評価基

準を用いた．

【結果】12例中転位が少ないものが6例,手術症例

を含め明らかな転位を認めたものは6例であった．

骨折に対する治療法は保存的治療8例,手術的治

療4例であった.骨折からEPL断裂までの期間は8

日～36カ月であり半数以上が骨折後6週までに断

裂していたが,2年以上のちに断裂した症例も2例

認めた.全例がLister結節部付近での断裂であり，

術後成績はRiddelの評価基準にてexcellent9例，

good3例であった．

【考察】今回の症例において骨折受傷から断裂ま

での期間にばらつきがありその原因を考察した

転位の少ない骨折に比較的早期に断裂が生じた症

例では受傷時の腱圧挫およびコンパートメント内

圧の上昇による血行障害が関与し,転位の大きい

骨折に早期断裂が生じた症例では腱圧挫に加え，

第3区画のglidmgfioor損傷に起因する強い機械的

刺激が原因となったと考えた．また,2年以上経過

したのちに腱断裂が生じた症例では,大きな転位

のためコンパートメント内圧は上昇せず,軽微な

機械的刺激が繰り返されることによって少しずつ

摩耗し腱断裂に至ったと考えた．
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局所麻酔下に手術を行い術後早期運動療

法を行った長母指伸筋腱断裂に対する腱
移行術

TendonTransfertoExtensorPollicisLongus

underLocalAnesthesiawithEarlyMotionEx-

erciseafterOperation

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，原友紀，中島佳子，

落合直之

【目的】長母指伸筋(EPL)腱断裂の再建術として，

固有示指伸筋(EIP)腱移行術が広く行われてい

る．しかし，腱縫合時の緊張度の決定や術後の後

療法などは，議論のあるところである．われわれ

は，局所麻酔下に手術を行い，術後早期運動療法

を行い，良好な成績を得てきたので報告する．

【対象と方法】2004年6月～2009年9月までに局麻

下にEIP腱移行術を行ったEPL腱断裂は8例で，

男性2例，女性6例，手術時年齢は平均57.8（28～

79）歳であった．断裂原因は，皮下断裂6例（僥

骨遠位端骨折後3例，関節リウマチ2例，外傷性1

例)，開放性断裂後放置1例･術後再断裂l例であっ

た．断裂から手術までの期間は,1週～39年，術

後経過観察期間は，4ヶ月～5年3ヶ月であった．

手術は局所麻酔単独あるいは局所静脈麻酔を併用

して行った.腱の縫合は,mterlacingsutureを行っ

た後4-01oop針による補強を追加した．緊張度

の決定は，仮縫合した後，患者に見せながら自動

屈伸を行わせ,健側の母指伸展を参考に調整した．

術後は，手関節から母指MP関節まで掌側ギプス

シーネ固定を行い,IP関節の自動運動を行わせ，

術後2週でギプスシーネを除去した．

【結果】再断裂例はなく,Riddelの評価では，

exceUent7例,goodl例であった．

【考察】局麻手術では，腱移行時の緊張の決定と

調節を行いやすい利点があり,MP関節の伸展が

できないタイプのEPL腱断裂でも緊張を決定しや

すい．また，手術直後より患者が動きを自覚して

いるため,スムーズな早期運動療法が可能である．

l-3-24

腱性槌指に対する保存治療の検討

ConservativeTreatmentofMalletFingerof

TendonOrigin

'千葉大学大学院医学研究院整形外科，2千葉市立

青葉病院整形外科，3城東社会保険病院整形外科，

4佐倉整形外科病院整形外科，5鹿島労災病院整形

外科

○樋渡龍1，六角智之2，斉藤忍3，

高橋勇次4，板寺英一5

【はじめに】腱性槌指に対する治療法として装具

による保存治療が一般的であるが，成績不良例も

少なくない．今回，母指を除く腱性槌指に対する

保存治療の成績について報告する．

【対象と方法】2002年より腱性槌指で保存治療を

おこなった92例93指を対象とした．内訳は男性70

指，女性23指，受傷時年齢は3～84歳で平均46歳

であった．示指1指，中指20指環指32指，小指

40指で，初診時伸展不足角度は10～65.,平均35.

であった．また受傷から固定までの期間が21日未

満の新鮮例が75指，21日以上の陳旧例が18指あっ

た．固定期間は4週から夜間固定を含めて24週ま

で，平均10週であった．術後成績は蟹江の評価基

準に従い，平均経過観察期間は14週であった

【結果】蟹江の評価では,優32指,良14指,可24指，

不可23指であった．治療後の伸展不足角度は平均

12.となった．蟹江の評価で優･良を成績良好,可・

不可を成績不良とすると，罹患指における成績良

好の割合は，示指100%,中指65%,環指53%,小

指38％と尺側指になるにしたがって成績良好の割

合が低下する傾向があった．新鮮例，陳旧例での

成績良好の割合はそれぞれ，43％，50％となり陳

旧例でも比較的成績良好の割合が高かった．さら

に初診時伸展不足角度が40.以上の症例は40.未満

の症例と比べて有意に成績不良例が多く，そして

成績が不良になるほど平均年齢が有意に高かっ

た．

【考察】腱性槌指は保存治療，観血治療ともに良

好な成績が得にくい疾患である．今回の報告では

40°以上の症例では成績不良となりやすく，40.未

満の症例で成績は良好となりやすかった．
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1-3-25

陳旧性腱性槌指に対するThompson法の治
療経験

ThompsonIsProcedurefOrChronicMalletFin-

gerDefOrmityofTendonOrigin

旭川厚生病院整形外科

○金谷耕平，八島英基，堀篭圭子，

渡邊吾一，森田智慶

【目的】陳旧性腱性槌指に対する観血的治療は終

止腱を再建するものが多いが，完全伸展の獲得は

難しく，逆に屈曲制限を残す場合も少なくない．

陳旧性腱性槌指に対するThompson法の治療成績

を報告する．

【方法】対象は6例の陳旧性腱性槌指である．男性

が4例で女性が2例，手術時平均年齢は42.8歳（25

～71歳）であった．罹患指は,中指が3例で,示指,

環指，小指がそれぞれ1例であった受傷から手

術までの期間は平均16.2カ月（2～84ヵ月）であっ

た.DIP関節の伸展ラグは平均40度(20～45度）

であり，全例がswan-neck変形を呈していた．前

医で，3例が終止腱の修復，2例が保存治療を受け

ていた.1例は未治療であった．術後の経過観察

期間は平均4.2ヵ月（3～6ヵ月）であった．

【術式】末節骨の終止腱付着部と基節骨骨幹部に

径2.5mmの骨孔を作成する．長掌筋腱を採取して

二分し，一方を末節骨に固定する．遊離腱は，

DIP関節背側からPIP関節と神経血管束の間を通

して反対側に引き出す.DIP関節を伸展位で固定

し,PIP関節が20度屈曲位になるようなテンショ

ンで腱を固定する．

【結果】最終観察時の平均可動域は,PIP関節が

伸展-5.8度（0～-15度),屈曲91.7度(85～100度),

DIP関節が伸展-7.5度(0～-20度),屈曲60.8度(40

～85度）であった.Swan-neck変形は全例で改善

した知覚障害や爪変形などの合併症は認められ

なかった．

【考察】本法の欠点は，腱の採取と複数の皮切が

必要であること,手技がやや煩雑であり，テンショ

ンの決め方が経験的であることである．しかし，

スワンネック変形を呈する症例にもよい適応があ

り，安定した成績が得られることから，陳旧性腱

性槌指に対して有用な術式であると考えられた

l-3-26

RoIIoverinjuⅣの治療成績
TreatmentofRolloverlnjuryoftheHand

豊橋市民病院整形外科

○小早川知範，井上五郎

Rolloverinjuryは車の窓より手を出して走行中，

車が横転した際に手から前腕が地面と摩擦して手

背部皮層，伸筋臘骨が削り取られる外傷である．

この損傷は路面の砂や土などが骨・関節に混入す

るので，十分なcleansmgとdebridementを行って

感染を防ぐ必要がある．6例の治療成績を報告す

る．

【症例】男性4例，女性2例で受傷時年齢は19歳か

ら60歳受傷側は運転席の5例は右手，助手席の1

例は左手損傷であった．損傷深度は皮膚・腱まで

の損傷が1例で残りの5例は中手骨・手根骨の一部

が削り取られていた．伸筋腱損傷は総指伸筋腱

(EDC)II;1例,EDCII-III;l例,EDCII-V;4例

であった．治療はdebridement後,4例は後骨間

動脈皮弁で，2例は腹壁有茎皮弁で皮膚欠損部を

覆った．2-3ヶ月間リハビリで浮腫と関節拘縮を

軽減した後,腱移植(PL)にて伸筋腱を再建した

術後成績調査期間は平均20ヶ月であった．

【結果】手関節可動域(ROM)は100.以上が3例，

60｡が1例,40.が2例であった伸筋腱再建を行っ

た指(18指）のMP関節のROMは70.以上が5指，

50｡‐69°が7指，30｡‐49｡が2指30･以下が4指で

あった．

【考察】成績不良例は手根骨・中手骨骨折と尺骨

神経深枝麻痒を合併したl例（2週後来院）と治療

開始までの期間が3.5ヶ月と遅れた1例であり，早

期より治療を行った症例は比較的良好な結果が得

られた．手根骨まで損傷が及んでいる症例は手関

節可動域が低下した皮弁の種類は成績に影響な

かった．

【結語】皮膚欠損部を早期に皮弁で覆い，十分な

リハビリ後伸筋腱再建を行えば成績は良好であ

る．
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1-3-27・

手関節尺側部痛の関節外病変のMRI所見に
ついて‐尺側手根伸筋腱腱鞘周囲の検討一

MRIDiagnosisofUlnarWristPainAssociated

withECUTendinitis

'関西労災病院整形外科，2よしだ整形外科クリ

ニック

○堀木充1,吉田竹志2,中川玲子l,

田野確郎Ⅱ

【目的】尺側手関節部痛を来す疾患のなかで関節

外病変は見逃されがちである．今回，尺側手関節

痛を有する患者の中で尺側手根伸筋腱（以下

ECU)腱鞘に由来する瘤痛と考えられる患者に

対して回外位MRIを撮影しその所見を検討した．

【対象および方法】2007年～2009年に当院でECU

腱鞘に由来する痙痛と診断した16例16手関節．男

10例，女6例，平均年令36才(18～64才),右ll例，

左5例診断はECUの尺骨頭付近での圧痛，手部

最大回外位でECU付近に痛みが誘発できること

(Carpalsupinationtest陽性),MRI,レントゲン

で他の疾患が否定できることとした．MRIの両側

撮影は11例，患側のみは5例，回外位で手関節遠

位部2xial像で亜脱臼，腱の変形，腱内断裂につ

いて行った.ECUの亜脱臼はsubsheathの尺側縁

を乗り越える程度で表現しtypeO:乗り越えなし，

typel:ECU幅1/2以下の乗り越え,typell:

ECU幅1/2以上の乗り越えとした.ECUの変形は，

ECU断面の形を楕円，三日月，扁平の3つに分け

た．腱内断裂は腱内にT2でhighintensityがある

ものとした．

【結果】ECUの亜脱臼(0,I,II)は患側(0例,4例，

12例),健側(4例,4例,3例）であった．腱の変

形（楕円，三日月，扁平）は患側（0例，5例,11

例)，健側（5例，3例，3例）であった．患側に3

例の腱内断裂を認め，すべて明かな外傷歴のある

症例であった

【考察】ECU腱鞘に由来する瘻痛の患者のMRI所

見をみると患側において腱の亜脱臼や腱内断裂を

示す症例が多くみられ，亜脱臼の程度も高度で

あった．しかし，亜脱臼は健側でも見られること

から両側のMRIを撮影し検討することで，より正

確に診断できる可能性があると考えられた．
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吸収性骨接合材(F-u-HA/PLLA)を用い

た手指骨骨折の治療経験

TreatmentofFingerFractureswithForged

CompositesofUnsinteredHydroxyapatite/Poly-

L-Lactide(F-u-HA/PLLA)Pins

'小牧市民病院整形外科，2テネシー大学医学部整

形外科

○蓮尾隆明l,鈴木浩之1,波頭経俊l,

山田邦雄'，高田直也2

【目的】1995年に本邦で非焼性ハイドロキシアパ

タイト(u-HA)とポリ-L-乳酸(PLLA)の複合

体(F-u-HA/PLLA)からなる新しい吸収性骨接

合材が開発された.今回,手指骨骨折に対しF-u-

HA/PLLA骨接合材を用いて治療を行なったので，

その治療成績を報告する．

【対象】2008年4月から2009年8月に当科で手指骨

骨折に対しF-u-HA/PLLAピンを用いて治療を

行った9例9指を対象とした.男性7例,女性2例,手

術時年齢は20～61歳（平均39.8歳）であった.罹

患指は母指1指,示指3指,中指2指,小指3指,罹患

骨は末節骨1指,中節骨2指,基節骨4指,中手骨2指

であった．開放骨折は3指であった6指では髄内

釘,3指はピンニングとして用いた経過観察期間

は2～13か月（平均6.9か月）であった．

【方法】1.5または2.0mmのF-u-HA/PLLAピンを

用いた.髄内固定法では,開放骨折例は骨折部か

ら髄内をリーミングした後，ピンを挿入し固定し

た.閉鎖骨折例は近位背側関節包付着部付近に刺

入孔を作製し，ピンを骨孔から経皮的に髄内へ挿

入し固定した．ピンニング法ではドリル孔作製後

ピンを挿入し固定した．

【結果】全例で骨癒合を得ることができ,平均骨癒

合期間は9.2週であった.術後%TAMは平均71.0%,

握力の健側比は78.8％であったピンの折損骨吸

収,遅発性無腐性腫脹,感染などの合併症はな

かった．

【考察】F-u-HA/PLLA骨接合材は以前のPLLA単

独材料より強度が増し,分解吸収期間は短縮され

た.骨を伝導する特徴,骨と直接結合する能力を

有し,単純X線像でも確認が可能となった.長期の

経過観察は必要であるがF-u-HA/PLLA骨接合材

は抜釘の必要がなく手指骨骨折に対する有用な治

療材料であると考える．

1-4-2

手指骨折固定用材料としてのサファイア

ピンの有用性について

AdvantagesinTreatmentoftheFingerFrac-

tureUsingtheSapphirePins

'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l,若杉琢磨l,

若林良明2

【目的】われわれは単結晶アルミナセラミックス

ピン，即ち，サファイアピンをデザインし，手指

骨骨折や肘の関節内骨折などに用い，その臨床成

績を報告してきた．その後サファイアピンを用

いた手指骨折固定の小侵襲手技を開発し，術後早

期可動域訓練が可能となった．一般的に用いられ

るキルシュナー鋼線やプレートと比較し，利点・

欠点を報告する．

【小侵襲手術手技および後療法】良い手術適応は

指節骨の頚部骨折である．背側に転位している場

合はKapandji法に準じて指骨針で経皮的に整復

し，指骨針2本で骨折部を仮固定する．指骨針を1

本ずつ抜去し，適当な長さのサファイアピンを経

皮的に打ち込む．サファイアピンを軟骨面下に埋

める操作のために,5mm位の小皮切の追加が必

要になることがある．術後は外固定することなく

痛みの許す範囲で自動運動を許可する．

【症例および結果】上肢の骨折にサファイアピン

を用いた32症例の内，手指の骨折に用いた症例は

21例で，全例に骨癒合を認めた．その内，小侵襲

手技を用いたのは9症例であった．内訳は，中節

骨頚部骨折3例，基節骨頚部骨折2例，第5中手骨

頚部2例，基節骨骨幹部骨折2例であった術後早

期可動域訓練により可動域制限もなく，全例に骨

癒合が得られた．

【考察】キルシュナー鋼線は簡便に経皮的に骨折

部を固定でき，骨癒合後も抜釘は容易で極めて有

用な固定材料と考えられる．しかし，特に関節近

傍の骨折に使用すると，ピンが伸展機構を貫き，

術後早期の可動域訓練の妨げになる.一方,サファ

イアピンは関節近傍の骨折ではピンを骨内に埋没

させることにより,早期運動が可能である．また，

小侵襲手術手技は伸展機構の損傷を最小限に食い

止めることができ，術後約1週で通常の日常生活

が可能となり，手指骨頚部骨折に対して特に有用

な手技と考えられる．
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1-4-3

フックプレートによる手指剥離骨折の治
療経験

TreatmentofAvulsionFracturesintheHand

UsingaHookPlate

'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l,越智光夫】

【目的】骨性マレット指を含む手指骨の剥離骨折

を観血的に整復固定する内固定材は，使い勝手の

良いものがこれまでなかった．2007年Teohらは

骨性マレット指のフックプレートを用いた内固定

法を報告(JHSB)した我々は，骨性マレット

指と側副靭帯の剥離骨折にフックプレート固定を

行い，良好な成績を得たので報告する．

【対象】2007年4月から2009年3月までに当科で手

術を行った7例7指を対象とした．骨性マレット指

は，男性2例2指，女性3例3指であり，中指2指

環指2指，小指1指，手術時年齢は平均27齢であっ

た．陳旧例2例（3週以上)，石黒法施行後の再手

術例3例で，経過観察期間は平均6.5ヶ月であった．

側副靭帯の剥離骨折は，女性2例2指であり，母指

1指，中指l指，手術時年齢は平均24.5齢で，経過

観察期間は6ヶ月であった．

【手術方法】Stryker社製ProfyleComboのXS

T-shaped90｡4穴プレートの直線部のScrew孔部

を半円状に切断し，切断端を90.程度徒手的に曲

げ鈎状とし，伸筋腱もしくは側副靭帯の背側より

剥離骨片にひっかけ骨折面に引き寄せてプレート

を設置し,corticalscrewl～2本で固定した．術

後は，アルフェンスシーネ外固定を3週間行った．

【結果】全例で骨癒合が得られた骨性マレット

指では,crawfbrd評価で,excellentl例,good2例，

fair2例であった．調査時のDIP関節の平均可動域

は，伸展-5,6.,屈曲55.6.であった．剥離骨折例

の可動域は，母指MP関節例で25｡,PIP関節例で

90.であった．

【考察】フックプレート固定は，小さな剥離骨片

に固定材を刺入する必要なく良好な整復位が得ら

れ，手指骨の剥離骨折に有用である．

1-4-4

指基節骨骨折の治療成績

～固定材料と合併損傷による検討～

TreatmentofProximalPhalangealFractures

-AnalysisoflmplantandAssociatedlnjury-

'札幌東徳洲会病院外傷部，2札幌徳洲会病院整形

外科外傷部

○辻英樹1,土田芳彦1,村上裕子1,

磯貝哲2，倉田佳明2

【はじめに】指基節骨骨折の治療成績を固定材料

と合併損傷別に検討した．

【対象と方法】対象は2007年4月～2009年7月まで

治療した指基節骨骨折66例76指（男44女22例)．

平均年齢44.8歳（487)，示指14,中指10,環指

19,小指33指，閉鎖骨折(C群)50,開放骨折(O

群）26指MP,PIP関節内骨折，靭帯剥離骨折は

除外.C群は保存療法19,経皮pmning20,plate

固定11指で，全例早期よりbuddytapmg又は

Burkhalter法可動域訓練を開始○群は全例plate

固定で,腱損傷（-）は6指で早期より可動域訓練，

腱損傷（+）は8指で（逆)Kleinert法による可動

域訓練切断例は8指で1週間の抗凝固療法後に可

動域訓練開始切断指に付随する隣接骨折指(4指：

全指開放骨折）はリハ開始の観点から切断例に含

めた．以上の症例の骨癒合期間，合併症（感染，

偽関節，変形，インプラント折損，二次手術)，

各指%TAMを調査した．またC群は固定材料に

よる比較,O群は合併損傷別に比較検討した．平

均観察期間は4.7カ月(3-13).

【結果】骨癒合は全指（+）で，平均骨癒合期間

は2.4ヵ月．合併症はplate感染l指,pintract感染

1指．保存療法の5指とpmningの1指で10．以上の

角状変形（+）も回旋変形(-).Plate感染1例で

約30.の角状変形と回旋変形（+)．またplateの折

損は（-）であったが，6/37指に抜釘，腱剥離術，

関節授動術等が行われていた.%TAMは平均

83.2％で,C群は保存:92.6%,pmmng:90.9%,

plate:71.6%,O群は腱損傷(-):70.8%,腱損

傷（+）：65.2％，切断:60.1%.

【考察】C群ではplate固定の成績が劣り，一部二

次手術を必要とされていた．0群では損傷の重症

度，それによる可動域訓練の制限，遅れが成績低

下の原因と考えられた徒手整復，保持が困難な

症例はplateの適応となるが，注意深いhand

therapyプログラムが必要である．
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PIP関節内骨折に対するPIPコンパスヒン

ジの治療成績-第2報一

TreatmentfOrPIPJointwithCompassPIPJoint

Hinge

福島県立医科大学医学部整形外科

○高橋洋子，江尻荘一，川上

紺野慎一

亮一，

【はじめに】PIP関節内骨折に対するcompassPIP

jointmnge(以下CPJH)の治療成績について検

討したので報告する．

【方法】対象は2003年から2009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14

例14指である．年齢は,13～57歳で，最多年代層

は10歳代であった．性別は男性7例女性7例であっ

た．術後経過観察期間は,平均7.5ヶ月(2～19ヶ月）

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，手

術時年齢と術後獲得可動域との関係性，および最

終経過観察時の単純X線写真における関節症性変

化（以下OA)の有無とした．

【結果】各群の内訳は，新鮮骨折群が5例，関節形

成群が4例，および骨軟骨移植群が5例であった．

術後におけるPIP関節自動可動域の平均は，新鮮

骨折群で75.,骨切り群で63.8。（術前25｡)，軟骨

移植群で39.4。（術前36｡）であった．各群におけ

る手術時年齢と獲得可動域は，新鮮骨折群と関節

形成群では若年者ほど獲得可動域が良好な傾向が

あった．一方，骨軟骨移植群では，獲得可動域は

年齢には無関係であった．全症例でOAが認めら

れたのは10例であったこれら10例の獲得可動域

は平均46.2。（12｡～75｡）で,OAが認められなかっ

た4例の平均97.5。（90｡～110｡)と比較して有意

に低値であった(P<0.01).

【考察】術後獲得可動域は，新鮮骨折群が他の群

に比して良好な傾向にあった．また,OAを生じ

た症例の可動域は不良であった．すなわち,PIP

関節内骨折で良好な成績を得るためには早期手術

と正確な関節面の整復が重要である．

1-4-6

指背側枝皮弁による指尖修復術

FingerTipReconstructionwithDorsalBranch

Flap

長野赤十字病院形成外科

○柴將人，川村達哉，永井史緒，

岩澤幹直

指先背側の外傷は，爪の欠損や骨露出を伴う小欠

損創が多いが，有用な皮弁は少なく，二次治癒と

なり変形を生じやすい．我々は，指動脈からの背

側枝を利用した移動性の大きな末節部指背側皮弁

を指尖背側の再建に利用しているので報告する．

【症例】骨露出をともなう指尖背側の外傷12例

24才から76才の男性9例女性3例．受傷指は，母指

2指，示指4指，中指3指，環指3指，小指l指であっ

た

【方法】全例で指ブロック麻酔下に手術をおこなっ

た．固有指動脈からDIP関節付近で背側へ立ち上

がる背側枝を含め，爪母部を損傷しないように

幅約l.5cm,長さは対側の側正中までの背側皮弁

を伸筋腱膜上で剥離し，挙上する．さらに近位皮

切を指掌側の正中部を越えるまで延長し，指動脈

神経は温存しながら屈筋腱膜上で剥離すると，背

側皮弁は指先まで達する長い移動距離を得ること

が出来る．指背側の皮膚欠損は，小指球からの全

層植皮で被覆した．

【結果】13皮弁は生着し，5例で切断末節骨の再移

植が可能であった．爪母損傷例以外では自然な指

尖を形成出来た皮弁移動時に生じたdogearは，
経過につれ目立たなくなった．

【考察】指尖部の組織欠損には，指交差皮弁，母

指球部皮弁など2回の手術が必要な遠隔皮弁を適

応することが多い．一方，我々がおこなった同一

指からの指動脈背側枝皮弁は，指動脈神経を損傷

する事なく,1回の手術で指尖までの移動が可能

であり，また切断された骨の再移植も可能で，さ

らに爪再生に支障を生じない方法である.指先背

側の爪欠損や骨露出を伴う小欠損創を修復する際

に，侵襲のすぐない有用皮弁である．
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1-4-7

指尖部組織欠損に対し中節背側よしﾉ挙上

した指動脈穿通枝皮弁の経験

DorsallyExtendedDigitalArteryPerforator

FlapfOrSoftTissueDefectofFingerTip

'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，3平野病院整形外科

○大野義幸1,平川明弘1,清水克時1,

野々村秀彦2，大西量一郎3

【目的】指尖部掌側斜切断など末節骨が大きく露

出する掌側皮層欠損には皮弁手術が第1選択であ

る．中節背側に拡大した指動脈穿通枝皮弁による

再建を行ったので報告する．

【対象および方法】症例は末節骨が露出した掌側

皮唐欠損の5例である.全例男性で,手術時年齢は

32～60（平均49.4）歳.皮弁のサイズは30x20mm~

40x20mmのいずれも紡錘形.追跡期間は5～24(平

均16.2）力月皮弁はDIP関節部の指動脈背側穿通

枝を含め,中節骨上に反対側の側正中線までおよ

ぶ紡錘形の皮弁をデザインする.指側面で指動脈

穿通枝を確認したら皮弁全周に皮切を加え,伸筋

腱のparatenonを温存して島状皮弁として挙上し，

穿通枝を軸に皮弁を約lOO．回転し欠損部へ移動す

る．ドナーサイトは一期的に全層植皮を行う．

【結果】40x20mmの最大サイズであった2例で皮

弁先端のうっ血を認め，うちl例で先端部分壊死

を生じたが,保存的に治癒した.全例,丸みのある

柔らかい指腹が再建され,瘻痛を訴える例はな

かった知覚は全例Semmes-Weinsteinテストで

redであった．

【考察】指尖部掌側の皮層欠損はglabrousskinに

よる被覆が優れていることは論を待たないが,指

交差皮弁による指背側皮層による被覆もしばしば

用いられる．指動脈穿通枝皮弁は指動脈を犠牲に

せず,損傷指自身から指先部へ皮弁を移動出来る

優れた方法であるが,採取部位が指側面に限定し，

そのサイズは比較的小さなものであった.我々は

指交差皮弁に相当するサイズの損傷指中節指背部

の皮弁を挙上し,指尖部に大きな皮弁を供給でき

た.本法は掌側斜切断など大きな掌側皮膚欠損に

も対応でき，丸みのある指腹を作れる優れた方法

である．注意点としては先端うっ血を来す怖れが

あるため,背側皮静脈を含めて挙上し，うっ血が

あれば静脈吻合を追加するなどの配盧が必要であ

る．

1-4-8

Supermicrosurgeryを用いた移植床の爪母
を活かした爪の再建

TheNail-bedReplantationUsingSupermicrosur-

gery

東京大学医学部形成外科美容外科

○戸所健荒木淳，三原

成島三長，光嶋勲

誠

【はじめに】指は顔面同様，露出部位に該当し，

なかでも爪は諸処の仕草の際に注目を浴びる部位

であり，再建を望まれる患者の切望度は非常に高

い．

【目的】外傷性および先天性の爪甲欠損･爪変形は，

指腹の軟部組織・爪床・爪甲・爪母の残存具合が

症例ごとに異なっている．残存組織をできるだけ

活かすためにはそれぞれの症例に対応した手術の

提供が必要となる．

【方法】過去29年間(1980年5月以降）になされた

足趾移植術は137例で，このうち血管柄付爪移植

術を行った症例は42例であり，移植床爪母を活か

した症例は14例であった，その内訳は女性が圧倒

的に多く，また年齢も若年者が多い傾向を認めた

術式の選択であるが，爪のみの欠損に対しては爪

床と末節骨表面を含め，鉤爪変形に対しては末節

骨遠位部・爪床遠位部・趾尖部皮弁を含めた

trimmedtoetiptransferを行ったいずれの症例

にも母指再建には母趾を用い，母趾以外の再建に

は第2趾を用いた

【結果】trimmedgreattoetiptransferを3例，

trimmedsecondtoetiptransferをll例に施行し

た．術後合併症としては，吻合部血栓を2/42例に

認めたが，再吻合でrecover可能であった．皮弁

の部分壊死は2/42例に，移植爪の脱落がl例にみ

られた．ドナー欠損部には合併症を認めなかった．

【考察】爪母部分を含めた指先欠損に対しては，
wrap-aroundfiapが用いられることが多かった

が，爪母が残っている症例に対してbestmatchし

た皮弁とは言い難かった今回我々は，できる限

り移植床の組織を用いることで,donorの犠牲を

減らすとともに，より良好な結果を得ることがで

きたと考える．
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1-4-9

両端針付きナイロン縫合糸を用いた

UntiedStaySuture法によるZonel指
(趾）尖部切断再接着術

ReplantationofZonelFingertipAmputation

byUntiedStaySutureMethodUsingDouble

NeedlesSurgicalSuture

岡山大学医学部形成再建外科

○長谷川健二郎，松本久美子，木股敬裕

【目的】untiedstaysuture法は0.3～0.5mm以下

のリンパ管・微小血管吻合に有効な方法である．

今回,1st･2ndstaysutureの針の刺入をより容

易にする目的で，両端針付き11-0･12-0ナイロン

糸を導入し，この方法をZonel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2008年1月より，両端針を用いた

untiedstaysuture法による再接着術を施行した

Zonel指（趾）尖部切断4症例である．症例1は9

歳男児，左示指完全切断，症例2は55歳男性，左

母指完全切断，症例3は9歳女児，左第4趾完全切

断で,症例4は24歳男性,左母指完全切断であった．

【方法】両端針付きll-0･12-0ナイロン糸は河野製

作所で作製したものを準備した．糸の長さは5cm

に短縮したものを使用した．1st･2ndstay

sutureには両端針付きナイロン糸を用い，その他

は基本的に片針になったものを使用した．縫合手

順はUntiedStaySuture法に準じた

【結果】症例lは動脈のみ吻合可能で，症例2．3．

4は動脈・静脈を吻合できた．4症例ともに生着し

た．指尖部の形態は良好で，趾の症例を除くと，

関節可動域制限は残していない．

【考察】50～65"mの両端針を用いる事により，

No.5の鑛子先が内腔に入らない，特に0.3～0.5mm

以下の微細血管吻合の場合でも，針先を血管内腔

に滑り込ませ，内側から外に出す事により，容易

にナイロン糸を通すことが可能となった．また，

内膜側より外膜側に向けて針を進める操作の利点

としては，動脈硬化などで，内膜と外膜が剥がれ

易い場合でも，両者の剥離は起こり難い．そして

後壁をかける可能性が低いことが挙げられる．欠

点は，両端針付きll-0･12-0ナイロン糸の価格が

片針のものと比べ約2倍となり，高価になること

である．

l-4-10

当院における手指末節部切断に対する再

接着術の検討

ReplantationofFingertipAmputationsinOur

Institution

神戸市立医療センター中央市民病院整形外科

○織田宏基，山川知之，市川耕一，

櫻木淳史，川那辺圭一

【はじめに】手指末節部切断に対する再接着は，

生着すれば機能的・整容的に満足度が高く，当院

においても，再接着術を施行している．今回そ

れらの症例について，検討を加え報告する．

【対象】2008年4月より2009年9月までに当院当科

にて治療を行った末節骨以遠における切断指は37

例43指であった．平均年齢は43.1歳(1歳2カ月～

73歳)．石川の分類ではsubzonel5指II12指，

III17指,IV9指であった．再接着術を施行したの

はsubzonelll･IVの20例22指であった．切断様式

は，鋭的が2指，挫滅が11指，引き抜き9指であっ

た．

【結果】22指中18指が生着し，生着率は約82%で

あったsubzonelllは13指に施行し，全例生着し

た.SubzonelVは9例中4例で壊死した．壊死症例

のうち3指は静脈縫合が行えなかった生着症例

は静脈縫合が可能であった.Subzonelllでは2例

で静脈縫合しているが，その他は動脈のみで静脈

縫合を行わなかった．受傷機転では，鋭的切断症

例はいずれも生着し，今回壊死に至った4例は巻

き込みや圧挫などで，引き抜き損傷や組織の挫滅

を伴っていたしかし，圧挫と巻き込み損傷27指

中17指の再接着指のうち14指は生着した．静脈移

植は再接着症例のうち2例で併用しているが，い

ずれも生着した．

【考察】手指のDIP関節以遠の切断においては，

subzonelllについては縫合可能な場合には静脈縫

合を行うほうがよいが，皮膚を疎に縫合すること

や魚口形成などの篭血への対処を併用することで

静脈縫合未施行の場合でも生着した．一方，

subzonelVにおいては静脈縫合を行わなかった症

例は生着せず，より積極的に静脈移植を含めた静

脈縫合を施行すべきであると考えられた受傷機

転としては，挫滅の強い圧挫や引き抜き損傷は生

着率が劣るが，それでも十分生着を期待できる，
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l-4-ll

Zonelにおける指末節切断対する再接着術

（血行再建法，手掌ポケット法，

compositegraft法）の治療成績
ClinicalResultsoftheTreatmentforFinger-

tipAmputationinZonel-ComparativeStudy

amongMicrosurgicalReplantation,PalmarPock-

etMethodandCompositeGraft-

'国立病院機構京都医療センター形成外科，2大津

赤十字病院形成外科，3松寿会共和病院

○荒田順1，石川浩三2，添田晴雄3

【目的】指末節切断に対する再接着術は血行再建

による再接着術が理想的であるが，末梢レベルで

あるほど，吻合が困難になり，断念せざるを得な

い例もある．今回，玉井分類のZonelでの再接着

に適用した血行再建法,palmarpocket法（以下

PP法),compositegraft法（以下CG法）の治療

成績について検討したので報告する．

【対象】1999年より2010年までに玉井分類Zonel

の切断指に対し，血行再建法,PP法,CG法のい

ずれかにより再接着術を行った92指を対象とし

た女性19人，男性69人,0～66才（平均35.4才),

患指は右49指左44指，受傷指は母指8指，示指

28指，中指26指，環指22指，小指9指であった．

受傷レベルは石川分類のSubzonelが33指

Subzonellが60指，術式は血行再建法が27指,PP

法が39指,CG法が27指であった

【結果】血行再建法ではSubzonel:4指中4指生着，

Subzonell:23指中19指生着4指完全壊死であっ

た

PP法ではSubzonel:6指中5指生着l指部分生着

Subzonell:33指中30指生着,3指部分生着，壊死

0指であった．

CG法ではSubzonel:23指中9指生着10指部分生

着，4指壊死,subzonelI:4指中,2指部分生着，

2指壊死で，生着例はなかったそれぞれの術式

で術後合併症に重度のものは認めなかった．術後

再接着組織の萎縮については血行再建法がもっと

も軽度であり，順にPP法CG法であった

【考察】生着率はcompositegraft法で有意に低く，

手掌ポケット法と血行再建法の間には有意な差は

なかった．組織への血流量を考えれば，血行再建

法が優れているため，可能な限り血行再建法での

再接着が望まれる．ただ,Zonelレベルでは吻合

を断念せざるを得ない例も多い．その場合，今回

の検討からもcompositegraftの生着は限定的であ

り，手掌ポケット法が救済法として有用な方法と

考える．

1-4-12

長期経過観察した小児切断指（趾）の3例

Long-termFollow-upofDigitalReplantationin

Children:AReportofThreeCases

福岡大学医学部形成外科

○山住賢司，酒井邦夫，高木誠司，

大慈弥裕之

【目的】小児の指（趾）切断では良好な機能回復

が期待でき，整容的予後の面からも積極的な再接

着が勧められているが,生着後の成長障害が問題

とされている．今回，当院で経験した小児切断指

(趾）再接着症例のうち，10年以上の経過観察が

可能であった3症例を検討したので報告する．

【対象と方法】当院にて切断指再接着術を行った

患者のうち，15歳以下の小児を対象とした．内訳

は1歳lか月女児，5歳女児，9歳男児であり，それ

ぞれの切断部位とレベルは左小指（玉井の分類

Zonel),左第5趾(PIP関節部),右中指（玉井

の分類Zonel)であった.手術方法は動脈吻合を

全例で行い,静脈吻合は2例で行った.術後の経過

観察期間は11年2ケ月～13年3ケ月，平均12年5ケ

月であった.術後の評価は，まず患側と健側の外

観の比較を行った．また,指骨の成長について,単

純X線写真上で患側と健側の末節骨の長径と横径

を測定し,患側値を健側値で除した健側比と長径

を横径で除したphalangealindex(PI)で比較した．

【結果・考察】術後2例で医療用ヒルでの潟血を

行い,全例で完全生着した長期の経過観察にお

いて,外観上,右中指症例で指尖部が太く短い劣

成長を認めたが,他の2症例は健側との差はわず

かであった指骨の成長は,左小指症例で長径

10mm(健側比87%),横径2.8mm(健側比

133%),PIは患側で3.57,健側で5.47,右中指症例

で長径13mm(健側比80%),横径4.8mm(健側

比96%),PIは患側で2.70,健側で3.24であった.共

に長径で成長障害があり,PIも患側で低値を示し

た．
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1-4-13

上肢majoramputationの治療経験
MajorAmputationofUpperExtremity

土浦協同病院整形外科

○白坂律郎，石突正文，若杉琢磨

【目的】上肢切断はもちろん患者年齢や全身状態

を考慮した上でのことではあるが，積極的にtry

するということでコンセンサスを得られていると

してよいだろう．今回，当院にて経験した失敗例

を含む症例からその術後経過を述べ反省点を考察

する．

【対象】症例は2006年1月～2009年3月までに当院

に搬送され演者自身が手術を執刀した5症例であ

る．症例l.21歳男性．上腕切断（ほぼ完全切断，

挫滅重度）症例2.21歳男性．手関節部切断（完全

切断，クリアーカット）症例3.18歳男性．前腕

遠位部切断(不全切断,挫滅軽度)症例4.38歳男性．

前腕切断（完全切断引き抜き）症例5.49歳男性．

前腕切断（完全切断，引き抜き，挫滅）症例5は

再接着失敗例であり，他の症例は全例生着した．

【治療結果】生着した4例のうち,chenの評価基

準項目に準じると職業は現職復帰したのが症例3，

職場転換が症例2，4，失職が症例lであった．手

指関節可動域は症例2と症例3でほぼfullであった

が，母指の掌側外転運動が不全であった．症例4

は手指hook操作及び簡単な把持動作が，症例5は

手指hook操作のみが可能となった．知覚の回復

は全体的に不良であり，2例で後に神経移植術を

行ったものの，症例3以外は有用知覚とはなって

いない．

【考察】失敗例は確かに局所の条件が悪かったの

だが，十分な短縮を行えば結果は違ったかもしれ

ず，大きな反省点となった．機能的な障害は受傷

時の所見から予測できる範囲内に落ち着いたとい

えるだろうが，知覚の回復に不満が残ったどの

患者もとりあえず切断肢が生着したことには満足

しており，クリアーカットではなくてもある程度

の機能は確保される．上肢の場合には積極的に再

接合にtryしてよいと考える．

1-4-14

長期成績からみた上腕切断再接着術の適
応のポイント

DecisionPointsoflndicationfOrUpperArmRe-

plantationfromtheViewPointsofLongTerm

Results

'新小文字病院整形外科，2山口県立総合医療セン

ター，3周東総合病院

○酒井和裕1，栗山龍太郎2，末富裕2，

瀬戸信一郎3

【目的】上腕切断再接着術の長期成績を分析し手

術適応のポイントを検索した

【対象】肩甲帯離断l例，上腕切断4例，肘離断l例

で，両側切断がl例含まれており対側は断端形成

した．完全切断3例，不全切断3例で，年齢は34‐

61歳で平均50.7歳であった．男性4例，女性2例で，

受傷機転は全例でアルバイトの労災事故であっ

た．来院時に4例は出血性ショック状態であった．

切断様式は鋭利切断l例，局所挫滅切断2例，引き

抜き切断2例，挫滅両側切断l例であった全例と

も完全生着し明らかなreplantationtoximiaは生じ

なかった追加機能再建術は2例に行った．肘離

断例に外側靭帯再建・神経移植・有茎広背筋皮弁

による肘伸展再建を行った．上腕切断l例に神経

端側縫合・上腕骨偽関節手術・遊離薄筋移植によ

る指伸展再建・腱移行による手関節伸展再建など

を行った.経過観察期間は2-16年,平均7.8年であっ

た．

【方法】機能はChenの基準,DASH,日手会末梢

神経評価，整容は患者満足度で評価した．

【結果】Chen評価はIが鋭利不全切断のl例,IIが

局所挫滅の肘離断1例,IIIが2例,1Vが2例で中枢

切断ほど機能回復が不良であった.DASHは

Chen評価と相反するものはなく16-92点で最悪は

両側例であった．機能は指運動などが不良では

あったが再建術で改善した.Paresthesiaのl例は

不良であった．全例で肢を温存できた整容面での

満足度が高かった．

【結論】長期成績は整容で優れ機能で劣っていた．

しかし拘縮がなければ筋腱や神経の移行・移植な

どの追加処置で機能向上が期待できだした

paresthesiaに有効な薬剤も開発されており，積

極的適応も許容される時代になったと思われる．

虚血時間・挫滅の状態・筋膜切開・デブリットマ

ンなど拘縮に関連する事項が注意ポイントであ

る．
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1-4-15

手部剥脱創の治療

TreatmentofHandDeglovinglnjury

札幌東徳洲会病院外傷部

○土田芳彦，村上裕子，辻英樹

【はじめに】動静脈断裂をともなう手部完全剥脱

創の治療は難しい．下部重要組織である骨，腱，

神経の構造は温存されていることが多いが，早期

に軟部組織再建を行わないと壊死に陥る．今回

我々は同損傷の4例に対して，再接着術あるいは

皮弁術を施行した結果につき報告する．

【症例】症例1,34歳男性，右手関節以遠の完全剥

脱創である．母指に対して遊離皮弁，他指に対し

て遠隔鼠径皮弁にて再建した．複数回の追加手術

を要したが，補助手として有用な機能を獲得でき

た受傷18ヶ月後のDASFスコアは50.8点である．

症例2，28歳男性，右手関節部からMP関節にか

けての剥脱創で完全阻血である．また第4,5指の

挫滅が著しかった母指第2,3指の再血行化を

試みたが母指は壊死となった．第4,5指に関して

は遠隔鼠径皮弁を施行し，壊死した母指に対して

追加皮弁を施行した．複数回の追加手術を要し，

補助手として使用している．受傷6ヶ月後の

DASFスコアは35.8点である．症例3,55歳女性，

右第2-4指のMP関節以遠の完全剥脱創である．母

指は温存されていた遠隔鼠径皮弁にて再建し，

補助手としての有用な機能を獲得している．受傷

6ヶ月後のDASFスコアは24.2点である．症例4,

31歳男性，左手関節以遠の完全剥脱創である．全

指に対して再接着術を施行したが全壊死に陥っ

た．追加皮弁を施行したが，感染も併発し，結果

的に廃用手となった．受傷6ケ月後のDASFスコ

アは66.6点である．

【考察】手部完全剥脱創の治療方針は再接着術可

能なものは施行し，それが不可能であれば皮弁術

によって被覆するのが一般的である．しかし再接

着術が可能な症例は少なく，試みとして施行し不

成功に終わった場合の結果は不良である．受傷当

初から成功率の高い術式を選択するか，早期判断

により確実な再建に変更することが必要である．

l-4-16

機能的筋肉移植術後の複合筋活動電位の

測定による血行モニター法

CompoundMuscleActionPotentialsfOrPostop-

erativeVascularMonitoringafterFunctioning

FreeMuscleTransfer

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】機能的筋肉移植(fUnctioningfreemuscle

transfer,以下FFMT)の成功のためには，組織

完全生着神経再支配，筋肉滑走のすべての条件

が必須である．筋肉は阻血許容時間が短く，従来

用いてきた皮弁では，血行障害の発見が遅れるこ

とがある．われわれは,FFMT術後に複合筋活

動電位(compoundmuscleactionpotential,以

下CMAP)を利用した血行モニターの実験的研

究を既に報告したが,臨床応用も行っているので，

本法の有用性と問題点について報告する．

【方法】CMAPの測定方法は，手術終了時に2本

の硬膜外電極を神経筋接合部近傍の筋膜下に，そ

れぞれ刺激電極と記録電極として挿入する.術後，

ベッドサイドで，筋電計を用いCMAPを測定し

た実験的研究より，潜時，振幅の急激な変化を

血流障害の判断基準とした2007年より，21例

30FFMTにおいて測定した.FFMTによる再建

目的は，腕神経叢損傷の手指機能再建が29例下

腿コンパートメント症候群の足関節背屈再建が1

例であったl例に術後静脈血栓を認めた．なお，

全例で皮弁によるモニターも行った．

【成績】血行障害非合併例では,CMAPの振幅は，

術後に徐々に低下し，24時間で約85％，72時間で

最初の35％程度まで低下した．潜時も24時間前後

より徐々に延長してきた．血行障害例では，術後

1時間で振幅が急激に30％にまで低下した．皮弁

の色調の変化は軽微であったが，再手術を行い静

脈血栓の救済を行い生着した．

【結論】CMAPは，血流障害では急激な振幅低下

および潜時延長を生じる．一方，血行障害がなく

てもWaller変性のため，経時的に緩徐に変化する

が，血行障害の多い術後早期の血行モニターとし

て有用な方法である‘
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1-4-17.

内側足底動脈穿通枝知覚皮弁による指掌

側再建

ReconstructionofVolarFingerDefectbySen-

sateMedialPlantarArteryPerfOratorFlap

沖縄県立中部病院形成外科

○石田有宏，今泉督

【目的】指掌側皮層は無毛皮層で同様の皮層は手

掌部あるいは足底部皮層にしか存在しない．また

指掌側欠損は指神経損傷を合併することが多く，

知覚再建のため皮層再建と同時に神経再建も行う

ことが望ましい．従来軸走型皮弁に分類されてい

た内側足底皮弁は，足底の無毛部皮層で再建でき

る利点があるが，指掌側の再建には皮弁が厚すぎ

て適さない．内側足底皮弁を内側足底動脈の穿通

枝で栄養される皮弁として挙上すれば軸走動脈か

ら内側上方に離れた位置でより薄い皮弁の挙上が

でき，穿通枝を顕微鏡下に確認することで皮弁の

一期的薄層化が可能となる．さらに内側足底神経

第一枝を含めることで血管柄付き神経移植として

同時に神経再建も可能となる．今回内側足底動

脈穿通枝知覚皮弁による4例の指掌側再建を行っ

たので報告する．

【症例ll28才男性，示指指腹欠損のための鷲爪変

形

【症例2】34才男性，ガスバーナーの爆発事故によ

る母指皮膚全層欠損と尺側指神経欠損

【症例3】58才男性，電撃症による母指皮膚，母指

球筋，尺側指神経壊死

【症例4】62才男性，木材切削工具による母指尺側

皮膚，尺側指神経欠損および指節間関節部分欠損

【結果】症例lは内側足底動脈を温存し，穿通枝の

みで挙上したが，他の症例は内側足底動脈を吻合

動脈とした．症例1は二期的な除脂肪術は不要で

きれいな指腹が再建できた症例2では二期的な

除脂肪術を要したが，非常に薄く質感の良い再建

結果が得られた症例3は二期的に除脂肪術を予

定していたが現在患者がこれ以上の手術は希望し

ていない．症例4は一期的に顕微鏡下に除脂肪術

を行ったが，手術に伴う皮弁の浮腫のため追加植

皮による創閉鎖を要し，現在経過観察中である．

1418

前腕・手背の軟部組織再建を行った伸展

機能再建症例の検討

CombinationofFlapCoverageandExtensorRe-

constructioninForearmandDorsumofHand

'埼玉成恵会病院形成外科・埼玉手の外科研究所，

2高月整形外科・東京手の外科スポーツ医学研究

所

○平瀬雄--1,福本恵三1,桑原眞人1,

友枝裕人l,山口利仁2

前腕から手背にかけての広範囲軟部組織損傷例で

伸筋群の挫滅を伴う症例では，創の被覆にとどま

らず，伸展機能の再建が求められる．皮弁による

被覆と伸展機能の再建を行った症例をまとめて検

討した

【症例】対象となった症例は8例で，すべて男性で

あった手背部の広範囲の皮層欠損と複数の伸筋

腱の欠損は5例，前腕の広範囲皮膚欠損と伸筋群

の挫滅は3例であった．手背例では，2例に遊離腱

付き足背皮弁を移行し,1例では長掌筋腱付き僥

側前腕皮弁で，一期的伸展機能の再建を行った．

1例はヒートプレス損傷で，逆行性僥側前腕皮弁

で皮膚を再建後に遊離腱移植と人工関節置換を

行ったさらに'例では腹壁穿通枝皮弁を移行し

た後に遊離腱移植で伸展機能を再建したこのう

ち1例ではmotorとして環指浅指屈筋腱を背側に

移行して使用した．前腕例3例では鼠径皮弁，腹

壁穿通枝皮弁を使用して創を被覆した1例では

僥側手根屈筋腱を背側に移行して総指伸筋腱と縫

合し，環指浅指屈筋腱を移行して長母指伸筋腱と

縫合した他の2例ではInotorとなる伸筋が残っ

ていたため大腿筋膜をinterpositionして伸展機能

を再建し皮弁で被覆した

【結果】皮弁はすべて完全に生着した．手背の伸筋

腱再建例はextensionlagを認めるものの，良好な

可動域を獲得した．しかし，ヒートプレス損傷例

では次第に骨の萎縮と変形が著明となり，一旦獲

得した可動域が減少した．前腕症例では腱移行に

より伸展機構を再建した症例では十分な可動域を

獲得したが，元来の伸筋と大腿筋膜で航erPosition

した症例では腱癒着と筋の緩みによると思われる

可動行き制限を認めた

【考察】前腕の伸筋群の挫滅例では，たとえ，元

来の伸筋の一部が残っていても別の腱の移行に

よって再建した方が良い機能を再建できたことは

興味深い．
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l-4-19

上肢悪性腫瘍の血管柄付き皮弁再建によ
る治療経験

ReconstructionofMalignantTumorofUpper

LimbUsingtheVascularizedFlap

和歌山県立医科大学整形外科

○北野岳史，谷口泰徳，浅井宣樹，

下江隆司，吉田宗人

【はじめに】上肢悪性腫瘍の治療として，皮弁の

応用により患肢温存術が可能となった．今回われ

われは上肢悪性腫瘍摘出後の皮層軟部組織欠損に

対して，血管柄付き皮弁による再建を行った症例

について報告する．

【対象】過去に血管柄付き皮弁による再建が行わ

れた5症例を対象とした．男3例女2例，年齢は

22歳から76歳，平均58.6歳であった．

【結果】悪性腫瘍の発生部位は上腕部が3例，腋窩

部，前腕部がそれぞれl例であった再建に利用

した皮弁はislandscapularflapが2例,free

scapularflapがl例,islandlatissimusdorsi

myocutaneousflapが2例であった．術前病理組織

診断は,epithelioidhemangioendothelioma,

myxoidliposarcoma,malignantperipheral

nervesheathtumor,epithelioidsarcoma,

malignantfibroushistiocytomaがそれぞれ1例で

あった．過去に前医にて単純切除術が施行されて

いた回数は，3回が2例,1回が3例であった外科

的治療は，悪性腫瘍広範囲切除と皮弁の一期的再

建を行ったのは4例，皮弁による二期的再建はl例

であったislandscapularHapは腋窩部と上腕部

に,freescapularflapは前腕部に,island

latissimusdorsimyocutaneousilapは上腕部に移

植された．術後，皮弁は全例が完全生着した局

所再発は3例，遠隔転移は2例にみられた．

【考察】上肢悪性腫瘍切除後の皮膚欠損の再建は

腋窩部，上腕部ではislandscapularfiapやisland

latissimusdorsimyocutaneousflapが，そして前

腕部ではfreescapularfiapが最適であった．しか

し今回の症例で，前医にて悪性腫瘍の不適切な単

純摘出術が施行され，局所再発や遠隔転移を来し

た症例もみられた．そのため皮弁の応用により良

好な根治性を獲得するためには，適切な切除縁を

確保した早期の広範囲切除が重要と考えられた．
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手移植の費用効用分析

Cost-utilityAnalysisofHandTransplantation

'札幌医科大学整形外科,2SectionofPlastic

Surgery,UniversityofMichigan

○織田崇1'2,和田卓郎1,山下敏彦l,

KevinC.Chung

【目的】同種手移植は上肢切断に対する唯一の再

建術として世界的に注目され，今日の臨床応用に

至る飛躍的な進歩を遂げた．一方，緊縮された医

療予算において革新的で高額な医療を経済分析に

より検証することは，日本を含めた各国の重要な

課題である．本研究では，前腕切断に対する手移

植と義手装着の効用と費用を評価し，その費用対

効果を検証した

【方法】100人の医学生を対象として，時間トレー

ドオフ法により片側および両側手移植と義手装着

の効用を評価した．決断樹を作成し，システマ

ティック・レビューより予測される手移植と義手

装着の転帰に対して,QOLで調整した平均余命

(quality-adjustedlifeyears:QALYs)を計算した．

直接費用は,Medicareによる義手購入および管

理費用前腕再接着に対する治療費と，

Tacrorimus,MMFおよびPredonisoneの卸売価

格より推定した．手移植と義手装着の費用と効用

の差から増分費用効果比(incrementalcost-

utilityratio:ICUR)を計算した．

【結果】片側前腕切断に対する効用は，義手装着

が手移植よりも優れた（手移植,28.81QALYs;

義手,30.00QALYs;p=0.03).両側前腕切断に

対しては，手移植が両側義手装着よりも高い効用

を示した（手移植,26.73QALYs;義手,25.20

QALYs;;p=0.01)．片側手移植および両側手移

植の費用は,各々 $528,293,＄529,315と推定された．

一方片側および両側義手装着の推定費用は

$20,653および$41,305であった．両側義手装着と

比較した両手移植のICURは$381,961/QALYであ

り，米国で社会的に容認される医療行為の指標で

ある$50,000/QALYをはるかに上回った

【結論】片側前腕切断に対しては義手装着が手移

植よりも優位な治療法である．両側前腕切断に対

しては，義手装着よりも両手移植が効用では優れ

たが費用効果的ではない．
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生物学的製剤時代のリウマチ手の外科
RheumatoidHandSurgeryintheEraofBiologicalAgents

石川肇

新潟県立リウマチセンター

1.はじめに

関節リウマチ(RA)において手は，全身の関節の中でもっとも罹患頻度が高い部位であり,RAの病像を

代表する“第2の顔”でもある．手の画像は,RAの診断から予後予測さらに過去の薬物療法の効果の軌

跡を知る上で，重要な手がかりをわれわれに与えてくれる．また人目にさらされる部位でもあり，変形を

きたし把持･巧綴運動機能を失った手は，日常生活動作(ADL)の障害のみならず個人の生活の質(QOL)
を大きく変えてしまうことにもなる．

近年，本邦に生物学的製剤が導入され，疾患活動性が著しく高い患者は減少している．しかし，低疾患活
動性が持続し，限定された手関節や手指関節に障害が残存している患者は依然として存在している．さら

に高いレベルのADLとQOLを求める患者への対応策として，手の病状に合わせたリハビリテーシヨンや適

切なタイミングでの手術療法を組み合わせて行っていくことが必要となってくる．
2.手術適応

リウマチ手の手術は，全身的に薬物治療を施しているにもかかわらず,ADLに支障をきたしている場合に，
局所の治療として行われる．術式には以下の3つがある．

1)関節破壊なし(LarsengradeO,I)あるいは軽度(gradell)で6ヶ月以上持続する有痛性滑膜炎に対
する単独の滑膜切除術

2）関節破壊が中等度以上(gradelll以上）で変形，不安定性，可動制限がみられる関節に対する関節形
成術と固定術．

3）腱の皮下断裂や絞拒性神経障害に対する腱再建と神経除圧術

生物学的製剤有効例では，除痛効果によって関節にかかる負荷が増大し，変形の進行や腱の皮下断裂をき
たす例がある．

3.手術のタイミング

手術による良好な結果を引き出すためには，タイミングも合わせて考盧する必要がある．

l)薬物療法によってRAの活動性が，できるだけ低くコントロールされており，数カ所の関節に限定した
障害であること．

2）患者自身が，手術について十分理解し，高いモチベーションを持っていること．
3）全身および局所に感染症がないこと．

4）高度な関節破壊(LarsengradeV)となる前に，手術が行われること．
5）内科合併症がコントロールされていること．

4.手術の優先順位

1）腱断裂，絞抓性神経障害，感染に対しては，最優先して手術治療が考盧される．
2）機能手として再建するためには優先順位として，まず手関節の再建が必須である．ついで母指の手根
中手(CM),中手指節(MP)関節から指節間(IP)関節に向かって，そして示指から小指のMPから近位
指節間(PIP)関節遠位指節間(DIP)関節に向かって再建が進められる．
5.代表的な手の手術

手関節：滑膜切除術+Darrach法，部分固定術，全固定術,Sauve-Kapandji法
母指:CM関節形成術(Thompson法など),MP関節滑膜切除十バランス再建術,MP関節形成術(Swanson
など),MP関節固定術,IP関節固定術

示指から小指:MP関節滑膜切除十バランス再建術,MP関節形成術(Swansonなど),PIP関節滑膜切除
十バランス再建術,PIP関節固定術,(PIP関節形成術),DIP関節固定術

腱，神経:腱鞘滑膜切除，腱再建術（腱移植，腱移行，端側縫合)，手根管開放術
6.結語

疾患活動性の良好なコントロールと患者の高いモチベーションのもとで手術が行われ，ハンドセラピスト
(作業療法士）と共同して術後のセラピーが施されるならば，実用的な手(usefulhand)が復元され，リ
ウマチ手の手術は患者にとって大きな福音となる．
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TFCCのfovea損傷におけるFIoatingsign
の有用性

FloatingSign-DiagnosticToolfOrTFCCDe-

tachmentatFovea

関西電力病院整形外科

○藤尾圭司，西村隆一，片山幹，

藤井貴之，竹内久貴

【目的】TFCC損傷のfOvea損傷を関節鏡下(radio-

carpaljointから）に診断することは意外と難しい．

有名な方法としてTrampolineeHectがあるがその

判断が術者の経験に左右されやすい．また文献的

にも病的意味があるのが陽性,陰性（消失）と統

一されていない．またその感度,特異度について

も過去に記載はない．我々はTFCC縫合の際

fOvea損傷がある場合にシェーバーをかけると実

質が浮き上がる(fioatingsign)ことをよく経験

している．そこでこれが術中診断の方法の一つと

して有用か否かを検討した．

【方法】我々の施設で2年間に行った手関節鏡の手

術は75例，そのうち10例はlAを伴っていたので

これを除外した．42例は術前に症状,MRI,DRUJ

造影からfbvea損傷と診断され,23例はfbvea損傷

が除外され,LTやSL損傷のみ認められた症例で

ある．それらについて術中DRUJ鏡でfOveaを確認

し，またradiocarpaljomtからそれぞれtrampolme

efect,fioatingsignについて調べその感度および

特異性を計算した．

【結果】42例はDRUJ鏡でわve獺傷と診断された．

うち41例はfloatingsignが陽性であった.16例は

tramnpoheeffectが消失していた.floatinsignの感度

は97.6%，特異度は91.3%であった．一方Trampohne

eHectは感度38.1%,特異度82.6%であった

【結語】floatmgsignはradiocarpaljointからfOvea

損傷を診断するのに有用な診断方法である．

1422

鏡視下TFCC縫合術の治療経験

ArthroscopicRepairoftheTFCCTear

名古屋大学大学院医学系研究科手の外科学

○篠原孝明，建部将広，奥井伸幸，

山本美知郎，平田仁

【目的】三角線維軟骨複合体(TFCC)小窩部剥

離損傷に対する鏡視下TFCC縫合術の治療成績を

報告する．

【対象および方法】平成19年1月以降，保存療法が

無効なTFCC小窩部剥離損傷に対して鏡視下

TFCC縫合術を行った9例（男性6例，女性3例）

を対象とした受傷原因がはっきりしていた症例

は8例，不明は1例であった.ulnocarpalstress

testは全例陽性で，全例に遠位僥尺関節の不安定

性を認めた.ulnarvarianceは平均±Omm(-1~

+1.5mm)であった．受傷から手術までの期間は，

平均9カ月（2～32カ月）であった．手術時平均年

齢は25歳（16～35歳)，経過観察期間は平均14カ

月（7～24カ月）であった手術術式は，遠位僥

尺関節鏡視でTFCC小窩部剥離損傷と診断した

後，尺骨遠位骨幹端部尺側に小切開を加えて骨を

露出し，同部から鋼線を挿入して鏡視下にTFCC

縫合用の骨孔を2つ作製してoutside-m法で鏡視下

縫合術を行った治療成績は日本手の外科学会手

関節機能評価(JSSHscore)とHand20を用いて

評価した．

【結果】6例で瘻痛は消失し，3例は軽度の瘻痛を

認めたulnocarpalstresstestは8例が陰性とな

り，遠位僥尺関節不安定性は全例改善した．

JSSHscore(125点満点）は，平均120(110~

125)点であり，全例，優であった.5例で評価可

能であったHnad20は術前平均25点(10～50点）

から最終評価時平均8点(1～27点）と改善してい

た

【考察】TFCC小窩部剥離損傷に対する鏡視下縫

合術は，手術手技が煩雑ではあるが，低侵襲な手

技であり，良好な治療成績が期待できる．今後は

長期間の経過観察が必要と考える．
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TFCC三角靱帯損傷に対する新規鏡視下縫

合術の術後成績

ANovelTechniqueforArthroscopicallyAs-

sistedReattachmentofAvulsedTFCCtothe

FoveaoftheUlnarHead

北海道大学大学院医学研究科整形外科

○岩崎倫政，西田欽也，益子竜弥，

船越忠直，三浪明男

【目的】TFCC三角靭帯損傷は，遠位僥尺関節

(DRUJ)の不安定性を生じさせ，手術治療の適

応となることが多い．しかし，本損傷に対する鏡

視下縫合は手技的に困難であり，これまでは直視

下縫合術が主として行われてきた．これに対し，

我々は新規の鏡視下縫合手技を考案し，本損傷に

対しこれを行ってきた．本研究の目的は,TFCC

三角靭帯損傷に対して本術式を行った症例の術後

成績を明らかにし，その有用性を証明することで

ある．

【方法】対象は12か月以上の経過観察が可能であっ

た13例（男7,女6),13手．手術時平均年齢は30

(17-50)歳．全例，手関節尺側部痛を訴え,fOvea

sign陽性,DRUJ不安定性を認めたMRIにて尺

骨小窩部のsignal変化関節造影にて同部への造

影剤のpoolingを認めた．手術は，手関節鏡視で

TFCCのtrampoline効果の消失等を確認後尺骨

頚部から小窩に向かいイメージ下に径2.9mmの

骨孔を作成し，その孔を通してoutside-in法にて

TFCCを尺骨小窩に縫着した．術後4週間の肘上，

さらに2週間の肘下シーネによる固定を行った

臨床評価はMayowristscoresystemに基づいた．

術後4および8週にてCT撮影を行い，骨孔の状態

を確認した．

【結果】術後平均経過観察期間17か月にて，全例

で瘻痛の軽快・消失,DRUJ不安定性の改善を認

めた．手関節および前腕可動域は健側比平均各

97％および96％であり，握力は95％まで改善して

いた．平均scoreは89点で,1例を除き全例が

excellent又はgoodであった術後合併症として，

尺側手根伸筋腱腱鞘炎を2例に認めた.CT画像に

て，全例，術後4から8週で骨孔内の骨新生を認め

た．

【結論】本術式により,TFCCの尺骨小窩部への

確実な縫着が可能であった.短期成績ではあるが，

TFCC三角靭帯損傷に対する新規鏡視下縫合術の

有用性が示された．

l-4-24

DRUJ鏡を用いたinside-out法を用いた

TFCC縫合法

ArthroscopicReattachmentatFoveaUsing

Inside-OutTechnique

'関西電力病院整形外科，2長吉総合病院

○藤尾圭司1,西村隆-1,岩瀬大学1,

梁瀬義章2，竹内貴久」

TFCC損傷において手術適応となる症例の大半は

fOvea損傷である．その縫合方法として

transcapsularおよびtransosseoustechniqueがあ

るが,isometricpoitに縫合し,anatomicalにも適

正であるのはtransosseoustecmiqueであるのは

論を待たない．しかしtransosseoustechniqueで

鏡視下に縫合するのは現在まで困難とされてき

た．その理由は鏡視下にfOveaをdebridementする

ことが難しいからである．最近ではoutside-in

techniqueの報告があるが，大きな骨孔を要する

ことoutside-inは針を刺入するときにTFCC実質

を押し上げて傷めやすい．我々は1999年より一貫

してinside-out方による縫合法を報告してきた

最近ではfOveaのみ小皮切でdebridementする方

法を報告したが，今回完全に鏡視下で

debridementし,inside-out法で縫合する方法を考

案したので報告する．手術方法全身麻酔下で

Spidersystemを用いて牽引する．通常通り3-4

portalより鏡視し,4-5portalからprobingする．

次に背側DRUJportalから鏡視し,DRUJおよび

fbveaの観察をおこなう.VolarDRUJportalを背

側からswichback法で作り，鏡視はvolarから，

debridementのためのシェーバーなどの器具は背

側DRUJportalを用いてdebridementを行う．次

に3-4portalから我々 の開発したinside-outsuture

kitを用いて3-OPDSで縫合する．術後は3週間上

腕ギプスとする．手術器具の進歩によりDRUJ鏡

が容易に行えるようになった今日，多少手間はか

かるが確実に鏡視下にinside-outtechniqueで

fbvea損傷を縫合する方法を報告する．
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遠位僥尺関節鏡によしﾉ確定診断を行った

TFCC尺骨小窩損傷に対する観血的修復術

の治療成績

OutcomesofOpenAnchorRepairforTFCC

FovealAvulsionDiagnosedbyDistalRadioulnar

JointArthroscopy

大阪労災病院整形外科

○恵木丈，前 田剛，川端確

【目的】TFCC損傷の中でも尺骨小窩損傷は，三

角靭帯が尺骨から剥離することで遠位榛尺関節

(DRUJ)の不安定性を惹起するので，正確な診

断と適切な治療が特に要求される．DRUJ鏡によ

るTFCC尺骨小窩損傷の確定診断と観血的修復術

を行っているので，治療成績を報告する．

【方法】対象は,MmによりTFCC尺側部損傷が

疑われ,装具療法では効果がないため手術となり，

術後6ケ月以上経過観察可能であった12例（男性6

例,女性6例)である.手術時年齢は平均37.5歳(17

‐69歳）であった全例が転倒などの外傷で発

症し，受傷から手術までの期間は平均7.4ケ月（3

‐18ヶ月）であった術前単純X線正面像による

ulnarvarianceは平均+1.3mm(0-+3mm)で

あった．手術はDRUJ鏡による確定診断の後尺

骨茎状突起上約3cmの皮切から尺骨小窩に進入

し，同部にファイバーワイヤーを装着した2.4mm

径のアンカーを1個設置し，三角靭帯修復術を施

行した．術後6週間の外固定の後，可動域訓練を

開始した．術後経過観察期間は平均8.4ヶ月（6

‐18ケ月）であった

【成績】l例は不安定性が残存したことによる痛み

のため，術後7ヶ月の時点で遠位僥尺靭帯再建術を

要した．残りのll例は良好に改善し,Mayowrist

scoreは術前平均51±15点(30-70点）だったのが，

術後平均87±5点（80‐95点),Q-DASHscoreは

術前平均48±14点(27-66点）だったのが，術後

平均8±5点(0-16点）となった．

【結論】TFCC尺骨小窩損傷の確定診断に際して

は，理学所見と画像診断が重要であるが，理学所

見は定量的でないこと,MRI,榛骨手根関節鏡で

は尺骨小窩を直接確認できず診断に疑義の可能性

があることが問題である.DRUJ鏡により容易に

正確な確定診断が可能であった．正確な診断を得

た上でのアンカーによる直視下縫合術は,1例を

除いて良好な成績を獲得した．

14-26

榛骨遠位端骨折に合併する僥尺靭帯損傷

の予測因子

PredictorsofRadioulnarLigamentInjuryAs-

sociatedwithUnstableFractureoftheDistal

Radius

'医真会八尾総合病院整形外科，2奈良県立医科大

学健康政策医学講座，3奈良国保中央病院整形外

科

○藤谷良太郎1，面川庄平1,飯田昭夫l,

赤羽学2，小野浩史3

【目的】不安定型僥骨遠位端骨折に合併する僥尺

靭帯損傷（尺骨小窩での靭帯完全剥脱）を予測す

る因子について，ロジステイック回帰分析による

多変量解析を行った

【対象】2002年から2007年に観血的整復術を施行

した榛骨遠位端骨折163例（女性105例男性58例

平均年齢59歳）である.AO分類はA3:41例Cl:29

例C2:62例C3:31例であり，尺骨茎状突起骨折を

102例に合併していたプレート固定後に遠位僥

尺関節(DRUJ)が不安定（掌背側にEndpointが

消失）な症例に対し,TFCC損傷を直視下に確認

した．

【方法】目的変数を僥尺靭帯損傷の有無とした．

説明変数は，患者因子としてl)年齢2)性別3)

利き手4）受傷機転，骨折因子として5)AO分類

6）尺骨茎状突起骨折の有無7）レントケンパラ

メーター(1.ulnarvariance2.volartilt3.radial

inclination4.正面像でのDRUJ開大量5.側面像で

の矢状断移動量）の合計11項目に設定した．ロジ

ステイック回帰分析を用いて，靭帯損傷を予測す

る因子を解析した．さらにRecieveropera廿ng

characteristic(ROC)curveを用いて，有意な予

測因子のカットオフ値を検索した．

【結果】僥尺靭帯損傷のあった症例は11例（6.7％）

であった有意に影響を与えた因子は，レントゲ

ン正面像でのDRUJ開大量であった(p<0.05,

odds比27.7).その他の項目では有意差を認めな

かった．靭帯損傷を診断するためのDRUJ開大量

のROC曲線を作成すると，曲線下面積は0.89であ

り(p=0.00),95%信頼区間は0.73-1.04であった．

開大量3.5mmをカットオフ値に設定すると，感度

0.82,特異度0.96であった．

【結語】不安定型僥骨遠位端骨折に合併する僥尺

靭帯損傷を予測する因子は，受傷時レントゲン正

面像でのDRUJ開大量である．開大量がlmm増加

すると，靭帯損傷の危険率は27倍増大する．
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陳旧性遠位僥尺関節不安定症に対する

TFCC再建術の経験

ReconstructionoftheTriangularFibrocartilage

ComplexfOrDRUJInstability

京都府立医科大学大学院医学研究科運動器機能再

生外科学

○藤原浩芳，徳川誠治，小橋裕明

小田良，久保俊一

【はじめに】今回われわれは，重度の遠位僥尺関

節（以下DRUJ)不安定性を呈する陳旧性の三角

線維軟骨複合体（以下TFCC)損傷に対して，

TFCC再建術を行い良好な結果を得たので報告す

る．

【対象と方法】術前検査においてTFCC特に三角

靭帯の損傷を認め，著明なDRUJの不安定性を呈

した症例12例13手を対象とした．性別は男性7例7

手，女性5例6手であった．受傷から手術までの期

間は明らかな外傷の既往のないl例を除いて，平

均15カ月（6-38カ月）であったこれらの症例に

対し，中村らが考案した尺側手根伸筋腱(ECU)

半裁腱を用いたTFCC再建術を行った．術前に

ulnarplusvarianceを認めた8例8手に尺骨短縮術

を同時に施行した臨床成績の評価には，癌痛・

回内外可動域･DRUJの不安定性を考慮した中村

らの評価法を用いた

【結果】平均追跡期間は18カ月(9-24カ月）であっ

た.DRUJ不安定性は10手で消失し,3手に軽度

の不安定性の残存を認めた．痙痛は13手中12手で

消失，1手で中程度の瘤痛が残存した．全例で回

内外可動域に制限を認めなかった臨床成績は優

9，良2，可2であった

【考察】本術式は，残存するTFCCをECU半裁腱

を介して尺骨小窩に再逢着し，三角靱帯を解剖学

的に再建する方法である.TFCCの構造が保たれ

ており，主に三角靭帯が損傷された陳旧性TFCC

損傷に対して,非常に有用な術式であると考えた．

また,ulnarplusvarianceを認める症例には，術

後不安定性が消失したことにより突き上げ症候群

の症状が出現あるいは顕著化することが考えられ

るため，可能な限り尺骨短縮術を併用した方がよ

いと考えた.

1-4-28

尺側手根伸筋腱半裁腱を用いたTFCC再建

術の長期成績

Long-termOutcomeofAnatomicalReattach-

mentoftheTFCCtotheUlnarFoveaUsing

ECUHalfLslipTendon

'慶應義塾大学医学部整形外科，2荻窪病院整形外

科，3駒沢病院整形外科，4藤田保健衛生大学坂文

種報徳会病院整形外科

○中村俊康1，西脇正夫2，斉藤毅3，

阿部耕治l,寺田信樹4

【はじめに】1995年より演者らは重度のDRUJ不安

定性を伴うTFCC小窩部裂離損傷に対し，残存

TFCCとECU半裁腱を縫合後尺骨小窩に開孔し

た骨孔に誘導,interferencescrewで錨着する再

建法を行なってきた．今回，5年以上経過した例

を検討した．

【術式】損傷したTFCC内にECU半裁腱を誘導，

腱とTFCCを強固に縫合し,ECU腱を回旋中心で

ある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interference

screwを用いて小窩部で固定する．

【症例】1995年以来，本手術を行った症例は36例

38手関節で，そのうち5年以上の経過観察が可能

であった16例17手関節を対象とした.男5,女11例，

右12,左3，両側l例，年齢は20～68歳（平均40歳）

であった尺骨varianceはneutrall3手,positive

4手で,positivevariance例では尺骨短縮術を併

施した．受傷から手術までの期間は2カ月から20

年で,術後のフオローは5～11(平均6.4)年であっ

た．臨床成績とX線所見での骨孔のサイズを検討

した

【結果】最終経過観察時，13手は瘻痛なく，3手で

は軽度の瘻痛を，1手で重度の瘻痛を認めた．2手

は30度の回外可動域制限を呈した.DRUJ不安定

性は12手で消失し，中程度の不安定性が4手で，

重度が1手で残存した．臨床成績は優11,良1,可

4，不可lであった骨孔の開大は2手で認め，い

ずれも成績不良例であった．骨孔のサイズに変化

がなかったのは7手,骨孔が閉じた例は8手認めた．

【まとめ】ECU半裁腱を用いたTFCCの長期成績

は比較的良好であった．靭帯再建の際に問題とな

る骨孔の開大は2手のみで認め，7手では骨孔のサ

イズには変化がなく，8手では骨孔は閉鎖した．

本手術はTFCC再建法として勧められる手術であ

る．
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V字骨切レノガイドとロッキングプレートを

用いた尺骨短縮骨切ﾚﾉ術

UlnarShorteningOsteotomyUsingV-shaped

OsteotomyGuideandLockingPlate

'西能病院整形外科，2富山大学整形外科

○堂後隆彦1，長田龍介2，頭川峰志2

【目的】尺骨短縮骨切り術はTFCC損傷や尺骨突

き上げ症候群に対して有用な手術法である．しか

し，計画した短縮量に応じた正確な骨切り，骨切

り面の整合に注意を要するプレート固定，圧迫の

加減など,術者の技術,経験に依存する点が多い．

更に，適切な手術下でも偽関節例が報告されるな

ど，必ずしも一般的で確実性の高い手術とは言い

難い．今回，定型的な一連の操作でできる再現性

の高い術式をコンセプトに,V字骨切りガイドと

ロッキングプレートを用いた尺骨短縮骨切り術を

試みたので報告する．

【方法】プレートはLCPmetaphysealplate3.5(6

穴）を使用する．尺骨背側面を展開し，プレート

をあて，遠位から3穴目楕円ホールの最遠位側と4

穴目にあらかじめコーテイカルスクリュー用のド

リルとタップを行っておく．一旦プレートを除去

し，これらの穴の間にV字骨切りガイドを用いて

骨切りを行う．ガイドはスクリュー1本とK-wire

で尺骨に固定でき，溝に沿って骨切りすることに

より任意の幅のV字状の骨切りができる，骨切り

後，再度プレートをあて3,4穴目のスクリューを

挿入し固定する．骨切りで短縮した幅は楕円ホー

ルで許容される.2穴目のコーテイカルスクリュー

で圧迫をかける．残りの1,5,6穴目にはロッキン

グスクリューを挿入する．

【成績】2007.10～2009.3に本法を行った6例（男3,

女3）を対象とした．術後追跡期間は4ヶ月～2年，

平均8.7ヶ月であった外固定期間は平均8.8日で，

全例合併症なく良好に骨癒合した．

【考察】V字状の骨切りとロッキングスクリュー

の効果により極めて高い回旋安定性が得られる．

骨切り面ははまりこむ形で接触面積も広いため，

強い圧迫をかける必要もない．骨切りガイドの使

用により正確な骨切りが容易に可能であり，本法

は再現性が高く安定した成績が得られる術式とし

て期待できる．

1-4-30

手関節尺側部痛に対する尺骨短縮骨切レノ

術の治療経験

UlnarShorteningOsteotomyfOrWristPainof

UInarSide

清恵会三国ケ丘クリニック整形外科

○ 姜 良 勲 ， 寺 浦 英 俊 ， 五 谷 寛 之 ，

坂中秀樹，山野慶樹

【目的】ulnar+varianceを示す手関節尺側部痛に

対する尺骨短縮骨切り術の治療成績成績不良因

子を検討すること

【対象】対象は手関節尺側部痛に対して尺骨短縮

骨切り術を施行し1年以上経過観察が可能であっ

た12例12手関節で，男7例，女5例，右手7例，左

手5例．手術時年齢は26～72才で平均44.6才で，

術後経過観察期間は12～78ケ月で平均22.3ケ月で

あった外傷後TFCC損傷1例，僥骨遠位端骨折

後TFCC損傷1例，変性TFCC損傷（尺骨突き上

げ症候群）10例であった．尺骨短縮骨切り術に鏡

視下TFCC損傷を併用したもの11例，尺骨短縮骨

切り術のみ施行したものl例であった．

【方法】レントゲン評価では術前後のulnar

variance,尺骨短縮量，骨切り部の骨癒合，

DRUJのリモデリングについて検討した臨床成

績はMayowristscore,水関のgrade分類にて評価

した．

【結果】ulnarvarianceは術前+2～7mm,平均

十4.lmm,術後-4～+3mm,平均-1.3mmで，骨切り

部は全例骨癒合し,DRUJのリモデリングは2例

に認められた．臨床成績では瘻痛が術前平均2.7

点から術後0.5点に，握力が術前健側の64.5％から

術後80.7％に,wristscoreは術前平均48.3点から

術後82.3点に改善した術後のulnarvarianceに

よる成績は-3mm以下に短縮した群で回内が悪化

しており,Mayowristscoreの改善も-2～2mm短

縮群と比べ劣っていた術後に+3mm以上と突き

上げを残した症例は手関節尺側部痛が残存してい

た．短縮量による成績では短縮量が4mm以下の

群は回内外が改善したのに比べて短縮量5mm以

上の群では回内外が悪化していた．その他の臨床

成績に差は無かった．

【結論】成績不良因子として短縮不足による尺骨

突き上げ症候群の残存と短縮過剰によるDRUJ不

適合が考えられた.ulnarvarianceを-2～2mmに

短縮することにより良好な成績が得られた．
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遠位僥尺関節症のX線学的特徴・伸筋腱皮

下断裂例と無症候例の違い

RadiologicFeaturesofOsteoarthritisoftheDis-

talRadioulnarJoint

'相澤病院整形外科，2信州大学医学部運動機能学

講座

○山崎宏1,加藤博之2,内山茂晴2,

畑幸彦2

【目的】遠位僥尺関節(DRUJ)の変形性関節症

(OA)は,伸筋腱皮下断裂を発症することがある．

一方，無症候性のDRUJのOAはX線像で見つかる

ことがある.両者における重症度，形態成因に

ついては不明である．それらを明らかにするのが

本研究の目的である．

【対象】1)腱断裂群:DRUJのOAで伸筋腱皮下

断裂を合併した37例(平均年齢73歳)41手とした

2）無症候群：ボランティア65例（平均年齢62歳）

130手で,X線上OAを認めた34手(26%)とした．

【方法】両群において1)DRUJのOAの重症度,2)

X線学的形態，を調査し比較した次に，3）僥骨

手根間(RCJ),手根中手関節(CMCJ),中手指

節間(MCPJ)でのOAの頻度を調査し，腱断裂

群では反対側の手関節と比較した無症候群では

OAを認めなかった手関節と比較した.OAの重症

度はKellgren/Lawrence分類でsevere,moderate,

mimmal,doubtm,noneの5段階に評価した．

【結果】l)腱断裂群ではsevere;90%,moderate;7%,

mmmal;2%,doubtfUl;0%であった.無症候群では

severe;0%,moderate;9%mmmal;32%,doubtfill;59%

であった腱断裂群で有意に重症度が高かった.2）

腱断裂群では，深い尺骨切痕と，尺骨頭の僥背側

への偏位が特徴であった.無症候群では，僥骨幅

の増大が特徴で，僥骨の尺骨切痕での骨鰊が原因

であった．3）腱断裂群ではRCJ;7%,CMCJ;34%,

MCPJ;10%で，反対側の手関節と比べその頻度に

有意差は無かった．無症候群ではRCJ;9%,

CMCJ;32%,MCPJ;27%で,OAを認めなかった手

関節と比べ他関節OAの頻度が高かった

【考察】伸筋腱皮下断裂に合併するDRUJのOAは，

無症候性のものと比べ重症度は高いが形態が異な

り，病態が異なると思われた腱断裂群では

DRUJのみが単独で重症であり,DRUJ不安定性

の関与が示唆された．無症候群では他関節のOA

も認めたことから，全身性OAの関与が示唆され

た．

l-4-32

Sauve-Kapandji法における尺骨近位断端
制動術の検討

StabilizationoftheUlnarStumpattheSauv6-

KapandjiProcedure

'諏訪赤十字病院整形外科，2信州大学整形外科

○下平浩揮'，百瀬敏充'，田中厚誌l,

内山茂晴2

【目的】Sauve-Kapandji法は遠位僥尺関節障害に

対して広く用いられている手術法であるが,術後

に尺骨近位断端部痛(stumppain)が問題となる．

その対策として尺骨近位断端制動術が併用される

ようになってきた.今回,尺骨近位断端制動術の

有無が術後の治療成績,画像にどう影響するかを

比較検討した

【対象と方法】対象は2001年7月から2008年12月ま

でに遠位僥尺関節障害にてSauve-Kapandji法を施

行した14例18関節で,診断は関節リウマチが6例9

関節,手関節症が8例9関節であった.手術時年齢

は56～81歳（平均67歳）で,性別は,女性10例14関

節,男性4例4関節であった経過観察期間は術後5

～90週（平均24週）であった手術は,制動術を行

わなかった12関節をA群,ECUを用いて尺骨近位

断端を制動した6関節をB群とし,両群について臨

床評価(stumppainの有無手関節部痛の有無

DASH,可動域握力）と画像評価(Xp,CTにて

術前と最終調査時での尺骨近位断端部での

radioulnardistanceを画像解析ソフトを用いて計

測）を行い,統計学的に検討した

【結果】Stmnpp血は2関節,手関節部痛は3関節で

認め,いずれもA群であった.DASHは両群とも著

明に改善し,両群間に有意差はなかった可動域，

握力についても改善し両群間に有意差はなかった．

画像評価ではradioulnardistanceはXp(A群：術前

平均10.8mm→最終調査時平均7.9mm,B群：

10.2mm→8.9mm),CT(A群：術前平均11.1mm-

最終調査時平均9.2mm,B群:11.7mm→8.1mm)に

て両群とも最終調査時には術前よりも距離が短縮

する傾向が見られたが,両群間に有意差はみられ

なかった．

【考察】尺骨近位断端制動術は尺骨近位断端部の

偏位までは矯正することはできないが,動的に安

定化させることによりstumppainを抑えることが

できると考えられた．
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遠位僥尺関節症に対するSauve-Kapandji
手術後の僥骨手根間関節症性変化

RadiologicalFindingsofRadiocarpalOsteoar-

thritisaftertheSauv6-KapandjiProcedure

'北海道大学大学院人工関節・再生医学講座，2北

海道大学整形外科，3北海道整形外科記念病院

○船越忠直1，岩崎倫政2，加藤琢磨2，

三浪三千男3，三浪明男2

【はじめに】Sauve-Kapandji(以下S-K)手術は遠

位僥尺関節（以下DRUJ)の変形性関節症に対す

る手術法として広く行われている．今回我々は，

S-K術後の榛骨手根骨間関節症（以下RCJ)の発

生に関して臨床評価及びレントゲン所見を

retrosepctiveに検討したので報告する．

【対象と方法】1999年5月から2007年8月に当科及

び関連施設で実施したRAを除くDRuJ関節症に
対してS-K術を施行した18手（男性9手女性9手）

を対象とした．術前診断は僥骨遠位端骨折後が8

手，尺骨突き上げ症候群に伴うものが6手，先天

性榛骨頭脱臼によるものがl手，特発性の関節症

が3手であった．術後平均経過観察期間は25.7カ

月(3.5-118)であった検討項目は，臨床評価項

目として術前後のMayowristscore(以下MWS)

を，レントゲン評価項目として術前後・最終経過

観察時のulnarvariance(以下UV),RCJ(僥骨側，

手根骨側）の関節症性変化の有無について調査し

た．

【結果】MWSは，術前平均30.8点(15-40)であっ

たのが，術後70.8点（50-85）へと改善した．17％

(3/18）においてUVは術直後と最終経過観察時に

おいて増加がみられたが，その他の例では明らか

な関節症性変化を認めなかった．最終観察時のレ

ントゲンでは術直後に比べ22%(4/18)でRCJの

僥骨側，手根骨側とも骨鰊形成，軟骨下骨の骨硬

化像などの関節症性変化を認めた．

【結論】S-K手術後の中期経過観察期間において，

一部の症例で榛骨手根骨間関節に関節症性変化が

みられた．これらの症例においては,S-K手術に

よりRCJにかかる力学的負荷の変化が関節症性変

化に関与していると推察された

14-34

SLACwristに対する4-cornerarthrodesis

の治療成績

TreatmentofSLACWristwithFour-Corner

Arthrodesis

兵庫医科大学整形外科

○藤岡宏幸，奥野宏昭，山際得益，

田中寿一，吉矢晋一

【目的】SLACwristに対する部分手関節固定術

(有頭・有鉤・月状・三角骨関節固定術：

4corner-arthrodesis)の治療成績を検討した．

【手術方法】手関節背側進入で舟状骨を摘出し，

骨移植を併用して有頭・有鉤・月状・三角骨関節

の関節固定を行った．

【対象】1995から2008年までに手術を行った

SLACwristl7例（男性15例，女性2例，平均

年齢54歳）を対象とした原因は舟状骨偽関節13

例，舟状月状骨間離開4例であった．外傷歴不明

の症例が2例あったが，他の15例は受傷から手術

までの期間が3から40年（平均16年）であった

X線上，僥骨舟状骨関節に関節症性変化のある

stage2が4例，月状有頭骨関節にも関節症性変化

のあるstage3が13例であった術後追跡調査期間

は平均1年7カ月であった手術前後における瘻痛，

握力，可動域などについて検討した．

【結果】いずれの症例も術前には強い手関節痛の

ため日常生活や職業に著しい支障を来していた

が，術後には瘻痛改善が著明であった．握力は術

前平均20kgが術後平均25kgと改善していた．こ

れに対して，手関節背屈は，術前平均49度が術後

平均33度,掌屈は術前平均40度が術後平均32度で，

術後の可動域は術前と比較して低下していた．

Mayowristscoreは，術前はpoorl5例,fair2

例であったが，術後にはpoor2例,fair7例,good8

例と総合評価でも改善が見られた．

【考察】SLACwristに対する外科的治療には手

関節固定術や近位手根列切除術などがある．部分

手関節固定術の一つである4corner-arthrodesis

は，可動域制限が増悪するが，除痛効果に優れた

有効な治療法であると考えられた．
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SLACwristおよびSNACwristに対する

four-cornerfusionの治療経験

ClinicalOutcomesofFour-cornerFusionfor

SLACWristandSNACWrist

'慶應義塾大学整形外科，2済生会神奈川県病院整

形外科

○佐藤和毅'，中村俊康l,岡崎真人1,

池上博泰1,佐々木孝2

本邦においてfOur-cornerfUsionの治療成績に関

する報告は少ない．病期の進んだSLAC

(scapholunateadvancedcollapse)wristおよび

SNAC(scaphoidnonunionadvancedcollapse)
に対して施行した本部分固定術の治療成績を報告

する．

【対象】Four-cornerfUsion後6カ月以上経過観察

可能であった13例13手関節を対象とした男性7

例，女性6例，手術時年齢は41-75歳，平均60歳，

右8例，左5例である．手術対象の病態は,SLAC

wrist2例,SNACwristll例で，いずれもstage

IIIであった．手術はBergerらが提唱した背側靱

帯を温存する方法で関節を展開した舟状骨摘出

後，月状骨，三角骨，有頭骨，有鉤骨間の軟骨切

除し，骨移植の上headlessscrewなどを用いて固

定した術前後の関節可動域（手関節掌背屈僥

尺屈),握力,瘻痛の程度(VASscore)を検討し，

臨床評価はmodifiedMayowristscoreを使用し

た．X線は骨癒合の有無と最終調査時の関節症性

変化の有無を調べた

【結果】術後経過観察期間は6カ月から9年4ヵ月，

平均36カ月であった全例骨癒合が得られ，

VASは術前平均75→術後12に改善した(p<

0.001).握力も有意に改善した.手関節掌背屈は

術前平均26./31.が20｡/30.に，榛尺屈は術前平均

5./25.が19./23.になった．握力は健側比で術前

平均48％が72％に改善した．modifiedMayowrist

scoreは平均で68であった．最終調査時，固定関

節以外の手関節に明らかな関節症性変化は認めな

かった．

【結語】術後の痙痛軽減は著明であった．術前可

動域制限が高度であったためか，関節固定後もほ

ぼ同等の掌背屈可動域が確保可能であり，僥屈は

改善した.握力改善は除痛効果によると思われた

fOur-cornerfilsionは障害関節のみを固定し，非障

害関節を温存することにより臨床症状の改善を得

られる優れた術式である．

1436

malletfingerの特性
CharacteristicofMalletFinger

医療法人友和会鶴田整形外科

○峯博子，鶴田敏幸

【はじめに】malletfingerの特性について調査し

検討を行なったので,報告する．

【対象者】2004年5月から2009年4月までの5年間に

当院を受診し,malletfingerと診断された192例

196指（男性121名124指,女性71名72指,年齢7歳～

72歳,平均35.2歳）を対象とした．骨性と腱性の

割合の比較には,カイニ乗検定を用いた

【結果】受傷側は左81指,右115指,罹患指は母指3

指,示指25指,中指52指,環指76指,小指40指と,環

指に最も多くみられた（388%)．

骨性126指,腱性70指と，骨性の割合が高かった

(64.3％)．

男女で比較した場合,男性は骨性82指(66.1%),

腱性42指（33.9％），女性は骨性44指（61.1％）腱

性28指（38.9％）であり,男女間に有意な差は認め

られなかった．

一方,対象者が等しくなるように年齢を中央値で

2分し,35歳以下を若年者,36歳以上を中高齢者と

定義して2群間による骨性と腱性の割合の比較を

行なったその結果,若年者では骨性83指(84.7%)，

腱性15指(15.3%),中高齢者では骨性43指(43.9%)

腱性55指(56.1%)であり,若年者に比べて中高齢

者は腱性の割合が有意に高かった(p<0.0001).

受傷原因が日常生活による場合と，スポーツ時に

受傷した場合とで比較したところ，日常生活では

骨性26指（40.6％）腱性38指（59.4％），スポーツ

では骨性100指（75.8％）腱性32指（24.2％）と骨

性が多い結果となった．

また，末節骨近位に骨端線を有する小児例が196

指中5指（2.6％）に認められた

【まとめ】骨性は若年者に多く，スポーツ等の高エ

ネルギー外傷に多いことが特徴であり，中高齢者

では腱性が多く，比較的低エネルギー外傷が特徴

であることがわかった．
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石黒法もしくはその変法で治療をおこ

なったmallet骨折の成績不良例の検討

StudyofOperativeResultsoflshiguroMethod

fOrMalletFracture

聖隷浜松病院手の外科・マイクロサージヤリーセ

ンター

○向田雅司，大井宏之，神田俊浩，

山中清孝

【はじめに】mallet骨折に対する治療法として石

黒法は優れた方法ではあるが成績不良例も存在す

る．今回,当施設における成績不良例を検討した．

【対象と方法】当施設で2006年4月から2009年7月

の間に石黒法又はその変法で手術を行ったmallet

骨折症例のうち，術後3ヶ月以上経過観察ができ

た，レントゲン写真がそろっている，可動域の計

測がなされている，他に合併骨折がない，の4つ

の条件を満たした29指を検討対象とした．成績不

良の評価は蟹江らの評価基準を用い，可と不可を

成績不良例とした．

【結果】mallet骨折29指の内訳は，中指7指環指

11指小指ll指であった全体としては,優13指，

良7指,可6指不可3指で,成績不良例は31%であっ

た．指別では中指28.5％，環指9％，小指54.5％と

小指の成績が不良の傾向がみられた．年齢でみる

と20歳未満に不良例はなかった．小西池らの骨折

型の分類を用いると，不良例はavulsion型52.1%,

rotate-avulsion型14.3%,split-avulsion型25%で

あった．成績不良の9例は，いずれも骨癒合時に

末節骨のDIP関節面が延長しており，その原因と

して，固定時に骨片の背側回転転位が残存したも

の4指，骨片自体が伸展ブロックピンの背側に回

旋したもの2指DIP関節固定ピンが骨折部に貫

通したもの4指であった．

【考察】mallet骨折の成績不良はextensionlagの

大きさによって決まると考えてよい．このlagを

減らすには,DIP関節面が長くなることを防ぐ”こ

とが重要になる．骨片の背側回転に対しては坪川

らの方法等，回旋に対しては正確な位置へのブ

ロックピンの挿入や複数本のピンの挿入，骨折部

へのピンの貫通に対しては挿入位置の工夫が必要

であろう．

【まとめ】mallet骨折の成績不良はavulsion型の骨

折・小指に多く，すべて20歳以上であった．

l-4-38

観血的治療を要した骨性malletfingerの治
療

TreatmentofMalletFracturesUsingOpen

Method

l駒沢病院整形外科，2金子整形外科，3きくち整形

外科

○吉川泰弘1,齊藤毅l,市川亨2,

菊地淑人3

【目的】われわれは骨性malletfingerに対する治

療として，石黒法（あるいはdoubleextension

block法）による非観血的治療(closedreduction)

を行い,良好な成績が得られたことを過去に本学

会にて報告した．今回石黒法では対応できずに観

血的治療を要した症例について検討したので報告

する．

【対象と方法】過去5年間に治療した母指を除く骨

性malletfingerのうち,観血的治療を要した24例

(男18例,女6例）を対象とした年齢は12～73歳

(平均37歳），右13例,左1l例で,示,中,環,小指の

順に6,7,5,6例,受傷3週以内の新鮮例は8例,3週

以降の陳旧例は16例であり，経過観察期間は平均

4.7カ月（2～12カ月）であった．固定法は2本の

extensionblockpmを使用する鋼線固定(double

extensionblock法）が18例,miniscrew固定が2例，

軟鋼線によるpull-out法が4例であった．評価はX

線像,術後成績としてDIP関節のROM,蟹江の評

価基準で行った

【結果】骨癒合は22例に得られ,術後成績ではDIP

関節のROMは平均47｡(25～80｡),優7例良6例，

可8例,不可3例であった合併症として感染が2例，

鋼線の緩みが2例,一過性の爪変形が2例,結合織

炎が2例あった．

【考察】石黒法で対応不可能な症例は観血的治療

でも骨片の整復や固定が困難な例も多かった．固

定法ではdoubleextensionblock法は骨片の回旋

を防止し,症例に応じて骨片内への鋼線固定や田

崎らの鋼線端を弩曲させて押さえ込む方法の追加

が可能であり，有用な方法と考えられた．一方,骨

片の離開が大きく伸筋腱の退縮が著明な陳旧例や

亜脱臼例では,操作中に鋼線刺入部の伸筋腱や骨

片の損傷を生じた例や骨片の背屈転位が残存した

例もあり，さらに確実な整復固定法や手技上の工

夫については今後の検討課題である．
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骨性マレツト指術後再転位例の検討
RedislocationofMalletFracture

'東海病院整形外科，2あいせい紀年病院

○申正樹1,牧野仁美1,近藤高弘l,
鈴木正孝2

【目的】骨性マレット指に対する石黒法は優れた

治療法であり，新鮮例はもちろん,陳旧例に対し

ても広く用いられているが,術後経過中に再転位

した症例を経験したので,その原因および治療上

の問題点について検討した

【対象と方法】2003年以降,当科で石黒法を用いて

治療した骨性マレット指105例中,術後再転位し

た5例を対象とし,手術時年齢,受傷から手術まで

の期間再転位の原因,対処方法,術後経過,につ

いて検討した手術方法は新鮮例（受傷3週以内）

はpimingのみ,陳旧例(3週以上経過）は経皮的

掻爬後にpimingを施行した．

【結果】手術時平均年齢は29.8(14-54)歳,受傷か

ら手術までの平均期間は33.4(1-72)日であった(新

鮮例1,陳旧例3,再骨折例1).再転位の原因は,固

定ピンの逸脱が2例（新鮮例,再転位例），陳旧例

では骨折部の掻爬不十分,粉砕骨折でブロックピ

ンが無効,抜釘後の再転位が各l例であった.対処

方法は,抜釘シーネ固定がl例（新鮮例），再

pinningが2例（再骨折例,陳旧例),pullout固定

が2例（陳旧例）であった.術後経過は,全例骨癒

合を認めたがDIPの平均可動域は伸展-7｡,屈曲

40.と全例平均（伸展-6｡,屈曲54｡)と比較して屈

曲制限が残存した.全例外来手術で,3例は術者の

みで施行していた．

【考察】石黒法は侵襲が少なく簡便で優れた方法

であるが,新鮮例でもまれに再転位を来たすこと

もあり，陳旧例では待機期間や骨折型によって，

骨折部の掻爬が不十分になったり，ブロックピン

が無効になり再転位する可能性が十分にあり得

る．簡便ゆえに安易ととらえず術中操作を慎重に

行い,術後も十分注意して経過観察する必要があ
る．

1-4-40

手指の中節骨頚部骨折に対するintra-focal

pinning法による治療
Intra-focalPinningforNeckFractureofthe

MiddlePhalanx

中通総合病院整形外科

○千馬誠悦，成田裕一郎，白幡毅士

【目的】手指の中節骨頚部骨折で徒手整復しても

整復できないか，外固定で整復位の保持ができな

い症例に対して,intra-fbcalpinning手術を行っ

た．治療成績について報告する．

【方法】症例は2000年4月から治療した14例で，内

訳は男ll例，女3例，骨折時の年齢は2～21歳，平

均12歳であった．罹患指は中指が1例，示指と小

指が3例ずつ，環指が7例であった．遠位骨片は背

側転位が12例，回転転位がl例であった受傷か

ら手術までの期間は2～43日，平均9.4日であった．

仮骨形成がみられていた2例，骨癒合していた1例

と整復不能な回転転位のl例の計4例に観血的な整

復が必要であった．他の10例は経皮的にpinning

を行った．固定には全例で1本の径lmmのキル

シュナー鋼線を用いた．術後はDIP関節をアル

フェンスシーネで4週間外固定し，鋼線を抜去後

に可動域訓練を開始した術後の経過観察期間は

3～24か月であった

【成績】全例で骨癒合が得られた．16歳以上の2例

では術後2～3か月の時点でも骨折線がまだ認めら

れていた.1例で術後に遠位骨片の掌側への軽度

の転位がみられた．中節骨骨頭の無血性壊死は認

められなかった最終調査時のDIP関節の健側と

比較した可動域制限は，伸展で-5｡～10.,平均6.,

屈曲が0｡～15｡,平均5.7.であった．

【結論】intra-fbcalpinning法の手技を手指の中節

骨頚部骨折に応用して治療した．骨癒合していな

ければ，経皮的に鋼線を用いての整復操作も可能

である．鋼線の刺入部にはわずかな間隙が生じる

ため,16歳以上の症例では完全な骨癒合までに時

間を要する傾向がみられた．本手術法は低侵襲な

手術で，手技も容易である．術後のDIP関節の可

動域制限は軽度であり，重大な合併症もなく，有

用な手術方法といえる．
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ロッキングプレートを用いた背屈転位し

た手指基節骨頚部骨折の治療

TheSurgicalOutcomeoftheDorsalDisplaced

ProximalPhalanxNeckFractureUsingthe

LockingPlateSystem

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，神田俊浩，向田雅司，

山下優嗣，山 中 清 孝

背屈転位した手指基節骨頚部骨折は徒手整復では

骨片は再転位しやすく，また内固定は骨片が非常

に小さいために苦慮する．演者らはロッキングプ

レート(LP)を用いて内固定を行ったので報告

する．

【対象・方法】対象は2006年3月～2009年3月まで

の12例である．内訳は新鮮例10例で陳旧例2例，

年齢は平均21歳(12～43),男性11例で女性1例で

あった手術は側方展開で新鮮例は骨膜を剥がさ

ず徒手整復しキルシュナー鋼線で仮固定した後に

Synthes社製のCompactLock2.0の4か3穴のLPを

基節骨の側面から固定したあらかじめおおよそ

の骨の形状に合わせ曲げたLPを，最初に基節骨

の近位に非ロッキングスクリューを用いて基節骨

に密着させてから，骨頭にCompactLock

Mandibleに付属するロッキングスクリュー(LS)

を入れて固定した．骨頭部は一本のLSで固定さ

れている状態である．陳旧例は骨折部での骨切り

か骨癒合部を剥がし整復後に新鮮例と同様に固定

した．固定後PIPを他動的に屈伸させ,LPと側索

が干渉すれば干渉する側索を切離した術後は隣

接指テープ固定をして自動運動をすぐに開始し

た経過観察期間は平均5か月（3～12)であった．

【結果】全例骨癒合が得られ，遠位骨片が再転位

した症例はなかった.1例で抜釘時に拘縮の手術

を要した．可動域は屈曲が指腹手掌線間距離で平

均6.3mm(0～20),PIP伸展は平均-14.2｡(-30～0)

であった．

【考察】遠位骨片は一本のLSで固定しているだけ

なのに再転位が生じなかったのは，正確に整復し

LPで骨長を保つことにより周囲の軟部組織が適

当に緊張しバランスが保たれ再転位しなかったも

のと推測する.LPは側面設置のために設置側の

側索を切離しなければならない例も多く，伸展力

が不足しやや伸展可動域に問題を残した．この点

を除けば一治療法として勧められると考えられ

た．

1-4-42

PIP関節掌側板性裂離骨折の手術的治療法
の検討一経皮骨接合術と観血的骨接合

術の比較検討一

ClinicalStudyoftheVolarPlateFractureofthe

PIPJoint-ComparisonbetweenPercutaneous

andOpenOsteosynthesis

麻生整形外科クリニック

○麻生邦一

スポーツにおける突き指損傷として，指関節が過

伸展されて生じるPIP関節掌側板性裂離骨折は日

常よく見られる疾患である．骨片が一定度以上転

位すれば手術適応となるが，演者は第52回本学術

集会において，本骨折に対し，最小侵襲骨折手術

の試みとして経皮的骨接合手術を発表した.今回，

経皮的骨接合手術の成績を従来の観血的骨接合術

と比較検討したので報告する．

【対象と方法】経皮的骨接合術(以後経皮群という）

は，男性2例，女性5例の7症例である．年齢は13

～23歳（平均17歳）で,18歳以下の中・高生が6

例と多くを占めた部位では小指が6例を占めた

一方観血的骨接合術（以後観血群という）は，男

性6例,女性2例の8症例である.年齢は13～35歳(平

均20歳）で，小指が5例と多くを占めた．手術方

法は，経皮群は,X線TV下に注射針で経皮的に

整復し,0.7mmK-wireで固定した,注射針法が5例，

石黒法に準じた方法が2例であった．観血群は掌

側進入で骨片を直視下に整復し,K-wireか鋼線で

固定した．

【結果】経皮群は，平均手術時間31分，平均ROM

は-16/87.であった.K-wireで固定できなかったl

例に骨癒合が起らなかったが，軽い屈曲時痛をみ

とめた．一方観血群は手術時間平均60分,ROM

平均-27/85｡で，骨癒合は全例で得られ，瘻痛も

ほとんど見られなかった．

【考察と結論】経皮的骨接合術は，観血的骨接合

術に比べ，手術時間の短縮，早期の骨癒合，良好

なROMが得られ，優れた成績であった．観血群

は伸展制限が残る傾向があった．経皮群の良い適

応は骨片が比較的大きく，粉砕されておらず，し

かも新鮮例である．特に小児例では有用であり，

最小侵襲手術を追求すべきである．
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手指PIP関節掌側板付着部剥離骨折に対す
る観血的治療の術後成績

ClinicalResultofOperativeTreatmentfOrPal-

marPlateAvulsionlnjuriesoftheProximalln-

terphalangealJoint

'平塚共済病院整形外科手の外科センター，2横浜
市立大学整形外科

○瀧上秀威1,坂野裕昭l,勝村哲1,
石井耕士l,齋藤知行2

【目的】指PIP関節掌側板付着部剥離骨折はPIP関

節の過伸展損傷や背側脱臼によって生じることが

多く，その治療は保存的治療から手術的治療まで

様々である．当科では骨片が比較的大きく回転転

位している症例に対しては，積極的に観血的整復

術を行い良好な結果を得ている．今回，その手術

方法，術後成績について報告する．

【方法】対象は観血的治療を行った指PIP関節掌

側板付着部剥離骨折16例16指（全例新鮮例）とし

た．年齢は平均27歳(12-62),男10例，女6例，

右9例，左7例であった．受傷指は中指2例，環指4

例，小指10例であり，受傷原因は球技9例，転倒4

例，けんかl例，交通事故1例，機械の巻き込みl

例であった受傷時に脱臼を認めたのは8例であ

り，整復後には亜脱臼を認めなかった．骨片の関

節面に占める割合は平均33%(23-50)であり，

Schenckの分類ではgrade3が14例,grade4が2例

であった．骨片回転転位は13例に認めた．手術方

法は掌側アプローチを基本とし,pulleyを一部展

開し両屈筋腱を左右に圧排し骨片を直視下に整復

した．2-3本のK-wireを掌側から骨片に刺入して

背側へ貫き，掌側の骨片のぎりぎりのところまで

引き抜き屈筋腱の走行障害にならないようにし

た．術後は2-3週の外固定の後自動運動を開始し，

術後約4週でK-wireを抜去した．術後経過観察期

間は平均18週であり,TAM,PIP関節の可動域，

骨癒合，合併症を評価した．

【結果】平均手術時間は57分であった．全例骨癒

合を認め感染例はなかった.TAMは256｡,PIP

関節の可動域は伸展-6.,屈曲102｡と良好であっ

た．20.以上の伸展制限はl例に認めた瘻痛はl

例に認めたが日常生活に支障はなかった

【結論】手指PIP関節掌側板付着部剥離骨折に対

するK-wireを用いた観血的整復固定術は，手技も

容易で経過も良好であり有用な方法と考えられ

た．

1-4-44

手指PIP関節内骨折の手術成績

SurgicalTreatmentoftheProximallnterphalan-

gealJointlntra-articularFractures

'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)，2京都第二赤十字

病院

○河合生馬1,奥田良樹2,松木正史2,

藤原浩芳l,久保俊一】

【目的】手指PIP関節内骨折は一般に可動域制限

をきたしやすく，治療に難渋する骨折として知ら

れている．われわれは大多数の症例に,観血的整

復後,牽引を維持したまま関節運動の可能な創外

固定を用い,積極的な早期運動療法を行っており，

今回その治療成績について報告する．

【方法】2004年8月から2009年8月の間に手術的に

加療した手指PIP関節内骨折の17例を対象とした．

受傷時平均年齢39.7歳（15～71歳).男性12例,女

性5例,受傷指は示指l例,中指2例,環指10例,小指4

例であった.14例にSmith&Nephew社のCompass

PIPと鋼線固定を組み合わせて観血的骨接合術を

行った2例に鋼線刺入固定を行った.1例にpull-

Out法で掌側の小骨片を固定したPIP関節の可動

域訓練は術後平均10.4日に開始した.平均経過観

察期間は46カ月（2～14カ月）であった．これら

の症例の経過観察終了時にPIP関節およびDIP関

節の可動域を計測した術前後の単純X線画像を

詳細に検討し,骨折部位,転位方向から,骨折型を

掌側裂離骨折型,背側脱臼骨折型,掌側脱臼骨折

型側方脱臼骨折型およびT型骨折の5型に分類し

たまた関節面にしめる骨折の割合を計測し,術

後可動域との相関関係を検定した

【成績】最終経過観察時における平均PIP関節

TAMは72.8｡,DIP関節TAMは60.8.であった．骨

折型から掌側裂離骨折型:1例背側脱臼骨折型:14

例,掌側脱臼骨折型:0例,側方脱臼骨折型:2例,Y型

骨折:2例であった．関節面にしめる骨折の割合と

術後可動域の間には負の相関を認めた（スピアマ

ン順位相関係数検定）．

【結論】観血的骨折整復と牽引可能な創外固定の

併用は損傷関節可動域を確保できる優れた治療方

法であった手指PIP関節内骨折の骨折型は詳細

な分類が可能で,骨折型に即した手術方法の検討

や治療成績の評価が必要である．
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小指MP関節垂直位固定の経験

-中手骨骨頭の形態からみた危険因子一

VerticalLockingoftheMetacarpophalangeal

JointoftheLittleFinger-MorphologicalRisk

Factor-

浦添総合病院整形外科

○宮里剛行，平良貴志，仲村俊介，

野口隆史，猿渡淳

中手骨骨頭の形態が原因と考えられる小指MP関

節垂直位固定の2例を報告する．

症例l:17歳，女性．体育の授業中に他者と衝突

し左小指を打撲した後よりMP関節は垂直位に固

定され自動伸展不能となった．無麻酔で他動伸展

することで整復されたが，自動屈曲70度と制限さ

れ，屈曲時に背側がopenbook様に開大した．母

指ロッキングと同様の病態と考え，徒手整復を

行ったが症状は改善せず手術を施行した．屈曲制

限の原因となる軟部組織の介在は認めず，中手骨

骨頭の掌側が角状に突出し基節骨が突出部を乗り

越えられないことが屈曲制限の原因であった．強

く他動屈曲すると基節骨関節面が中手骨骨頭掌側

突出部にはまり込み，側副靭帯が緊張して垂直位

に固定された骨頭形態による垂直位固定と診断

し手術を終了した．術後は現在まで垂直位固定の

再発はなくADL上支障なく生活している．

症例2:13歳,女性.ピースサインしながらハイタッ

チした後より右小指MP関節が垂直位に固定され

た.X線で中手骨骨頭掌側の突出を認め，その上

に基節骨関節面が乗っていた．症例lと同様無

麻酔で他動伸展することで整復され,MP関節は

屈曲70度と制限され背側がopenbook様に開大し

た.骨頭の角状突出による垂直位固定と診断した．

他動過屈曲のみ禁止し早期より自動運動を指導し

た．現在まで垂直位固定の再発はなくADL上支

障はない．

本症例の小指MP関節垂直位固定は中手骨骨頭形

態による屈曲障害が原因と考えられた．中手骨骨

頭掌側の角状突出の頻度は不明である．そこで外

傷歴ないボランティア69名の両手X線撮影と手指

可動域を計測した．結果は3名で角状突出を認め，

内1名で小指MP関節の屈曲制限を認めた．中手

骨骨頭の角状突出は少頻度ながら健常人にも認め

られ垂直位固定の危険因子となる可能性が考えら

れた．
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指粘液襄腫の治療

OperativeTreatmentofDigitalMucousCyst

大津赤十字病院形成外科

○沢辺一馬石川浩三，田浦夏希，

江野尻竜樹，夏目沙里

【はじめに】指粘液嚢腫はDIP関節変形性関節症

を基盤として発症する組織学的にガングリオンと

同一と考えられる嚢胞であり，治療は嚢胞表面の

非薄化した皮層を含め発生源となっている関節包

および骨鰊を切除し，生じた皮層欠損部を回転皮

弁などで被覆する方法が一般的である．しかし，

術中所見では嚢胞と関節部が連続していない症例

が多数認められる．そこで，襄胞はあくまでも変

形性関節症の一時的な症状であり，治療には嚢胞

の切除は必ずしも必要ではなく深部の炎症性滑膜

やその周囲の関節包，および骨鰊の処理のみを行

えばよいのではないかと考えた．

【治療方法】DIP関節背側を展開すべく，横切開

やY字型,S状などの切開を行う．この時，粘液

嚢腫を切除する切開は行わない．Terminal

tendon上に到達し，その両側あるいは片側に薄い

皮膜を有した粘液を有する滑液包が確認できる．

骨鰊の存在があれば，その部分とともにメス，

リューエルなどで炎症滑膜を中心に切除する．

terminaltendonを挙上しその深部の処理も可及

的に行う．粘液襄腫自体は注射針などで内容物を

排出し皮層の切除は基本的に行わない．術後は3

週間のDIP関節のアルミ副子などによる固定の

後，日常生活で徐々に使用してもらう．

【対象】2007年7月から2009年5月までに経験した5

例5指で，男性3例，女性2例，年齢は55～72歳（平

均654歳）に対し，上記手術を施行した．術後観

察期間は5-24ヶ月（平均15.2ヶ月）であった．

【結果】術中所見で嚢胞と関節との連続が確認で

きた症例は5例中l例のみであった．また，経過観

察期間の再発は認めらなかった．新たな関節の痙

痛や爪変形等を訴える症例は認められなかった．

【結語】本法は簡便で侵襲が少なく，粘液襄腫の

手術の一方法として有用と考えられた．
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手指粘液襄腫の手術的治療に対する工夫

について－回転皮弁を用いない手術法一

ArtificeofSurgicalTreatmentwithMucous

CystoftheFinger

1おおすみ整形外科，2鈴鹿回生病院整形外科，3名

古屋大学手の外科

○大角秀彦l,森田哲正2,藤井渉2,

藤澤幸三2，平田仁3

【目的】手指の粘液嚢腫を切除する際，非薄した

皮膚を残すと縫合不全を起こしたり嬢痕変形を生

じたりすることが多いため通常この薄い皮層は切

除され，局所皮弁で被覆することが多い．しかし

皮弁では突っ張り感やしびれ感が残存したり，創

がおおきくなるため患者の同意が得られにくいこ

とがある．一方，吸引などの保存的治療で雲腫が

一旦小さくなったり消失したりすることは良く知

られている事実であるが，このままでは襄腫は高

頻度に再発する．そこで切除前に吸引固定を行う

ことで粘液襄腫を小さくしてから手術を行えば局

所皮弁を行わないで切除できるのではないかと考

え以下の治療を行った

【対象および方法】対象は当院鈴鹿回生病院，

および名古屋大学関連病院で2008年以降に手術を

行った手指粘液蕊腫7例である．男性は2例，女性

は5例で平均年齢は52.7歳であった治療方法と

しては手術の1，2週間前に外来で粘液嚢腫穿刺を

行い，その後ガーゼで保護しテーピングにて固定

した．手術時，この固定を取り粘液嚢腫を切除し

た．皮切は粘液嚢腫上を紡錘型に切除するか，襄

腫中央部が非薄化していないときは爪郭部に入る

弧状の皮切を加え，皮下を展開し，嚢腫と関節包

の一部を含め切除し，同時にterminaltendon付

着部の骨鰊も可及的に切除した．皮膚はそのまま

一次閉鎖し,術後早期より手指の運動を許可した

術後経過観察期間は6ヶ月から1年（平均8ヶ月）

であった．

【結果】手術時感染例はなく，また粘液嚢腫は全

例で吸引前より小さくなるか消失していた．また

全例で皮層は局所皮弁を用いずに一次縫合可能で

あったまた術後の可動域が制限されたものはな

く再発例もなかった．

【結語】近年手術療法はmmmuminvasiveな傾向

にあり，我々の工夫はまさにこの理念に一致する

ものと考えている．
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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

MRIFindingofldiopathicCarpalTunnelSyn-

dromewithNormalNerveConductionStudies

'福岡新水巻病院整形外科，2産業医科大学整形外

科

○山中芳亮1，大茂壽久2，酒井昭典2，

大塚弘剛2，中村利孝2

今回我々は，神経伝導速度検査が正常な特発性手

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

を用いて明らかにしたので報告する．

【対象】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248手関節中，神経

伝導速度検査が正常な17手関節（男性6手，女性

ll手）とした(carpaltunnelsyndrome群，以下

CTS群).平均年齢は62.2歳であった．片側性手

根管症候群症例の健側手関節MRIを撮影した16手

関節(男性3手,女性13手),平均年齢60.9歳(contra

lateral群，以下CL群）と，手根管症候群の臨床

症状を認めず，電気生理学的所見が正常な27手関

節（男性5手,女性14手),平均年齢58.2歳(normal

群）を対照とした

【方法】GESigmaExiteHD3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,CL群,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

比は,CTS群が,CL群,normal群と比較して有

意に小さかった正中神経断面積比（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）は,CTS群がCL群,normal群と比較して有

意に大きかった正中神経のコントラスト比につ

いては，有鈎骨鈎レベルでは,CTS群,CL群は，

normal群と比較して有意に高く，豆状骨レベル

では,CTS群がCL群,normal群と比較して有意

に高かった

【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所見では，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．

l-5-2

特発性手根管症候群重症例のMRI所見の特

徴

3TMagneticResonancelmagingofSevereCar-

palTunnelSyndrome

'産業医科大学整形外科，2福岡新水巻病院

○大茂壽久'，酒井昭典l,大塚弘剛1,

山中芳亮2，中村利孝」

【目的】本研究の目的は，神経伝導速度検査が導

出されない重症例の特発性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Mm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，手関節MRIを撮影した215手関節

中，神経伝導速度検査にて,MDL,SCVともに

導出されなかった7手関節（男性2手，女性5手）

とした（重症群)．平均年齢は69.7歳であった．

臨床症状を認めず，電気生理学的所見が正常な35

手関節（正常群）と,MDLが遅延し,SCVが導

出されなかった44手関節（中等症群）を対照とし

た．

【方法】GESigmaExiteHD3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

を計測し比較した．

【結果】有鈎骨鈎レベルの正中神経の短径，長径

比は，重症群37.1±12.9%,中等症群42.0±10.6%,

正常群54.9±18.8％であり，重症群は正常群と比

較して有意に短径長径比が小さかった(p<0.05).

正中神経断面積比（豆状骨レベル/有鈎骨鈎レベ

ル）は，重症群2.1±0.6,中等症群2.0±0.8,正常

群1.1±0.4と，重症群は正常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は，豆状骨レベルでは，重

症群1.0±1.6,中等症群1.9±2.0,正常群0.4±1.2

であり，重症群は中等症群より低く，正常群より

高い傾向にあったが有意差はなかった．一方，有

鈎骨鈎レベルでは，重症群-1.6±1.3,中等症群0.6

±2.1,正常群1.3±2.3であり，重症群は,中等症群，

正常群と比較して有意にコントラスト比が低かっ

た（ともにp<0.01).

【結論】手根管症候群重症例において，有鈎骨鈎

レベルでの正中神経の扁平化とコントラスト比の

低下が特徴であった．
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鏡視下手根管開放術前後の正中神経，屈
筋腱の移動のMRIによる検討
MovementofMedianNerveandFlexorTen-

donsinMRIbefOreandafterArthroscopicCar-

palTunnelRelease

'諏訪赤十字病院整形外科，2信州大学整形外科

○百瀬敏充1，下平浩揮1,田中厚誌1,

内山茂晴2

【目的】手根管症候群とばね指はしばしば合併し，

手根管開放術後にばね指が発生しやすいといわれ

ている．今回鏡視下手根管開放術前後のMRIにて

正中神経と屈筋腱の移動距離を計測し検討したの

で報告する．

【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20例で男性5人，女性15人で，

手術時年齢は平均65歳であった術前と術後3カ

月にて手根管部のT2,T2.のMⅢ横断像（東芝，

l.5T)を撮影した．そのうち有鉤骨鉤と豆状骨レ

ベルのT2掌の画像をコンピューターへ取り込み，

画像解析ソフト(Scionimage)を用いて正中神経，

屈筋腱の手根骨掌側からの距離を測定した．手根

管横断面にて手根骨掌側面に線を引き，手根骨掌

側の線から正中神経，長母指屈筋腱，示指，中指，

環指の各浅指屈筋腱，深指屈筋腱の中心点（長径

と短径の交点とした）までの距離を計測し手根骨

掌側からの距離としたさらに術前と術後の距離

の差（移動距離）を計算した

【結果】鏡視下手根管開放術後全例でしびれは改

善し，中指4例，母指2例でばね指が生じた．手根

管開放術後の有鉤骨鉤と豆状骨レベルで正中神経

と深指，浅指屈筋腱（母指から環指）はすべて有

意に掌側に移動した深指屈筋腱の移動は少なく，

正中神経，中指と環指の浅指屈筋腱が大きく掌側

に移動した正中神経の移動距離は有鉤骨鉤レベ

ルと豆状骨レベルでそれぞれl.6mm,1.8mmであ

り，長母指屈筋腱はそれぞれ0.5mm,0.9mm,中

指浅指屈筋腱はそれぞれl.4mm,1.5mm,環指浅

指屈筋腱はそれぞれ1.5mm,1.4mm掌側に移動し

た．

【結論】横手根靭帯切離により中指，環指浅指屈

筋腱は掌側に移動し,A1プーリーに対する機械

的ストレスは増大し，手根管開放術後のばね指合

併の誘因と推測された．

l-5-4

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

EfficacyofLocallnjectionofTriamcinolonefOr

IdiopathicCarpalTunnelSyndromeisAssoci-

atedwiththeFindingsof3TMRI

'旭化成健康管理センター，2産業医科大学病院整

形外科，3福岡新水巻病院

○大塚弘剛1，酒井昭典2，大茂嘉久2，

山中芳亮3，中村利孝2

【目的】我々は，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

を行い6カ月以上経過観察が可能であった94手関

節（男性55手関節女性39手関節）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

く45％でコントラスト比≧0群のfiathigh群，短径

/長径く45％，コントラスト比く0群のfiatlow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1ヶ月後

と6ヶ月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】1ヶ月後のトリアムシノロンの効果は，全

症例94手中，著明改善10手(10.6%),改善61手

(64.9％)，不変23手（24.5％)，有効性は75.5％で

あり，6か月では，著明改善3手(3.1%),改善51

手（54.3％)，不変40手（42.6％)，有効性は57.4％

であった.MRIの重症度分類別トリアムシノロン

の効果は,oval群で,1か月後では，有効性は

97.0％であり，6か月後では,有効性は84.4％であっ

た.flathigh群は,1か月後では，有効性は

75.0%,6か月後では，有効性は52.5%であった．

ilatlow群は，有効性は45.5%,6か月後では，有

効性は27.3％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，lか月後では,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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長期血液透析に伴う手根管症候群に対す

る屈筋腱アミロイド沈着の影響

-MRIを用いた屈筋腱肥大の評価一

AmyloidDepositinFlexorTendonsonCarpal

TunnelSyndromewithLongTermHaemodi-

alysisPatients-FlexorTendonHypertrophy

EvaluatedwithMRI-

'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，3三宿病院整形外科

○喜多島出'，山本精三1,中道健-2,

立花新太郎3

【目的】透析アミロイドーシスに起因する手根管

症候群（以下CTS)は特発性CTSとは異なり，手

根管開放術後に再発症例が少なからず存在する．

その原因は手根管内にアミロイド蛋白が沈着し，

手根管の相対的な狭小化を生じ内圧が上昇するか

らだと考えられている.今回われわれは，長期血

液透析患者のうちCTS未発症患者,初回発症患者，

再発患者に手関節部MRIを施行し,屈筋腱断面積

手根管断面積を計測,そのデータを比較検討し発

症・再発に与える影響を分析した．

【対象と方法】長期血液透析患者40例を対象とし

た.CTS未発症患者群:20例20手,初回発症患者群：

10例10手,再発患者群:10例10手である．男性16

例，女性24例，平均年齢65.6±9.07歳,平均透析導

入時年齢：45.8±12.2歳,平均透析期間:20.8±9.55

年であったMmにて手関節部の横断面を2mm間

隔で撮影し,手根管入口部,中央部,出口部で屈筋

腱および手根管断面積を計測した.手根管内各部

位での屈筋腱断面積,それぞれの患者群での屈筋

腱断面積と手根管断面積の比率を比較検討した

統計学的検索にはstudentist-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】屈筋腱断面積を手根管入口部,中央部,出

口部で比較した結果,中央部では他の部位に比較

して統計学的に有意に断面積が大きかった.それ

ぞれの患者群で屈筋腱／手根管断面積比率を比較

した結果,未発症群に比較し初回発症患者群では

統計学的に有意に比率が高かった．また再発患者

群ではさらに比率が高かった．

【考察】長期血液透析に伴うCTS患者では,アミロ

イド沈着により屈筋腱が手根管内で肥大しており

手根管の相対的狭小化が生じていたまた未発症

患者と比較し肥大化傾向が顕著であり，発症・再

発に大きく関与していた．

l-5-6

特発性手根管症候群と屈筋腱滑膜へのア

ミロイド沈着の有意な関連

SignificantRelationshipbetweenldiopathicCar-

palTunnelSyndromeandAmyloidDeposition

intheFlexorTendonSynovium

1信州大学医学部整形外科，2信州大学医学部附属

病院遺伝子診療部，3信州大学医学部病態解析診

断学講座，4金城学院大学生活環境学部食環境栄

養学科

○内山茂晴1，関島良樹2，佐野健司3，

今枝敏彦4，加藤博之！

トランスサイレチンアミロイド(TTRamyloid)

は加齢と伴に手根管や心臓に沈着しやすいことが

知られている．われわれは手根管症候群(CTS)

発症の要因の一つとして，手根管内滑膜への

TTRamyloid沈着が関連すると仮説を立て，症例

対照研究を行ったので報告する．当研究は医学部

倫理委員会の承認を得て行った．

【方法】術前に病歴，身体所見，神経伝導速度，

単純X線,MRI所見から特発性CTSと診断し，手

根管開放術を行った65人（平均年齢66歳,女47人）

をCTS群とした．コントロール群は肉眼的に正中

神経に圧迫や腫脹のない学生実習用遺体31体（平

均年齢86歳，女18体）とした．両群において手根

管部屈筋腱滑膜を採取した．標本はCongored染

色でスクリーニングを行った．スクリーニング陽

性例に，抗TTR抗体,抗AA抗体,抗Ak抗体,抗

AA抗体を用いた免疫染色を行い，沈着の程度を

3段階（-,＋,＋+≦）にグレード分類した．抗TTR

抗体陽性患者は遺伝子解析にて野生型か変位型か

を決定した.1)amyloid沈着のグレードがCTS群

か否かに関連があるか,2)CTS群において

amyloid沈着のグレードと年齢，性別との関連が

あるかを，それぞれロジステイック回帰で分析し

た．

【結果】amyloid沈着はCTS群22例34%,コント

ロール群6例19%で，いずれも抗TTR抗体陽性で

あり野生型TTRのホモ接合体であった．amyloid

沈着はグレードが高くなるほど,CTS群である

オッズ比は高かった(+:7.38,95%CI;1.1～48.3,++

≦:34.9,95%CI;3.8～322.9).CTS群では年齢が高

い方が,あるいは男性であるほうがamyloid沈着

のグレードが高かった．

【考察】従来特発性CTSと診断した中にTTR

amyloid沈着が原因である2次性CTSとすべきもの

がある．男性や高齢のCTS発症に野生型TTR

amyloidが関与する症例が少なくない事が示唆さ
れた．
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高齢者手根管症候群における腱滑膜の組

織学的所見

TenosynovialHistologyinCarpalTunnelSyn-

dromeintheElderly

'虎の門病院リハビリテーション科，2三宿病院，

3虎の門病院整形外科

○中道健一1，立花新太郎2，山本精三3，

喜多島出3，角谷真3

【目的】高齢者の手根管症候群(CTS)は重症化

傾向が強いが,その原因は明らかでない．腱滑膜

の組織学的検討は病態解明の一助と考えられる

が,高齢者CTSに関する知見は乏しい．そこで今

回高齢者CTSの腱滑膜の組織学的所見をより若

年例と比較した．

【対象と方法】特発性CTS手術例142例(25男性

117女性)192手を対象とした．手術時年齢が後期

高齢者に相当するA群(21例31手,75-91(平均80)歳）

とより若年のB群(121例161手,45-74(平均57)歳）

に分け,腱滑膜の組織学的所見を比較し,差のある

所見については程度と重症度の相関も検討した．

【結果】異常所見の頻度を示す（以下A,B群の順；

手数（群内％)）：線維化10（32%)，58（36%）；浮

腫4(13%),24(15%);炎症4(13%),16(10%);

細動脈肥厚2（6%)，7（4%）；アミロイド沈着20

(65%)，29（18%)．アミロイドのみ有意差があり，

A群に多かった(x2乗検定;p<0.05).A群でアミ

ロイド沈着度（以下手数：なしll,軽度14,中等度6,

高度0）と重症度（浜田分類:Gradel3,nl7,III

ll)間に有意な相関を認めた(Spearmanの順位相

関係数,0.40,p<0.05).アミロイド前駆蛋白をA群

14手,B群17手で検索し,A群でトランスサイレチン

(TTR)10手,同定不能4手,B群で各々 12,5手で,両

群ともTTRが多数をしめた．A群で家族歴のある

中等度沈着例（2例4手）では遺伝子分析を行い,家

族性アミロイドーシスを否定した．アミロイド陽

性例はすべて全身的合併症を欠き,非特異性ある

いは老人性アミロイドーシスと診断した．

【考察】アミロイド（特にTTRアミロイド）は神

経障害性を有する.A群でアミロイド陽性例が多

く重症度と量的関係があったことは,高齢者CTS

の重症化にアミロイドによる神経障害が関与する

ことを示唆する．

【結論】高齢者CTSの腱滑膜の組織学的所見はア

ミロイド沈着を特徴とし,その程度は重症度と相

関する．

l-5-8

屈筋腱滑膜炎を伴う手根管症候群

CarpalTunnelSyndromeAssociatedwithFlex-

orTendonSynovitis

'防衛医科大学校整形外科，2防衛省海上幕僚監部

衛生企画室

○有野浩司'，根本孝一1，尼子雅敏'，

津田悦史1，土原豊－2

手根管症候群に屈筋腱滑膜炎が伴うことは少な

くなく，滑膜の肥厚が手根管症候群の原因の一つ

とする報告もある．手根管症候群ではMRIのT2

強調画像で高輝度変化がみられるが，滑膜炎に伴

う腱周囲の高輝度変化もみられることがある．手

根管症候群に伴う屈筋腱滑膜炎をMRI所見によっ

て分類し検討したので報告する．

【対象および方法】対象はMRIを撮像し，手術を

行って症状が軽快した手根管症候群28例31手，右

16,左15手，平均年齢55歳(42-78歳),男7,女

21例である．透析例は除外した.MRIはT2脂肪

抑制画像を中心に撮像し，各腱が高輝度の滑膜で

区画され区別できるものを滑膜炎ありとした．評

価項目は発症から手術までの期間術後の瘻痛・

鹿れ・筋力低下が軽快するまでの期間,MRI水平

断で画像ソフトを用いた神経の長径・短径・長径

×短径・短径／長径とした．統計学的処理はt検

定を用いた

【結果】滑膜炎あり（以下A群）は9例10手，滑膜

炎なし（以下B群）は19例21手であった手術ま

での期間は両群に差はみられなかった．絞拒部の

神経の短径はA群2.62mm,B群2.23mm,短径／

長径はA群0.47,B群0.36でありA群の方がB群よ

り有意に大きかった瘤痛が軽快するまでの期間

に差はみられなかったが，庫れの軽快はA群5.4カ

月,B群7.9カ月，筋力の回復はA群5.7カ月,B群8.9

カ月とA群の方が有意に短かった．

【考察および結語】術前にMRIで滑膜炎の有無を

判別できることは滑膜切除を行う上で参考とな

る．屈筋腱滑膜炎ありは症状出現から手術までの

期間は屈筋腱滑膜炎なしと変わらず発症後早期と

はいえないが,絞抓による神経の平坦化が軽度で

早期に症状の軽快がみられたことから，屈筋腱滑

膜炎ありの神経の障害の程度は屈筋腱滑膜炎無し

のものより軽度と思われた．
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重症手根管の手根管開放術後2年経過例に

おける電気生理学的回復についての検討

Follow-upStudyofElectrophysiologicallm-

provementinAdvancedCarpalTunnelSyn-

dromein2YearsafterCarpalTunnelRelease

神戸労災病院整形外科

○金谷貴子，山崎京子

【目的】手根管症候群(CTS)重症例の手根管開

放術(CTR)後における電気生理学的回復を短母

指外転筋終末潜時(DML)と感覚神経伝導速度

(SCV)にて経年的に観察した．

【対象と方法】2004-2007年に臨床上CTSと診断さ

れ,DML(手関節刺激-短母指外転筋導出）及び

SCV(示指刺激一手関節導出）が測定不能であっ

た35手のうち,CTR後2年以上経過観察しえた23

手を対象とした．右12手，左11手，平均年齢67.9

歳（男性2名，女性17名）であった．術後1,2年で

DML,SCVを測定し，電気生理学的回復を検討し

たまた,CTS診断基準:DML≧4.5ms,SCV=

40.Om/sとし，第51回日本手の外科学会で報告し

た重症度分類（1期:DML,SCV共に正常,2期：

DMLのみ遅延,3期:DML遅延SCV低下,4期:DML

遅延SCV測定不能,5期:DML,SCV共に測定不能）

に基づき経時的な回復の推移を検討した

【結果】DMLは術後1年で19例,2年で22例に測定

可能となり，この間平均6.0ms→4.97msと有意に

改善した(p=0.0062).SCVも同様に術後1年で11

例,2年で20例に測定可能となり平均44.9m/

s→47.Om/sと有意に改善した(p=0.0077).重症

度分類における回復の推移は，術後1年で1期2手，

2期5手,3期4手,4期8手,5期4手となり30％が軽症

例(1,2期）となった．さらに術後2年では1期7手，

2期10手,3期3手,4期2手,5期l手となり71％が軽症

例（1,2期）となった．

【考察】高度な伝導ブロックを伴うCTS重症例は，

軸索変性と脱髄が混在した病態であり，軸索変性

の程度や範囲の把握が治療方針において重要とな

る.今回の調査ではDML,SCVが経年的に改善し，

ほとんどの例で重症度が改善した事から非可逆性

変性に到った軸索変性線維は少なかったと考えら

れた．

1-5-10

特発性手根管症候群患者における罹病期

間と内視鏡手術後の感覚障害回復

RelationshipbetweenPreoperativeDurationof

SymptomsandEndoscopicPostoperativeSen-

soryRecoveryinldiopathicCarpalTunnelSyn-

dromePatients

'おくつ整形外科クリニック，2取手北相馬保健医

療センター医師会病院整形外科

○浜中一輝'，奥津一郎l,吉田綾2,

田邊恒成】

【目的】絞槐性末梢神経障害の神経回復影響因子

として，罹病期間，神経障害の程度，術後の神経

除圧状況等が考えられている．今回，罹病期間と

術後の感覚障害回復率の関係について検討したの

で報告する．

【症例および方法】Universalsubcutaneous

endoscopesystemを用いて屈筋支帯(FR)と

distalholdfastfibersofthenexorretinaculum

(DHFFR)を切離する内視鏡下手根管完全開放・

完全除圧術を行った特発性手根管症候群131手(男

性21手，女性110手）を検討対象とした．手術時

平均年齢は，59.3歳であった．患者の訴えによる

発症から手術までの罹病期間が1年以内の短期罹

病期間群とそれより長い長期罹病期間群に分け，

術前に存在したしびれ感および感覚障害の回復

(3g痛覚計による痛覚2g触覚計による触覚）に

ついて術後1,2,3,4,6,8,12,24,52週における回

復率を比較検討した．

【結果】131手のうち，短期罹病期間群は33手（男

性5手，女性28手)，長期罹病期間群は98手（男性

16手，女性82手）であった．術後52週におけるし

びれ感の回復率は，短期罹病期間群で97.0％，長

期罹病期間群で87.8％，以下同様に痛覚では

92.6％，91.6％，触覚では81.5%,91.1%であった．

しびれ感の術後12と24週においてのみ2群間で有

意差(p<0.05)があった

【結語】われわれは第44回本学会で，術後の神経

除圧状況が神経機能の回復に関係する事を報告し

た．今回の検討結果から，神経の除圧状況が同一

であれば，罹病期間と感覚障害回復率の間にはほ

とんど関係が認められないことが明らかとなっ

た．
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手根管症候群両側罹患例に対する治療方

針-USEsystemを用いた鏡視下手根管開
放術を用いる場合一

TheTacticsfOrBilateralCarpalTunnelSyn-

drome-FortheOperationwithEndoscopicCar-

palTunnelReleasewiththeUSESystem-

日本赤十字社医療センター骨・関節整形外科

○本 村 朋英，森本修平

【目的】手根管症候群両側罹患例に対し鏡視下手

根管開放術を行う場合,両側同時手術と片側手術

とではどちらが術後のADL障害が少ないかを検

討する．

【対象と方法】対象は2006年3月より2009年3月の

間に当院で手術を行った手根管症候群両側罹患例

45例64手（男性：9例13手,女性：36例51手）であ

る．両側同時手術は17例に行なわれ,片側手術は

28例に行なわれた手術は全例局所麻酔下にUSE

systelnを用いた鏡視下手根管開放術を行った．

術前,術後2週術後3ケ月のDASHscore(Quick

DASH),更に術後1.5ケ月時点の握力,pinch力,短

母指外転筋力を測定した結果も加えて評価した

【結果】術前,術後2週,術後3ケ月のDASHscoreは

両側同時手術例においては平均45.4点が43.4,19.2

と推移しており，片側手術例では23.4,32.3,18.9で

あった．握力については両側同時手術例は術前平

均17.2kgが術後2週,1.5カ月,3カ月で11.2kg,14.6kg,

16.6kgと回復するが,片側手術例の手術側は19.2kg

がll.7kgl5.3kgl7.2kgという推移であった.Pmch

力について両側同時手術例は術前4.1kgが術後2週

では3.9kg術後l.5ケ月では3.9kg術後3ケ月時点で

は43kgとなっていた．片側手術例の手術側では

4.lkgが3.2kg3.8kg4.1kgと回復していた．

【考察】手根管症候群両側罹患例については両側

同時手術の方が患者の負担(ADL障害,経済面に

おいて等）が軽く望ましい，という報告が散見さ

れる．今回の調査でも同様な結果が見られた．し

かし，両側罹患例でも左右の症状に差がある者が

多く，症状の推移に応じて両側の手術を受ける者

もいれば，片側の手術のみで満足する者もいた．

いずれにせよ，充分なインフォームドコンセント

の末に手術法を選択する事が重要と考えられた．

1-5-12

特発性手根管症候群に対する前向き無作

為化比較試験による手指屈筋腱腱滑膜切

除術と鏡視下手根管開放術との治療成績

の比較

ComparisonofChnicalOutcomesbetweenTeno-

synovectomyofFlexorTendonsandEndoscopic

CarpalTunnelReleasebyProspectiveRandom-

izedControlledTrialinldiopathicCarpalTun-

nelSyndrome

医療法人友和会鶴田整形外科

○鶴田敏幸，峯博子

【目的】我々はこれまでに特発性手根管症候群

(CTS)に対する手指屈筋腱腱滑膜切除術の短期

ならびに長期成績について報告してきた今回，

前向き無作為化比較試験(RCT)により手指屈

筋腱腱滑膜切除術と鏡視下法(ECTR)との治療

成績の比較・検討を行なった．

【方法】対象は2009年2月より9月までにRCTに同

意が得られ,手術施行した44例45手であり，乱数

表を用いて無作為に滑膜切除術群とECTR群の2

群に割り付けた手術は両群とも局麻下にて行

なった.ECTRは近位からのOnePortal法を用い，

腱滑膜切除術は屈筋支帯を残す方法で,手根管を

出入りする全体の筋成分及び腱滑膜を切除する方

法を用いた．術前ならびに術後1,2,3ヶ月後に神

経伝導速度,筋力,握力,知覚検査を行ない,2週毎

にDASHscoreの調査を行なった

【成績】滑膜切除群は27例27手,男性5例5手;女性

22例22手,平均年齢59.7歳であり,ECTR群は17例

18手,男性9例9手,女性8例9手,平均年齢69.5歳で

あった．術後3ヶ月の神経伝導速度,知覚,握力は

両群ともに有意に改善していた(p<0.05).また，

握力は滑膜切除群のほうがECTR群に比べて8週

目より改善傾向が大きく,DASHscoreでも滑膜

切除群のほうが6週目より明らかな低下傾向を示

した．

【結論】これまで手指屈筋腱腱滑膜切除術と

ECTRの治療成績について比較・検討したRCTは

存在せず,手技や治療成績の優劣は明らかにされ

ていない現時点での本研究の結果では,滑膜切

除術はECTRより早期の日常生活動作への復帰が

可能であり,CTSの有効な観血的治療の一つとな

り得るものと考えられる．
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皮層切開の位置の違いによる手根管開放

術の治療成績の比較

ARandomizedControlledTrialofDistalvs

ProximalMini-openCarpalTunnelRelease

八尾総合病院整形外科

○面川庄平，藤谷良太郎飯田昭夫

【目的】近年，手根管開放術は鏡視下あるいは小

切開によって行われている．皮切位置は施設によ

り異なり，横手根靭帯の直上あるいはより末梢で

切開する方法がある．今回，皮切位置の違いによ

る治療成績を調査するために，無作為比較試験を

行った．

【方法】2007年9月から2009年6月まで，当施設で

施行した小切開による手根管開放術42例49手のう

ち，骨折後や透析にともなう二次性発症の7例を

除く35例42手の特発性手根管症候群を対象とし

た男性9例，女性26例（平均59歳)，全例に術前

電気生理学的検査を施行した．遠位手関節横皷か

らlcm-3cm末梢(P群21手),3cm-5cm末梢(D

群21手)に至るそれぞれ2cmの小切開で開放した．

術野に出現する手掌皮枝の頻度を記録し，術前と

術後3ヶ月にDASH日手会版，ボストン質問表

(CTSI日手会版),ピンチカ，示指指腹部の

Semmes-Weinstein(SW)知覚検査で評価した

圧痛計を用いたpillarpain,創部痛の有無を経時

的に調査した両群問の比較をX2乗検定,Man-

Whimey検定,t検定で解析した．

【結果】患者背景，術前の機能評価電気生理学

的重症度で2群間に有意差を認めなかった．術中

皮神経の出現頻度はP群36%,D群5%で,P群が

高率であった(p<0.05).術後3ケ月のDASH改

善度はP群で平均9点,D群で6点,CTSI改善度は

P群で平均1.4,D群で0.9であり，両群間に有意差

を認めなかった．客観的所見として，ピンチカ，

SWの改善度はそれぞれP群で平均lkg,75%,D

群lkg,60%であり同等に改善していた.pillar

pam,創部痛の出現頻度はP群平均36%33%,D

群平均38％33％でありほぼ同頻度であった

【結論】小切開の手根管開放術は，皮虐切開の位

置の違いによって術中皮神経の出現頻度に差はあ

るものの，短期の経過観察で手術成績に有意な差

はなくいずれも良好な機能回復を得た．

1-5-14

手掌内小皮切による手根管開放術の術後

成績

SurgicalResultsofOpenCarpalTunnelRelease

throughlntra-palmarMinimumlncision

'燕労災病院整形外科，2新潟大学整形外科

○松崎浩徳'，幸田久男l,山下晴義2

【目的】手根管症候群に対する手掌内小皮切手根

管開放術(mimOCTR)の成績を報告する．

【方法】2005年12月から2009年7月までに手術を

行った手根管症候群67例79手のうち,mini

OCTRのみが施行され術後3カ月以上経過観察可

能であった44例（男性11例，女性33例，年齢30～

87歳，平均65歳)，50手を対象とした．母指対立

再建術が同時に行われていた12例は除外した．浜

田の重傷度分類では,Gradell6手,GradelllO

手,Gradelll24手で,9例では短母指外転筋終末

潜時(DML)と知覚神経伝導速度(SCV)がと

もに計測不能であった．これらの症例に対してし

びれ，母指対立障害などの自覚症状,Semmes

Weinsteintest(SWT),DMLおよびSCVの改善

度を検討し，浜田の評価基準で術後成績を評価し

た．

【手術】手掌内に2～2.5cmの直線状皮切をデザイ

ンし，通常の筋鉤と剪刀を用いて手根管を開放し

た．

【結果】術後平均9カ月時，しびれは35手で消失，

14手で軽度残存,1手で不変であり，母指対立障

害は24手中19手でほぼ消失，4手で軽度残存，1手

で不変であった.SWTは50手中37手で改善し，

術前redまたはvioletの36手では31手に改善を認め

た.DML,SCV計測不能の9手中6手は両者とも

計測可，2手はDMLのみ計測可,1手は両者とも

計測不可となっていた．浜田の評価基準では，

Gradelは優ll手,良5手,Gradellは優7手,良3手，

Gradelllは優10手，良13手，不可1手となってい

た．神経，血管損傷などの手術合併症は認めず，

l例で術後3カ月時にpillarpain様の創痛を認めた

が，経過観察中に軽快した．

【結論】当科で施行しているminiOCTRは特別な

手術器械を要さず正中神経をほぼ直視下に確実に

除圧することが可能である．神経の破格や走行異

常に応じて術野を拡大することも可能であり，費

用対効果の高い安全な術式であると考えられる．
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特発性手根管症候群に対する小皮切手根

管開放術後の再手術例の検討
EvaluationofRevisionCasesafterShortlncision

OpenCarpalTunnelReleasefOrldiopathicCar-

palTunnelSyndrome

'福島県立医科大学医学部整形外科，2大原綜合病

院

○江尻荘－1，関口泰史2，川上亮一'，

高橋洋子1,紺野愼一」

【目的】小皮切による手根管開放術(以下小皮切法）

は,現在最も普及している手術法である.近年我々

は小皮切に起因すると考えられる合併症により，

再手術に至った症例を経験した．その原因を調査

し，合併症の予防と治療について検討した

【対象と方法】対象は，2003年以降に，特発性手

根管症候群に対する小皮切法の術後に自覚症状が

悪化し，当科で再手術を行った7例である．性別

は男性が1例，女性が6例であった．手術時年齢は

50歳から71歳で，平均60歳であった初回手術は

1例が当科で，他の6例が他医で施行された．初回

術式の内訳は，手掌内の小皮切が5例で，手関節

部の小皮切が2例であった初回手術から再手術

までの期間は,1ケ月から14ケ月で，平均5.6ケ月

であった．術後経過観察期間は,1ヶ月から3年5ヶ

月で平均11.9ケ月であった以上の症例について，

l)自覚症状の変化,2)屈筋支帯の切り残しの有

無3）神経損傷の有無，および4）短母指外転筋

遠位潜時(APB-DL)の変化を検討した

【結果】1)初回手術後に自覚症状が悪化した症例

は6例で,他のl例は症状が術前と不変であった.2）

屈筋支帯の切り残しは全例で認められた切り残

しの部位は，手掌内皮切の5例では，前腕筋膜へ

の移行部であった．一方，手関節部小皮切の2例

では,屈筋支帯最遠位部であった．3)神経損傷は，

手掌内皮切のl例で認められた.4)APB-DLは，

7例中5例で初回術後に波形の導出が不能となった

が，再手術後には全例で導出可能となった．

【考察】小皮切法において視野が不良な場合には，

低侵襲に固執せず跨踏なく皮切を延長することが

重要である．また術後に，自覚症状とAPB-DLの

悪化が認められた場合は，早期に再手術を行って

除圧不足と神経損傷の有無を確認する必要があ

る．

l-5-16

75歳以上の高齢者の手根管症候群の臨床

像と術後成績-75歳未満との比較一

Post-OperativeResultsofCarpalTunnelSyn-

dromeinPatients60andOlder

'留萌市立病院整形外科，2札幌医科大学付属病院

整形外科

○金谷久美子l,和田卓郎2,射場浩介2,

佐々木浩一2，山下俊彦2

【目的】我々は第52回の本学会で，75歳以上の高

齢者の手根管症候群（以下CTS)の術後成績を報

告した．術後の満足度は高く，主観的機能QOL

評価も有意に改善した今回75歳以上の症例と60

歳以上75歳未満の症例でCTSの術後成績を比較検

討した．

【方法】対象:2002年4月から2009年8月に手術を

行った60歳以上のCTS40例43手を対象とした.75

歳未満のCTS患者(A群)22例22手と75歳以上(B

群)18例21手に分類して解析を行った.A群は男

5手，女17手,B群は男2手，女19手であった．手

術時平均年齢はA群64.9歳B群80.5歳，平均罹病

期間はA群15.2ケ月,B群26.9ケ月，術後平均観察

期間はA群309ヶ月,B群25.3ヶ月であった術式

は直視下手根管開放術がA群20手,B群15手，手

根管開放に母指対立再建術を追加したのがA群2

手,B群3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・普通・不満で評価した

術前後の機能･QOLをDASH,CTSIを用いて

評価した.Studentt-testにより統計処理し,p値

が0.05未満を有意な差とした．

【結果】術後満足度はA群で大変満足3手,満足8手，

普通4手，不満7手,B群では3手,11手,5手,2

手であった.A群で50%,B群では67%の例が満

足していたDASHはA群で術前47.0から術後

25.4(p=0.01)に,B群では52.8から27.8(p=0.04)

に改善した.CTSI-symptomscoreはA群で3.0か

ら2.2(p=0.02)に,B群で2.6から1．6(p<0.01)に，

CTSI-functionscoreはA群で2.7から2.2に,B群で

3.0から2.2(p=0.02)に改善した母指対立再建

を行った例では，満足度が高く，機能評価良好で

あった．

【考察】75歳以上の高齢者は75歳未満に比べ，

CTS術後の満足度が高い傾向にあった．術後機能

の改善が不良であることがその原因と考えた．高

齢者であってもpinch障害を有する患者には母指

対立再建を積極的に行うべきである．
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CTを用いた肘部管症候群の解剖学的検討

AnatomicalStudywithCTfOrCubitalTunnel

Syndrome

東邦大学医学部整形外科

○大日方嘉行，関口昌之，川上裕史，

長谷川敬二，土谷一晃

【目的】今回我々は外傷歴や変形性変化の無い肘

部管症候群患者の原因を知る目的で上腕骨CT画

像を用いて上腕骨頭と上腕骨頚部の位置関係を計

測し健常者と比較検討した．

【対象】症例は2007年4月から2009年8月までに当

科で手術加療を行い，肘関節に明らかな変形性変

化の無い10例（男性8例，女性2例）で，手術時年

齢は37から65歳であった．電気生理学的検査にて

全例尺骨神経電動速度遅延を認め，肘関節屈曲に

て内上顎に尺骨神経の乗り上げを認めていた尺

骨神経に問題が無く，上腕骨に変形性変化の無い

29から47歳の8例（全例男性）を比較対象とした

【方法】CTは同一肢位にて上腕骨頭及び肘関節を

撮影した．上腕骨頭部のスライスにて後方傾斜角

と，上腕骨穎部レベルのスライスにおける横軸を

計測し，上腕骨頭後方傾斜角を基準とした上腕骨

穎部の外旋角度を測定した．

【結果】肘部管症候群患者群（以下患者群）は外

旋角が13.から25.で平均21.7.であった．健常者

群は5.から18.で平均12.4.であった．

【考察】患者群は健常者群に比べて上腕骨穎部が

外旋している傾向を示した事から上腕三頭筋内側

頭が相対的に内側に偏位していることが予想さ

れ，肘関節屈曲時に上腕三頭筋筋腹が尺骨神経を

前方に押し上げる様に作用すると考えられた

1-5-18

肘部管症候群に対する新しい症状誘発テ

ストの試み

ANewClinicalTestforCubitalTunnelSyn-

drome

'川崎市立川崎病院整形外科，2松村外科整形外科

○越智健介l,堀内行雄1,松村崇史2,

森田晃造l,中道憲明］

【目的】肘屈曲テストは肘部管症候群に対する代

表的な症状誘発テストである．しかしながらその

施行には3分程度を要するため，時間的制限の大

きい外来診療中の実施は困難なことも多い．今回

われわれは10秒以内で実施可能な，肘部管症候群

に対する新たな症状誘発テスト（肩関節内旋テス

ト）を考案し検討したので報告する．

【対象と方法】対象は臨床的・電気生理学的に肘

部管症候群と診断された患者のうち，当院におい

て手術を施行し，かつ術前後に本テストを試行で

きた30例30肘である．肩：外転100度かつ屈曲10

度かつ最大内旋位，肘：屈曲90度の肢位を保持さ

せ,10秒以内に尺骨神経支配領域に神経刺激症状

の出現・増悪をみとめたものを本テスト陽性とし

た．また屈曲テスト（肘最大屈曲位，手関節最大

伸展位）も同様に10秒施行し，比較対象とした

なお対照には，臨床的・電気生理学的に手根管症

候群と診断された5例を用いた．また肘部管症候

群患者の15例に対し，術中にCodmanモニタリン

グシステム脳室内圧測定用カテーテル(Johnson

&Johnson)を用いて肘部管内圧を測定した．

【結果】術前,10秒以内での屈曲テスト陽性例は

ll例，本テスト陽性例は19例であった．肘部管内

圧は11例において最大屈曲位に比して本テスト肢

位にて有意に上昇した．また術前に本テスト陽性

であった症例は全例，術後には陰性となった

【考察】われわれが考案した肘部管症候群に対す

る肩関節内旋テストを検討した．その結果,10秒

以内での陽性率は屈曲テストよりも有意に高く，

診断に有用である可能性が示唆された．本テスト

が陽性となる因子としては，肘部管内圧が上昇す

るためと考えられた.今後は更に症例を積み重ね，

本テストの有用性を追究していきたい．
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1-5-19

初期尺骨神経障害におけるfingerrotation
testの意義

FingerRotationTestfortheClinicalAssess-

mentoftheUlnarNervePalsy

'高松市民病院整形外科，2鳴門病院手の外科・微

小再建外科センター，3徳島大学整形外科

○笠井時雄1，浜田佳孝2，花岡尚賢3

【目的】尺骨神経障害において，神経伝導速度に

異常がなく，筋力低下や筋萎縮が明らかでない初

期の段階（赤堀の第1病期）で，その運動神経の

異常を示す徴候は現在のところまで知られていな

い．我々は，尺骨神経の運動神経最終枝が第1背

側骨間筋であることに注目し，その働きが基節骨

を回旋させる作用もあることから，示指指尖部が

円弧を描くように示指を動かすことにより，その

機能を評価することを考案したので報告する．

【対象と方法】対象は，肘部管症候群と診断され

た男性5例である．いずれの症例も，軽度の知覚

鈍麻はあるが，筋萎縮および筋力低下は明らかで

なく，運動，知覚神経伝導速度にて異常がなかっ

たFroment徴候,crossfingertest,Wartenberg

徴候を検査した上で,indexfingerrotationtest

を行った検査は，示指以外の他の指すべてを拳

をつくるように握らせ，示指についてはMP関節

を伸展位とし指先で円弧を描かせる方法により

行った．

【結果】Froment徴候およびWartenberg徴候は，

全例で認められなかった.crossfingertestは2例

において陽性であったindexfingerrotation

testについては，全例において，患者側からみて

示指MP関節を中心点とすると，僥背側の1/4円

がうまく描けず，他の徴候よりも明らかに運動異

常を示す割合が高かった．

【結語】1)indexfingerrotationtestは，尺骨神

経障害の際に顕われる他の徴候が認められる以前

に，手指の運動異常を明らかにすることがわかっ

た2）このtestにより，神経伝導速度に異常が

なく，筋力低下や筋萎縮が明らかでない初期の段

階（赤堀の第1病期）の運動障害を評価できる可

能性がある．

1-5-20

肘部管症候群における尺骨神経溝形状と

術中神経絞掘所見の関係調査一最適な手術

法の選択のために‐

InvestigationofRelationshipbetweenMorpho-

logicCharacteroftheGroovefOrUlnarNerve

andEtiologyofNeuropathy

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】肘部管症候群における尺骨神経障害の要

因は張力，圧迫，摩擦などが関与しており，治療

には種々の手術法が用いられその有用性が報告さ

れている．今回，各症例において術前に最も適し

た手術法を選択するため，術前レントゲン写真に

おける上腕骨内穎および尺骨神経溝の形状，尺骨

神経溝での骨鰊形成，術中所見，手術方法，およ

び手術成績について検討を行った．

【対象および方法】対象症例は2002年から2008ま

でに当科で手術的治療を行った肘部管症候群症例

38例で，男性25例，女性13例，年齢は13歳から83

歳平均62歳であった．調査は後ろ向きにカルテ

記載からのデータ収集およびレントゲン写真を用

いた計測により行った．

【結果】外反肘の合併例は4例，発症に肘関節の頻

繁な屈伸運動が関与していた症例が3例変形性

肘関節症が合併していた症例は20例で，レントゲ

ン尺骨神経溝撮影にて2mm以上の骨鰊が認めら

れたのは12例であった尺骨神経溝の形状を分類

するとobliquetypeが22例,perpendiculartypeが

5例,reverseobliquetypeがll例であった．上腕

骨正面像にて滑車基部から計測した内穎先端まで

の距離(MCH)の両穎間距離(MLCD)に対す

る比率(MCH/MLCD)が0.2以上の症例は15例

あった術中所見としてOsborn靭帯での絞拒を

示唆する中枢部での偽性神経腫は18例に認めら

れ，神経の全体的な腫脹発赤を認めたものが8例，

具体的な異常所見のなかった症例が14例あった．

術前レントゲン写真における尺骨神経溝の骨鰊形

成,MCH/MLCD>2.0,尺骨神経溝の形状分類

と術中所見における神経変性部位の間には関連が

認められた．

【結論】術前のレントゲン写真で上腕骨内穎およ

び尺骨神経溝の形状尺骨神経溝での骨鰊の有無

を評価し手術法を選択することが重要であると考

えられた
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肘部管症候群に対する皮下脂肪弁を用い

た尺骨神経前方移動，制動術

ASubcutaneousFatFlapSlingforAnterior

TranspositionoftheUlnarNerve

'米沢市立病院整形外科，2平鹿総合病院整形外科

○長谷川和重l,松原吉宏2

【はじめに】肘部管症候群の手術法には様々な方

法がある．私たちは皮下脂肪弁を用いた制動を併

用した皮下前方移動術（以下FatFlap法）を第1

選択として行っており，手技と術後成績を報告す

る．

【対象と方法】2001～2008年に演者が行った肘部

管症候群の手術65例中,FatFlap法は55例であっ

た．このうち,術後6ヶ月以上経過観察可能であっ

た36例を対象とした男28女8例，右27左9例で，

年齢は平均60歳(16～81),術前の罹病期間は平

均15ヶ月であった．合併した病態はOA27,15｡

以上の外反肘5，ガングリオン2，滑車上肘筋2で

あった．臨床病期は赤堀分類の2度3例,3度17例4

度7例,5度9例であり，術後平均経過観察期間は平

均10ヶ月(6～26)であった．手術は尺骨神経を

剥離して皮下前方に移動後，皮切の榛側皮膚縁を

鉤摂子でつまみ，皮膚縁から3x3cm程度僥側方向

に皮下をはがすように剥離して脂肪層を作成し，

幅15～20mmになるように切れ込みを2ヶ所入れ

て皮下脂肪弁を作成する．肘屈曲位で脂肪弁を内

側上穎に固定後，肘伸展位で神経が尺骨神経溝に

戻らず，絞拒のない程度に制動されていることを

確認する．術後は10日間肘屈曲位でシーネ固定を

行った．

【結果】約半数の症例で軽度の皮下出血斑が見ら

れたが，創治癒は良好で，治癒が遷延した症例は

1例もなかった．経過観察時，全症例で神経が内

側上類前方にあることが確認でき，肘内側部痛を

訴える例はなかった．赤堀の評価法による治療成

績は優5良ll可20不可0であり，病期が軽度である

ほど成績がよい傾向であった

【考察】尺骨神経を皮下前方に移動する際，神経

の制動には筋膜を用いた報告が多いが再絞槐の報

告がある．皮下脂肪弁は柔軟性がある点で再絞槐

の可能性が低く，経過観察時にも良好な制動効果

が得られていた

1-5-22

僥骨遠位端骨折の掌側ロッキングプレー

ト固定術における至適スクリュー位置のX

線撮影評価法の新たな試み

NewAttempttoRadiographicEvaluatefOrAp-

propriateLocationoftheScrewofVolarLock-

ingPlateUsedfOrDistalRadiusFractures

1聖ヨゼフ病院整形外科,2平塚共済病院整形外科・

手の外科センター，3横浜市立大学附属病院整形

外科

○岡崎敦l,坂野裕昭2,黒坂望l,

瀧上秀威2，斎藤知行3

【はじめに】僥骨遠位端骨折においてcondylar

stabilizing法を用いた掌側ロッキングプレート固

定は良好な固定性と整復位の維持に有用な方法で

あるが，有効な軟骨下骨支持のためには遠位の

ロッキングスクリューを正しく軟骨下骨直下に挿

入する必要がある．われわれは至適スクリュー位

置の評価のために新たな撮影法を考案した．撮影

法は手関節回内・挙上位で手関節正面単純X線像

を撮影する回内挙上撮影で,スクリューの軸写像

が得られるためスクリューと軟骨下骨の距離が分

かる．今回術中および術後診察時に本撮影を行い

至適スクリュー位置を評価したので撮影法と合わ

せ報告する．

【対象と方法】condylarstabilizing法を用いて掌

側ロッキングプレート固定を行った僥骨遠位端骨

折7例7手関節男性1例，女性6例，年齢は平均

79.0才であった術中回内挙上撮影により至適ス

クリュー位置を決定し固定を行い,術直後,1カ月，

2カ月の3回に単純X線像によりradialinclination

(RI),PalmarTilt(PT),ulnarvariance(UV),

尺側スクリューと掌側関節面の距離(Lv),尺側

スクリューと背側関節面の距離(Ld)を経時的

に計測した，

【結果】手関節を挙上した高さは平均7.lcm(6-9)

であり，身長と強い相関を認めた(p<0.05,r=

0.78).Lvは術直後:1.3mm,術後1ケ月:1.8mm,

術後2ケ月:1.7mm,Ldはそれぞれ6.9mm,6.8mm,

7.4mmと有意な変化は認めなかった．術直後

RI:23.4｡,PT:16.0｡,UV:1.4nHn,最終調査時27.1｡,

15.1｡,2.6mmであり，有意な矯正損失は認めな

かった．

【結論】回内挙上撮影により適切なスクリューの

刺入および術後の経時的変化の確認を行うことが

出来た.CTでもスクリュー位置の確認は可能だ

が，回内挙上撮影は侵襲および経済的負担が小さ

く，また簡便に経時的検査を行うことができ，有

用な検査法であると考えた．
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1-5-23

AOC型僥骨遠位端骨折におけるCT分類
は有用か？

IsCTClassificationonAOCTypeDistalRa-

diusFractureUseful？

市立豊中病院整形外科

○韓法輪光，難波二郎，山本浩司

【はじめに】僥骨遠位端骨折(DRF)の関節面の

評価としてCTが一般的となっているが,CTによ

る骨折型分類や，その分類と治療成績との関連を

調べた報告はない．我々は,AOC型DRFのCT

分類を独自に行い，その有用性を検証するため，

他の分類法を含めて治療成績との関連について統

計学的な検討を行った．

【方法】対象は2005年以降に3施設においてAOC

型DRFに対して掌側ロッキングプレートを用いて

手術を行い，術後6ヶ月以上の経過観察が可能で

あった症例84例85手とした平均年齢は62歳男

20例20手，女64例65手，右40手，左45手，平均観

察期間はll.1ヶ月であった．術前CTにて関節面で

の転位のある骨折線の走行を5型(A型;sigmoid

notchにかかり,lunatemssaにとどまるもの,B型；

sigmoidnotchにかかり,lunatefbssa,scaphoid

fbssaを含むもの,C型;sigmoidnotchにかからず，

lunatefOssaにとどまるもの,D型;sigmoidnotch

にかからず,scaphoidfbssaにとどまるもの,E型；

centraldepression)に分類し,AO分類,Frykmann

分類Melone分類斎藤の分類,HenryのCT分類

RozentalのCT分類と，最終診察時の可動域，握力

との相関を調べた．

【結果】CT分類ではA型21手,B型40手,C型3手，

D型5手,E型4手，転位なし12手であった．可動

域の平均は，回内78.9°，回外86.2.,掌屈62.0.,

背屈69.7.,握力17.9kg(健側比82.1%)であった

各分類方法と可動域，握力との関連について相関

を調べたところ,AO分類,Frykmann分類，

HenryのCT分類と掌屈が,AO分類と掌背屈が有

意に関連していた．

【考察】今回の検討では我々のCT分類では治療成

績との関連は見られなかったAO分類では掌屈

掌背屈への有意な関連を認め，優れた分類方法で

あることが確認された．

1-5-24

僥骨遠位端骨折の関節内骨折パターンに

ついて一MDCTおよび3DCTによる評価一

FracturePatternsofRadiocarpalJointSurface

inDistalRadiusFractures-AnalysiswithMDCT

and3DCT-

'西宮市立中央病院整形外科，2関西労災病院整形

外科

○田辺勝久l,中島恭哉l,十河英司l,

田野確郎2，堀木充2

【目的】僥骨遠位端骨折の関節内骨折パターンの

評価には主にX線分類が用いられている．しかし，

実際の骨折像は立体であり,X線評価よりも，

CT評価の優位性が指摘されている.今回我々は，

MDCTおよび3DCTを用いて，僥骨手根骨関節面

の関節内骨折について，骨折パターンを分析した

ので報告する．

【対象と方法】僥骨手根骨関節面に骨折のある榛

骨僥骨遠位端骨折88例92手関節を,MDCTある

いはMDCTと3DCT画像にて評価した年齢は18

歳から87歳男性34例女性54例である．僥骨手根

骨関節面の辺縁を，遠位僥尺関節縁,僥側背側縁，

尺側背側縁僥側掌側縁，尺側掌側縁，茎状突起

縁の6辺縁に分けて，骨折線がどの辺縁に入るか

によって僥骨手根骨関節面の骨折型を分類した．

さらに，転位の方向と骨折線の関係について調べ

た．

【結果】最も骨折線の入る頻度の高い辺縁は遠位

僥尺関節縁（76%）と尺側背側縁（70％）であっ

たまた，最も多い骨折型は遠位僥尺関節縁から

尺側背側縁に至る2パート骨折であった（20％)．

骨折の転位方向と連関する骨折線のパターンを調

べると，骨片が背屈転位している場合は，遠位僥

尺関節縁を通る骨折線の方向が，関節面掌側縁よ

りも背側方向に向いていた．逆に，掌側に転位し

ている場合は，同骨折線が平行あるいは掌側方向

に向いていたすなわち，いわゆる関節内コレス

骨折では，同骨折線は背側を向き，いわゆる掌側

バートン骨折あるいは関節内スミス骨折では，同

骨折線が平行あるいは掌側に向いていた．

【考察】僥骨遠位端骨折の関節内骨折は,MDCT

および3DCTによって，いくつかのパターンに分

けられる．骨折パターンがある程度決まっている

ことや，転位の方向と骨折線の位置に関連のある

ことがわかった
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1-5-25

僥骨遠位端関節内骨折(AOtypeC3)に
対するAcu-LocDistalRadiusPlateSystem
を用いた内固定:MultisIiceCTによる術前

後評価
InternalFixationfOrlntra-articularDistalRadi-

usFracture(AOtypeC3)UsingAcu-LocDistal

RadiusPlateSystem:EvaluationbyMultislice

C T

厚生連山本組合総合病院

○伊藤博紀

【目的】僥骨遠位端関節内骨折に対し,術前後に

multisliceCTによる骨折型の評価を行い,Acu-

LocDistalRadiusPlateSystem(以下Acu-Loc.)

による固定の可能性について検討した

【対象および方法】2007年12月以降当科で手術を

行い,3ケ月以上経過観察可能であった僥骨遠位

端関節内骨折(AOtypeC3)15例を対象とした．

年齢は26～79歳（平均61.9歳)，骨折型はColles

typel3例,Smithtype2例で,AOtypeC3-1:7例，

C3-2:7例C3-3:1例であり,Rosental分類でtype

la:1例,3a:12例,3b:2例であった.手術は整復仮

固定後にAcu-Loc.による掌側固定を行うことを

原則とし,掌側固定により捕捉されない骨片に対

しては追加固定を行った術前後にmultisliceCT

を行い,骨折型や各骨片のスクリュー固定数およ

Orsubchondralsupportの状況を評価した

【結果】術前CT側面像では,掌背側にsplitされ

(coronalsplit),骨折線がDRUJにかかる型が15例

中14例を占めていた.DRUJにかかる骨折線の位

置は,側面像において後方1/3が7例，中l/3が7例

であった術後CTでは,11例においてAcu-Loc.の

遠位ロッキング機構によって掌内側骨片の

subchondralsupportが獲得されていた.背尺側骨

片のうち遠位ロッキング機構によるsubchondral

supportが得られていたのは2例のみであった背

尺側骨片に対して,遠位2列目孔よりノンロッキ

ングスクリューを7例に追加した．同骨片が小さ

い1例および粉砕していた1例に対しては,背側か

らのプレートやスクリューを追加した．

【考察】本検討により,榛骨遠位端関節内骨折の治

療において本プレートが掌内側骨片に対する

subchondralsupportに有効であることが示唆さ

れた.背尺側骨片にはロッキング機構で対応でき

ない症例が多く，骨折型に応じた追加固定を要し

た．

1-5-26

高齢者における不安定型榛骨遠位端骨折

治療のシステマティック・レビュー

ASystematicReviewofUnstableFracturesof

theDistalRadiusintheElderlyPeople

'札幌医科大学整形外科,2SectionofPlastic

Surgery,UniversityofMichigan

O織田崇l･2,和田卓郎1,山下敏彦l,

KevinC.Chung

【目的】高齢者の不安定型僥骨遠位端骨折に対す

る適切な治療法については意見の一致がない．今

回高齢者の不安定型僥骨遠位端骨折に対する一

般的な治療法の成績を評価する目的で，文献のシ

ステマティック・レビューを行った

【方法】MEDLINEおよびCINAHLPlusを使用し

て,1980年以後に出版された僥骨遠位端骨折治療

に関する英文論文を検索した本研究への採用条

件を1）掌側ロッキングプレート(VLP),non-

bridge型創外固定(non-BrEF),Bridge型創外固

定(BrEF),経皮的K鋼線固定(PKF),ギプス

固定のいずれかにより治療された不安定型骨折，

2）対象の平均年齢が60歳以上，3）追跡期間が1

年以上,4）機能と合併症が評価されていること

とした．全ての基準を満たす論文を選出し，手関

節･前腕可動域握力，機能評価スコア,X線計測，

合併症の種類と数を調査した結果をANOVA,

chi-squaretestおよびTukeystylemultiple

comparisontestにより統計学的に解析した．

【結果】2039編の文献が検索され，基準を満たし

た21編の論文を解析した五つの固定法による治

療後の手関節掌背屈と回旋のarcは，それぞれ

112-130｡(p=0.68),140-175｡(p=0.65)であった．

対側比握力は69-85%(p=0.70)であった.DASH

スコアは，評価が行われていなかったPKFを除

き8.9-ll.6(p=0.83)であった．ギプス固定後の
volartiltとulnarvarianceは-11。と+3.6mmであ

り,VLPおよびnon-BrEFとの間に有意差があっ

た.CRPSなど手術を必要としない重度合併症の

発生率は,non-BrEF(22%)で最も高かった．

腱断裂など手術を必要とする合併症の発生率は，

VLP(11%)で最も高かった．

【結論】高齢者の不安定型僥骨遠位端骨折におい

て，今回評価した五つの治療法による受傷後1年

以上を経過した機能成績には差がなかった
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1-5-27

中高年女性の不安定型僥骨遠位端骨折の

治療成績

TheChnicalOutcomesofUnstableDistalRadius

FracturesofMiddleandOldWomen

九州労災病院

○ 畑中均

【目的】近年，僥骨遠位端骨折に対してさまざまな

掌側ロッキングプレートが報告されている．しか

し，二機種の掌側ロッキングプレートの治療成績

を比較検討した報告は少ない．著者らはSYNTHES

社distalradiusplate(S群）とACUMED社Acu-Loc

(A群）を使用し，その治療成績を比較検討した．

【対象と方法】両群とも交通事故・転落による受

傷や尺骨遠位端骨折等を合併する症例を除外し

たS群は27手,A群は34手を対象とした．平均

年齢はS群A群でそれぞれ64才(51～75)/64才

(51～75）であった．平均観察期間はそれぞれ21

カ月（12～55）／15カ月(12～28)であった

AO分類はA3,Cl,C2,C3がそれぞれS群で5,1,10,

11手,A群で5,7,15,7手であった．手術方法は両

群とも掌側ロッキングプレートによる固定を原則

とし，固定不能の骨片にはK-wireによる追加固定

を行い，術後2週間の外固定を行った.X線評価

は手術前，手術直後，最終経過観察時のvolartilt,

radialinclination,ulnarvarianceについて検討し

た臨床評価は最終経過観察時の健側との可動域

および握力の比（以後それぞれ%ROM,%握力と

する),Cooneyscore,合併症の有無を比較した

【結果】僥骨茎状突起骨片にK-wireによる追加固

定がA群では不要であったがS群の7手に必要で有

意に多かった.X線評価は，手術直後・最終経過

観察時volartiltがS群A群でそれぞれ8.7｡/5.6｡,

9.2.／4.2.とS群で有意に増加していた.%ROM,

%握力,CooneyscoreはS群A群でそれぞれ92%/

92%,81%/85%,82点/82点で有意差はなかった．

腱の皮下断裂は両群とも認められなかった．

【結論】両群の臨床評価に優劣はなかったが，

Acu-Locを使用する場合榛骨茎状突起骨片に

K-wireの追加固定が必要となる症例は,distal

radiusplateに比較して，少ないと考えられた．

1-5-28

MIPO法による僥骨遠位端骨折の治療経験

TreatmentofDistalRadiusFracturesUsing

MinimallylnvasivePlateOsteosynthesis(MIPO)

愛知厚生連海南病院

○山田宏毅，土屋大志，勝田康裕，

西源三郎

【目的】我々は僥骨遠位端骨折に対しMIPO法に

よるプレート固定を行ったので，その手術方法と

短期成績を報告する．

【方法】対象は2008年2月～2009年5月に受傷した

17例17関節．女性14例，男性3例であり，受傷時

年齢は43～85歳（平均63.7歳),AO分類A-35例，

C-12例,C-29例,C-31例である．経過観察

期間は9～24カ月（平均16.1カ月).全例にStryker

社製のMatrixSmartLockplateを用いた．

【結果】臨床成績は斎藤基準とDASHにて評価を

行い,いづれも良好な結果であった．画像評価は，

volarmtが平均9.6｡,ulnarmchationが平均21.5．

ulnarvarianceが平均+0.7mmであった．短期成

績ではあるが概ね良好であった．術後合併症は正

中神経麻痒，腱断裂，はなかつたが,1例にスク

リューのゆるみによる抜釘，3例にしびれや痙痛

による抜釘を施行している．

【考察】MIPO法の利点としては皮切の短縮によ

り腫脹瘻痛の軽減が得られ，美容上にも有利な

点，また方形回内筋を切離しないため関節可動域

の回復に有利であり，骨折部周囲の血行が温存さ

れるため骨癒合にも有利といわれている．一方で

問題点としては小切開のため整復や整復位の保持

が困難な場合もあり，我々 はintraiocalpinningを

行うことで良好な整復保持を可能としている．一

方本法は従来法と比べイメージの使用時間が長く

なるため被曝量の増大も問題となる．しかし手技

の向上により，できるだけイメージの使用時間を

減らすことは可能であると思われる．

【結論】榛骨遠位端骨折に対し低侵襲手術を行っ

た.MIPO法の短期成績は良好であった．本法は

低侵襲であるため腫脹瘻痛が軽減し，早期の

ROMの回復が可能であり有用であると考えられ

る．
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僥骨遠位端骨折における長母指屈筋腱滑

走部位の検討一断裂を防ぐには－
ResearchofthePositionsofFlexorPollicisLon-

gusTendonfOrPreventingRupturesafterVolar

PlatingfOrDistalRadiusFracture

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，

山中清孝，斎藤英彦

【目的】近年僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキ

ングプレートの術後合併症として長母指屈筋腱

(以下FPL)の断裂が問題視されている．今回私

たちは僥骨遠位端骨折の内固定もしくは抜釘時に

FPLをマーキングしてその走行と榛骨およびプ

レートとの位置関係を調査したので報告する．

【対象と方法】2009年2月から2009年10月までに掌

側ロッキングプレートで内固定もしくは抜釘術を

施行した榛骨遠位端骨折21例22手を対象とした

ペンローズドレーンを用い,X線不透過ラインが

腱の背側中央になるようにFPLに被せ縫合固定

し,X線イメージ透視下にFPLの滑走部位を調査

した．正面像でFPL滑走部位の僥骨遠位端幅にお

ける僥側縁からの割合と，プレート遠位部におい

て僥側から数え何本目のスクリューヘッド上を通

るか検討したまた側面像でプレート遠位縁から

の距離も調査した．

【結果】FPLは僥骨遠位端幅の僥側縁から平均

53.1%(41.9-64.7%)の部位を走行していた．使用

したプレートは遠位部5穴の例が8手，4穴が13手，

3穴が1手であった．FPLの走行は,5穴プレート

例では2-3本目間1手，3本目上3手，34本目間4手

であった．4穴プレート例では2本目上2手，2-3本

目間3手，3本目上7手，3-4本目間1手であった．3

穴プレート例の1手では2本目上を走行していた．

側面像ではFPL-プレート間距離は平均l.3mm(0-

4mm)であり，直接接触した例が8手あった．方

形回内筋とintermediatefibrouszoneのfibrous

tissueを弁状に雛転し内固定後修復した10手では

全例1mm以上プレートと距離を保つことができ

た．

【考察】僥側から2本目のスクリューヘッドより尺

側部をFPLと接触しないようにできれば術後断裂

を予防できる可能性がある．特にintermediate

6brouszoneのnbroustissueはプレート遠位部被

覆に有用であると考えられる．

1-5-30

ブロック状の骨移植を併用した僥骨遠位

端関節内骨折(AO分類C3)の治療成績
ClinicalResultsofPlateFixationwithEnBlock

BoneGraftfOrAOTypeC3DistalRadiusFrac-

ture

'土谷総合病院整形外科，2広島手の外科・微小外

科研究所，3広島市総合リハビリテーションセン

ター

○梶原了治1,木森研治l,河越宏之l,

生田義和2，村上恒二3

【目的】AO分類C3型に属する僥骨遠位端関節内

骨折は整復操作や内固定に難渋するうえに，術後

経過中にしばしば矯正損失が生じるなど問題点が

多い.演者らは直視下の関節面の整復操作ののち，

生じた空隙にブロック状の骨移植を行って陥没骨

片の下支えとしたうえでプレートを用いた内固定

を行い，確実な骨癒合と矯正損失の軽減を図って

いる．今回その手術成績について報告する．

【対象と方法】対象は1999年以降に当科で僥骨遠

位端関節内骨折(AO分類C3)に対してブロック

状の骨移植を併用して骨接合術を行った27例（男

性10例,女性17例．手術時平均年齢57歳）である．

アプローチは掌側のみ4例背側のみ5例掌背側

が18例であり，全例で関節包を切開して直視下に

転位の確認と陥没骨片の整復操作を行った．内固

定は全例プレートを用い，適宜キルシュナー鋼線

やスクリュー固定を追加した．使用したプレート

はロッキングプレート10例，従来型プレート17

例であった．移植骨は21例に皮質を含む腸骨ブ

ロック,3例に人工骨ブロック,3例は海面骨ブロッ

クを使用した．術直後と最終調査時のX線所見の

比較(radialinclmation,volartilt,ulnarvariance)

とMayowristscoreによる臨床評価を行った．

【結果】全例に遷延することなく骨癒合が得られた．

臨床成績はexceUentll例,gOod8例,satisfactoly

7例,poorl例であった.X線所見では従来型プレー

ト使用例の12例にUVの軽度進行を認めたが,2mm

以上の進行を認めた症例はなかった.m,VTの矯

正損失症例はなかった．

【まとめ】AO分類C3の榛骨遠位端関節内骨折に

対してブロック状骨移植を併用したプレート固定

術を行うことで矯正損失を最小限に留めることが

可能であった．
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僥骨遠位端骨折(AO分類C3型）における

プレート固定の問題点

ProblemofDistalRadiusFracture(A-OC3)

withPlatingFixation

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】C3型に対しHC50universalplatesystem

を用いた症例の可動域X線パラメーター(radial

inclination:RI,volartilt:VT,ulnarvaliance:UV)

を計測し,矯正損失の形式を固定方法別に検討し

たさらに,力学的見地からC3型のプレート固定

法による問題点を検討し，ロッキングプレートに

おけるX線パラメーターの真の矯正損失の評価方

法を考案した．

【方法と対象】HC50universalplatesystemを用

いた90症例92手関節,男性39例,女性51例で,経過

観察期間は10.3ヵ月であったC3型は57例で掌側

プレート単独固定法(V群）は33例,僥側プレー

トと掌側プレートで固定した2枚組みプレート固

定法(VR群）は20例であった.術直後から最終経

過観察時までのX線パラメーターの矯正損失はV

群VR群それぞれ，平均でRIが0.3｡,1.1.の増大，

VTが0.6｡,0.8｡の減少,UVがl.2mm,0.9mmの増大

であり,V群,VR群で有意な差はなかったC3型の

うち内掌側部を含む沈み込みを55例で認めた.内

掌側のみの沈み込み症例が15例と最も多く，内掌

側と僥側部の沈み込みを認めた症例は7例,内掌

背側部の沈み込みを認めた症例は13例,僥側部と

内掌背側部の沈み込みを認めた症例は10例であっ

た.V群,VR群で可動域との明らかな相関は認め

なかった．しかしながら，矯正損失の形式別にX線

パラメータを評価すると，いずれの転位形式にお

いてもVR群よりV群でUVの矯正損失を認めた．

【結論】掌内側部は荷重伝播が多く,海綿骨の密度

差より掌内側骨片を伴う骨折型が多く認められる

と考えられた．ロッキングプレート固定は従来の

プレートのようにスクリューとプレート間で矯正

損失が起こらず骨とスクリュー間で矯正損失が起

きるので矯正損失別のパラメータ評価を考盧すべ

きである．

l-5-32

掌側ロッキングプレートによる僥骨遠位

端骨折の治療成績－3病院におけるアン

ケート調査一

TheSurgicalOutcomeofDistalRadiusFrac-

turesTreatedwithVolarLockingPlates-A

MulticenterQuestionnaireResearch-

1慶應義塾大学整形外科，2荻窪病院整形外科，3公

務員共済組合立川病院整形外科

○岡崎真人l,中村俊康1,田崎憲--2,

西脇正夫2，谷野善彦3

【はじめに】僥骨遠位端骨折の観血的治療として

掌側ロッキングプレート(VLP)固定が広く行わ

れている．術後成績はおおむね良好とされるが，

その成績評価には医療者が介在する場合がほとん

どであり，患者満足度と一致しない場合もある．

今回，観血的に治療された僥骨遠位端骨折につい

てその術後成績をアンケート結果から解析した

【対象および方法】平成20年3月末日までに関連3

病院で治療した榛骨遠位端骨折のうち,VLP固定

を行った160症例160骨折に対して郵送によるアン

ケート調査を行った.114症例から回答を得，回

収率は71.2％だった.114症例の内訳は男性24例，

女性90例，42-89歳（平均659歳)AO分類typeA61

例,typeB8例,typeC45例，尺骨骨折あり74例，

なし40例で，手術からアンケート回答までの期間

はll.6-53.4カ月（平均26.3カ月）だった調査項目

はVASによる瘻痛評価quickDASH,patient-

ratedwristevaluation(PRWE)を独自に翻訳し

たもの，日常生活動作，合併症などとした

【結果】VASによる瘻痛評価は0-94mm(平均

9.8mm),quickDASHは0-85.0(平均11.4),PRWE

は0-100（平均89）だった日常生活動作ではペッ

トボトルの開閉で不自由を訴える症例が36％存在

したプレート挿入部の瘻痛を訴える症例が27％，

しっかり握れないと訴える症例が14%あった．長

母指伸筋腱皮下断裂と診断された症例が3例あっ

たが，屈筋腱皮下断裂はなかった．

【考察】多くの症例で良好な結果が得られたが，

全体の1/41/3に何らかの愁訴が残存していた．

成績不良例では，変形治癒や不適切なプレート設

置などの医学的要因の他労災や精神状態などの

関与がみられた．
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髄内釘を用いた僥骨遠位端骨折の手術の

工夫と問題点

IntramedullaryFixationofDistalRadiusFrac-

tures

1荻窪病院整形外科，2池田整形外科，3済生会横浜

市東部病院整形外科，4済生会神奈川県病院整形

外科

○西脇正夫1,田崎憲-1,池田崇2,

山中一良3，佐々木孝4

【目的】髄内釘(WrightMedical社製MICRONAIL)

を用いた僥骨遠位端骨折の治療は,軟部組織への

侵襲が最小限であるが,ネイル挿入後の整復が困

難なため,直視下に展開してcondylarstabilizing

法により整復可能な掌側ロッキングプレートと比

べ,矯正不足に陥りやすい.今回はこの問題を解

決するためにわれわれが行っている手術手技を紹

介し,問題点について報告する．

【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33例（51～85歳,男性3例女性

30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,一部

の単純な背側転位型関節内骨折にも適応した

AO分類の骨折型は,A2:2例A3:27例C2:4例で

あった手術方法は,intrafocalpinをネイル挿入の

妨げとならないように骨折部の背尺側から挿入し

て背側転位を整復し,僥掌側から挿入して僥側転

位を整復した後,経皮pinnmgを尺側骨皮質に沿っ

て行い,経皮的に整復位を保持した状態でネイル

を挿入した術前術直後,術後6カ月でX線評価を

行った．

【結果】術直後のX線計測値は,Volartilt(VT):5

～18。（平均10｡),radialinclination(RI):18~

30｡（平均26｡),ulnarvariance(UV):-2～4mm(平

均lmm)であった術後6カ月での矯正損失の平

均値はVT:0.7｡,RI:0.2｡,UV:0.4mmであり,31例

は術直後とほとんど変化なく癒合したが,2例で

掌側への転位を伴って短縮して癒合した．

【考察】Intrafocalpinを利用して整復位を維持し

てネイルを挿入することにより，良好な整復位で

の内固定が可能であった.背側転位型骨折のみに

用いたにもかかわらず背側に再転位した症例はな

く，2例で掌側に転位しており，背側転位に対する

固定力は強固であるが,掌側転位に注意が必要で

ある．

1-5-34

僥骨遠位端骨折に合併した尺骨茎状突起

骨折の治療成績

ClinicalResultsofUlnarStyloidFracturesAs-

sociatedwithDistalRadiusFracture

'産業医科大学病院整形外科，2香川労災病院整形

外科

○善家雄吉l,大茂壽久1,森谷史朗2,

布施好史2，酒井昭典』

【はじめに】従来，僥骨遠位端骨折に合併した尺

骨茎状突起骨折に対する治療は,TFCCが付着す

るとされる基部・基部骨幹端部(base骨折）で遠

位僥尺関節(DRUJ)に不安定性を有する症例に

対し内固定をすべきとされてきた．しかし，

DRUJの不安定性評価は主観的で，腫脹の強い受

傷時に定量的評価を行うことは困難であり，その

手術適応において明確な基準はなかったといえ

る．

【目的】僥骨遠位端骨折に合併した尺骨茎状突起

base骨折に対する治療成績を尺骨内固定の有無に

分けて明らかにすることである．

【対象と方法】対象は48症例で内固定あり(tension

bandwiring)群が20例，内固定なし（放置）群
が28例であったあり群・なし群の順で，平均年

齢623（23～82）・64．2（28～85）歳，平均経過観

察期間ll.8(6～25)･12.5(6～32)か月であった．

両群とも術後数日間の厚めの包帯固定のみで瘻痛

に応じた自動運動を許可した．評価項目は術後の

経時的な可動域（手関節掌･背屈前腕回内･外)，

握力（健側比%),DASHスコア，手関節尺側部

痛の有無とした．最終評価時の総合臨床成績は日

手会手関節機能評価基準を用いた．

【結果】総合臨床成績は,excellent:16･22例，

good4･6例であり両群間に有意差はなかった．

また，その他評価項目いずれも最終評価時に両群

間の有意差はなかった．しかし可動域は術後早期

では，なし群の成績が有意に良好であり，握力は

最終経過観察時を除くすべての経過観察期間にお

いて，なし群の成績が有意に良好であった．最終

評価時の尺側部痛残存頻度は,あり群10.0%(2/20

例)，なし群10.7%(3/28例）と両群間に有意差は

なかった．尺骨茎状突起骨折の骨癒合率は，あり

群85.0％(17/20例),なし群35.7％(10/28例)であっ

た．

【結語】総合臨床成績は両群とも良好で有意差は

なかった．
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高齢者の僥骨遠位端骨折に合併した尺骨

遠位端骨折に対する一期的尺骨頭切除術

PrimaryResectionoftheUlnaHeadforthe

FracturesoftheDistalUlnaAssociatedwith

FractureoftheDistalRadiusinElderlyPatients

鶴岡市立荘内病院整形外科

○後藤真一，河内俊太郎

【目的】高齢者の僥骨遠位端骨折に合併する尺骨

遠位端骨折は骨質が脆弱で強固な内固定が困難な

場合がある．当科では本骨折に対し,骨質が脆弱

な場合,一期的に尺骨頭切除を施行してきた過

去5年間の70歳以上の高齢者に施行した一期的尺

骨頭切除術の成績を調査した.同時に尺骨頭を温

存（内固定または保存）した症例と比較した．

【対象と方法】過去5年間に70歳以上の僥骨遠位端

骨折（全例掌側lockmgplate固定）に尺骨遠位端

骨折を合併した20例このうち一期的に尺骨頭切

除を行ったのは9例(切除群)で,男性l例,女性8例

平均年齢は80.4歳一方,残りll例のうち1例は一

期的にSauve-Kapandji法を施行,1例は内固定を施

行したがその後尺骨頭切除を行った最終的に尺

骨頭を温存したのは9例（温存群:内固定6例,保存

3例）で,全例女性,平均年齢は75.8歳.両群の術後

3カ月時と最終経過観察時の可動域,握力（いずれ

も健側比），治療成績（斎藤の評価法）などを調

査した．

【結果】可動域は切除群で術後3カ月の伸展,屈曲

が温存群に比して劣る傾向であったが,最終時は

同等となっていた回内回外は術後3ヵ月，最終

時とも同等であった握力は切除群で術後3カ月

では劣る傾向があったが,最終時は同等であった．

治療成績は術後3ヵ月では温存群が劣る傾向で

あったが,最終時は同等であった．

【考察】高齢者の榛骨遠位端骨折に合併する尺骨

遠位端骨折の治療は意見が分かれている.近年各

種plateによる内固定の良好な成績が報告されて

いるが,難渋する症例も少なくない.尺骨頭切除

は手技が比較的容易で,最終的には温存群と同等

の結果が得られた.危倶された握力の低下も最終

的には温存群と同等であった,高齢者で僥骨を整

復内固定した後も，尺骨骨折部が不安定で,骨の

脆弱,粉砕が見られる症例では積極的に一期的尺

骨頭切除術を行ってよいと考えられた．

1-5-36

榛骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位端骨

折の治療
TreatmentofDistalUlnaFractureAssociated

withDistalRadiusFracture

'長岡中央綜合病院整形外科，2(財)新潟手の外科

研究所

○間庭圭一1，吉津孝衛2，牧裕2，

坪川直人2，成澤弘子2

僥骨遠位端骨折において茎状突起単独骨折を除く

尺骨遠位端骨折は5.6～8.5％に合併する．僥骨の

整復内固定により尺骨は保存でよいとする報告が

ある一方，プレート固定により術後早期可動域訓

練が可能となり良好な機能回復が得られるとの報

告も多い．最近の症例について尺骨治療法別に3

群に分け最終経過観察時の可動域を比較検討し

た対象は平成14年～20年に治療を開始した僥骨

遠位端骨折に合併する茎状突起単独骨折を除く尺

骨遠位端骨折24名25手関節平均年齢75.9歳男

l女24,右7左18,平均経過観察期間は5.4カ月で

あった．これらを尺骨骨折の治療法により保存療

法をC群（9例10手関節),Sauve-Kapandji法・

Darrach法をP群(6例6手関節),プレート固定，

ピンニング,tensionbandwiringを0群(9例9手

関節）とした．尺骨遠位端骨折はBiyam分類で

Typel:6例,Type2:2例,Type3:8例，

Type4:9例であった．術後3週で転医した形成群

の1例をのぞき，全例で僥骨・尺骨とも骨癒合を

確認し，神経麻痒やDRUJ脱臼等の合併症はな

かった．最終経過観察時の可動域は3群間に有意

差を認めなかった．僥骨を整復固定した際，尺骨

に転位が残存する場合や尺骨骨折部の不安定性が

大きい場合はプレート固定を考慮すべきだが，症

例によっては必ずしも尺骨骨接合にこだわらなく

てもよい可能性が示唆された．
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1-5-37

ロッキングプレートを用いた榛骨遠位端

骨折後変形治癒に対する矯正骨切術の治

療成績

CorrectiveOsteotomyfOrMalunitedDistalRa-

dialFracturebyLockingPlate

'関西労災病院整形外科，2大阪大学整形外科

○堀木充'，中川玲子l,三宅潤-2,

村瀬剛2，田野確郎！

【目的】僥骨遠位端骨折後変形治癒に対する矯正

骨切術にロッキングプレートを用いた症例の治療

成績を検討したので報告する．

【対象と方法】対象は僥骨遠位端骨折後変形治癒

に対し手術治療を行った症例13例.男2例,女11例，

手術時平均年齢53才，平均経過観察期間1.4年で

あった．受傷時骨折型はコレス骨折9例，スミス

骨折2例，僥骨遠位端骨折後成長障害l例．主訴は

手関節の変形，瘻痛であった．榛骨骨切には9例

で村瀬らのコンピューターシミュレーション法を

用いた．3例に尺骨の短縮骨切を併用した．使用

したロッキングプレートは掌側10例，背側3例で

あった．術後評価は日手会の手関節機能評価とX

線学的評価(volartilt(VT),radialinclination(RI),

ulnarvariance(UV))を行った．

【結果】手関節痛は全例で改善した手関節機能

評価は術後excellent7例,good3例,fair2例であっ

た．平均関節可動域（屈曲伸展，回内，回外）

は術前(40.,50.,55.,65｡）が術後(51.,68.,70.,

82｡）と改善したレントゲン評価(VT,RI,

UV)では術前平均(-5｡,15｡,5mm)が術後平均

(6｡,24｡,0.6mm)であった．また，掌側プレー

トと背側プレートの術後平均値は掌側（24.6.,

4.4｡,0.6mm)背側(22.5｡,10｡,0.5mm)であった

術後経過中にl例に掌側プレートの緩みを認めた．

また,1例にEPL断裂を認めた．

【考察】ロッキングプレートを用いることで術後

の矯正損失はなく安定した成績が得られた.掌側，

背側いずれのロッキングプレートでも安定した成

績であったが，背側プレートの方がVTを矯正出

来る傾向にあり，背側からの矯正操作，骨移植が

有利に働くと考えられた．僥骨骨幹部には強いス

トレスがかかるため，プレートのシャフト部分に

もロッキング機構があるプレートが良いと考えら

れた．

l-5-38

発光ダイオード(lightemittingdiode)光
照射による細胞増殖シグナルの活性化

ActivationoftheMitogenicSignalPathwayby

LightEmittingDiodelrradiation

l金沢大学医学部整形外科，2金沢大学生理学，3金

沢医療センター整形外科

○小峰伸彦1,多田薫1,富田勝郎1,=

杉本直俊2，池田和夫3

【目的】我々は本学会で発光ダイオード(LED)

光照射は創傷治癒を促進することを報告してきた

が，その機序は未だ不明である．今回，細胞増殖

に深く関与するシグナル伝達経路の一つである

ERK(extracellularsignal-regulatedkinase)に

注目し,LED照射による線維芽細胞増殖の機序

について検討したので報告する．

【方法】正常マウスの培養線維芽細胞NIH3T3を

60mmdishに6×105個播種し，播種直後および24

時間後にLED照射（中心波長627nm)を行い,2

回目の照射から24時間後に照射群と非照射群で

比較検討した．細胞増殖に関わる成長因子および

その受容体を解析するため,RT-PCR法を用いて

PDGF-A,-B,-C,TGF-6,bFGF,およびPDGF-

α受容体,TGF-β受容体の発現を検討した次に，

PDGF受容体のinhibitorの有無によるERK活性の

変化をWesternblot法により検討した．統計処理

にはpairedt-testを用い，危険率0.05未満を有意
とした．

【結果】RT-PCR法で発現がみられたのは，

PDGF-A,PDGF-C,TGF-6,PDGF-q受容体，

TGF-β受容体であったその中で,PDGF-Cの

発現は照射群で有意に増加していた(p<0.05).

照射群でのERKは，非照射群より強い活性化を

認めた．そして,ERK活性はPDGF受容体の

inhibitorを投与すると完全に抑制された．

【考察】ERK経路は，細胞増殖因子を介して細胞

増殖・分化のシグナルを伝えるものである．今回

の研究から,LED照射は細胞増殖因子の中で

PDGF-Cを増加させることが判明した．さらに，

LED照射はERK経路を活性化させたが,PDGF受

容体の自己リン酸化を阻害するinhibitorを加える

と，その活性は完全に抑制された．よって,LED

照射による線維芽細胞増殖の機序の一つは，

PDGF-Cの発現を増加させ,PDGF受容体の自己

リン酸化を引き起こし,ERK経路を活性化する

ことであると考察した．
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l-5-39

音楽家のフォーカル・ジストニアの手指

運動特性

FingerMovementPatternofMusicianswiththe

FocalHandDystonia

'横浜市立大学整形外科，2宇都宮大学大学院工学

研究科

○酒井直隆

【目的】音楽家のフォーカル・ジストニアは演奏

時のみに発症する動作特異性を有しており，治療

に難渋することが多い．演者は低速度で演奏を行

わせるSIowDownExerciseによって治療してい

るが，主眼を置くべき手の運動パターンを検討す

る目的で，ジストニア症状の引き金（トリガー）

となる動作を調査した．

【方法】フォーカル・ジストニアと診断された職

業ピアニスト137例について，ジストニア症状と

発症のトリガー動作を調査した．

【成績】125例がピアノ演奏時にのみジストニア症

状が出現したが，7例はパソコンのキーボード操

作等の，手の類似ポジシヨンの動作でも発症し，

5例は静止時でも不随意に手指屈曲の症状が出現

した．このため演奏時のみに発症する125例につ

いて，さらに調査した．ジストニア症状は不随意

な手指屈曲がのべ141例,伸展44,内転5例であり，

指別では母指が7指示指41,中指43,環指59,

小指35指であった．ジストニア発症は演奏テク

ニックの種類に依存し，音階演奏時の発症が54例

(43.2％)，オクターヴ26,アルペジオ17,和音

14,トリル8，その他6例であった．音階ではさら

に上行と下行で症状が異なるものが35例あり，上

行音階でジストニア症状がより顕著になる例が21

例，下行が14例であった．

【考察】右中指屈曲のジストニア症状を起こす場

合，上行音階では示指の打鍵動作の直後に中指に

ジストニアが現れるため，示指で打鍵した状態で

静止させたまま中指の屈筋をコントロールさせる

訓練を新たに行わせると効果的であった．

【結論】音楽家のジストニア発症のトリガー動作

をより詳細に検討することにより，症例に応じた

効果的な再教育リハビリテーション・プログラム

が作成できる．

1-5-40

デジタル化上肢機能評価システムの開発

ValidationofaComputerTouchScreenVersion

oftheHand20

'名古屋大学手の外科，2金城学院大学生活環境学

部，3星城大学リハビリテーション学部

○栗本秀1,今枝敏彦2,建部将広l,

岡野昭夫3，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．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を含むアジ

ア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．そこでわれわれは，

イラストを用いた上肢機能評価票（以下Hand20)

を作成し，第50．52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．今回の研究の目的は，

Hand20をデジタル化し,touchscreencomputer

に対応した質問票を作成すること，また，その妥

当性・信頼性を検証することである．

【方法】症状の固定した上肢障害患者107名に協力

してもらった.touchscreencomputerfbrmatの

Hand20とDASHを用い，平均ll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097,級内相関係数はそれぞれ0.92と0.84となっ

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=086,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=

0.72)．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7.5%と評価不適例の割

合が高いのに対し,Hand20では0.9%と低かった．

【結論】手の外科領域では，初めてのデジタル化

された質問票が完成したtouchscreen

computerfbrmatのHand20は,DASHと比較し

再現性が高く，評価不敵症例が少ない質問表であ

ることがわかった．
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1-5-41

Jamardynamometerにおける握力測定値
の再現性に関する検討

TheReproducibilityoftheGripStrengthinJa-

marDynamometer

'弘前ホスピタリテイーアカデミー作業療法科，

2岩手医科大学医学部附属病院3済生会山形済生

病院

○佐藤彰博l,中嶋英--2,笹原寛3

【目的】握力測定値の再現性についての報告は散

見されるが,同一日や数日以内に測定されたもの

である．しかし，臨床では1週間あるいはlか月以

上の間隔で測定されることが多い.本研究は,臨

床に近い測定間隔としたときの再現性の高い測定

値を明らかにすることである．

【方法】当学作業療法科に在席する26名52手を対

象とした性別は男性12名,女性14名.年齢は平均

21.8±4.6歳,利き手は右25例,左1例であった.測定

は同一曜日・時刻帯とし,4週間握力測定をくり返

し実施した.握力計はJamardynamometerを使用

し，握り幅は狭い方から2番目とした．測定は，

ASHTに準じた測定肢位とし,全例右手から開始

して左右交互に3回ずつ反復測定した統計解析

は，まず同一日に得られた3回の測定値から1回目

の測定値1回目と2回目の平均値,3回測定平均値

(以下,3回平均値），3回測定最大値3回測定最小

値3回測定中央値（以下,中央値）を求めた次

に得られた各々4回の測定値から全体ならびに男

女別の検者内信頼性を検討した．

【結果】全体では3回平均値と中央値の級内相関係

数（以下,ICC)と95%信頼区間（以下,95%CI)

が高値を示したが,平均の標準誤差（以下,SEM)

は3回平均値より中央値の方が低くなっていた．

男女別にみるとICCは男性で3回平均値女性で中

央値が最も高かったが,SEMは男女とも中央値の

方が低値となっていた．また,女性に比べ,男性の

方がICC,95%CI共に低い値を示していた．

【考察】Jamardynamometerにおける握力測定の

再現性は3回平均値と中央値で高い信頼性が保証

されたが,推定精度は中央値の方が高かった．そ

のため握力測定では中央値を用いた比較が最も信

頼性の高い評価になると考えられた．また,女性

よりも男性において握力測定の再現性が低いこと

を認識する必要がある．

1-5-42

変形性肘関節症に対する肘関節形成術

-内側前方進入路の併用一

ArthroplastyfOrPrimaryOsteoarthritisofthe

Elbow-CombinedMedialAnteriorApproach-

小郡第一総合病院整形外科

○星野秀士，土井一輝服部泰典，

坂本相哲，山田哲也

【目的】変形肘関節症に対する関節形成術には，

主に後方(Kocher,津下）進入および内外側側方

進入法が報告されている．内側進入時に屈筋群の

間から進入する内側前方進入法を併用しているの

で，その有用性について報告する．

【対象】平成ll年4月から平成20年10月まで当科に

て変形性肘関節症に対して肘関節形成術を行った

39例41関節のうち，術後1年以上経過観察が可能

であった17例19関節，男性13例女性4例，年齢40

歳から74歳，平均60.3歳である．経過観察期間は

12カ月から27カ月，平均14.6カ月．内外側進入法

13関節，内側進入法のみは6関節であった．肘部

管症候群は9関節に認めた．

【手術方法】内側長軸皮層切開により尺骨神経の

展開，内側側副靱帯後方扇状部などの関節内側の

処置および肘頭や肘頭窩などの後方の処置を行

う．更に，同皮切から尺側手根屈筋前縁筋間より

進入し，尺骨鈎状突起，鈎突窩，榛骨窩の骨鰊な

ど，関節前方の処置を行う．必要に応じて，外側

進入により，僥骨頭周囲の骨鰊切除と僥骨小頭外

側などの関節外側の処置を追加した可動域訓練

は術後2日目より開始した．

【結果】可動域は術前平均伸展-28.9度,屈曲99.2度，

アーク70.3度から術後最終観察時平均伸展-16.5

度，屈曲123.2度，アーク106.7度と改善した．瘻

痛は13関節で消失し，残り6関節も術前より軽減

した．Mayoelbowperfbrmancescoreは術前47.6

点から術後94.2点と改善した．術後正中神経麻溥

や肘の不安定性を呈したものはなかった．

【考察および結論】後方進入法は，手術侵襲が大

きく，従来の側方進入法では，前方内側の処置が

困難であった屈筋付着部間から進入する内側前

方進入法は，神経血管損傷を起こすことなく，肘

関節内側前方の処置が容易にできることから，肘

関節進入法には推奨できる進入法である．

-S118-



1-5-43

生体内吸収性骨接合材（スーパーフイク

ソーブMX)とチタンミニプレートの力

学強度比較

AcomparativeStudyofBendingStrength,Bio-

absorbableOsteosyntheticlmplantsversusTita-

niumMiniPlate

'産業医科大学整形外科，2福岡新水巻病院整形外

科

○村井哲平l,酒井昭典l,大茂壽久1,

山中芳亮2，中村利孝！

【目的】我々 は，ポリ-L-乳酸(PLLA)と非焼成

ハイドロキシアパタイト(u-HA)微粒子の複合

体からなる生体内吸収性骨接合材（スーパーフイ

クソーブMXタキロン株式会社，ジョンソン・

エンド・ジョンソン）を手指骨折治療に用いてい

る．本研究の目的は，スーパーフィクソーブ○

RMXの曲げ強度を測定し，チタン製ミニプレー

トと比較することである．

【方法】スーパーフイクソーブMXの曲げ強度試

験を行った次に，長さ50mm,直径10mmの

PEEK製ロッドの中央部を切断し骨折線と想定し

たスーパーフイクソーブMXを1/2円,1/3円状

に弩曲して吸収性ミニスクリュー（径2.0mm)

で固定したのち，曲げ強度試験を行った．支点間

距離20mm,荷重速度10mm/分で3点曲げ試験

を行い，その最大荷重値を曲げ強度とした．対照

としてSYNTHES社製のチタンミニプレートを使

用した（スクリュー径1.5mmと2.0mmの2種類).

【結果】弩曲前のスーパーフィクソーブMXの

bendingstrengthはl.5mmscrew用チタンミニプ

レートの約30％であり,stiHnessは約15%であっ

た．しかし，スーパーフイクソーブMXに弩曲を

加えることによって,bendingstrengthと

stilfnessが増加し,1/3円の場合は1.5mmスク

リュー用チタンミニプレートと同程度，または

1/2円の場合は2.0mmスクリュー用チタンミニ

プレートと同程度の強度が得られた

【結論】スーパーフイクソーブMXに弩曲を加え

ることによって,bendingstrengthとstifilessが

増加し，チタンミニプレートと同程度の強度が得

られた．

1-5-44

高度救命救急センターにおける手の外科

疾患の調査

HandSurgeryinDepartmentofEmergency

奈良県立医科大学高度救命救急センター

○河村健二，前川尚宜，片山健

【目的】高度救命救急センターは重症患者を治療

する従来の救命センターの役割に加えて，広範囲

熱傷急性中毒，指肢切断などの特殊な疾患患者

を治療するための施設である．これまで高度救命

救急センターにおける手の外科疾患の疫学調査を

した報告はほとんどないため，今回調査し報告す

る．

【方法】2006年から2008年までの過去3年間に報告

者の所属する高度救命救急センターを受診した

5199名の患者を調査対象とした．受診患者に占め

る整形外科および手の外科疾患患者の割合，手の

外科手術件数手の外科専門医研修カリキュラム

による疾患分類を調査した．

【結果】3年間で手術加療を要した整形外科疾患を

有した患者は226人で全受診患者の4.3％であっ

た．そのうち手の外科疾患を有した患者はlll人

で全受診患者の2.1％，整形外科疾患を有した患

者の49％であった．複数カ所の手の外科疾患を有

した患者や複数回手術を要した患者が存在したた

め，手の外科手術件数としては209件であり，そ

のうち緊急手術件数は125件（60％）であった

手術症例の疾患分類では開放創，皮弁など47件，

骨折，脱臼など87件，腱損傷18件，末梢神経障害

10件，炎症性疾患1件，マイクロサージャリー46

件であった．

【考察】救命センターではなによりも患者の救命

治療が優先されるため，手の外科疾患が初療時に

見逃されたり放置されたりすることで重大な手の

後遺症を残すことが懸念される．今回の研究結果

からは，高度救命救急センターで手術を要した整

形外科疾患を有した患者の約半数が手の外科疾患

を有しており，また手の外科手術の60％が緊急手

術を要したことが判明した．以上のことから，高

度救命救急センターにおいて手の外科医の需要は

非常に高いと考えられる．
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A2プーリーにおける小児強剛指の2例

RigidFingeratA2PulleyinChildren-Two

CasesReport-

金沢医療センター整形外科

○納村直希，池田和夫

【はじめに】A2プーリーにおける屈筋腱の結節病

変のために腱の滑走障害を来した稀な小児強剛指

の2例を経験したので報告する．

【症例】症例lは6歳女児で，主訴は右中指の伸展

制限である．2年前に他院で,Alプーリーを開放

されたが症状が改善しなかったため当科受診と

なったA2プーリー部に結節を触知し,PIP関節

の伸展は‐40度,DIP関節は-50度と制限され

ていた．手術所見では,A2プーリー中枢部で深

指屈筋腱が結節状にふくらんでおり，これが伸展

制限の原因となっていた.A2プーリーをステッ

プカットして開大することで弾発現象を解除し

た術後lか月で弾発現象なく可動域制限は消失

している．症例2は，7歳男児で，主訴は右環指屈

曲制限である．A2プーリー部に結節病変を触知

し,PIP関節屈曲は60度,DIP関節屈曲は30度と

制限されていた．術中所見では,A2プーリー末

梢部の深指屈筋腱の結節病変が非常に大きかった

ため,A2プーリーの開大だけでは対処できない

と判断し，結節部を一部切除し腱のボリュームを

減少させることで屈曲制限を解除した．術後2か

月で患指の屈曲は弾発現象なく完全に可能となっ

た．

【考察】我々が経験した2例は，強剛母指と同じよ

うな病態となっており，深指屈筋腱に結節状にふ

くらんだ病変を認めていたA2プーリー部での

腱の滑走障害であるため，強剛母指のように単な

る腱鞘切開で対処することができず,1例はプー

リーの開大を行った2例目は結節病変が大きかっ

たため，結節病変を一部切除し,A2プーリーを

通過できる大きさにして対応した.小児のA2プー

リー部における強剛指の治療では，屈筋腱の結節

病変の大きさで手術方法を選択することが重要と

考えた．

1-5~46

内反手に対する手術療法についての検討

棲側の支持性を中心に‐

RadialClubHand-UtilityofRadialSupport-

'慶應義塾大学医学部整形外科，2国立成育医療セ

ンター整形外科，3独立行政法人国立病院機構埼

玉病院整形外科

○高木岳彦1.2,高山真一郎2，関敦仁2，

細見僚2，森澤妥2.3

【はじめに】内反手に対して様々な手術法が考案

されてきたが，アライメントと可動性を同時に満

足させる方法は確立されていない．われわれは矯

正位保持に僥側の支持性確保が重要と考え，いく

つかの試みを行ってきたので，その有用性を検討

して報告する．

【対象および方法】対象は5例5肢で，手術時年齢

は1歳9カ月～5歳4カ月（平均2歳7カ月)，男2女3，

右5左0であった.Bayne分類Typel(遠位僥骨が

尺骨に比べ2mm以上短縮された低形成のみ）は4

例,Type2(近位遠位共に僥骨低形成）は1例で

あった．Typelの3例では，手関節僥側の剥離後

尺骨と第45中手骨間を創外固定(OrthofixM511)

で矯正位の保持をしながら，別の創外固定器

(MESBL2001)を用いて僥骨を延長した6指手

のl例は切除した第2中手骨を僥骨遠位に移植して

僥骨の長さを再建した．Type2の1例には僥骨近

位部分を尺骨遠位僥側に移植固定した．経過観

察期間は5カ月～60カ月（平均28.2カ月）であった

単純X線写真における僥屈変形の再発の有無，榛

尺屈可動域について調査した．

【結果】Type2のl例は術後1年で僥屈変形の再発

を認めた．その他の症例では明らかな再発は認め

ず，手関節可動域は創外固定で僥骨を延長した3

例では僥屈平均40.尺屈平均25.,中手骨移植を

行ったTypelの1例は僥屈20.尺屈0.と良好なア

ライメントと可動域が獲得された．

【考察】僥骨近位部分を移植した症例は，短期的

には僥側の支持が得られたが移植骨が成長しない

ため僥屈変形の再発を認めた．骨端線を含む中手

骨移植例では移植骨の骨端軟骨は維持され，矯正

位は保持された．僥骨を骨延長した症例は経過観

察期間が短く，今後榛尺骨の成長を観察していく

必要があるが,Typelに対する再建方法として

有用な術式と考えられた．
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人工PIP・DIP関節インプラントを用いた
変形性手指関節症の治療と問題点

TotalPIPandDIPArthroplastyfOrOsteoarthritisoftheFingerJoint

○稲垣克記，瀧川宗一郎，富田一誠，池田純，川崎恵吉

昭和大学医学部整形外科

【目的】人工PIP･DIP関節置換術は高齢者の変形と瘻痛または不安定性の高度な変形性手指関

節症(OA)の治療に用いられる．今回我々は人工PIP･DIP関節インプラントを用いた変形性

手指関節症の手術とその問題点につき検討した．

【方法】1999年から2008年までに変形性手指関節症に対し同一術者下に人工PIP･DIP関節置換

術を行い1年以上経過観察しえた20例22関節を対象とした．平均年齢は68歳,女性16例,男性3例，

PIP関節は17例18関節DIP関節は3例4関節であった．機種はPIP関節にはAvantaSR人工PIP関

節インプラントを,DIP関節には石突式を使用した．術後の関節可動域と総合成績をMayo

scoreを用い評価した．これらをもとに手術手技上の工夫およびデザイン上の問題点につき検

討した．

【結果】平均経過観察期間は5年でPIP関節平均可動域は術前30°のArcから屈曲74．伸展-24.に

改善した.DIP関節は屈曲40.伸展-10．と術前とくらべ伸展側に平均10.シフトし,瘻痛は全例著

明に改善した．人工PIP関節18指のMayoscoreはgoodll,fair5,poor2であった．感染例，

revision例はなかった．PIP関節拘縮の原因となる掌側板の完全切除,背側関節包と側副靭帯の

解離が必要であった．人工DIP関節では1例に人工関節直上の伸筋腱の一過性疾痛を認めた．

【結論】PIP･DIP関節の○Aによる高度拘縮例に対して人工PIP関節を置換しただけでは満足

した結果は得られない．病態に応じインプラントをバランスよく設置するだけでなく，拘縮に

おちいった軟部組織の解離と腱の滑走を考慮した手術と後療法が必要である．デザイン上，

AvantaSR人工PIPインプラントは中節骨コンポーネント背側部のクリアランスが問題点とし

てあり，人工DIP関節インプラントはポリエチレンの厚みと末節骨コンポーネントの安定性が

今後の開発上考慮される．
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PIP指関節症に対する表面置換型人工指関節の臨床応用
SurfaceTypelmplantArthroplastyfOrOsteoarthritisoftheProximallnterphalangealJoint

○石突正文'，白坂律郎1，若杉琢磨'，若林良明2
Ⅱ土浦協同病院整形外科，2東京医科歯科大学整形外科

【目的】指PIP関節の可動域は大きく，痛みや可動域制限が起きると大きな機能障害となる．

われわれは，表面置換型人工指関節を開発し，可動域制限や関節痛が強いPIP関節の関節症に

対して，臨床応用したのでその成績について報告する．

【症例】現在までにPIP指関節症に対して人工指関節置換術を行ったのは,12症例14関節である．

症例の内訳は外傷後関節症8例9関節，変形性関節症4例5関節であった．外傷例のうち2関節は

骨頭のみの片側置換であった．外傷例は脱臼骨折後の関節症変化で可動域制限と痛みを訴えて

いた．手術時年齢は24-73歳，平均48歳で，術後観察期間は4ヶ月-13年，平均6年5ケ月であった．

受傷指は示指･中指･環指がそれぞれ3指ずつであった変形性関節症例の手術時年齢は55-79歳，

平均66歳で，術後観察期間は4ヶ月-9年7ヶ月，平均5年2ケ月である．罹患指は示指1,中指2,環

指2指であった．

【結果】外傷後関節症8例9関節の術後成績はMayoの評価法でgood:3,fair:2,poor:4であった．

変形性関節症例の術後成績はGood:1,Fair:2,Poor:2であった．痛みは全例軽減した．平均

可動域は外傷例では術前10.が術後40｡と改善していたが，変形性関節症例では術前37.が術後

40.と改善はほとんど認められなかった.2例にソケットの,他の1例に骨頭の沈み込みを認めた．

2例に再置換術を行った．

【考察】成績不良例は，ソケットの形状および手術手技に起因するものと考えられたPIP指

関節症に対する人工指関節置換術の術後成績は全例に除痛効果が認められ，多くの症例で約

40.の可動域が得られた．人工指関節置換術は，肋軟骨の移植や足趾の血管付き関節移植と比

較すると犠牲とする組織もなく，手技も比較的容易であり，試みてよい治療法と考えられた．
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非RA患者に対する人工PIP関節置換術
ProximallnterphalangealJointReplacementArthroplastyfOrNon-RheumatoidPatients

○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

【はじめに】近位指節間(PIP)関節の障害は日常生活動作に大きな影響を与える．われわれ

は関節可動域温存を希望された非関節リウマチ患者に対して，肋骨肋軟骨移植術の適応でない

場合に表面置換型人工関節置換術を行ってきた．今回その術後成績を後ろ向きに検討したので

報告する．

【対象および方法】関節リウマチ患者以外に対して人工PIP関節置換術を施行した12例14指を

対象とした．内訳は,Bouchard結節が9例11指,感染後強直が2例2指,外傷後関節症が1例l指で，

男性2例2指・女性10例12指，示指4指・中指5指・環指4指・小指1指だった．手術時年齢は43歳

から78歳で,術後経過観察期間は11カ月から70カ月だった.手術はl例l指を除いて掌側アプロー

チで進入し，全例Avantaの表面置換型人工関節を使用した．

【結果】瘻痛は全例で軽減あるいは消失したPIP関節の可動arcは術前平均13｡が術後平均41.
に改善した．

【考察】非RA患者に対する人工PIP関節置換術のまとまった報告は少ない．われわれはほとん

どの症例で掌側から進入し,Avanta表面置換型人工関節を使用している．今回の検討では人

工PIP関節置換術は除痛効果にすぐれるが，可動域の改善には限界があった．可動域の改善に

は軟部組織の処理や人工関節の選択，後療法など改良する必要があると思われる．
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有痛性の変形性DIP関節症に対するテーピング療法
TapingTherapyfOrthePainfulOsteoarthritisoftheDIPJoint

○白井久也'，植田直樹'，廣藤真司'，木下光雄'，阿部宗昭2
！大阪医科大学整形外科，2城山病院整形外科

【目的】有痛性の変形性DIP関節症(Heberden結節）に対する治療は保存療法が基本であるが，

瘤痛は自然消退することがあるため積極的な治療はあまり行われていない．また,保存療法の

効果もよく知られていない.我々は第45回本学会でテーピング療法の有効性を報告したが,そ

の後もテーピングを主たる治療として継続しており，今回,最近の症例を合わせて治療成績を

報告する．

【対象と方法】対象は瘻痛を主訴とした変形性DIP関節症に対してテーピングによるDIP関節固

定を行った52例である.平均年齢は58歳,罹患指は中指（19例）と小指(17例）が多かったテー

ピングは主として紙製のMicroporetapeTMを用い,DIP関節背側を最大伸展位で固定した.瘻痛

に対する効果はテーピング前の痛み（レベル10）を基準にテーピング中の瘤痛レベルを0-10段

階で治療1週後に評価した．また,治療継続期間,テーピング中止の理由を調査し（平均調査期

間1年），我々 のOAgradeのレベル,罹病期間と治療効果との関係を統計学的に検討した．

【結果】テーピングは効果があったと答えたものは34例（65%）であり，瘻痛レベルでは5以下

のものが20例（38%）であった治療を1カ月以内に中止したものは52％,6か月未満が33％,6か

月以上が15％であり，早期の中止例は効果が少ない,張り替えが面倒なことが中止の理由で,1

カ月以上で中止したものは瘤痛軽減のためが主たる理由であったOAgrade,罹病期間,治療効

果との間に有意な相関はなかった

【考察】テーピング療法は早期からDIP関節痛を軽減させ,65%の患者に有効であったため,保

存療法として積極的に試みてよい方法と考える.本法は背側のみをテーピングするので指腹の

感覚が保たれ,スプリントに比べてかさばらない利点があった．
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Heberden結節に対する観血的治療の成績
OperativeTreatmentfOrHeberdenNodes

○鈴木修身'，砂川融2，横田和典'，中島祐子'，越智光夫】

Ⅱ広島大学整形外科，2広島大学大学院保健学研究科

【はじめに】Heberden結節は通常保存的に加療され，観血的治療としては高度変形例に対して

関節固定術が行われることが多い．当科では関節固定に加え，症例によっては背側の骨鰊およ

び増生滑膜を切除して可動域を温存する骨鰊切除術も行っているのでそれらの成績を報告す

る．

【対象】1995年以降の手術例のうち，経過を追跡できた37人（女性33人，男性4人）の52指を

対象とした．手術時年齢は43から74歳（平均54歳）で，発症から手術までの期間は2カ月から4

年であった．罹患指は中指が19,示指が15,環指が9,小指が5,母指が4指であり,11指に粘

液膿胞の合併があった骨鰊切除術が45指に，関節固定術が7指に行われていた

【結果】関節固定例では痙痛を訴えた例はなかったが，小物体の把持が難しい，包丁を握るの

が難しいなど，日常生活動作での愁訴が多かった．骨鰊切除例では術後早期には癌痛や関節の

腫脹があったが,それらの症状は多くの例で経時的に軽減した．一部では瘻痛が長期に残存し，

そのうち1指に関節固定を追加した骨疎切除例における調査時のDIP関節可動域は，伸展平

均-11.,屈曲平均45｡であった．可動域が保たれているほど,日常生活動作での障害は出にくかっ

た．また骨疎切除例ではDIP関節部の膨隆が縮小したことによる,整容的満足度の高い例があっ

た．しかし術前に伸筋腱停止部の骨鰊形成により伸展機構の伸長がある例では，調査時もその

まま伸展制限が残存していた．

【まとめ】骨疎切除術は関節固定術に比較して，小物体の把持など日常生活動作上の障害が少

ない点で優れていた．また骨鰊切除による整容的改善も期待でき，伸展制限が残存する点が問

題であるが,Heberden結節の治療の選択肢として考えてよい術式である．

-S127-



2-1-S3-6

手指DIP関節症に合併したMucouscystの治療法
TreatmentofMucousCyst

○土田芳彦，村上 裕 子 ， 辻 英 樹

札幌東徳洲会病院

【目的】Inucouscystは指のDIP関節変形症に合併し,関節裂隙から爪近位部付近までの皮下

に米粒大の腫瘤を形成し,表皮は非薄化し，ときに爪甲に変形を生じる.cystがruptureを繰り返

せば感染を併発し恒久的な爪甲や関節の変形を生じることもある．1989年,LowreyとSheplerは

cystを切除せずに骨練のみを切除する術式を報告した．今回我々は本術式を用いて治療をおこ

なったmucouscystの術後成績を報告する．

【手術法】手術は指間ブロック下にcystの存在する側のDIP関節レベルに横切開を加え関節部

を展開する.伸筋腱の裏側より側副靭帯のレベルまでの関節包を鋭的に切除し，さらに骨鰊も

併せて切除する.cystの隔壁は切除せずにそのまま放置し創を閉鎖する．

【症例】1996年6月から2008年9月まで,mucouscystの28症例に対して上記の手術法を施行し

た.性別は男性9例,女性19例,平均年齢53.5才（38才から69才）であった.罹患部位は示指が5指，

中指が16例,小指が7例であった.28例のうち爪甲の変形を伴っていたものが4例であった．また

全例でX線写真上DIP関節に骨鰊がみられた．

【結果】経過観察期間は平均9.4カ月（2カ月から24カ月）であった.全例でmucouscystが消失

し再発はなかった.1例で反対側にInucouscystが発生した．また4例にみられた爪変形は改善

した．

【考察】従来のnlucouscystに対する治療では非薄化した皮膚と腫瘤を関節の茎まで追い切除

し,同時に骨鰊も切除してきた．しかし,欠損皮層は局所皮弁や植皮などで被覆しなければなら

ず,治癒までに時間がかかったり，術式が煩雑なことが欠点であった．今回の小経験から

mucouscystの治療は骨疎を切除きえすればcyst切除する必要がないことが明らかになった.同

方法は有用な術式と考えられる．
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ヘバーデン結節に対する関節固定術
ArthrodesisfOrHeberdenNodes

福本恵三

埼玉成恵会病院・埼玉手の外科研究所

【目的】女性に多くみられるヘバーデン結節に対する関節固定術の目的は除痛のみでなく，整

容的な改善も重要である．整容的な観点をふまえ関節固定術について検討する．

【方法】演者が執刀した症例は31例55指で，44～74歳（平均57.2歳)，女29例男2例，母指1指，

示指18指，中指28指，環指4指，小指7指であった．病期分類は演者らの分類のgradeVが42指，

1Vが11指,IIIが5指で，瘻痛はP5が32指,P4が2指,P3が9指,P2が1指,P1がll指,POが3指

であった．術式はキルシュナー鋼線(K-W)とワイヤーによるLister法(L法）を15例22指，

十字のintraosseouswiring(I法）を16例36指に施行した．両法とも背側Y字皮切で伸筋腱と側

副靭帯を切離,DIP関節をshotgun様に開放する．側副靭帯，骨鰊を切除し，ボーンソーで関

節面を削除,L法またはI法で固定する．伸筋腱を縫合し，横方向の縫合線となるよう皮膚をト

リミングし縫合する．約1週間の外固定後，軽い手の使用を許可する．

【成績】術後経過観察期間は2～60ヵ月（平均13.1カ月）であった．骨癒合までの期間はl～

12カ月（平均2.0カ月）でL法,I法問に差はなかった.L法の1例で骨癒合が得られず,I法のl

例で術後感染を認めワイヤーを抜去した.1例で術後の固定角度の不満から，より伸展位での

再固定を要した．

【結論】L法では抜去まで皮下のK-W部に痛みを訴える症例があった.I法は通常ワイヤー抜去

を要さず有用であったが，骨が高度に脆弱なものには適ざなかった．骨変形は様々で，部分的

な陥凹や突出が強いものなど画一的な術式では対応できない．固定角度についてHooperは示

指で10度，小指で20～40度としているが，現代の女性の整容的な要望に沿えば全指とも10度程

度が好まれる．細く整容的な指とするために骨疎を形成した伸筋健や側副靱帯の付着部を切除

すべきである．
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中手骨骨折に対する生体内吸収性プレートを用いた
観血的整復固定術

TreatmentoftheMetacarpalFractureswithBioabsorbablePlatesandScrews

○酒井昭典1，大茂壽久'，山中芳亮2，村井哲平'，中村利孝］

！産業医科大学整形外科，2福岡新水巻病院整形外科

【目的】中手骨骨折に対してポリ-L-乳酸と非焼成ハイドロキシアパタイト微粒子の複合体から

なる生体内吸収性骨接合材（プレートとスクリュー）を用いて治療した．その手術手技と臨床

成績を報告する．

【対象と方法】2008年7月から2009年10月に，当科で生体内吸収性骨接合材を用いて手術を行っ

た中手骨骨折8例12骨折を対象とした．骨折部位は骨幹あるいは骨幹端である．症例の内訳は，

男性7例，女性l例，平均年齢は36.9（20-78）歳である．プレートはメッシュ状シートであり，

スクリューホールとして使える多数の穴が開いている．剪刀で裁断可能であり，68℃の温水に

浸すと多方向に弩曲することができる．スクリューは外径2.0mmの皮質骨スクリユーである．

中手骨背側から骨の弩曲に合うように作成した吸収性プレートで固定した．術後1週で外固定

を除去し，自動可動域訓練を開始した．平均術後経過観察期間は5.3（1-8）力月である．

【結果】全例，手術時に得られた整復位を維持し，再転位を生じることなく骨癒合を得た骨

折した指に可動域制限を生じなかった．回旋変形を生じた例はなかった．感染，遅発性無腐性

腫脹骨融解，創縁の壊死などの合併症を認めなかった.ADL上支障なく生活できている．

【考察】この吸収性プレートの利点は，弩曲を伴った複雑な解剖学的形状に合わせて自由に作

成できること，刺入しやすい穴からスクリューで固定できること，抜去手術を必要としないこ

と，ハイドロキシアパタイトが含まれているのでX線不透過でありX線で確認できること，が

あげられる．

【結論】中手骨骨折に対して生体内吸収性骨接合材を用いて治療した．解剖学的形状によく適

合し，再転位を生じることなく骨癒合を得ることができた．手指骨折に対する内固定材料の選

択肢のひとつになると思われる．
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J字型髄内ピン固定法の適応と問題点の検討
IntramedullaryFixationbyJ-ShapedNail:IndicationandComplication

○板寺英一1，芝山昌貴1，國吉一樹2

'鹿島労災病院整形外科，2千葉大学医学部整形外科

【目的】我々 はKirschner鋼線をJ字型にあらかじめ曲げておき髄内釘として使用する方法(J釘）

を一貫して中手骨頸部および骨幹部横（短斜）骨折に対しておこなってきたが,最近は中手骨

長斜骨折や基節骨骨幹部骨折などに対しても適応を広げている.今回は本術式の適応と問題点

に関して検討する．

【対象および方法】2007年4月から2009年7月までの問に当院でJ釘を用いて手術を行った患者の

うち,合併損傷を伴わない中手骨骨折16例18骨折（頸部11骨折,骨幹部7骨折）と基節骨骨幹部

骨折3例3骨折を対象とした中手骨骨折は男性14例女性2例,基節骨骨折は全例男性であった．

平均年齢は中手骨骨折32歳,基節骨骨折51歳であった罹患骨は第4中手骨6骨折,第5中手骨12

骨折,中指基節骨l骨折,示指基節骨骨折2骨折であった.J釘の刺入は中手骨骨折では背側から，

基節骨骨折では掌側から行ったこれらの症例における手術手技,術後成績などを評価した

【成績】麻酔は全麻と局麻が中手骨骨折で各1例あり,その他はすべて伝達麻酔であった.用いら

れたJ釘は中手骨骨折に対してはすべて径2mmであり，基節骨折に対しては径1.6mmがl骨折，

径1.8mmが2骨折であった手術時間は中手骨骨折では10～65分（平均20分),中手骨骨折では

23～57分（平均39分）であった.抜釘時期は中手骨骨折では術後5週～12週（平均9週），基節骨

骨折では10週～20週（平均15週）であり，抜釘困難例はなかった.全例に骨癒合が得られたが，

基節骨骨折では軽度の可動域制限が残存した合併症としては,術後再転位（関節内穿通）が中

手骨頚部骨折の1例に,一時的な知覚障害が中手骨骨幹部骨折の2例にみられた.皮層および伸

筋腱の障害はなかった．

【結論】本法はプレート固定などの他の内固定法に比べ手技が容易であり,合併症も少ない．
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手指基節骨骨折に対する手術成績の検討
ResultsofOperativeTreatmentfOrProximalPhalangealFracturesoftheHand

○辻原隆是1,2，藤原浩芳2，小田良2，岡島誠一郎2，久保俊一2

1京都地域医療学際研究所附属病院整形外科,2京都府立医大大学院運動器機能再生外科学(整形外科）

【目的】転位や不安定性の強い手指基節骨骨折に対する手術として,プレートやスクリューを用

いた観血的骨接合術と鋼線を用いた経皮鋼線固定術がある.今回,両術式の術後成績を比較検

討した．

【対象および方法】2001年4月から当科で観血的治療を施行した手指基節骨骨折58例のうち経過

観察可能であった48例50指を対象とした.観血的骨接合術群(0群）は28例29指で,男性23例，

女性5例,平均年齢27.9歳(14～57歳）で,術後外固定を行わなかった.平均術後経過観察期間は

24.1週であった.これに対し経皮鋼線固定術群(P群）は20例21指で,男12例,女性8例,平均年齢

26歳（13～66歳）で,術後平均4週で鋼線を抜去した.平均術後経過観察期間は17.1週であった．

この両群に対し,平均手術時間骨癒合の有無骨癒合までの期間,%TAMによる最終獲得可動

域の評価と可動域改善までの期間および合併症を比較検討した．

【結果】平均手術時間は○群638分に対しP群21.8分と,有意にP群が短時間であった.両群とも全

例骨癒合を得ることができ，骨癒合までの期間も両群間に差を認めなかった.最終獲得可動域

も両群間に差を認めなかったが,%TAMが90%以上に改善するまでの期間は○群5,4週に対しP

群9.6週と，有意に○群が短期間であった.合併症として,0群では術後早期のスポーツ復帰によ

る再骨折を2例,感染を1例認め,P群ではCRPStypelをl例認めたが,最終的には全例治癒した

【考察】手指の基節骨骨折はその解剖学的特徴から癒着や隣接関節の拘縮を生じやすく,より低

侵襲で，より早期からの可動域訓練が可能な治療法が求められる．しかし,両者を同時に満たす

治療法の選択は困難である.今回の結果から,低侵襲を優先する場合は経皮鋼線固定術を,早期

機能回復を優先する場合は観血的骨接合術を選択することが望ましいと考えた．
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手指骨の関節近傍骨折に対するnon-bridging型創外固定法
Non-bridgingTypeExternalFixationfOrtheFractureoftheJointVicinityofthePhalanges

○堀口 元， 澤泉卓哉，南野光彦，伊藤博元

日本医科大学整形外科

【目的】手指骨骨折は固定期間が短期間であっても関節拘縮をきたし,可動域の改善に長期間を

要することが多い.近年僥骨遠位端骨折の治療法としてnon-bridging型創外固定が注目きれて

いるが,我々 は手指の関節近傍骨折に対しても，早期可動域訓練を目的としてnon-bridging型創

外固定を行ってきたので,今回その方法と治療成績について報告する．

【方法】2001年から2009年までの9年間にnon-bridging型創外固定にて治療を行った手指骨骨折

14例を対象とした.内訳は男性11例,女性3例,手術時平均年齢は34.6歳で,骨折部位は中節骨頚

部3例,中節骨骨幹部2例,中節骨基部l例,基節骨頚部3例,季節骨骨幹部2例,中手骨頚部l例,中

手骨基部2例であった創外固定器にはTlizarovminiHxatorを使用し，固定の際は1=2mmから

1.8mm径のK-鋼線を4から6本経皮的に刺入し,適宜曲げて固定器に装着した.装着後は患指を極

力自由として早期からの積極的な可動域訓練を許可した．

【成績】創外固定装着中に1例で軽度の再転位を生じたが,固定器の再調整で整復が可能であっ

た14例中13例では平均6.9週で骨癒合し,創外固定抜去直後から日常生活動作に使用可能で

あった他の1例では骨癒合が遷延した．

【結論】手指の骨折に対するK-鋼線固定は簡便で侵襲も少ないが,固定力が比較的弱いため積極

的な早期可動域訓練は困難である．またプレートやスクリューによる内固定は比較的強固な固

定性が得られるものの,腱や骨膜などに対する剥離操作が必要となり，手術痕も残存する．本法

は低侵襲でかつ早期からの可動域訓練が可能であり，早期社会復帰のために有用な方法である．

骨癒合が遷延した1例は,術後のX線像で骨折部に1mmのgapが残存していた例であり，骨折部

には圧迫力を加えるべきであったと考えられた．
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手指骨折に対する鋼線を使用した簡単で強い骨固定法の開発
NewlnternalFixationTechniqueoftheDigitalSkeleton:DevelopmentofTwo-Dimensional

IntraosseousWiring

○森谷浩治，吉津孝衛，牧裕，坪川直人，成澤弘子

（財)新潟手の外科研究所

【目的】手指骨折におけるプレート固定は伸筋腱や屈筋腱に対する問題が完全に解消きれたと

は言えず，今なお鋼線を使用した骨固定法が主流となっている．現在，頻用されている

intraosseouswiring(IOW)は手指運動で生じる曲げ応力に対し,2骨片を跨ぐ．ように挿入さ

れたKirschner鋼線(K鋼線）が抗しているに過ぎない．今回，より曲げ応力に対し強固な骨

固定法(Two-dimensionalintraosseouswiringTwo-DIOW)を考案したので，その手技およ

び実際の臨床例の治療成績を報告する．

【手技】予め25cm程度の25または26ケージ軟鋼線を2つ折りにしたものを作成しておく．この

軟鋼線をIOWと同じように骨内に通した後，軟鋼線折り返し部を切断する．まず一方の軟鋼

線で周囲締結を行い，次に径1=2mmK鋼線固定を追加するが，必ずしも行う必要はない．それ

から，周囲締結に使用していない鋼線の中央部を背側へ折り返し，その折り返し部に一方の断

端を通した後，鋼線交差部が骨折部と一致するように締結する．

【対象と結果】2004年6月からTwo-DIOWを施行した手指骨折24例25指中,経過観察可能であっ

た22例22指を対象とした．手術時年齢は15-80(平均45.5)歳，骨折の内訳は中節骨骨折5(骨

幹部2,底部3)，基節骨骨折14（骨幹部10,底部4),中手骨骨折3(骨幹部1,底部2),この内開

放骨折は14例であった可動域訓練開始は1-33（平均7）日，経過観察期間は8-52（平均19）週

であった．最終診察時の平均総自動運動域(TAM)は200｡,平均%TAMは92%であった．

【考察および結論】Two-DIOWは背側での締結を加えることで曲げ応力への抵抗性を増加さ

せ，早期からの手指自動屈曲運動により良好な治療成績が得られた．
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2-1-S4-6

陳旧性骨性マレツト指に対する石黒法とhool<plate固定の比較
AComparativeStudybetweenlshiguroIsProcedureandHookPlateFixationfOrtheChronic

MalletFractures

○福田祥二'，原田遼三'，宮本久士2

'津山中央病院整形外科，2津山中央クリニック整形外科

【目的】我々は陳旧性骨性マレット指に対して2007年途中までは石黒法を行い，それ以降は

l.3mmAOhandmodularsystemstraightplateを術中加工したhookplateを用いて固定を行っ

てきた2つの方法で加療した陳旧性骨性マレット指を，術前の条件が比較的同一な症例を集

め比較検討したので報告する．

【方法】初回手術で骨癒合を得た例で，手術までに5週間以上を要し，非開放性で患指は単独損

傷であることを条件としたI群（石黒法）は男5人女1人，平均年齢は24.2歳で，術前平均日

数は49.3日であった．手術は閉鎖的に整復固定し，ピンは皮下埋没とした．外固定は抜釘まで

の術後6週間行うが，2週以降は入浴時・手洗い時に固定を除去させている．抜釘後4週間の夜

間固定を追加している．平均経過観察期間は3.4カ月であった.H群(hookplate)は，男6人，

平均年齢は23歳で，術前平均日数は45日であった．手術はTeohらの方法に準じ，術後2週間の

外固定の後，6週まで固定を取り外し可能とし，除去時に自動運動を行わせた．術後4～6カ月

で抜釘を行い，平均経過観察期間は6.3ヵ月であったWehbe&Schniderの分類とCrawfbrdの

評価を用いた．

【結果】I群の骨折型はTypelBが2例,2Bが4例であった．平均可動域は伸展-15｡,屈曲69.2.で，

評価はgood:3例,fair:2例,poor:1例であった.H群はTypelBが1例,2Bが5例であった．平均

可動域は伸展-5.,屈曲66.7.で，評価はexcellent:3例,good:2例,fair:1例であった．

【考察】症例数が少なく，経過観察期間が異なるので正確な評価とはいえないが，伸展制限は

H群が少なく機能評価も良好な傾向があったHookplate固定は関節軟骨を損傷しないように

plate作成時に注意が必要であり，骨癒合後には早期の抜釘が望ましいが，拘縮を生じやすい

陳旧例に推奨できる方法と思われた．
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2-1-S4-7

骨性槌指に対するMinimallylnvasiveScrewFixation
MinimallylnvasiveScrewFixationfOrMalletFractures

○今谷潤也，清水弘毅，高田逸朗，井上円加，川上幸雄

岡山済生会総合病院整形外科

【目的】骨性槌指に対する石黒法は，経皮的な操作で骨片を整復固定できる優れた最小侵襲手

術として広く利用されている．一方，石黒法の問題点としてはpintractinfectionの可能性，皮

層上に突出したワイヤーにより3から4週間は手が洗えないなどの不自由さがある点，術後固定

肢位が屈曲位となるための屈曲拘縮発生の懸念などが挙げられている．2009年，我々は本骨折

に対して石黒法などで非観血的に整復した後に極小皮切よりスクリュー固定を行う方法（以下

minimallyinvasivescrewfixation:MISF)を報告した．今回さらに症例を重ね，その臨床成

績を若干の考察を加えて報告する．

【対象及び方法】当科においてMISFを用いて手術的に加療した骨性槌指14例14指を対象とし

た．男性10例，女性4例右5例，左9例，母指4指，示指2指，中指l指，環指5指，小指2指で，

年齢は平均27.3才（11才から68才）であった．（手術方法）石黒法などの経皮的操作を用いて

骨折部を整復する．尖刃刀により約2mmの極小皮切を加え，骨片を背側からKwireで仮固定

した後，これをLeibingerscrewl.2mmもしくはl.7mmにconversionし，ラグスクリユーとし

て内固定する.DIP関節の一時的固定および皮層縫合は不要であった．

【結果】最終調査時，蟹江の評価法では優8指，良5指，可l指,CrawfOrdの評価法では

excellent6指,good7指,Fairl指と良好であり，し線上関節面の整復状態は約0.5mmの関節面

のgapを認めた1例以外は全例で解剖学的整復が得られていた．DIP関節の可動域は屈曲が平均

72.,伸展が平均-0.7.であった．

【結語】比較的大きな骨片を有する骨性槌指に対するMISFの治療成績は短期少数ではあるが

良好であった．本法は骨片の大きさなど適応の限界もあるが石黒法の欠点を補いうる有効な手

術方法と考えられる．
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2-1-LS4

手の外科における保険診療(Xm)
JapaneseHealthlnsuranceSystemandHandSurgeryXm

立花新太郎

国家公務員共済組合連合会三宿病院

本セミナーは，日本手の外科学会社会保険等委員会の業務として毎年行われています．以下

に講演の概要をお示し致します．

○保険医療概論

2000年にはWHOにより先進国で最良のシステムと賞賛された我が国の国民皆保険制度も，

医療費抑制政策にもとづいたあの手，この手の改変と，格差社会の到来による貧困層の増加を

背景に無保険者の増加など，ほころびが目立ちはじめています．今後，どう再建していくか，

課題はありますが現行の制度について解説致します．

○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Qand

Aでもこの算定ルールを中心に具体例を提示致します．

○平成22年診療報酬改定について

"コンクリートから人へ”というスローガンを掲げた民主党政権が誕生し医療費削減政策から

の転換が期待されますが，厳しい財政状況から，大幅なプラス改定は望むべくもありません．

本講演が改定内容を詳細に解説するには時間的に困難ではありますが,概略を御報告致します．
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2-1-1

遊離皮弁によしﾉ修復した手指末節掌側外

傷症例の検討

OperativeTreatmentUsingFreeFlapsfOrDis-

talPalmarTissueDefectsofDigits

清恵会病院大阪外傷マイクロサージヤリーセン

ター

○五谷寛之，山野慶樹寺浦英俊

佐々木康介，坂中秀樹

【はじめに】手指末節掌側軟部組織の欠損は機能

的整容的に著しい影響があり，慎重に術式選択を

する必要がある．演者は，これらの症例に対して

wraparoundflap(WAF,2ndtoeを含む),

hemipulpflap,静脈皮弁(aVF),後尺骨動脈穿

通枝皮弁(Dorsalulnararteryperforatorfiap,

DUAPF)等を用いて再建を行っており臨床結果

について検討を加え報告する．

【対象及び方法】症例は手指の完全及び不全切断，

挫滅などの症例で37指男性32例，女性5例，年

齢は19から62歳であった指尖，特に末節掌側軟

部組織再建を目的に,WAFは19指,hemipulpflap

7指,DUAPFは5指,aVF6指を施行した．内母

指は9指であった静脈皮弁の採取部位は前腕4指，

足背2指，流入および流出血管が指動脈であるい

わゆるA-V-Aタイプの静脈皮弁を用いて組織修

復と同時に指動脈の血行再建を行った症例は2指

流入血管が指動脈，流出血管が指背指静脈の

A-V-Vタイプの静脈皮弁が4指，皮弁のサイズは

最小がl*lcmであった．

【結果】WAF,DUAPF,hemipulpfiapは全例生

着したaVFで血行再建を同時に行った再接着症

例は全例生着したが，2例で部分表層壊死を認め

た.WAF,hemipulpflapの症例では全例でピン

チ動作可能であった.WAFの内一例で健側に比

べて爪が萎縮した．一方aVF症例で爪再生をみた

症例は5指であった.hemipulpと第2足趾関節移

植同時移植例l例があった．

【考察】指尖再建ではWAFが整容，機能ともに

優れていると考えられたが特に足趾からの組織移

植を希望しない患者においては伝達麻酔下で行え

る静脈皮弁，後尺骨動脈穿通皮弁は有用な選択枝

になる.shortpedicleを用いたhemipulpHapでは

手指，足趾ともに伝達，局麻併用で採取を行った

症例もあり，採取面積などを考慮すればよい方法

である．

2-l-2

掌側ロッキングプレートを用いて加療し

た僥骨遠位部骨折における抜釘術の検討

ImplantRemovalofDistalRadiusFracture

TreatedwithVolarLockingPlate

岡山大学整形外科

○島村安則，斎藤

西田圭一郎，尾崎

太一，野田知之，

敏文

【目的】近年，榛骨遠位部骨折に対して積極的に

手術加療が行われるようになってきた．ロッキン

グ機構を有する掌側プレートが使用可能になって

以来，我々は治療の第一選択にMIPOを用いてい

る．一方，本法での合併症としての屈筋腱皮下断

裂などが問題となっている．このたび抜釘術を

行った症例について検討した

【対象】2007年4月以降に掌側ロッキングプレート

を用いて手術加療を行い術後6カ月以上経過した

66例のうち抜釘術を行った30例を対象とした使

用インプラントはSynthes社製LC-DRP1例,EA-

DRP9例，小林メディカル社製Acu-Loc20例で

あった．骨癒合が得られた初回手術から平均8.5カ

月（6～17）時点で抜釘術を行っていた．手術前

後のDASH,VASscore,手関節ROMを，術中

所見としてプレート周囲の軟部組織の状態，プ

レートに対するFPLの走行位置および腱の状態に

つき調査した．

【結果】抜去困難例は認めなかった.DASHscore

は術前7から4点に,VASscoreは0.7から0.5に改

善傾向を示した術中所見ではプレート遠位部が

軟部組織で完全に覆われてなかったものが3例

あったが腱自体の異常は認めなかったなお，

FPLはプレート遠位中央から尺側を走行してい

た．

【考察】理論上遠位スクリューが軟骨下骨を支え

ることが望ましいとされる掌側ロッキングプレー

トは必然的に遠位設置となることが多い．本法に

伴うFPL皮下断裂の報告が散見されるようになり

プレート設置位置と"watershedLine"に関する

研究もすすんでいる．我々はMIPOによる手術加

療を行っていることもあり，プレートの被覆状態

が比較的良好であったためFPLの損傷を認めな

かった．従って基本的には抜釘術の必要はないと

思われるが，有症状であったり榛骨遠位部でプ

レートが骨表面から浮き上がっているような症例

は積極的な抜釘を勧める．
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2-l-3

手根管症候群重症例に対する鏡視下手術

の臨床成績

ClinicalResultsofEndoscopicCarpalTunnel

ReleaseinPatientswithAdvancedCarpalTun-

nelSyndrome

'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1,加地良雄2

我々 は2-portal鏡視下手根管開放術の適応を母

指球筋麻痒を伴う重度手根管症候群例にまで拡大

してきたので，その成績を報告する．

【対象】過去15年で短母指外転筋遠位潜時(DML)

が8.5ms.以上あるいは導出不能，または感覚神経

活動電位(SNAP)の導出不能な重症例は43例51

手あった．男11,女32で年令は45から87歳（平均

63歳)，右手33,左手18であった特発性が46手，

透析が4手，僥骨遠位端骨折後が1手あった．全例

portal部のみの局所麻酔で行った

【結果】透析の1手で外套管挿入時の痛みで直視下

法に変更したが，これ以外は本法で完遂できた．

電気生理学的および知覚評価でいずれも継時的に

順調に改善したすなわち，術前のCMAP導出不

能の17手は術後3カ月で8手，6ヵ月で1手，2年では

0手へ，導出可能例のDMLは術前の平均9.9msが

3カ月で5.94ms,6カ月で5.38ms,1年で4.26ms,2

年で4.93msと回復した術前のSNAP導出不能26

手は3ヵ月で15手,6ヵ月で14手,1年l手,2年では

0手へ，導出可能例のSCVは術前の19.1m/sから3カ

月で32.6m/s,6カ月で34.2m/s,1年で30.1m/s,2

年で36.8m/sと改善した.SWTでPurpleあるいは

Redが術前それぞれ49%,21%であり，術後3カ月

で30%，4%へ，術後6カ月で16%,5%,1年で9%,

0％，2年で0％，0％に回復した.s-2PDで術前の計

測不能が21%,計測可能例が6.7mmから，術後3カ

月でそれぞれ8%,5.4mm,6カ月で5%,3.7mm,1

年以降の計測不能は無く約4mmまで改善した．

mF2PDで術前の計測不能が23%,計測可能が48mm

から術後3カ月でそれぞれ7%,4.3mm,6カ月で

11%,3.7mm,1年以降の計測不能は無く約3nnnに

改善した．術後に悪化または回復しない例はな

かった．

【結論】重症例においても,Portal部のみの局所

麻酔で外套管が挿入でき，かつ手根管が完全に開

放されれば，神経回復は順調かつ良好である．

2-1邑4

屈筋腱滑膜切除術を併用した鏡視下手根

管開放術

EndoscopicCarpalTunnelReleasewithTeno-

synovectomyfOrCarpalTunnelSyndrome

佐賀社会保険病院整形外科

○浅見昭彦，石井英樹，角田憲治

【目的】我々は屈筋腱滑膜の組織学的研究により

特に小血管の変化に着目し，小血管の硬化により

徐々に血管内腔が狭小化して虚血が惹起され，つ

いには滑膜に浮腫や線維化などの変化をきたす，

いわば嬢痕が形成されるような変化が起こってい

ると推察した．これらの知見から鏡視下開放術に

滑膜切除術を併用することは鏡視のためのチュー

ブを用意に挿入しやすくするのみならず，懐痕化

した滑膜組織も同時に除去できる．今回は平成17

年4月以降の症例に限定して手術成績を検討した

ので報告する．

【対象と方法】平成17年4月より当科で屈筋腱滑膜

切除術を併用した鏡視下手根管開放術を行った

150例，男性40例，女性110例，年齢17～89歳平

均65.3歳平均術後経過観察期間6ヶ月を対象と

した調査項目はS-Wテストによる知覚内在

筋の筋力,握力，正中神経遠位潜時などである．

【結果】握力は術前16.8Kgから術後18Kg/､,遠位

潜時は7.56msecから4.34msec'､,知覚・筋力もそ

れぞれ約1段階改善した浜田の治療成績評価基

準では，著明な母指球筋の萎縮を伴っていた高齢

者の2例，糖尿病合併例で術後に感染を併発したl

例の計3例が可であったが，それ以外は全て優・

良であった．

【考察】Phalenは特発性手根管症候群の原因を腱

滑膜炎であるとしたが，滑膜のこれまでの研究に

より炎症よりはむしろ浮腫・線維化・硝子化・小

血管の硬化や閉塞性変化が主で，素因に加えて機

械的あるいは生化学的な因子が加わることにより

滑膜内の小血管に阻血性変化が引き起こされ，つ

いで滑膜に浮腫や線維化が起こって正中神経が圧

迫を受けて症状が誘発されるものと思われる．手

術では横手根靭帯の切離で安定した成績が期待で

きるが嬢痕化した滑膜組織を同時に切除すること

でさらなる良結果が期待できる．
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2小皮切による手根管開放術の治療成績
ClinicalResultsoftheLimited2Skinlncision-

OpenCarpalTunnelRelease

関西電力病院整形外科

○西村隆一，藤尾圭司藤井貴之

【目的】我々 は1990年から2小皮切による直視下手

根管開放術を行い，その成績を報告してきた

1996年以降は簡便かつ安全に手術を行える器具を

開発し使用している．今回その成績および合併症

について検討した．

【対象と方法】対象は2006年4月から2008年9月ま

でに手術を施行し，術前後でDASH評価できた85

例97手とした.これらの症例に，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

開放術を行った．また，2007年4月から2008年9月

まで上記2小皮切直視下手根管開放術と2ポータル

鏡視下法(ECTR)を行い，両者の治療成績を

prospectiveに比較検討した．

【結果】2小皮切手根管開放術で合併症はなかった

手掌部痛の訴えに関し,両者間に差異はなかった．

2ポータル鏡視下法との間でDASH機能障害/症状

スコアで統計学的有意差は認めなかった．

【考察】正確な解剖に基づいた知識と技術を身に

つける必要はあるが，我々が行っている2小皮切

手根管開放術は関節鏡モニターなどの特別な設備

は不要であり，低侵襲で合併症も少なく推奨でき

る手術法のひとつである．

2-l-6

肘部管症候群に対する尺骨神経剥離術の

術後成績

NeurolysisfortheTreatmentoftheCubital

TunnelSyndrome

'広島大学大学院医歯薬学総合研究科整形外科学，

2広島大学大学院保健学研究科運動制御解析科学

○中崎蔵人'，砂川融2，鈴木修身1,

横田和典'，越智光夫』

【目的】近年行っている尺骨神経溝閉鎖術を併用

した神経剥離術の術後成績を調査し，従来法

(Kmg変法）と比較すること．

【対象】過去3年間に肘部管症候群に対し尺骨神経

剥離術を行った22例23肘で,男性17肘女性6肘,平

均年齢は569歳平均観察期間は5.4ヵ月だった手

術ではまず伴走血管を温存しStruthers!arcadeか

ら尺側手根屈筋内まで神経剥離を行った.神経の

表面で切離したfascia,靱帯を神経の底面で再縫合

することで尺骨神経溝を閉鎖し剥離した神経はそ

の上におき,あえての皮下前方移行は行わずmsitu

とした.術翌日より積極的自動運動を開始した．

【結果】術前病期は赤堀の分類でI期3肘,II期3肘，

III期7肘,Ⅳ期10肘,V期O肘,病因は変形性関節症

21肘（うち4肘にガングリオン合併),尺骨神経前

方脱臼3肘で,内反肘をl肘に認めた術中所見で

尺骨神経絞抓部位はOsborne靭帯19肘,再手術例

での搬痕癒着2肘,2肘は明らかではなかった.赤

堀の予後評価基準では優7肘,良5肘,可ll肘で,不

可の症例はなかった.可の11肘のうち7肘は術前

病期IV期であり，可の症例は全例自覚症状は改善

したものの指変形や筋力低下が残存した症例で

あった.剥離した神経は触診上内側上穎やや前方

にあり肘の屈伸でも安定していた．

【考察】本法はStruthurs!arcadeから尺側手根屈

筋内にわたる十分な剥離を行うことにより神経の

絞拒を解除し,尺骨神経を緊張のない走行とする

ことが目的である.伴走血管を温存するため非侵

襲的な操作が重要であり手技に習熟する必要があ

るが,屈筋起始部に操作を加えないという利点が

ある．経過観察期間の短い症例があるが,当科で

の従来法と比較し成績は劣るものではなく有用な

方法と考える．
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肘部管症候群に対する肘部管形成術

CubitalTunnelPlastyfOrtheCubitalTunnel

Syndrome

'大阪市立総合医療センター整形外科，2大阪市立

大学大学院医学研究科整形外科

○米田昌弘1,香月憲-l,矢野公-1,

岡田充弘2，高松聖仁2

【目的】肘部管症候群の治療として種々の手術方

法が考案されている．それらを比較検討した報告

では，尺骨神経の単純除圧術が他の手術法と比べ

て術後成績に差がなく，合併症が少ないことから

推奨するものが多い．辻野らが考案した肘部管形

成術は，尺骨神経の除圧に追加して，尺骨神経溝

が浅い症例に対して溝を深くすることで神経の脱

臼を予防する術式である．当科では特に変形性肘

関節症が原因の肘部管症候群に対して，その圧迫

の原因となっている骨鰊や内上穎の一部を切除す

る肘部管形成術を行っている．今回その術後成績

について検討する．

【対象】外傷や内外反変形を伴わない変形性肘関

節症に伴う肘部管症候群13例を対象とした．男性

10例女性3例，手術時年齢は67歳，平均観察期間

は16ヶ月であった．術前は赤堀の病気分類で2期

3例，3期6例，4期4例であった．

【方法】肘部管を開放し，神経の下面は剥離せず，

後方関節包を切開して神経を下面から圧迫する骨

鰊を切除し，次に屈筋群付着部を温存して肘屈曲

時に尺骨神経を圧迫する内上穎後方の一部も切除

したその後神経を元の位置に戻して関節包を修

復する．

【結果】全例で術前のしびれは改善し，握力，ピ

ンチカともに回復した．赤堀の予後評価基準によ

る評価では優6例，良6例，可1例であり，不可は

なかった．再手術を要したものはなかった．可の

1例は術前病期分類が4期であった

【考察】肘部管症候群では尺骨神経前方移動術や

内上穎切除術が広く行われているが，神経の血流

や屈筋群筋力を一次的に弱めてしまうことや，外

反動揺性などが危倶される．われわれが行ってい

る肘部管形成術では神経の位置は変えず骨疎のみ

を切除することで神経に対して侵襲の少ない術式

で，辻野らの方法と同等の成績が得られることが

わかった．

2-1-8

関節症による肘部管症候群の手術（骨鰊

切除）

SpurResectionfOrCubitalTunnelSyndrome

duetoOsteoarthrosis

仙塩総合病院整形外科

○宮坂芳典

肘部管症候群は絞拒靭帯による神経障害と考えら

れているが，肘関節症変化も重要な発症要因とな

ると考えのもとに，以前に関節切開を行った．そ

の術中所見の観察を述べると共に本症の発症機序

を考察する.1994-2001年の87症例95神経の手術

例のうち，40歳以上で関節症が原因と考える33症

例37神経を対象とした（偽関節や内・外反肘や占

拠病変例は除外した)．

【結果】手術時所見から神経絞抓は肘関節屈曲位

でのみ成立し伸転位では明らかではない．絞抓靱

帯の肥厚など病的所見を認めたのは4症例4神経の

みであった．関節切開により骨鰊範囲と肘部管と

の関係を観察すると，腕尺関節の内側辺縁骨鰊が

肘部管狭窄をもたらすが突出した形態はとらず，

bulgingspursであった．上腕三頭筋内側頭が増

悪要因となる例もあった．

【考察】加齢に伴う腕尺関節内側spurs発育によ

り狭窄程度がある限界を越えた時に絞掘靭帯には

変化がなくても神経障害を発現する．これ以外の

骨鰊は発症に関与しない．骨鰊自体は小さく，肘

部管狭窄は軟部組織操作により十分解消される，

本術式の術後成績は軟部組織操作のみの術式と変

わりがなかったという2つの理由から本術式は現

在行っていない．現在の治療方としては初回手術

例は骨鰊切除の必要は無く，再発例または耀痕形

成の強い場合上記操作に加えて骨性肘部管拡大を

行なう．関節切開して腕尺関節内側で肘部管骨性

要素の拡大をはかる．有茎脂肪弁カバーも考盧す

る．
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肘部管症候群に対するサージエアトーム

を用いた上腕骨内上顎切除術

MedialEpicondylectomyUsingaSurgeAirtome

inPatientswithCubitalTunnelSyndrome

'関西医科大学付属滝井病院整形外科，2関西医科

大学付属枚方病院整形外科

○齋藤貴徳l,谷川暢之1,飯田寛和2

【はじめに】肘部管症候群の手術法の中でもKmg

変法は長期に安定した成績が期待でき，その適応

範囲も広い．しかし，屈筋群を上腕骨内側上顎よ

り1度完全に剥離し，再逢着するため決して低侵

襲とは言えず，近年ではOsborne法が再評価され

ている．そこで我々は,Kmg法をより低侵襲で

行えるよう,surgeairtomeを用いた内上穎切除

法（エアトーム法）を考案しその手術法の詳細と

短期成績を2000年,2004年の本学会で報告した．

今回は4年以上経過した術後成績における有用性

と問題点について報告する．

【対象と方法】対象は過去10年間に当科でエアトー

ム法で手術を施行した肘部管症候群45例49肢で，

男性31例35肢，女性14例14肢，平均年齢は59.1才，

術後観察期間は平均5年4カ月であった対照は，

それ以前にKing変法で手術を施行した肘部管症

候群46例とした．

【手術法】Osborne法に従い尺骨神経の除圧，剥

離を行う．続いて，尺側手根屈筋の内上穎への付

着部を線維方向に約7mm切離し，同部よりダイ

ヤモンドバーを骨髄内に挿入し内側よりeggshel

様に周囲の皮質骨を薄く残すように掘削し，

King法での内側上穎切除と同範囲の骨掘削を行

う．最後に非薄化した屈筋腱付着部下の骨皮質を

ハンマーでつぶし，内上穎の隆起を消失させる．

【結果】エアトーム法での平均手術時間は31分で，

対象とした従来法より42分少なかった．これまで

特に術中操作による合併症は認められず，皮切は

従来法の1/2以下の小皮切で施行可能であった．

電気生理学的検討では，術前・後の複合筋活動電

位振幅の変化と神経学的所見の術後回復の経過は

対照とした従来法での46例とほぼ同様であった．

中・長期的にも肘の動揺や屈筋腱付着部炎に伴う

瘻痛自覚例はなく安定した成績が維持されてい

た．

2-1-10

肘部管症候群に対する鏡視下前方移行術

AnteriorUlnarNerveTranspositionwithEndo-

scopicAssistancefOrCubitalTunnelSyndrome

岡山赤十字病院整形外科

○小西池泰三，小澤正嗣，尾崎修平

【目的】肘部管症候群に対する鏡視下手術の報告

はいくつかなされており，また，近年奥津は外套

管を使用した鏡視下手術の報告をしている．しか

し，いずれも鏡視下神経剥離術である．我々は，

鏡視下手術が神経剥離術でとどまるのであれば

simpledecompressionと変わらないのではないか

と考え，鏡視下尺骨神経前方移行術を考案したの

で手技上の注意点，工夫等を踏まえて報告する．

【対象および方法】術後半年以上を経過した症例

19例（男12,女7例）を対象とした．平均年齢62

歳（36-87歳）である．全例とも本態性で，

McGowan分類gradel:4,grade2:11,grade3:4例

である．

【手術法】局麻，駆血帯は使用しない．肘部管上

に約1.5cmの切開を加える．直視下にOsborne靭

帯の切離を行い，さらに肘部管の遠位，近位に外

套管を挿入し，鏡視下に神経剥離を行う（ここま

では奥津の方法と同様である)．さらに外套管を

用いて，近位，遠位方向に神経の皮下トンネルを

作成する．できる限り栄養血管を温存しながら神

経後方の剥離を行う．神経を前方移行した後，切

離したOsborne靭帯を内穎に縫合し肘部管の閉鎖

を行う．

【結果および考察】術後成績は赤堀評価で優9，良

7，可3例であった．肘部管症候群に対する鏡視下

手術の報告はTsai,鶴田，土井，奥津らの報告が

ある．いずれも鏡視下に神経剥離をするというも

のである．しかし，インチング法による電気生理

学的検査により拘約部位の特定が可能であり，

simpledecompressionとの違いは明確ではない．

我々は，奥津法による前方移行術を考案した．こ

れは外套管を神経のトンネルを作成するために使

用する．約l.5cmの切開で皮下前方移行が可能で

ある．奥津法は前方移行術と組み合わせることで

その優位性が発揮できると考える．
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3次元CTによるAOC3型僥骨遠位端骨折

の分類と治療

TheNewClassificationUsingtheThreeDimen-

sionsComputedTomographyandtheSurgical

ResultoftheAOC3TypeRadialEndFracture

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

山下優嗣，山中清孝

AO分類C3型僥骨遠位端骨折を3次元CT(3DCT)

検査で骨折型を分類し，行われた治療法を評価検

討したので報告する．

【対象・方法】2006年から08年に観血的整復・内

固定を行った成人僥骨遠端骨折は119例で，内110

例にCTが行われた.C3型の52例を対象とした．

分類は手根骨を消去した3DCT像で，単純に僥骨

関節面の骨折形態のみで分類した治療法は骨折

型ごとに，最終経過観察時のX線像で僥骨関節面

の維持や関節症の有無について後ろ向き調査し

た

【結果】骨折型は5つに分類でき，その治療結果は

次の通りであった．単純粉砕型（23例，44.2%）：

月状骨窩と舟状骨窩の間に骨折があり，さらに月

状骨窩と舟状骨窩のどちらか一方か両者が2つに

折れているもの．背側粉砕型(19例,36.5%):

骨関節面の背側1/3部分だけが粉砕し，掌側の月

状骨窩と舟状骨窩の間の骨折の転位は軽度．掌側

粉砕型（1例,l.9%):掌側1/3部分だけが粉砕し，

背側は月状骨窩と舟状骨窩の間の骨折の転位は軽

度．以上の3つの骨折型はロッキングプレート

(LP)による内固定がおこなわれ,最終経過観察

時に僥骨関節面の関節症変化等は認めなかった．

中央陥没粉砕型（7例，13.5%）：月状骨窩もしく

は舟状骨窩の中央部に陥没骨片があるもの．高度

趣鎚硅型（2例，3.8%）：骨片は粉砕しbouquet

状に掌側背側に大きく転位しているものである．

この2骨折型は，掌側LP単独治療例では中央関節

面の陥没や関節症変化を生じていた.LPに創外

固定を追加した症例では軽度関節症変化を生じて

いたが，痙痛はなかった．

【考察】C3型は5つに分類でき関節面の粉砕の程

度に応じていた.LPで治療可能な3骨折型は僥骨

関節面の手根骨からの軸圧が多くかかる部分の粉

砕が少ないものであり，逆にこの部分の粉砕の強

い2骨折型はLPのみでは骨片の支持が困難である

と考えられた．

2-1-12

intrafocalpinningを用いた整復と掌側ロッ
キングプレート固定によるAO分類C型僥

骨遠位端骨折の治療成績

ClinicalResultsofVolarLockingPlateFixation

withlntrafocalPinningTechniqueforAO

TypeC31ntra-articularDistalRadiusFrac-

tures

福岡整形外科病院

○櫛田学，吉本栄治，松田秀策

【目的】AO分類C型榛骨遠位端骨折に対し,Acu-

Locdistalradiusplate(以下Acu-Loc)を使用し

加療している．今回，治療成績を調査し，得られ

た知見を報告する．

【対象および方法】2006年9月から2009年7月まで

に手術を行い，3か月以上経過観察可能であった

C型僥骨遠位端骨折45例46手を対象とした．男性

17例，女性28例で平均年齢は56歳であった．骨折

型はC1-1が2手,Cl-2が5手,Cl-3がl手,C2-1が

16手,C2-2が3手,C2-3がl手,C3-1が15手,C3-2

が3手であった手術はintrafocalpinnmgにて

volartilt,radialinclination,尺側骨片を整復し，

subchondralsupportを考えてプレートを仮固定

する．遠位スクリューはプレートと術者の指で骨

片を圧迫しながら挿入する．1例を除き，追加の

固定材料は必要としなかった4例にβTCPを補

填した．尺骨茎状突起の骨接合を6例に，尺骨頭

骨接合を3例に，遠位僥尺関節の仮固定を7例に

行った臨床評価を斉藤のポイントシステムで行

I/､]X線評価は術直後調査時でvolartilt(以下

VT),radialmclination(以下RI),ulnarvariance

(以下UV)を計測し比較した．平均経過観察期間

は6.3か月であった．

【結果】臨床評価はexcellent41手,good5手であっ
た．全例に骨癒合が得られていた．合併症は1例

に示指深指屈筋腱損傷を認めた.X線評価は術直

後平均RI19.7.から調査時平均19.4｡,VTは平均

6.1.から6.0｡,UVも平均l.0mmから0.9mmで有意

な変化を認めなかった．

【考察および結語】整復の工夫，プレートの設置

と遠位スクリューの挿入に注意を払うことで，多

くのC型僥骨遠位端骨折においてAcu-Locのみで

整復固定は可能であると考えた．
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2-1-13

掌側ロッキングプレートを用いた僥骨遠

位端骨折(AO分類C3)の治療成績の検討

SurgicalTreatmentofDistalRadiusFractures

withVolarLockingPlate

'広島大学整形外科，2広島大学保健学研究科

○中林昭裕'，砂川融2，鈴木修身l,

中崎蔵人'，越智光夫】

【目的】当科で行っ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の術後成績を，レン

トゲン評価を中心にAOC3群とそれ以外で比較

検討し報告する．

【方法】過去5年間に手術を施行した52例53手関節

を対象とした．男性9例,女性43例（両側l例）で，

手術時平均年齢65.1歳手術待機期間は平均7.5日

であった．手術ではまず骨折部を展開し，イメー

ジ下にエレバトリウム等で整復した後にK鋼線仮

固定し,方形回内筋下にプレートを挿入し中枢か

らスクリュー固定した使用機種はDRV(ミズホ）

24例,Acu-lok(小林メデイカル)25例,その他4例

であった．

【結果】全例で骨癒合は得られ,追加あるいは再手

術を要した例はなく，日常生活に復帰した．レント

ゲン上C3群ではvolarmt平均10.5｡radialmchation

平均21.7.血arvariance平均0.89mmであり，その他

の群では各々 5.7｡,18.1｡,-0.68mmで,可動域の平均

はC3群で背屈583.掌屈55.0.僥屈15.0.尺屈33.3.回内

70.0.回外78.3.で,その他の群で各々 58.5.,58.3.,

16.1｡,31.9｡,85.0｡,80.0.で,いずれも2群間に統計学

的有意差は認めなかった．しかし,C3群の中には背

屈変形1例,UV±3mm以上を4例に認め,いずれも

骨質が悪く粉砕の高度な例であった受傷時粉砕

が高度な例や,手術までの期間が3週間を超えた例

では著明な可動域制限が遺残した．腱断裂等の重

篤な合併症は認めなかった．

【考察】A0分類C3においては関節面のstepofや

malalignmentが残存する症例あり，これらを改善

するためには,関節面の整復に関節鏡を併用する

ことや固定に際し掌側ロッキングプレートのみで

なく，自家骨,人工骨の移植,ダブルプレート法な

どの併用を考盧すべき症例があると考えるが,遺

残変形が必ずしも臨床症状と一致しないことから

併用手術の適応決定には更なる検討が必要と考え

る．

2-1-14

AO分類TypeC3型僥骨遠位端関節内粉砕
骨折に対するAPTUS掌側ロッキングプ

レートによる治療

SurgicalTreatmentofAOTypeC3DistalRadi-

usFracturesUsingAPTUSVolarLockingPlate

'佐賀社会保険病院整形外科，2佐賀大学医学部整

形外科

○石井英樹l,角田憲治1,浅見昭彦1,

園畑素樹2

【目的】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．今回我々は,AO分類C3の関節内

骨折に対し,MES社製APTUSlockingplate(以

下APTUS)を使用し，良好な成績を得たので報

告する．

【対象と方法】2008年4月からAPTUSにて治療し

た症例48例49手中AO分類C3型骨折13例13手，平

均年齢65.1（26～84）歳を対象とした．2003年よ

りLCPやLC-DRPにて治療した40例中同様の骨折

型10例10手，平均年齢679(48～78)歳を対照群

とした．各群で術直後と骨癒合時のvolartilt(以

下VT),radialmchation(以下Ⅲ),ulnarvaliance

(以下UV)を計測，その矯正損失値と，臨床成績

として可動域と握力（健側比）も比較した．これ

らの比較にはStudentのt検定を用い，危険率0.05

未満を有意差ありとした．総合成績はCooneyの

評価基準を用いた

【結果】矯正損失(APTUS群/対照群）はVT

(0.18/1.00)｡,UV(0/0.8)mmと有意にAPTUS

群が小さかったRIは(0.09/1.1)。とAPTUS群

が小さいものの有意差は認めず，可動域は背屈

(71/62）。，掌屈（56/50）。，回外（92/86）。，

回内（84/85）。，握力（78/70）％，回外運動で

有意差を認めた．総合成績は両群間に差はなかっ

た．

【考察】AO分類C3型の骨折で粉砕している場合，

遠位1列のロッキングスクリューで完全に固定す

ることが困難な場合がある．APTUSの特徴とし

て遠位2列目より，ロッキングスクリューを背側

骨片の軟骨下骨へ刺入固定することができ，粉砕

した骨片を支持することが期待される．今回の結

果からもAPTUSを使用し良好な結果を得ること

ができ，有効な治療の選択肢となると考えた．

【結語】1）背内側の骨片を有する僥骨遠位端関節

内骨折で,APTUSは単純X線写真での矯正損失

を防ぐ、ことができた.2)臨床成績も良好であった．
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2-1-15

僥骨遠位端関節内粉砕骨折(AO分類C3)

に対するAcu-LocDistalRadiusPlateの

有用性と問題点

ClinicalResultsofAcu-LocDistalRadiusPlate

FixationfOrAOTypeC3FracturesoftheDis-

talRadius

長崎労災病院整形外科

○ 角光宏

【目的】AO分類C3の僥骨遠位端骨折に対する

Acu-Locdistalradiusplate(以下Acu-Loc)の治

療成績を調査し，その有用性と問題点に関して検

討した．

【対象と方法】2006年6月からAcu-Locを用いて加

療した榛骨遠位端骨折166例中,AO分類C3の関

節内骨折44例を対象とした．骨折型はC3-1:21例，

C3-2:21例,C3-3:2例，男性17例，女性27例，

平均年齢59.8歳（20歳～85歳)，平均追跡期間

10カ月（3カ月～30カ月）であった．治療は全例

Acu-Locで掌側から固定し，必要に応じ背側から

の内固定（9例),創外固定（5例),人工骨補填(13

例）や自家骨移植（5例）を併用した．臨床成績

は日手会手関節機能評価で判定し，整復位保持効

果を術直後と最終調査時のulnarvariance(UV),

radialinclination(RI),volartilt(VT)を計測

して評価した．

【結果】臨床成績は,優31例,良ll例,可2例であっ

た．転倒受傷27例の平均85.4点に比べ，高所転落

例13例では平均75.8点と術後成績が劣っていた．

また可の2例は，Screw折損による術後再転位例

であった.X線学的には，再転位の2例を除き，

術直後UV-0.5mm,RI20.3｡,VT6oが，最終調

査時UV-0.2mm,RI20.4｡,VT5.7.と整復位保

持効果は良好で，創外固定除去後に矯正損失した

例もなかった．なお，粉砕が強く整復不良であっ

た3例に有痛性の顕著な関節症性変化を認めた．

【考察】Acu-Locは,plateの設置部位や遠位Screw

の特徴から，治療に難渋するAO分類C3の僥骨遠

位端骨折例においても，その整復位保持効果は良

好で，本骨折における有用な固定toolであった．

但し，粉砕度や骨質によっては,subchondral

support効果にも限界があり，Screw折損や関節

症性変化も惹起され得ることを認識し，症例に

よっては早期の可動域訓練を避け，骨移植や創外

固定の併用を考盧した治療戦略も必要と考えられ

た．

2-1-16

AO分類C3型榛骨遠位端骨折に対する鏡

視下手術の治療成績

ClinicalResultofArthroscopicAssistedOsteo-

synthesisfOrAOC3DistalRadiusFracture

済生会下関総合病院整形外科

○安部幸雄，富永康弘

【目的】AO分類C3の骨折は高エネルギー外傷に

より生じ粉砕程度,軟部組織損傷の合併も様々で

ある．当科では本骨折に対し鏡視下整復術を原則

としておりその方法,鏡視下手術により得られた

知見,治療成績について述べる．

【対象・方法】2003年以降当科にて加療したC3型

榛骨遠位端骨折は42例であり，男性14例,女性28

例,年齢は21歳～77歳,平均56歳,右12手,左30手

であった.術式は掌側ロッキングプレート導入以

前の18例は掌側非ロッキングプレート10例，

bridgingtype創外固定4例,HC503例,掌背側プ

レートl例で,導入後は掌側ロッキングプレート

22例で2例に創外固定を併用し,掌背側ロッキン

グプレート2例であった.整復方法はまず透視下

にアライメントを整復しキルシュナー鋼線にて仮

固定する．骨幹端の粉砕例ではbridging型創外固

定を装着する．掌側よりプレートを仮固定し鏡視

下に関節面を整復したのちプレートを本固定し

た．ロッキング群では術翌日より可動域訓練を開

始し創外固定使用例では2週で除去した機能評

価はMayowristscoreにて行った．

【結果】非ロッキング群ではE:7,G:4,F:5,P:2で

あったのに対し，ロッキング群はE:16,G:7,F:1と

明らかに良好であった両者の成績の相違の要因

は術後転位と合併症の有無にあった.全体に占め

る軟部組織損傷の割合は舟状月状骨靭帯損傷

35.7%，月状三角骨靭帯損傷11.9%,TFCC損傷

64.3％であり他の骨折型とほぼ同様の合併率で

あった．

【考察】鏡視下手術の併用によりE:55%,G:26%,

F:14%,P:4.7%と比較的良好な結果が得られた.な

かでも掌側ロッキングプレート固定はアライメン

トの保持と早期の機能訓練開始が可能となり成績

は良好であった.軟部組織損傷の割合は他の骨折

型と同様であった．
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2-1-17

僥骨遠位端骨折変形癒合に対する手術成

績

SurgicalOutcomefOrMalunitedDistalRadius

Fracture

名古屋大学手の外科

○建部将広，平田

山本美知郎，奥井

仁，篠原孝明‘

伸幸

【目的】僥骨遠位端骨折変形癒合に対し我々はこ

れまでは僥骨の掌背屈変形が高度なものには僥骨

骨切り術を行い，必要に応じて尺骨も短縮してお

り，僥骨の変形が主に短縮のみである場合には尺

骨短縮術のみを選択していた.今回この両者につ

いて検討した．

【方法】20歳以上で僥骨遠位端骨折変形癒合に対

し手術を行った症例を対象とした．症例は主とし

て僥骨骨切り術（以下A群）12例（うち5例は尺

骨短縮併用),尺骨短縮術のみ施行した（以下B群）

16例を対象とした.手術時平均年齢A:56歳,B:48

歳であった.術前後の理学所見及びレントゲン所

見(ulnarvariance以下UV,radialinclination以下

RI,palmartilt以下PT)について検討した

【成績】術前の掌背屈可動域はA:64度･B:81度，

回内外可動域A:101度･B:120度，握力はA:34%･

B:49%(健側比).術後掌背屈A:109/B:103度，回

内外A:148/B:140度，握力A:82%/B:69%に改善し

た．術前の患側UVはA:6.3/B:4.7mm,RIはA:15.4/

B:21.4,PTはA:-11.0/B:3.2,B群のPTは-10度から20

度であった術後UVはA:3.0/B:1.6mm.A群の術

後RI:23.0,PT:12.0であった両群間で術後成績

に差は見られず，術後のUV/RI/PTについても差

は認めなかった.A群では掌背屈可動域とRI/

UV,B群では握力と尺骨短縮量/RIの間に相関関

係が認められていた．

【結論】RIについては低下,UV/尺骨短縮量は増

加すると成績が悪くなる傾向があった．PTにつ

いては-10から20までの変形は尺骨短縮のみで術

後の成績に影響はなかった僥骨遠位端骨折変形

癒合の治療にあたり尺骨短縮量やRIも含め総合

的に計画する必要があると考えられた．

2-l-18

僥骨遠位端変形治癒の手術療法

SurgicalTreatmentfOrtheMalunionoftheDis-

talRadiusFractures

'高月整形外科新橋クリニック，2高月整形外科，

3飯能整形外科病院

○戸部正博l,南川義隆l,山口利仁2,

津布久義人3

【目的】僥骨遠位端骨折の変形治癒は愁訴を伴う

場合，保存療法ではその治療は困難であり，手術

療法が選択されることが多い．今回，過去15年に

おけるわれわれの施設での変形治癒骨折の治療を

報告する．

【対象と方法】1994年4月から2009年9月までに手

術を行い術後6か月以上の経過観察を行った38手

を対象とした症例は男性15手，女性23手で，手

術時平均年齢は59.5歳であった．骨折に対する初

期治療法は放置5手，徒手整復ギプス固定31手，

創外固定法2手であった．施行した術式はwedge

osteotomy:12手,Darrach法:8手,Salve-

Kapandji法（以下S-K法):7手，尺骨短縮術:7手，

hemi-resectioninterportionarthroplasty(以下

HIA法):1手，関節内骨切り術:3手，関節鏡下

debridement:1手（各術式の重複を含む）であっ

た．上記38手について，術前・術後のCooneyの

wristscoreによる臨床評価,対健側比による握力・

関節可動域について検討を行った．

【結果】Cooneyのwristscoreでは術前平均48.6点

が術後平均78.5点に改善した対健側比による握

力は術前平均57.8％が術後平均71.2％に改善した．

また，対健側比による関節可動域は術前平均

68.5％が術後平均82.4％に改善した

【考察】僥骨遠位端骨折変形治癒に対して，われ

われは年齢，変形治癒の程度に応じた治療法が必

要であると考えており，軸転位に対してはopen

wedgeosteotomyを主体とした治療でDRUJ障害

の程度や僥骨の短縮の程度により，尺骨短縮術，

S-K法,HIA法,Darrach法などを使い分けている．

また，僥骨手根関節の変形治癒には，関節内骨切

り術や鏡視下debridementを選択しているが，今

のところ成績は良好であった．
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2-1-19

僥骨遠位端骨折変形治癒に対するロッキ

ングプレートを用いた矯正骨切り術

CorrectiveOsteotomyUsingLockingPlatefOr

MalunionoftheFractureofDistalRadius

函館五稜郭病院整形外科

○佐藤攻，村田憲治，北村公一，

小川考 了

【目的】僥骨遠位端骨折変形治癒に対してロッキ

ングプレートを用いた矯正骨切り術の治療成績，

有用性について検討したので報告する．

【方法】僥骨遠位端骨折変形治癒の13手（背屈型

ll手，掌側型2手）を対象とした女性ll手，男性

2手.平均年齢は65歳，術後平均経過観察期間は

13ケ月．手術方法は僥骨遠位端でopenwedge

osteotoInyを行いロッキングプレートで固定した．

使用したプレートは背側プレート1手,掌側プレー

}12手であった．骨欠損部は人工骨で補填した．

術前後のVT,RI,UV,可動域握力を計測し

総合評価はFernandezの評価基準を用いた．

【結果】VT,RI,UVは掌屈型ではそれぞれ術前

平均18.5｡,23.0｡,5.5mmが術後ll.5｡,25.5｡,3.0mm

に，背屈型ではそれぞれ術前平均-36.6｡,16.7｡,

6.3mmが術後4.0｡,23.0｡,1.8mmに矯正された.手

関節可動域は掌屈型では術前背屈50.0.,掌屈

37.5.,回内70.,回外80°が術後それぞれ55.,45.,

70.,80。に背屈型では術前背屈50.4.,掌屈25.9.,

回内46.3.,回外65.5.が術後それぞれ60.9｡,4.1｡,

77.,80.9.に改善した.握力は平均健側比で術前

24％から術後69％に改善した.Fernandezの評価基

準ではverygood:6手,good:5手,fair:1手,poor:1

手であった．合併症は創の遷延治癒l例のみで偽

関節，矯正損失例はなかった．

【考察】榛骨遠位端骨折変形治癒に対して矯正骨

切り術を施行して良好な臨床成績であった.榛骨

遠位端骨折変形治癒に対する矯正骨切り術は移植

骨の圧潰矯正損失が問題となるが本術式はロッ

キングプレートを用いることで強固な固定性が得

られるため腸骨移植が不要であった．しかし短縮

が高度，骨粗霧症が著しい症例では延長量には限

界があるため尺骨短縮などを併用する必要がある

と思われる．

2-l-20

僥骨遠位端変形治癒骨折に対するくさび

開き矯正骨切り術におけるβ-TCPの応用
OpenWedgeOsteotomyoftheMalunionofthe

Radiuswith6-TCP

'太田総合病院手の外科センター，2谷津保健病院

整形外科，3牧田総合病院整形外科

○根本高幸l,富田泰次1,金潤壽1,

岩崎幸治2，平出周3

【目的】僥骨遠位端変形治癒骨折に対するくさび

開き矯正骨切り術に際し，我々はロッキングプ

レート固定と共に骨欠損部にβ-TCPを充填する

方法を用いている．本法は腸骨移植を行わないた

め低侵襲で，術後成績も良好であったので報告す

る．

【方法】対象はFernandezらの基準を参考に手術

を行った僥骨遠位端変形治癒骨折8例である．症

例は男l例女7例で，手術時年齢は平均63.9歳受

傷から手術までの期間は平均7ヵ月，術後経過観

察期間は平均126ヵ月であった．手術は掌側くさ

び開き骨切り後condylarstabilizmg手技を用い

て矯正位にロッキングプレートにて固定，骨欠損

部には小さく砕いた気孔率75％のβ-TCPを掌側

より充填した．内固定材はArata社DWP6例，

Synthes社DRP2例を使用した．調査項目は，骨

癒合までの期間および術前後のX線計測で，斉藤

の機能評価を用いて術後成績を評価した

【結果】全例に骨癒合が得られ，骨癒合までの期間

は，平均6週であった．また,6-TCPはX線写真で

は術後6カ月までにほぼ完全に自家骨に置換されて

いるようであった．術前後のX線計測では,volar

伽は，平均-214。から+13.4｡に,ulnarvarianceは

+6.9mmから+1.6mmに,radialmchationは12.5。

から23.5.に改善していた．術後成績は，手関節痛

に関しては1例を除き全例消失し，斉藤の機能評価

ではexceUent5例,gOod3例であった

【考察】β-TCPは骨欠損部への充填操作が簡便で，

すみやかに骨の新生を促し，経時的に充填部の強

度が増加するとされている．我々の症例では最終

調査時に矯正位は良好に保持され，強固な骨癒合

が得られていた．我々の方法はくさび開き骨切り

後の骨欠損部に，従来のような腸骨移植を追加す

る必要がなく簡単に骨欠損部を充填することがで

き，優れた方法であると考えている．
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手術治療を行った有痛性Bouchard結節の

小経験

SurgicalTreatmentfOrPainfulBouchardNodes

福岡整形外科病院

○櫛田学，吉本栄治

【はじめに】Bouchard結節は日常よく遭遇する疾

患ではあるが，多くは保存的に加療されている．

今回強い瘻痛によりADL障害を生じた4例に対

し，観血的加療（骨鰊切除，関節形成）を行った

ので，若干の考察を加え報告する．

【症例】症例は女性3例,男性l例であった．症例l)

58歳，女性左環指PIP関節の瘻痛，腫脹を訴え

当院受診．保存治療で症状改善せず,初診から3カ

月で手術をおこなった．術前伸展0.から屈曲60.，

麻生改変分類stage3であった．術後9カ月で伸展

0。から屈曲80。で関節症進行なく瘻痛軽快してい

る．症例2）59歳，女性．左環指PIP関節の瘻痛

腫脹にて他医でBouchard結節と診断され保存治

療約1年うけるも症状改善せず当院受診初診か

ら1ヵ月で手術をおこなった．術前伸展-10.から

屈曲60.，麻生改変分類stage3であった．術後6カ

月で伸展-10.から屈曲80○で関節症進行なく瘻痛

軽快している．症例3）55歳，女性．5年前からの

左小指PIP関節の瘤痛，腫脹にて当院受診．保存

治療で症状改善せず，初診から5カ月で手術をお

こなった．術前伸展-20°から屈曲40.，麻生改変

分類stage2であった術後3カ月で可動域に変化

なくstage3に進行したものの瘻痛軽快している．

症例4）82歳，男性．15年前から当院にて

Bouchard結節の診断にて保存治療にて経過観察

していたが，左中指PIP関節の瘻痛増悪し手術を

おこなった．術前伸展-5.から屈曲30.，麻生改変

分類stage3であった．術後3カ月で可動域に変化

なくstage進行なく瘤痛軽快している．

【考察および結語】Bouchard結節に対する観血的

治療の報告は少ない．人工指関節置換術の報告も

あるがその評価は定まっていない．痛みによって

ADLが低下している症例に対し，漫然と保存治

療を継続するのではなく，比較的侵襲の少ない本

法を試みても良いと考えた．

2-l-22

創外固定器を用いた関節近傍再接着指に

対する治療の工夫

OperativeTherapyfOrReplantedFingersUsing

withExternalFixator

清恵会病院大阪外傷マイクロサージヤリーセン

ター

○五谷寛之，五谷寛之，山野慶樹，

寺浦英俊，坂中秀樹

【目的】再接着指の機能向上のためには二期的再

建を視野に入れた確実な治療が重要となる．今回

我々は，手指基節部切断及びPIP関節離断の症例

に，改良した創外固定器を用い良好な成績を得た

ので報告する．

【対象及び方法】対象はPIP関節近傍での切断症

例である．鋭利切断に加え，プレス損傷，引き抜

き損傷例を含む，関節牽引とROMexerciseを

目的として可動式創外固定器(compassPIP

hinge創外固定器以下CPH,改良型Ilizarov

mini創外固定器，以下IM)を装着した8例,10

指(CPH7指,IM3指）である．手術1)骨

接合2）僥尺側指動脈，神経縫合3）ケスラー法

による屈筋腱縫合(FDP)5)伸筋腱縫合6)静脈

縫合を基本とした．関節近傍の鋭利切断では，強

固な骨接合，屈筋腱縫合に加え，抗凝固療法終了

後にCPHを装着して，自動他動運動を開始した．

ラバーバンドを追加して，より簡便にROMを行

うことが可能である．抗凝固療法及びベッド上安

静は2週間で,創外固定装着期間は46週であった．

骨折形態によっては新しいパーツを追加したIM

を用いて初療時に関節形態維持を図り，その後ワ

イヤーは留置してヒンジ形状に創外固定器を組み

替え，関節に牽引を加えて後療法を行った．本法

では牽引力はCPHに優る．

【結果】平均TAMは55%,日本手の外科学会の切

断指機能評価新基準では平均66点であった．従来

多くの施設でPIP関節固定が選択されていたこと

を考えると良好であった．2歳児に再接着を行っ

た症例で，12年後にIMにより緩徐に拘縮を解除

してROMが改善した症例もあり，初期に強固な

固定，縫合が行われた症例では長期経過例でも効

果があった．

【考察及びまとめ】関節近傍の再接着指の治療に

創外固定器を導入することにより，指関節への牽

引や自動他動運動が容易になり再接着指の機能向

上に寄与したと考えられた
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変形性指PIP関節症に対する表面置換型人

工関節の経験

SurfaceReplacementArthroplaStyfOrtheOs-

teoarthritisofProximallnterphalangealJoints

さいたま赤十字病院整形外科

○ 白 川健代田雅彦

【目的】変形性PIP関節症に対する表面置換型人

工関節置換術の手術手技，治療成績および問題点

について検討した

【対象と方法】手術適応は，関節裂隙の狭小化・

変形を有し,ADL上耐えがたい瘻痛を有する症

例とした．症例は5例9関節（中指4例，環指5例)，

全例女性で,49～65歳(平均57.9歳),掌側進入8例，

背側進入l例で，表面置換型人工関節（ナカシマ

メデイカル）を使用した．観察期間はl～9年（平

均4年10ヶ月）であった

【結果】平均可動域は，術前50.6度が術後1年時に

は49.4度で，術後3年以上経過した3例6指におけ

る最終診察時の平均可動域は25.0度であった．痙

痛は全例で術後早期に消失した．追加手術を要し

たのは，術後7年以上経過した4指（同一症例の両

中・環指）であり，いずれも術後7ケ月～3年7ケ

月で授動術を行い,そのうち2指は術後5年llヶ月，

8年8ヶ月でソケットの緩みのため入れ替え手術を

要した．また，背側進入を行った一指では伸展不

全が生じたため複数回の腱剥離を要した

【考察】変形性PIP関節症は中・環指に好発し，

関節破壊の進行とともに腫脹･瘻痛を伴い，しば

しば最終的に骨性癒合に陥る．人工指関節置換例

では，術後早期より瘻痛がほぼ消失し，数年間は

術前と同等の可動域が維持される．症例数は少な

いが，長期経過例ではインプラント周囲に形成さ

れた骨鰊やfibrosisの侵入により徐々に可動域が

減少し，骨鰊切除などの追加手術により再度可動

域の回復が可能であるが，最終的には可動域がほ

ぼ消失した関節となる傾向がみられたしかしな

がら人工関節置換患者の満足度は高く，術後早期

に除痛が得られる中で徐々に可動性が失われ良肢

位に落ち着くためと考えられる．瘻痛に耐えなが

ら骨性癒合に至るよりは除痛と一定期間の可動性

を得る人工関節は有用と思われた．

2-1-24

表面置換型セメントレスPIP人工指関節置

換術の治療成績

ResultsofUncementedSurfaceReplacement

ArthroplastyoftheProximallnterphalangeal

Joint

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，佐久間悠，鈴木拓

鴇田朝海，桃原茂樹

【目的】若年者の外傷性関節症では軟骨移植・関

節移植が適応となるが,関節リウマチ(RA)およ

び変形性関節症(OA)によるPIP関節症に対し

ては人工関節置換術が適応となる.今回当科にお

ける表面置換型のセメントレスPIP人工指関節置

換術の治療成績について報告する．

【対象および方法】ナカシマメデイカル社製の

selflockingfingerjointsystemを使用したll例ll

関節(RA:8関節OA:3関節）を対象とした

男性l例,女性10例で平均年齢57歳(32-78歳),術

後観察期間は平均9.4カ月であったRA患者8例の

うち3例は重度のボタン穴変形,1例はシリコンイ

ンプラントに対する再置換であった.関節内への

アプローチは背側進入9例,掌側進入2例で行い，

ボタン穴変形の症例ではMatev法による軟部組織

再建を併用した.背側進入で施行した症例では術

後コイルスプリントを使用し,全例1～2週間後よ

り可動域訓練を開始した．

【結果】術中の固定性は再置換例含め全例良好で

あり，セメントレス固定のため術中の屈伸バラン

スの調節が可能であったPIP関節の可動域は術

前平均42度から術後平均69度と改善し,7例で90

度以上の屈曲が可能であった．ボタン穴変形では

軽度の屈曲拘縮を残存したものの概ね変形の改善

が得られた.術前の伸展拘縮が強かったOAのl例

では術後も拘縮が残存した.単純レントゲン上1

例でインプラント周囲の骨吸収を認めたが明らか

なゆるみは生じていない.術前の瘻痛は10例で認

めていたが術後は全例で改善し患者満足度は高

かった．

【結論】本インプラントの固定性および安定性は

良好であり,PIP関節症に対する有用な術式と考

えられた十分な軟部組織再建および慎重な後療

法によりRAにおけるボタン穴変形の矯正も可能

であった

-S149-



2-1-IL4

StudyonSmallGapSleeveBridgingPeripheralNervelnjury

BaoguoJiangMD.,Ph.D

Professor,DepartmentofTraumaandOrthopeadics,

People'sHospital,PekingUniversity,Bening,China.

Epineuriumorperineuriumneurorrhaphytorecoverthenervecontinuitywasthechoice

ofperipheralnervemutilation.Ourlabshadcenteredonthesmallgapsleevebridgingfields

fOrabout30years,usingautogeneicvein,arteryandbiogradablechitinconduitS.Ourgoal

wastoimprovethenerveregenerationeffectbymeansofnerveselectiveregeneration

theoryanddegradablebiomaterials・Thisserialsexperimentsweretoconfirmthe

possibilitiesofusingconduitsmallgapsleevebridgingtosubstitutethetraditional

epineuriumneurorrhaphy.

BasedontheresearchonsmallgapbridgingperipheralnerveinjuryinSDrats,we

decidedtoinvestigatethehistologicalanalysispossibilityofbridgingperipheralnerveinjury

withsmallgapusingade-acetylchitinconduitinprimate・Mediannervesof8rhesus

monkeyswerecutat2cmabovetheelbow,andtherightsidesweresubjectedtosmallgap

(2mm)bridgingtorepairthenervewithchitinconduit(conduitinnerdiameter4mm;length

lOmm);thele仕sidesweresubjectedtotraditionalepineuriumsuture.Histologydetections

wereconductedafter6thmonth.Theconduitwasalmostabsorbedandtheconduitcast

contourdisappearedafter6months.Thehistologicalanalysisdisplayedthattheregenerated

nervefibersinconduitgrewfOrwardinfasciculation.There-myelinatednerveaxonsnumber

perunitareaintheconduitgroupdistalsegmentwashigherthanthatoftraditional

epineuriumsuturegroup.Thebiocompatibilityofbiologicalchitinconduitinprimaterhesus

monkeyswasquitegood.Theregeneratednervefibersinconduitgrewforwardin

fasciculation.Thehistologicalanalysisresultsofbiologicalconduitinprimaterhesusmonkeys

werebetterthanthetraditionalepineuriumsuture.Thebiologicalconduitcanbeusedin

primaterhesusmonkeystosubstitutethetraditionalepineuriumsumremethods.
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CurriculumVitae

JiangBaoGuoM.D.,Ph.D
４
月
旧
日
第
１

1

掌謹

第
１
会
場

ProfessorDepartmentofOrthopedicsandTraumatology,PekingUniversity

People!sHospital,BeijingChina
§

恩
ワ

'脚一f､'--

器謹串鹸’唱串

爵、"脅臨型

縦畿蝋蹴醐鷲蛎蝋『W
JapanfOrOverseasStudyOnceeducatedbyLiJi,well-knownanatomist,FengChuanhan,famoLIsexpert

inorthopedics,andWangShuhuan,MemberofChineseAcademyofEngineering,DoctorJiangisnow

thecurrentdeputydirectorofMedicalschoolofPekingUniversity,theDirectorofOrthopedicTrauma

DepartmentofPeopleIsHospital,TrafficMedicalCenterofBeijingUniversity,andMedicalquality

instituteofBeijingUniversity.

AstheacademicleaderoforthopedictraumadepartmentoProfessorJiangBaoguotakesthe

researchesonclinicalapplicationasthesourceofdevelopmentofthedepartment.InclinicDractice,

heandhisstaffsusescientificdesignsandadvancedtechnologiesintheexperimentalresearchesto

improveclinicaldiagnosisandtreatment.Aftermanyyearsofresearch,theyhavepublishedmorethan

l90papersonacademicjournalshomeandabroad,including21SCIpapers.Theiracademicresearch

mainlyconcentratedintheperipheralnerveinjuryandrepair,biomechanicsoffracturehealingandthe

treatmentoforthopedictrauma.

Majors:

-PeripheralNervelniurv

Nerveelongationforrepairingoflonggapnervedefect

Smallgapbridgingnerveinjury

Amplifyingandcompensatoryphenomenonofperipheralnerveregeneration

ResearchinusingChinesemedicinetopromotenerveregeneration

--Fractures

BiomechanicalStudyofFractureHealing

MechanismofCGRPpromotingfracturehealing

CTmeasurementofPedicleandit!sclinicalapplication

TreatmentOfintra-articularfracture

Shoulder,elbowjointreplacement

--SDinalCordlniurv

TreatmentofsDinalcordiniurv
画一

Multi-nationalepidemiologicalstudyofspinalcordinjury

ProfessionalActivities

--AdministrativeViceMinisterofPekingUniversityHealthScienceCenter

--DirectorofDepartmentofOrthopedicsandTraumatology,PekingUniversityPeopleIsHospital

BeijingChina

--DirectorofPekingUniversityTraificMedicineCenter
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AOC3型僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定の
治療成績と問題点

VOlarLockingPlateFixationfOrAOTypeC3FracturesoftheDistalRadius

○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

【目的】関節内骨折の治療成績は変形性関節症の発生を考盧し，少なくとも1年以上経過後に評

価されるべきである．近年，僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレート固定の有用性が

多数報告されているが,AOC3型骨折に対する本治療法の1年以上経過例の報告は僅かである．

本研究の目的はAOC3型骨折に対する掌側ロッキングプレート固定の1年以上経過例の治療成

績を検討することである．

【対象と方法】2003年からの4年間にAOC3型僥骨遠位端骨折に対してDRVlockingplateによ

る固定を行った94例のうち，術後12カ月以上経過観察した62例64手を対象とした．男性26例，

女性36例で，年齢は17～93歳，平均58歳であった．骨折型はAOC3.1型41手,C3.2型20手，

C3.3型3手であった．手術では徒手整復不能な関節内骨片の整復は経骨髄的に行い，プレート

のみでは骨片固定性の不十分な例にはK-W固定を，最近は関節面の陥凹予防にK-Wの格子状固

定も併用した．骨，人工骨移植は行わず，術後は直ちに手関節の可動域訓練を開始した．全例

術後1年で成績を評価し,31例32手はさらに術後2～5年，平均3.8年の追跡調査を行った．

【結果】平均X線計測値（受傷時→手術時→1年後）はRT:15→21→21度,VT:-17→9.3→9.1度，

UV:4.7→0.7→1.3mm,Step-off1.7→0.1→0.2mm,Gap:2.6→0.5→0.3mmと比較的良好であっ

た．術後何らかの矯正損失を13手20％に認め，軽度の関節症変化をl1手17%に認めた.1年後

のCooney評価では優50手，良11手，可3手,DASHは5.34であり，平均3.8年後(32手）は

Cooney評価では優20手，良11手,DASHは3.94であった．

【結論】AOC3型骨折に対する掌側ロッキングプレート固定は術後の骨片矯正損失が20%に認

められたが，臨床成績は長期間にわたり良好であった．
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A○分類C3型僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキングプレートによる
透視下整復固定術における関節面の整復と術後成績

ArticularCongruityandClinicalResultsofVolarLockingPlatingfOrAOC3DistalRadial

FractureunderFluoroscopy

○坂野裕昭1，瀧上秀威1，勝村哲'，石井耕士'，斎藤知行2
Ⅱ平塚共済病院整形外科・手の外科センター，2横浜市立大学整形外科

【目的】僥骨遠位端関節内骨折は僥骨遠位端の整復に加え関節面の整復が必要になる.れわれは

関節面多骨片のC3の治療にX線透視下掌側ロッキングプレート固定術を行い,透視下と直視下

で関節面の整復状態と術後成績を前向きに調査したので報告する．

【対象と方法】対象は術後6ケ月以上経過した僥骨遠位端骨折174例のうちAO分類C3型78例で，

年齢は平均59才,平均経過観察期間は10ヵ月であった.X線透視装置はGE社製OEC9800を使用

した.手術は3人の術者で行い,透視下に関節面のgapとstepo丘を整復し,手技と後療法は統一し

た.固定は原則StellarplateとK-wireとしたが関節面の粉砕の強い4例は創外固定術を3週間併用

した．これら症例に受傷時と術後,調査時でradialinclination(RI),palmartilt(PT),ulnar

variance(UV)を計測しX線的評価を行ったさらにMayoScoreで臨床的評価を,DASHscore

を用いQOL評価を行った．また，プレート固定後に関節鏡にて関節面のgapとstepo狂を調査し

透視下整復との相違も検討した．

【結果】RIは受傷時15.7度が術後23.4度(p<0.001),調査時24.9度,PTは-10.4度9.7度(p<0.001),

9.8度,UVは4.5mmが0.8mm(p<0.01),1.7(p<0.01)と整復位は良好に獲得,保持されたが

UVに術後有意な短縮を認めた.握力健側比は平均87%で,MayoScoreは平均85.5点と良好な成

績が得られたDASHscoreは平均9.61と能力低下は少なかった.関節面の整復は透視下では全

例gap,stepoHとも0mmに整復されていたが,鏡視下ではgapは平均l.1mm(p<0.05),stepof

平均0.2mmとgapが有意に大きかったが,2mm以内には整復されていた．

【結論】掌側ロッキングプレートとK-wireでの整復固定は良好な術後成績が得られた.関節面

の転位は高解像度透視装置の利用により良好に整復きれた．
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A○分類CS型榛骨遠位端骨折にDouble-tieredSubchondral

Support法は有用か？
ClinicalResultsfOrAOTypeC3FracturesoftheDistalRadiuswithDouble-TieredSubchondral

Support

○川崎恵吉1，稲垣克記2，瀧川宗一郎2，富田一誠2，上野幸夫2
』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

【はじめに】A0分類C3型僥骨遠位端骨折例に対しては，これまでの掌側プレートの単独使用

では対応困難な症例が存在し，掌側プレート単独での固定の限界も指摘されている．一方

Orbayらが推奨する，遠位1列目と2列目のロッキングスクリューで，関節面中央と遠位背側の

軟骨下骨の2ケ所を支える方法:double-tieredsubchondralsupport法（以下DSS法）は非常に有

用である.Mehlingらは，本法をpolyaxiallockingplateを用いて行い，良好な結果を報告して

いる．これまで我々 は，僥骨遠位端骨折に対してpolyaxiallockingplateであるAPTUS2.5を用

いて，このDSS法を行ってきたが，今回AO分類C3型僥骨遠位端骨折に対して，本法が有用で

あるかを検討した

【対象】これまでAPTUS2.5を使用した症例は126例，このうち6ケ月以上経過観察しえたAO分

類C3型の57例を対象とした.DSS法を使用した群(D群）が33例，使用しなかった症例(N群）

が24例であった．平均年齢はD群:N群が62.9:58.4歳，男女比はD群が9:24,N群が9:15,平

均経過観察期間は10.5:9.5カ月，骨折型はCollestypeが30:16例,Smithtypeが3:8例で，有意

差を認めなかった．全例掌側からAPTUS2.5プレートのみを設置人工骨を移植したのはD型

の2例のみで，抜釘はD群が15例･N群が12例に行った．遠位のロッキングスクリューの本数の

平均は，1列目がD群4.8本．N群4.2本，2列目がD群2.6本･N群0.6本であった．

【結果】Cooneyの評価では,D群が平均88.0pomt･N群が87.0pointで，有意差はなかったX線

評価で,UV:VT:RIの術後と最終診察時との差を調べると,D群が-0.8mm:0.2｡:-0.6｡,N

群が-0.9mm:2.1.:-1.2.で,VTでD群が有意に整復位を保持出来ていた．

【まとめ】A0分類C3型のような粉砕例には，多数本のスクリューで軟骨下骨を支えるDSS法

は有効と思われた．
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AO分類CS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
掌側ロツキングプレート固定術併用での治療成績

ArthroscopicallyAssistedReductionandPalmarLockingPlatingfOrAOtypeC31ntra-articular

DistalRadiusFractures

○寺浦英俊，坂中秀樹，五谷寛之，姜良勲，山野慶樹
清恵会病院整形外科大阪外傷マイクロサージャリーセンター

【目的】我々 は2003年1月よりAO分類C型僥骨遠位端骨折に対して関節鏡視下整復と掌側ロッ

キングプレート固定を併用した術式で加療しており本学会で発表してきた（第49回，52回)．

今回はC3型に対する本術式の治療成績を報告する．

【対象と方法】2003年1月以降に加療し術後経過観察が1年以上の25例を対象とした．男性9例，

女性16例，年齢16～81(平均49.8)歳,AO分類C3-1:16例,C3-2:8例,C3-3:1例，経過観

察期間平均13.8カ月であった．手術は関節外に対して掌側ロッキングプレート固定，場合によ

り僥側・背側プレートを追加関節内に対して関節鏡視下整復を施行，関節内骨片の数．状態

を観察，50歳以下の13例で三角線維軟骨複合体(TFCC),舟状骨月状骨間靭帯(SLIL),月状

骨三角骨間靱帯(LTIL)を観察・加療した.X線学的評価はradialinclination(RI),volartilt

(VT),ulnarvariance(UV)を計測し矯正位損失を調査臨床評価はCooney評価および

DASHを使用した．またC3-1(16例）とC3-2,3-3(9例）両群の臨床評価を比較，統計学的処

理にはMann-WhimeyU検定を用い,p値0.05未満を有意差ありとした．

【結果】全例で骨癒合を得た．関節鏡所見は骨片数は平均3.5個,gap平均2.9mm,stepo丘平均

1.7mmで両者とも平均1mm以内に整復可能であった.TFCC損傷7例,Geisslergradelll以上

のSLIL損傷8例,LTIL損傷5例であった.X線の矯正位損失はRI:0.1度,VT:0.1度,UV::0.2mm,

Cooney評価は平均84.6点,DASHは平均8.1点，臨床評価をC3-1とC3-2,3-3で比較するとCooney

は平均85.6点と82.8点で有意差は認めなかったが,DASHは平均4.7点と16.0点で両群間に有意

差を認めた．

【考察】本術式で良好な治療成績が得られたが,C3型でもより骨折部の粉砕がつよいC3-2,3-3

では自覚的臨床評価が劣っていた．

-S155-



2-2-P45

僥骨遠位端骨折AO分類C3型に対する掌側Iockingplateと
non-bridging創外固定の比較検討

ComparisonofClinicalResultsfOrC3-typeDistalRadiusFracturesbetweenVolarLocking

PlatingandNon-BridgingExternalFixation

○森田晃造1，堀内行雄1，越智健介1，栩木弘和2，岩部昌平3
1川崎市立川崎病院整形外科，2大田原赤十字病院整形外科，3佐野厚生総合病院整形外科

【目的】関節内粉砕骨折であるAO分類C3型僥骨遠位端骨折は治療に難渋する骨折で種々の治

療が試みられているのが現状である．同骨折に対し掌側lockingplate法（以下VLP)とnon‐

bridging創外固定法（以下NBEF)の2種の方法の治療成績の比較検討を行ったので報告する．

【対象および方法】AO分類C3型僥骨遠位端骨折症例40例を対象とした．内訳は掌側locking

plate群（以下LP群)19例,non-bridging創外固定群（以下NB群)21例で，平均年齢は順に

57.4歳，57.2歳であった．検討項目として術前および術直後，最終観察時の経時的なX線学的

検討，関節内骨片のgap,stepo丘の変化，最終観察時における関節可動域を比較検討した．

【結果】ulnarvariance(以下UV)の術後矯正損失量はLP群が平均0.04mmに対しNB群では平

均0.8mmとNB群が大きい傾向にあったが,A3型における矯正損失量に比べその差は小さく，

他のパラメーターではほぼ同様の結果であった．関節内骨片においても術直後から経過観察中

に再転位をきたした症例はLP群3例,NB群2例であり，関節可動域も掌背屈，回内外ともに両

群とも同様の結果であった．

【考察】現在，不安定型榛骨遠位端骨折の治療としてVLPが主流であるが,C3型について検討

してみると,LP,NB群間に明らかな成績の差は認められなかった．その理由としてNBEFは僥

骨長径の保持においてVLPに比べ劣るとされているが,C3型においては関節内の粉砕の程度

に比して，僥骨遠位骨片の短縮は軽度であり,UVの矯正損失が少なかったことが一つの理由

として考えられた．関節内骨片保持という観点からみればNBEFはVLPに比し関節内の粉砕骨

片を固定するピンの刺入に際し自由度が大きく，固定手技も容易であることから治療の選択肢

の一つとして有用であると考えられた．
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僥骨遠位端高度粉砕骨折に対するnon-bridge創外固定と
掌側プレートの併用療法

NonBridgingExternalFixatorCombinedwithVolarPlatefOrtheSevereComminutedDistal

RadiusFractures

○戸部正博1，南川義隆1，山口利仁2，津布久義人3

1高月整形外科新橋クリニック，2高月整形外科，3飯能整形外科病院

【目的】高度な関節面の粉砕を伴う僥骨遠位端骨折の治療は古くから難渋してきた今回われ

われは解剖学的整復位の保持と手関節の早期運動療法を目的として，僥側刺入型non-bridge創
外固定器と掌側プレートを併用した手術療法の成績を報告する．

【対象と方法】2003年より治療を行ったAOC3型僥骨遠位端骨折21例を対象とした．年齢は33

～74歳（平均50.2歳）であった．使用した創外固定器はCompack創外固定器とF-wrist創外固

定器でいずれも僥側刺入型創外固定器であり，掌側プレートは2005年までsymmetricalplate

を使用，2005年以降はDWPlockingplateを使用した．術式は鏡視下もしくは透視下に関節面

の整復を行った後にnon-bridge創外固定器のハーフピンで関節内骨片を固定し，軟骨下骨下で

交差するようにプレート遠位部のスクリュー固定を行った．整復後に生じた骨欠損部にはリン

酸カルシウム骨セメントを補填した.上記22例について,Green&Oibrienscoreによる臨床

評価,X線計測，合併症について調査を行った．

【結果】術後6ヵ月での臨床評価ではexcellent:16例,good:3例,fair:2例であった.X線計

測の各矯正損失値はvolartilt:平均1｡,ulnarvariance:平均0.5mm,stepoff:平均0mm,

gap:平均0mmと術直後に得られた整復位を保持できていた．合併症は一過性の僥骨神経障害

が3例であった．

【結論】本法は榛側刺入型non-bridge創外固定器と掌側プレートを組み合わせることにより,2

方向から強固に関節面を支える術式であり，解剖学的整復位の保持と手関節の早期運動療法が

可能である．
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僥骨遠位端関節内骨折(AO/C3)に対して掌側lockingplateを
用いる場合の3DCT骨折分類と使用上の留意点

VolarLockingPlatefOrlntraarticularFractureofDistalRadius-3DCTClassincation-

○清重佳郎，石垣大介

済生会山形済生病院整形外科

【目的】僥骨遠位端骨折に対して，掌側lockingplateにより遠位骨片をsubchOndralsupportし

て安定性を得，術直後から可動させることにより6～7割を占めるAO-Atypeの治療成績は向上

した.C-typeで各々の骨片をsubchondralsupportするにはlockingpinが関節内骨折線部を接線

様に支えるようplateをbendingして使用すべきことを報告してきた.各種lockingplateが出現し

ているが,C-typeへの適応と限界が，そのplate固有の問題なのか，如何なる工夫によっても

不可能なのかに未だ混乱がみられる．一般に僥骨中枢骨片に対し遠位骨片が転位していると定

義きれるが，尺骨を中枢，手根骨を遠位と考えれば,C-typeでは，月状骨積載骨片と尺骨の

alignmentの正常化が真の整復である．また，前腕筋ベクトルは手関節背屈位ではplateにかか

り,plateはbuttressplateとして働き,掌屈位ではベクトルは遠位骨片を背屈する方向に作用し，

lockingpm刺入角が平坦になるほど増加し不安定性が増す．

【方法】尺骨・僥骨・月状骨からなる3DCT像を作成・月状骨積載骨片を評価し，掌側locking

plateのみで安定性が得られるC-type骨折と，背側buttressを追加すべき骨折を鑑別した．

【結果】l)月状骨積載骨片が掌側にあり且つ尺骨とのalignmentが正常であれば，月状骨積載

骨片をsubchondralsupportする.2)月状骨積載骨片が背側にあり且つ尺骨とのalignmentが正

常であれば，掌側骨片をbuttressしつつ月状骨積載骨片をsubchondralsupportする.3)月状骨

積載骨片が背側にあり尺骨とのalignmentが異常であれば，背側buttressの追加が必要4)月

状骨と尺骨とのalignmentが正常であっても，月状骨が開いた掌背側骨片間に落ち込んでいる

場合は，掌背側buttressとsubchondralsupportが必要.掌側骨片の整復不良は回旋制限の原因

になるので注意が必要．
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僥骨遠位端骨折変形治癒に対する掌側プレートを
用いた矯正骨切ﾚﾉ術

CorrectiveOsteotomyfOrMalunionoftheDistalRadiusFracturewiththeVolarPlateFixation

○坂本相哲，土井一輝，服部泰典，星野秀士

小郡第一総合病院整形外科

【目的】僥骨遠位端骨折後の変形治癒に対する治療法として，当院では，遠位僥尺関節に変形

性関節症がない場合,openwedgeでの矯正骨切りを行い，掌側プレートでの固定を主に行なっ

ている．今回，その術後成績について検討を行なった．

【対象】1996～2008年に矯正骨切術を施行した症例は25例である．このうち，掌側プレートで

内固定を行なった22例を対象とした男5例，女17例，手術時年齢は19～78歳（平均59),骨折

型は，背側転位型ll例，掌側転位型8例，僥側転位型3例であった．受傷から手術までの期間は

2～8ヶ月（平均3.6）であった．骨切部位，矯正角度は，術前Xp,CTで計画し,3D解析など

は用いていない.手術は,掌側アプローチにてopenwedgeosteotomy後,欠損部に腸骨をブロッ

クで移植し，掌側プレートで固定した．背側転位型においても，5例は背側アプローチを追加

することなく掌側アプローチのみで骨移植を行った.ulnarplusvarianceの大きい症例でも，

僥骨骨切術のみで矯正でき，尺骨短縮術は追加していない．

【方法】臨床的評価は瘻痛，握力，可動域,MayoWristscoreを用い,X線学的評価は,radial

length,volartilt,radialinclinationを計測し，評価した．

【結果】瘻痛，可動域は全例改善し，最終診察時のMayowristscoreはExcellent,Goodが13例

62％で,Poorはなかった.X線評価では，矯正volartiltの減少が,1例に見られたのみで，矯

正角度は保持できていた．偽関節や掌側プレートによる合併症は認めてない．

【結論】欠損部を腸骨の皮質部分で保持させ，掌側プレートで強固な内固定を行なうことで，

良好な矯正保持が可能であった．背側転位型においても，掌側アプローチのみで骨移植を行う

ことも可能であり，低侵襲手術の観点から，推奨できる進入法である．
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僥骨遠位端骨折変形治癒に対する矯正骨切ﾚﾉ術
（その適応と問題点）

CorrectiveOsteotomyfOrDistalRadiusMalunion

○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

l滋賀医科大学整形外科，2近江草津徳洲会病院整形外科，3多根総合病院整形外科

【目的】今回我々は僥骨遠位端骨折変形治癒に対する矯正骨切り術の治療成績およびその問題

点について検討した．

【対象・方法】2003年以降，当科で僥骨遠位端骨折変形治癒に対して矯正骨切り術を施行した

19例（全例Colles型）を対象とした．男性4例，女性15例，手術時年齢は22～82歳であった

当科での僥骨の骨切りは基本的に背側のopenwedgeosteotomyとしているが，僥骨の短縮の

程度により，骨切りの際，掌側の骨皮質の連続性を残す（以下A群)，掌側の骨皮質も切離し3

次元骨切り術とする（以下B群)，榛骨骨切り術に尺骨短縮骨切り術を併用する（以下C群）に

分けている．術後経過観察期間は1年以上とし，評価項目は骨癒合の有無,X線評価<ulnar

variance(UV),volartnt(VT),radialinclmation(RI)>,手関節機能評価(Mayowrist

score),DASH(JSSH)とした．前述の3群についての比較検討も行った．

【結果】骨移植は自家腸骨移植を15例,人工骨移植のみを4例に行い,全例で骨癒合が得られた．

術後のUVは0～2mm,VTは-5～13.と全例改善した．手関節機能評価は17例でfair,poorから

good,excellentに改善し,2例はfairであった.DASHも全例で改善を認めた.3群についての検

討では,A群にやや短縮が残りやすい傾向にあったが,Mayowristscore,DASHにおいて3群

間に有意差は認めなかった．

【考察】僥骨の骨切り術はできる限りの解剖学的整復を目標とする報告が多く，それに対する

異論はないが，僥骨の短縮が高度でなければ，掌側の骨皮質を残す2次元的な整復でも，ある

程度の対応が可能で手技的に簡便であった．骨移植については，人工骨のみの移植でも成績良

好なことから，小侵襲という観点から考慮すべき手法である．

-S16



2-2-P5-3

榛骨遠位端骨折変形治癒に対する尺骨短縮術を併用した

cIosingwedgeosteotomyの治療成績
TheSimultaneousRadiusClosingWedgeOsteotomyandUlnarShorteningOsteotomyfOr

MalunionoftheDistalRadiusFracture

○小笹泰宏1，和田卓郎2，射場浩介2，佐々木浩一2，青木光広3

］滝川市立病院整形外科，2札幌医科大学整形外科，3札幌第一病院整形外科

【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,尺骨短縮術を併用した僥骨の

closingwedgeosteotomyを施行してきた．その術式の詳細,短期成績術後握力に関連する因

子について報告する．

【方法】僥骨遠位端骨折変形治癒の20手（背屈型16手,掌屈型4手）を対象．女性17手,男性3手，

平均年齢は59.2歳（25-75歳），術後平均経過観察期間は27.8カ月（12-87カ月)．手術は掌側進入

で正常のvolartilt(VT),radialinclination(RI)を目指した僥骨のclosingwedgeosteotomy

とulnarvariance(UV)が0mmとなるような尺骨短縮術を施行した．術前後のVT,RI,UV,可

動域,握力を計測し総合評価はFernandezの評価基準を用いDASHscoreによる機能評価も行っ

た

【結果】全例で骨癒合した．術後合併症はなかった.VT,RI,UVは背屈型ではそれぞれ術前平

均-20.8｡,16.2｡,5.8mmが術後11｡,18.4｡,0.3mmに,掌屈型ではそれぞれ術前25｡,21｡,5.5mmが術

後10｡,19.8｡,-0.3mmに矯正された．尺骨短縮量は平均9.1mm(3-13mm)であった．可動域は

背屈型では術前掌背屈89.5.,回内外132.7｡が術後150.9｡,158,8.に掌屈型ではそれぞれ術前

126.3｡,117.5.が術後166.3｡,167.5.に改善がみられた．握力は健側比で術前48.5%が術後77.6%に

改善した．更に握力と年齢の間ではr=-0.5(p=0.03)と負の相関が有意に見られた．全例で瘤

痛は軽減.Fernandez評価基準ではverygood:13手,good:7手であった．術後DASHscore平均

値は15.5であった．

【考察】本術式によって目標とするPT,RIを,尺骨短縮術の併用により遠位僥尺関節の適合性を

得ることができたDASHscoreによる機能,QOL評価も良好であった．本術式では前腕短縮

に伴う握力低下が懸念されるが，その因子としては高年齢が考えられ,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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榛骨遠位端変形治癒骨折に対し術前切削加工した人工骨を用いた
コンピュータ支援3次元矯正骨切ﾚﾉ術の臨床成績

Computer-AssistedCorrectiveOsteotomywithPrefabricatedThree-Dimensionally-CutArtificial

BonefOrMalunitedFractureoftheDistalRadius

○米田昌弘1，香月憲一1，矢野公一1，岡田充弘2，高松聖仁2

'大阪市立総合医療センター整形外科，2大阪市立大学大学院医学研究科整形外科

【目的】コンピュータ機器やソフトの開発によりCT画像を用いた変形治癒骨折の三次元的評価

が可能となり，より正確な術前計画が行える環境が整ってきた．我々が僥骨遠位端変形治癒骨

折に対して行ってきた術前に三次元的に切削加工した人工骨を用いた矯正骨切り術の有用性お

よび治療成績と問題点について報告する．

【対象】外傷性僥骨遠位端変形治癒骨折10例で，性別は男5例，女5例，年齢は平均55歳(29~

81歳)．術後観察期間は平均27カ月（6カ月～3年9カ月）である．

【方法】術前計画は，患者のCTデータから健側の鏡像をもとにコンピュータシミユレーシヨン

による三次元矯正骨切り術を行った．矯正骨切り後に生じた骨欠損部に一致したデータを元に

術前に三次元切削機を用いて移植人工骨を作成した．手術はこれらの計画をもとに背側あるい

は掌側からアプローチして実物大立体模型を参考に僥骨の骨切りを行い，骨切り部に移植人工

骨を挿入し，周囲に腸骨海綿骨移植を追加した術直後のレントゲン像を健側の像と比較して

手術精度を検討し，また臨床成績を調査した．

【結果】術後の各レントゲンパラメータと健側との差の平均はpalmartiltで5.2｡,radial

inclinationで1.7｡,radiallengthで1.8mm,ulnarvarianceで0.1mmであった．臨床成績は手関

節痛を訴えている例はなく，手関節掌背屈可動域は術前82.から術後105.に，回内外可動域は

術前103．から術後169°に，握力は術前15kgから術後30kgに改善した.2例に内固定材料の破損

や弩曲による矯正位損失を生じ，僥骨だけの矯正には限界があることがわかった．

【結論】術前三次元切削加工した移植人工骨は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，正確な矯正角度を獲得するための一種のナビゲーターの役割を果たし，良好な術後

成績が期待できる．
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術前3次元シミュレーションと掌側ロッキングプレートを用いた
榛骨遠位端骨折変形治癒の矯正骨切術

3-DCorrectiveOsteotomyofMalunitedDistalRadialFracturesUsingThree-Dimensional

ComputerSimulationandaVolarLockingPlate

○村瀬岡ﾘ1，三宅潤一1，森友寿夫1，堀木充2，岡久仁洋3
グ

】大阪大学整形外科，2関西労災病院整形外科，3ベルランド総合病院整形外科

【目的】我々は，独自の3次元シミュレーションシステムを開発し，僥骨遠位端骨折変形治癒に

対して臨床応用してきた．当初用いていた背側プレートを用いた方法では，固定時に整復損失

を生ずる可能性があった．そこで,2008年からは掌側ロッキングプレートのCADデータをシ

ステムに取り込むことで，術前シミュレーションからプレート固定に至るまで，よりシステマ

チックな手術を試みているので報告する．

【対象と方法】2008年2月以降に手術を行った9例（全例女性，平均54歳:27歳～79歳）が対象で

ある．CTデータから作成した僥骨の3次元コンピューター骨モデルを用いて矯正シミユレー

ションを行ったのち，掌側プレートのCADモデルを用いて整復後の最適プレート，スクリュー

設置位置を決定し,これらが骨切り前のどこに相当するかを計算した．そして,シミユレーシヨ

ン結果に基づいて骨切テンプレートを設計・作成した．手術ではテンプレートを僥骨表面にあ

て，テンプレート通りにスクリュー孔をあけ，骨切りを行った後，ロッキングスクリユーを挿

入し掌側プレート固定することで変形矯正を行った．全例openwedgeosteotomyで，腸骨か

らの海綿骨移植を追加した．2例に尺骨短縮骨切りを併用した．

【結果】Mayoscoreは術前平均47点から術後76点へ改善し,X線評価ではvolartiltが術前平均

-25°から術後13｡,radialinclinationが術前平均12｡から術後24｡,ulnarvarianceが術前平均

5mmから術後1mmへ改善した.2例で早期にプレートの緩みを認め（僥骨1例，尺骨l例),再

手術を要した．

【考察】本術式は，術中操作の簡便化と正確な矯正位を得ることができる極めて有用な方法で

ある．しかし，矯正に際して生じる軟部組織緊張を術前に定量出来ないため，骨粗霧症を有す

る症例や，変形の高度な症例には注意を要する．
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榛骨遠位端骨折変形治癒に対する矯正骨切り術の治療成績
CorrectiveOsteotomyfOrMalunitedDistalRadiusFracture

○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

僥骨遠位端骨折変形治癒は，変形，屈曲・伸展制限，回内外制限や運動時痛などの症状を呈

し，日常動作に支障を来すことも多い．本研究の目的は愁訴の残る僥骨遠位端骨折変形治癒例

に対し，筆者らが行っている矯正骨切り術の治療成績，有効性を検討することである．

【対象】1990-2009年に手術を施行し，術後6カ月以上経過観察可能であった78例78関節（平均

年齢41歳）を対象とした．背側転位型38例,掌側転位型32例,関節内骨折変形治癒8例で,背側・

掌側転位型はopenwedgeosteotomy+骨移植，関節内骨折変形治癒は矯正骨切り術と必要に

応じ骨移植を行った．臨床症状,VASscore,X線指標(dorsaltilt,radialinclination,ulnar

variance)の術前後比較を行った．臨床評価はmodifiedMayowristscoreを使用した．

【結果】受傷から手術までの期間は平均11カ月，術後経過観察期間は平均24カ月であった．全

例骨癒合が得られ,VASは術前平均56→術後5(背側転位型),45→3(掌側転位型),69→14(関

節内）と有意に改善した(p<0.001).握力も各群とも有意に改善した(p<0.001).手関節掌

背屈は術前平均29./44.→術後56./59。（背側転位型)，51./52.→60./72。（掌側転位型)，38．

/44.→71｡/64｡(関節内),前腕回内外は術前46｡/69.→80｡/86｡(背側転位型),75｡/20.→81。

/75。（掌側転位型)，41./58.→83./76。（関節内）に改善した．各種X線指標も有意に改善し

た（背側・掌側転位型)(p<0.05).臨床評価はexcellentl9,goodl5,fair4(背側転位型),

excellentl9,goodll,fair2(掌側転位型),good4,fair3,poorl(関節内）であった．

【結語】愁訴の残る僥骨遠位端骨折変形治癒例に対する矯正骨切り術は臨床症状,VASscore,

X線指標を著明に改善する有効な治療法である．
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僥骨遠位端骨折変形治癒例の関節症に対する
部分手関節固定術の有用性

RadiocarpalArthrodesisfOrOsteoarthritisFollowingFracturesoftheDistalRadius

○矢島弘嗣，小畠康宣，河村健二，前川尚宜，清水隆昌

奈良県立医科大学整形外科

【目的】僥骨遠位端骨折後の変形治癒例においては，種々の部位で関節症が発症する．関節内

骨折例では僥骨手根骨関節に関節症が生じてくるが，我々はこのような症例に対して僥骨手根

骨部分手関節固定術を適応してきたので報告する．

【方法】対象とした症例は男性10例，女性1例の11例で，手術時年齢は23から70歳，平均41歳で

あった．術後経過観察期間は1年から49年，平均8年llカ月である．なお術後49年経過観察例の

術前データの詳細は不明であった骨折から手術までの期間は，4カ月から30年とさまざまで

あった骨折型はFrykman分類で,7型が3例,8型が6例，不明が2例であった．手術方法は僥

骨舟状骨月状骨(RSL)固定が4例榛骨月状骨(RL)固定が7例であった全例骨移植を併

用したが，腸骨から採取したものは10例で，残りのl例は僥骨遠位端から採取した．内固定材

料として5例にK鋼線を，5例にスクリューを用いた(1例は不明).ギプス固定期間は5-6週間

であった．

【成績】骨癒合は1例を除いて3ヵ月以内に得られた偽関節の1例は再度骨移植を行い，癒合が

得られた．疾痛に関しては全例改善が得られており，6例では全くなく，5例は重労働後に軽度

の瘻痛を訴えていた（うち2例は後日瘻痛が増強して全手関節固定術を施行)．手関節の可動域

(掌背屈）は,RSL群で39｡(術前80｡),RL群で73｡(術前73｡)とRL群の方が良好であった．

非固定関節の関節症性変化（中等度）は2例に認め，術後6年7カ月，術後ll年で全手関節固定

術を行った．なお術後49年経過したRSL固定のl例では,ST関節に小さな骨鰊を認めるも，手

根中央関節の関節裂隙は正常に温存きれており，日常生活上全く問題を有していなかった．

【結論】僥骨遠位端骨折後の関節症に対して僥骨手根骨部分手関節固定術は有用な治療手段で

あると考えられた．
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手の超音波画像診断
UltrasonographyoftheHand

皆川 洋 至

城東整形外科

整形外科領域における画像診断の主役は，単純X線写真である.CTは，単純X線写真だけで

は正確に把握できない骨の内部病変，3次元的な骨同士の位置関係把握に威力を発揮する．一

方MRIは，分解能は低いが，単純X線写真で描出できない髄腔内変化，軟部組織病変の描出に

優れる．多くの整形外科医が，単純X線写真,CT,MRIがあれば，ほとんど全ての整形外科

疾患を画像診断できると信じてきた．したがって，超音波検査の必要性も感じることがほとん

どなかった

近年，整形外科領域において超音波画像診断が急速に普及し始めている．超音波検査のほう

が，“素早く見える（予約なし，人手なし,待ち時間なし)"，“より細かく見える（手指伸筋腱，

Alpulley,神経血管など)'',そして“見えなかったものが見える（腱の滑走，仮骨形成前の

肉芽，滑膜の血流など)”からである．単純x線写真を頼りに病歴から診断，治療されてきた

突き指，打撲，捻挫といった病歴診断名は，診断レベルの低ざを反映する．病態を反映しない

病名に臨床的な意義は少なく，治療に直結する病態こそが治療法決定に役立つ．ばね指の引っ

掛かりはなぜ起きるのか,Alだけを切離しても遺残する引っ掛かりは何が原因なのか，何が

神経麻癖を引き起こしているのか，病態が画像で見えるから治療手段が見えてくる．何を基準

に外固定を除去するのか，屈曲・伸展角度を決めるのか，個人差があれば画一的なリハビリは

ありえない．これまでは治癒状況，治癒過程が見えなかった．しかし超音波検査では，骨，軟

骨，筋，腱，靭帯，神経，血管といった運動器構成体を，即座に，何度も繰り返し，動的に観

察できる．さらに組織の炎症，修復過程を血流評価できる，そして軟部組織の硬さも評価でき

る．

単純X線写真,CT,MRIが中心の時代は読影力さえあれば良かった．しかし，超音波検査

では迅速に関心領域を写し出す描出能力が必要になる．検者が解剖を熟知し，病態を理解して

いればいるほど，描出能力は著しく向上する．この数年，整形外科医ばかりでなく，麻酔科医，

放射線科医，総合医，さらに理学療法士，臨床検査技師，放射線技師などの間でも運動器超音

波検査が急速に普及し始めている．超音波検査を「使わない整形外科医」と「使いこなす整形

外科医」との間に明らかな臨床能力の違いが生じる時代がやってきた．

聴診器感覚で手軽に扱える超音波検査は,CT,MRIのような検査対象の制約を受けない．

画像所見が独り歩きしやすかった単純X線写真,CT,MRIと異なり，超音波検査は身体所見

をとりながら画像所見を確認し，画像所見を見ながら身体所見を確認する．所見同士に時間差

がないことの臨床的な意義は大きい．さらに患者とのコミュニケーション，低コストによる医

療費削減といったメリットもある．整形外科領域における画像診断の主役は，近い将来，単純

X線写真から超音波画像に移行するであろう．
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2-2-IL5

突然手の機能を失う恐怖体験を二度も重ねて考えたこと

立花隆紹介（ウイキペデイアより抜粋）

大学を中心に独特の教育活動を行っている。

･2010年2月現在、東京大学大学院情報学環特任教授、立教大学21世紀社会デザイン研究科特

任教授、大宅壮一ノンフィクション賞の選考員も務める。

・学問は文系や理系など分野ごとに専門化されがちであるが､立花氏は、その垣根を乗り越え、

学問の総合、融合、全体像という傭鰍的な視点から、様々なテーマに取り組んでいる。

(宇宙飛行士野口総一氏と立花氏の関係）・2009年12月20日にソユーズTMA-17に搭乗し、現

在は国際宇宙ステーションで約5ヶ月間の滞在を行っている日本人宇宙飛行士の野口総一氏は

高校3年のときに立花氏の著書「宇宙からの帰還」を読み、宇宙飛行士になる決心をした。

2005年12月、野口氏・立花氏の対談が実現。内容は立花氏の著書「宇宙を語るI宇宙飛行士

との対話」（中公文庫）に掲載されている。

。幅広いテーマで様々な講演活動を展開している。

2010年講演（予定を含む）

『有人宇宙活動の今後』宇宙航空研究開発機構JAXA国際宇宙ステーションきぼうが拓く有人

宇宙活動シンポジウム

『がんへの新たな向き合い方』静岡県看護協会総会

『いま考えていること』野の花診療所

『いまガンについて考えていること」置賜消化器症例検討会

『50周年記念全国大会」情報処理学会

『日本が科学技術創造立国となるために』日本商工会議所会員総会

『第9回機構シンポジウム」自然科学研究機構

『がんと共に生きる』長崎市医師会

｢突然手の機能を失う恐怖の体験を二度も重ねて考えたこと』日本手の外科学会学術集会手の

機能と整容の両立

『がんと私』日本病理学会総会がん医療一時代は何を求めているか
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CurriculumVitae

立花隆（たちばな．たかし）

【略歴】

評論家・ジャーナリスト

1940年（昭和15年)5月28日長崎で出生

1964年（昭和39年）東大仏文科卒業・文藝春秋社入社

1966年（昭和41年）文藝春秋社退社

1967年（昭和42年）東大哲学科入学

在学中からフリーライターとして活動開始

1995年1998年（平成7-平成10年）東大先端研客員教授

1996年-1998年（平成8年-平成1O年）東大教養学部非常勤講師

2005年2006年（平成17年平成18年）東京大学大学院総合文′

４
月
帽
日
第
２
会
場

2005年2006年（平成17年平成18年）東京大学大学院総合文化研究科科学技術イン

ター養成プログラム特任教授

【現在】

東京大学大学院情報学環特任教授

立教大学21世紀社会デザイン研究科特任教授

自然科学研究機構経営協議会委員

大阪大学レーザーエネルギー学研究センター参与

文科省次世代スーパーコンピューター開発利用アドバイザーリーボード委員

大宅壮一ノンフィクション賞選考委員

講談社ノンフィクション賞選考委員

全国出版協会理事

BPO放送倫理検証委員

【受賞歴】

1974年「田中角栄研究』で文藝春秋読者賞

1975年「田中角栄研究その金脈と人脈』で新評賞

1979年『日本共産党の研究』で講談社ノンフィクション賞

1983年第31回菊池寛賞

1983年『田中角栄と私の9年間」で文藝春秋社読者賞

1987年『脳死』で毎日出版文化賞

1991年精神と物質』で新潮学芸賞

1993年『電脳進化論」で大川出版賞

1998年第1回司馬遼太郎賞

1998年第49回放送文化賞

タープリ
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伸筋腱の剥離術
ExtensorTenolysisandJointRelease

吉津孝 衛

新潟手の外科研究所

固有指部における屈筋腱剥離術は腱鞘の処置，後療法の工夫などで比較的良好な屈曲可動域の

獲得ができるが,伸筋側の機能不全の残存で，その成績は大きく左右される．一方基節骨骨折，

指背腱膜部の高度挫滅複合損傷が主な場合は，骨移植の追加や指背腱膜の高度な癒着で屈筋側

損傷例以上に強い関節拘縮を含む機能障害をきたす．これらに対する解決策の第1は骨折，腱

断裂に対する強固な固定，縫合後の早期運動による拘縮，癒着予防である．第2は癒着解離と

関節解離であろう．今回は後者について述べるが,屈筋腱剥離に比較して“著しく成績が不良”

がその結論であろう．一般的に側索の処置も剥離・解離の重要な点であるが，その他種々の注

意工夫が必要となる．

I有茎脂肪弁移行の利用

指伸展機構の解剖学的特徴，軟部組織が少ないなどから再癒着しやすい．また腱剥離後の懐痕

の強い伸筋腱は，指伸展機構の改善が得られず“弛み”として伸展不十分となるなど多くの欠

点を持つ．これに対し指動脈背側枝を利用した順行性有茎脂肪弁,MP関節部の動脈網を基点

とする手背部の静脈，あるいは背側中手動脈を利用した逆行性脂肪弁を剥離腱下に移行する．

癒着回避とともに，さらに嬢痕腱に緊張を与え“弛み”を解消することとなる．

Ⅱ基節骨近位部骨折後拘縮に対する腱剥離，関節解離

PIP関節内あるいは頚部骨折後の関節解離後や，デグロービング損傷後にPIP関節の破壊が時

にみられる．しかし基節骨中央部より近位部の開放骨折であるにもかかわらず，屈・伸筋の両

腱単独あるいは時期を違えた両腱剥離後に急速に基節骨骨頭壊死が発生することがある．術前

の拘縮に対する後療法の影響,基節骨骨頭への解離術の血流障害が関連していると考えられる．

後療法の注意,MRIによる骨頭の血流変化の確認などが大切となる．
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CurriculumVitae

、
鰯

氏名：吉津孝衛（よしづたかえ）（昭和18年生）

§
血
》
司
垂

や
一
《
畑
』 ４

月
帽
日
第
２
会
場

財団法人新潟手の外科研究所 坦〆

略歴：

昭42年3月

4月

昭43年10月

昭46年5月

昭54年7月

昭61年1月

平9年5月

平19年4月

新潟大学医学部卒業

新潟大学医学部整形外科学教室入局

山形県鶴岡市立荘内病院にて研修

新潟大学医学部整形外科学教室

新潟大学医学部附属病院整形外科講師

財団法人新潟手の外科研究所所長

同所理事長

同所会長

学会活動 日本手の外科学会

日本マイクロサージャリー学会

日本肘関節研究会

東北地区マイクロサージャリー懇話会

日本整形外科学会専門医

日本手の外科学会専門医

昭55年10月

平14年4月

第7回日本マイクロサージヤリー研究会

第45回日本手の外科学会学術集会

会長

会長
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2-2-S5-1

機能と整容からみた裂手症手術
FunctionalandAestheticalAspectsoftheCleftHandSurgery

○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

未治療の裂手はfilnctionaltriumphandaestheticdisasterであるとFlattが述べた様に裂手症に

対する手術は整容的な改善が主目的な場合が多い．われわれも機能改善が主目的であっても整

容を重視した治療を行っている．

【方法】1999～2008年に手術を行った裂手症は27例33手で，男児16例女児11例右12例左7例両

側8例であった．分類は1指列欠損型17手，2指列欠損型3手，3指列欠損型l手，複合裂手10手，

骨性合指2手で,Manske分類ではTypell6手,Typella2手,Typellb6手,Typelll8手であっ

た．術式はわれわれの裂閉鎖を12手，裂閉鎖と同時に第1指間形成を行うSnow-Litder法9手，

同じ<Upton法l手，第1指間形成9手(Spinnerflap2手,fOurfiapz-plasty2手，三角皮弁と遊

離植皮5手）などであった．手術時年齢は8カ月から10歳（平均2.2歳)，術後経過観察期間は8

～66カ月（平均3年3カ月）であった

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

法ではl例で皮弁の部分壊死をみた以外，皮弁は完全に生着した.ManskeTypellでは全例で

良好な第1指間が形成され，把持機能の改善を得た.Typelllの6例では初回手術で十分な第1

指間が得られず，三角皮弁と植皮術を追加した．

【結論】ManskeTypelに対する裂閉鎖は純粋に整容的な手術であり，手背の嬢痕や自然な指

間の形成に留意する.TypeIIでは第1指間形成で把持機能の改善が得られるが，背側に極力嬢

痕を作らない整容的な術式を選択する.Typelllでは母示指合指であっても機能は良好である

場合が多く，分離によって機能的損失を起こしてはならない．3指列欠損型では裂閉鎖による

整容的改善は少なく，浅くしすぎると指交叉を来して機能を損なう．指尖つまみの出来ない症

例には骨切りにより機能的改善を図る．
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裂手症の治療成績
OperativeTreatmentfOrtheCleftHand

○砂川融l,児玉彰2,生田義和3,石田治4,越智光夫2

Ⅱ広島大学大学院保健学研究科運動制御解析科学，2広島大学病院整形外科，

3広島手の外科微小外科研究所，4広島市民病院整形外科

【目的】裂手症の手術目的は裂隙を閉鎖することによる形態的改善と，つまみ,把持動作を十分

行なうための第1指間形成による機能的改善である．当科で1985年以降手術的加療を行なった

本症の術後成績を調査し,その成績と問題点について報告する．

【対象と方法】対象は32例40手で,男22例,女12例,初回手術時年齢は6カ月から25カ月,平均15カ

月であった形態分類ではl指列欠損34手,2指列欠損5手,3指列欠損l手で,その内母・示指合指

を合併したのが6手であった.手術方法は裂隙を閉鎖する目的でl指列欠損では指列移行を19手，

第2中手骨基部矯正骨切りを10手,軟部組織の形成のみを5手に行い,第1指間形成を母・示指合

指の分離を含め8手に行なった.複数指列欠損手に対してはつまみ動作の改善目的に中手骨回旋

骨切りと裂隙閉鎖を行なった追加手術として再指間形成や骨延長等を10手に行なった.以上の

症例に対し,裂隙閉鎖の状態関節可動域制限の有無,指交差の有無,基本的動作としてつまみ，

把持が可能か否かを調査した.術後経過期間は6カ月から5年2カ月,平均3年4カ月であった．

【結果】外観上閉鎖した裂隙の開大を認めたのが6手,可動域制限を認めたのが8手,指交差を認

めたのがl手,母指・示指間でのつまみが不能なのがl手で,第1指間での把持動作は全例で可能

であった．

【考察】当科では特殊例を除き形態の改善は機能の改善につながると考え,本症に対し積極的に

手術的加療を行なっている.1指列欠損型に対する指列移行術は外観機能ともに良好であった

が,母・示指合指を合併した例では指間形成が不十分で母指,示指ともに運動障害が残存してい

た．また示指の変形や形成不全のある例でも追加矯正や骨延長を行なっても変形が遣残し,機

能の改善にも限界を認めた
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先天性絞掘輪症群の術後手指機能評価
Post-OperativeEvaluationofHandFunctioninCasesofConstrictionBandSyndrome

○射場浩介'，和田卓郎'，阿久津祐子'，青木光広2，山下敏彦］

』札幌医科大学整形外科，2札幌第一病院整形外科

【目的】絞掘輪症候群は絞拒輪，リンパ浮腫，尖端合指，切断の4徴に加え，指間基部合指を認

める先天性疾患である．手術は絞拒輪切除，指間形成，指延長術などが行われる．これまでに

多くの報告を認めるが，術後の手指機能評価について長期観察した研究は少ない．今回は当科

で手術を行った先天性絞拒輪症候群の中で5年以上経過観察が可能であった症例を対象に，術

後の手指機能改善と問題点について検討を行った．

【対象と方法】対象は手術を施行した絞拒輪症候群患者15例24手，男児11例17手，女児4例7手

であった．右11手,左13手,両側9手,罹患指は示指18指，中指19指,環指25指,小指12指であっ

た．絞抓輪を15例20指，リンパ浮腫を6例10指，尖端合指を7例9手，切断を15例66指，指基部

合指を13例42指間に認めた．手術時平均年齢10.2カ月であった．手術は絞掘輪切除を10例ll指

と1手に，尖端合指分離を7例9手に，指間形成を12例32指間に行った．術後平均観察期間は6.3

年（5-9年）であった．術後機能評価は握り・つまみ動作の可否とその際の問題点について検

討した．また,functionaldexteritytest(FDT)を用いた手指機能評価も行った．

【結果】15例全例で術後はつまみ・握り動作が可能であった．さらに,FDTを用いた評価でも

正常値（日手会誌2006）と比較して有意な差を認めなかった．一方，術後のつまみ・握り動

作時に指尖部の痙痛を呈する症例を9手中6手（67％）に認め,1手に断端形成手術を追加した．

指尖部瘻痛を認めた症例はいずれも尖端合指分離後であり，経過とともに指節骨末端部の鋭的

成長を認めた．

【考察】絞拒輪症候群では骨間筋や母指機能が温存きれている症例が多く指の分離のみで良好

な機能が獲得できた．尖端合指分離術後では指節骨末端部の鋭的成長に注意して経過観察する

必要がある．
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母指多指症における二次修正術についての検討
RevisionSurgeryfOrThumbPolydactyly

岸陽子

東京慈恵会医科大学形成外科学講座

【目的】母指多指症は，手足の先天異常の中で最も多く見られるにも関わらず，必ずしも満足

のゆく手術結果を得られるとは限らない．今回われわれは，二次修正術施行例の形態分類，術

式による検討を行ったので報告する．

【対象】1967年から2008年までの間に当科を訪れ手術を行った母指多指症患者221例を対象とし

た．方法：日本手の外科学会先天異常委員会による分類に基づき，各分類における手術法の選

択と二次修正術の内容と術後成績につき検討した．

【結果】男女比は男133例，女88例，左右差は右128例，左62例，両側31例であった．この中で

二次修正術を行ったのはl型l手，2型9手，3型3手，4型38手，5型6手，6型5手，7型0手である．

初回手術を過剰指切除法（腱移行あり，なし),Bilhaut-CIoquet法（以下Bilhaut法）に分類した

1型では過剰指切除法のみを行った．2型，3型ともに過剰指切除法,Bilhaut法の二次修正率は

同じであったが，3型のBilhaut法では爪の幅の縮小のみではなく骨切り術を必要とした.4型

ではBilhaut法の二次修正率が80%と著しく高く，爪の幅の修正と骨切り術を行った．5型では

骨切り，皮弁修正，骨頭削除，6型では全例骨切り術を行った.Bilhaut法の術後で修正が必要

であり，今後手術を予定している症例が10例以上存在する．

【考察】術後変形を予防するためには，初回手術時に，腱移行の方法，骨のalignmentはもとよ

り，伸筋腱・屈筋腱の付着を確認し，バランスを整える必要がある．またBilhaut法を選択す

るにあたっては，慎重であるべきと考える．
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2-2-S5-5

合指症の治療
OperativeTreatmentofSyndactyly

○沢辺一馬1，石川浩三1，鈴木義久2，田浦夏希1，石河利広3

1大津赤十字病院形成外科，2北野病院形成外科，3京都大学附属病院形成外科

【はじめに】合指症の治療は，ほぼ良好な結果が得られているが，施設や術者によって手術や

後療法が少しずつ異なり結果も異なっている．今回は我々の治療法と術後結果を検討し考察を

加えたので報告する．

【対象および方法】1986年から2009年の間に経験した合指症29例43手50指間を対象とした.なお，

短合指症やApert症候群に伴う合指症や複合裂手は除外した．完全合指18例25指間，不完全合

指14例25指間，骨性合指4例4指間，皮層性合指26例46指間，爪癒合があるものが14例17指間，

無いものが19例34指間であった．手術時年齢は8ヶ月から6歳（平均3.1歳）で，術後経過観察

期間は3か月～15年（平均3.6年）であった．これらの症例について，手術方法と後療法の術後

結果に対する影響を調べた．評価は基本的に日本手の外科学会の合指症評価表を用いた．

【結果】手術方法指間分離は直線切開が17例31指間，軽度ジグザグが5例6指間ジグザグが9例

15指間であった.webの皮弁は全例，背側からの矩形皮弁を用いた．植皮採取部は内果下方が

24例36指問,ソケイ部が5例14指間であった．後療法:全例に医療用スポンジによる圧迫を約3ケ

月間行った術後結果機能面は直線切開で分離した中に掌側に軽度の嬢痕拘縮をきたした症例

が認められた．整容面はソケイ部からの植皮は1例を除いて強い色素沈着を生じた．内果下方

からの植皮はごく軽度の色素沈着を生じたのみであった．1例に強い肥厚性懐痕を生じたが術

後2年でほぼ軽快した．

【考察】分離については，基本的には背側，掌側とも軽度のジグザグ切開であるが，背側は直

線切開でもよい.web皮弁は背側矩形皮弁，植皮の採取部は足関節内果下方を用い，術後3ヶ

月以上医療用スポンジで圧迫するのがよい．
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2-2-S5-6

指の温存・分離の手術適応に検討を要した先天異常手について
－家族の期待にどのように応えるべきか一

ControversialCasesfOrPreservingSurgeryinCongenitalAnomalyoftheHand

○高山真一郎 ， 関 敦 仁 ， 森 澤 妥，高木岳彦，細見僚

独立行政法人国立成育医療研究センター病院外科系診療部

【目的】先天異常手の治療では整容と機能のバランスが重要であるが，家族の最大の関心は5本

指の手が得られることにある．これまでわれわれは浮遊母指の温存治療を積極的に行ってきた

が，他の先天異常でも低形成の指を温存するのか，分離を行うべきなのか判断に迷うことは少

なくない，今回この様な症例の適応・術式・成績・家族の満足度などについて検討した．なお

合短指症・絞掘輪症候群･Apert症候群は除外した．

【症例】2000年以後手術を行った母指形成不全Blauth3B･4の11手，母指低形成を伴う5指手1

例2手，骨性合指およびそれに準ずる合指4例4手，計16例17手を検討対象とした.13例では，

他院で母指切除と示指の母指化術または分離手術の適応外と説明きれていた．母指形成不全で

は，中足骨移植と2次的筋移行で再建を行ったが，反対側が母指多指症の1例では僥側母指基節

骨を欠損部に移植した．5指手では，創外固定で第1指間を開大し2次的に第1中手骨の短縮と回

旋骨切りで,対立再建を行った．骨性合指群では,1例で創外固定により横方向に開大後分離を，

3例で骨性に癒合した基節骨を分離して隣接指へ乗り換えた後，分離を行った．

【結果および考察】循環障害に陥った症例はなく，全例指の温存および分離が得られた．浮遊

母指の2例で移植骨末梢側が偽関節となり追加手術を要したが，摘み動作が可能となった．合

指症の関節形状不良例では，可動域制限は残存するものの，不安定性は問題とならなかった．

低形成の僥側第1指を温存した5指手でも，術前の予測より母指としての機能が獲得され，全例

家族の満足度は高かった．術後明らかに使いにくく形態も不良と予測される例を除き，5本の

指を残して欲しいという家族の希望に可能な限り応えたいと考えている．
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2-2-IL7

FunctionandAppearanceinChildren'sHandSurgery

SimonP.J.KayFRCS

PlasticandReconstructiveSurgeryandSurgeryoftheHand

LeedsTeachingHospitals

UniversityofLeeds,Leeds,UK

Thistalkwillconsidertheroleofappearanceanditsmodificationfbrthecareofchildren

withabnormalitiesofthehand.Many,mfactmostauthorshaveaddressesfUnctionasthe

primeobjectinsuchsurgery.Howeverinthehandappearanceandfunctionarelinkedinthe

samewaytheyarefortheface,andcannotbedivorced.Theinfluenceofeachwillbe

examinedincombination,andtheconceptsofdiferenceandtheconsequencesofabnormality

willbediscussed・Wewilladvocateabehaviouralapproachtothechildwiththehand

defOrmity,andexplainwhythiswillenablesomealternativeviewsoftreatment.

Likethefacethehandisonviewinmostculturesallofthetimeandlikethefaceithas

functionsincommunicationandotherfunctions,Theotherfunctionsofthefacearethoseof

thesenseorgansandtheaerodigestivetract,whilstthefilnctionsofthehandareprimarily

asasenseorganandmanipulator・Howeverthesetwoprimaryfunctionstranslateinto

secondaryfunctionsthatarelegioninnumber,rangingfromfeeding,toolmaking,and

grooming,tosexualactivity,nurturing,fightmg,drawing,writmgandcreatingart.

ThehandsandtheirfUnctionareimpossibletodivorcefromtherestoftheupperlmband

fromeachother,andarebestconsideredasasmgleunitwhenjomedinconcertacrossthe

midline,sofOrmingacircularstructureunitedbythehandsand,oppositethem,thelimb

girdle.ManyofthefUnctionsandactionsofthehandareexecutedonlyinconcert,andjust

aswiththefacetheseactionshaverecognisablepatterns.Thushandsthatlacknormal

fOrearmrotationarenoticeablebecauseoftheirawkwardpostureorlackoffluency,and

manytasksrequireasymmetrythatisalsoappreciable.Absenceofsymmetryinthefaceis

immediatelyappreciated,andsoitisinsomeactionsofthehands,fOrinstancepulling,liftmg,

huggingandwashing.

Althoughtheconceptofhanddominancedoesmisleadinsomeareas,themajorityofthe

humanpopulationfavourtheirrighthandsforsomefinerormoreskilledactions.The

proportionof'ilefthandedwpeoplevaries,butisalwayssufficientlysmallfOrthemtobe

identifiedasdifferentfromthemajority,andmthepasttohaveattractedadverseopinions.

Thisisillustratedinthemanywaysinwhichlefthandednessisassociatedwithdarknessor

evilinmythology,andtheLatmwordsinister(le仕)adequatelyconveystheseprejudices.In

manysituationsle仕handednessisnotnoticed,butinsomeitstandsoutstarklyandattracts

attention,oftenbecauseitdoesnotmfit''withthosearoundthesubject.Examplesmsports

includeboxers,cricketbatsmenandtennisplayers.Inmusicthelefthandermayhave
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adaptedinstrumentsandinotherfinepursuitssuchassurgerythisisalsotrue.

Thehumanhandisanevolutionarydistinctstructurethatisinstantlyrecognisableby

otherhumansinitsuniquearchitecture.Thisarchitectureiscontributedtobythecascadeof

thedigitallengths,centringonthecentralray,bytheirevendistributionandbytheopposed

postureofthethumb.

Inadditionthehandhasspecialisedfeaturesthatoccurinaconstantarrangement.These

includethespecialisedpalmarskin,thenails,thedorsalextensileskinandthecreasesof

eachsurface.

ThehandscommunicateinfOrmationaboutthepersoninseveralways.Passivelytheytell

alotabouttheage,gender,andraceoftheperson,aswellasconveyinginfOrmationabout

occupationandhealth.ActivelytheyconveyadjunctiveinfOrmationduringconversationor

speech,andthismaybeformalisedingesturesthatexplainconceptsofaddvalueto

statements.OfcoursetheycanalsosubstitutefOrspeechinthedeafanddumb,(andfOr

sightintheblind).TheycanalsosubstitutefOrspeechingesturesthatareoftenvery

emphaticandculturallydefined.Allofthesemannersandmannerismsarepartofnormal

fluency(thewordmannerderivesfromtheLatinmanusthehand)andaremostnotable

whentheyareabsent.Thusanyimpedimentto!'normal'!handactivityisdysfluentandlikely

todrawattention.Examplesmightincludetheshakingofahandingreetingusingtheleft

hand,theawkwardgraspofapenordifficultyineating,whetherwithorwithout

implements"

ThefOrgoinghasleadtheauthortoconsidertheconceptof!idynamiccosmesisi!inwhich

theadditionofevenslightimprovementinfUnctiontoahandmayencouragetheuseofthat

handorlimb,andsoavoidthestigmaofthehiddenhand.

Inseekingtoimprovethelivesofchildrenwithhandandupperlimbabnormalitieswe

cannotconcentrateinthehandalone,norindeedonthechildalone.Wewillconsiderthe

impactofthechildwithavisibledifferenceuponthefamilyadthemother,andunderstand

howwecanhelptoinfOrmandshapetheactionsoftheparentsandfamilytoallowthem

bettertoacrefOrandunderstandtheirchild.

Wemustconsidertheeffectsofbeingdifferentonthefamilyandthechild,andrecognise

thestrengthsaswellandthechallengesthatthisbrings.WewillconsiderstrategiesfOr

counsellingthefamiliesandchildren,andwhatconstitutesanormalresponsetobeing

diferent・Thisstartswiththereactionofthemothertothebirthofanabnormalchild,and

continuesthroughoutdevelopmentandbeyond.Wewilldiscussthediagnosticand

interventionalcontributionofclinicalpsychologyandtheaimsofsuchcounselling・Wewill

alsoexaminehowthemaladaptedresponsemayberecognisedandwhatdamagemaybe

doneifnotmanaged.

Mostabnormalhandscannotbenormalisedfullyandsomeresiduumofthedifference

(whetherbirthdefectorfollowingtrauma)islikelytopersist.Wewillexaminesurgical

strategiesfOraddressingfilnctionandappearanceandshowthetwoareinseparable.Simple

surgicalruleswillreducethestigmafeltbyourpatients.

AdoptingabehaviourallycentredapproachtothechildIshandenableschoicestobemade
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notsimplyonfunctionalgroundsforreconstruction,andguidesusintimingandthe

indicationsfOrsurgeryaswellasallowingustoplacediferentvaluesonpreviouslyrather

undervaluedaspectsofreconstruction.Italsobecomesapparentthatthestigmaandsothe

treatmentofabnormalitiesinchildrenishandsisculturallydependent,adnotinstantly

transplantableacrosstheworld・Inthecontextofanincreasinglyglobalcultureitis

interestingtospeculatetowhatextentviewsandbothprejudiceandtolerancewill

harmoniseinyearstOcome.Opportunitieswilldeveloptoiniluencethisprocessandwecan

speculatehowthiswillchangehedemandsuponchildrenishandsurgeons.

Theauthorwillalsooffersomeinsightsintothelongtermconsequencesofbemgdiferent,

notallofwhichareadverse,anddiscusswaystoharnessthegoodanddiscardthelessgood.
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2-4-1

3D-CTを用いたDupuytren拘縮の病的腱膜
描出

VisualizationfOrtheAffectedCordsofDupuy-

trenContracturebyThree-DimensionalCom-

putedTomography

'亀岡シミズ病院整形外科，2洛西シミズ病院整形

外科

○大野克記1，石津恒彦2，田村竜一2，

矢津匡也2，福原徹太郎2

【目的】Dupuytren拘縮に対し3D-CTを用いた病

的腱膜の描出を行い,画像所見と術中所見との整

合性を評価すること．

【対象と方法】2002年12月～2009年5月に

Dupuytren拘縮と診断し手術を行った18例中，

3D-CTを施行した9例10手を対象とした年齢は57

歳～77歳,男性8例,女性l例であった.罹患指の内

訳は母指2指,示指l指,中指4指,環指7指,小指9指

で,Meyerding分類ではGradeOが4手,Gradelがl

手,Grade2が2手,Grade3が3手であった.使用機

種は2008年年4月までシングルスライスCT(GE

横河メディカルシステム社）を5手に使用し,2008

年5月以降は16列マルチスライスCT(東芝メディ

カルシステムズ社）を5手に使用した全例3D-CT

を施行後,病的腱膜切除術を行った評価方法は

3D-CTの描出部位と術中所見を比較し,完全に一

致したものを有用とし,一部分が一致したものを

やや有用,一致しないもの（全く描出されないも

の）を無用と評価した．

【結果】シングルスライスCTにおいてgradeOの3

例については無用で,grade2の2例についてはや

や有用であった.16列マルチスライスCTでは

gradeOも含めてすべての症例に有用であった.ま

た術前に認識困難であったcordも描出可能であっ

た

【考察】われわれは3D-CTを用いた手部の腱描出

についてはその有用性を報告してきたが，

Dupuytren拘縮では描出困難としてきた今回

Dupuytren拘縮に対して16列マルチスライスCT

を用いたところ,gradeOを含めた全ての症例で有

用で,術前に認識困難であった病変も描出可能で

あった.3D-CTを用いた病的腱膜の描出は,手術に

おいても術前に適切な皮切デザインを計画でき，

患者への病態説明にも有用と考える．

2-4-2

MRIベース三次元画像再構築を用いた手根

骨および長母指屈筋腱の評価

EvaluationoftheFlexorPollicisLongusTendon

andCarpalBonesUsingMRIBasedThree-

DimensionallmageReconstruction

京都府立医大大学院運動器機能再生外科学（整形

外科）

○赤井敬紀，徳永大作，今井寛

藤原浩芳，久保俊一

【はじめに】関節リウマチ(RA)において長母指

屈筋腱(FPL)の皮下断裂が生じる例がある．そ

の原因として滑膜炎による腱の脆弱化の他に，

FPLと手根骨との機械的摩擦の存在が報告されて

いる．しかし,これまで手根骨とFPLとの立体的相

互関係を描出することは困難であった今回MRI

ベース三次元画像再構築を行い,RAにおける手根

骨とFPLの関係を検討した．

【対象と方法】RAの8例,8手関節（右5関節,左3関

節）を対象とした全例女性で,年齢は2478（平均

553）歳で,Larsengradel2例21例,33例,42例

であったMmの撮像はPhiliPsAcheiva3.0Tを用

いた.3D脂肪抑制T1強調像を3Dgradientsequence

で撮像し,得られたDICOMデータを三次元画像再

構築ソフトウェアに取り込み,僥骨,舟状骨,月状

骨およびFPLの三次元画像を作成した.また手関節

単純X線像でそれぞれのcarpalheightratio(CHR),

ulnarcarpalshiftrado(UCSR),palmarcarpal

subluxationratio(PCSR)を計測した．

【結果】Larsengrade31例,42例の計3例でFPL

は舟状骨遠位部と接触している所見を認めた.非

接触群の平均PCSRが0.21,UCSRが0.13であった

のに対し,接触群の平均PCSRO.24,UCSRO.23と掌

側亜脱臼,尺側偏位のある症例がFPLと接触する

傾向を認めた．

【考察】RA手関節において,手根骨の配列変化に

伴い,FPLが舟状骨遠位部掌側とインピンジする

ことを確認した.本法を用い,腱の皮下断裂が生

じる前に診断し,予防的治療が行える可能性があ

る．
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2-4-3

手根管症候群に対する拡散テンソルMRIに

よる病態診断

DiffusionTenorMRIforCarpalTunnelSyn-

drome

島根大学医学部整形外科

○平松由美子，山本宗一郎，内尾祐司

【目的】手根管症候群における拡散テンソルMRI

の有用性を検討すること．

【方法】MRI装置はSiemens社製l.5T,Flex-Mコ

イルを使用した．手術を要した手根管症候群症例

(以下CTS群)10例10手（女性8例男性2例平均年

齢69.5歳）と正中神経障害の既往がない健常者(以

下健常群）6例12手（男性3例，女性3例平均年齢

32歳）を対象とし，手根管入口部中央部，出口

部での正中神経のapparentdiHUsioncoefHcient

(ADC)とfractionalanisotrophy(FA)について

比較した．

【結果】手根管入口部，中央部，出口部の順で，

CTS群でのADC値は1.25±0.19,1.40±0.13,1.07

r0.24,FA値は0.37±0.05,0.25±0.06,0.34±0.07

であった．健常群でのADC値は1.08±0.14,1.05

ag0.14,1.06±0.18,FA値は0.48±0.04,0.44±0.07,

047±0.06であった.CTS群でFA値はいずれの部

位でも有意に低下し,ADC値は中央部で有意に

上昇していた．さらに,CTS群中,FA値は中央

部で有意に低下し,ADC値は出口部に比し中央

部が有意に上昇していた(p<0.05).

【考察】拡散の大きさを表す拡散係数は水分子の

拡散運動以外に，微小還流や軸索流などによる修

飾が加わっていることが知られており,ADCで

表現される．神経線維が障害を受けると，本来髄

鞘の存在により制限されていた髄鞘方向への拡散

運動が充進し,ADC値が上昇する．また拡散運

動の方向性（拡散異方性）が消失することは，

FA値の低下につながる．

これまでMRIによる手根管症候群の形態学的評価

については報告があるが，今回の研究により，拡

散テンソルMRIを用いることで，形態的な診断

のみならず病態に基づく診断が可能となり，末梢

神経障害を画像で早期に把握できる可能性が示さ

れた．

【結語】手根管症候群の病態評価において拡散テ

ンソルMRIは有用である．

2-4-4

舟状骨骨折の病態

-MRIとCT所見からの検討一

PathologicConditionsofScaphoidFractures

ConsideredfromtheAspectofMagneticReso-

nanceandComputedTomographiclmages

富永草野病院整形外科

○草野望中禮康雄，外川誠一郎，

水谷善弘草野恒輔

【目的】新鮮舟状骨骨折はX線写真のみでは早期

診断に難渋し，病態把握も困難である．我々は

1999年より初診時XPで骨折を認めない不顕性骨

折の早期診断にMRIを，治療方針の決定と治癒確

認のためにCTを用いてきた．その画像所見より

把握できた,bonebrmseを含めた舟状骨骨折の

病態につき述べる．

【方法】1999年から2002年まで加療した舟状骨骨

折ll例と，舟状骨骨折を疑い,MRIで骨折像を認

めた22例（保存療法14例，手術8例）の計33例を

対象とした.MRIは受傷7日以内に施行．平均年

令は22.9(11-59)才，初診XP,MRI,早期CT,

受傷約6週以後の治癒時XPと治癒時CTの所見よ

り舟状骨骨折の病態を検討した．

【結果】初診XPで骨折のある顕性骨折ll例を

typeA,初診XPで骨折を認めず,MRIで骨折像

を認めた22例のうち，治癒時XPで骨折像を認め

た12例をtypeB(不顕性骨折),治癒時XPで骨折

像を認めず一般に骨折とされない10例をtypeCと

した.typeCはCT所見で3つのsubtypeに分けら

れた.C1(CT上骨折):早期CTで骨折あり，治

癒時CTで治癒像あり(7例).C2(CT上不顕性骨

折）：早期CTで骨折なし，治癒時CTで治癒像あ

り（3例).C3(bonebrmse):早期CTで骨折なし，

治癒時CTで治癒像なし(0例)．なおtypeBの手

術例8例の一部は術中操作でClがBとなった可能

性はあるが，いずれにせよtypeA,B,Clの間で，

初診CT所見に顕著な差はなかった．

【結論】l.舟状骨骨折はtypeA(顕性骨折),入射

方向が適切で，他骨との重なりが無ければXPで

診断可能なtypeB(不顕性骨折),C1(CT上骨折）

と,MRIで骨折像を示すがいかなるXPでも診断

が困難なC2(CT上不顕性骨折）と,bonebruise

とすべきC3の5種類に分けられる．一般に骨折と

されないtypeClはA,Bと同様に骨接合術の適応

となるが,typeC2,C3は保存的治療が原則であ

ろう．
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Boxer'sknuckleの診断と手術治療

DiagnosisandSurgicalTreatmentofBoxerIs

Knuckle

駿河台日本大学病院整形外科

○長尾聡哉，長岡正宏永井多賀子､

豊泉 泰洋

【はじめに】boxer'sknuckle(MP関節部矢状索・

関節包損傷）のまとまった報告はほとんどない．

今回,本疾患の治療成績を検討したので報告する．

【対象･方法】症例は30例32指で,性別は男性29例，

女性l例年齢は15～30歳（平均23.4歳）であった．

受傷側は右19例20指，左10例10指，両側l例2指で

あり，受傷指は示指3指中指26指，環指l指，小

指2指であった片側複数指罹患がl例，同一指の

反対側を再受傷し,再手術を要したものが2例あっ

た．僥側受傷13指，尺側16指，両側2指示指伸

筋腱間受傷1指であった．原因競技はボクシング

24例（プロ22例，アマ2例)，空手3例，その他3例

であった全例でMP関節背側に腫脹・圧痛およ

び屈曲時の瘻痛を認めたが，単純X線検査では異

常を認めなかった．伸筋腱脱臼を17指（僥側脱臼

9指，尺側脱臼8指）に合併し，腫脹が強い場合で

も超音波検査で容易に確認できた．受傷から手術

までの期間は0日～1年4カ月（平均4.4カ月)，術

後経過観察期間は1カ月～8年llカ月（平均1年0カ

月）であった

【結果】手術は関節包・矢状索修復術を21指に施

行し,MP関節屈曲位で矢状索を縫合できない13

指に伸筋支帯移植術を施行した．なお，同手術を

行った症例は受傷後25カ月以上経過した例で

あった．全例で元の競技に復帰していた．

【考察】過去の文献では,boxer!sknuckleの診断

は理学所見のみに依存していたが，超音波診断装

置の発展に伴い超音波診断が可能となってきた．

治療は損傷部位の修復を行った報告がほとんどで

あるが，陳旧例では艤痕除去に伴う矢状索欠損の

修復に伴いMP関節が屈曲困難になる例も少なか

らず存在する．今回の検討より，受傷後約2.5カ

月を超える例では修復術で対応できない場合があ

り，われわれの考案した伸筋支帯移植術はこのよ

うな症例の競技復帰に寄与する有用な術式と考え

る．

2-4-6

上腕骨外側上穎炎に対する鏡視下手術の

術後回復過程

PostoperativeRecoveryafterArthroscopic

SurgeryinPatientswithLateralEpichondyhﾛs

(ProspectiveStudy)

'札幌医科大学医学部整形外科，2札幌第一病院整

形外科

○佐々木浩一，和田卓郎，射場浩介，

小笹泰宏青木光広

【目的】当科では,難治性の上腕骨外側上穎炎（以

下，外上穎炎）に対し鏡視下手術を行い，術後成

績は良好であると報告してきた．しかし症状の術

後回復時期ついての報告は少ない．我々は，外

上穎炎の鏡視下手術例の術後症状の回復時期を前

向き研究で明らかにすることを目的とした．

【方法】2008年5月から2009年4月の間に鏡視下手

術を行った外上穎炎5例15肘（男5,女10)の術後

成績を前向きに評価した．手術時年齢は平均45歳

(35-64）であった．手術適応は，6ヵ月以上の保

存療法でも症状が改善しない例とした．鏡視下手

術では，変性したECRB起始部と腕僥関節に陥頓

する滑膜ヒダを切除した評価時期は術前と術後

1カ月，2カ月，3カ月，6ヵ月とした．安静時およ

び労作時瘻痛VAS(100mm),握力（患健比),

JOAscore,DASHを調査した．統計学的解析に

はt検定を行い,p<0.05を有意差ありとした．

【結果】安静時瘤痛VASの平均値は，術前23.6mm

から術後1カ月で8.9mmと有意に改善し，術後3カ

月でほぼ0となった．労作時痙痛VASの平均値は，

術前65.7mmから術後1カ月で303mmと有意に改

善し，術後6ヵ月では23.1mmであった握力（患

健比）の平均値は，術前0.69から術後2カ月で0.84

と有意に改善し，3ヵ月でほぼ一定となった．

JOAscoreの平均値は，術前34.8から術後1カ月で

633と有意に改善した．3カ月で75.6となり，その

後一定となった．DASHの平均値は，術前35.5か

ら術後3カ月で18.1と有意に改善し,6カ月で14.1

となった．

【考察】外上穎炎の肘関節鏡視下手術後，安静時

痛が術後1から3カ月でほぼ消失した．運動時痛は

1カ月後に有意に軽減するが，6カ月でも瘻痛は軽

度残存した．3カ月で握力･JOAスコアが回復し

た直視下法による症状の回復時期の報告と比べ，

早期に瘻痛が改善し，機能の回復が得られた．
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上腕骨外上穎炎に対する伸筋筋膜切開術

の術後成績不良因子の検討

ExtensorFasciotomyfOrLateralEpicondylitisof

theElbow

'香川大学医学部整形外科教室2香川県済生会病

院整形外科

○中村修'，加地良雄'，今泉泰彦'，

山本哲司'，杉田英樹2

【目的】保存的治療に抵抗性のある上腕骨外上穎

炎に対し，伸筋筋膜切開術を施行してきた．その

成績はおおむね良好ではあるが，成績不良例も存

在する．このため，最近では起始部切離術も第一

選択として行なう場合もある．そこでそれぞれの

術式の術後成績と成績不良因子について検討し

た．

【対象】対象は30例33肘男性9例女性21例．右

20肘，左13肘．手術時年齢は平均45.2歳．伸筋筋

膜切開術のみを施行したのは26肘．起始部切除術

を施行したのは7肘あり，その内訳は伸筋筋膜切

開術後に成績不良のため施行したのが4肘，初回

から起始部切離術のみを施行したのが3肘．術後

観察期間は平均1年5カ月であった

【結果】評価はNirschlらの評価法を用いた．伸筋

筋膜切開術の術後成績は優18肘，良7肘，可3肘，

不可2肘であった．起始部切離術は筋膜切開術後

の再手術例4肘を含む，7肘すべて優であった．再

手術例の4肘はすべて重労働就業例であったが，

罹患期間には有意差を認めなかった.また，起始

部切離術のみを行ったうちの2例は，両側罹患例

であり,片側が筋膜切開後に再手術になったため，

初回から起始部切離術を行った．

【考察】伸筋筋膜切開術の目的は短僥側手根伸筋

の緊張を緩め，上腕骨外上穎起始部に加わるスト

レスを軽減することである．局麻下に約15分程度

で施行することが可能で，侵襲が少なく，自験例

でも多くは良好な成績が得られている．十分な効

果が得られなかった4肘はすべて重労働就業例で

あることから，外上顎の伸筋起始部に加わる緊張

が強い症例には効果が得られにくいことが示唆さ

れた一方で，起始部切離術は筋膜切開術後成績

不良例でも効果が認められた．上腕骨外上顎炎に

対する術式の選択は慎重に行なう必要があると思

われた．

2-4-8

陳旧性母指MP関節榛側側副靱帯損傷に対

する手術成績の検討

OperativeResultsofChronicRadialCollateral

LigamentlnjuriesoftheThumbMetacarpopha-

langealJoint

'札幌医科大学整形外科，2札幌医科大学整形外科

○平岩哲郎1，射場浩介2，和田卓郎2，

佐々木浩一2，山下敏彦2

【目的】母指MP関節側副靭帯(RCL)損傷は，

尺側(UCL)と比較して発症頻度が低く，手術

成績の報告は少ない．一方,RCL損傷の保存的治

療後においても運動時の瘻痛と不安定性が持続す

る症例を認める．今回は陳旧性の母指MP関節

RCL損傷に対して手術を行った症例の術後成績に

ついて検討を行った．

【対象と方法】2002年から2009年までに手術を行っ

た，陳旧性母指MP関節RCL損傷,9例9手（男5,

女4）を対象とした．受傷時平均年齢は，33歳で

あり,受傷から手術までの期間は平均3ヶ月であっ

た手術適応は,MP関節榛側に運動時痛を呈す

ること,RCLに圧痛を認めること，尺屈ストレス

にて10度以上の不安定性を有するものとした．術

後平均観察期間は，2年9ヵ月であった．術後評価

は，瘻痛･不安定性の有無MP関節可動域,握力，

ピンチカを測定したDASHを用いた上肢機能評

価と職場復帰状況についても検討した．

【結果】術中所見は，全例でRCL近位側付着部の

嬢痕化と，靭帯緊張の消失を認めた．手術は，嬢

痕組織を切除し，スーチャーアンカーを用いて，

中手骨に再縫着した．9手中8手で短母指外転筋

(APB)の腱成分を半切して，背側を補強靱帯と

して使用した．最終調査時では全例において瘻痛

と関節不安定性は消失し，握力・ピンチカの改善

を認めた．MP関節可動域は平均で伸展6度，屈

曲55度であり，健側と比較して軽度の屈曲制限を

認めた．全例で受傷前の職業への完全復帰が可能

であった．最終経過観察時においても，生活・仕

事上の支障を認めず,DASHスコアは，平均4点

であった．

【考察】陳旧性の母指MP関節RCL損傷の9症例に

おいて良好な術後成績を認めたAPB腱の半腱

を用いた再建術は簡便であり,RCL損傷後の機能

不全症例に対して有用な方法と考える．
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掌側ロッキングプレートで治療した榛骨

遠位端骨折における舟状月状骨靱帯損傷

-後ろ向き研究一

ScapholunatelnterosseousLigamentlnjuryin

DistalRadiusFractureTreatedwithLocking

PalmarPlateFixation-RetrospectiveStudy-

'新潟県立中央病院整形外科，2(財)新潟手の外科

研究所

○金井朋毅l,森谷浩治2,牧裕2,

坪川直人2，成澤弘子2

【目的】掌側ロッキングプレートを施行した僥骨

遠位端骨折例の中で本来治療すべき舟状月状骨靱

帯（以下SLIL)損傷が合併していたか否かを，

後ろ向き研究ではあるが調査検討した．

【対象と方法】2007年1月から12月までに掌側ロッ

キングプレートを施行した45例（男10,女35）中，

術後2年時の追跡調査が可能であった17例（男2,

女15）を対象とした．年齢47～73（平均62）歳，

罹患側は右8手，左9手であった．全例掌側ロッキ

ングプレート固定後に副子やギプス等の外固定が

併用され,その期間は1～6（平均3.2）週であった．

近位手根列背側回転型手根不安定症(DISI)/､

の進行を評価するため術直後と追跡調査時の手関

節側面X線写真で計測した舟状月状骨角(SL角）

や手関節正面X線写真から患・健側間の舟状月状

骨間距離（以下SLgap)を比較検討した．また

追跡調査時のscaphoidsifttest,compression

testでの瘻痛の有無についても調査した検定に

はWilcoxonsigned-ranktestを用いた．

【結果】受傷直後から重度のSLIL損傷合併はなく，

またSL角の有意な経時的変化もなかった(p>

0.05).SLgapは3rnm近い症例も存在したが左右

差なく経時的変化は見られなかった(p>0.05).

全症例でscaphoidsi丘testやcompressiontestで

の瘻痛はなかった．

【考察】本調査ではSLIL損傷合併はなかったか，

軽度SLIL損傷があっても従来通りに外固定を併

用したことでDISI進行を防いだ可能性が考えら

れた．合併するSLIL損傷は手関節鏡をしなけれ

ば正確な評価は困難なため，手関節鏡で評価しな

いのであれば術後一律に外固定を併用した方がよ

り安全と思われる．

2-4-10

舟状月状骨解離におけるGeisslergradeの

意義一第3報：新鮮屍体舟状月状骨解離モ

デルにおける関節鏡診断と動態解析の比

較

ComparisonofArthroscopicEvaluationandMo-

tionAnalysisonScapholunateDissociation

l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札幌第一

病院整形外科

○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】前回の本学会で，新鮮屍体の舟状月状骨

(SL)解離モデルにおいてl～6mmの鏡視下球形

プローベを用いた定量化の試みを報告した今回

鏡視下SL解離と3次元動態解析の関連性について

調査し,SL損傷診断の正確度を比較した．

【方法】未固定標本8上肢を用いて,SL骨間靭帯，

背側手根間靭帯，舟状大菱形靭帯，僥骨舟状有頭

靭帯を順に切離しSL解離モデルを作成した各

stageで3次元計測装置(Polhemus社）を用いて，

中間位の静的SL間距離(S-SLD)と10kgf軸圧を

加えた動的SL間距離(D-SLD)を計測した．手

根中央関節からSL間隙に挿入できる球形プロー

ベの最大サイズを鏡視下SL間距離(A-SLD)と

して記録した各stageのA-SLD,SSLD,D-SLD

の相関検定と,stage間の有意差検定をしたさ

らに各計測法のSL靭帯損傷に対する診断の正確

性をReceiveroperatingcurveの曲線下面積

(AUC)から算出した

【結果】SE配の進行とともにASD,SHD,DHDは

いずれも有意に増加した(I=1MO"Om<OOlpmOm).

stage間の比較ではSL靭帯完全切離時のA-SLDの

み有意に増加した(AA-SLD=2.2±1.1mm).SL

靭帯完全切断に対する診断の正確性はA-SLD

(AUC=0.97,p<0.001),S-SLD(AUC=0.71,p<

0.01),D-SLD(AUC=0.66,p<0.05)の順であった．

A-SLDのカットオフ値をl.7mmとするとSL靭帯

損傷診断の感度は90％，特異度95％であった．

【結論】鏡視下プローベによる動的操作は，軸圧

ストレスによるレントゲン診断よりSL靭帯損傷

を鋭敏に診断できる可能性がある．手根中央関節

からの鏡視でl.7mm以上のSL動的解離はSL靭帯

完全損傷を強く疑ってよい．
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鉤爪手に対する骨間筋機能再建法

(Bulkhalter&Strait変法）の治療経験
BulkhalterandStraitModifiedProcedurefOr

ClawHandDefOrmity

聖マリア病院整形外科

○坂井健介，吉田健治，中村秀裕

【はじめに】今回我々は尺骨神経損傷による高度

かぎ爪変形遣残例に対し，症例数は少ないが

BurkhalterandStrait変法による骨間筋機能再建

を行い比較的良好な結果を得ることができたので

報告する．

【対象及び方法】症例は5例ですべて男性であった．

手術時平均年齢は32.8歳全例，先行する神経縫

合は行われており，その手術より本手術までの平

均待機期間は6.6ヶ月であった．なお，合併症は

同側の正中神経損傷が2例，同側屈筋腱断裂（多

発例を含む）が4例，同側尺骨動脈損傷が3例認め

られており，すべて初回手術時に同じく再建され

ていた.実際の術式はBurkhalterらの方法に準じ，

力源を長僥側手根伸筋腱とし，原則的に移植腱は

同側の長掌筋腱，足底筋腱を適宜選択し,fOur

tailedtendonとなるようにして，近位側は一塊と

して長僥側手根伸筋腱に固定，遠位側はそれぞれ

基節骨中央に固定した．その際オリジナルの

pull-out法とはせず,Mitekboneanchorを用いて

固定した．術後は約4週間外固定とし，以後装具

療法を併用しながら後療法を進めた．術後平均経

過観察期間は7.5ヶ月であった．

【結果】術前，高度なかぎ爪変形と共に障害され

ていたピンチ動作やgraspandrelease等の巧綴運

動は大きく改善し，健側比握力は術前平均21％か

ら術後平均41％まで改善していた．また環，小指

のピンチカは術前ほぼ不可の状態からそれぞれ術

後健側比36％，29％まで改善しており，患者の満

足度は非常に高かった．

【考察】低尺骨神経損傷後の高度かぎ爪変形に対

し，その骨間筋機能の再建を試みたが，本法は非

常にその有用性が高いことが示唆された．実際の

ビデオを供覧するとともに若干の文献的考察を加

えたい．

2-4-12

僥骨神経麻揮に対する腱移行術の工夫：

術後長期成績の検討

Long-TermFollowupofOurOriginalTendon

TransferMethodfOrRadialNervePalsy

'筑波大学大学院人間総合科学研究科臨床医学系

整形外科，2筑波大学附属病院リハビリテーショ

ン部

○原友紀'，落合直之'，西浦康正'，

中島佳子'，沼田織絵2

僥骨神経麻揮に対し腱移行術による手関節・手指

伸展再建を行い，術後長期成績を評価したので報

告する．

【対象および方法】対象は1998年以降当院で手術

を行い，術後1年以上の成績を評価し得た僥骨神

経麻揮症例9例，平均33.3歳で，最終観察期間は

術後平均6年3ケ月（1年2ケ月～ll年4ケ月）であっ

た当科における腱移行術の術式は（1）尺側手

根屈筋腱を用いて示指から小指の伸展を再建(2)

円回内筋腱を長・短僥側手根伸筋腱に移行し手関

節背屈を再建，その際手関節の僥屈偏位を予防す

る工夫として，尺側手根伸筋腱を長・短僥側手根

伸筋腱に縫合し榛尺屈のバランスをとっている．

(3)母指の再建については初期の3例はRiordan変

法に準じ長掌筋腱を長母指伸筋腱に移行したが，

その後の6例は母指の掌側外転の改善を目的に長

掌筋腱を短母指伸筋腱と長母指外転筋腱に移行し

た．

【結果】術後評価は手関節・手指可動域，握力，

上肢機能評価を行った手関節背屈は手指屈曲位

で平均58.3.伸展位平均37.5°で手関節伸展25.以下

の症例はなかった．手指伸展時および手指屈曲時

に15.以上の手関節榛屈曲偏位を認めた症例はl例

であった．手関節中間位での中指MP伸展角度は

平均3.3.であった．母指IP関節の伸展は全例0.以

上であった母指の水平外転角度は1例を除き40.

以上，初期の3症例とその後の6例の掌側外転角

度を比較するとそれぞれ健側比68.2％,77.2％であ

り，後者で優れていた．握力は平均20.3kg,

DASHscoreは平均15.5点,STEF簡易上肢機能テ

ストは平均912点であった．術前より無職の2例

と主婦1例を除く6例は全例現職復帰した．

【結論】我々の術後長期成績は良好であり，術式

の工夫により手関節僥屈偏位の防止と母指掌側外

転角度の増大が認められた．
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母指対立運動中の舟状骨の役割

RoleofScaphoidMotionduringThumbOpposi-

tion

'広島大学大学院保健学研究科運動制御解析科学，

2東京工業大学精密工学研究所，3広島大学大学院

医歯薬学総合研究科整形外科

○砂川融l,小池康晴2,來嶋也寸無3,

中島祐子3，越智光夫3

【目的】母指対立運動は手の機能で最も重要であ

るが,その運動中の母指列の最も近位を構成する

舟状骨の動きについて検討した報告はない.我々

の開発した三次元骨回転角度計測システムを使用

して,母指対立運動中の舟状骨の回転角度を計測

し,その役割について検討したので報告する

【対象と方法】健康成人男性10名の右前腕末梢か

ら母指指尖部までのCT撮影を最大僥側外転位と

最大掌側外転位の2肢位で行ない,得られたデー

タからパソコン上で僥骨,尺骨,舟状骨,大菱形骨，

第1中手骨を三次元構成した.次に僥骨骨軸をz軸，

これと垂直で僥骨掌側面と平行な線をx軸,両軸

と垂直な線をy軸として,2指位間の舟状骨,大菱

形骨,第1中手骨の3軸周りの回転角度を計測した．

回転角度の計測にはEuler角の原理を使用し,x軸

周りでは屈曲を正,y軸周りでは内転を正,z軸周

りでは回内を正として表した．

【結果】平均回転角度は舟状骨のx軸周りで2.5｡,y

軸周りで2.7｡,z軸周りでは-3.5.で,大菱形骨はx軸

周りで2.5｡,y軸周りで0.6｡,z軸周りでは-10｡,第

1中手骨はx軸周りで44.7｡,y軸周りで32.0｡,z軸周

りで15.9.であった．

【考察】以上の結果から,母指対立運動中に舟状骨

はx軸y軸周りでは第1中手骨の動きを修飾する

方向に回転するのに対し,z軸周りでは反対方向

に回転することが判明し，これは舟状骨が対立運

動中に第1中手骨の回転運動を修飾するだけでな

く，軸圧に対する母指列の安定性に寄与している

可能性が考えられた．また舟状骨の回転角度はそ

のままRS関節の動きを,各々の骨の回転角度の差

がそれぞれST関節,CM関節の動きとなり,母指対

立運動中ST関節はほとんど動いておらず,最も動

いているのはCM関節であるが,RS関節も明らか

に運動していることが観察された

24-14

僥骨遠位端骨折に対する変形評価につい

て

Comparisonbetween2Dand3DEvaluationof

DistalRadiusFracture

大阪大学大学院器官制御外科学（整形外科）

○ 三 宅 潤 一 ， 村 瀬 剛 ， 森 友 寿 夫 ，

竹安酉佳倫，吉川秀樹

【目的】僥骨遠位端骨折に対する変形評価は，単

純X線像を用いたpalmartilt(以下PT)とradial

angle(以下RA)が，それぞれ掌背屈，榛尺屈評

価に広く用いられる．正面像でのRA計測では，

僥骨遠位を三角形の形状として捉えることで評価

を行う．しかし，単なる背屈変形のみの場合でも

三角形の鋭角は小さくなり，見かけ上RAが減少

する可能性があるなど，2次元評価は必ずしも正

確とはいえない．一方CTデータを用いた画像処

理ソフトの革新に伴い，変形に対する正確な3次

元評価が可能となってきた．本研究の目的は，僥

骨遠位端骨折に対する単純X線像による評価法

(PT,RA)を検証することである．

【対象と方法】僥骨遠位端骨折変形治癒20例（平

均51歳）を対象とした．まず単純X線像でPT,

RAを計測し，患健側差を2次元評価による変形角

度とした．次に両側前腕全長のCTデータから3次

元コンピューター骨モデルを作成し，患側骨モデ

ルと健側の鏡像骨モデルとを重ね合わせることで

変形量を3次元的に定量化した．2次元評価と3次

元評価の結果を比較検討することで，2次元評価

の正確性を検証した．

【結果】2次元評価による変形角度は背屈37（12～

75）。，僥屈13（-9～47）。で，3次元評価は背屈

31(7～56)｡,僥屈11(-5～27)。であった背屈，

僥屈ともに各評価間で相関を認めた(R=0.87,P

<0.05;R=073,P<0.05)が，評価間で20.以上の

差を認めた症例が3例存在し，これらは40.以上の

高度背屈変形を有する症例であった．平均評価間

差異は背屈で7｡±5.9.,榛屈で6｡±5.9.であった

【まとめ】単純X線像による評価は概ね信頼出来

るが，背屈で平均7.,僥屈で平均6.の誤差が生じ

る．特に高度変形を有する症例は注意を要し，正

確な評価を行うには3DCTによる3次元評価が望

ましい．

-S188-



2-4-15

僥骨遠位端骨折後の背屈変形が遠位僥尺

関節の安定性に及ぼす影響

TheEHectsofDorsallyAngulatedDistalRadius

FracturesonDistalRadioulnarJointStability

慶應義塾大学医学部整形外科学教室

○齊藤毅，中村俊康，佐藤和毅

戸山芳昭，池上博泰

【目的】僥骨遠位端骨折の合併症として,遠位僥尺

関節(DRUJ)障害の重要性は認識されているが，

僥骨背屈変形の程度とDRUJの安定性の関係につ

いて調べた研究は少ない.今回我々は,僥骨背屈

変形がDRUJの安定性に及ぼす影響について生体

力学的に検討した

【材料および方法】上肢新鮮屍体7肢を用いた.肘

関節屈曲90.で上腕骨と尺骨を固定した.僥骨背

屈変形角度を10.ごとに変えられる自家考案のプ

レートを榛骨に固定し,DRUJの近位部で僥骨に

骨切りを行った荷重試験機で僥骨に掌背側方向

の変位を1.25mm/secの速度で加え,その際の変位

一荷重曲線からDRUJのstiHnessを計測したさら

に僥骨遠位端を30.まで10.間隔で背屈変形させ

stifrnessの変化を中間位,回内外60.位で計測した．

僥尺靭帯(RUL)損傷の影響を調べるために，

RUL正常,小窩でのRUL部分切離,RUL全切離の3

条件で計測した統計解析はone-wayANOVAを
用いた．

【結果】RULが正常な状態では,20.以上の背屈変

形で回内位における榛骨背側（尺骨掌側）方向の

stiHnessが有意に低下したRUL部分切離では，

10．以上の背屈変形で中間位,回内位における僥

骨背側方向のstiHnessが有意に低下した.RUL全

切離ではすべての背屈角度で回内位における榛骨

掌側方向，回外位における僥骨背側方向の

stiHilessが著しく低下した特に,20.以上の背屈

変形では，すべての肢位で僥骨掌背両方向の

suhessが有意に低下した．

【まとめ】以上の結果よりRULが正常な状態でも，

20.以上の僥骨の背屈変形は回内位でDRUJの不

安定性を生じることが示されたRUL部分損傷

の場合には,10.以上の背屈変形があれば矯正し，

さらにDRUJ不安定性が残存すればRULの修復を

考慮する.重度のRUL損傷がある場合には,10°以

上の背屈変形を矯正し，さらに靭帯の修復が必要

である．

2-4-16

肘関節肢位と内反ストレスが短僥側手根

伸筋起始部の腱損傷に関与する
PositionandVarusStressoftheElbowlnduces

TendonlnjuryoftheOrigintheExtensorCarpi

RadialisBrevis

'自衛隊札幌病院整形外科，2札幌第一病院整形外

科，3札幌医科大学保健医療学部理学療法科，4札

幌医科大学医学部整形外科

○田中祥貴l,青木光広2,泉水朝貴3,

和田卓郎4，山下敏彦4

【目的】解剖学的研究で腱起始部に伸張や摩擦に

よる機械的ストレスが生じることが観察されてお

り，このストレスがテニス肘の原因と考えられて

いる．しかし，肘関節肢位や手関節伸筋群の伸張

負荷が機械的ストレスに与える影響については明

らかでない．今回我々は腱起始部に生じる接触圧

を測定し，肘関節肢位や手関節伸筋群による伸張

負荷が腱起始部の機械的ストレスに与える影響に

ついて検討した．

【方法】新鮮標体8体（8肘）を用いた．円盤型

小型圧センサ(6mmxO.8mm;共和電業社製）

を上腕骨外上顎頂部よりlcm遠位で上腕骨小頭外

側面上に設置し，伸筋共同腱と上腕骨小頭外側面

に生じる接触圧を測定した．手関節自動伸展運動

を想定して長僥側手根伸筋(ECRL)腱短僥側

手根伸筋(ECRB)腱または総指伸筋(EDC)腱

にそれぞれ19.6Nの牽引負荷を加え，それぞれの

筋の収縮が接触圧に与える影響を比較した．また

腱負荷時に肘関節屈曲肢位(0,30,60,90度),前

腕回旋肢位（回内位,中間位)，内反ストレス負荷

(なし，前腕自重，前腕自重+1.96Nm)を設定し，

これらの肢位が接触圧に与える影響を比較した．

【結果】EDC腱に牽引負荷を加えた時よりも

ECRL腱またはECRB腱に牽引負荷を加えた時に

接触圧は有意に増加した(p<0.05).肘関節屈曲

60,90度より屈曲0,30度で，前腕中間位より前

腕回内位で接触圧は有意に増加した(p<0.05).

さらに内反ストレス負荷時にも接触圧は有意に増

加した(p<0.05).

【考察】伸筋共同腱起始部に生じる機械的ストレ

スは従来から言われているようにEDCではな

くECRLまたはEC冊の収縮が主に関与している

ことが示唆されたまた肘関節肢位や内反ストレ

スも関与していることが示され，テニス肘の発生

原因の解明と予防に有用であると考えた.．
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Semi-constrainedTotalElbow

Arthroplastyの治療成績
OutcomesofSemi-constrainedTotalElbowAr-

throplasty

'三重大学大学院医学系研究科運動器外科学，2済

生会松阪総合病院整形外科，3名古屋大学大学院

医学系研究科手の外科学

○里中東彦'，辻井雅也1,飯田竜2,

平田仁3，須藤啓広』

【目的】本邦ではsemi-constrainedtotalelbowar-

throplasty(TEA)は第一選択としてあまり行わ

れていないが,LitleらのKudo,Souter-Strathclyde,

Coonrad-Morreyの3種類のTEAを比較した報告で

はsemi-constrainedtypeであるCoonrad-Morreyの

治療成績は他と遜色のない良好なものであった．

われわれはすべての適応症例に対しsemi-con-

strainedTEAを行っており，今回その治療成績に

ついて報告する．

【対象と方法】2006年～2008年に手術を行った5例

6関節で,関節リウマチ2例3関節先端巨大症性関

節症l関節,Charcot関節1関節上腕骨類部粉砕骨

折後偽関節l関節であった.全例女性で,平均年齢

は74歳,平均経過観察期間は22ヶ月であった.手

術はCoonrad-MorreyTEAを使用し,5関節で

sternを切断して挿入し,上腕骨穎部の整復固定は

行わなかった．これらの症例について術前後の可

動域JOAscore,X線像におけるimplantの

loose血gの有無合併症の有無について調査した．

【結果】5例6関節の平均では,JOAscoreは術前22

点から術後82点に改善し,改善率は78％で,特に痙

痛項目の改善が術前3点から術後28点と顕著で

あった．平均可動域は術前の伸展/屈曲が-20.

/107°から術後-17｡/120.で,屈曲域の改善が認め

られた.X線上,implantのloosenmgはすべての症

例で認められなかった術中術後の合併症はなく，

手指,手関節の機能障害も認めなかった．

【考察】non-constraiedTEAでは正確な手技の習

熟が治療成績に大きく影響するが,Coonrad-

MorreyTEAではsemi-constrainedtypeであるた

め靱帯バランスを調整する必要がなく，術者によ

る手術成績の差が少ないという利点がある．しか

し日本人女性にはimplantが適合しにくいこと，抜

去が困難であることなどの問題点もあり，今後の

長期的な注意深い経過観察が必要である．

2418

長母指伸筋腱皮下断裂症例の検討

SubcutaneousRuptureofExtensorPomcisLon-

gusTendon

安城更生病院整形外科

○ 原 龍 哉 ， 浦 田 士 郎 ， 田 中 健 司 ，

中 野 智 則

【目的】当科で治療を行った長母指伸筋腱（以下

EPL)皮下断裂症例を検討すること．

【対象及び方法】2002年5月～2009年7月までに当

科で治療を行ったEPL皮下断裂症例22例(RAを

除く）を検討の対象とした．男性9例，女性13例

平均年齢59歳（26～81歳)，再建術を施行した症

例13例，保存的治療を行った症例9例．これらの

受傷機転，骨折型，骨折線の位置受傷からEPL

断裂までの期間，再建術の方法と術後成績を検討

した．

【結果】受傷機転は，僥骨遠位端骨折18例（保存

的治療後:15例，手術後:3例）原因不明2例，手

関節炎l例,重労働後瘤痛が持続した後の断裂1例．

骨折型はColles骨折4例,Smith骨折1例，転位の

ない骨折が10例．骨折線の位置は黒澤らの方法に

準じて測定し平均8.4mm_受傷から断裂までの期

間は平均41日で，僥骨遠位端骨折保存的治療後の

症例は平均33.3日（転位有：39.6日，転位無：302

日)，僥骨遠位端骨折手術後の症例は平均87.3日．

再建術は全例固有示指伸筋腱（以下EIP)移行術

を施行し，術後成績はRiddelの評価基準で

excellent9例,goodl例,fair3例であった．

【考察】当科ではEPL皮下断裂症例に対して，全

身状態がよければ原則的に手術を勧めている．し

かし，22例中9例は患者自身が手術を望まれずに

保存的治療となった．これは短母指伸筋腱の代償

能が働くことや，非利き手である場合はADLを

大きく損なわないことが理由として考えられた．

自験例において,EPL皮下断裂症例は転位の少な

い榛骨遠位端骨折保存的治療後に多くかつ早期に

断裂したという結果となり，これまでの報告と同

様であった．また，再建術は全例EIP移行術を施

行し，術後成績は良好であった．
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当院におけるDupuytren拘縮手術の検討
ClinicalStudyofDupuytrenContractureSur-

gery

埼玉成恵会病院埼玉手の外科研究所

○友枝裕人，児島忠雄，福本恵三，

桑原眞人，篠根理孝

【緒言】Dupuytren拘縮は本邦でもまとまった報

告が散見されるようになった我々は，埼玉手の

外科研究所でDupuytren拘縮と診断された110例

の中で手術を行った76例の成績をまとめ術中所見

を交え報告する．

【症例および方法】当研究所が開設した1997年4月

から2009年7月までの110例138手（男82例103手，

女性28例35手）うち，手術を行った76例87手（男

性57例65手，女性19例22手）手術時平均年齢64.9

歳(16～85)であった手術は伝達麻酔もしくは

全身麻酔下でtotalあるいはsubtotalfasciectomy

を行った．

【結果】Tubianaでの術後評価を行った．経過不

明の2例を除き,verygoodが18例,goodが28例，

fairがlfl,poorが0例であった．術中cord所見で

はcentralcordのみならずnatatorycord,小指外

転筋腱膜のcord化,tranSversecord,septaof

LegueuandJuvara(SLJ)のcord化などを認めた

また，母指側の罹患例や術後合併症のついても述

べる．

2-4-20

Dupuytren拘縮再発例の検討
ClinicalResultsofDupuytrenIsDiseaseinRe-

currenceCasesafterSurgery

'佐倉整形外科病院千葉手の外科センター，2千葉

市立青葉病院整形外科，3千葉大学付属病院整形

外科

○阿部圭宏1,江畑龍樹1,徳永進1,

六角智之2，國吉一樹3

【諸言】Dupuytren拘縮再発例は，治療に難渋す

ることが多いが，本邦において再発例のみを対象

とした報告は未だ無い．海外の報告では

Dupytrenisdiathesisとの関連が述べられているが，

本邦においても当てはまるか,また再発に対する，

再手術の成績も併せて検討した．

【対象と方法】演者らの施設で治療した22例29手

31手術を対象とした．男性20例，女性1例，初発

時年齢平均55歳であった．

【結果】初回手術時の罹患指は小指22手,環指12手，

中指3手，示指6手，第一指間部9手であり，広範

に罹患した例が多かった．手術から再発までの期

間は2ヶ月から5年であり，31手術中,24手術は6ケ

月以内に再発していた．再発側は左13手，9手術，

右16手,13手術であった．再発指は小指が25手，

環指3手であった．10例に糖尿の合併あった．両

側罹患は全例，僥側罹患は15例,knucklepadの

合併14例,planter6brosisの合併11例，家族歴の

合併2例と強いDupuytrenisdiathesisを有する症

例が多かった再発に対する再手術はlimited

fasciectomyが13手術で,dermofascietomyが8手

術,amputaionl手術でlimitedfasciectomyl3手術

中は12例が再再発を起こしていた．

dermofascietomy8手では2手に，拘縮を伴わない

minorrecurrenceが見られたが，屈曲拘縮を伴う

cordの再発はなかった.limitedfasciectomy後の

再手術，および再再手術として施行した

dermofascietomy2例で，術後指尖部の血行障害

を発生した．

【考察】Dupuytren拘縮再発例のほとんどは，若

年発症，両側罹患,ectopiclesion,家族歴の合併

などDupuytrenisdiathesisを示していた．再手術

としてlimitedfasciectomyの成績は極めて悪<,

diathesisの強い例には初回再手術ともに，

dermofascietomyを積極的に行うべきと考えられ

た．
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Dupuytren拘縮に対する小切開開放療法
-Z形成を用いた閉創療法との比較一

OpenPalmTechniquefOrtheDupuytrenIsCon-

tracture-ColnparisonwithCIosedTechnique

UsingZplasty-

大阪医科大学整形外科

○白井久也，植田直樹渡辺千聡，

河上剛，木下光雄

【目的】近年,Dupuytren拘縮に対する手術として

新しい創傷被覆材を用いた創部開放療法が注目さ

れているが,一期的閉創療法と治療成績を比較し

た報告は少ない．これまで,我々はcord上の縦皮

切にz形成を加えた閉創療法を行ってきたが，

2007年からは小切開による開放療法とこれまでの

閉創療法を並行して行っている．今回両術式の

治療成績を前向きに比較検討した

【対象と方法】対象は過去2年間にDupuytren拘縮

に対して病的腱膜切除術を行い,6カ月以上経過

観察した14例である.平均年齢は68歳で罹患指は

全例環指と小指であった開放療法を施行した5

例6手は複数の小さな横切開で部分的腱膜切除を

行い,術直後はアルギン酸塩被覆材で創を覆い，

その後はハイドロコロイド被覆材を用いた．うち

3例には反対側にも手術を行い，閉創療法を行っ

た.閉創療法9例はZ形成で一期的に創を閉鎖した．

術後の瘻痛レベル,創治癒までの期間可動域の

改善率術式に関する問題点を比較した．

【結果】手術時間は開放療法で平均33分,閉創療法

で74分であり，統計学的な有意差を認めた開放

療法での上皮化の完了は平均26日，閉創療法での

抜糸までの期間は平均13日であり，その差は有意

であった.創部痛は両療法で明らかな差はなかっ

た.石川らの拘縮改善率は開放療法で84％，閉創

療法で86％であった．両手に開放と閉創療法を

行った3例のうち,2例は開放療法を,1例は閉創療

法の方がよかったと答えた．

【考察】開放療法は手術時間は短いが,創処置を要

する日数は閉創療法の約2倍であった．閉創例で

spiralcordに指神経を巻き込んでいた例があり，

基節レベルでcordが片側を走行している場合は小

切開法では危険であることがわかった小切開開

放療法はspiralcordが主病変でなく，局麻での短

時間手術を望む例はよい適応と考える．

2-4-22

Dupuytren拘縮の治療成績
TreatmentofDupuytrenisContracture

'高知大学整形外科，2フレッククリニック

○中島紀綱'，谷脇祥通1，谷俊一'，

貞廣哲郎2，野口政隆2

【目的】Dupuytren拘縮手術における皮層縫合に

関しては,V-Y形成術やZ形成術による一期的皮

層縫合や,開放療法など様々である．今回我々は，

当院および関連施設で行われたDupuytren拘縮手

術における治療成績を調査したので報告する．

【対象および方法】対象は1996年から2009年に手

術を施行した44例50手であり，男性41例46手,女

性3例4手，手術時年齢は39～84歳（平均64.8歳）

であった．一期的に皮層閉鎖したものが11例12手

であり，開放療法を行ったものが33例38手であっ

た.術前の重症度評価にはMeyerdmg分類を用い，

gadeOは0手,gradelは8手,grade2は21手，

grade3は19手,grade4は2手であった．術後経

過観察期間はl～100(平均15ヵ月）であった術

後成績は臨床成績についてはTubianaの術後評価

基準を用いて評価し，指ごとの関節可動域の改善

率，合併症について調査を行った．

【結果】3ヶ月以上経過観察が可能であった36手で

は再発例はなく,Tubianaの術後評価で優8手，

良26手，可l手，不可1手であったTotal

extensionlossは全体では術前平均60.9.が術後平

均17.2.で改善率は78.6%であった．罹患の多い環

指・小指を関節別に検討したところ,MP関節は

何れも100%以上の改善率であったのに対して，

PIP関節では改善率が50%程度に止まっていた．

感染・皮膚壊死などはなかったが，指神経損傷を

2例に認めた．

【考察】Dupuytren拘縮の成績不良因子として複

数指罹患強度の拘縮小指PIP関節拘縮,糖尿病，

足底線維腫，家族内発生などがあげられるが，今

回の検討ではこれらの因子にもかかわらず，おお

むね良好な成績であったしかし,PIP関節の拘

縮は成績が不良であり，今後更なる検討が必要で

ある．また，開放療法ではMP関節の伸展は良い

が，屈曲制限が出現する症例が散見され検討の余

地があると思われた．
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外傷歴の無い前腕回内位拘縮の治療経験
SurgicalTreatmentfOrPrOnationoftheFore-

armContracturewithoutanyHistoryofTrau-

Ina

'慶應義塾大学医学部整形外科，2国立成育医療セ

ンター整形外科

○福岡昌利'，中村俊康l,高山真一郎2,

戸山芳昭1,池上博泰！

外傷歴の無い前腕回内位拘縮に対し，手術加療で

可動域の改善が得られた3例を報告する．

【症例】男性3例，初診時年齢は12歳～30歳，患肢

は左3例（すべて非利き腕）であった．既往歴は

脳性麻痒がl例であった．明らかな誘因無く幼少

時より前腕回内位拘縮を認めていたが，医療機関

への受診はしていなかった．生活時の手の使いづ

らさを自覚し初診となった前腕の回外可動域は

2例で0度,1例では45度と制限を認めたが，その

他の可動域制限はなかった単純X線で遠位僥尺

関節は背側亜脱臼していたが，関節造影,MRIで

はTFCCに明らかな異常は認めなかった．

【術式】尺骨模状回旋骨切りを行い尺骨の軸を矯

正後遠位僥尺関節剥離，骨間膜膜様部および骨

間膜腱様部の切開も追加した．この時点での獲得

可動域は軽度であったためTFCCの尺骨小窩部の

切離，抵抗の強かった腕僥骨筋の僥骨付着部の切

開および第1コンパートメントの開放を行った．

【結果】術後平均経過観察期間は5年で，その際の

回外可動域は平均53度(45-60度）と著明に改善し，

かつ回内可動域は維持されていた．痙痛，関節不

安定性を認めず，患者の満足度はきわめて高かっ

た

【考察】回内位拘縮は上腕での代償が効かず日常

生活での不自由を訴えることが多いが，今回の検

討では12～30年と医療機関への受診までの期間が

長かった．手術の際，骨性アライメントの矯正の

みでは回外可動域の獲得は不十分であり，遠位榛

尺関節包骨問膜膜様部，骨間膜腱様部TFCC

尺骨付着部，腕僥骨筋付着部の剥離，伸筋支帯第

1コンパートメントの開放などの軟部組織の処理

を要した術後は長期間にわたって回外が可能に

なり，患者の満足度は高かった．

2-4-24

乳幼児手熱傷の疫学的検討

EpidemiologicalStudyofHandBurnsinlnants

東京医科大学病院形成外科

○柴田大，松村－，渡辺克益

【はじめに】熱傷は乳幼児が遭遇する手の外傷の

中で,最も頻度が高いものの一つである．電化製

品など熱傷原因の検証がなされ,その発生を予防

すべく各施設で啓蒙活動が行われてきたしかし

昔とは生活様式が変わり，熱傷原因も昔とは様変

わりしつつある．そういった中で今一度乳幼児手

熱傷の原因,特徴,手術適応となった症例を検討

し,若干の文献的考察を加え報告する

対象および方法2005年4月から2009年9月までに

当科を受診した0歳から5歳までの69例の乳幼児手

熱傷患者を対象とした．上皮化の遷延がなければ

保存的に創閉鎖し,拘縮の二次手術をする方針と

した．

【結果】受傷年齢としては1歳児が34人と最多で

あった．受傷原因としては熱個体への接触が38人

と最多でj次いで熱液体,熱い蒸気,火炎への接触

の順であった．全ての症例が保存的治療にて上皮

化し,その期間は平均で12.1日であった．上皮化

後に手指の肥厚性嬢痕をきたしたものが2人,懐

痕拘縮をきたしたものが4人であった．そのうち

手術加療を必要とした症例は3人で,いずれも全

層植皮術を行った．この中の1例は植皮後に再度

拘縮をきたしZ形成による嬢痕拘縮形成術を行っ

た．拘縮をきたした熱傷の原因として熱い蒸気に

よるものが3人と多かった．

【考察】小児における熱傷の受傷状況は,小児の運

動的・知的発育と密接な関連を持つと同時に小児

を取り巻く環境や生活様式に大きく影響を受ける

といわれている．受傷原因には間接照明の電球な

ど今までの報告になかったような物も増えてきて

いる．しかし以前からの報告と同様に熱い蒸気に

よる手熱傷が嬢痕拘縮をきたし易い事に変わりは

なかった．炊飯器やポットなどの熱い蒸気を噴出

させる電化製品の取り扱いに注意することで手術

適応となる乳幼児手熱傷患者を減らせると考えら

れた．
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重傷熱傷における手指熱傷に対する早期

鋼線刺入と術前他動可動域訓練

PreoperativePinningandPassiveExercisefOr

BurnedHandinExtensiveBurn

北里大学医学部形成外科・美容外科

○根本充，柏木慎也，秋本峰克，

熊澤憲一，内沼栄樹

【はじめに】我々は早期手術が困難な重傷熱傷の

手指熱傷に対して予め術前より鋼線を刺入して

intrinsicplusposi廿onの保持と他動訓練による拘

縮の予防を行っているので報告する．

【対象と方法】対象は1998年1月から2007年12月の

10年間に手指の深達性II度またはIII度熱傷を伴っ

た熱傷指数15以上の重傷熱傷とした．受傷後7

日以内にKirschner鋼線でIP関節を伸展位で固定

し，母指対立位とし,手術まで1日20～30分程度

の他動運動訓練を行った症例を早期鋼線刺入群と

した．受傷後8日以降の手術時から鋼線刺入を

行った群と関節可動域，手指変形，手内筋拘縮，

母指内転拘縮の程度，鋼線刺入による骨髄炎の有

無などについて比較検討した．

【結果】早期鋼線刺入群は17例20手，手術時から

の鋼線刺入群は16例21手であった．平均刺入時期

は受傷後2.8日と19.6日，平均刺入期間は25.5日

と144日であった．示指から小指のMP関節の可

動域の中央値は42.3°と31.8.であった(p=0.04).

指変形は早期鋼線刺入群の10例12手，手術時から

の鋼線刺入群の12例14手にswanneck変形または

buttonhole変形が見られた．母指内転拘縮は早

期鋼線刺入群1例l手，手術時からの鋼線刺入群7

例8手に拘縮を認めた(p=0.02).また，鋼線刺

入部から骨髄炎を来すような深部感染は認めな

かった．

【考察】早期鋼線刺入と他動訓練を併用すること

で示～小指MP関節可動域，母指外転機能は改善

したが，長く固定しておくことの関節固定効果に

よるIP関節の可動域制限が課題として残った．

この関節固定効果は手指変形を防止するほどの効

果はなく，手指変形の減少には至らなかった．

手指変形をきたすような深達性熱傷では伸筋腱機

構の損傷程度に応じて固定法や固定期間を変更し

ていくことが必要である．
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手の外科における痛みの問題
ProblemsofPainintheHand

平田仁

名古屋大学大学院医学系研究科手の外科学

急速な社会構造の変化に伴い労災や交通事故による上肢外傷患者数は大幅に減少し，代わっ

て変性疾患や神経障害患者を取り扱う機会が増加してきた．これらの患者では癌痛を主訴とす

ることが多く，個々の病態における発痛メカニズムの理解と，それに基づく治療戦略の確立が

求められている．しかし，過去10年間の日手会において発痛メカニズムに関する議論は極めて

乏しく，此処に日手会の今日抱える問題点が露見しているように思われる．

最も遭遇する変性疾患とはHeberden結節,Bouchard結節，母指CM関節症に代表される手

の変形性関節症である.WilhelmHeberdenの報告以来これらは基本的に無症候性と広く信じ

られてきたが,ACRやEULARによる集学的研究は長期間に亘り痛みを訴える一群がおり，こ

れら重症例にみられる手の機能障害は関節リウマチに匹敵すると認識されるようになった．最

も頻度の高い末梢神経障害である手根管症候群はBostonCTSquestionnaireに代表される疾患

特異的評価表の導入により患者の手術を受ける動機の殆どが痛みを含む感覚異常であることが

明らかとなった．同様にDASHに代表される上肢能力評価の導入とEBMに基づく臨床研究の

広がりは僥骨遠位端骨折患者の多くが解剖学的整復位での治癒にも拘らず長期間にわたり手関

節痛を遣残していることを明らかとした．最も治療に難渋する瘻痛疾患であるCRPSに関して

は統計学的手法の導入により疾患概念が明確になるに従い痛みだけではなく様々な運動異常が

高頻度に出現していることが明らかとなってきた．この講演ではこれら上肢疾患における痛み

のメカニズムを解説し，新たな治療展開の状況を紹介する．

-S195-



24-26

姉妹に発症したキーンベック病の検討

TwoFemaleSiblingswithKienb6ckisDisease

'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,國吉一樹2,橋本健】

【目的】キーンベック病の発症要因については未

だ不明な点が多い．その病因解明を複雑なものに

しているのは，外的因子と内的因子が混在してい

るためと思われる．我々は4姉妹中2姉妹3手関節

に発症した非常に稀な家族内発症例を経験し，今

回は内的因子の一つである骨形態についてX線像

をもとに検討した．

【対象と方法】4姉妹は現在27,26,23,18歳であ

り，キーンベック病を発症したのは長女（両側)，

四女（右側）であったそれぞれの発症時年齢，

stageは14,16,16歳および3b,3b,3aであった．

4姉妹はSLE等の系統疾患罹患歴，ステロイド使

用歴はなく，小学校低学年から高校まで柔道を続

けていた．またキーンベック病を発症した3手関

節に明らかな外傷歴はなかった．これら4姉妹の

手関節X線像よりulnarvariance(UV),radial

inclination(RI),lunatetiltingangle(LTA),

lmateheight(LH),lengthofdistalfacet(DF),

lUnatediameter(LD),carpal-ulnardistance

ratio(CUDR),palmartiltingangle(PTA),

scapho-lunateangle(SLA),radio-scaphoid

angle(RSA),radio-lunateangle(RSA),

medialfacetの有無等について調査し,キーンベッ

ク病発症群，非発症群に分け比較検討した．

【結果】両群間に有意差が出たのはUV,LH,

CUDR,SLA,LTAであった．

【考察】今回姉妹という血縁環境生活環境そし

て幼少時より柔道を行っていたという手関節に負

荷がかかる環境もほぼ同一という条件の中で，

キーンベック病発症群と非発症群の間で骨形態に

関して差異が生じるかを調査した．そして5項目

に有意差を認めたが,UV以外は月状骨の圧潰変

形に伴うものである可能性が高く，今回の結果で

はキーンベック病の発症要因に関わるものとして

考えらるのはUV,すなわちminusvarianceのみ

であった．

24-27

キーンベック病におけるMRIと組織学的所

見の比較

CorrelationHistopathologyandMagneticReso-

nancelmagingofKienb6ckisDisease

'キッコーマン総合病院整形外科，2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1，西浦康正2，原友紀2，

落合直之2

【はじめに】キーンベック病のMRIは，月状骨が

一様にT1強調像で低信号を呈することが多く，

早期診断には役立つものの，組織像の詳細な把握

は困難である．また,MRIと組織像を同じスライ

スで比較検討した報告は少なく，マイクロスコ

ピーコイルを用いたものはない．キーンベック病

における組織学的所見をマイクロスコピーコイル

を用いて撮像したMRIと比較することが，本研究

の目的である．

【対象および方法】Lichtman分類Stage3Bの6例．

男性3例・女性3例年齢は21～65歳（平均38歳)．

術前に47mmマイクロスコピーコイルを用い，冠

状断像においてプロトン強調(PDW)とfast

fieldecho(FFE)を撮像した．撮像条件は，

FOV50mm,スライス厚1.5mm,スライス間隔

0.1mmとした．治療として手根骨間固定術を4例，

腱球移植術を2例に行い，摘出した月状骨を脱灰

組織標本とし,HE染色を行った．

【結果】MRIでは月状骨は掌背側方向に8スライス

観察でき，ほぼ一致するレベルでの組織切片の作

製が可能であった組織学的所見では，6例とも

中央部での骨壊死像が強く，背側または掌側で一

部骨梁構造や脂肪髄が見られたPDW像では，

中央部は一様に低信号，背側または掌側では，組

織像において骨梁構造や脂肪髄が存在している部

分とほぼ一致して高信号の領域を認めたFFE

像では，一定の組織学的所見との一致は得られな

かった．

【考察】TrumbleらはBiopsyした硬組織6例におい

て,MRIと組織像の一致を述べた一方で，

Hashizumeらは摘出した月状骨の硬組織10例にお

いて，部分的不一致を報告し，その理由として

MRI画質の問題を指摘している．自験例では，月

状骨の脱灰組織6例において,PDW像と組織像は

一致していた．
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キーンベック病に対する榛骨短縮骨切レノ

術の力学的効果-Invivo力学的解析一

BiomechanicalEHectsofRadialShorteningOs-

teotomyonKienb6ckIsDisease-InVivoBiome-

chanicalAnalysis-

'北海道大学医学部整形外科，2北海道大学大学院

工学研究科

○真壁光'，岩崎倫政l,大泉尚美1,

三浪明男1,但野茂2

【はじめに】僥骨短縮骨切り術は，キーンベック

病に対し有用な術式であるが，実際の患者生体内

における力学的効果は未だ不明である．本研究の

目的は，僥骨短縮骨切り術前後の僥骨手根関節

(RCJ),ならびに遠位僥尺関節(DRUJ)におけ

る応力分布の変化をCT-osteoabsomtiometry法に

より推測し，キーンベック病に対する本術式の生

体内力学的効果を明らかにすることである．

【方法】対象は，キーンベック病に対し僥骨短縮

骨切り術を行った男性6名6手（平均年齢298歳)．

術前および術後フオローアツプ時（13～43ケ月，

平均25.7ケ月）のCTimagedataを用いて僥骨

RCJおよびDRUJ関節面の軟骨下骨層の骨密度を

測定し，解析を行った(CTosteoabsorptiometry

法)．これにより，関節面の長期荷重条件下での

応力分布が推測される(Pauwelsetal).定量評

価は,RCJ全体，舟状骨窩，および月状骨窩では

CT値1000HU以上,DRUJでは800HU以上の高

密度領域の全面積に対する比率をhigh-density

arearatio(HAR,%)として算出し，手術前後で

の変化を比較検討した．

【結果】術後RCJの軟骨下骨層の骨密度分布は舟

状骨窩,月状骨窩ともに減少していたRCJ全体，

舟状骨窩，月状骨窩におけるHARはそれぞれ

62％，60％，66％減少していた.DRUJでは同分

布の変化には一定の傾向は認められなかった．

【考察】本解析結果より，榛骨短縮骨切り術は実

際の患者生体内において月状骨除圧効果を持つこ

とが示唆された．舟状骨窩軟骨下骨層の骨密度も

減少していることから，その除圧効果は応力が尺

側方向へシフトすることにより得られていると考

えられた．

2-4-29

Kienb6c縮に対する第4extensorcompartmenbl

a肥Ⅳを血管茎とした血管柄付き骨移植
ClinicalResultsofRadialShorteningOsteotomy

fOrKienb6ckisDisease:AComparisonbetween

VolarLockingPlateandNon-LockingPlates

濁協医科大学整形外科

○高井盛光，長田伝重，亀田正裕，

玉井和哉，野原裕

【目的】当科ではKienb6ck病に対する僥骨短縮骨

切り術において，2005年以前はロッキング機構を

有さないプレートを用いていたが，同年以降は掌

側ロッキングプレートを用いて骨切り部の固定を

行っている．これら2つの術式による治療成績を

検討したので報告する．

【対象と方法】骨切り部の固定にOR248プレート

を用いた13例（以下N群:男性10例,女性3例）と，

DRVlockingplateを用いた8例（以下L群：男性4

例，女性4例）を対象とした平均年齢，術前

Lichtman分類はそれぞれN群が37歳(14～65歳),

stage3A:5例,3B:6例,4:2例,L群が41歳(17

～69歳),stage3A:5例,3B:3例であった僥骨

の骨切りはUVが+2mmになるように行い,plus

variance例では尺骨骨切りも併用した．

【結果】平均経過観察期間はN群が45カ月(16~

86カ月),L群が平均25カ月(12～48カ月）であっ

た．術前全例にあった瘻痛はN群で9例が消失，4

例が軽減,L群で7例が消失,1例が軽減していた．

平均骨癒合期間はN群が231日(154～436日）で，

L群が116日(53～186日）であり,L群の方が有

意に短期間であった.術前と観察時の手関節伸展，

屈曲，健側比握力はそれぞれN群が49→67.,

47→56.,52→81%,L群が57→68｡,43→63｡,

54→82％で，両群とも術後有意に改善していた．

術前と観察時のcarpalheightratio,stahl's

mdexはそれぞれN群が0.53→0.52,0.31→0.28,L

群が0.54→052,0.38→0.32であった．観察時の

Lichtman分類はN群がstage3A:4例,3B:5例,4:

4例,L群がstage3A:4例,3B:3例,4:1例で，そ

れぞれN群の3例(3A→3B,3B→4,3B→4),L

群のl例(3A→4)にstageの進行がみられた．

【結論】両術式とも治療成績は良好であったが，

掌側ロッキングプレートによる固定はノンロッキ

ングプレートによる固定よりも骨癒合期間を短縮

させた．
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キーンベック病に対する血管柄付き骨移

植術の検討

VascularizedBoneGraftfOrKienb6ckIsDisease

奈良医大整形外科

○小畠康宣，矢島

清水隆昌中野

弘嗣，村田景一，

健一

【目的】1999年以降，当科ではKienbock病に対す

る治療としてl-2intercompartmentalsupraretinacular

arteryを用いた血管柄付き骨移植術を施行してき

た．今回その術後成績につき検討し報告する．

【方法】対象は血管柄付き骨移植術を用いて治療

したKienbock病患者のうち1年以上経過観察した

21名で，男性14例，女性7例であった．手術時年

齢は19～70歳（平均35歳),術前のLichtman分類

ではstage2が3例,3aが8例,3bが10例で月状骨の

分節化を13例に認めた.UInarvarianceはminus6

例,zerol4例,plusl例であった．術後経過観察

期間は平均30ヵ月（12～81ヵ月）であった．手術

は月状骨の壊死部を掻爬の後，榛骨遠位より採取

した血管柄付き移植骨を皮質骨が長軸方向に向く

ように挿入・移植した．全例に仮STT固定術を

併用し，術後平均9.2週にて抜釘した．

【成績】頭痛は消失したものが16例,mildな瘻痛

が残存しているものが5例であったが全例で改善

がみられた．手関節掌背屈可動域は術前93.2・か

ら術後105.2°に若干のみ改善し，握力は術前健側

比55％から術後88％と有意に改善した.Mayo

modifiedwristscoreではexcellent6例,good4例，

Fairll例であり，可動域制限の残存がFairが多い

判定結果の原因と考えられた．一方X線では

carpalheightratioは術前0.493から経過観察時

0.502と維持されていたが,Stahlisindexでは術前

41.2から経過観察時36.6と若干の圧潰傾向を認め

た．

【結論】本疾患に対する血管柄付き骨移植術は瘻

痛や握力の改善が得られ,stage2,3症例には有効

な選択肢の一つであると考えられた．可動域制限

については術後3年以上経過例では30％の改善が

みられており,ADL上の問題は少ないと考えて

いる．分節化をきたしている症例に対する適応が

今後の課題であると考えられた．

2-4-31

キーンベック病に対する僥骨遠位端背側

からの有茎血管柄付き骨移植術の経験
VascularizedBoneGraftfOrtheTreatmentof

Kienb6ckIsDisease

広島大学整形外科

○児玉祥，砂川

中島祐子，越智

融，鈴木修身，

光夫

【目的】キーンベック病に対し骨癒合と壊死骨修

復を目的に僥骨遠位背側からの有茎血管柄付き骨

移植術を行っているので,骨癒合の観点からその

結果について報告する．

【方法】過去7年間に本法を施行したキーンベック

病10例(Litchmanstagell3例,stagelllA1例，

IIIB6例）を対象とした.主訴は全例作業時の高度

の利き手側の手関節痛で,年齢は17歳から45歳平

均249歳であった.術前MRIで全例に骨壊死を疑

わせる所見を認めた.手術はBishopらの報告に従

い4,5区画内動静脈を血管柄とする骨を僥骨遠位

背側から挙上し,背側から月状骨を掻爬した後に

月状骨の高さを復元し,月状骨僥側に皮質側がく

るように骨移植を行った併用手術として月状骨

の除圧目的にulnarminusvaT･ianceの7例に僥骨短

縮骨切り術,nullvarianceの3例に舟状有頭骨間仮

固定を行った術後経過観察期間は6ヵ月から

26カ月で単純X線及びCT検査で骨癒合の状況を

観察した.X線評価ではCHRStahlismdex,radio

scaphoidangleを術前,術後で比較した.臨床評価

にはCooneyの基準を使用した

【結果】骨癒合は4例で掌側骨片が偽関節のままで

あったがその他の症例では術後6カ月までのX線

又はCT検査で骨片の連続性を確認した.CHRは

術前平均0.50が術後0.46,Stamisindexは術前34.7

が術後39.3であり，月状骨の圧潰の進行は全例で

認めなかった.最終経過観察時,全例で瘻痛は消

失又は労作時に軽度存在するのみで就労又はス

ポーツ活動に復帰していた.Cooneyの評価では術

前平均55.6点が術後78.1点exceUentl例good7例，

fair2例であった.痕痛,機能の項目はよく改善し

ていたが可動域制限が残存する傾向にあった．

【結語】本法は特殊な手技を要するが骨癒合を得

る事が可能でキーンベック病に対して有用だと考

えられた．
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Kienb6ck病に対する第4extensorcompart
mentalarteⅣを血管茎とした血管柄付き骨
移植

TheUseofthe4thExtensorCompartmental

VascularizedBoneGraftfOrtheTreatmentof

Kienb6ck'sDisease

弘前大学大学院医学研究科整形外科学教室

○岩崎弘英，藤哲，湯川昌広，

鈴木雅博

【目的】保存加療に抵抗するKienb6ck病に対して

骨切り術等が報告されており，良好な成績が得ら

れているが，将来的なDRUJのOAの問題が指摘

されている．近年血管柄付き骨移植が報告されて

おり，良好な成績が報告されている．今回当科に

おいて血管柄付骨移植術を施行したKienb6ck病

について報告する．

【方法】症例は6例（男性4例，女性2例）で，手術

時平均年齢28.5歳（18-45歳）であったUlnar

varianceは4例がゼロ,1例がプラス,1例がマイ

ナスであった．術前Lichtman分類では11が2例，

IIIaが4例であった背側アプローチにて月状骨

の壊死部を掻爬し，圧壊した月状骨を愛護的に広

げ，第4extensorcompartmentalarteryを血管柄

とする，榛骨遠位背側の有茎骨移植を行った術

後は6週間の創外固定器装着またはC-wireによる

一時的なSTT関節固定を行った．

【成績】術後平均フォローアップ期間は1年7か月

であった．carpalheightra廿oは術前平均0.53

(0.45-0.57）から最終フオロー時平均0.51(0.43-

0.61),Stihlmdexは術前平均0.41(0.29-0.49)か

ら最終フォロー時0.40(0.31-0.52),scapholunate

angleは術前平均53.4｡(42-66)から最終フオロー

時55.0｡(43-78)であった．日整会による手関節

機能スコアではexcellentが5例,goodが1例であっ
た．

【結論】術後に月状骨の圧壊が進行する傾向が

認められたが,全例痛みや可動域は軽快していた．

月状骨の圧壊は手根不安定症の原因となる可能性

もあり，今後は圧壊防止に対する検討が必要と思

われる．

24-33

キーンベック病に対する有頭有鉤骨間固

定を併用した有頭骨短縮術の治療成績

ClinicalResultsofCapitateShorteningandCapi-

to-hamateFusionfOrKienb6ckIsDisease

'神戸大学大学院整形外科，2兵庫医科大学整形外

科

○牧野健1，名倉一成l,国分毅1,

黒坂昌弘1,藤岡宏幸2

【目的】進行期のulnarzerovarianceのキーンベッ

ク病に対する手術方法に関しては，意見が分かれ

るところであるが，我々は有頭骨短縮骨切りを行

い，本学会（第49回）において報告した．今回，

症例を追加し，その治療成績について検討した

【方法】症例は2000年から2008年までにキーンベッ

ク病に対して有頭骨短縮骨切り術を行い,術後6ケ

月以上経過観察し得た18例18手関節（男性14例，

女性4例)で,手術時年齢は21～70歳(平均40.8歳)，

経過観察期間6ケ月～85年(平均2年2ケ月）であっ

た．術前のX線評価ではLichman分類でstagell

2例,stagelIIal2例stagelllb4例で全例ulnar

zerovarianceであった．手術はAlmquistの術式

に従い,2mmの有頭骨短縮骨切りに加えて，有

頭骨・有鉤骨間の関節固定をDTJscrewを用いて

行った術後3週間の外固定の後，可動域訓練を

開始した．レントゲン評価はstage進行,Stahl

indexで評価した．

【結果】全例骨切り部の骨癒合は得られ，瘻痛に

関しては全例改善が見られ，多くの症例で現職復

帰が可能であった握力の健側比は術前41.3％か

ら調査時66.8％と全例回復していた．可動域の健

側比は背屈が術前49.0％から調査時60.6％，掌屈

が術前420％から調査時31.3％となっていた術

後Stahlindexが悪化する例は見られたが，臨床成

績との相関は認めなかった．

【考察】症例の多くはstagelll以上であったが，

全例に除痛効果を認め，安定した治療成績が得ら

れた．有頭骨短縮に伴う手根間関節の関節適合性

に影響を及ぼす可能性があるため，今後も経過観

察が必要であるが，有用な治療法と考えられた．
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キーンベック病に対する有頭骨部分短縮

術の中期成績

Mid-TermResultsofPartialCapitateShortening

fOrKienb6ckIsDisease

l大阪大学整形外科，2行岡病院整形外科，3大阪厚

生年金病院整形外科

○森友寿夫l,村瀬剛l,吉川秀樹l,

正富隆2，島田幸造3

【目的】われわれはこれまでキーンベック病に対

する新しい手術法として有頭骨部分短縮骨切術を

開発し報告してきた(2005日手会誌).今回，そ

の中期成績について報告する．

【方法】症例はキーンベック病26例（男14,女

12),年齢は平均37歳(15～75歳),観察期間は

平均32ケ月（12～66ケ月）である．Lichtman分

類はstage2:2例,3A:22例3B:2例であった．手

術法は背側3cmの皮切より有頭骨の近位関節面を

展開し，月状骨側関節面のみを除圧するべく骨切

りし，約2mm関節面の骨片を遠位ヘスライドさ

せ短縮した後ヘッドレススクリュー一本で固定し

た有頭骨の舟状骨側関節面は温存した

【結果】瘻痛は22例（81%）で消失，4例（15%）

で重労働時のみと改善したがStage2のl例で術後4

年で癌痛再発し関節固定術を行った握力は健側

比46％から85％に改善可動域は掌背屈十26度，

僥尺屈十13度改善した.Nakamuraの評価法にて

優16例,良9例，不可1例と96%で良好な成績を得

た．20例において最終fOllow-up時X線にて月状骨

のremodehgを認めた22例においてcarpal

heightratioはよく保たれていた

【考察】Almquist法では有頭骨全体を短縮するた

め舟状骨と有頭骨の関節面も短縮してしまうが，

有頭骨部分短縮骨切術では舟状骨側関節面を温存

するためより除圧効果が高いと考えられる．3例

に行った術後3次元動作解析において関節面の

step-oHは手根中央関節の動きを妨げていなかっ

たことからキネマティクスへの影響も少ないと考

えられる．

【結論】有頭骨部分短縮骨切術は小皮切かつ効果

的でありキーンベック病に選択されてもいい手術

法の一つである．

2435

画像診断による舟状骨偽関節と骨壊死の

鑑別

RadiologicalDiferencesbetweenScaphoidNon-

unionandBoneNecrosis

'昭和大学医学部整形外科，2昭和大学横浜市北部

病院整形外科

○稲垣克記'，川崎恵吉2，富田一誠1,

池田純'，瀧川宗一郎Ⅱ

【目的】舟状骨偽関節は近位骨片への血行動態か

ら難治性偽関節または骨壊死となることがある．

今回，単純X線及びMRIをもちいた両者の鑑別点

について検討した

【方法】舟状骨偽関節41例42手を対象とした．臨

床経過，偽関節レベル，単純X線とMⅢ所見から

難治性偽関節(DSN)と診断された11例，一部

は病理学的に骨壊死(ON)と確認された9例と単

純ないわゆる舟状骨偽関節(SSN)22例の比較検

討を行った偽関節レベルは近位部12手，腰部27

手,遠位部3例であった平均年齢は27(19-65)歳

受傷から手術までの期間は1年から15年までで

あった．

【結果】単純X線像では，両群は類似した所見を

呈し鑑別は困難であった．また,X線上のOA変化，

骨嚢腫の有無,DISI変形の程度は鑑別の参考に

ならなかった.MRIでは，両群でT1強調画像で

は偽関節部位は低一等輝度のlowintensitybandが

認められるが，近位部の骨内形態が鑑別の参考に

なった.SSNにおいては近位部海綿骨は均一で等

輝度となりT2にて低輝度となることはなかった．

DSNではTlでは低輝度で海綿骨は不均一,一部に

近位側に凸の低輝度境界領域を認めT2では低輝

度で島状またはモザイク状に低輝度と等輝度領域

が混在していた．一方,ONではT2にて全例低輝

度でありl例は圧壊して分節化を呈していた．ま

た造影MRIは,SSNとDSNは造影されるが,ON

では近位部は壊死に陥っているため造影されない

点も鑑別の一助となった．

【結論】MRIにおける舟状骨偽関節近位部の評価

において低輝度と等輝度のモザイク状の混在像は

壊死巣と修復反応の両者を反映していた罹病期

間，偽関節レベル，近位部lowintensityの有無と

等・低輝度のモザイク状の混在パターンは，難治

性偽関節か単純偽関節か，近位骨片に生物学的活

性があるか壊死骨かの鑑別に有用な所見の一つと

考えられた．
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当科で経験したPreiser病の8例に関して

PreiserIsDisease:AReportof8Cases

北海道大学大学院医学研究科整形外科学

○遠藤努，松橋智弥，岩崎倫政，

船越忠直，三浪明男

【目的】Preiser病は稀な疾患とされ患者背景や診

断,手術成績について不明な点が多い.本研究の

目的は,当科で経験したPreiser病の8例から発症

背景や診断的特徴を検討すること．

【対象と方法】対象は2009年まで当科で治療した

手根骨無腐性壊死46名中Preiser病と診断した8例

8手,全例が女性であった初診時年齢は平均50歳

経過観察期間は平均22.5ヵ月.単純X線とMRIで診

断し性差,外傷等の既往,Herbertのstage分類

Kalainovのtype分類,治療法,関節可動域,骨癒合・

再血流化の有無Nakamurascore,VASについて

検討した.stagel:0例,2:4例,3:3例,4:3例だった．

stage2の3例に血管柄付き骨移植,stage3のl例に

対して骨移植十僥骨茎状突起模状骨切り＋除神経

術を施行,残り1例は保存治療中である.stage4の3

例中1例に僥骨茎状突起切除術，もう1例に

proximalrowcarpectomy,残りのl例は当初fbur

cornerfUsionを予定していたが現在保存治療中で

ある．

【結果】舟状骨を温存する手術を行った5例中3例

で術後の圧潰進行を認めた.再血流化は血管柄付

き骨移植術と模状骨切り術を行った各1例に認め

た.手術施行6例の平均VASは61→38点,握力比は

59→85％と有意に改善したが,ROMは有意な変化

はなかった．術後平均Nakamurascoreは14.4で，

全例Goodまたはexcellentだった．

【考察】Preiser病は中年女性に多く発症する傾向

にあり，当科においても8例全てが女性,平均年齢

は50歳だった．また手関節の外傷／酷使が舟状骨

の壊死範囲に関連する可能性が示唆された.部分

壊死を伴うKalainov分類Type2では4例すべてに

外傷/酷使歴があり，1例はキーンベック病を合併

していた.部分壊死例は術後圧潰の進行が少ない

との報告もあるが,4例中2例で圧潰が進行した．

術後圧潰の進行はtypeに関わらず高齢女性だった

ことから,骨粗髭症が術後成績に関係している可

能性もある．
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Preiser病に対する血管柄付き骨移植術の

治療成績とMRIの経時変化
ClinicalOutcomeandMRIofthePreiserDis-

easeTreatedwithVascularizedBoneGrafting

'慶應義塾大学医学部整形外科，2国立成育医療セ

ンター整形外科

○中村俊康1,佐藤和毅l,高山真一郎2,

戸山芳昭'，池上博泰】

Preiser病は舟状骨全体の壊死を認めるきわめて

稀な病態である．今回2000年以降に血管柄付き

骨移植術で加療した自験例8例の臨床成績術前

後のMRI変化の検討を行った．

【症例】症例は8例8手，男5，女3，右6，左2手で，

年齢は24～57歳（平均43歳）であった．すべての

症例で明らかな外傷の既往はなかった.Preiser

病の診断は単純X線での骨壊死所見（萎縮硬化，

圧壊など）とMRIのTl強調像で舟状骨全体にlow

signalintensity所見を認めたものをPreiser病とし

た．Preiserの原著にある舟状骨骨折後の近位骨

片の壊死は除外した．治療は全例で関節鏡で舟状

骨の状態を観察した後に,1-21CSRA(Inter-

compartmentalsupra-retinacularartery)を用い

た骨移植(Zaidemberg法）を6手に，第2背側中

手骨動脈茎を用いた骨移植(牧野法）を2手に行っ

た4-51CSRApedicleを用いた僥骨移植(Bishop

法）を牧野法を行なった1手に後日追加した舟状

骨の状態，手術成績，術前後のMⅢ所見（最長9

年間フォロー）を検討した．

【結果】関節鏡所見では骨硬化を5手，軟骨および

軟骨下骨の軟化を3手に認めた．後者の舟状骨は

乾燥した黄色骨髄を軟骨が覆い，黄色髄の掻爬に

よりeggshell状となった瘻痛は消失2手，軽減4

手，不変2手であった．関節可動域は4手で術前80

度(45-120)が術後110度(75-160)に改善したが，

4手では不変であった．握力は術前対健側比46％

が78％に改善した．術後成績はMayoscoreで優1,

良4，可2，不可lと良好で,Zaidemberg法，牧野

法で差はなかった．術前のMRIのT1強調像で舟

状骨はすべての領域で低信号を呈していたが，術

後は4手で改善したものの4手では不変であった

【まとめ】Preiser病に対する血管柄付き骨移植術

は比較的良好な成績が得られ,MRIでも半数で改

善が認められた．
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僥骨遠位端骨折に対するMIPO法のpitfall
とその対策

ManagementofthePitfallsinMinimallylnva-

sivePlateOsteosynthesisfOrDistalRadiusFrac-

tures

2-4-38

舟状骨偽関節手術におけるDISI変形の矯

正と移植骨量の検討

InauenceofDISIDefOrmityandSizeofGrafted

BoneontheTreatmentofScaphoidNonunion

山口大学大学院医学系研究科整形外科学

○坪根徹，重冨充則，村松慶一，

小笠博義

'駒沢病院整形外科，2金子整形外科

○吉川泰弘'，齊藤毅1,市川
２吉

了

【はじめに】僥骨遠位端骨折に対するmmmally

invasiveplateosteosynthesis:MIPO法は,小皮切

で方形回内筋の温存が可能であるため有用とされ

ているが,そこには大きなpifallが存在する．皮切

については縦2皮切で全長約4cmの進入であれば，

約4cmのHenryapproachとして直視下に方形回

内筋を確認すれば,同じ皮切長でありながらより

小侵襲で確実なプレート操作が可能である．また，

粉砕骨折に対してMIPO法を行うと，整復操作中

に方形回内筋を容易に損傷し,Henryapproachよ

りかえって侵襲は大きくなる可能性がある．

【目的】われわれは遠位を横皮切とする全長3～

4cmの2皮切として整容的に懐痕を目立たなくし，

さらに専用デバイスを使用して方形回内筋に対す

る侵襲を最小限にし,正確なcondylarstabilizing

法を可能にして有用性の高いMIPO法を行ってい

るので報告する．

【対象と方法】僥骨遠位端骨折のうち関節外骨折

あるいは容易に整復可能な関節内骨折を適応と

し,整容面で高い希望があった24例（女性19例,男

性5例）に対してMIPO法を行った経過観察期

間は平均11.5カ月であり，機能評価としてMayo

modifiedwristscoreを使用し,X線評価,方形回内

筋に対する侵襲について検討した．

【結果】全例で良好な整復が得られ,術後成績は

excellentl4例,goodlO例であり，整容的満足度も

高かった．専用デバイスの使用により，プレート

の操作性が大きく向上し,正確なvolartiltの調整

と方形回内筋の温存範囲の拡大が可能であった．

【まとめ】僥骨遠位端骨折に対するMIPO法は,全

長では必ずしも小皮切ではないうえ,筋損傷の拡

大や不正確な整復を助長する危険性もある．その

ため,骨折型での適応を限定し,横皮切として整

容性を重視し,正確な整復と侵襲を最小限にする

専用デバイスを使用する必要がある．

【目的】当科での舟状骨偽関節の治療方法につい

て,特にDISI変形矯正と移植骨量を中心に検討を

加えたので報告する．

【対象および方法】対象は舟状骨偽関節9例である．

手術時年齢は平均28歳,受傷から手術までの期間

は平均22ケ月であり,Filan-Herbert分類では,Dl

が4,D2が5例であった.手術は,掌側アプローチで

舟状骨偽関節部掻爬後中村法に準じたDISI変形

矯正を行い,生じた骨欠損のサイズに合わせて腸

骨移植およびScrew固定を行った術後経過観察

期間は平均8ヶ月であったX線学的評価として，

移植骨の舟状骨長軸方向の長さ,術前後の舟状骨

骨軸長,術前後のradioscaphoidangle(以下RSA)

とradiolunateangle(以下RLA)を検討,更に臨

床的評価として術前後の手関節掌背屈,握力につ

いて検討した．

【結果】全例で骨癒合が得られていた移植骨の舟

状骨長軸方向の長さは7.2±2.1mm,舟状骨骨軸長

は患側20.6±l.19,健側21.3±l.11で,術後は20.9

2.15mmであった．この3群に有意差は認めなかっ

たRSAは術前52.1±7.4,術後50.6±5.6｡,RLAは術

前16±9.4,術後-2.6±11.3.でRLAは術前後で有意

差(p<0.05)を認めた．また,背屈/掌屈は,術前

71.4±10.7/75.7±7.9.が術後85.7±5.3/78.6*

12.2.と背屈で有意に改善を認めた.握力は,術前

36.8±4.4,術後40.6±7.6kgであった

【考察】舟状骨偽関節に対するFernandez法は広

く行われているが,その際にDISI変形矯正の手技

を加えるか否かについては議論が分かれている．

また,DISI変形の有無が術後成績に与える影響に

ついても一定の見解が得られていない.一方,不

適切な移植骨量では再偽関節を生じやすいとの指

摘もあり，骨移植の量の決定は重要である．当科

では安定した成績を得るためにも，移植骨量決定

の一指標としてDISI変形矯正は必須であると考

えている．
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著明な陥没転位を伴う僥骨遠位端関節内

骨折に対するbonetampの使用経験．
TheUsageExperienceofBoneTampfOrIntraP

ArticularDistalRadiusFracturewithDepres-

sionFragment

名古屋披済会病院整形外科

○太田英之，渡邉健太郎，矢島弘毅

矢崎尚 哉佐々木宏

【はじめに】僥骨遠位端骨折における関節面の陥

没骨片はしばしば整復に難渋する．通常エレバト

リウムにより陥没骨片を挙上するが，骨幹端部の

骨折線の位置や方向によっては挿入が困難な場合

がある．そこで脛骨プラトー骨折の陥没骨片の打

ち上げに用いるbonetampを参考に，新たに僥骨

遠位端用bonetampをデザイン・作製した（作製

元：メイラ株式会社，名古屋)．今回著明な陥

没転位骨片を伴う症例に対してbonetampを用い

て整復し，掌側ロッキングプレート固定により良

好な結果を得たので手技および適応について報告

する．

【対象】症例は2007年から2009年に観血的治療を

行った著明な陥没骨片を伴うAO分類C3型骨折17

例のうち，骨折部周辺よりエレバトリウムの挿入

が不可能であった4例である．男性3例，女性1例

で受傷時平均年齢は37歳であった受傷側は利き

手がl例，非利き手が3例，平均追跡期間は6か月

であった．

【方法・結果】掌側アプローチにて進入した．方

形回内筋を尺側に反転し,watershedlineより近

位2.5cmの位置に径lcmの孔を作成した僥骨遠

位端用bonetampを挿入してイメージ下に陥没骨

片を打ち上げ，打ち上げ後に生じた骨欠損部には

6-TCPの円柱状ブロックを充填した．整復後の

内固定には掌側ロッキングプレートを用いた．術

後2日間はギプスシーネ固定し術後3日目より手関

節の自動可動域訓練より開始した．全例とも術直

後の整復位は良好で，術後3か月以上経過観察で

きた3例で骨片の再転位を認めず良好な骨癒合を

得た．臨床評価は日手会機能評価でいずれも

excellentであった．

【まとめ】著明な陥没転位を伴う関節内骨折に対

する僥骨遠位端用bonetampは有用なツールで

あった．

2-4-41

深指屈筋腱付着部裂離骨折に対する術式

の検討

TreatmentofAvulsionFractureoftheFlexor

DigitorumProfundus

慈恵医大整形外科

○千野博之前田和洋，湯川充人，

丸毛啓史

【目的】深指屈筋腱皮下断裂の中で，付着部の骨

片を有する症例に対し，従来,pull-out法による

固定を行ってきたこうした術式に加えてplate

を用いた治療により良好な経過をたどった症例を

経験したので，合わせて報告する．

【方法】2004年から現在までに当科で行った深指

屈筋腱付着部裂離骨折の手術で，術後，半年以上

の経過が観察できた7例（男性6例女性l例）を対

象とした．その内訳は，示指1例，中指2例，環指

3例,小指1例で,手術時年齢は24歳から67歳であっ

た．全例に対して掌側より骨折部を展開し，深指

屈筋腱を骨片付きで整復した後，4例にはpull-out

法（追加としてキルシュナー鋼線を使用),1例に

は8-figure,残りのl例はplate固定を行った．な

おplateは,Leibinger社製で厚さ0.55mmのT字

plateを適切な大きさに採型し，固定には12mm

スクリューを用いた．

【成績】全例に骨癒合を認め，知覚障害や爪の変

形はなかった.DIP関節の最終可動域はpull-out

法（平均）で,14-40｡,85gureで8-43｡,plate固

定で0-60.であった．

【考察】深指屈筋腱付着部裂離骨折に対しては，

骨片を伴わない同腱皮下断裂と同様にpull-out法

による手術治療が一般的である．今回のpun-out

法を用いた4症例のうち3例では，末節骨骨幹部骨

折を合併していたため，経皮的鋼線固定法を追加

する必要があった．また，本法では，術後にワイ

ヤーを保護するために厚手の被覆材を必要とする

ため，充分な関節可動域訓練が行えず，ワイヤー

除去後に伸展障害を来し装具加療を要した症例が

みられた一方,plate固定を行った症例では，

皮切が大きくなるが，裂離骨片を強固に固定する

ことができた．このため術後早期から関節可動域

訓練が可能で，良好な可動域が獲得できた．今後

pull-out法に代わる治療として期待できると考え

る．
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Mini-plateを用いた尺骨遠位での尺骨短縮
骨切ﾚﾉ術の検討

UlnarShorteningOsteotomyatDistalSiteof

theUlnaUsedbyMini-plates

興生総合病院整形外科

○ 河野正明，鎌田一億，丸石晃，

廣 瀬 純 成 ， 中田浩史

【目的】我々 は以前より尺骨の遠位でstep-cut状の

骨切りを用いて尺骨短縮術を行っており，本学会

でも報告している．2004年以降内固定材料を

mini-plateに変更しているので，その成績につき

検討する．

【対象と方法】2004年7月から2008年9月までの間

に本術式を施行した48例内訳は男性12例女性36

例．手術時平均年齢42.5歳．外傷の既往があるも

のが13例．術前のUVは平均4.8mm=平均短縮長

は4.2mm・術後平均経過観察期間は3.8年であっ

た

【術式】手関節遠位尺側に縦切開で進入.DRUJ

のすぐ､中枢の高さから約2cm中枢側に骨膜を切

開．遠位掌側および近位背側の骨膜を十分に剥が

して尺骨を展開尺骨の掌背方向の厚さの半分の

ラインで冠状面の骨切りを行うが，その際前もっ

てライン上に数箇所K-wireにより骨孔を穿って

おき尺側骨皮質のみの骨切りに留めておく．次に

術前計画した短縮長の骨切除を遠位掌側と近位背

側で半円状に行う．その後縦の骨切りラインの僥

側骨皮質を切り骨切りを完成させlow-profile

mim-plateと骨切り線をまたぐスクリュウにて固

定．骨膜は修復し，術後は装具で固定．3週から

ROM訓練を開始する．

【結果】全例で術前の症状は軽快ないしは消失．

術後のROMは各方向とも健側の83～97%.握力

も健側比91％・骨癒合は平均4.9週であり，骨癒

合遅延例はなかった．

【考察】本法は以前から我々が行ってきた骨切り

をより強固な内固定材料に変えた術式であり，骨

切り部位が遠位の血流の良い場所であり，骨切り

面の接触面積が広いこととあいまって，早期の骨

癒合が得られたものと考える．

2443

母指対立再建術もしくは母指内転拘縮解

離術後のキルシュナー鋼線による母指外

転・回内保持と早期自動運動療法

Post-OperativeEarlyExerciseKeepingthe

ThumbfOrOppositionbyDynamicAbduction

SplintageUsingKirschner-Wire

'健康保険鳴門病院整形外科手の外科センター，

2健康保険鳴門病院形成外科

○浜田佳孝l,殿谷一郎1,笠井時雄1,

山野雅弘2

【目的】正中神経麻痒に伴う母指対立再建術や,外

傷性母指内転拘縮解離術の術後に,母指の対立，

特に回内位の矯正保持は困難である．簡素で確実

に母指掌側外転・回内位を保持するため,母指と

示指の中手骨（母指は基節骨の例もあった）に

2mm前後の骨孔を掌側より背側向きに作成し,母

指と示指間に,両端約1.5cmを曲げて角度調整し

た18-2.0mm(Kirschner鋼線以下K-wire)の弾

性を利用した固定を術後に使用し,早期運動療法

を行った14例･16手を対象に,その有用性を検討

した．

【方法】母指対立再建術を行った疾患は,外傷によ

る低位正中神経麻輝3例4手,重度手根管症候群5

例5手であった術後3週まで,上記K-wireの弾性

を利用した固定を，この間は手関節中間位置で背

側に副子を添えた.術翌日より手指の自動運動を，

抜糸後からは母指球部皮下に移行腱の緊張状態を

触診しながら筋再教育訓練を開始した.外傷性母

指内転拘縮解離術を行ったのは6例・7手で,内転

筋を切離し皮層の不足を皮弁と植皮で被覆した後

に，上記K-wireで3週固定した．術後3週後から

K-wireを抜釘し,母指対立外転位の副子を,術後6

週まで運動時以外装着させた．

【成績】母指対立再建術の疾患は,僅かに矯正位が

減じたが,全例で対立機能が再建でき，つまみ動

作の改善も良好であった外傷性母指内転拘縮に

解離術を行った7手のうち,手部への直接外傷・障

害の強かった5手中の3手で,動的な副子も作成し

たが,充分な母指外転が保持されなかった．この3

手には手指用イリザロフ創外固定を用いて再手術

をおこない良好な結果を得た

【結論】本方法による母指掌側外転・対立位の保

持は,簡便で,骨穴の位置K-wire両断端の屈曲角

度を調整することで,母指の位置を調整でき，ス

ペースをとらず早期運動療法が可能である．重度

の内転拘縮症例では不充分となる可能性はある

が,非常に良い方法であった
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音楽演奏家のジストニアに見られる手指

巻き込み現象の治療-屈筋腱延長・切離手
術の有用性について‐

SurgicalTreatmentfOrCurlingFingersofFocal

DystoniainMusicians

元赤坂診療所

○仲 尾 保志

【目的】音楽演奏家のジストニアの1症状である手

指の巻き込み現象は，これまで有効な治療法がな

く，治療に難渋することが多かった．今回手術

的な治療を試み，その治療経過を検討した．

【対象と治療】これまで手指の巻き込み現象を主

訴として当院を受診した45例中，手術的に治療し

た15例15手（男7女8，左3，右11,両側l)を検討

した手術時年齢は，35～63（平均44.6）才で，

発症より手術までの期間は12～2(平均6.5)年で

あり，扱う楽器は，ギター7手，ピアノ6手,琴l手，

フルート1手であった．指の巻き込み現象は，母

指1，示指4，中指10,環指12,小指7手に見られ，

さらに隣接指の過伸展を伴うものが5手，手関節

の屈曲を伴うものがl手あった演奏以外の日常

生活でも巻き込みが見られ，タイプや書字に障害

のあるものが9手あった．屈筋腱の延長・切雛は，

FDSとFDP(SP群:8手),FDPのみ(P群:5手),

FDSのみ(S群:2手）の3種類を施行した結果

は悪化（1期)，不変（2期)，改善あるが全般に不

自由（3期)，ほぼ正常だが一部不自由（4期)，完

治（5期）の5段階に分類し調査した

【結果】指の巻き込み現象は全例で改善が見られ

た日常生活の改善では,SP群は4期が4手,P群

は2期2手3期3手で,S群は4期2手であり,FDSの

延長が有用であった．音楽演奏では,SP群は8手

中6手（75％）に改善があり，そのうち3手は4期

(38％）であった一方P群は5手中2手が2期，3

手が3期であり,S群は3期が2手であった．楽器

による演奏の改善度には差がなかった．

【考察】音楽演奏家のジストニアの指の巻き込み

現象では，日常生活レベルの改善にはFDSの延長

が，演奏レベルの改善には,FDS,FDP両方の

延長が有効であった完治（5期）に至らなかっ

たのは，指の不安定性や意思どおり動きにくいな

ど，巻き込み現象以外の要因が関与しているため

と思われた．

2-4-45

中手骨頚部骨折に対し,K-wireを用いた経
皮的鋼線固定の治療成績

AClinicalResultofPercutaneousPinningwith

K-wirefOrMetacalpalNeckFractures

'目蒲病院整形外科，2よしざわ整形外科クリニッ

ク，3昭和大学整形外科

○平原博庸1，妻烏毅史'，吉澤利之2，

稲垣克記3，瀧川宗一郎3

【目的】中手骨頚部骨折はしばしば日常診療にて

遭遇する骨折であり，その多くはパンチ動作など

により第4，5中手骨に発生し，10代後半から40代

までの男性にみられる．治療においては保存的治

療や,各種観血的治療が行われている．当科では，

K-wireを用い徒手整復後に隣接中手骨を介して

の経皮的鋼線固定を行い良好な治療成績をおさめ

ており，今回報告する．

【方法】平成19年10月から平成21年9月までの2年

間に当科で治療した症例は5例で全例男性．受傷

部位は第3中手骨l例，第4中手骨1例，第5中手骨3

例であった．受傷機転は他人や壁を殴ったもの3

名，転倒2名であった．治療は，腋窩神経ブロッ

クや局所静脈麻酔下にイメージ下で徒手整復を行

い，隣接する中手骨を利用しl.2からl.5mmの

K-wireを使用し固定した．第3中手骨は第2の骨幹

部から貫いたK-wireで第3中手骨の骨頭を固定，

第4中手骨は第5の骨幹部から第4中手骨の骨頭を

固定した第5中手骨は第5中手骨骨頭を貫いた鋼

線を第4中手骨の頚部，骨幹部へ進入固定した．

鋼線を刺入する時にはMP関節は屈曲90度にてお

こなった．レントゲンにて経過観察し，指示通り

来院しなかった1例を除いて4週間にて鋼線を抜去

し自動，他動の関節可動域訓練を開始した．

【成績】全5例中，ドロップアウトした1例を除き4

例全例にて骨癒合が得られた．うち3例では解剖

学的な整復位が保たれており,1例では軽度屈曲

変形を残した.MP関節可動域は3例にてfull

range,1例に5度の自動伸展障害がみられた．

【結論】本方法は簡便で良好な成績が得られる治

療法であると考える．
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第2-5手根中手関節脱臼骨折の治療成績と

解剖学的検討

SurgicalTreatmentfOrFractureDislocationof

theCarpometacarpalJoints

'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'，澤泉卓哉2，伊藤博元2

【目的】第50回本学会で手根中手関節（以下CM

関節）の靱帯解剖について報告した.その結果に

基づき，転位のある第2-5CM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27例43指,平均年齢31歳，

平均経過観察期間1年5ヶ月である．罹患指は示指

2指,中指8指,環指ll指,小指22指で,複数指損傷

は2指損傷が9指4指損傷が4例であった受傷機

転はバイク転倒12例,殴打7例転倒4例,機械に巻

き込み2例であった.受傷から手術まで平均9日で，

全例観血的にCM関節を整復固定し,骨移植を8指

に行った受傷後4週の4指損傷例では,術中短縮

変形の矯正が困難なため創外固定を用いて整復を

行った.術直後より手指可動域訓練を行い，シー

ネ固定等を1-3週間行った．

【結果】全例骨癒合し,ADLの支障はなかった

Cooneyの評価ではexcellent24例,good3例（開

放性4指損傷例）で,Fordらの評価ではexcellent

35指good8指であった．

【考察および結論】第2,3CM関節は第4,5CM関節

と比較して,解剖学的に靭帯及び骨性支持が強く，

可動性が小さいため,Cain分類III型の長軸力によ

る粉砕・短縮や機械に巻き込みの直達外力による

複数指損傷が多く，第4,5CM関節は可動性が大き

いため,Cain分類I,II型の殴打や転倒による外力

が中手骨近位に介達力として作用しCM関節が脱

臼する傾向が見られた本骨折は関節内骨折のた

め,CM関節の安定化と関節症の予防のために,解

剖学的整復位で固定し,早期運動療法を行い.拘

縮を予防することが重要である．本症例でも全例

整復位保持のためにCM関節の鋼線固定を要し，

良好な成績が得られていた.診断としては,腫脹

のため転位を触知しにくくX線診断が困難な場合

が多いため,関節内骨片と転位の有無複数指損

傷の診断にもCTは有用であった．

2-4-47

上肢に発生した軟部組織腫瘍に対する

HAND20の有用性

EvaluationoftheUtilityofHAND20fOrSoft

TissueTumorinUpperExtremity

'名古屋大学医学部手の外科学，2小山田記念温泉

病院整形外科

○夏目唯弘1,太田英之1,加藤宗-1,

栗本秀l,飯田浩次2

【目的】我々は患者立脚型能力評価であるDASH

に代わる評価として,HAND20の妥当性・信頼

性について報告してきた上肢に発生する軟部組

織腫瘍におけるHAND20の有用性を検討し，腫

瘍組織型別に患者のdisabilityを評価することを

目的とした．

【対象・方法】上肢に発生した良性軟部組織腫瘍

に対し術後1カ月以上フォローで可能であった41

例を対象とした（女性32例，男性9例,‘年齢49.7±

16.6歳，経過観察期間152±105日)．腫瘍組織型は

神経性腫瘍6例,血管系腫瘍9例,腱鞘巨細胞腫9例，

ガングリオン17例であった.DASH,HAND20を

手術前1週間以内に行い，最終観察時にも評価を

行った．標準化反応平均(SRM)とエフェクトサ

イズ(ES)をDASHおよびHAND20の値を用いて

計算し，また腫瘍組織型別に手術治療の効果を

SRM,ESを用いて検討した

【結果】腫瘍全体の手術前DASHは16.1±16.0,

HAND20は21.0±20.0であり，最終観察時DASH

はll.3±14.5,HAND別は134±180であった.DAHI

によるSRMは0.32,ESは0.37であり,HAND別による

駅Mは0.33,ESは0"であった．組織型別では血管

系腫瘍がDASH24.7±20.8,HAND2036.8±25.9

と最も高く，次いで神経性腫瘍がDASH17.5r

12.3,HAND2023.0±19.5であった.SRMとESは

血管系腫瘍DASHSRMO､97ESO.92,HAND20

SRM1､02ESl.09,神経性腫瘍DASHSRMO.03

ESO.04,HANS20SRMO.11ESO.llであった．

【結論】上肢に発生した軟部組織腫瘍に対して

HAND20はDASHとほぼ同等の妥当性・信頼性を

有するものと思われる．また患者立脚型評価法を

用いた軟部組織腫瘍組織型の評価において血管系

腫瘍が最もdisabihtyを生じやすく手術治療によ

る改善度が良好であった．また神経性腫瘍は

disabilityを生じやすいにもかかわらず手術治療

による改善度は低かった．
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手指グロームス腫瘍の検討
GlomusTumoursoftheHand

札幌医科大学医学部整形外科

○相木比古乃，和田卓郎，射場浩介，

嘉野真允 ， 山 下 敏 彦

【はじめに】グロームス腫瘍は，主に爪周囲に発

生する有痛性の良性腫瘍として知られている．

我々は過去に当科で手術治療を行なった手指のグ

ロームス腫瘍について，臨床像と術後経過につい

て報告した．今回症例を追加し治療成績について

検討する．

【対象】2000年～2009年に手術を行った15例を対

象とした男4例,女11例,手術時年齢は22～68(平

均40.1）歳であった症状発現時より手術までの

期間は3ヶ月～20年（平均5年）であった．発生側

は右8例，左7例で，母指9例，示指1例，中指1例

環指4例であった．爪下部発生が13例指腹部が2

例であった．自発痛，圧痛を全例に認めた．寒冷

時痛は13例に,BlueSpotは8例に，爪変形は5例

に認めた．単純X線では骨圧排像を3例に，骨透

亮像をl例に,骨硬化像を1例に認めたMRIでは，

T2強調画像でhighのareaを10例に認めた．術式

は，爪下部発生13例では爪甲の全切除あるいは部

分切除を行い爪床切開後，腫瘍を摘出した．指腹

部発生例2例では側正中切開し腫瘍を摘出した．

術後の瘻痛残存，再発の有無，爪の変形について

検討した．

【結果】瘻痛は，全例で術後直後から消失した．

術後1年3ヶ月で瘻痛が再燃し，再発を認めたもの

が1例あった．再摘出術を行い痙痛消失し，現在

まで再発なく経過良好である．爪の変形は2例に

認めた．

【考察】過去の報告では再発が4～22%，爪変形が

0～28％とされている．自験例では再発はl例

(6.6％)，爪変形は2例(13.3%)であり，ほぼ同

程度であった.Dailianaらは，術後早期の再発に

ついては不十分な切除や第二の腫瘍の存在が関与

しているが，晩期の再発については新たな腫瘍の

発生の可能性が高いと報告している．本再発例も

1年以上経過しており，新たな腫瘍の発生が考え

られた．

2-4-49

手内軟骨腫の治療成績

ClinicalResultsoftheSurgicalTreatmentfOr

EnchondromasintheHand

千葉市立青葉病院整形外科

○六角智之，山田俊之，村上賢一

【はじめに】手の内軟骨腫は比較的よく遭遇する

が，骨折を伴う場合も多く，その治療には未だ議

論がある．今回その治療成績を後ろ向きに検討し

たので報告する．

【対象と方法】手内軟骨腫に対し手術的加療をし

た24例24肢を対象とした．手術時年齢は9～62歳

平均39歳，男性8例女性16例であった．発生部

位は指骨19例中手骨5例，初診時骨折のないもの

12例，骨折を認めたもの12例であった．手術は，

骨折のないものは掻爬のみとし，骨折を伴うもの

は掻爬後自家骨を密に移植した.これらについて，

レントゲン経過，再発，瘻痛，関節可動域，合併

症について検討した．

【結果】掻爬例，骨移植例ともに術後骨折をきた

したものはなかった．レントゲン上骨形成，

remodelingが見られ始めた時期は平均で掻爬例6

週，骨移植例で4週であった．経過中に再発を認

めたものは2例で，いずれも若年者であった．最

終経過観察時に軽度瘻痛を認めたものは2例で

あった．関節可動域制限を残したものは5例であ

り，いずれも骨折合併例であった

【考察】鏡視下手術も含め内軟骨腫の治療は掻爬

のみでよいとする報告が散見される．一方，骨移

植を加える理由として，掻爬後の脆弱化による病

的骨折の危険性を挙げているが，今回の検討では

術後骨折を来したものはなかった．また，掻爬の

みでは術後6週ほどで骨のremodelingをみており，

骨折を伴ったものでは外仮骨の形成も加わってさ

らに早期に骨形成がみられた．骨折合併例の中に

関節可動域障害を残すものがみられたが，十分な

骨移植をもって内固定とし，早期に動かすことで

最小限にすることができると思われた．また掻爬

のための開窓は5mmほどで十分であり，鏡視下

手術同様,強度の低下は懸念されないと思われた．
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2-4-50

人工骨移植を施行した手指内軟骨腫にお

けるX線の経時的変化

RadiographicChangeintheEnchondromaof

theHandTreatedbyArtificialBoneTransplan-

tation

'医薬品医療機器総合機構2聖マリアンナ医科大

学整形外科学教室

○仲西知憲1，清水弘之2，新井猛2，

赤池敦2，別府諸兄2

【目的】手指内軟骨腫に対する治療の1つに，掻爬

及びβ-TCPを使用した人工骨移植が施行されて

おり，良好な骨形成が得られるとの報告が散見さ

れる．しかし，骨膨隆を有する腫瘍での骨形成，

骨形態の正常化の時期に関して詳細な報告はな

い．われわれは，掻爬及び人工骨移植を施行した

内軟骨腫の画像的特徴及び術後のX線画像を分析

し，内軟骨腫における術後の経時的変化を検討し

た．

【対象・方法】対象は2004年1月から2009年10月ま

でに当科で手指内軟骨腫に対して手術を施行した

27例のうち，術後3カ月以上の経過観察が可能で

あった21例23手で，男性3例，女性18例，手術時

平均年齢は375歳罹患部位は末節骨3手，中節

骨4手，基節骨9手，中手骨4手で，1例に同指列の

多発例を認めた手術方法は，全例掻爬及びβ

-TCPを使用した人工骨移植を施行した．術後観

察期間は6.4カ月(3-12カ月).全例，経時的に単

純X線撮影を行い，術前の骨膨隆を認めた症例に

ついて，骨置換時期，膨隆消失時期,Tordaiの術

後X線評価に基づく最終観察時の骨形成を評価し

た．

【結果】骨膨隆は21例中8例に認め，全例調査とは

別に解析した全例，人工骨の自家骨置換を認め

た．骨置換時期は平均4.8カ月（3-7カ月)，最終観

察の骨形成はgradelが多数であった．一方，膨

隆例については，骨置換時期4.6カ月（3-7カ月)，

膨隆消失は6.1カ月(48カ月),骨形成もgradel

が多数であった．全例,術後再発は認めなかった．

【結論】人工骨移植においても自家骨移植と同様，

骨置換に至り，骨膨隆を認めた症例についても同

様の傾向であった．また，人工骨の骨置換に伴う

リモデリングが起こり，骨置換の後に正常骨形態

を形成すると考えられた．

2-4-51

手に発生した類骨骨腫の治療経験

AClinicalStudyonOsteoidOsetomainthe

Hand

慶応義塾大学整形外科

○斉藤憲太，佐藤和毅，岡崎真人，

中村俊康池上博泰

【はじめに】手に発生する類骨骨腫は比較的まれ

である.本症は診断確定に時間を要することが多

く，また発症から長期経過例ではしばしば可動域

制限の残存などの成績不良を来す.当院で治療を

行った手発生の類骨骨腫をretrospectiveに検討し

たので報告する．

【対象・方法】1993年から2009年に当院で治療を

行った手発生の類骨骨腫は7例であった.男性3例，

女性4例,初診時年齢は14-59歳（平均28歳),発生

部位は中手骨2例,基節骨4例,末節骨l例で,術後

経過観察期間は6～24ヵ月(平均7.2カ月)であった．

【結果】臨床症状は,全例とも腫脹,瘻痛（自発痛

運動時痛）と関節可動域制限で,症状発現から手

術までの期間は5ヵ月-14年（平均3.2年）であった．

施行した手術はnidus摘出4例,en-bloc骨切除3例

で，自家骨移植をl例に，人工骨移植を2例に追加

した.全例とも術後に瘻痛は軽快し，また再発例

はなかった関節可動域は全例で術後に改善がみ

られ,末節骨,中手骨発生例では最終診察時に可

動域制限を認めなかった.基節骨発生例では,手

術までの期間が1年未満の例は関節可動域制限を

認めなかったが,1年以上の3例は平均で伸展-20｡,

屈曲74.と可動域制限を残した．この3例は軟部組

織の腫大も残った

【考察】類骨骨腫は20歳未満に好発する良性骨腫

瘍であるが,手の発生は比較的まれである．また，

プロスタグランデインE2が分泌されて強い炎症

症状が惹起されることが示唆されており，手術ま

でに長期間を要した症例では関節拘縮と周囲軟部

組織の畷痕化が起こったと考えられる．比較的初

期のX線で骨膜反応や骨硬化像を認めるがnidus

が明確でないことも多く，診断に難渋することが

多い．
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多発性骨軟骨性外骨腫症による前腕変形

の再建について

ReconstructionoftheForearmDeformity

CausedbyMultipleOsteocartilaginousExostosis

'独立行政法人国立病院機構埼玉病院整形外科，

2国立成育医療センター整形外科

○森澤妥1，高山真一郎2，関敦仁2，

日下部浩2，細見僚2

【目的】多発性骨軟骨性外骨腫症では腫瘤の隆起

による変形に加え，骨端軟骨の成長抑制を生じ，

尺骨遠位の成長障害に伴う前腕・手関節の変形・

機能障害が生じる．この様な症例に外骨腫切除に

加え尺骨延長が行われているが,適応･手術時期・

予後については議論の余地がある．最近の手術例

を検討し前腕再建の戦略を考察した

【方法】症例は2003年以降手術を施行し，6ヶ月以

上経過観察しえた11例13肢，男性8例，女性3例，

手術時年齢は3～14（平均8.3歳)，経過観察期間

は平均23カ月であった.僥骨頭脱臼例はなかった

術後，最終診察時のXp所見(%radialbowing,

radialarticularangle,carpalslip)を検討した．

また，経時的に健側の僥骨長(radiallength)の

測定が可能であった7肢で健側との僥骨長差も測

定した．

【結果及び考察】手術によって%radialbowing,

radialarticularangle,carpalslipは改善した．術

前尺骨遠位に加え，僥骨の遠位尺側にも外骨腫

がある場合，健側に対し僥骨長が短い傾向があっ

た．外骨腫切除に加え尺骨延長することで僥骨の

変形は改善するが尺骨短縮の再発は生じうる．わ

れわれは外骨腫による著しい骨変形，健側との前

腕長差の増大が生じる前の切除・延長が重要と考

えており，比較的年少時にも延長を適応としてい

る．すなわち年齢に関わらず尺骨が15mm以上

minusvariantあるいは健側との著明な前腕長差

がある場合，0～5mmplusvariantまで延長して
いる．

2-4-53

手に発生した滑膜性骨軟骨腫症3例の臨床

所見と治療成績

ClinicalFindingsofSynovialOsteochondromato-

sisoftheHand:ReportofThreeCases

横浜市立大学整形外科

○上石貴之，高橋晃，村田淳，

松本里沙，齋藤知行

【目的】滑膜性骨軟骨腫症は，主として関節滑膜

に軟骨結節が増生し関節内に多数の小さな遊離体

を生じるが，手に発生することはまれである．今

回，手および手関節周辺に発生した滑膜性骨軟骨

腫症の3例を経験したので，その臨床像と治療成

績について検討した．

【対象と方法】対象は，手の関節内に発生し，病

理所見により滑膜性骨軟骨腫症と診断した3例で

あった．男性1例，女性2例，全例左手，初診時年

齢は平均51.3歳，初診までの罹病期間は平均29カ

月,術後観察期間は平均23ヵ月であった手術は，

全例に遊離体摘出および滑膜部分切除を施行し

た．これらについて，発生部位，臨床症状，画像

所見，治療成績について調査した

【結果】腫瘍の発生部位は母指CM関節l例，尺骨一

三角骨間および手根骨間l例，第4指PIP関節l例

であった．全例に腫脹可動時痛および軽度の関

節可動域制限を認めた．単純x線検査では関節周

囲に石灰化陰影を認め,CT検査では石灰化が明

瞭に描出された.MRI検査では，関節包は腫瘤状

に増大しTl強調像で低信号,T2強調像で不均一

な高信号を呈し，内部にT2強調像で低信号の小

結節を認めた．最終調査時，可動時痛は3例で改

善し，関節可動域は2例で改善したが,PIP関節

に発生した1例では可動域制限の増悪を認めた．

感染神経障害などの合併症は無く，再発は3例

ともに認めなかった．

【考察】手の関節内に発生した滑膜性骨軟骨腫症

は，渉猟し得た範囲では54例であった．その中で

はMP関節僥骨手根関節遠位僥尺関節発生例

が多かったが，今回経験したCM関節,PIP関節，

手根骨間発生は少なかった．手術は通常，遊離体

摘出と滑膜部分切除が行われるが，他の報告によ

ると再発率が高く，また5～10年後に再発を認め

ることが多く，今後も長期の経過観察が必要であ

る．
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2-4-54

前腕筋肉内血管種の治療経験，腫瘍を含
めて筋肉全摘と同時に腱移行術を行った2

例について

TreatmentoflntramuscularHemangiomaof

theForearmwithTotalRemovaloflnvolved

MuscleandTendonTransferSimultaneously2

CasesReport

会津中央病院整形外科

○古月顕宗

【はじめに】筋肉内血管腫はまれな疾患で，また

上肢にての報告は比較的少ない．我々は前腕筋肉

内血管腫2例を経験したので治療経過について報

告する．

【症例，治療経過】症例1,女子3歳7ケ月時，右前

腕遠位背側に腫脹，痙痛がみられ超音波検査で血

管腫が疑われ5歳時に手術，腫瘍を含めてAPL筋

肉全体を摘出，残した腱をEPBに縫合．10歳時に

同側前腕近位部に同じ症状が出現，再度手術を

行った．腫瘍を含めてEPL.EDC,EIP筋肉部を全

摘,EPLはPL,EDCはECRによる移行術を行っ

た．術後2年腫瘍の再発はなく手指の機能は正常

であった．症例2，16歳女子，右前腕掌側の腫脹

瘻痛で来院，穿刺にて血液が見られ，血管造影で

血管腫と診断，腫瘍摘出と血管の結紮を行った．

25歳時に腫瘍再発腫瘍を含めてFDS.FPL.FCR

の部分摘出を行ったが35歳時再発,FDS.FPL

FCR筋肉の全摘出，同時にPLのFPLへの移行を

行った．術後13年再発なく手指の機能は正常で

あった．

【考察】筋肉内血管腫は1843年Listonが最初に報

告している．発生頻度は全血管腫中0.8％と

Watson(1949)の報告であったが，谷川(1993)

の報告では30％で最近MRI,超音波，血管造影等

検査によって比較的診断率が高くなっている．治

療については経過観察，放射線療法，塞栓術等が

あるが，最も確実な方法は摘出術である．しかし

腫瘍のみの摘出では再発の可能性がある．筋肉を

含めての全摘術では機能障害が生じる事がある．

筋肉の全摘術と同時に腱移行術による再建術を行

うことで機能の保全が可能と思われる．

【まとめ】前腕筋肉内血管腫の治療として腫瘍を

含めての筋肉全摘術と同時に腱移行術を行うこと

で良好な結果がえられた．

2455

上肢に発症したLocalizedhypertrophic

neuropathyの2例
TwoCasesofLocalizedHypertrophicNeuropa-

thyintheUpperExtremity

'豊田厚生病院整形外科，2名古屋大学手の外科

○稲垣弘進1,荒木聰l,栗本秀2

極めて稀な疾患であるLocalizedhypertrophic

neuropathy(以下LHN)の上肢発症の2例を経験

したので報告する．

【症例l】6歳女児左下垂手を主訴として来院．

初診時に腕僥骨筋以遠の僥骨神経運動麻痒があ

り，神経伝導速度検査では上腕遠位にconduction

blockを認めた.MRI撮影では明らかな病変はな

かった．その後の経過観察で麻痒の進行を認めた

ため手術施行した．上腕遠位で僥骨神経が長さ

3cmにわたって腫大変性しており，切除し腓腹神

経を用いて神経移植した．病理組織はHE染色に

て紡錘形細胞が同心円状に増生して多数のonion

bulb様構造を形成し,S-100蛋白免疫染色陰性・

EMA免疫染色陽性であり，診断はLHNであった．

術後5年では経過良好で筋力はすべてMMT4以上

に回復し再発はない．

【症例2】29歳女性.1年前からの右手のしびれと

筋力低下を主訴として来院初診時所見は母指球

筋の萎縮と母指・示指の屈曲障害があって高位正

中神経麻痒を呈していた．神経伝導速度検査では

上腕近位にconductionblockがあり，同部に硬い

索状物を触れた.MRI撮影ではT1強調でiso

intensity,T2でhighintensityの索状の腫瘍を認

めた．手術所見は上腕近位部で正中神経が5cmに

わたって紡錘状に腫大し皮膜に豊富な血管を伴っ

ており，切除し腓腹神経を用いて神経移植した．

病理組織所見は症例lと同様であった術後2年で

再発はなく‘母指示指とも自動屈曲可能となった

が母指球筋の萎縮は残存している．

【考察】LHNは末梢神経の局所腫大と支配領域の

運動神経が優位に障害され,intraneural

perineuriomaと同一の疾患とされている．前述の

ように病理所見が特徴的で鑑別の手がかりとな

る．治療法は確立されていないが腫瘍切除神経移

植の報告例が多く,再発例はない.mononeuropathy

をきたす疾患の鑑別には本疾患も考盧する必要が

ある．

-S210-



2-4-56

上肢（肩甲骨を含む）がん転移症例に対

する治療選択

TreatmentofMetastaticBoneLesionintheUp-

perLimb:IndicationofSurgeryandOperative

Procedures

'山口大学医学部整形外科，彌門医療センター整

形外科

○村松慶-1,伊原公一郎2,重冨充則1,

坪根徹！

【目的】がん治療の進歩に担癌患者の生命予後は

改善しているが，これに伴い整形外科医ががん骨

転移の治療に携わる機会も増加している．これま

で，下肢のがん転移病的骨折に対しては手術治療

が優先されてきた．しかし，上肢については非荷

重骨であり積極的な手術治療は適応されないとい

う意見も多い．本発表では，当科で手術治療を選

択した症例を検討し，その適応，術式について検

討した．

【方法】症例は切開生検以上の手術を行った20例

で，男13例，女7,手術時年齢は平均62歳(37-80)

であった現発癌は肺癌7,肝癌6,腎癌4が多数で，

転移巣は肩甲骨4，上腕12,前腕4，であった．

【成績】肩甲骨転移については切除のみを2例に，

l例は塞栓療法を行った．上腕骨では横止め式髄

内釘で内固定が可能と判断された骨幹部転移5例

には，徹底的な病巣切除後凍結手術とセメント充

填を併用して固定し良好な結果を得た近位例で

は3例に人工骨頭で置換し機能改善が得られた．

遠位でプレート固定した2例は再発で固定性が得

られず成績不良となった．前腕2例はプレート固

定で，2例の軟部組織転移は1例に塞栓治療を行っ

たがl例は最終的に制御不可能となり切断となっ

た．

【結論】四肢がん転移は，多数因子を短時間に考

慮せねばならず手術適応の決定は困難である．上

肢例では,1)3ヶ月以上の余命が期待でき手術に

耐えうる全身状態である，2）腫瘍サイズが保存

的には制御不可能，3）瘻痛や骨不安定性等で著

しいQOLの低下があり，手術でQOLの改善が期

待できる，の条件を満たした症例は良好な結果が

期待され積極的適応と思われる．内固定は余命中

に再発や固定不良となる可能性もあるが，使用可

能ならば低侵襲で固定力が信頼できる横止め式髄

内釘が第1選択と考える．また，術前の塞栓療法

など出血対策も考慮すべきである．
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関節リウマチ患者におけるQuickDASH

の妥当性，および信頼性，高齢者への適
応の検討

TheValidityandReliabilityoftheJapaneseSoci-

etymrSurgeryoftheHandVersionoftheQuick

DisabilityoftheArm,Shoulder,andHand(Quick

DASHJSSH)inPatientswithRheumatoidArthritis

東京女子医科大学膠原病リウマチ痛風センター整

形外科

○鴇田朝海，岩本卓士，佐久間悠

桃原茂樹

【目的】Thedisabilityofthearm,shoulderand

hand(DASH)は上肢の機能障害の評価として30

項目から構成された質問表であるが,これをll項

目に簡略化したQmckDASHも上肢機能障害の評

価法として確立されている.今回上肢機能障害を

有する関節リウマチ(RA)患者における日手会

版QuickDASHの妥当性および信頼性につき検討

した．

【対象および方法】当施設における上肢手術術前患

者102名（女性90.1%,平均年齢54.8歳）を対象とし

た.DASHおよびQuickDASHの信頼性はクロン

バックのα信頼係数により検討し,DASHと

QuickDASHの相関はピアソンの相関係数により

検定したまたDASHはガイドライン上18歳か

ら65歳での使用が推奨されているため,65歳以下

73名と65歳以上29名の未回答による集計不可能数

を算出し，高齢者への適応につき検討した．

【結果】DASH,QuickDASHともに算出できたも

のは83名(81.4%)であったQuickDASHが算出

できなかったものは9名（8.8％）であり,DASH

が算出できなかったものは17名(16.6%)と多く

認められた．クロンバックのα信頼係数はDASH:

0.98,QuickDASH:0.91と高い信頼性を示し，

DASHとQuickDASHは極めて高い相関を示した

(r=0.973).DASHの65歳未満と65歳以上の未回

答による集計不可能数には有意差が認められたが

(P=0.014),QuickDASHでは有意差は認めなかっ

た(P=0.058).また項目別では質問6,8,12,21,27に

おいて65歳未満と65歳以上の未回答率に有意差を

認めた．

【結論】高齢者でも未回答率の低いQmckDASHは

DASHとの高い相関を示し,RA患者における上肢

機能評価に有用であると考えられた．

2-5-2

リウマチ手尺側偏位の3D-CT画像による

評価

EvaluationofUlnarDri仕oftheFingersinthe

RheumatoidHandUsing3D-CTImaging

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，

田中大，村澤章

【目的】関節リウマチ(RA)に罹患した手指の特

徴的な変形のひとつに尺側偏位がある．この変形

は,MP関節の尺屈，尺側移動，掌屈掌側亜脱

臼からなる複合変形であるため，単純X線像で正

確にとらえることは困難である．そこで，われわ

れは,3D-CT画像を用いてMP関節形成術が施行

された例を対象に，術前後での尺屈変形角度を計

測し，単純X線像と比較したので報告する．

【対象と方法】対象は，手指MP関節にSwanson/f

ンプラントで関節形成術が施行されたRA患者，

22例（男2例，女20例)，22手（右17手，左5手）

の示指から小指MP関節88関節である．手術時

平均年齢62歳平均罹病期間22年で，手術はX線

像でLarsengradelll以上に関節破壊が進行し，

瘻痛ないし変形のために把持機能障害を生じて，

6ケ月以上ADLに支障をきたしている場合に施行

された安静位での3D-CT画像から術前の掌屈・

掌側脱臼の程度を，亜脱臼（一部に関節面どうし

接触あり)，脱臼（接触なし)，高度脱臼(lcm以

上の短縮あり）の3段階に分類した術前後の尺

屈変形角度を，指別,Larsengrade別，掌側脱臼

の程度別で比較した．

【結果】術前のMP関節尺屈変形角度は,3D-CT画

像(PA像）で単純X線像(PA像）よりも約13度，

有意に大きくなっていた(p<0.01).術後は，変

形が矯正され，両画像間の尺屈変形角度に差はな

かった術前,Larsengradeの進行とともに尺屈

角度は増していたが，術後はいずれのgradeでも

良好に矯正されていた．術前の尺屈角度は，両画

像ともにMP関節掌側脱臼例で，亜脱臼や高度脱

臼例に比べ大きかった．高度脱臼例の術前尺屈角

度は,X線像に比べ3D-CT画像で著しく大きく

なっていた

【結論】リウマチ手の尺側偏位の評価は,MP関

節に掌屈・掌側脱臼がある場合には，単純X線像

よりも3D-CT画像で行うことが望ましい．
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2-5-3

安定性の評価からみたリウマチ手関節の

術式選択

SurgicalTreatmentandEvaluationfbrtheUn-

stableFormofRheumatoidWrist

'聖マリアンナ医科大学整形外科，2川崎市立多摩

病院整形外科

○清水弘之1,新井猛l,重松辰祐l,

別府諸兄1,松下和彦2

【目的】進行したリウマチ(RA)手関節の安定性

の評価にcarpalstretchtest(CST)を応用し,術

式を選択してきた.今回術前のCSTと術前後のX

線学的計測から,RA手関節の安定性の評価に対

するCSTの有用性を検討した．

【方法】対象は43例,52手関節(男性5例,女性38例）

で,手術時年齢は平均56歳術後観察期間は平均

25ヵ月であった.術前のLarsen分類はgrade2:4手，

grade3･4:41手,grade5:7手であった．これらの

症例を術前のCST評価により,A群(31手):榛骨

手根関節に3mm以上の弛みのある症例にはSauve-

Kapandji(SK)法,B群(14手):僥骨手根関節に

弛みのない症例にはDarrach(D)法,C群(7手):

弛みはあるも骨鰊で僥骨手根関節面にstabilizerを

有している症例にはD法を行った．この3群で術前

と最終観察時のLarsen分類の推移とYoumらの方

法に準じ,手根骨圧漬(c/MC),尺側偏位(e/

MC),掌側亜脱臼(h/MC)を計測した．

【結果】全例,瘻痛と回内外可動域の改善は良好で

あった.A群のSK法では術前後で有意にc/MC,h/

MCが悪化したが,e/MCは維持され尺側偏位の進

行はなかったB群ではc/MCは悪化したが,e/

MC,h/MCは維持され，弛みのないD法は安定し

ていた.C群では有意にe/MCが悪化し,他の群と

比較して，弛みのあるD法で尺側偏位の進行を認

めた．

【考察】画像上,関節裂隙が狭小化している症例で

あってもCSTで関節裂隙の開く症例と開かない症

例がある.SK法では圧潰や掌側亜脱臼を抑止する

効果は十分ではないが,CSTで弛みがあっても尺

側偏位の防止効果は得られた最近はSK法を選択

する傾向にあるが,術前のCSTで弛みのある症例

にはSK法を選択し,弛みのない安定化した症例で

はD法の適応が残っているものと考えられる．

【結論】CTSは従来ではわかりにくいRA手関節の

安定性を評価でき，術式を選択する上で有用な検

査と考えられる．

2-5-4

関節リウマチの母指ボタン穴変形に対す

る手術療法-EPL・EPB交叉腱移行の臨

床成績

SurgicalTreatmentfOrtheThumbBoutonniere

DefOrmityofRheumatoidArthritis-Resultsof

EPL/EPBCrossedTransfer

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，佐久間悠，鈴木拓

鴇田朝海，桃原茂樹

【目的】母指ボタン穴変形は関節リウマチ（以下

RA)における母指変形で最も発生頻度の高い変

形であり，瘤痛・可動域制限および不安定性によ

り手術適応となる症例も多い.今回我々は母指ボ

タン穴変形に対する手術療法の臨床成績について

報告する．

【対象および方法】対象は術後3ヶ月以上経過した

RA患者10例10関節男性1例,女性9例,手術時年

齢は38～75（平均63）歳,術後経過観察期間は3～

12（平均8.3）力月であった.術前のNalebuH分類

ではearlyl例moderate5例,severe4例であっ

た手術は全例背側アプローチにて行い,MP関節

の関節破壊が強い症例ではシリコンインプラント

(AVANTA3例,Swanson4例）にて置換し,IP関

節の側方不安定性が強い症例3例では関節固定を

施行した.軟部組織バランスの再建として尺側に

脱臼した長母指伸筋腱(EPL)はMP関節高位に

て切離し,MP関節の伸展力として基節骨基部背

側に縫着した.短母指伸筋腱(EPB)は基節骨付

着部より剥離し,IP関節の可動域を温存した7例

では切離したEPL末梢端にEPBを腱移行し,IP関

節を固定した3例ではEPLと共に基節骨基部に縫

着した．

【結果】MP関節の可動域は術前平均19.2度から術

後平均38.5度と改善し,特に伸展が平均-51度から

-18.9度と改善した.IP関節を温存した7例の伸展は

平均-3度でありIP関節の伸展不全を生じた症例は

なかった.1例でMP関節の伸展-40度と不良であっ

たが,他の9例で外観上のボタン穴変形は改善し，

患者満足度は10例中8例で満足と回答された．

【結論】EPBの強度には個人差が認められMP関

節の伸展力として不十分な場合もある．本法は

EPLを基節骨に縫着することによりMP関節の伸

展力を増強するとともに尺側への脱臼による変形

の再発を防止し,IP関節への過伸展力を減じるこ

とのできる有用な方法と考えられた
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2-5-5

リウマチ手伸筋腱断裂の2指断裂群，3指
断裂群の治療比較検討-長期治療成績よしノー

LongTermResultsofSurgicalTreatmentfOr

ExtensorTendonRuputureintheRheumatoid

Hands

'昭和大学医学部整形外科，2昭和大学付属豊洲病

院

○王興栄1,丸山博史l,並木脩l,

稲垣克記'，瀧川宗一郎2

【目的】関節リウマチ（以下RA)患者の手指伸筋

腱断裂は一般的に外科的治療で成績が良好である

が，3指断裂に関しては，術式と成績の報告は安

定していない．今回，我々は過去に行ったRA45

例の手術例を，2指断裂群と3指断裂群に分け，各

群の治療成績について，長期予後調査を行ったの

で報告する．

【対象】当科におけるRA患者の手伸筋腱断裂45例

の検討を行った．死亡例を除き，過去3年以上経

過観察し得た2指断裂以上の33手を対象とした．

性別は女性29名男性4名，受傷時年齢は平均

59.5歳（32-80歳）であった．

【方法】手術法は，2指裂，3指裂とも環指，小指

EDCに長掌筋腱を用いた遊離腱移植(V-graft:津

下法）を主体として行ったが，一部隣接指への腱

移行術を行った．また，併せて手関節形成術を施

行した調査項目は,MP関節可動域，握力，

QOLの指標としてAIMS,HAQ(MHAQ)とし

た．平均経過観察期間は7年であった．

【結果】術後平均MP関節可動域は屈曲/伸展で，

2指断裂群で75/-15｡,3指断裂群で70/-18｡.握力

はいずれも100mmHg,各群間差はなかった．

AIMSは12尺度中，術前7.0から術後7.3点，また

HAQscoreは術前ll.6から術後12.8であった

QOLにおいても有意な群間差を認めなかった．

【考察】当科におけるRA伸筋腱断裂の外科的治療

は，断裂後3ヶ月以内の症例で，解剖学的な腱の

走行を考盧し，腱移植術を施行している．また，

断裂後6ヶ月以降の症例で，腱移行術を施行して

いるが，健常な伸筋腱を犠牲にするため，中長期

成績で尺側偏位を2例に生じ,再断裂はl例生じた．

関節リウマチの3指断裂例においてもV-graft(津

下法）と腱移行術の併用は2指裂同様な成績が得

られ，有効な方法である．

2-5-6

RA性尺側偏位術後再発に対する伸筋腱固

定の有用性

EfectofExtensorSuturetotheBasalPhalanx

toPreventRecurrenceoftheUInarDriftinPa-

tientswithRheumatoidArthritis

'出水郡医師会立阿久根市民病院整形外科，2東京

手の外科・スポーツ医学研究所，3鹿児島赤十字

病院整形外科，4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l,南川義隆2,有島善也3,

小宮節郎4

【目的】以前我々は,RA性尺側偏位に対する再建

手術の臨床成績について第51回本学術集会にて報

告したその際,良好な治療成績が得られた反面

数例の再発例も経験した．今回その対策として伸

筋腱を基節骨基部に固定することで，尺側偏位の

術後再発を防ぐことができるかを検討した．

【対象と方法】RA性手指関節炎に対しMP関節形

成術を行った54症例のうち，術前に20.以上の尺

側偏位を有し，術後6ヶ月以上追跡可能であった

38症例を対象とした．手術はWoodらの方法に準

じて行い，伸筋腱の固定はMP関節伸展位,PIP

関節およびDIP関節最大屈曲位で保持し，遠位方

向へ牽引しながら基節骨基部へ縫着することで

行った．症例の内訳として，伸筋腱固定例（固定

群）が19例（男性4例，女性15例),伸筋腱非固定

例（非固定群）が19例（男性2例，女性17例）で，

各群の術前尺側偏位角は固定群が平均35.,非固

定群が平均38.で両群間で統計学的な有意差は認

めなかった．

【成績】最終評価時の尺側偏位角は固定群が平均

9.7.,非固定群が15｡と両群ともに術前より有意

に改善し，また固定群が非固定群と比し有意に改

善していた(P<0.01).また最終評価時に20.以

上の再発を非固定群に7例認め，固定群では3例で

あったMP関節伸展は固定群が術前平均-42.が

術後平均-20.へ，非固定群が術前平均45.が術後

平均-24｡へ有意に改善していたが(P<0.01),両

群間での有意な差は認めなかった．またPIP関節，

DIP関節可動域では術前後および両群間で有意な

差は認めなかった．

【結論】伸筋腱固定により危倶されたPIP関節，

DIP関節の可動域制限は生じず，本法は尺側偏位

再発を防ぐために有用と思われる．しかし伸筋腱

固定を行っても再発した症例もあり，その他の対

策を講じる必要がある．
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2-5-7

RA尺側偏位再建手術における尺側CM関

節固定術併用の試み

ArthrodesisofUlnarCarpometacarpalJointsin

ReconstructionSurgeryfbrUlnarDri仕inReu-

matoidArthritis

1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出水郡医師会立阿久根市民

病院整形外科，4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1，南川義隆2，恒吉康弘3，

小宮節郎4

【はじめに】,RA手ではCM関節滑膜炎や手関節

の病変に伴いその不安定性を増し，第4.5中手骨

の掌側沈下をきたし尺側偏位の一因になるとも考

えられている．第4,5CM関節の関節固定術の記載

が散見されるが手術結果の報告は見当たらない．

我々はRA尺側偏位の再建手術に尺側CM関節固

定術を併用し検討を加えたので報告する．

【対象と方法】当院でRA尺側偏位再建手術を施行

した39例49手のうち，尺側CM関節固定術を併用

した4例4手（男性l例，女性3例)，全例右手で，

手術時年齢41～56(平均48歳),経過観察期間は3

～13（平均6）か月である．我々は，尺側偏位に

対する再建術を行う際，尺側CM関節の骨破壊や

異常可動性があり,MP関節伸展時においても第

45中手骨の掌側沈下を伴うものを,CM関節固定

術併用の適応とした．手術は切除骨による自家骨

移植にK-wireによる内固定を行った．臨床評価は

外観の評価として手尖部から見た僥骨遠位端の線

と第3-5中手骨頭を結ぶ線がなす角度(metacarpal

descentangle),尺側偏位，握力，側方つまみ力，

関節可動域DASHscoreの改善度により行った

【結果と考察】尺側偏位に対する手術は,Wood

法1例,人工関節置換1例,両者の併用2例であった．

尺側偏位は術前10～40（平均30）度が，調査時0

～10（平均5）度に改善し,metacarpaldescent

angle,握力も改善した．術後に第4,5中手骨の掌

側沈下を認めた3症例は，いずれも外観上尺側偏

位の矯正が不十分であったが,CM関節を伸展位

に徒手的に保持することにより尺側偏位が矯正さ

れた．これらの結果から，尺側偏位の再建術に尺

側CM関節を併用することで矯正効果が改善され

る症例があることが確認できた．正常手におけ

る尺側CM関節の役割を考慮すると，固定術が

ADL上マイナス要因となることを踏まえた検討

も今後の課題にしたい．

2-5-8

関節リウマチに対するSauve-Kapandji変
法の手術成績

ModifiedSauve-KapandjiProcedurefOrRheu-

matoidArthritisPatients

'川崎市立川崎病院整形外科，2松村外科整形外科，

3川島整形外科

○越智健介'，堀内行雄l,松村崇史2

森田晃造'，川島秀一3

【目的】Sauve-Kapandji(以下,S-K)法は，リウ

マチ性(RA)手関節障害に対する遠位僥尺関節

形成術の一つである．われわれは手根骨の尺側偏

位の進行予防と美容的な面から,RA手関節障害

に対してS-K変法を施行してきたので，その成績

を報告する．

【対象と方法】対象は2001年以降当院にてRA手関

節に対してS-K変法を施行し，かつ1年以上経過

観察可能であった47手である.男性1例,女性43例，

手術時年齢は平均61歳であった術式はS-K変法I

(慶大変法：遠位僥尺関節の間に切除した尺骨骨

片を挿入）：40手およびS-K変法II(尺骨頭を90.

回転させて僥骨に固定）：7手である．術前後の手

関節部痛,尺骨中枢部断端の疾痛,手根骨の破壊・

尺側偏位・掌側移動の使用としてcarpalheight

ratio(CHR),radiocarpaldistanceratio(RCDR),

Carpalulnardistanceratio(CUDR),volar

carpalsubluxationratio(VCSR)などを評価した

【結果】全例において手関節痛は改善した両変

法問のX線計測値に統計学的な有意差はなかっ

たしかしながらムチランス様変化が進行する症

例では，いずれの変法も手根骨の移動を完全に止

めることはできなかった．

【考察】S-K原法では手関節尺側の棚形成が不十

分になる可能性があるため，その変法が報告され

ている．われわれも尺骨頭のerosionの有無に基

づき，変法1,11を使い分けてきたいずれの方法

でも手関節の臨床評価に差は無く，また手根骨の

尺側変位･掌側脱臼の抑制傾向も同様にみられた．

S-K変法1,11のいずれも有用な術式と考えられた．
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2-5-9

RA患者の手指変形に対するシリコンイン

プラントの使用経験

SiliconlmplantArthroplastyofFingerJointin

RheumatoidPatients

奥田整形外科

○奥田敏治

【目的】関節リウマチ（以下RA)患者において，

腫脹・瘤痛に伴って生じる手指の変形は外観上の

問題のみならずADL上大きな支障となる場合が

少なくない.RA患者で機能障害のみられる手指

変形に対しシリコンインプラントを用いた関節形

成術をおこなった症例を検討したので報告する．

【対象・方法】対象はシリコンインプラントを使

用した41症例56手176関節（男性5例女性36例，

手術時年齢582歳）で，術後経過期間は，平均3.6

年（6カ月から13年）であった．手術時生物学的

製剤の使用例はll例（エンブレル7,レミケード3,

アクテムラ1）であった母指MP関節は,35関

節（全例Swansonfiexiblehingetoeimplant使

用)，示指から小指の手指MP関節は,133関節

(Swansonll5,Avantal8)で，軟部組織の再建

として，僥側の側副靭帯の縫着・関節包の縫縮・

伸筋腱の中央化をおこなったPIP関節は,8関

節(Swansonl,Avanta7)で，主にボタン穴変

形に使用した．これらの症例について，術後経過

や関節可動域・手術に対する満足度・X線所見な

どを検討した．

【結果】感染など術後合併症はなく，腫脹・瘻痛

は消失していた.MP関節平均可動域（伸展／屈

曲）は,母指では,術前-49/67.3.が術後-15.1/44.5°

へ，他の手指では，術前-62/86°が術後-20/59°と

可動範囲はより伸展側へ移動した．手指伸展の改

善により術後手の使用頻度は増加し，外観の改善

もあり患者満足度は高かった.X線所見では，術

後長期例で沈み込みや折損がみられたが,ADL

上の支障はなく再置換が必要となった症例はな

い

【結論】関節破壊が進行し著しい変形を生じたRA

手指の再建において，シリコンインプラントを使

用した形成術は有用と思われる．

2-5-10

FINE人工指関節(PIP関節）の開発と臨

床応用

DevelopmentandaClinicalApplicationof

FINETotalFingerSystem(PIPJoint)

東邦大学医学部整形外科

○関口昌之，土谷一晃，大日方嘉行，

川上裕史，勝呂徹

【目的】関節リウマチによる手指の高度関節破壊

に対して，人工関節置換術は機能再建術の重要な

治療法の一つである．我々 はFINEtotalfinger

systelnを開発し,MP関節(2004年臨床応用）

に続いて2006年からPIP関節に対しても臨床応用

を開始したので報告する．

【方法および結果】X線像とCT処理画像を用いて，

中節骨・基節骨の関節面の形状，サイズ，髄腔内

の形状を作成する参考とした．単軸の回転中心で

安定した屈伸運動を得るため，基節骨implant

(Co-Cr-Mo合金製）の骨頭を鼓様に中央が括れ

た形状とし，中節骨implant(ポリエチレン）が

270.の被覆率で組み合うsnapin構造とした．ま

た，基節骨implantの関節面を2つの球が連結した

穎部形態として側方ストレスに抗する構造とし

た．中節骨・基節骨implantを組み合わせた状態

でのポリエチレンの強度を知る目的で，ポリエチ

レンの降伏点を20MPaに設定し，掌背側(z軸）

方向および水平(y軸）方向への強制変位を想定

して有限要素解析を行ったz軸方向では35N負

荷時に降伏点に達した.y軸方向では関節面中央

の突起基部に相当応力が集中し9N負荷時に降伏

点に達したまた，万能試験機を用いてimplant

を組み合わせた状態での静的荷重試験を行った．

掌背側方向負荷時の弾性限界値はS-Lsizeで0.03-

0.06kN,破断値は0.05-0.09kNであった．これら

の解析結果から，腱や靱帯など関節周囲軟部組織

の力学的強度を考慮すれば,RA患者の日常生活

での手の使用に十分耐えうる強度と弾性を持って

いるものと考えられた．これらの過程を経て，本

systernの臨床への応用を開始した．術後経過は

短期で症例数も7症例9関節と少ないが，全例瘻痛

なく可動域も60.以上のarcを獲得している

【結語】新しいコンセプトに基づいたFINEtotal

fingersystem(PIP関節）を開発し臨床応用を開

始した．
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2-5-11

糖尿病に伴う狭窄性屈筋腱腱鞘炎の超音

波検査による検討

UltrasonographicStudyonDiabeticStenosing

FlexorTenosynovitis

'東京都済生会中央病院整形外科，2慶應義塾大学

医学部整形外科学教室，3東京都済生会糖尿病臨

床研究センター

○亀山真l,斉藤憲太2,池上博泰2,

渥美義仁3

【目的】糖尿病に伴う狭窄性屈筋腱腱鞘炎（以下，

腱鞘炎）の超音波検査所見を非糖尿病例と比較検

討したので報告する．

【対象および方法】対象は,超音波検査で腱鞘炎と

診断した症例のうち中指,環指発生例を調査対象

とし,A群：糖尿病例18例20指,B群：非糖尿病例

ll例14指に分けた．超音波検査装置は,GE

Healthcare製のLOGIQe(周波数12MHz)を使用

した.透析,ホルモン療法,関節リウマチ,甲状腺疾

患の合併例は除外した.腱鞘炎の重症度は,ばね指

症状の程度,頻度により7段階に分類したもので評

価した．まず,探触子をMP関節伸展位で指基節部

から中手骨部の掌側に当て長軸像を描出させ,PIP,

DIP関節を屈伸させた際の動画所見より屈筋腱の

滑走状態,膨隆靭帯性腱鞘の画像腱鞘掌側の低

エコー像,腱鞘表層のcyStの有無を検討した.次に

MP関節部上に探触子を当てて短軸像を描出し,屈

筋腱掌側の輪状低エコー像の厚さをその頂点の位

置で計測した統計学的にはStudentTtest,chi-

squaretestを用い危険率5%で検定した

【結果】A,B群間で腱鞘炎の重症度の分布に差は

なかった.靭帯性腱鞘の低エコー所見は,A群40%,

B群29％,腱鞘掌側の低エコー像は,A群75%,B群

64％,屈筋腱の膨隆は,A群70%,B群79%,腱鞘表

層のcystはA群20%,B群21%にみられ,有意差は

無かった．しかし,短軸像における屈筋腱掌側の

輪状低エコー像の厚さはA群：0.97±0.29mm,B

群：0.63±0.19mmで,A群が有意に肥厚していた．

厚さが1mm以上の例は全て糖尿病例(10指）で，

これらは長軸像で腱鞘掌側に低エコー像を示して

いた．

【考察】短軸像で屈筋腱周囲に見られる輪状低エ

コー像は靭帯性腱鞘滑膜性腱鞘の浮腫性変化の

程度を反映し,その厚さがlmm以上の場合は糖尿

病由来の腱鞘炎を想定する必要があると考えられ

た

2-5-12

成人ばね指の原因に関する検討-A1腱鞘と

屈筋腱交叉部との関係について‐

TheMechanicallnteractionsoftheDecussation

ofFlexorsandAlPulleyinTriggerFingers

国立病院機構東広島医療センター整形外科

○今田英明，田中隆治，高田剛志，

岸 和彦

【はじめに】私たちは第49回本学会において成人

ばね指36例におけるA1腱鞘の肥厚部位と皮膚上

のランドマークとの関係を検討した結果，27例

(75％）ではAl中枢側（手掌指節皮線より約

22.6mm)に存在する縦約6.6mmの肥厚部が弾発

現象の原因となっており，この部を確実に切離す

ることが重要であることを報告した．しかしなぜ

この部位が高頻度に肥厚してくるかその原因は明

確ではない．今回，私たちは成人ばね指における

MRIならびに術中所見を分析することによりA1

中枢側が肥厚し弾発現象が生じる原因について検

討を行ったので報告する．

【対象】成人ばね指患者22例(43～68歳平均57.4歳，

示指3例環指14例，中指5例）を対象とした．こ

れらのうち15例に対して，手指屈曲位でロックさ

れた状態でマイクロコイルを用いた矢状断MRI撮

影を行いAlと屈筋腱との関係ならびに炎症部位

を調査したまた健常者5名のMRIとも比較した．

また全例に手術を行い術中Alを切離した後，手

指を自動運動させ，直視下にAlと屈筋腱との関

係を観察した

【結果】ロックされた状態でのMRIでは屈筋腱交

叉部がAl中枢部に位置しておりその周囲の炎症

所見の確認できた．また術中Alを切離した後，

指を自動屈曲すると腱交叉部がAl末梢レベルに

引き込まれてくるのが観察されFDS分岐部中枢に

炎症変性所見を認めた．

【考察】1995年Walbeehmらは手指屈曲時に屈筋

腱交叉部はMP関節付近まで下がってくること，

交叉部はFDSの間をFDPが通過する過程で太さ

が変化し，手指屈曲位にて最も膨大することを報

告している．今回の検討の結果，手指がロックさ

れた状態では腱交叉部がAl中枢まで入り込こん

でくることが確認でき，弾発現象が発症しAl中

枢側が肥厚しやすい原因として手指の屈曲に伴い

膨大する腱交叉部とAlとのdynamicな関係が示

唆された．
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2-5-13

非典型的所見を認めたばね指の検討

AtypicalFindingsinTriggerDigits

名古屋大学手の外科

○水島秀幸平田仁，建部将広，

篠原孝明，山本美知郎

【はじめに】ばね指は一般的に腱鞘の肥厚や腱の

膨化が原因となることが多い疾患である．今回わ

れわれは非典型的な所見を認めたばね指症例の検

討を行ったので報告する．

【症例および結果】対象は1998年から2009年9月ま

での約12年間に当科にて手術的治療を行ったばね

指患者97例125指（男性38指，女性87指，平均年

齢56.1歳，右65指，左60指，母指42指，示指9指，

中指46指，環指21指，小指7指）のうち，手術記

録より腱鞘の肥厚，腱の膨化，軽度の滑膜増生以

外の非典型的手術所見を認めた症例21例27指であ

る．男性8指，女性19指，平均年齢は54.1歳，罹

患側は右12指，左15指，罹患指は母指5指，示指1

指，中指12指，環指6指，小指3指であった．非典

型的所見の詳細としては，屈筋腱のバサツキ・不

整を認めた症例が7指,FDPとFDSとの間の癒着

を認めた症例が8指，滑膜の著明な増生を認めた

症例が4指,腱鞘ガングリオンを認めた症例が4指

屈筋腱の皮下断裂を認めた症例が2指，屈筋腱と

腱鞘との癒着を認めた症例が3指であった．この

うち滑膜の著明な増生，腫瘍性組織の存在，断裂

腱がめくりかえることによる腱の膨化，屈筋腱と

腱鞘との癒着はばね症状の主因となりうる可能性

があると考えられた．また母指,示指よりも中指

環指，小指に非典型的所見が出現しやすい傾向が

みられ,pinch動作よりもfilllgrip動作の方が非

典型的所見を惹起しやすいと考えられた．

【考察】非典型的な病態を原因とするばね指の症

例が存在することがあり，これらの症例おいては

腱鞘切開のみでは症状が残存する可能性がある．

ばね指の手術時にはこれらの病態が存在しないか

を注意深く検索する必要があると考えられた．

2-5-14

手指バネ指に合併するPIP関節屈曲拘縮

PIPJointFlexionContractureinTriggerFinger

'独立行政法人国立病院機構埼玉病院整形外科，

2国立成育医療センター整形外科，3松村外科整形

外科

○森澤妥'，吉田篤'，小見山貴継'，

高山真一郎2，松村崇史3

【目的】重度のバネ指にPIP関節の屈曲拘縮が合

併することはしばしば経験することである.今回，

PIP関節の屈曲拘縮の術前と術後の相関関係，ど

の程度改善あるいは遣残するかについて検討し

た．

【方法】手術（腱鞘切開）を施行した母指を除く

バネ指のうち，術前と術後2カ月のPIP関節の屈

曲拘縮を計測しえた83例107指を対象とした．男

性26例女性57例年齢は平均60.3歳，罹患指は示

指7指，中指66指，環指31指，小指3指であった．

術前にPIP関節の屈曲拘縮は49指に認められた．

検討項目は術前，術後でPIP関節屈曲拘縮が認め

られた症例の相関関係，術前の屈曲拘縮角度でな

し(N群),軽度(15度未満)(M群),重度(15

度以上)(S群）の3群に分類し，術後2カ月の拘

縮の程度との関係を調べた．

【結果】術後2カ月を経過してPIP関節屈曲拘縮が

存在していたのは28指であった．このうち86％

に術前から拘縮が存在していたまた，術前に拘

縮が存在していた49指のうち，23指，47％に術後

2カ月の時点で拘縮が存在していた．また,S群

ではN群,M群に比べて術後2カ月の時点で有意

に拘縮が存在していた

【考察】バネ指術後のPIP関節屈曲拘縮は術前の

拘縮の有無およびその程度と相関があることが示

唆された．特に重度の屈曲拘縮が術前に存在する

場合，術後も高率に残存すると考えられた．
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2-5-15

ばれ指に対するステロイド注射の治療効
果一ベタメタゾンVS.トリアムシノロンー

AProspectiveRandomizedControlledTrial

ofCorticosteroidlnjectionfOrTriggerFinger

-BethamethasoneVersusTriamcinolone-

'大阪府済生会中津病院整形外科，2医療法人浩仁

会南堺病院

○安藤佳幸'，安田匡孝1,釜野雅行2,
大橋弘嗣】

【目的】成人ばね指に対するベタメタゾンあるい

はトリアムシノロンの注射の治療効果を

prospectiverandomizedcontrolledtrialの手法に

て比較した．

【方法】2008年7月以降に受診したばね指症例の中

で,私たちの設定基準に合致した52例を対象とし

た.ベタメタゾン2mg(B群）を21例,ベタメタゾ

ン4mg(BB群）を15例，トリアムシノロン5mg(T

群）を16例に施行した1回の注射で効果の少ない

場合には再度同内容の注射を施行し,2回の注射

で効果の少ない場合には手術加療を行った.3群

間の年齢,性別罹患期間,罹患指および注射前の

重症度に有意な差はなかった．これらの症例に対

して，（1）手術に至った症例数注射の施行回数，

注射施行後の満足度,他指罹患の際には同内容の

注射を今後希望するか,注射による合併症の有無

(2)各群における注射前注射後1週,2週,12週経

過時の重症度と瘻痛(VAS)の推移について調

査した．

【結果】(1)手術に至った症例数はB群よりT群が

有意に少なかった.注射の施行回数はB群および

BB群よりT群が有意に少なかった.注射施行後の

満足度はB群およびBB群よりT群が有意に高かっ

た.他指罹患の際に同内容の注射を希望する症例

数はB群よりT群が有意に多かった.合併症は全て

の群で認めなかった.（2）重症度の推移について，

T群は注射後12週経過時まで全ての時期で有意に

改善していたが,B群は注射後1週経過時のみ有意

に改善していた.痙痛の推移について,B群および

T群は注射後1週経過時と2週経過時に有意に軽減

していた.BB群は注射後1週経過時のみ有意に軽

減していた．

【結論】注射後12週経過まではB群やBB群に比べ

てT群が最も治療効果に優れていた．

2-5-16

ばれ指に対するトリアムシノロン腱鞘内

注射後の再発についての検討
RecurrenceafterTriamcinoloneAcetonideln-

jectionfOrTriggerFinger

大阪大学医学部整形外科

○田中啓之，三宅潤一，森友寿夫，

村瀬剛，吉川秀樹

【目的】近年ばね指の保存的治療としてトリアム

シノロン腱鞘内注射が有効であるとの報告を多数

認めるが，再発例を経験することも少なくない．

本研究の目的は，ばね指に対するトリアムシノロ

ン腱鞘内注射後の再発例について検討することで

ある．

【対象および方法】成人ばね指に対してトリアム

シノロン腱鞘内注射を行い6カ月以上の経過観察

を行った42例（男性18例，女性24例)，58指を対

象とした．初回注射時の年齢は33から84歳（平均

65歳）で,罹患指は母指20指,示指4指,中指20指，

環指12指，小指2指であった．薬剤はトリアムシ

ノロンを5-20mgと1%リドカイン0.5-1.0mlを混入

して使用し，原則として4ヵ月以上の期間を経過

した上で，再発症例に対して繰り返し投与を行っ

た．再発の有無および回数，また再発例に対して

は注射後から再発までの期間，罹患指について検

討を行った．経過観察期間は6から50カ月（平均

17カ月）であった

【結果】経過観察期間中に再発を認めたのは24例

であり，注射後から再発までの期間はlから21カ

月（平均8ヵ月）であった．再発1回が18指,2回

が12指4回がl指であった．罹患指と再発率との

間に明らかな相関関係は認められなかった．再発

群において，罹患指数が1指の症例では平均再発

回数は1.1回であった．一方，複数指罹患症例で

は平均再発回数は1.8回であり，両者の間に有意

差が認められた．

【まとめ】ばね指に対してトリアムシノロン腱鞘

内注射を行い,その再発例について検討を行った．

罹患指別の再発率については有意な差を認めな

かった．1指罹患症例と比べて，複数指罹患症例

において再発回数が多かったため，複数指罹患症

例においては再発について注意が必要である．
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2-5-17

腱鞘切開刀を用いた成人ばね指の治療成

績

TendonSheathReleasewithaSpecialToolfOr

TreatmentofSnappingFinger

'金沢医療センター整形外科，2金沢大学医学部整

形外科

○池田和夫l,納村直希1,多田薫2

【目的】成人ばね指の腱鞘切開後にA1プーリー周

囲に腫脹や痛みが続き，しこりを残す症例もある．

術者と患者双方にとって，不快な愁訴である．こ

の，術野に残る腫脹を軽減させるために，局所麻

酔にステロイド（リンデロン）を混入して用い，

腱鞘切開刀で切開しているので，その手技と成績

について述べる．

【方法】術後3週の時点で，皮切の周囲に，発赤・

腫脹が残存した症例数を検討した．前期症例とし

て2000年から2006年までの24例39指を，後期症例

として2007年から2009年までの24例31指を対象と

した．前期症例は,局所麻酔(1.0%キシロカイン）

約5mlを用いて，約lcmの皮切を行い，筋鉤を用

いて皮下を展開してAlプーリーをハサミで切っ

た後期症例はリンデロンlmgを混入した局所麻

酔約5mlを用いて,0.5cmの皮切を行い，細い特

別の鉤を用いて,A1プーリーの中枢端を展開し

たそこから腱鞘切開刀を押し切りで腱鞘を切開

した．

【成績】前期症例には3例(12.5%)に，術後3週

しても，不快な腫脹が残存していた後期症例は

O例(0％）であったどちらの群においても，神

経損傷，切り残し，皮膚縫合不全，術後感染症な

どの合併症はなかった．

【結論】ステロイドの併用と腱鞘切開刀の使用に

より，不快な腫脹や発赤・しこりが軽減できた．

ステロイドの併用により，縫合不全や感染症を心

配したが，それらの合併症はなかった．腱鞘切開

刀は，押切りのタイプであり，最後の末梢端は盲

目的操作となるので，正中を外さないように，左

手示指の指腹部で位置を確認しながら切ることが

重要である.いわゆる皮下腱鞘切開刀との違いは，

Alプーリーの中枢端を直視し刀を挿入すること

が可能なことである．また，切開後に屈筋腱を引

き出して，深指屈筋腱と浅指屈筋腱を別々に牽引

して，剥離させることも可能である．

2-5-18

中高年特発性手指屈筋腱滑膜炎の臨床的

検討

ClinicalReviewofldiopathicTenosynovitisof

theFlexorsinElderly

熊本整形外科病院

○ 田 嶋 光

【目的】近年中高年の前腕遠位から手掌までの手

指屈筋腱滑膜炎に由る手指運動痛・障害，手根管

症候群を主徴とする例が増加している．病因とし

てRA,糖尿病,RS3PE症候群等の基礎疾患を背

景とする例もあるが，多数は加齢を背景として滑

膜炎を惹起させる何らかの障害が推測された．屈

筋腱滑膜切除正中神経剥離により軽快するが，

自験例から臨床的特徴,治療成績病因論につい

て検討する．

【対象･方法】年齢は59歳から86歳,男11例女17例，

右13手左11手両側4例の28例32手で，やや女性に

多く，多数は片側性で，全例屈筋腱滑膜炎による

手指運動痛・障害と手根管症候群を示した.X線

上Steinbrockerのstage分類では1:26手2:4手3:

2手,MRI施行例28手中屈筋腱滑膜炎27手，手関

節炎12手,CRP上昇28例中21例,RF陽性28例中1

例，滑膜炎の活動性を示すMMP-3陽性19例中13

例，抗CCP抗体陽性15例中1例．

【結果】症状が軽いか軽快傾向の5例を除き,23例

26手に前腕遠位から手掌部MP関節部までの屈筋

腱滑膜切除とAlpulley切離を行った．組織所見

は25手中3手がRAの所見で他は非特異性滑膜炎で

あった正中神経症状はl例を除き軽快し,全例で

手指運動障害・運動痛も改善したが,長期経過例

では改善が悪く2例は前腕での滑膜炎が遷延した

【考察】病因論として，経過中に確定したRA2例2

手RS3PE症候群2例4手コントロール不良の糖尿

病2例が基礎疾患を背景とし，他22例24手は基礎

疾患を有しない特発性例で，内手関節症随伴2例

手関節炎合併6例であった．基礎疾患に由らない

加齢，代謝障害を背景とした特発性屈筋腱滑膜炎

のclmicalentityを確立する必要がある．
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2-5-19

慢性手指屈筋腱腱鞘炎の病因学的検討
PathophysiologicalStudyofChronicFlexorTe-

nosynovitisoftheFinger

済生会西条病院整形外科

○藤井裕子，亀井節也，白形陽性

【目的】保存療法に抵抗する原因不明の慢性手指

屈筋腱腱鞘炎は，日常診療においてときに遭遇す

る．これらのうち特に非感染性の腱鞘炎に対し病

因について検討した．

【対象・方法】2006年以降に2カ月間以上の保存療

法に抵抗し手術を行った慢性手指屈筋腱腱鞘炎の

うち，術前に診断が得られなかった12例を対象と

した弾発指細菌感染（非定型抗酸菌を含む）

などの明らかな原因を有する例を除外した男性

3例，女性9例平均年齢58歳，全例屈筋腱滑膜切

除術を施行した．これらについて病歴，血液学的

検査,病理組織所見,術後経過について検討した．

【結果】病歴については，外傷（打撲）を有する

ものl例，糖尿病既往3例であった．血液学的検査

では白血球数9000/"l以上が4例,CRPO.5mg/dl
以上が6例であった．術中採取した検体の一般細

菌・真菌・抗酸菌培養は陰性であった．病理組織

では好中球浸潤5例，肉芽腫形成3例，リンパ濾胞

形成4例，また好中球浸潤に加えて血管内壊死，

血管周囲壊死を認めたものが3例あり，いずれも

高齢，糖尿病既往例であった．3例に再発し，2例

はステロイド投与で軽快，1例は再手術を要した．

【考察】好中球浸潤を認めた例についてはmildな

感染を疑わせ，そのうち肉芽腫を認めた例もある

ことから軽微な外傷が見過ごされた可能性があ

る．リンパ濾胞形成を認めた例についてはそのう

ち2例がステロイド投与で軽快したことから，リ

ウマチ類似疾患であった可能性がある．好中球浸

潤に加えて血管内壊死，血管周囲壊死を認めた例

に関しては，高齢・糖尿病に伴う動脈硬化病変が

ベースにあり，その上に急性,慢性炎症が加わり，

時間を経るにつれて壊死と炎症病変が混在する病

態をきたした可能性がある．原因不明の腱鞘炎で

は，滑膜切除後薬物治療を要する病態があること

を念頭におく必要がある．

2-5-20

deQuervain病における治療法選択の現状

TreatmentSelectionofdeQuervainDisease

'済生会山形済生病院整形外科，2済生会山形済生

病院リハビリテーション部

○石垣大介l,清重佳郎1,笹原寛2

deQuervain病の治療手段には装具による局所の

安静（装具)，腱鞘内ステロイド注射（注射)，腱

鞘切開手術（手術）がある．ことに近年はトリア

ムシノロン懸濁剤の有効性が広く知られるように

なり，第一選択と考えられている．現在これらの

治療法がどのように選択されているか，手の外科

医(HS)と手の外科以外の整形外科専門医(OS)

での選択の差異に注目して調査したので報告す

る．

【対象および方法】2007年4月以降の2年6ケ月間に

当院で診療したdeQuervain病94例（平均51.5歳）

を対象とし，診療録をもとに装具，注射，手術，

投薬の実施状況を調査した．これらを2名のHSが

担当した群（67例）と12名のOSが担当した群(27

例)の2群に分けて,治療法選択の違いを比較した

前医で治療を受けた既往のある28例については，

前医での治療内容も聴取した

【結果】全94例のうち装具は38例（40.4％)，注射

は45例（47.9％)，手術は19例(20.2%)に行われ

ていた（重複あり).HSが担当した例では装具が

493％，注射が52.2％，手術が26.9％に行われたの

に対し,OSが担当した例では装具が18.5%,注射

が37.0%,手術が3.7%であった．投薬のみが行わ

れたのはHSで7.5%であったのに対し,OSでは

55.6％であった．前医での治療法は装具が3.6％，

注射が46.0％，投薬または物療のみが50.0％であっ

た．前医で注射を受けた13例中6例が無効のため，

1例は皮下脂肪萎縮となって当科を受診した

【考察】HSは装具注射，手術を駆使して治療す

る傾向があるが,OSや前医では半数が投薬で経

過観察されていた．また，前医では注射の無効例

や薬液の皮下漏出に伴う合併症と見られる例が散

見された．手の外科医の問ではdeQuervam病に

対する装具療法，腱鞘内注射の有効性と手技は確

立されているが，一般整形外科医に対する啓蒙が

必要と考えられた．
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手における石灰沈着性腱炎および関節周

囲炎の治療経験

AcuteCalcificTendinitisandPeriarthritisofthe

円and

いまむら整形外科医院

○今村宏太郎

【はじめに】石灰沈着性腱炎および関節周囲炎は

発赤，痙痛腫脹，熱感などをともなって急性に

発症し,X線で石灰像を認める．手に発生するこ

とは比較的まれで，本邦でのまとまった報告は少

ない．そこで今回，当院で経験した手関節，手指

の症例を対象にその特徴について検討したので報

告する．

【対象】平成9年8月より平成21年6月までに当院で

経験した48例を対象とした男11例，女37例年

齢は平均54.0歳であった．経過観察期間は平均1

年7か月であり，現在のところ再発例はない．

【方法】1）年齢分布,2)発症から初診までの期間，

3）発生部位,4）石灰の大きさ，形，辺縁の状態

5）治療法，6）治癒までの期間，7）石灰沈着像

の経過などの各項目について検討した．

【結果】l)20代1例,30代8例,40代8例,50代12例，

60代9例,70代9例,80代l例と50歳代を中心に各

年齢層に発症していた．2）発症から初診までの

期間は，当日から14日（平均2.5日）であった3）

発生部位は手関節19例，母指10例，示指5例中

指4例，環指5例，小指5例であり,13例がMP関

節に発生していた．4）石灰の大きさは平均2.1×

5.0mmであり，形は円形19例，帯状23例，三角形

6例，辺縁がシャープなもの15例，不整9例，雲状

24例であった．5）治療は，消炎鎮痛剤の投与な

ど保存的治療を行ったもの45例，うち24例にステ

ロイド注射，22例にシーネ固定を追加した．3例

に石灰の摘出術を行った．6）治癒までの期間は1

日より58日（平均7.8日）であったが，48例中22

例では平均2.2日で瘻痛が消失した．7）単純X線

で経過が追えた16例中,石灰が消失したものl0例，

減少4例，不変2例であった

【結語】ほとんどの症例では保存的治療で早期に

症状の改善が得られた．また，石灰沈着像の消失

がなくとも症状の改善は得られていた．

2-5-22

石灰沈着性手関節周囲炎の診断と治療

DiagnosisandTreatmentoftheCalcificPeriar-

thritisintheHand

札幌徳州会病院整形外科

○畑中渉

【目的】肩関節の石灰沈着性腱板炎や膝関節の偽

痛風発作はしばしば見かけられるが，手部に石灰

沈着を伴う関節炎をきたすことは比較的少なく，

感染性疾患と間違われて加療を受けている例も見

受けられる．手関節に発生した石灰沈着性関節周

囲炎の24例を経験したので他関節と比較し報告す

る．

【対象と方法】2004年2月から2009年8月までの問

に初診した24例について，性別，年齢,発症様式，

臨床症状，血液検査予後について調査した

【結果】性別は女性17例と女性に多かった．年齢

は30～96歳，平均724歳で高齢者に多かった発

症様式は7日以内の急性例が20例，2週間の亜急性

例がl例，1.5ヶ月～半年の慢性例が3例であった．

臨床症状は，全例で瘻痛を認め，22例に腫脹，16

例に熱感を認めた.24例中14例に血液検査を行い，

CRPは2例を除き陽性で，赤沈は11例で上昇して

いたが,WBCは12例で正常だった．石灰の沈着

部位は,TFCC周囲が19例と最も多かった．石灰

の沈着状態を粒状，線状，雲状に3分類すると，

粒状が8例，線状が3例，雲状が13例であった．治

療は全例保存的に行った3例は初診以降受診が

無く経過が不明であったが，残りの症例は，全例

平均3.0日で痙痛は消失していた．ケナコルト注

射とCimetidine内服例の瘻痛消失までの期間が平

均1.2日と最も早かった.X線再検を18例に行い，

石灰沈着像は6例で消失,10例で縮小を認めた.2

例で再発を認めたが，保存療法を再度行い改善し

た．

【結論】肩関節の石灰沈着性腱板炎や膝関節の偽

痛風と違い手関節では局所の熱感・発赤を伴うこ

とが多かった．急激な発赤・腫脹・痙痛で発症す

る例が多く，蜂窩織炎などの感染症と誤られやす

いため，臨床経過やX線像から鑑別が重要である．

ケナコルト注射とCimetidine内服の効果が高い．
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当科において手術を要した手指感染症の

起炎菌の検討

TheBacteriologyofHandlnfectionsRequired

SurgicalTreatment

佐世保共済病院整形外科

○花田麻須大，寺本全男水城安尋，

久我尚之，萩原博嗣

【目的】細菌感染症の治療において，培養検査を

行なっても結果が判明するのに数日要し，細菌を

検出できない場合もある．また，起炎菌，薬剤感

受性は地域,検査の行なわれた年代により異なる．

今回,手指感染症の抗生剤選択の指標とするため，

当科において手術を要した手指の感染症の起炎菌

を検討したので報告する．

【方法，結果】対象は平成19年4月から平成21年9

月まで手指の感染に対して手術を行なった14例

で，爪周囲炎2，蜂巣炎2，化膿性屈筋腱々鞘炎3，

骨髄炎1，化膿性関節炎1,骨髄炎合併化膿性関節

炎5である．原因は，外傷なし5（糖尿病2)，咬傷

2，魚骨3，木片3，土壌1であった．11例で起炎菌

が検出され,1菌種によるものは3例で，溶連菌，

MRSA,カプノサイトファーガであった．混合

感染は8例でブドウ球菌が3例，溶連菌が6例に検

出されたが，嫌気性菌感染は5例あり，うち3例に

おいてはβラクタマーゼ陽性嫌気性菌であった

緑膿菌，腸球菌も検出された．治療は，犬咬傷か

らカプノサイトファーガ感染を起こし，敗血症，

DICを発症した症例はDIP関節離断を行い，骨欠

損が大きかった1例にセメントビーズ治療を行

なったが，原則的にデブリドマン，開放洗浄を行

ない全例沈静化した．骨髄炎合併化膿性関節炎は

関節破壊のため著明な可動域制限が残存した．

【考察】市中感染から手術を要するまで悪化した

手指感染症には咬傷，糖尿病がなくても嫌気性菌

合併感染が多く，セフェム系薬剤が無効な腸球菌

が検出された症例もあり，骨軟部組織感染症に使

用される事の多い第一世代セフェム系抗生物質単

剤での対応は不十分と考えられたまた，開放洗

浄は有効であったと考えられた．カプノサイト

ファーガ感染からDICを発症した症例は局所には

感染兆候がなく，特殊な経過をたどる起炎菌の存

在を念頭においておく必要がある．

2-5-24

当科における手指化膿性腱鞘炎の手術治

療成績

ClosedContinuouslrrigationfOrPyogenicTeno-

synovitisoftheHand

濁協医科大学整形外科

○亀田正裕，長田伝重，高井盛光，

坪山大輔，野原裕

【目的】手指化膿性屈筋腱腱鞘炎は，早期に適切

な治療が行われないと，重篤な機能障害を残す可

能性がある．当科では積極的に閉鎖式持続洗浄療

法を行い，良好な治療成績を報告してきた以前

は抗生剤入り生理食塩水で洗浄を行っていたが，

2003年以降は生理食塩水のみで洗浄を行ってい

る.今回,2つの治療成績を検討したので報告する．

【対象】1994年から現在まで当科にて手術療法を

行った，手指化膿性屈筋腱腱鞘炎は32例38指で

あった．男性23例，女性9例，受傷時年齢は20～

78歳，平均52歳であり，受傷原因は切創12例，刺

傷10例，手術・注射3例，咬創3例その他・不詳

4例であった．受傷から当科初診までの期間は，

受傷当日から最長71日で平均ll日，当科初診から

手術までの期間は，当日から最長19日であった．

経過観察期間は3～30カ月，平均7.8ヵ月であった．

基礎疾患として糖尿病などの易感染性因子を7例

に認めた.抗生剤入り生理食塩水での持続洗浄(抗

生剤有群）を23指に，生理食塩水のみでの持続洗

浄（抗生剤無群）を15指に行った

【結果】術中所見によるLoudonの病期分類では抗

生剤有群はstagel:2指,stage2:ll指,stage3:6

指,stage4:4指,抗生剤無群はそれぞれl指,8指，

4指，2指であった.Flyrmの機能評価では抗生剤

有群はgood:10指fair:8指,poor:5指であり，抗

生剤無群はそれぞれ8指，3指，4指で，両群間に

統計上有意差はなかった．抗生剤有群のl指，抗

生剤無群の2指に再手術を要し，いずれも病期の

進んだ症例や基礎疾患を要する症例であった．

【結論】持続洗浄液の抗生剤の有無による治療成

績には差はなかった．機能障害や再手術例は病期

や基礎疾患に関連すると思われた．
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非結核性抗酸菌による手の腱滑膜炎

NontuberculousMycobacterialTenosynovitisof

theHand

'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'，中島紀綱l,野口政隆2

【はじめに】非結核性抗酸菌（以下NTM)感染症

は近年増加傾向にあるが，手・手関節部の罹患は

比較的まれである．今回我々は手・手関節部の

NTMによる腱滑膜炎ll例につき検討を行ったの

で報告する．

【対象と方法】男性5例，女性6例で，初診時年齢

は53～90(平均65.8)歳主訴は腫脹･痙痛が多かっ

たが，手根管症候群を思わせるようなしびれ．痛

みのみであったものが3例あり,瘻孔形成など激

しい炎症所見を認めたものは2例であった．職業

は農業が5例，漁業が3例，建築業が1例であり，

明らかな外傷歴を有するものが4例であった．既

往症として糖尿病が2例，癌が1例，膠原病に対し

てステロイドと免疫抑制剤を投与されていたもの

がl例あった．全例で広範囲滑膜切除を行い，病

理診断や培養検査の結果によりRFP･INH･

CAMなどを中心とした術後化学療法を行った

【結果】培養やPCR法により判明した起因菌は

Mycobacterium(M.)marinumとM.intracellulare

が各4例,M.nonchromogenicumが2例,M・terrae

がl例であった漁業従事者3例全例で起因菌は

M.marinumであった．再発・再燃などのため複

数回手術を要したものが11例中3例あったが，肺

やその他の臓器への感染が認められた症例はな

く，1～84（平均26.1）力月の経過観察で全例に

おいて緩解が得られていた．

【考察】NTMによる腱滑膜炎は比較的まれとされ，

また培養などによる確定診断が困難であるためか

まとまった報告は少ない．初発症状として手根管

症候群を思わせる症状を呈するものがあり，その

ような症例に対して診断の一助としてMmは有用

であった．慢性に経過する手・手関節部における

腱滑膜炎では常に本症を念頭に置き，滑膜切除に

より病理組織検査および抗酸菌培養・PCR法など

を行うことにより診断率は向上すると思われた．

2-5-26

手指，手関節に生じたMycobacterium
kansasii感染症について

AtypicallnfectionsoftheHandandWrist

CausedbyMycobacteriumKansasii

'九州大学大学院医学系研究院整形外科，2朝倉医

師会病院整形外科

○光安廣倫l,大嶋直人2,芳田辰也1,

三浦裕正'，岩本幸英」

【緒言】Mycobacteriumkansasiiによる感染が手

指手関節部に生じることは極めてまれである．

我々が経験した手指，手関節部に生じたに生じた

Mycobacteriumkansasiiについて報告し，考察を

加える．

【対象】2002年以降九州大学病院および関連施設

で経験した手指，手関節に生じたMycobacterium

kansasiiによる感染症は3例であり，その内訳は感

染性手関節炎を生じたものl例，伸筋腱滑膜炎を

生じたものl例，屈筋腱腱腱鞘炎を生じたものl例

である．各々の罹病期間としては，手関節炎を生

じた症例が初発より10年を経過していたが，それ

以外は発症後6カ月以内に診断治療が開始された．

確定診断については全例で，滑膜組織採取後，抗

酸菌培養後のDDH(DNA-DNAHybridization)

法による同定であり，採取した滑膜組織での

Ziehl-Neelsen染色で抗酸菌が同定できたものはl

例であった．呼吸器感染を生じたものはなく，全

例リファンピシン，エタンブトール，イソニアジ

ドの3剤併用にて感染は治癒したが，屈筋腱腱鞘

炎の1例で経過中の増悪を認め，再度滑膜切除を

行った．

【考察】Mycobacteriumkansasii感染症を手指，

手関節に生じることはまれで，手関節炎を生じ確

定診断に至った症例のように，診断がつかず感染

の波及が進行してしまうものもある.診断確定は，

培養後のDDH法によるが，結果が出るまでに時

間がかかること，それまでに化学療法は難しいこ

と等’問題も多い．緩徐進行性の感染を疑う病変

を見た場合には，鑑別すべきものとして，それま

でに生じた手指の外傷がなかったかについて，職

業歴，趣味を含めて詳細に問診し，早期に確定診

断をつけ，加療すべきと考えられた．
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榛骨遠位端骨折の治療
WatershedLineを超えない僥骨遠位端掌側ロッキングプレートの

開発と使用経験
TheTreatmentoftheDistalRadiusFractureswiththeMeiraVolarLockingPlateSystem

PlacedwithinWatershedLine

坪川直人

(財）新潟手の外科研究所

僥骨遠位端骨折の手術治療法は,Bridging型創外固定,Non-bridging型創外固定，髄内釘，

掌側，背側ロッキングプレート,double,tripleプレートなど様々 な方法が行われている．中

でも掌側ロッキングプレートは僥骨遠位端骨折の手術治療のスタンダードな手術として確立さ

れてきている．数多くの掌側ロッキングプレートが開発，使用されてきているが設置位置から

近位設置型，遠位設置型と2つに分類される．またスクリュー刺入角度が固定されるmono‐

axialtypeと,角度にある程度の自由度があるpoly-axialtypeとに分けられる．ロッキングプレー

トの固定力の問題，特に骨粗憲症例，関節内粉砕骨折AO分類C3骨折症例などでの僥骨短縮

変形,ulnavariance増加による臨床成績低下が報告されてから，ロッキングピンを軟骨下骨直

下刺入するsubchondralsupportが強調されてきた．そのため近位設置型プレートであっても

できる限り遠位にプレートを設置する，遠位設置プレートではスクリューをプレートに対して

打ち下げるか刺入角度を小さくするなどの方法が取られてきた．また僥骨茎状突起の固定力を

考え遠位にプレートを設置し，僥側ロッキングピンの刺入角度を変えて固定しようというプ

レートも考えられてきた．しかし僥骨遠位端ロッキングプレート固定後の長母指屈筋腱，指屈

筋腱断裂の報告が増加してきた．原因は近位設置型プレートの遠位設置例遠位設置型プレー

トでdorsaltiltが増加する背側転位例，ロッキングスクリュー脱転例でプレート，スクリュー

と屈筋腱が接触し磨耗することが上げられる.Orbayらは僥骨遠位端の関節包，僥骨手根骨靭

帯の付着部で，月状骨窩関節面から約3mm,僥骨茎状突起から約14mmの扇形の横走骨性隆

起をWatershedlineと名づけ,掌側ロッキングプレート設置の至適位置であると報告している．

メイラ僥骨遠位端プレートは成人CT画像を用いて解剖学的にWatershedline近位，方形回内

筋窩に収まる形状に作成してある50mmと小さくコンパクトなプレートである．スクリユーも

mono-axialで手技も手術機械もシンプルで容易でかつ確実なロッキングプレートシステムであ

る．手術は榛骨遠位掌側骨皮質を可能な限り正確に整復するため，方形回内筋の温存には固執

しないが，容易に整復される安定型では方形回内筋を残すことも可能である．整復後プレート

の近位楕円穴に皮質骨スクリューでプレートを固定し，イメージ下にプレートの高さを確定し

近位皮質骨スクリューを刺入しプレートを固定する．その後に骨折近位の尺側転位を矯正しな

がら，手関節を屈曲させ遠位ロッキングピンを入れて固定し，方形回内筋は必ず再縫合する．

近位設置型のため僥骨短縮変形が起きるのではないかとの危倶もあったが，掌側骨皮質を整復

しているためか平均0.5mm程度にとどまり，他のX線計測も保たれていた．幹端骨幹部に骨

折が及ぶ症例,MIPO手術にはプレートが小さいため少し長めのプレートも作成中である．ま

たWatershedline付近や，より遠位の骨折に対して近位設置型のプレートでは固定できないと

考えられるため，抜釘を前提とした遠位設置型プレートを作成し臨床応用中である．このメイ

ラプレートを用いた僥骨遠位端骨折の治療についてさまざまな骨折型，症例を提示しながら臨

床成績有用性、問題点について説明する．
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僥骨骨折後CRPStypelに対する生体内
再生治療

In-situTissueEngineeringfbrCRPSTypelPa-

tientsFollowingtheDistalRadiusFracrure

'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，中村達雄2，諸井慶七郎3，

古家仁3，森 本茂4

僥骨遠位端骨折後に生じるCRPStypelは，比

較的軽傷で予後良好とされる．今回我々は，脊髄

刺激電極施行例からの完全復帰例(ClinJPain)

から学び，保存的治療に反応しないpaincontrol

不良例10例に生体内再生治療を試みたので，その

結果を報告する．症例は10例10上肢，男性l例女

性9例，年齢は42-81才，平均65才,AO分類A3:6,

C3:4,前医での治療はギブス:4,0RIF:4,創外固

定:2,0RIFと創外固定:2,CRPS発生時点でⅣRに

よるmanupulationで骨折:2,伸筋腱断裂:1,骨

遷延癒合:1,僥骨神経障害:3が認められた．全

例当院紹介までに2-8ケ月，平均5.6ケ月，全例

CRPS判定基準を満たした．術前電気診断で神経

内科医が確定的に手根管症候群を疑えたのは7例

中1例，波形異常，判定基準の変更で正中神経障

害を疑えたのは5例，臨床症状では全例が正中神

経障害と屈筋腱滑膜炎を強く疑わせた．ステロイ

ド手根管内投与での一次的なADL.VASの改善を

確認後，持続的な改善を認めなかった全例を手術

対象とした．手術は偽関節へのORIF:2,手根管開

放10:，正中神経剥離10:,屈筋腱滑膜切除10,屈

筋腱剥離10:僥骨神経剥離2:僥骨神経PGA-Ctube

置換1：腱延長:1,尺骨神経剥離:1をおこなった．

術後ADL悪化例なく，術後一年を経過した10例

中8例でVAS,DASHの有意の低下,Carrolltest,

握力の有意の増加を認め，8例中VASO:3例1:

2例3：1例4：2例）で全例が社会復帰,VAS4

の2例はIVR中の骨折例発症から8ヶ月経過例で

手指PIP関節拘縮の解除が不十分な労災例で，こ

の一例に瘻痛利得が生じた．

2-5-28

漢方薬を用いたCRPS治療アルゴリズム

AlgorithmfOrCRPSTreatment

北海道大学医学部整形外科

○益子竜弥西田欽也，船越忠直

岩崎倫政，三浪明男

【目的】CRPSは治療に苦慮することが多い疾患

である．我々はCRPSに対し新しい治療アルゴリ

ズムを用いて治療を試行している．この治療アル

ゴリズムでは，まずノイロトロピン内服と交代浴

を試行し，奏功しない場合にはエルカトニンの筋

注を施行し，これらでも効果が無い場合に，東洋

医学的診断の後，漢方薬を使用している．本報告

の目的はCRPSに対する新しい治療アルゴリズム

の有用性を評価することである．

【対象・方法】対象はIASPの診断基準(2005年）

を満たすCRPS症例34例（男性11例，女性23例）

である．年齢は，26歳～73歳，平均55歳である．

ノイロトロピン内服は1日4錠から開始し8錠まで

増量エルカトニン40単位筋注は週にl～2試行し

た．漢方薬は「証」に応じて処方した瘻痛は

VAS(100点にて評価）にて評価した痙痛が

75％以上改善した場合をExcellet,50～74%を

Good,25～49%をFair,増悪～24%改善をPoor

とし，瘻痛が半減以下となったExcellet,Goodを

治療効果ありと判定した．

【結果】ノイロトロピン内服と交代浴によりVAS

は78から28となり10例で改善した．エルカトニン

ではVASは92から46となり,9例で改善した．漢

方薬ではVASは63から38となり7例に効果が得ら

れ,合計では22例（65％）で治療効果が得られた．

【考察】CRPSは難治性疾患であるが，一般的に

試行されているノイロトロピンや交代浴に加え，

あまり使用されないエルカトニン，漢方薬を使用

することにより良好な成績を得られた．22例

(65％）で症状が半減以下に改善しておりこの治

療アルゴリズムは有用と考えられるが，漢方薬は

東洋医学に基づいており，習熟にはやや時間を要

すると思われる．
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腕神経叢ブロックにおけるロピバカイン

低用量麻酔の試み

LowDoseUsageofRopivacaineinAxillaryBra-

chialPlexusBlock

'関東労災病院整形外科，2帝京大学

○小林康--1,深沢克康1,黒島永嗣2,

木村理夫2

【背景】近年，腕神経叢ブロックにおけるロピバ

カイン中毒による間代性痙箪・心停止が報告され

ている．これは，アナフイラキシーではなく，大

量吸収による血中濃度の上昇により発現すると言

われている．当科でも間代性痙箪を2例経験した

(それぞれ使用量2伽l).また，心停止報告例の

最小使用量は100mg(13.3ml)である．そこで，

副作用を軽減させる目的で，腕神経叢ブロックに

ロピバカインを低用量で使用することが可能であ

るか調査した．

【対象と方法】当科において，2007年7月～2009年

2月に，ロピバカンで腕神経叢ブロックを行った

手・手関節の手術92例を対象とした．麻酔薬使用

量は3群に分け，月の上旬20ml,中旬15ml,下旬

lOmlとした．麻酔は全例，同一術者が行ない，

神経刺激器を使用し，基本的には僥骨神経，尺骨

神経，正中神経をブロックした．そして，追加麻

酔，麻酔持続時間，合併症を調べた．統計は

unpairedt-testとYatesChi2乗検定を使用した．

【結果】20ml群(31人),15ml群(30人),10ml群

(31人）の各群で，身長・体重・年齢・手術時間・

駆血時間・駆血圧の有意差はなかった追加麻酔

はそれぞれの群で7人，6人,15人で,20ml群

と15ml群の間には統計差がなかったが,10ml群

は他群と統計的有意差を認めた．術後麻酔持続時

間は，それぞれ，879.0±3035分,691.2±219.9分，

742.8±259.5分で，統計差はなかった．合併症

は全群で生じなかった．

【考察】10ml群では，約半数で追加麻酔を要し，

薬液量としては，手術には不充分であると判断し

た15n群では，追加麻酔を要した数と術後鎮

痛時間が20ml群と同様であり，低用量麻酔とし

て受容可能であることが示された間代性痙鐘・

心停止は，高齢･心疾患合併の報告例が多いので，

ハイリスク症例の場合，低用量麻酔が安全性を向

上させる可能性がある．

2-5-30

腋窩ブロック専用針を用いた放散痛を必

要としない神経血管鞘内刺入による腋窩

ブロックの有効性

TheEHectivenessofAxillaryBlockwithoutRa-

diationgPainUsingAxillaryBlockNeedles

佐賀県立病院好生館整形外科

○佛坂俊輔，力丸俊一，前

塚本伸章野口康男

隆男

【はじめに】腋窩ブロックは上肢手術の際よく用

いられる方法だが，永久的な麻痒を含む神経損傷

などの合併症の危険性もあり注意を要する．当院

では腋窩ブロック専用針を用い，放散痛を指標と

せず神経血管鞘の貫通感による注入法を用いてお

り，過去の症例について麻酔効果，安全性などを

評価したので報告する．

【対象および方法】対象は主に手・手関節周囲の

手術を中心に，前腕の症例も含め同一術者により

腋窩ブロックを施行した全68例麻酔は全例1.5％

カルポカイン20ml使用し，腋窩ブロック専用針

を使用．手術開始時の麻酔の効果を評価し，成功

(追加麻酔が不要)，不完全（局所静脈麻酔ないし

腋窩麻酔，リストブロックの追加など)，失敗（全

麻併用）の3つに分類したまた，術中の副作用

も評価した．

【結果】麻酔の効果は成功58例（85.3％)，不完全

9例（13.2％)，失敗1例（1.5％）であった．

【結語】当院で行っている腋窩ブロックは，神経

損傷，血腫などの合併症の危険性が低く，成功率

も高く安全な手技と考えられた．
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母指CM関節症における関節鏡下関節形成

術の治療成績

ArthroscopicArthroplastyfortheTrapezio-

metacarpalJointArthritisoftheThumb

名古屋大学手の外科

○岩月克之山本美知郎，建部将広，

篠原孝明，平田仁

【目的】母指CM関節症は手の関節症の中で，比

較的頻度が高い疾患である．保存療法に抵抗する

ものには手術療法が選択されるが，複数の手術療

法が報告されており，いまだ一定の見解はない．

当院で行っている鏡視下関節形成術の治療成績を

検討した．

【対象・方法】2008年1月より当院にてCM関節症

に対し関節鏡下関節形成術を行った患者を対象と

した．1.9mmの関節鏡を用いCM関節を鏡視し，

大菱形骨の関節面を切除し，前腕から採取した長

掌筋腱を挿入した．術後の可動域，握力，ピンチ

カ，瘻痛,DASH,HAND20を使用して評価をお

こなった．男性3例，女性9例，右10手，左2手，

年齢は平均62歳(50～83歳）であった.Eaton分

類ではStagell3例,Stagelll9例であった術後3

か月以上経過観察が可能であった，8例につき検

討をした．手術から機能評価までの期間は平均

287日（92～586日）であった．

【結果】手術による僥骨神経損傷，感染症などの

合併症はなかった．平均可動域は榛側外転64度，

僥側外転52度であった．握力は平均18.8kg(対健

側比78％）であり，ピンチカは4.41kg(対健側比

74％）であった．手術前のDASH/Hand20の値は

42.1/48.4であり，術後30.5/31.6へと改善した．ま

た手術前後の瘻痛スコアは平均5.25から3.25へと

軽快した．

【考察】CM関節症の手術法は関節固定術や，関

節形成術など複数の報告がある．関節鏡下の関節

形成術は低侵襲であり，術後の瘤痛は少なく，

CM関節の可動域を保つことが可能な手術法であ

る．また，後日関節固定術を行うことも可能であ

り，初回の手術として考慮すべき方法である．

【結論】鏡視下CM関節形成術は関節固定術と比

べピンチカはやや劣るが，瘻痛を改善し，可動域

を残すことが可能であり，低侵襲な手術であり，

非常に有用である．

2-5-32

整形外科領域におけるエコーガイド下内

視鏡手術の取ﾚﾉ組み一手関節ガングリオ

ン切除での活用一

UltrasonographyAssistedArthroscopicSurgery

fOrtheTreatmentofWristGanglionCyst

名古屋大学手の外科

○山本美知郎，奥井

篠原孝明，平田

伸幸，建部将広，

仁

【はじめに】詳細な病態観察と低侵襲な治療の2つ

の側面から内視鏡下手術はいずれの領域でも急速

に応用範囲が拡大している．一方で周囲組織を観

察できず，限られた視野での手術操作には高いス

キルが要求され,神経血管損傷などの合併症の発

生も絶えない．超音波画像診断装置は画像解像度

に限界はあるが，内視鏡で観察不能な周辺組織を

無侵襲に描出でき，性能向上により血管や神経の

走行も確認可能となっている．我々は2つのシス

テムの補完的な特徴を利用してより安全な内視鏡

手術の確立を目指している．本研究では手関節ガ

ングリオンに対するエコーガイド下関節鏡手術の

実際を紹介する．

【対象と方法】症例は10例10手関節，男性2例女性

8例，年齢は16-65歳（平均31歳).術前画像診断

により発生部位はSL背側7例,1例はLT背側l例，

STT背側l例,PT掌側1例であった．PT掌側発生

例ではギヨン管症候群を伴っていた僥骨手根・

手根中央・遠位僥尺関節鏡視を行い，関節内から

ガングリオンを直視できない際にはエコーガイド

下に関節鏡とシェーバーをガングリオン茎部に誘

導した．

【結果】術中エコーでは全例で正中･尺骨神経,動・

静脈，腱を描出でき，ガングリオンとの関係も明

瞭に確認できた．一方で3関節鏡視によっても滑

膜切除後にガングリオン又は基部を直視できたも

のは2例のみで，エコーガイドが必須であった．

また，エコーでは回転するシェーバーの先端が明

瞭に描出された．術後平均5ヶ月の短期成績では

あるが合併症及び再発は認めていない．術後平均

3週で全例原職に復帰した．

【まとめ】エコーガイドは術中オリエンテーショ

ンを容易にし，神経血管損傷や腱損傷のリスクを

回避することができ，習得が難しいとされる内視

鏡下手術のハードルを大幅に引き下げ得る有用な

方法である．
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三角線維軟骨複合体の尺・背側slit損傷に

対する鏡視下縫合術(Capsular縫合法）
の有用性

WristArthroscopicCapsularSuturingoftheUl-

nar&DorsalSlitTornTFCC

'慶應義塾大学医学部整形外科，2国立成育医療セ

ンター整形外科

○高木岳彦l'2,中村俊康l,岡崎真人1,

戸山芳昭'，池上博泰】

【はじめに】三角線維軟骨複合体（以下TFCC)

損傷例に対する鏡視下縫合術には関節包に縫着す

る方法(capsular縫合法）と尺骨小窩にpulloutす

る方法(transosseous縫合法）が知られている．

小窩に問題がなく,discが関節包からdetachする

尺側slit損傷や背側slit損傷の場合には関節包に損

傷部を圧着するcapsular縫合法の有効性が期待で

きる．今回，自験例の尺・背側slit損傷例での本

術式の有用性を検討した

【対象および方法】対象は10例10手関節で，年齢

は18～34歳（平均24歳),男7女3,右6左4,受傷

原因はスポーツによるもの4（野球3，ゴルフ1)，

転倒6であった.TFCC損傷は全例尺～背側slit損

傷であった．受傷から手術までの期間は5日～

24カ月（平均10カ月）であった手術は関節鏡視

下に関節包の外から3-0ポリエステル糸を用いて

outside-m法で関節包に縫合するCapsular縫合法

を全例に行った．経過観察期間は12ヵ月～36ヵ月

(平均18カ月）であった．瘻痛，回内外可動域，

DRUJ不安定性を調査し，成績を左右する因子と

して受傷から手術までの期間についても検討し

た．

【結果】術前全例で認めた瘻痛は7手で消失，2手

で軽快し,1手では不変であった回内外可動域

制限はみられなかった.DRUJ不安定性は術前軽

度1手，中等度8手，重度1手で，術後は3手で中等

度の不安定性が残存した術後成績は優6良l可2

不可1であった．また，受傷から手術までの期間

が6カ月以内例では優5可lであったのに対し，

15ケ月以上経過した4例では優'良l可l不可lと安

定しなかった．

【考察】capsular縫合法では尺骨小窩部損傷には

対処できないが，受傷後早期の尺・背側slit損傷

であれば良好な成績が期待できる．

2-5-34

母指CM関節症に対する装具療法の効果

EfficacyofSplintingfOrtheCarpometacarpal

ArthritisoftheThumb

'大阪医科大学整形外科，2佐藤病院整形外科

○白井久也'，植田直樹'，藤澤幸隆'，

木下光雄l,杉本裕宣2

【目的】母指CM関節症に対する保存療法の有効

性に関する知見は少ない.我々は,母指外転対立

位でのスプリント固定を治療の第一選択としてお

り，その有効性を検討した

【対象と方法】対象はCM関節痛に対してスプリ

ント療法を行った33例（男7,女26例）で,平均年

齢は67歳（49-82歳）であったEatonのX線進行

度はstagelがl例,2が18例,3が12例,4が2例であっ

た1999-2006年は硬性のThumbofbrmTM(Otto

Bock社）を,2007-2009年は主として軟性のCMバ

ンドTM(中村ブレイス社)(7例）を使用した.装

着1-2週後に装着中の疾痛レベルをO～10段階(0:

痛みなし-10:装着前のレベルの痛み）で評価した

また,スプリントの装着期間,中止の理由,装着感

を調査した調査期間は平均41ヵ月（5-113カ月）

であった

【結果】スプリント中の瘻痛レベルは5以下が20例

(61％），7以下では27例（82％）であった瘻痛レ

ベルは罹病期間と有意な相関関係を認めたが,X

線stageとの相関はなかった装着期間は3ヵ月以

内がll例(33%),4-12カ月が9例(39%),13カ

月以上が9例（27％）であった.装着中止の主たる

理由は,瘤痛軽減のためが15例（45％），有効でな

いまたは装具が合わないが10例（30％）であった

保存療法に抵抗した7例(21%)は手術療法に至っ

た.Thumbofbrmの装着感は概ね良好であった.水

仕事が可能とされるCMバンドは実際には水仕事

中は外されていた．

【結論】スプリント療法は装着早期から除痛効果

を認め,瘻痛が半減以下となった例は61％であっ

た.装着までの罹病期間が短いほど除痛効果を認

め,硬性スプリントは軟性より除痛効果がある傾

向を示した.瘻痛は治療後3から6カ月で軽減した

例が多く，保存療法で多くの患者が手術を回避で

きた．
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母指CM関節症に対する新たな固定装具の

考案

NewSplintfOrTrapeziometacarpalOsteoarthri-

tis

'鈴鹿回生病院整形外科，2鈴鹿回生病院リハビリ

テーション科，3星城大学リハビリテーション学

科，4名古屋大学手の外科

○森田哲正1，平良明子2，岡野昭夫3，

藤澤幸三1,平田仁4

【目的】母指CM関節症に対する装具療法は日常

良く行われているが，これまでの装具は母指MP,

手関節が固定されるものが多く，装具使用時の

ADL低下のため長期に使用されることが少な

かった．そこで装具の機能はそのままでMP,手

関節を固定しない装具（わたべ式装具）を考案し

その装具の有用性を検討した．

【装具の形状】掌側外転は30～45度，僥側外転10

～20度とし熱可塑性素材で第一中手骨を掌側背側

から面でおさえるようフィッティングさせ,MP,

手関節の動きを制限しないようトリミングする．

【方法】2005年ll月以降，当院にて母指CM関節

症と診断され，わたべ式装具にて治療を行った17

例23手を対象とした（男2女15,平均56歳,Eaton

分類stagel6,stage29,stage38).全例に装具

装着前,装着1ヶ月後にピンチカ，レントゲン（最

大ピンチ時のCM関節脱臼距離),VAS,DASH

を測定し統計学的に評価した．さらに装着の使用

状況を追跡調査した．

【結果】ピンチカは装着前平均3.9kgから装着後4.5

kgへと有意に増大し(p<0.05),ピンチカも装着

前平均4.0kgから装着後4.6kgへと有意に増大した

(p<0.01)．最大ピンチ時のCM関節の脱臼距離は

装着前平均2.4mmから装着後l.6mmへと改善傾向

にあった．VASは装具前平均56.5から装具後14.3

へと有意に減少した(p<0.01).DASHは装着前

平均28.5から装着後18.0へと有意に減少した(p<

0.05).また追跡調査では装着後手術治療に変更

となったのは2例で何れも装具装着での仕事が困

難なためであった．装具の使用期間は平均2.7ケ

月であり，中止の理由はその91％が痙痛の改善で

あった．また81％はその後も瘻痛出るときには

時々装具を使用していた

【結語】わたべ式装具は機能的にもQOL評価でも

良好な結果を示した．今後外来診療で容易に使用

できるよう既製品化を目指したい．

2-5-36

母指CM関節症に対する関節鏡視下手術

による治療

TheTreatmentoftheThumbCarpometacarpal

JointArthritisbyArthroscopicSurgery

'聖マリアンナ医科大学整形外科学教室2木原整

形外科医院

○新井猛l,木原仁2,清水弘之1,

倉持大輔'，別府諸兄」

【目的】母指CM関節症（以下OA)の手術的治療

において共同演者の木原が1996年に解剖学的検討

を報告しており，2000年より関節鏡を用いた関節

形成術を施行している．今回その手術成績につい

て報告する．

【対象および方法】症例は男性6例，女性13例の19

例であった.手術時年齢は23歳から80歳であった．

症例の内訳は一次性のOA例が16例，二次性OA

例が3例であった術前の病期分類はEaton分類

でstage2が13例,stage3が6例であった手術法

であるが1.9mmの関節鏡を用い，刺入点はCM関

節背側直上で長母指外転筋の僥側と尺側に2カ所

作成したCM関節内滑膜を十分に切除後，刺入

口を交互に利用しアブレーダーを用いて大菱形骨

の部分切除を施行した．部分切除範囲は軟骨下骨

がわずかに露出する程度とした．同側の長掌筋腱

を採取しCM関節内に充填した．なお，長掌筋腱

欠損例は僥側手根屈筋腱を半切して利用した．術

後の外固定は母指対立位で4週間とした．術後経

過観察期間は平均で3年である．

【結果】直接検診が可能であった12例中9例は術前

の痙痛が消失したが3例は軽度残存していた．こ

の3例はいずれもEaton分類stage3の症例であっ

た.lateralpinchは術前平均3.8Kgが5.9Kgに,3

fingerpmchは術前平均2.4Kgが6.2Kgに改善して

いた．合併症は僥骨神経背側枝の刺激症状を来し

たのがl例と充填した長掌筋腱が皮下結節を形成

し切除を要した例がl例であった．

【考察および結論】母指CM関節症に対する関節

鏡視下手術では関節可動域が温存され，除痛効果

にも優れており低侵襲で治療成績も安定してい

たしかし，進行期の症例では十分な除痛効果が

得られない症例も存在した．関節鏡視下手術の手

術適応は限定されるが，関節機能も温存され優れ

た手術法である．
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母指CM関節鏡視下手術におけるthenar

portalの検討
EvaluationforThenarPortalinArthrosopic

SurgeryofThumbCarpometacarpalJoint

'三重大学大学院医学系研究科運動器外科，2永井

病院整形外科，3名古屋大学大学院医学系研究科

手の外科

○辻井雅也1,里中東彦l,植村和司2,

平田仁3，須藤啓広！

【目的】母指CM関節は手の外科医が,外傷,関節

症などで加療する頻度の高い部位である．近年，

小関節鏡の発展により同部位への鏡視下手術の報

告が散見される．しかし一般に用いるCM関節背

側の二つのportalでは術操作が煩雑となることを

経験する．我々 はWalshが報告したthenarportal

(TP)を使用しており，使用経験と安全性につい

て他portalとも比較して報告する．

【方法】当科で2006年以降に母指CM関節鏡視下

手術を施行した症例は10例で,内訳は女性5例,男

性5例,平均年齢は54.1歳であった.Bennet脱臼骨

折3例，母指CM関節症7例に手術を施行した

Bennet脱臼骨折は関節鏡視下に骨片を整復後,経

皮ピンニングにて固定,CM関節症はl例で関節固

定,6例にMenon,木原の方法に準じて大菱形骨部

分切除後に長掌筋腱を関節内に充填したPortal

は長母指外転筋腱の僥側(1R),短母指伸筋腱の

尺側(1U)を全例に作成し,TPは6例に用いた

Portalの合併症を評価した

【結果】TPは主に鏡視に用いたlUと垂直の位置

にあり，関節内操作が容易であった合併症はTP

を用いなかった手術のlRで僥骨神経浅枝損傷と

思われる感覚鈍麻を2例に認めた.他のportalで神

経損傷はなかったが,TPで創部嬢痕による瘻痛を

CM関節症の3例に認めた．これらの合併症は術後

2カ月以内に改善した．

【考察】母指CM関節鏡視下手術で一般に用いる

1Rは神経に近接するが,TPを用いることで1Rで

の術操作は少なくなり，神経損傷の危険性が減少

すると考えられた．またportal作成時に関節内か

らdeepanteriorobliqueligamentを確認するため

靭帯損傷の危険性もなく，安全なportalで今後も

活用できると考えられたしかし屍体を用いた

Walshの報告では言及されていないが,portal作成

部の創部嬢痕の痙痛を訴える例があり，特に手術

操作の多いCM関節症では慎重なinfbrmed

consentが必要と思われた．

2-5-38

母指CM関節症に対するLRTI変法における

骨切除の工夫

BoneResectioninModifidedLRTIArthroplasty

fOrThumbBasalJointArthritis

東京大学医学部整形外科・脊椎外科

○三浦俊樹，徳山直人，高群浩司，

伊藤祥三，石山典幸

母指CM関節症に対するBurtonらのligament

reconstructiontendoninterposition(LRTI)法

では大菱形骨の全切除または部分切除を行うが，

大きな骨切除に伴う力の低下や母指短縮といった

問題点も指摘されている．我々は骨切除量に注目

し骨切除を最小限としたLRTI変法を行っており

今回その適応と成績を報告する．

【対象と方法】Eaton分類を基準にstagelには靱

帯再建(Eaton法）を,stage2,3には大菱形骨を

部分切除するLRTI変法を,stage4には大菱形骨

を全切除するLRTI法を行った．今回は過去5年間

に母指CM関節症に対して大菱形骨部分切除の

LRTI変法を行ったRA患者を除くstage2,3の15例

を検討した．この術式の要点は背側アプローチに

て関節表面を各2mm程度切除することと採取し

たPL腱をFCRに縫い込みBurton法に準じた靱帯

再建とinterpositionを行うことである．

【結果】除痛効果は早期から得られた．握力，ピ

ンチカは術後早期に一旦低下するものの4ヶ月で

は回復しその後も増加した.l年以上の経過観察

した症例の関節形成部の間隙はX線上平均3mmで

あり沈下はほとんどなかった.14例の成績は良好

であったが，術前完全脱臼していたl例において

早期に脱臼傾向が再燃した．

【考察】握力，ピンチカが比較的早期から改善し

ており骨切除量を少なくした利点と考えられる．

また，術後中手骨の沈みこみによる母指短縮も少

なくMP関節過伸展変形も生じにくい．作成する

間隙が小さいためPL腱で十分mterpositionが可能

である．全ての手技が2cm程度の背側皮切とPL

腱採取のための小皮切で行うことが出来ることも

利点である．ただし高度な背側亜脱臼例には靭帯

再建法において注意を要する．また,stage4は

本法適応の限界である．

【結語】母指CM関節症stage2,3に対して小さな骨

切除によるLRTI変法を行い良好な成績が得られ

た．
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母指CM関節症に対するtendonsuspension
sIingarthroplasty(Kleinman法）
－成績不良因子の検討一

TendonSuspensionSlingArthroplastyfor

ThumbTrapeziometacarpalArthritis(Kleinman

Procedure):IdentincationofFactorsWorsening

Results

北海道整形外科記念病院

○西尾泰彦，加藤貞利，近藤真

三浪三千男

【目的】母指CM関節症に対して大菱形骨摘出と

靭帯再建術を併用する術式については多数の報告

がなされている．演者らはKleinmanが報告した

tendonsuspensionslingarthroplastyを行ってお

り，今回その臨床成績を調査し，成績不良因子に

ついて検討したので報告する．

【対象と方法】対象症例は18例18手である．男性2

例，女性16例であり，手術時年令は平均59才(38-

76才）であった．術前のX線写真によるEaton分

類はStage2:2手,Stage3:11手,Stage4:5手

であった．手術法は全例同一術式であり，大菱形

骨の全摘出を行った後，僥側手根屈筋(FCR)の

半裁腱を長母指外転筋(APL)腱，及び残った

FCR腱へ8の字に3回巻き付けて縫合し，さらに

APL腱の近位部を第1中手骨の基部へ前進し縫着

するとともに弛緩した短母指伸筋(EPB)腱を縫

縮するというものであった．臨床評価項目は

QuickDASHスコア及び満足度，関節可動域，握

力とした．X線学的評価として第1中手骨/舟状骨

間の距離を測定し，母指短縮の指標とした．平均

経過観察期間は17か月（7か月～30か月）であっ

た．

【結果】QuickDASHスコアは術前平均49点から術

後平均14点と改善した.患者の満足度は満足10手，

やや満足4手，やや不満2手，不満2手であった．

母指の平均関節可動域は僥側外転が29.から43°

へ，掌側外転が34.から49.へ,MP関節の屈曲は

53.から56｡へそれぞれ改善した．握力の対健側比

は最終観察時で平均74％であった．第1中手骨/舟

状骨間距離は術直後平均7.4mmが最終5.4mmと母

指短縮の進行はわずかであった．成績不良例の原

因として，母指の不安定性残存とdeQuervain病

に類似した症状の出現が挙げられた．

【結論】母指CM関節症に対して本術式を行う際

には,APL腱の前進術をしっかり行うことと，

EPB腱の縫縮を過度に行わないことが特に重要で

ある．

2-540

母指CM関節症に対する関節固定術

-tensionbandwiring法と圧迫螺子固定
法の比較一

ArthrodesisfortheOsteoarthrosisofthe

ThumbCarpometacarpalJoint

熊本整形外科病院

○田嶋光

【目的】母指CM関節症に対しては，関節症変化

進行例では除痛を主眼として関節固定術を選択

し，当初骨移植を加えないtensionbandwiring法

(TBW法）を最近は圧迫螺子としている．治療成

績対立機能評価法,TBW法と圧迫螺子の比較

検討，関節固定術の問題点を検討した．

【対象方法】94年から2009年までの関節固定術例

は48歳から87歳，女34例男10例右26手左19手両側

l手の44例45手．2例を除き一次性関節症で，

Eaton分類ではstagel:1手stage2:4手3:33手4:7手，

固定法はTBW法31手,mmiACUTRAK螺子4手，

DTJ螺子10手,2例に骨移植併用，術後2週で手

関節装具とする．

【結果】TBW法31手中4手に一期的骨癒合が得ら

れず，内2手は線維性癒合でminiACUTRAKで

再固定癒合，1手はTBW抜去後結果として関節形

成術となり，他l例でK-鋼線が手根管に穿通し示

指深指屈筋腱断裂,DTJ螺子のl例で緩みのため抜

去．術後6ケ月から2年5カ月で癒合をTBW抜去後

最終評価が得られた41手を評価．母指長健側差

3.7mm,握力健側比87%,ピンチカ90%,第1･2

中手骨軸は最大掌側外転／内転は31.／-20.と内

転が制限され，母指対立は機能はKapandji評価で

2例のgrade5を除き8を維持し，爪面対向は4手で

tippinch困難な50.以上であった．水関の評価で

1手を除き全て優・良．

【結論】関節固定術は早期の外固定離脱は可能で

除痛効果により満足度は高く，固定角度は掌側外

転30.僥側外転20｡としても，外転・対立障害は少

ない．癒合率は手術手技，大菱形骨の骨量・血行

に由っているが,症例によっては一期的に血管柄

付き骨移植も考慮されてよい．TBW法は少なか

らずピントラブル,緩みが見られ，圧迫螺子は手

技も容易で危倶された固定力低下はなかった．
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Acutrakscrewを用いた母指CM関節固定

術の有用性について

ClinicalExperienceofAcutrakScrewfOrthe

OsteoarthrosisoftheThumbCarpometacarpal

Joint

'奈良県立医科大学整形外科，2吉本整形外科・外

科病院整形外科

○中西昭登1,矢島弘嗣l,木佐貫修2,

清水隆昌l,吉田淳2

【目的】進行した母指CM関節症に対して骨移植

ならびにKirschner鋼線を用いた関節固定を行っ

てきたが，術後1ヶ月程度の外固定を必要とした．

そこでAcutrakscrewを用いることにより，術後

の外固定（1週間のbulkydressingを除く）が不

要と考え,2001年から手術方法の変更を行った．

その術後成績について報告し，本法の利点および

問題点について検討した．

【対象と方法】2001年以降母指CM関節症に対し

て関節固定術を施行したのは22例で,そのうち6ヶ

月以上経過観察しえた19例（男性7例，女性12例）

を対象とした．右11例，左8例で,Eaton分類

stage38例,stage411例で，手術時年齢は平均

59.1歳であった．全例Acutrakscrewを用いて関

節固定を行い，僥骨遠位端からの骨移植術を併用

した．術後1週間のbulkydressingの後に自動運

動を許可した．術後経過観察期間は平均18ヵ月で

あった．

【結果】16例は3ヶ月以内に骨癒合が得られた．2

例はレントゲンでスクリューのlooseningがみら

れたため，ギプス固定を行ない骨癒合が得られた

(5ケ月,6ケ月)．なおこのうち1例に対してはセー

フスを併用した．1例はスクリュー刺入部が術後

カットアウトし，経過観察を行ったが，偽関節と

なったために術後1年で骨移植術を行った．最終

的には全例において骨癒合が得られた.術後母指・

示指間の関節可動域は平均で僥側外転53度，掌側

外転78度であった．術後平均でtippinch2.5kg,

sidepinch3.5kg増加した．術前後でVASは7.3か

ら1.4に,DASHは25.5から12.4に改善した．

【結論】今回我々 が使用したAcutrakscrewはフ

ルスレッドで，強固な固定力を有するため外固定

なしでも良好な骨癒合を得ることができた．ただ

し症例によっては問題があり，とくにスクリュー

の刺入位置および方向については検討の余地が

あった．

2-5-42

母指CM関節症に対するレジン創外固定を

用いた二段階関節固定術

2-stepArthrodesisofThumbCMJointwithEx-

ternalFixation

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】母指CM関節症に対して人工関節シリ

コンや腱球の問置形成,tendonsling手術などの

報告がある．関節固定術では長期の安定した除痛

効果が期待できる．われわれの，レジン創外固定

を用いた二段階関節固定術を紹介する．

【方法】対象は女性4例男性l例の5例5手で，全例

非利き手で，全例Eatonstagelll以上ある．術式

はレジン創外固定による仮固定と，2-3週後の腸

骨移植併用による大菱形中手骨関節固定術からな

る．仮固定は可及的に対立位とした．その後作業

療法を通じて自覚的他覚的評価を行った．関節固

定後は3週の副子固定を施行した．評価項目は観

察期間6カ月での対立機能評価(VanWetter法，

DuParc法),Kapandji対立スコア,DASHなどで

ある．仮固定後の固定手術見送り例は2例である．

【結果】対側比でVanWetter法平均83%,

DuParc法平均71%,pulppinch平均76%,

Kapandji対立スコア8点3例，不能2例である．

DASHではブタをあけるなどの項目に改善が得ら

れた．全例，農業，清掃，ゴルフ教師などの現職

に復帰した．

【考察とまとめ】術後早期に可動域訓練を開始可

能で，除痛が良好であれば，大菱形中手骨関節固

定術後に有意な可動域減少を生じない可能性があ

る．固定術後は母指の回内が不能であるが

stagelll以上では術前より不能である．固定術の

利点は,安定した長期成績と強いピンチカである．

われわれのレジン創外固定による事前確認の利点

は除痛効果と固定後の可動域の予測ができること

である．至適固定角度は症例により異なる．本法

の適応はstagelll以上の肉体労働や手指を酷使す

る症例である．
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CongenitaIAnomaliesoftheHand-AnOverviewofGenetics,
ClassificationandManagement

MichaelA.Tonkin,M.D.

DepartmentofHandSurgeryandPeripheralNerveSurgery

RoyalNorthShoreHospital

UmversityofSydney

Sydney,Australia

Theupperlimbbudsappearat28daysasmesodermaloutgrowthsintooverlyingectoderm.

Thelimbsarefullydevelopedat8weeks.Themajorityofcongemtallimbanomaliesoccur

asaconsequenceofdisruptionofgrowthandpattermngofthelimbbuddurmgthistime.

Controlofgrowthandpatterningofthelimbbudlieswithinthreesignalcentres:theapical

ectodermalridge,thezoneofpolarismgactivity,andthedorsalectoderm.

Thefirstofthesecontrolstheproximal-distalaxisinwhichthemorphogen,Fibroblastic

GrowthFactorplaysamajorrole・Thezoneofpolarisingactivitycontrolstheanterior-

posterior(radio-ulnar)axis,thevitalmorphogenbeingSonicHedgehog.Interactionbetween

thedorsalandventralectodermcontrolsthevolar-dorsalaxis.Themammorphogensare

Wnt7a,EnlandLmxlb.Thereisacomplexinteractionbetweenthesethreesignalzones

andthemorphogensexpressedwithmthem.

Itispossibletodevelopcascadepathwaysoflimbdevelopmentbutthesepathwaysare

probablymultipleandinteractionsbetweenthemarenotwell-understood.

Congenitallimbanomaliesarecausedasaconsequenceofgeneticmutationorbecauseof

interruptionwithinpathwaysatamolecularlevelorasagrossinsult.Anumberof

hereditarysyndromes,suchasHoltOram,BrachydactylytypeCandcentrallongitudinal

deficiency(clefthandcomplex)havebeenidentified.Others,suchassymbrachydactyly,may

beaconsequenceofavascularinsultoranenvironmentaleffectsuchasradiation,infection,

medication,nutrition.

ThecurrentclassificationofcongenitalupperlimbanomaliesisbasedonthelFSSH

modificationofthatofSwansonIstable・Regrettably,asourunderstandingofcausationof

limbanomaliesimproves,thisclassificationbecomeslesslogical.Asurgicalclassificationmay

simplybedirectedtowardswhetherthepartisover-developed,under-developed,defOrmed,

unstableand/orstiff,withsurgicalproceduresbeingdirectedtowardsreductionoftissue,
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additionoftissue,correctionofdefbrmity,stabilisationandcreationofmotion

Inthemain,surgeryisdirectedtowardsimprovementinfunctionbutalsotowards

improvementofappearance・Diferentanomaliesdemanddiferenttimingofsurgeryandthe

surgeonmustbeawarethatgrowthmayalterwhatappearedtobeagoodearlyresult.
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ExperiencewithMicrovascularFunctionalMuscleTransferfor
TraumaticMuscleLossintheForearm

WilliamChristopherPederson,M.D.

DepartmentofSurgeryandOrthopaedicSurgery

TheUniversityofTexasHealthScienceCenter,SanAntonio,Texas,USA

TraumaticmusclelossinthefOrearmcanbeduetodirecttrauma,burns,ordelayedloss

ofmuscleduetovascularinjuryandischemia.Thesepatientswillo丘enrequiresoft-tissue

reconstructioninadditiontoprocedurestoreconstructfunctionofthefiexorandextensor

muscles.Traditionalmethodsutilizingtendontransfermayormaynotofferthebestoption,

especiallyintheseverelyscarredmrearmwithpoorso仕-tissuecoverage・Inthesepatients,

innervatedvascularizedmuscletransfer,specificallyutilizingthegracilismuscle,mayoffer

thebestoption.Thispaperwillpresentexperiencein24patientswithtraumaticmuscleloss

inthefbrearmmanagedwithinnervatedgracilismuscletransfer.Therewere23malesand

lfemalepatientinthisseries.Themeanageofthepatientswas34years.20patientshad

themusclesplacedonthenexorsurfaceand5hadthemuscleplacedontheextensor

surface(onepatienthadtwomusclesplaced.)Allofthemusclesplacedonthevolarsurface

hadthemuscleplacedtoreconstructfingernexion.Ontheextensorsurface,2hadthe

muscleplacedfOrwristextensionand3fOrfingerextension・10hadsimultaneousnerve

graftingatthetimeofmuscletransfer,10tothemediannerveand2withsimultaneous

medianandulnarnervegrafting.Threepatientshadneurolysisoftheintactmediannerve

atthetimeofmuscletransfer.AveragefOllow-upwas43months.

Onemusclewaslosttoarterialcompromise4dayspostoperativewhenthepatient

suHeredanepisodeofpsychosis,andthustherewasa96%viabilityratefOrthesemuscles.

Oftheremainingviablemuscles,17/23patients(74%)ofpatientshad!Igood"returnof

functioninthetransferredmuscles.5/23(22%)hadreturnofmusclecontractionbutpoor

function,andl/23(4%)hadnoreturninthetransferredmuscle.Despitetraditionalwisdom,

only2/24requiredafirst-stagesoft-tissuecoverageprocedure.Despitethis,therewasvery

goodfunctionofthetransferredmuscleundertheskingraftinnearlyallpatients.Likewise,

traditionalwisdomhasstatedthatpatientshouldhaveintactnervefunction(sensationand

intrinsicfunction)priortoinnervatedmuscletransfer.Thisexperienceshowsthatnerves

canbegraftedatthetimeofmuscletransfer,asthemuscleactsasawell-vascularizedbed

fOrplacementofthegrafts.Thispaperwillreviewthemanagementofthesepatientsand

lessonslearnedfromtheseprocedures.

-S238-



CurriculumVitae

WilliamChristopherPeders0n,M.D、

Education:

鴬
1970-1974BachelorofArtsinZoology,withHonors:TheUniversityof

Texas

Austin,Texas

1974-1978DoctorofMedicine:SouthwestemMedicalSchoolDallas,Texas

PostgraduateEducationandTrainmg:

1978-19791nternship:TheUniversitvofTexasHealthScienceCenterat

綴

Internship:TheUniversitvofTexasHealthScienceCenterat

SanAntonioSanAntonio,TexasDepartmentofSurgery

GeneralSurgeryResidency:TheUniversityofTexasHealthScienceCenteratSan

AntonioSanAntonio,TexasDepartmentofSurgery

PlasticSurgeryResidency:DukeUniversityMedicalCenterDurham,NorthCarolina

DIvisionofPlastic,Reconstructive,andMaxillofacialSurgery

ChristineKleinertFellowinHandSLlrgery:TheUniversityofLouisvilleHealthScience

CenterLouisville,Kentuckv

ResearchAssociate:DukeUniversitvMedicalCenterDurham,NorthCarolinaDIvision

ofPlastic,Reconstructive,andMaxillofacialSurgery

FellowinMicrosurgeryResearch:ClinicalAssistantinPlasticSurgerySt.Vincent's

HospitalMicrosurgeryResearchCentreMelbourne,Australia

４
月
〃
日
第
３
会
場

1979-1983

l983-1985

1984

1986

1986-1987

FacultyAppointments:

1991-presentClinicalAssociateProfessorofSurgeryDepartmentofSurgery

TheUniversitvofTexasHealthScienceCenteratSanAntonio

1992-presentClinicalAssociateProfessorofOrthopaedicSurgeryDepartmentofOrthopaedicSurger》

TheUniversitvofTexasHealthScienceCenteratSanAntonio

AdministrativePositions:

2001-presentPresident,TheHandCenterofSanAntonio

Presidentandbusinessmanagerof6-8personmulti-specialtyhandsurgerygroup

BoardStatus:

2009-2020CertincateofAddedQuali6cationsinSurgeryoftheHand

AmericanBoardofSurgery

Recertified

1989-presentAmericanBoardofPlasticSurgery

EditorialBoards/InvitedReviewer:

2009GreenIsOperativeHandSurgery,6thed.
Wolfe,S.W"Hotchkiss,R.N.,Pederson,W.C.,andKozin,S.

ElsevierChurchillLivingstone,Philadelphia2010(inpress)

-S239-



3-3-IL10

AdvantagesandLimitationsofNerveTransfersintheUpper
Extremity

JuStinMBrown,M.D.

DepartmentofNeurologicalSurgeryand

DivisionofPlasticandReconstructiveSurgery

WashingtonUniversitySchoolofMedicine

St.Louis,Missouri,USA

Ithaslongbeenunderstoodthattime,graftlengthanddistanceofinjuryfromthetarget

musclearecriticallimitingfactorsinfunctionalrecoveryfollowingnerverepair.The

appropriateimplementationofnervetransfersoftenprovidesaneffectiveanswertothis

problem.

Overthelasttwodecadesnumerousnervetransfershavebeenaddedtotherepertoireof

theperipheralnervesurgeon.

Infact,theexpandingindicationsfOrnervetransfersrepresentaparadigmshiftinthe

approachtoperipheralnerveinjury.

Inspiteofthis,nervetransfersremainonetoolinourapproachtorestoringfunctionin

theextremityandlikeanyapproachithaslimitationsaswell.

Timefrominjury,characteristicsoftheaxondonor,andpotentialbenefitsovertraditional

approachesmustbeweighedpriortoutilizingtheseinterventions.
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母指CM関節症に対する関節形成術
ArthroplastyfOrtheOsteoarthrosisoftheCar-

pometacarpalJointoftheThumb

中通総合病院整形外科

○千馬誠悦,成田裕一郎，白幡毅士

【目的】保存的治療をしても痩痛が軽減しなかっ

た母指のCM関節症に対して関節形成術を行った

ので，その治療成績と問題点について報告する．

【方法】症例は1998年ll月から手術治療し，術後1

年以上経過観察できた12例12手で，男4例，女8例

であった．手術時の年齢は38～78歳平均54歳で，

右側5例，左側7例であった.Eaton分類では

stage2が2例,stage3が4例,stage4が6例であった．

手術方法は,Weilbyの方法に準じて行った．大

菱形骨を部分切除した後，遠位有茎の半切腱を長

母指外転筋腱と残った僥側手根屈筋腱の周囲を8

の字を描くように3回まわし縫合して，第1中手骨

基部を安定化させる．キルシュナー鋼線で第1第2

中手骨間を固定し，ギプスで外固定を加えた．5

週後に鋼線を抜去し，可動域訓練を開始させた．

術後の経過観察期間はl～4.5年，平均2.7年であっ

た．

【成績】10例で瘻痛が消失し,2例で軽度の瘻痛が

残存していた．反対側と比較した握力は術前平均

81%から術後98%に，ピンチカは術前平均57%か

ら術後ll4%に増加していた．掌側外転角度は，

術前平均46.から術後56.に改善していた．大菱形

骨の部分切除後の間隙は11例でl～3mmに保たれ

ていたが,1例が掌側外転35｡で関節固定となって

いた．術後に重大な合併症はみられなかった

【結論】本手術は第1中手骨基部の掌側を僥側手根

屈筋腱の半切腱を用いて安定化させる簡便な方法

である．術後に痙痛は84％で消失しており，握力

とピンチカも増加しており，手術成績は良好と思

われる．手術手技で大菱形骨の切除が不足すると

関節固定となることもあり，注意が必要である．

母指CM関節症に対する本手術法は合併症もな

く，有用な方法といえる．

3-4-2

母指CM関節症に対する関節形成術の検討

LigamentReconstructionandTendonlnterposi-

tionArthroplastyfOrtheThumbCarpometacar-

palOsteoarthritis

'呉共済病院整形外科，2笠岡第一病院笠岡手の外

科・上肢の外科センター

○楢崎慎二1，橋詰博行2，佐藤亮三2

【目的】我々は母指CM関節症に対して保存的治

療を第一選択としているが，効果がなくADL制

限が著明であれば外科的治療を行っている．我々

の行った母指CM関節症に対する外科的治療成績

について検討したので報告する．

【方法】平成17年4月から平成21年3月までに加療

した症例は112例179関節で，そのうち13例16関節

に対して手術を行った．内訳は男性3例4関節女性

10例12関節年齢は49～74歳（平均60.8歳),右9

関節左7関節であった．Eatonstageでstage28関

節stage36関節stage42関節であった．手術

は僥側手根屈筋腱の半裁腱を利用した関節形成術

(ligamentreconstructionandtendonmterposition

arthroplasty)を行った．検討項目は疾痛および

ADL障害の有無可動域，ピンチカ，握力,X線

学的評価（母指側面像での母指中手骨基部から舟

状骨遠位部への距離）である．臨床評価として二

見らの評価法を使用した．

【結果】瘻痛,ADL障害は全関節において改善し

た．ピンチカは術前平均2.0kgから術後平均2.3kg,

握力は術前平均17kgから術後平均23kgと上昇し

た．可動域は掌側外転術前平均55.から術後平均

68.,僥側外転術前平均54.から術後平均67｡と改

善したX線学的評価では術前平均129mmから

術後平均5.5mmへ短縮していた臨床成績は優10

関節良4関節，可2関節であった．またMP関節

の瘻痛を4関節に認めた．

【考察】本疾患は比較的高齢の女性に生じること

が多いことを考慮し，我々は除痛および関節可動

域の温存を目的として本術式を選択している．今

回の検討では概ね良好な成績であり，日常生活動

作の障害になる症例は認めなかった．一方で母指

列の短縮や母指MP関節の過伸展を伴う瘻痛が問

題点として挙げられた．また強いピンチカを必要

とする症例では適応を慎重に検討する必要がある

と考えた．
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3-4-3

母指CM関節症に対する関節形成術の治療

成績

ClinicalResultsofLigamentReconstructionand

TendonlnterpositionArthroplastyfOrThumb

CarpometacarpalJointArthritis

北海道大学医学部整形外科

○本宮真，岩崎倫政，益子竜弥

船越忠直，三浪明男

【はじめに】母指CM関節症には様々な手術加療

が存在する．当科では母指可動域の温存を希望す

る症例や隣接関節障害を有する症例に対して，

Burton法を施行してきたので，その治療成績，

問題点について検討した．

【対象および方法】対象は1998-2009年まで当科に

て手術を施行した症例のうち6か月以上経過観察

可能であった9例9指（男性2指，女性7指）を対象

とした．手術時年齢は平均56歳（44-77歳),X線

変化はEaton分類ではStagelll6例,IV3例であっ

た．施行した手術方法はBurton法が6手,FCRを

使用せずにPLを用いたBurton変法が3手であっ

た.術後経過期間は平均70ヶ月(6-139ヶ月)であっ

た．術後臨床成績とX線像を検討した．

【結果】9指全例において術前の瘻痛の改善が認め

られ(VAS平均7.3→05),grindingtestは陰性と

なった．良好な掌側外転・僥側外転角度を獲得で

きたが，4指にピンチ時のCM関節の亜脱臼が認

められたまた,Burton法を用いた3指において

術後1年ほど動作時に手関節掌僥側のつっぱり感

が存在したが,PLを用いたBurton変法の症例で

は認めなかった．X線学的評価では，手術方法に

かかわらず全例で第1中手骨のproximal

ngrationを認め，第1中手骨基部から舟状骨遠位

端までの距離は術前比62％と狭小化していた．手

術に対する患者の満足度（100点満点）は平均

82.7点であった．

【考察】我々の症例においても過去の報告同様に，

Burton法により良好な除痛効果が得られたが,X

線にて大菱形骨を摘出した空隙の保持は困難で

あった.PLを用いたBurton変法はFCRの半切腱

採取手技に伴う術後早期の愁訴を軽減できる可能

性があると考えられた

3-4-4

母指CM関節症に対する関節形成術の成績

ArthroplastyfOrThumbCarpometacarpalJoint

Arthritis

琉球大学医学部整形外科

○普天間朝上，堀切健士，山口浩，

金谷文則

【はじめに】母指CM関節症に対して大菱形骨遠

位1/2切除と長母指外転筋腱(APL)または長僥

側手根伸筋腱(ECRL)の半裁腱を用いた

suspensionplastyを行ったので成績を報告する．

【症例】8例9関節で，全例女性であった手術時

年齢は平均55歳(51-62歳),術後経過観察期間は

平均19カ月(3-27カ月）であった．全例母指CM

関節の瘤痛を認め，お菓子の袋や瓶の蓋が開けら

れないことを訴えていた．術前X線像でEaton分

類II型l関節III型5関節,IV型3関節であった．

【術式】大菱形骨の遠位l/2を切除後，靱帯を再建

した．用いた腱はAPLが5関節,ECRLが4関節で

あったAPLは停止部近傍より第lCM関節面に

向かう骨孔を通し，第2中手骨基部の骨孔を通し

てECRBへ縫着した.ECRLは僥側半裁腱を第1中

手骨基部に作成した骨孔に背側から掌側へ通し，

続いて第2中手骨基部の骨孔の掌側から背側に通

しEC冊に縫着した．術後は掌側外転位で3～6週

外固定後，可動域訓練を開始した．

【結果】瘤痛は7例で消失し,1例に寒冷時痛が残

存した．握力は術前平均17kgが術後21kg(健側

23kg),ピンチは術前平均2.lkgが2.9kg(健側平

均3.7kg)と改善した．掌側外転は術後平均41｡(健

側53｡)，榛側外転平均38。（健側49｡）と軽度拘縮

が残存し,Flatpalm時に第1中手骨頭が突出し床

に当たると訴える例が3例あり，いずれも術後外

固定が6週の症例であった．

【考察】中高年の女性には痙痛除去と関節可動域

の温存が重要と考え，関節形成術を行っている．

本術式では大菱形骨の近位1/2を残すことで第1中

手骨の沈み込みの軽減を図り，瘻痛の軽減とCM

関節の安定性の獲得が得られた．
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3-4-5

母指CM関節症に対するThompson法の成
績-DASHおよびSF-36の評価一

ThompsonIsSuspensionArthroplastyforOs-

teoarthritisoftheCarpometacarpalJointofthe

Thumb:ResultsofPatient-BasedQuestionnaire

'大館市立総合病院整形外科，2弘前大学医学部附

属病院整形外科

○神裕道1，藤 哲2

【目的】進行した母指CM関節症に対し，我々は

大菱形骨を摘出し長母指外転筋腱を用いて中手骨

骨間靭帯を再建するsuspensionarthroplasty

(Thompson法）を施行している．これらの術後

短期成績とDASHおよびSF-36からみた有用性に

ついて検討し報告する．

【対象および方法】2008年5月から2009年10月まで

に当院で手術を施行した6例7関節のうち術後6ヶ

月以上経過した7関節を対象とした．全例女性，

手術時年齢は53～77歳（平均65.7歳)，術後経過

観察期間は6～18ケ月（平均12.1ケ月),Eaton分

類は全例stagelVだった．これらの痙痛(VAS),

可動域，握力，ピンチカ，術後6カ月時点での

DASHとSF-36を評価した．また,suspension効

果は，安静時のtrapezialspaceratio(TSR)と，

0kgと2kgでキーピンチした時の大菱形骨摘出後

のスペースと第1中手骨長の比を算出し評価した．

【結果】VASは72.6mmから12.6mmへ著明に改善

した．可動域は，僥側外転掌側外転対立が温

存されるが,MP関節の屈曲が減少しIP関節の屈

曲が増大する傾向がみられた．握力とピンチは改

善した.susupension効果は,TSRで低下してい

たが,ピンチ時で変化がなく強固に保たれていた．

DASHはwork,SF-36の下位項目は身体の痛みの

改善が大きかった．

【考察】Thompson法は，除痛効果に優れており，

可動域を温存しつつピンチカや握力も改善しうる

方法と思われた．また，関節形成術は力仕事には

向かず巧綴動作の改善が長所とされる傾向にある

が,DASHおよびSF-36の変化から労働や社会生

活への復帰でも十分に満足できる手技であること

が示唆された．

34－6

母指CM関節症に対する関節固定術の治療

成績

ResultsofTrapeziometacarpalJointArthrodesis

'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

○宮崎洋-1,田崎和幸2,貝田英二」

【目的】我々は痙痛が持続し，保存療法に抵抗す

る母指CM関節症のうち,Eaton分類stage3,4の

患者に対し関節固定術を行ってきた．今回その治

療成績について報告する．

【対象および方法】対象は平成12年から21年3月ま

での9年3カ月間に手術を行った36例38関節であ

る．そのうち19例21関節にはheadlessscrew

(HBS)による固定を,17例17関節にはtension

bandwirmg法(TBW)による固定を行った．

HBS群は男性7例，女性12例，右8関節，左13関節，

手術時平均年齢60.7歳,stage31関節stage4

20関節であった．一方TBW群は男性1例，女性16

例，右7関節，左10関節，手術時平均年齢66.1歳，

tage33関節,stage413関節，人工関節後l関節
であったこれらの症例のレントゲン所見及び握

力，ピンチカ，瘻痛，日常生活動作について調査

した．

【結果】HBS群では5関節,23.8%で偽関節を認め

たが,TBW群では2関節に遷延治癒を認めたもの

の，全例骨癒合が得られていた握力，ピンチカ

は両群で改善しており，固定法による有意差はな

かった．瘻痛はHBS群で4関節に安静時痛と中程

度以上の動作時痛が残存しており，うち3関節が

偽関節例であった．TBW群では遷延治癒のl例に

中程度以上の動作時痛が残存していた．

【考察】我々 は当初headlessscrewを1本から2本

用いる固定に骨移植を併用して手術を行っていた

が，偽関節例が散見されることから手術法を

tensionbandwiring法に変更した．手術法変更後

は全例骨癒合が得られている.CM関節固定術で

骨癒合を得るには，十分な骨移植をおこない，

tensionbandwirmg法で固定する方法が優れてい

ると考えられた．
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34－7

母指CM関節症に対する低侵襲関節固定術

の検討

MinimumlnvasiveArthrodesisfOrtheOsteoar-

throsisoftheThumbCarpometacarpalJoint

城東社会保険病院整形外科

○橋本 健斉藤忍，中 馬 敦 ，

萩原義信仲澤徹郎

【目的】母指CM関節症に対しては適応を考盧し

様々な治療法があるなか，関節固定術は固定によ

る除痛，安定化を得ることができ術後成績も優れ

ている治療法の一つである．我々は関節鏡視下

decortication後骨移植はせずに小皮切により

doublethreadedscrewを用いて低侵襲関節固定

術を行っている．今回そ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】症例は8例8指（男性2例女

性6例)，手術時年齢平均65.3歳（56歳～83歳)，

手術側右2例，左6例，平均術後経過観察期間

22.3週,Eaton分類stage23例stage35例で

ある．手術は関節鏡視下decortication後，小皮切

にてdoublethreadedscrewを2本刺入固定を行っ

たその術後成績において骨癒合期間MP,IP

等隣接関節可動域，握力，ピンチカ,DASHスコ

アについて検討を行った．

【結果】骨癒合期間は平均14.3週，隣接関節の可

動域はMP/IP54｡/73｡(passive),握力平均

11.34kg(健側比5664%)であった．ピンチカ

平均tip2.lkglateral2.77kgpulp3.13kg.

DASHスコアは19.1から4.46と改善を認めた．隣

接関節への影響もなく偽関節の発生も認めなかっ

た．

【考察】母指CM関節症に対する関節固定術は力

強い把持を可能にするとういう利点を有する一

方，骨移植を要し手技が煩雑であり手指の手術と

しては侵襲の大きい手術という短所を抱えてい

る．今回我々が行っている方法は関節鏡視下に

decorticationを行い骨移植はせず，固定も小皮切

で行うことができ従来の方法の短所を補うものと

考えている．また早期よりリハビリ開始すること

ができ早期に社会復帰が可能である．臨床成績も

他の方法と比較し遜色なく有用な方法の一つと考

える．

3-4-8

母指CM関節症およびその治療法（関節固

定術や靱帯形成術）が手関節に及ぼす影

響

InfluencesofCarpometacarpalArthritisof

ThumbanditsTreatmentstotheWrist;Com-

parisonofTrapeziometacarpalArthrodesisand

TendonSuspensionArthroplasty

'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

○片山健1,小野浩史2,古田和彦2

【目的】母指CM関節症は進行するとST関節から

舟状骨に変化が及ぶ．本研究ではCM関節症の進

行による手根配列の変化を調査し，さらに関節固

定術と靭帯形成術の臨床成績とその術後に手根配

列がいかに変化するか調査した．

【対象と方法】母指CM関節症で手術した15人を

対象とした．臨床成績は非手術側比の手関節背掌

屈・握力,Kapandjitest,瘻痛VAS,DASHを評

価し，し線ではRL角,RS角,CHRを調査した．

CM関節症進行度の手根配列への影響をし線か

ら，術前側と非手術側の19手でEaton分類の病期

別に検討した．さらに靭帯形成術8手と関節固定

術9手で術式別に成績とし線で比較検討した．

【結果】臨床成績は形成術・固定術では手関節背

屈101%･92.4%,手関節掌屈91.1%・96.0%,握

力88%･809%,Kapandjitest9.7点･9.4点，痙

痛VAS14.4･12.6,DASH8.6･5.5で両群間に有意

差はなかった．し線の検討ではCM関節症の

Eaton分類stagel･2･3･4のRL角は各々5.4｡･6.8..

9.0｡･4.0｡,RS角は52.6..56.4｡･59.9..62.0°であっ

た．形成術･固定術後のRL角8.3｡･6.8｡,RS角60.1..

59.9.と差はなかったCHRは大きな変化を認め

なかった．統計的有意差はなかったが,CM関節

症病期の進行とともにRS角が増加する傾向に

あった．

【考察】臨床成績は形成術固定術とも良好であっ

た．病期の進行とともに舟状骨が掌屈する傾向に

あったが，形成術・固定術とも術後に舟状骨がさ

らに掌屈することはなかった．

【結語】母指CM関節症は病期の進行とともに舟

状骨が掌屈するが,靭帯形成術，関節固定術は手

根骨配列には影響せず臨床成績は良好である．
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3-4-9

外傷性手指関節症に対する自家骨軟骨釘

移植

OsteochondralPegAutograftfOrtheTreatment

ofPosttraumaticOsteoarthritisoftheFinger

Joint

'大阪厚生年金病院整形外科，2大阪大学医学部整

形外科，3西宮市立中央病院整形外科

○久保伸之'，島田幸造'，三宅潤一2，

十河英司3

【目的】外傷後適合不良となった手指の関節機能

障害に対して，自家骨軟骨を骨釘状に形成して移

植し関節面再建を試みてきたので報告する．

【対象と方法】5例8箇所の手指関節面を本法で再

建した，対象は外傷などの結果，関節面軟骨欠損

や亜脱臼遣残のため適合不良となった手指MP関

節1指（2箇所),PIP関節3指(4箇所),DIP関節l

指（2箇所）である．手術時年齢は12～59歳，平

均40歳，経過観察期間は4～15ケ月，平均9ケ月，

移植骨の採取部位は同側の第3手根中手関節が4例

6箇所，肋骨の骨軟骨移行部が1例2箇所であった．

移植部位の関節面欠損部に2.4～4mmのK鋼線ま

たはドリルで円筒状の骨孔を作成し，各々採取し

た骨軟骨片を3～5mm径の骨釘状として挿入固定

した．移植骨釘に対する内固定はせず，術後は運

動可能な牽引式創外固定(DDA)を2指に併用し，

その他の例も含め2週以内に可動域訓練を開始し

た．

【結果】全例術前に著明な運動時痛を認め，平均

可動域は屈曲／伸展=41/-15と強く制限されて

いたが，術後運動時痛は改善し，屈曲／伸展＝62

／-10と改善した．し線上全例骨癒合を得たが,1

例は移植骨釘がやや沈み込み関節面が内反変形す

る形で癒合した．移植骨の軟骨部分はし線上やや

広い関節裂隙として残った．

【考察】軟骨欠損などで適合不良に陥った関節面

の再建は整形外科治療の中でも最もチャレンジン

グな試みであるが，治療の原則は大関節でも小関

節でも基本的に同じである．これまでにも自家骨

軟骨移植による再建術の報告はあるが，移植片の

固定方法など難しい点があった．今回，膝の

mosaicplastyの要領を参考に損傷部位を円筒状に

掘り下げ，他部位より採取した自家骨軟骨を骨釘

状に形成して移植する方法を行ったところ，安定

した適合良好な関節面を再建でき，短期ながら良

好な成績が得られた．

3-4-10

当院における装具療法による強剛母指の

治療成績の検討

TheClinicalResultsofSplintTherapyfOrTrig-

gerThumbinChildren

大阪市立総合医療センター整形外科

○池田幹則，米田昌弘，矢野公一，

香月憲一

【目的】強剛母指の治療は，欧米では手術治療が

一般的であるが，本邦では両親の手術への抵抗感

から装具治療などの保存的治療が第一選択となる

ことが多い．一般的に良好な成績が得られるが，

完全に自動屈伸可能となるものから，軽度の可動

域制限が残るものまで成績にはばらつきがある．

今回，当院での装具療法による強剛母指の治療成

績を詳細に検討したので，報告する．

【対象】1994年1月から2009年6月に当科を受診し

た強剛母指132例,150指．男児69例，女児63例，

両側罹患28例，初診時平均年齢32.7カ月．装具治

療を行ったもの100指，経過観察のみ行ったもの

37指

【結果】母指IP関節の完全伸展・屈曲可能となっ

たものを治癒群，初診時に比較し伸展制限角度の

50％以上の改善が得られたものを著効群，それ以

外を軽度改善･不変群としたところ,装具治療（平

均観察期間36.1カ月，初診時平均伸展制限角度

31.8｡）では，治癒群48指（65.7％)，著効群9指

(12.3%),軽度改善・不変群16指(21.9%),評価

不能27指であった．対照として経過観察のみ行っ

た37指（平均観察期間41.1カ月，初診時平均伸展

制限角度25.3｡）では，治癒群19指(57.0%),著

効群3指(9.1%),軽度改善･不変群ll指(33.3%),

評価不能4指であった経過中に母指IP関節の伸

展位固定がみられたものが25指あり，そのすべて

が装具治療例であった．伸展位固定は装具開始後

平均1.4カ月で出現した．伸展位固定を認めた症

例は装具装着を休止させることにより自動屈曲が

得られた．

【結論】従来の報告と同様，強剛母指に対する装

具療法の有効性が示された．詳細に検討すると成

績にばらつきがあり，完全に左右差がなく治癒し

た症例は65.7％であった．また装具療法の特徴と

して経過中に一過性の伸展位固定が生じる症例が

あることがわかった．
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合短指症治療におけるアルゴリズム作成

の試み

OurAttempttoMakeanAlgorithmofthe

TreatmentfOrSymbrachydactyly

'東京慈恵会医科大学医学部形成外科学講座，2東

京慈恵会医科大学付属柏病院形成外科

○酒井 新介，武石明精，内田満

合短指症は横軸形成障害として分類され，軽度合

指と中節骨短縮を示す典型的な合短指症から痕跡

様指のような高度な変形にいたるまで多彩な表現

型を示す疾患である．1968年から2005年までに当

科を受診し合短指症と診断された142例を，日本

手の外科会による手の先天異常分類マニュアルに

基づきX線所見の検討を行った結果,典型的合短

指型(合短指型）では示・中指に,部分欠指型（四・

三・二・単指型）では中・環指に形成障害を多く

認め，小指の形態が保たれているケースが多かっ

た．69例の合短指症に対し手術を施行し，合短指

型に対しては，47例に指間分離術3例に把持動

作再建手術を，部分欠指型に対しては7例に指間

分離術，18例に把持動作再建手術を施行した．術

後経過を調査した結果，把持動作獲得が期待でき

るかどうかは母指の形態・機能に依存するため，

温存されている場合は対立指として小指を選択す

ることにより機能改善が可能であった．合短指症

では，合指が存在すれば指間分離はプライマリー

に行われるため,合指の有無は分類上重要であり，

また把持動作の再建に際して母指・小指の機能・

形態の評価は重要である．以上の結果を踏まえ，

日本手の外科学会の14分類を1,末梢低形成型2,

典型的合短指型3，非定型裂手型（合指あり・

合指なし）4，単指型5，中枢低形成型の5型に

簡略化し，各型における治療のアルゴリズムの作

成を試みた

3-4-12

母指多指症の二次修正術症例の検討

SecondaryRevisionfOrThumbPolydactyly

'長崎大学医学部形成外科，2松江赤十字病院形成

外科

○田中克己1,吉本浩l,三枡律子l,

安楽邦明2，平野明喜！

【目的】母指多指症では初回手術後の経過観察期

間中に，しばしば二次修正術を検討する機会があ

るものの，治療を行う症例は実際にはそれほど多

くない．今回，当科において二次修正術を検討し

た症例について報告する．

【方法】当科で1977年1月から2007年12月の間に

144症例153手の母指多指症に対して初回手術が行

われた．この中で6カ月以上の経過観察が可能で

あった132例141手の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，これらの症例に

おいて二次修正術の必要な症例ならびに実際に行

われた症例を検討した

【成績】141手中，優34手，良76手，可20手，不可

11手という結果となり，良以上は全体の78%にと

どまった．その中で治療成績不良・不満足例43例

47手に二次修正術が検討されたが，実際に行われ

たものは21例24手（良5手，可13手，不可6手）に

二次修正術が行なわれた．理由はMP関節の不安

定性,Z変形，中手骨部突出，整容面の不満足な

どが主であった．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．二次修正術後の結果はいずれも改善し，優

5手，良14手，可5手となった

【結論】治療成績の不良の原因は多指症のタイプ，

母指形成不全の合併など患者側の因子と手術方法

の選択や術者の技術的な問題も影響しており，初

回手術の重要性があらためて認識された二次修

正術を勧めても，機能的な問題が少ないとの理由

で，実際に行われたものはほぼ半数にとどまって

いた．また，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自身の希望は少な

く，そのほとんどが家族の希望が優先されていた．
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巨指症の治療一指節骨半裁による横径矯正一

HemidigitalResectionintheTreatmentofMac-

rodactyly

'独立行政法人国立成育医療研究センター整形外

科，2大阪市立総合医療センター整形外科

○細見僚1，高山真一郎1，関敦仁'，

森澤妥'，香月憲一2

【目的】巨指症に対して，長軸方向の矯正は骨端

線閉鎖術，関節固定などで効果が得られたとする

報告が多いが，その周囲径の矯正に関しては現在

のところ確立された治療法はない．今回われわれ

は，指節骨の縦切除により巨指症の横軸方向の矯

正を行ったので報告する．

【対象と方法】症例は5例（男性l例，女性4例）7

指で，中指が5指，示指，環指が1指ずつであった

指節骨縦切除による横軸方向の矯正手術を行った

年齢は1歳0カ月～6歳3カ月で，術後経過観察期間

は平均2年0ヵ月（5ヵ月～3年9ヵ月）であった．

指節骨半裁手術の概要は，側屈変形のある場合は

凸側を切除することとし，掌背側ともzigzag皮切

で爪も末梢半分と同側のl/3を切除．切除側の神

経血管束は周囲と剥離して温存，末梢は末節骨周

囲の軟部組織との連続性を維持する．屈筋腱を対

側によけ，同側の伸筋腱とともに基節骨中央以下

の1/2～1/3幅を切除する．なおDIP関節固定，末

節骨切除，末節骨骨端線切除などによって短縮を

行った．評価法として，最終経過観察時のX線正

面像において，指節骨の横径を計測し，健側と比

較した．

【結果】指節骨の横径は健側比68～264％（平均

141%;基節骨:111%,中節骨:136%,末節骨

184%）であったPIP関節の可動性は術前と同程

度に保たれており，側方動揺性が問題となった症

例はなかった．指節骨半裁例では横軸方向の良好

な縮小が得られ，患者の満足度も高かった．

【考察】巨指症における周囲径の矯正は，重症例

ほど余剰皮層，脂肪切除などの軟部組織のみの操

作では満足のいく結果は得られ難いため，骨切除

が必要となる．骨切除方法として，従来関節外部

分骨切除，中央縦切除などが行われてきたが，今

回新たに行った指節骨半側切除術は，従来の方法

に比べより大きく横径を減少させることができ，

周囲径の改善が期待できる．

3414

母指形成不全に対するHubergLittler法の術

後成績

TreatmentoftheHypoplasticThumbUsing

Huber-LittlerProcedure

弘前大学医学部附属病院整形外科

○鈴木雅博，藤哲，湯川昌広，

岩崎弘英

【目的】母指形成不全に対する治療はBlauth分類

に基づいて様々な治療法が行われている．我々は

Blauth分類typelllA以下の症例には母指対立機

能再建としてHuber-Littler法に準じ小指外転筋移

行術を施行してきた今回,Huber-Littler法を施

行した症例の術後成績を調査し，その問題点を検

討したので報告する．

【対象および方法】1993年から2007年にHuber-

Littler法を施行し，術後調査が可能であった8例9

手を対象とした．全例男性，手術時年齢は1才4ヶ

月から8才4ヶ月，平均3才6ヶ月だった．Blauth分

類ではtypelが1手,typellが6手,typelllAが2

手であった．手術は，神経血管束を温存したまま

小指外転筋を僥側に反転して皮下トンネルを通

し，末梢部を母指MP関節僥側の短母指外転筋付

着部に縫着した術後経過観察期間は2年から8年，

平均5年5ヶ月だった．

【結果】小指外転筋は良好に母指外転筋として機

能しており，全例において母指対立は再建されて

いた．しかしtypelllAの二例ではMP関節の動揺

性が残存し，うち一例では後日，尺側側副靭帯再

建術を施行したが母指MP関節僥屈変形が軽度残

存した．

【結論】Huber-Littler法により母指対立は良好に

再建される．しかし機能的にも良好な予後を得る

にはMP関節の安定性が重要である．
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MP関節動揺性を伴う母指形成不全症の対

立再建

-小指外転筋移行術の改良法について‐

ModifiedAbductorDigitiMinimiOpponens-

plastyinCongenitalHypoplasticThumbwith

LaxityofMetacarpophalangealJoint

独立行政法人国立成育医療研究センター外科系診

療部

○高山真一郎，関敦仁，森澤妥，

高木岳彦，細見僚

【目的】母指形成不全症の中でも頻度の高い

Blauth2と3Aでは，小指外転筋による対立再建

(Huber法）が広く行われてきたが，母指MP関節

動揺性が強い場合，つまみ動作で母指が榛屈し良

好な機能は得難い．われわれはMP関節の安定性

獲得と対立機能改善を目的に，移行腱を母指伸筋

腱深層を通してMP関節尺側に縫合する術式を第

43回本学会で報告した．今回初回の報告から10年

経過したので，本法の有用性と問題点を明らかに

する目的で手術例を調査した

【症例と結果】本法により再建を行った母指形成

不全は35例40手で，男児22例女児13例，左18手右

22手,手術時年齢は1歳6カ月から9歳（平均4.9歳）

であった.Blauth2が8手,3Aが32手で,30手に

第1指間の形成，23手に長母指屈筋腱の処置22

手に母指伸筋腱の処置を同時に行った．平均術後

観察期間は4.9年であった．第5中手骨の短縮がみ

られた1例を除き，移行腱は母指MP関節尺側に

縫合可能であった．成績は,MP関節の安定性と

対立機能（母指の掌側外転･回内）で評価したが，

40手中それぞれ37手，36手に良好な成績だった．

合併症は耀痕による手関節屈曲拘縮l例，母指

MP関節過伸展拘縮3例で,1例では後にMP関節

の固定を行った．

【考察】本法は手技が比較的簡便であるが，大多

数の症例で良好な母指のポジションと安定性が得

られ，推奨できる方法である．注意すべき合併症

はMP関節伸展拘縮で，縫合時の緊張と後療法に

注意を払う必要がある．最初の報告では，移行腱

がMP関節尺側側副靭帯として機能するため安定

性が得られると述べたが，母指の回内が得られる

ことで，移行腱停止部がMP関節を越えなくても

摘み動作の際のMP関節僥屈変形が防止されると

考えられた

3-4-16

先天異常手の母指機能再建

一骨延長の適応と効果一

ReconstructionofThumbinCongenitalHand

-BoneLengthening-

'名古屋第一赤十字病院整形外科手の外科，2服部

整形外科皮膚科

○堀井恵美子1,洪淑貴1,服部達哉2

【目的】先天的な母指の変形・短縮は機能面から

だけでなく，整容的にも障害が大きく治療の対象

となる．障害の状態に応じた再建術が必要となる

が,今回骨延長術の役割について検討したので

報告する．

【対象】骨延長術を施行した男児8名,女児5名の17

手の治療経過について調査した.疾患は,Apert症

候群6名,横断性形成障害3名,絞掘輪症候群2名，

その他2名であったApert症候群の症例では,僥

屈変形の矯正が主目的であった.手術時平均年齢

は4.2歳（1.5-ll歳）で,Apert症候群では指節骨

高位で,openwedgeに骨切を施行し,他の疾患は

中手骨で骨延長を行った.創外固定器はいずれも

unilateralの物を用いた.3手では,治療期間短縮の

ため,骨移植を施行した.術後経過観察期間は平

均56ケ月である．

【結果】固定器装着期間は平均53日,延長量は平均

12mmであった.治療中に特に合併症は見られな

かった.Apert症候群の症例では,僥屈変形が術前

平均42度から9度に改善した.1例を除いて，ピン

チ・把持機能の改善が得られた.機能的に成績不

良であったl例は,他指の拘縮が高度で,延長した

母指を有効に使用できなかった.経過観察中に,1

例で延長した中手骨の骨折を認め軽度の側屈変形

が生じた母指内転拘縮の生じたl例では,二次的

に皮膚形成術を施行した．

【考察】対象が小さいこと,低年齢で術後操作に困

難が伴いやすいことなどから,症例ごとに,手術

時期,延長方法などを考慮することが必要あった．

指節骨高位での骨延長は一般に骨形成が乏しいた

め合併症が多いと報告されてきたが,低年齢で対

象を選べば可能であった．中手骨の延長は母指内

転拘縮を生ずる可能性があり，手術方法に工夫が

必要であった.骨延長による機能再建は,治療期

間が長いという欠点はあるが,有用であった
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3-4-17

Madelung変形に対する矯正骨切ﾚﾉ術の工
夫一僥骨模状骨片組み替え法

ANewMethodofCorrectiveOsteotomyfOr

MadelungDefOrmity

1国立成育医療センター整形外科,2Department

ofOrthopaedicSurgery,KeioUniversitySchool

ofMedicine

○関敦仁l,高山真一郎1,細見僚1,

斎藤治和2，森澤妥2

【目的】Madelung変形は，学童期から僥骨遠位の

尺掌屈変形と尺骨頭背側脱臼を呈する先天異常で

ある．痛みや可動域制限を訴える場合に手術適応

となるが,いまだに標準的な手術法はない．今回，

新たに骨切り術の工夫を試みたので報告する．

【方法】手術手技：僥骨遠位背側から長さ約12‐

3mmの骨皮質をl辺とする喫状骨を切り出した後

に，この骨皮質面の向きを変えて掌側から挿入す

る．これにより僥骨遠位端尺掌屈変形の矯正，僥

骨遠位部の背側移動と僥骨延長による尺骨頭亜脱

臼の軽減を同時に行う．僥骨アライメントを矯正

した状態で掌側プレートにより固定する．背側骨

接合部の間隙には，尺骨近位部より骨を採取して

砕片として移植する．対象は，愁訴のある

Madelung変形で,2007年10月から2009年1月まで

に手術を行った患者5例5手である．全例女性であ

り，その内2例はLeri-Weill型異軟骨骨症，また’

例は多発性骨端異形成症のMadelung様変形であ

る．方法：満足度XP上の僥骨遠位端関節角度，

前腕中間位側面像による尺骨頭背側偏位の有無

僥骨延長の指標として尺骨三角骨間距離で評価し

た．

【結果】4例は満足で手関節部の安定感向上と可動

域の改善を認めたが,Leri-Weill症の1例は不安定

感と母指の運動時痛を理由に不満足であった．関

節角度は全例改善した．尺骨頭背側偏位は不満足

のl例に残存し，尺骨三角骨間距離についてはそ

の同じ症例のみ-lmmと骨像が重なっていたが，

満足の4例はいずれも+2mm以上と骨間隙を認め

た.

【結論】Madelung変形に対する新しい矯正骨切り

術を工夫して，極短期間ではあるがおおむね良好

な結果が得られた．本術式は僥骨遠位関節面の角

度矯正に加え，尺骨に対する僥骨のアライメント

と長さを改善する．

3-4-18

先天性多発関節拘縮に対する筋肉移植に

よる肘屈曲機能再建術

FunctioningFreeMuscleTransferfOrRestoraP

tionofElbowFlexioninArthrogryposis

小郡第一総合病院整形外科

○荒川雄一郎，土井一輝，服部泰典

星野秀士，坂本相哲

【目的】先天性多発性関節拘縮症は,多関節の対称

性の拘縮を特徴とする稀な先天性疾患である．関

節拘縮だけでなく，筋肉,神経の形成不全を伴う

重篤な運動機能障害を有する．上肢では,肘屈曲

障害が最も重篤な機能障害であり，上腕三頭筋延

長術や関節拘縮改善訓練のみでは,上腕二頭筋の

形成不全のため効果はない.筋腱移行術による方

法も大胸筋広背筋などの形成不全があるため，

移植筋の選択に難渋し,有効な治療法はなかった．

われわれは,先天性多発性関節拘縮症に対して筋

肉移植による肘屈曲機能再建術を行い,優れた成

績を獲得したので報告する．

【方法】症例は2例男児1例,女児1例で,手術時年

齢は2歳であった.2例とも両側の肩内転・内旋肘

伸展前腕回内,手関節屈曲,手指屈曲と典型的な

変形を呈していた関節拘縮改善訓練で肘の他動

屈曲は80度から90度まで改善したが,自動屈曲は

全く不能であった.薄筋を用いた筋肉移植による

両肘屈曲機能再建術を2期的に行った.作動運動

神経は副神経を使用した.術後経過観察期間は，

男児が11年,女児が1年である．

【成績】4つの移植筋とも術後血行障害を起こすこ

となく生着した術後3から4か月で肉眼的な移植

筋の収縮がみられ,最終経過観察時において,男

児は両側130度の,女児は両側80度の自動肘屈曲

を獲得している．男児例では,成長による移植筋

の筋力低下や関節拘縮の発生はない．

【結論】小児例に対する筋肉移植は,成人例と比べ

て高度なマイクロ手技が必要であるが,旺盛な神

経再生能力のため成人例以上の回復が可能であ

り，今まで諦められていた先天性多発性関節拘縮

症における肘屈曲機能再建に対して有効な方法で

ある．また,薄筋を移植筋として用いることは,上

肢運動機能を犠牲にすることがなく，有用な選択

肢である．
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先天性榛尺骨癒合症48例56肢の検討-遊離

法と有茎法における比較一

MobilizationofaCongenitalRadioulnarSynos-

tosis:56cases-ComparisonbetweenPedicleand

FreeFascio-fatGraft-

'琉球大学医学部整形外科，2琉球大学医学部整形

外科

○金城政樹，普天間朝上，堀切健士，

金谷文則

【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年から分離部に遊離血管柄付き筋膜脂

肪弁を移植する授動術を開始し，2003年からは有

茎筋膜脂肪弁移植を用いた授動術を行っている．

今回，両群の手術成績について検討した．

【対象と方法】】分離授動術後2年以上経過した48

例56肢であった．僥骨骨切りに併用した筋膜脂肪

弁移植の内訳は遊離(A群)25例26肢,有茎(B群）

23例30肢であった．手術時平均年齢はA群8.0歳，

B群7.6歳平均経過観察期間はA群53カ月,B群

30カ月．僥骨頭脱臼はA群：後方16肢，前方8肢，

なし2肢．B群：後方18肢，前方7肢，なし5肢．

術前回内強直位はA群32.5｡,B群39.2.であった

【結果】手術時間はA群9.6h,B群4.3h,A群では

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.B群では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

82。（回外31.,回内51｡）であった．骨切りした

僥骨の過成長による僥骨頭再脱臼をA群10肢,B

群12肢に認め，再骨切り術をA群4肢,B群l肢に

行った．術後の主なADLの改善は，頂戴と食事・

運動動作であった．

【結論】有茎筋膜脂肪弁移植を用いる方法はマイ

クロサージャリーが不要，手術時間の短縮など利

点がある．一方，30肢中3肢に再癒合を認め，有

茎筋膜脂肪弁の採取，挿入法に改良が必要と考え

られた骨切りした榛骨の過成長は正確な腕榛関

節の整復により予防できる可能性があり，今後検

討する予定である．
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3-6-1

有鉤骨鉤骨折に対する骨片切除術の治療

経験

SurgicalExcisionoftheFracturedHookofthe

Ramate

'医療法人明倫会宮地病院，2兵庫医科大学整形外

科

○大迎知宏1,藤岡宏幸2,加納正雄2,

奥野宏昭2，田中寿－2

【目的】有鉤骨鉤骨折はグリップエンドによる小

指球への直達外力によって起こり偽関節に進展す

ることが多い．本報告では，有鉤骨鉤骨折に対す

る骨片切除術について検討した．

【対象・方法】1998年から2009年までに有鉤骨鉤

骨折に対して骨片切除術を行った症例は34例（男

性28例女性6例）で，手術時年齢は15から72歳，

平均34歳であった．受傷原因は，スポーツ外傷20

例（野球9例，ゴルフ6例,テニス2例,その他3例)，

バイクによる交通事故8例,転倒など6例であった

随伴症状として，小指深指屈筋腱障害4例，尺骨

神経管症候群2例，手根管症候群l例があった．手

術は，全例，手掌部母指球皮線尺側から有鉤骨鉤

直上にアプローチするいわゆる手根管アプローチ

で行った．術後約2週間ギプスシーネ固定を行っ

た治療前後における瘻痛，握力および治療開始

から仕事やスポーツ活動への復帰の期間を検討し

た．

【結果】小指球部の痛みは全例消失し，平均握力

は術前23kgから術後39kgに改善した．手術から

仕事やスポーツへの復帰までの期間は,1.5から

3カ月（平均2カ月）であった．

【考察】有鉤骨鉤骨折に対する骨片切除術は早期

復帰の期待できる安定した治療方法であると考え

られた．有鉤骨鉤切除術の方法は様々な方法が考

案されているが，私たちが用いている手掌部から

有鉤骨鉤の直上に達するいわゆる手根管アプロー

チは，小指球外側からアプローチする方法と比較

して小侵襲である．また，有鉤骨鉤骨折では小指

深指屈筋腱障害などの随伴症状がある症例7例あ

り，これらの随伴症状に対しても同時に対処でき

る利点があると考えられる．

3-6-2

有鉤骨鉤骨折に対する小皮切による骨接

合術

InternalFixationofHockofHamatewitha

Double-ThreadedScrewinSmalllncision

'赤心堂病院整形外科，2平成日高クリニック整形

外科，3杏林大学医学部救急医学教室

○関谷繁樹1，佐野浩志2，山田賢治3

【目的】有鉤骨鉤骨折の治療は，早期復帰を望む

スポーツ選手を中心に多くの例で骨片摘出が行わ

れることが多い．しかし有鉤骨鉤は手根管の尺側

壁を形成し尺骨神経・尺骨動脈の保護，環指・小

指屈筋腱のpulleyとしての機能のほか短小指屈

筋・小指対立筋の起始部としての機能を有してい

る．またこの部位の偽関節では小指屈筋腱皮下断

裂を来すことがあり，有骨鉤の骨癒合を得ること

が望まれる．今回小皮切･小侵襲でのスクリュー

固定による骨接合術を行い，良好な成績を得たの

で報告する．

【対象と方法】対象は手術を施行した有鉤骨鉤骨

折の4例4手で，左右別では右3手・左1手，性別は

全例男性であった.手術時の年齢は32歳から52歳，

受傷機転はすべて転倒によるもので，受傷から手

術までの期間は7日から1ヶ月であった．手術は伝

達麻酔または局所麻酔下で施行した．手掌部の有

鉤骨鉤直上に1センチ弱の皮切を加え，鈍的に展

開し鉤の頂点へ達する．手関節屈曲約10.,回外

約20.でイメージ下に有鉤骨鉤が一つの円のよう

に見えるよう手関節を固定し，鉤の頂点からガイ

ドワイヤーを刺入し，中空のHerbert型スク

リューで固定した.術後は手掌部のみ約3週間シー

ネで外固定した．

【結果】レントゲン上，術後3～4カ月で全例に骨

癒合が得られた術後の握力は健側比約90％で

あった.1例に術後一過性の尺骨神経領域の知覚

障害を認めた．

【結語】新鮮例の有鉤骨鉤骨折の治療では，小皮

切によるスクリュー固定は有用な方法と考えられ

た．
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月状骨周囲脱臼の治療成績

TreatmentofPernunateDislocations

豊橋市民病院整形外科

○井上五郎，小早川知範

【目的】月状骨周囲脱臼は舟状骨骨折を伴うもの

(経舟状骨月状骨周囲脱臼）と舟状骨骨折を伴わ

ないもの（経靱帯性月状骨周囲脱臼）に大別され，

その発生比率は2:1と前者の方が多い．経靱帯性

月状骨周囲脱臼(PLD)のまとまった報告はなく，

従ってその治療方法にについても議論の余地があ

る．この発表の目的は我々の治療方法とその成績

を検討して,PLDの治療方法に対してコメントを

加えることである．

【方法】症例は17例で，全例背側脱臼であった．

12例は徒手整復できたが，2例は観血的整復術を

行った．残りの2例は見逃し例でそれぞれ37日後，

100日後に掌側進入にて整復術を行った背側進

入の15例は舟状骨・月状骨(SL)関節を整復し

てk鋼線固定を行い,12例は靭帯修復を，整復後

5ヶ月経過したl例はBllat法を行った．新鮮例2例

と陳旧例の2例はSL関節のK鋼線固定にとどめた．

術後ギプス固定は平均6.6週,K鋼線は平均7.2週

で抜去した．追加手術はVISI変形を残した1例に

月状骨・三角骨固定を，月状骨骨折合併例で術後

月状骨・有頭骨(CL)関節の破壊を生じた1例は

CL固定術を追加した．術後追跡調査期間は平均

24ケ月で，手関節機能評価はCooney法を用いた．

【結果】SLgapは平均2.7mm(1.5-5mm)であった．

機能評価は優4例良7例，可5例，不可1例であっ

た．不可はCL固定術を行った症例であった．

5mmのSLgapを残した2例は可の成績であった．

【結論】早期にSL関節を整復して靱帯修復を行え

ば良以上の成績が得られる．また，陳旧例であっ

ても観血的整復を行い,SL関節を良好な位置でK

鋼線固定すればよい成績が得られる．術後の外固

定期間は従来12週間を勧められているが,6週間

程度に短縮可能である．

3-6-4

近位手根列切除術の治療成績

ClinicalResultsofProximalRowCarpectomy

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】近位手根列切除術(proximalraw

carpectoIny:以下PRC)は変形性手関節症などに

行われるsalvage手術であるが,その予後は良好と

する報告が多い.今回,われわれが行ったPRCの

症例について検討した

【対象および方法】症例は6例8手,男性2例,女性

4例,右3例,左l例,両側2例，平均年齢43.4歳（32

～69歳），平均術後経過観察期間は34ケ月（6～

65ケ月）であった.原因疾患は,Kienb6ck病5手，

陳旧性月状骨周囲脱臼2手,Volkmann拘縮l手で

あった.瘻痛,手関節可動域,握力,単純X線所見の

評価を行った

【結果】瘤痛は全例で軽快した.手関節掌背屈の

可動域は,術前平均755度であり，術後平均121.8度

であった（片側例における健側比：96.1％）．握

力は術前平均12.3kgであり，術後平均ll.5kgで

あった.(Volkmann拘縮を除く片側例における健

側比：69.7％）．単純X線所見では,術後1.5年以上

経過した5手で僥骨有頭骨間の関節症性変化を認

めた.症状の進行は全例認めなかった.Modined

Mayowristscoreはgoodl例Fair3例,poor2例

であった.最近の有頭骨近位関節面の軟骨欠損を

伴うKienb6ck病のl例では,有頭骨に舟状骨から

の骨軟骨移植を併用して手術を行った

【考察】PRCの術後成績に関しては,瘻痛は良好

に改善し,可動域・握力は反対側の60～70％程度

との報告が多い.今回の検討では，より良好な関

節可動域が得られ,患者の満足度も高かったま

た,X線所見で僥骨有頭骨間の関節症性変化が

あっても臨床成績が悪いわけではなかった.PRC

はSalvage手術として有用で,安定した成績の得ら

れる術式であった．
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3-6-5

有頭骨関節面を用いた僥骨手根関節形成

術の治療成績

TherapeuticResultsofArthroplastyforthe

Radio-CarpalJointUsingtheArticularSurface

oftheCapitate

東京医科大学医学部整形外科

○高瀬勝己，番場泰司河野亮平，

反町武史，山本謙吾

【はじめに】進行期Kienbock病や変形性手関節(僥

骨手根骨間関節）症に対して病的手根骨を摘出後

に，手根骨配列の矯正および新しい僥骨手根関節

を形成する目的で有頭骨関節面を用いた僥骨手根

関節形成術を施行してきた．今回，術後成績と問

題点を検討したので報告する．

【対象および方法】Lichtman分類3bおよび4の進

行期Kienbock病26例（男性17例，女性9例，手術

平均44.5歳)および変形性手関節症5例(全例男性，

手術平均39.8歳）を対象とした．5例の原疾患は，

SNACwrist2例，手根骨不安定症2例，痛風性手

関節症l例であった．手術方法は，壊死あるいは

変形した病的手根骨を摘出後に，半割した中枢有

頭骨を摘出時に生じた空隙に移動し有頭骨関節面

で新しい僥骨手根関節を形成．その後，中枢有頭

骨移動時にできた骨欠損部や大菱形骨および豆状

骨を除いた手根骨間関節に自家骨を充填し手根骨

間部分固定術を施行した．術後経過期間は12~

211(平均80.7)ケ月で，治療成績はEvansの評価

基準に準じ評価した．

【結果】全例に骨癒合は得られ，痙痛は著明に改

善され2例に軽度の労作時痛を認めるのみであっ

た．総合治療成績は,good22例,fair7例,poor

2例でverypoor例はなく満足すべき結果であっ

た．原職への復帰は調理師1例を除いた30例に可

能で，復帰までに要した期間は平均6.2ヶ月であっ

た臨床評価では握力は術後1年で健側比平均

80％以上回復し，最終診察時では82.2％であった．

また，術後に新たに発生した変形性関節症生変化

は全例に認められたが瘻痛やADL障害はなかっ

た．

【結語】病的手根骨が原因で発生した手根骨間関

節の配列異常や変形性関節症に対しては，壊死あ

るいは変形した手根骨を摘出後に本法による僥骨

手根関節形成術を行うことで，十分な除痛および

握力の維持が可能であった．

3-6-6

舟状骨骨折における術前し線,CTによる評
価と術中所見に関する検討

EvaluationofRadiographyandComputedTo-

mographyfOrtheScaphoidFractures

'中日病院，2名古屋大学手の外科学

○加藤宗--1,中尾悦宏1,中村蓼吾l,

平田仁2

【はじめに】舟状骨骨折の病態評価は単純し線に

加えCTも今や必須のものとなりつつある．しか

しながら，これらによる術前評価と術中所見が一

致していない症例にしばしば遭遇する．本研究の

目的は舟状骨骨折の術前画像評価がどの程度信頼

できる検査であるか検討することである．

【対象と方法】2005年7月から2009年9月まで，当

院において手術的治療を行った舟状骨骨折例のう

ち,受傷後2ヶ月未満の新鮮例と経皮的スクリュー

固定例を除く，12例12手（男11例女l例）を対象

とした．術前の単純し線およびCTを当院整形外

科医（手の外科専門医2名,非専門医1名）がそれ

ぞれ読影し，完全癒合,部分癒合,未癒合の判定を

したものと，術中所見とを照らし合わせ，一致率

と乖離の有無を調査した．使用したCTは

TOSHIBAAquilionl6でWW:2000,WL:500の画

像で評価した．

【結果】単純し線評価と術中所見の一致率は各検

者それぞれ55％,64％,64％であるのに対し,CTで

の一致率は67%,67%,67％であった．そのうち

axial像のみの症例は6例で，一致率はそれぞれ

67%,50%,67％であるのに対し,MPR像(sagital像，

coronal像）にて評価可能であった6例では67%,

83％,67％であった．また術中所見にて骨折部が

軟骨性癒合や部分癒合を認めたものは12例中3例

存在し，67%,33％,67％の割合でCT評価と異なる

結果となった．

【考察】単純し線に加えてCTを評価することは診

断率を上げるのに有効であった.CTではaXial像

に加えMPR像を評価することにより診断率が上

がることが示唆された．単純し線やCTで未癒合

と判断した症例において術中すでに部分癒合や軟

骨性癒合が得られている症例が存在したことが，

今回必ずしも一致率が高値とならなかった一因と

考えられた．舟状骨骨折において術前CTによる

評価は有用であったが，万全ではないことを念頭

に手術に望むべきである．

-S254-



3-6-7

舟状骨骨折経皮的スクリュー固定術（背

側進入法）におけるガイド刺入時の工夫

一経大菱形骨的アプローチー

PercutaneousScrewFixationfOrScaphoidFrac-

tures:Trans-trapezialGuidancefOrDorsalAp-

proach

'岡崎市民病院整形外科，2名古屋大学手の外科

○倉橋俊和'，平田仁2

【はじめに】舟状骨骨折に対する経皮的スクリユー

固定法は低侵襲な治療法として広く用いられてい

る．骨折線が水平方向を走るdorsaltypeの骨折に

は背側進入法が推奨されるが,Sladeにより紹介

されたrmgsignを用いる方法は手関節を最大掌屈

させる必要があり，舟状骨軸の正確な確認も難し

い．我々 は通常のvolarapproachと同様の肢位で

経大菱形骨的にガイドピンを刺入してdorsal

approachでの経皮的スクリュー固定を行う方法

を考案した．理論的背景と利点を紹介する．

【方法】3名の成人男性から得た3D-CT画像を再構

築して作製した3次元剛体バネモデルを用い適切

なScrew挿入位置を評価した.Dorsaltypeの骨折

線に対してより垂直なScrew設置を可能とするガ

イドピン刺入線は，いずれも舟状骨近位端から

STT関節中央を通り大菱形骨前壁を貫いた．そ

こで，通常のvolarapproachによるガイドピン刺

入法に準じ，刺入点を舟状骨結節部ではなく大菱

形骨前面に設定し，経大菱形骨的に舟状骨長軸に

沿ってガイドピンを挿入することとした．本法を

用いて3例のdorsaltype骨折に対し経皮的スク

リュー固定を行った．手関節軽度背屈尺屈位で経

大菱形骨的アプローチによりガイドピンを舟状骨

近位関節面直下まで刺入し，次に手関節を軽度掌

屈位として僥骨に干渉しないよう更に進め手背へ

貫通させた．貫通部に約lcmの小切開を加え，伸

筋支帯と関節包を切開し，背側からScrewを挿入

した．術後に舟状骨軸及び骨折線とScrew挿入位

置の関係を評価した．

【結果と考察】いずれの例でもScrewは舟状骨軸

に沿って良好な位置に挿入されていた今回報告

した経大菱形骨的アプローチは，背側進入法にお

けるガイドピン刺入手技を格段に容易にし，近位

型骨折に対しても骨折線に垂直に近い位置への

Screw挿入を可能にする有用な方法である．

3-6-8

DTJscrewを使用した新鮮舟状骨骨折の

治療成績

ClinicalOutcomeofScaphoidFracturebyDTJ

Screw

'兵庫医科大学篠山病院整形外科，2兵庫医科大学

整形外科

○常深健二郎1,奥野宏昭2,山際得益2,

藤岡宏幸2，田中寿－2

【はじめに】我々は，舟状骨骨折に対する骨接合

材料としてcannulateddoublethreadedscrew(以

下DTJscrew)を開発した．本報告は，新鮮舟状

骨骨折に対する，本Screwを用いた小皮切での骨

接合術の治療成績を検討した．

【対象と方法】2000年7月から2009年7月までに小

皮切でDTJscrewを用いて骨接合術手術を行い，

経過観察できた142例（男性119例，女性23例）を

対象とした．平均年齢は28.2歳(12～86歳)であっ

たHerbert分類では安定型(A型)62例，不安

定型(B型)80例であった．これらの手術時間，

骨癒合期間,骨癒合率,握力（健側比),手関節掌・

背屈可動域（健側比）を検討した

【結果】手術時間は平均21.2分であった．骨癒合

期間は平均8.4週で,骨癒合は141例（安定型62例，

不安定型79例)，癒合率は99.3％であった．手関

節可動域と握力は健側と比較して有意な差はなく

良好な成績であった．

【考察】新鮮舟状骨骨折に対するDTJscrewによ

る，小皮切骨接合術は高い骨癒合率と術後機能回

復で満足すべき結果であった．骨癒合が得られな

かったl例は再手術にて骨癒合した．この症例は

自己判断で術後すぐにスポーツ復帰していたこと

が原因であった本Screwは,selfdrilling,

selftapingの機構を有し12mm径のguidepinを用

いることができ，さらに強い圧迫力がかかること

を特徴としている．このため，小皮切の小侵襲手

技での刺入固定に適し，手術時間の著しい短縮が

得られた．本Screwによる治療は，術者にとって

簡便な手技で，確実な骨癒合が得られる，最も信

頼しうる固定材料・方法といえ，また，患者も小

侵襲であることより早期の復帰が得られ，共に満

足のいく結果であった
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観血的治療が行われたにもかかわらず骨

癒合の得られなかった舟状骨偽関節の検

討

NonunionoftheScaphoiddespiteOperative

Treatments

慶應義塾大学医学部整形外科学教室

○ 池上博泰岡崎 真人，佐藤和毅，

中 村 俊 康 戸 山芳昭

【はじめに】当院で治療を行った舟状骨偽関節の

うち前医で手術が行われていない98例(1987-2001

年）を検討して，82例（84%）が受傷時医療機関

を受診したが，舟状骨骨折と診断されていたのは

わずか3例であったことを過去に報告したすな

わち，舟状骨偽関節の多くは，正しい診断がされ

ていないことによって生じている．今回は，正し

い診断のもと観血的治療が行われたにもかかわら

ず,骨癒合の得られていない例について検討した．

【対象と方法】1997年から2009年までの間に治療

を行った舟状骨偽関節のうち，既に1回以上観血

的治療が行われたにもかかわらず，骨癒合の得ら

れていない15例（男13,女2),年齢19から61歳（平

均28）について検討した．

【結果】15例のうち，初回手術が受傷後3カ月以内

に行われた新鮮例は10例であった．この10例のう

ち，4例は経舟状骨月状骨周囲脱臼例であった．

偽関節5例のうち4例は腸骨からの骨移植と1例は

血管柄付き骨移植が行われていた．新鮮例10例の

骨癒合の得られていない理由として，不適切な裸

子の位置が4例，大きな外力による受傷が4例，金

属アレルギーがl例，手術後繰り返す外力がl例で

あった．また偽関節5例は，受傷後10年以上の長

期間経過した例が3例あった．骨癒合の得られな

かった15例に対して2回目以降の治療として，血

管柄付き骨移植術を9例に，骨釘移植術を2例に，

経過観察を4例に行った．

【結語】舟状骨骨折は，内固定材料の進歩により

従来では保存療法の適応であったA2などにも積

極的に手術が行われ，外固定期間の短縮とともに

良好な成績が得られている．ただ,脱臼に伴う例，

不適切な手術，金属アレルギーなどで，新鮮例で

手術をしても骨癒合の得られない例があること，

また受傷後長期間経過した偽関節例で骨癒合を得

ることは容易ではないことに注意する必要があ

る．

3-6-10

舟状骨偽関節に対する腸骨移植術による

DISI変形の矯正率の検討

CorrectionofDISIDefOrmityfOrtheBoneGraft

TreatmentofScaphoidNonunion

'聖マリアンナ医大整形外科，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1,

新井猛1,別府諸兄】

【目的】舟状骨偽関節では,舟状骨のhumpback変

形に伴いDISI変形を生じることが知られている．

当科では,舟状骨偽関節に対し血管柄付き骨移植

のほか,症例に応じて腸骨を模状ブロックで移植

する方法と，海綿骨のみを移植する方法を行って

いる.今回当科で行った舟状骨偽関節に対する腸

骨移植法とDISI矯正率および臨床経過との関連

性を検討したので報告する．

【方法】2006年から2009年までに舟状骨偽関節に

手術加療を行った24例で,内訳は男性20例,女性4

例,平均年齢28.2歳を対象とした.腸骨の移植法は，

偽関節部の新鮮化を行った後に,掌側模状ブロッ

クで移植する方法と，腸骨より海綿骨を採取し偽

関節部にパッキングする方法とした検討項目は，

手術前後の単純X線側面像で,radiolunateangle

(RLA),scapholunateangle(SLA)を計測し，

腸骨移植の方法による変化率を計測したまた，

日手会手関節機能評価で臨床評価を行い,DISI変

化との関係を検討した

【結果】腸骨を模状ブロックで移植した群では，

RLAは術前-3度,術後7度であり,SLAは術前73度，

術後52度であった日手会手関節機能評価は平均

87点であった,海綿骨を移植した群では,RLAは

術前0度,術後5度であり,SLAは術前63度,術後55

度であった．日手会手関節機能評価は平均98点で

あった.両群とも骨癒合期間,臨床成績に有意差

はなかったが,術後DISI変化の改善を認めている．

【考察】舟状骨偽関節に伴うDISI変形については

不明な点が多い.DISI変形と関節症変化の関連も

指摘されているがDISI変化の程度と発生率を明

確にしたものはない,当科での偽関節手術におい

てDISI変化の改善を認めており概ね臨床成績は

良好であり，骨移植の方法を選択する際には，

humpback変形とDISI変化の程度を考慮すれば海

綿骨移植も有用な方法であることが示唆された．
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十字型骨移植法を用いた舟状骨偽関節手

術

SurgicalTreatmentofScaphoidNonunionUsing

Cross-shapedBoneGraftingTechnique

'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

○麻田義之'’百名克文2，玉置康之2，

田中康之2，藤田俊史2

【目的】長管骨偽関節手術において骨癒合を得る

ためには，良好な移植母床を移植骨で架橋するこ

とと移植骨を含めた骨折部の安定が重要である．

我々は舟状骨偽関節においても例外ではないとの

考えから，偽関節部の状態が不良な症例に対して

移植骨の形状（十字型移植骨）を含めた骨移植の

方法に工夫を行っている．今回その術式および治

療成績を報告する．

【対象と方法】男性10例，女性1例のll例，平均

31.2（17～47）歳である．全例で骨吸収と辺縁骨

硬化,humpback変形を伴っていた．平均観察期

間は8.4カ月であった．

【術式】掌側アプローチで展開し，偽関節部の嬢

痕組織と硬化した骨質を切除する．humpback変

形を矯正後，1ないし2本の鋼線で仮固定し腸骨よ

り採取した海綿骨を底面に充填する．マイクロ

バーを用いて中枢骨片と末梢骨片の掌側中央に縦

溝を作成する．腸骨外板より縦溝に適合する縦方

向の突起と欠損幅に合わせた横方向の翼を持つ十

字架型の移植骨を作製し挿入する．縦方向の突起

と横方向の翼が適合し移植骨は安定性を獲得す

る．内固定はスクリュ-(DTJ:6,Acutrack:5)を

用い，2例で鋼線固定を追加した．術後は3～4週

間のthumbspicacast固定を行った．

【結果】全例で一期的に骨癒合が得られた．臨床

成績はMayowristscoreでExcellent8例,Good3

例であった．術前DISI変形を認めた5例で術後変

形が矯正されていた．

【考察】本法の利点は,･縦方向の突起により遠位・

近位骨片の正常部位をinlaygraftの形で架橋す

る．・移植骨が縦方向の突起と横方向の翼の4点で

支持されるため安定し，骨折部の支持性も強固に

なることが挙げられる．移植骨作成に若干時間を

要するが模型骨移植を安定して挿入するより手技

は意外に容易である．初診者にも十分可能で骨癒

合獲得に有効な方法と考える．

3-6-12

陳旧性舟状骨近位部骨折の治療成績

ClinicalOutcomeofNonunionofScaphoidFrac-

tureofProximalPole

'大阪市立総合医療センター整形外科，2大阪市立

大学医学部整形外科

○矢野公-1,香月憲-1,米田昌弘l,

池田幹則'，上村卓也2

【目的】陳旧性舟状骨近位部骨折に対し，術前

MRIで近位部の骨片の評価を行い,TlWIで低信

号を示した場合にはZaidembergらの方法に準じ

た血管柄付き僥骨移植術を，高信号を含む場合に

は腸骨移植術を行ってきたので，その治療成績に

ついて後ろ向きに評価する．

【方法】1999年12月から2009年1月まで陳旧性舟状

骨近位部骨折（受傷後6週間以上）に対して手術

を施行し，6か月以上追跡できた19例を対象とし

た．男性16例,女性3例,平均年齢は22歳,患側は，

右10例，左9例で，利き手受傷は12例であった．

受傷から手術までの平均期間は25か月(3-120,

不明1例)，平均追跡期間は29か月（6-37)，術前

の手関節掌背屈可動域は平均98度（健側比70%)，

握力は平均27.8kg(健側比71%)であった．術前

MRIを参考に,11例に血管柄付き僥骨移植術を，

8例に腸骨移植術を行った．最終観察時の臨床評

価はMayowristscoreを用い，レントゲン像で術

前の近位骨片の骨硬化の有無,骨癒合までの期間

を，また術前後の手関節の変形性関節症の有無を

検討した．

【成績】Filan&Herbert分類において,D1:1例，

D2:5例,D3:11例,D4:1例であった．術前レント

ゲン像で舟状骨近位骨片が硬化像を示したのは12

例で,T1WIで低信号を示した11例のうち9例で

あった．骨癒合は18例で得られ，平均は29週(10

週から1年）であった．血管柄付き僥骨移植群は

平均28週で，腸骨移植群では平均35週で骨癒合し

た．最終観察時の手関節掌背屈可動域は平均104

度（健側比74%)，握力は平均36.2kg(健側比

91％）と改善した労作時手関節痛を6例が訴え，

Mayowristscoreでは，優:4例，良:7例，可:8例で

あった．変形性関節症変化を術前に2例，術後は6

例に認めた．

【結論】術前MRI評価により治療方針を決定した，

陳旧性舟状骨近位部骨折の骨癒合率は95％と良好

であった．
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PyrocarbonlmplantReplacementfor

ScaphoidProximalPoleNonunion

'HandSurgeryUnit,MultimedicaGroup,Plastic

surgerydepartment,UniversityofMilan,

2DepartmentofOrthopaedicSurgery,National

HospitalOrganizationSaitamaNationalHospital

○LorisPegoU',森澤妥2,ElicaCavalli',

MTegon',GergioPajardi｣

【IntroductionlUntreatedscaphoidnon-union

mayleadtoadvancedcarpalcollapseand

importantdegenerativechanges.Treatmentof

thisconditionisdemandingespeciallyinthose

casesmwhichasmallproximalpoleispresent.

【MaterialsandMethodsIInthisprospective

study,14patientswithscaphoidproximalpole

non-umonweretreated.Includingcriteriawere

patientswithSNACinstagel.Allpatientswere

evaluatedbeforesurgerybymeasurementof

gripandpinchstrengthandvisualanalogue

scale.DASHquestionnairewasalsoevaluated.

AllofthepatienthadroutineX-raystaken.

Carpalhightratioandstageclassificationof

SNACwereassessedaswell.

【ResultsIAllofthepatientsreturnedtotheir

previousactMtyatanaverageof3months.The

averagefOllowupwas20monthsandshowed

animprovementofgrip,pinchstrengthaswell

asDASHandVAS.

【ConclusionslPyrocarbonimplantreplacement

fornonunionoftheproximalpoleofthe

scaphoidinSNACstagelisnotademanding

proceduretobeperfOrmed・Representsaless

aggressiveprocedurewithashortpostoperative

immobiUzation・Intheotherhandindicationsare

strict・Theauthorsdescribetheirexperiencein

treatingscaphoidnonunionwithpyrocarbon

implant(adaptiveproximalscaphoidimplant;

APSI)considermgitagoodsolution.

3-6-14

前腕両骨骨折変形治癒に対する3次元シ

ミュレーションを用いた矯正骨切ﾚﾉ術

3-DCorrectiveOsteotomyofDiaphysealMal-

unionoftheBothForearmBonesUsinga

Custom-MadeSurgicalGuideBasedonThree-

DimensionalComputerSimulation

大阪大学大学院器官制御外科学（整形外科）

○三宅潤一，村瀬剛，森友寿夫，

竹安酉佳倫，吉川秀樹

【目的】前腕両骨骨折変形治癒の矯正骨切術は技

術的に難易度が高く，1年以上経過例の手術成績は

有意に劣るとされる.我々は,解剖学的に正確な矯

正を目指し,3次元手術シミュレーションとカスタ

ムメイド器具を用いた手術支援システムを開発し

た.本システムを用いることで,受傷後長期経過し

た前腕両骨骨折変形治癒例でも良好な臨床成績が

得られるかを検討した．

【対象と方法】対象は12例,受傷時平均年齢は14歳

(7-31),受傷から手術までの平均期間は45ケ月（5‐

126)であった8例は前腕回旋可動域制限を,2例

は遠位僥尺関節（以下DRUJ)の反復性脱臼を,1

例は近位僥尺関節（以下PRUJ)反復性脱臼を,1

例は前腕回旋可動域制限とPRUJ反復性脱臼を主

訴とした.CTデータから3次元矯正シミュレー

ションを行った.シミュレーションに基づいたカ

スタムメイド手術器具を用いて僥骨・尺骨同時矯

正骨切を行い,12ヶ月以上追跡調査した.骨癒合が

確認できるまで1月ごとに単純X線撮影を行い,前

腕回旋可動域とDRUJ・PRUJの安定性を評価し

た．

【結果】1例に追加骨移植を要したが,全例で骨癒

合を得た.前腕回旋可動域は,術前63.が術後141。

に改善した.受傷から手術までの期間が72ヶ月以

下の7症例では最終可動域が平均157.と良好で

あったのに対して,96ヶ月以上の2例では平均85.

と不良であった(p<0.01).PRUJ反復性脱臼を示

した2例は,術後症状が消失した.DRUJ反復性脱

臼の2例では症状改善するも不安定感が残存した

【考察】本手術支援による解剖学的な矯正により，

受傷後6年までの症例では前腕可動域は有意に改

善し,PRUJ反復性脱臼も消失した.一方,受傷後8

年以上の長期罹患例での可動域改善は限定的で今

後の課題である．また,遣残するDRUJ不安定性に

関しては,TFCC再建などの追加処置が必要と考

えられた．
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3-6-15

小児Galeazziequivalentfractureの治療経
験

TheTreatmentofGaleazzi-EquivalentFrac-

turesinChildren

'東海大学医学部外科学系整形外科学，2東海大学

八王子病院整形外科，3東海大学大磯病院整形外

科

○小林由香1,池田全良2,齋藤育雄3,

岡義範3，石井崇之！

【はじめに】Galeazziequivalentfractureは小児

の僥骨遠位端損傷のひとつであり，その中の数％

を占めるが，われわれは本外傷における成長障害

を経験してきた．本発表の目的はその予後につい

て検討することである．

【対象および方法】対象は9例9肢（男児7例，女児

2例),受傷時年齢はll～15歳であった．骨折型は，

僥骨骨幹遠位l/3の骨折と尺骨の背側転位:3例，

僥骨遠位端骨折と尺骨の背側転位:2例，僥骨の若

木骨折と尺骨の背側転位:2例，僥骨遠位骨折と尺

骨の掌側転位:2例であった尺骨の骨端線損傷は

全例Salter-Harris分類のII型であった．治療方法

は，徒手整復可能例では保存的治療を行い，徒手

整復困難例では手術的治療を行った受傷後の経

過観察期間は1年から8年4ヶ月であった．

【結果】僥・尺骨両方の保存療法例は1例，手術例

は8例（僥骨は経皮的ピンニング:8例，尺骨は徒

手整復:1例,経皮的ピンニング:1例,TBW固定:1例，

観血整復固定:5例）であった．その結果，尺骨遠

位骨端の早期閉鎖を5例に認め，健側差3～10mm

の成長障害に至ったが機能障害は来していない．

【考察】われわれが経験した本外傷例では，手術

療法の有無にかかわらず尺骨遠位骨端の早期閉鎖

を9例中5例に認めており，受傷年齢に応じて長期

に追うべきである．

3-6-16

神経損傷を伴う小児上腕骨穎上骨折の検

討

NervelnjuryAssociatedwithSupracondylar

FractureoftheHumerusinChildren

'昭和大学医学部整形外科学教室，2昭和大学横浜

市北部病院整形外科，3菊名記念病院整形外科，

4昭和大学附属豊洲病院整形外科

○富田一誠'，稲垣克記'，川崎恵吉2，

福島一雄3，瀧川宗一郎4

【はじめに】小児上腕骨穎上骨折は小児の骨折で

最も頻度が高く，外力の程度や骨折型によっては

重篤な合併症を伴う骨折である．今回我々は過去

16年間の本骨折に伴う神経損傷発生例につき調査

したので報告する．

【対象と方法】1993年から2008年まで当科を受診

した小児上腕骨穎上骨折159例中経過観察が可能

であった144例の中で神経損傷を合併した20例に

ついて検討した．平均年齢は6.6歳，男児13例女

児7例，平均観察期間は3年6ケ月であった検討

項目はl.発生率2.当科初診までの日数3.損傷神

経4.骨折型5.発生時期6.治療法7.回復時期8．

総合評価(Fly皿の評価法)9.フオルクマン拘縮

の有無とした．

【結果】発生率は13.9%であった.95%が紹介患者

であり当科初診までに13時間(0～72時間）を要

した．正中神経が11例,僥骨神経3例,正中十僥骨

神経2例,尺骨神経2例,フオルクマン拘縮が2例で

あった．骨折型はHolmberg分類III型4例IV型16

例．フォルクマン拘縮を除くと発生時期は受傷時

12例整復後2例,牽引後2例,固定後1例,術後1例

で平均16時間であった．保存療法はl例のみで手

術17例中,損傷神経確認8例,経皮的ピンニング7

例神経縫合術1例であった．神経回復時期は2～

6ケ月であった.Flymの総合評価ではフォルク

マン拘縮2例がpoor,その他はgoodl例exellentl7

例であったフォルクマン拘縮の2例はいずれも

牽引療法にて比較的整復位が得られ，指先への循

環は悪くなくいずれもpassivestretchtest陰性で

あり,正中神経麻揮と鑑別が難しい症例であった．

【考察】小児上腕骨穎上骨折に伴う神経損傷は回

復が期待できるので,阻血性変化に細心の注意を

払う必要がある．手術は骨折の整復位軟部組織

の重症度神経麻揮の程度によって選択されるべ

きと考えた．軟部組織を丁寧に扱い正確に評価で

きる技量が要求される．
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受傷機転からみた小児上腕骨外穎骨折の

治療上の問題点と対策

TheMechanismofLateralHumeralCondylar

FractureinChildren

国立病院機構東広島医療センター整形外科

○今田英明，田中隆治，高田剛志，

岸和 彦

【はじめに】小児上腕骨外穎骨折は遅発性転位や

偽関節形成などの合併症が起こりやすいことが知

られているがその原因については結論に達してい

ない．私たちは本骨折の立体的形態を検討した結

果，外穎骨片は複雑な形態を有しているため通常

の正面レントゲン撮影では正確な離開距離が把握

しにくいこと，この把握には上腕20度挙上位撮影

法が有効であることを報告してきた．しかしこれ

だけではすべての合併症の原因を説明することは

できない．今回私たちは画像，術中所見より本骨

折の受傷機転を検討し合併症に対する対策につい

て考察したので報告する．

【対象・方法】対象は小児上腕骨外穎骨折22例で

ある．全例に通常正面および20度挙上位撮影を行

I,､10例にはMDCT撮影も行い骨折線の走行，皮

質骨の離開，圧壊の部位を調査した．また観

血的治療を行った16例では術中,骨片の転位方向，

骨膜の損傷状態外穎骨片と伸筋群との関係を調

査し，さらに6例にはストレステストを行い内側

側副靱帯損傷についても検討した．

【結果】外穎骨片は後方または後外側へ転位して

いた．外穎部骨膜は全例とも横断方向に断裂して

おり伸筋群は外穎骨片に付着していた．明らかな

内側側副靱帯損傷を示した症例はなかった．変形

がわずかで3DCT画像から始めて外穎骨折と診断

し得た3例では外穎部後方の皮質骨が僥骨頭に押

し上げられため膨隆し，外穎骨折に特徴的な後方

の三角骨片になる直前の様子が確認できた．

【考察】本骨折は肘屈曲位で前腕が肘内側を中心

として外旋強制された結果，榛骨頭が上腕骨小頭

に衝突し生じるのではないかと推察した．このた

め上腕までのギプス固定をしても上腕の回旋を制

限しないと外穎骨片は僥骨頭に押され後方もしく

は筋群の牽引力の影響により後外側に転位しやす

く，これが遅発性転位の一因ではないかと考えた．

3-6-18

肘関節障害に対する肘筋筋弁を利用した

肘関節形成術の有用性

SurgicalEHicacyofAnconeusMuscleFlapfOr

theTreatmentofElbowDisorders

北海道大学整形外科

○西田欽也，岩崎

益子竜弥，三浪

倫政，船越忠直，

明男

【はじめに】腕僥関節の障害や僥骨頭脱臼に対し

僥骨頭切除が行われることがあるが，切除後の僥

骨近位部の不安定性は重大な肘機能障害をもたら

す．僥骨近位部の不安定性による肘関節障害6例

に対して肘筋筋弁を用いた関節形成術を行ったの

で報告する．

【対象と方法】対象は2003年から2008年に経験し

た6例6肘．男性5例女性l例，平均年齢は40歳であ

る．病態は一次性の変形性肘関節症(OA)が1例，

二次性（外傷後）のOAが3例，僥骨近位部の不

安定性が2例であった．手術は肘関節後外側アプ

ローチにて肘筋を同定し上腕骨起始部をベースに

尺骨付着部を切離した．その後僥骨頭を切除し肘

筋を筋弁としてその間隙を埋めるように充填し，

さらに僥骨頭切除端を安定化すべ〈縫合した．主

要な動静脈への操作は必要なかった最終経過観

察時の自覚症状,ROM,Mayoelbowperbnnance

score(MEPS),X線所見を調査した

【結果】平均3年の最終経過観察時，肘関節周囲に

瘻痛を訴えた症例はなかった．平均ROMは伸展

屈曲が術前93.から最終経過観察時115.へ改善し

た．回内外は術前99.から最終経過観察時149｡へ，

MEPSは術前65点から最終経過観察時89点へと有

意に改善したX線上僥骨頭切除端部での明らか

な不安定性は認めていないが，3例において手関

節のulnarpositivevarianceの進行を認め軽度の

手関節尺側部痛が残存し，そのうち1例において

後日手関節形成術を追加した

【考察】僥骨頭切除に伴う僥骨近位部の不安定性

に対し，起始部ベースの肘筋筋弁を用いた関節形

成術により良好な成績が得られた．本術式は比較

的容易な操作により十分な容積を持つ筋弁を得る

ことができ，僥骨頭切除端部の安定化を得ること

が可能である．ただし中長期の経過において尺骨

突き上げによる手関節障害をきたす可能性があ

り，慎重な経過観察が必要である．
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僥骨遠位端掌側における屈筋腱の走行位

置

PositionalRelationshipbetweentheDistalRa-

diusandtheFlexorTendon

'岡山済生会総合病院整形外科，2岡山大大学院生

体機能再生・再建学，3東京医科歯科大学大学院

医歯学総合研究科臨床解剖学

○清水弘毅l,今谷潤也1,高田逸朗1,

西田圭一郎2，秋田恵一3

【はじめに】榛骨遠位端骨折の手術的治療におい

て，掌側ロッキングプレートの有用性が広く認識

されその使用量が増えているが，それに伴い合併

症の報告も増加している．特に長母指屈筋腱（以

下FPL)損傷をはじめとする屈筋腱損傷は重篤な

合併症であり,その予防対策が望まれる．しかし，

僥骨遠位掌側部の骨形態と深指屈筋腱（以下

FDP)との位置関係の報告はほとんどない．今

回我々は，僥骨遠位端の骨形態と,FPL,FDPと

の位置関係について調べたので報告する．

【対象･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26手関節

を用いた（男性10例，女性16例平均年齢

76.3歳)．僥骨月状骨窩の掌側骨性隆起の頂点か

らFPLの僥側縁までの距離と小指FDPの尺側縁

までの距離を計測した．

【結果】全例で示指FDPと中指FDPの間に榛骨月

状骨窩の掌側骨性隆起の頂点が存在していた．こ

の頂点からFPLの僥側縁までの距離は,10.5r

1=2mmであった同頂点から小指FDPの尺側縁ま

での距離は,10.9±llmmであった．

【考察】榛骨遠位端掌側において，屈筋腱の走行

位置を推定するために，僥骨月状骨窩の掌側骨性

隆起の頂点が有用である．この頂点は，容易に同

定できるため計測上の誤差も少ない．この頂点か

ら僥側に10.5±12mmの部位は,FPL,示指FDP

が骨に接して並列に走行しているために，プレー

トの設置については掌側に突出しないことが，屈

筋腱損傷の予防に重要であると考える．そしてこ

の解剖学的特徴は，掌側ロッキングプレートの合

併症の報告がこの二つの屈筋腱に集中している理

由の一つであると考える．屈筋腱の走行位置を知

ることは，掌側ロッキングプレートの重篤な合併

症である屈筋腱損傷の予防に役立つとともに，よ

り安全性の高いプレートのデザインの開発にも役

立つ．

3-7-2

DASHおよびQuickDASHによる僥骨遠位

端骨折術後の機能評価

FunctionalEvaluationUsingDASHandQuick

DASHafterOperationinthePatientswithDis-

talRadiusFracture

'聖ヨゼフ病院整形外科,2平塚共済病院整形外科・

手の外科センター，3横浜市立大学附属病院整形

外科

○岡崎敦l,坂野裕昭2,黒坂望l,

瀧上秀威2，斎藤知行3

【目的】僥骨遠位端骨折の術後評価は，他覚所見

による評価のみではなく，患者立脚型の評価法の

重要性が指摘されている．今回われわれは，僥骨

遠位端骨折手術例において，術後機能評価として

DASH,QuickDASHおよびMayomodyfied

wristscore(以下Mayoscore)を用いて評価を

行ったのでこれを報告する．

【方法】対象は僥骨遠位端骨折手術例105例105手，

男性30例，女性75例，年齢は平均60.5才，経過観

察期間は平均ll.8ヶ月であった．僥骨遠位端骨折

に対する治療として，全例でロッキングプレート

固定術を行った.術後評価として,手関節可動域

握力,DASH,QuickDASHおよびMayoscoreを

調査し，また単純X線像によりradialinclination

(RI),palmartilt(PT),ulnarvariance(UV)

を測定した

【結果】DASHは平均7.6点,QuickDASHは7.2点，

Mayoscoreは88.2点であり,DASHとMayoscore

は有意な相関を認めた(p<0.0001,r=-0.5).

DASHとQuickDASHは強い相関を認めた(p<

0.0001,r=0.97).年齢とDASH,QuickDASHの

間に弱い相関を認めたが(p<0.05,r=0.2),

Mayoscoreとは相関を認めなかった．調査時可

動域は，背屈:68.6｡，掌屈:65.0｡,握力は健側比

90.3%,RI:25.4｡,PT:10.9｡,UV:l.7mmであった．

握力はDASH,QuickDASH,Mayoscoreともに

有意な相関を認めたが(p<0.001),可動域,RI,

PT,UVは相関を認めなかった．

【結論】DASH,QuickDASHは年齢との弱い相

関が見られたが，加齢による上肢全体の機能障害

を反映したためと考えた.QuickDASHはDASH

とほぼ同様の結果を示し,QuickDASHのみでも

DASHと同様の評価を期待することが出来た．手

関節の機能評価にかかわる要因として，握力が大

きく関与していたことより，術後の筋力訓練の重

要性が示唆された．
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3-7-3

僥骨遠位端骨折の術後成績を左右する因

子についての分析～第1報一手関節可動

域，握力,DASH
TheAnalysisfOrtheFactorswhichlnauenced

theClinicalOutcomeaftertheOperationfOrthe

DistalRadiusFractures

国保中央病院整形外科

○古田和彦，小野浩史，片山健

【目的】僥骨遠位端骨折の手術加療において臨床

成績を左右する因子について統計学的に分析し

た．

【方法】2006年以降，僥骨遠位端骨折に対し手術

加療し，術後1年以上全ての臨床成績の追跡が可

能であった53例を対象とした．術後6ヶ月時，

12ケ月時のDASH,掌背屈可動域,握力（健側比）

に対し,術前の因子として,年齢,性別,AO分類，

受傷側，術前待機日数術前X線計測値(VT,

RI,VT)を，術後の因子として，術後外固定の

有無，プレートの種類(Acu-loc,lockingdistal

radiussystem),術後X線計測値（同上）を挙げ，

相関係数，重回帰分析にて統計学的に分析した．

統計処理にはSPSSを用いた．

【結果】術前因子では6，12ヶ月ともにDASHは術

前RI値年齢の順に相関が高かった術後因子

では術後VT値と6ヶ月時のDASHは負の相関を認

めた．6ヶ月時掌屈は相関の高い順に年齢，術前

VT値AO分類となっていたが12ヶ月時にはVT

値との相関は無かった．6ヶ月時の掌屈は術後VT

値，プレートの種類にて相関を認めたが,12ケ月

時の相関は無かった握力は術前因子との明らか

なる相関は無かった．握力は6ヶ月時の術後RI値

と相関を示したが12ヶ月時には消失していた．ま

た術後UV値と12ヶ月時の握力は負の相関を示し

た受傷側，術前待機日数，術後外固定の有無は

いずれの臨床成績とも明らかなる相関は無かっ

た

【考察】患者評価は術後早期にはVT値が影響する

がその後は主に術前転位量や年齢に影響される．

可動域は主に年齢と骨折粉砕の程度に影響され

る．握力は術後のUV値と関連が強い．健側手に

おけるX線計測値を再現すべく整復固定を行うこ

とが臨床成績の向上に貢献できる重要な要素であ

ると考えられる．

3-7-4

僥骨遠位骨端線損傷に対するmodined

Langenski61d法の経験
ModifiedLangenski61dProcedureforPartial

CIosureoftheDistalRadiusEpiphysis

名古屋第1赤十字病院整形外科

○洪淑貴，堀井恵美子

【目的】僥骨遠位骨端線損傷は小児期に最も多い

外傷であるが，経過中骨性架橋が生じると進行性

に僥骨radialinclination(RI)減少と長軸成長障

害が生じ，尺骨の相対的延長による尺骨頭の背側

への突出と，僥骨一手根骨ユニットの僥側・中枢

偏位が生じ，手関節内反変形や可動域制限をきた

す．骨端線損傷後変形に対する手術として

Langenskiold法（以下L法，骨性架橋切除・遊離

自家脂肪充填）があるが，我々は有茎脂肪弁を充

填するmodinedL法を行っているので，その術後

成績を報告する．

【対象と方法】2001-2008年に3症例(6歳女児,9

歳女児，10歳男児）に対し,modihedL法を施行

した．全例受傷機転は転落，初期治療はギプス固

定で，受傷から手術までの期間は各々9，26，

13ヶ月であった．術後経過期間，術前の架橋のサ

イズ，変形の総合的な指標としてMcMurtyらの

ulnartranslationratio(UTR,正常値0.3±0.0003)

とRIを術前後で比較し，術後成績をretrospective

に検討した．

【結果】術後経過観察期間は各々7年，2年，8ケ月

で，術前架橋のサイズは幅約1／3であった．

UTRは術前各々0.60,0.49,0.41が術後0.41,0.46,

0.40に,RIは術前-20,-14,5度が，術後23,-8,

14度に改善した．全例骨性架橋の再発は認めず，

外観上の変形と可動域制限は2例で消失，1例では

改善した．

【結論】良好な成績を得るためには変形が進行す

る以前に早期発見し早期に手術する事が望ましい

と考えた受傷から経過が長く，僥骨長の短縮が

著明な症例は仮骨延長併用を検討すべきである．

有茎脂肪弁は組織のviabilityが長期にわたって保

たれ，骨性架橋の再発を防ぐmterposition

materialとして適切である．
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3-7-5

僥骨遠位端骨折に対する鏡視下整復術の

検討-ARC(ArthroscopicReductionand

Cosmeticapproaching)technique-
Arthroscopiclnvestigationoflntra-articularLe-

sionlnducedoftheDistalRadiusFracture

東大阪市立総合病院整形外科

○重松浩司，北條潤也

【目的】僥骨遠位端骨折に対する鏡視下整復術の

有用性が散見されるが，充分な普及には至ってい

ない．これに対し昨年の本学会で鏡視下整復術を

容易にし，整容面にも配慮したARCtechniqueを

報告した今回はその手術時間および合併損傷の

対応について検討した．

【対象・方法】ARCtechniqueを用いて治療した

40例（男11例，女29例）を対象とした手術時平

均年齢は64歳で，骨折型はAO分類でAl:1例，

A2:2例,A3:7例B1,B3:1例,Cl:7例,C2:8例，

C3:13例であった受傷から手術までの期間は平

均7.1日であった．

【成績】全例透視下に整復したが，鏡視下で関節

内骨折のうち16.6％に2mm以上のずれを認め追加

整復を行った．また，術前に診断した合併症は尺

骨骨折27例（茎状突起骨折21例(12),頭・頚部

骨折6例(5))，長母指伸筋腱断裂l例(1)であっ

たこれに対し鏡視下でTFCCdisc損傷18例(13),

deepligament損傷2例(2),S-L靭帯損傷2例(2)

が新たに診断された（（）内は追加手術例)．ま

た手術時間は平均112分(60～184分)であったが，

ORIFに鏡視下検査のみでは78分(70～112分),

鏡視下手術を追加した群では115分（99～132分)，

榛尺骨骨折のORIFに検査のみでは120分(66~

155分),鏡視下手術を追加した群では135分(105

～184分）であった．

【結論】鏡視下整復術を併用することで，17％の

症例で追加整復術が必要となった．これは最近報

告されている透視下整復術の限界を示唆する．術

時間は，榛尺骨骨折を同時に治療する場合には駆

血時間などの術前計画が必要になるが，鏡視下で

のみ診断しえた合併損傷が多く同時にこれらの

損傷を治療できるため，術後の瘻痛および合併症

発症を予防しうると考える．以上のことから僥骨

遠位端骨折の治療に関節鏡を積極的に併用するべ

きと考える．

3-7-6

Dorsalrooffragmentを伴った榛骨遠位端
骨折の治療成績

ClinicalResultsofDistalRadiusFracturewith

DorsalRoofFragment

'香川労災病院整形外科，2産業医科大学整形外科

○森谷史朗'，布施好史1,高田真--1,

善家雄吉2，大茂壽久2

【目的】榛骨遠位端骨折の中には,粉砕した背側骨

皮質が手関節内へ転位,陥入し,整復後も遣残す

る症例が存在する.特に手関節背側に転位した骨

片は,背側天蓋状骨片(dorsalrooffragment:

DRF)として報告され,治療に注意を要する．当

院で経験した本骨折の治療成績を検討したので報

告する．

【対象と方法】対象は10例（男性4例,女性6例），

受傷時平均年齢は64.9歳（39～80歳）であった．

受傷機転は転倒5例,転落3例,交通事故2例,骨折

型はAO分類でA3:1例,C2:7例,C3:2例で,背

屈転位型9例,掌屈転位型l例であった.平均経過

観察期間は9.4ヵ月（6～14ヵ月）であった．これ

らの症例に対して,CTによるDRFの遣残形態治

療法,X線評価臨床成績としてDASHscoreおよ

び日手会手関節機能評価について調査した

【結果】DRFの遺残形態は山中の分類で,連続型6

例,遊離型2例,髄内型2例であった.治療法は僥骨

の内固定法として,全例掌側lockingplateを使用

し,DRFに対しては連続型の2例は観血的に整復

し,4例は無処置であった.遊離型および髄内型は

全例骨片を摘出した．臨床成績はexcellent6例

good2例,fair2例であった．骨折型に関係なく，

DRFの処置（整復または摘出）を行った症例の

臨床成績は良好であった連続型のDRFに対し無

処置だった4例のうち3例に長母指伸筋腱(EPL)

損傷を認め,臨床成績は不良だった．

【考察】DRFの遺残形態が連続型の症例では,仮

骨形成に伴う伸筋腱（特にEPL)の癒着や滑走障

害をきたすことがあり,DRFの観血的整復または

摘出を行い,伸筋腱滑走床の再建が必要である．

また,遊離型や髄内型では関節内遊離体となる可

能性があり,DRFの摘出が必要である．

【結論】本骨折に対しては,術前CTによるDRFの

診断および詳細な評価が重要で,適切な外科的処

置が必要である．
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3-7-7

掌側ロッキングプレート固定を施行した

僥骨遠位端骨折における皮質骨粉砕部位

の検討

AnalysisofCorticalBoneComminutionofDistal

RadiusFractureTreatedwithLockingPalmar

PlateFixation

(財）新潟手の外科研究所

○森谷浩治，牧裕，坪川直人，

成澤弘子，吉津孝衛

【目的】強固な固定性から現在汎用されている掌

側ロッキングプレートといえども，インプラント

に掛かる負荷を減らすためには骨折している僥骨

遠位端部の正確な整復が必要である．今回，掌側

ロッキングプレート固定において骨折部整復の目

安となる皮質骨が僥骨遠位端部の何処に存在する

のか検討した．

【対象と方法】2008年の1年間に掌側ロッキングプ

レート固定を行った僥骨遠位端骨折116例中，術

前に再構築CTが施行されていた51(男性10,女

性41)例を対象とした．手術時年齢は16-88(平

均60.6）歳であった骨折型は斎藤分類でColles

骨折3例粉砕Colles骨折30例，粉砕Smith骨折14

例，掌側Barton骨折3例，掌側Barton-chaufeur合

併骨折l例,AO分類では23-A23例,B34例,Cl

17例C24例,C323例であった僥骨遠位端の

骨折部を僥側，掌僥側，掌尺側，背側の4部分に

分け，再構築CT上，皮質骨に第3骨片を認めた場

合は粉砕ありと判定した．

【結果】背側転位型骨折33例において皮質骨の粉

砕は僥側25例，掌僥側15例，掌尺側6例，背側は

全例認められた.18例の掌側転位型では僥側16例，

掌僥側10例，掌尺側3例，背側ll例に皮質骨粉砕

が認められた.Wncoxonの符号付順位検定や

Mann-WhimeyのU検定を用いた比較検討では掌・

背側転位型のいずれにおいても，有意に掌尺側皮

質骨の粉砕は認められなかった．

【考察および結論】僥骨遠位端部のcalcarとされ

る掌側皮質骨の整復は転位予防に大きく寄与する

が，掌側皮質骨の中でも尺側はいずれの骨折型に

おいても粉砕することが少ないため整復する際の

鍵になることが示唆された．

3-7-8

僥骨遠位端骨折に対する創外固定を併用

した掌側ロッキングプレート固定法の治

療成績

TheOutcomeofVolarLockingPlateFixation

CombinedwithExternalFixationfOrDistalRa-

diusFracture

関西電力病院整形外科

○藤井貴之，藤尾圭司，西村隆一

【目的】AO分類C型をはじめ，掌側ロッキングプ

レートのみではスクリューを適正な位置に刺入困

難であったり，整復位を維持することが困難な例

がある．このような不安定型僥骨遠位端骨折に対

して，麻酔下での徒手整復あるいは整復位の保持

が困難であった症例に対し掌側ロッキングプレー

トにbridging型創外固定を併用した骨接合術の成

績について検討した．

【方法】対象は15例（男性3例，女性12例）手術時

平均年齢67.3歳（57歳～86歳）であった．骨折型

はAO分類A3が2例,B2がl例,C2が2fl,C3が10

例，創外固定には全例StableLock(ACUMED)

を用いた手術は麻酔下での徒手整復が困難，あ

るいは整復位の保持が困難であった場合に皮切前

に創外固定を装着し，整復位を得，掌側ロッキン

グプレート固定を行った．固定性が良好な場合は

術中のみの使用とした．術後も創外固定を続けた

例は11例であった．調査項目は最終フォローアッ

プ時のX線評価(radialinclmation(RI),Volar

tilt(VT),ulnarvariance(UV))及び，術後の

術後長期フオローができた8例（1年～3年4ケ月）

についてはQuickDASH機能スコア,Mayowrist

scoreを用いて機能評価を行った．

【結果】全例に骨癒合を認めた．1例で手関節腫脹

が持続しCRPS様症状を呈したが軽快した.X線

評価では平均でRI23.7｡,VT7.4｡,UV+0.73mm

であった.QuickDASH機能機能スコアは平均3.1

点であり,Mayowristscoreでは平均81点，

Excellent3,Good2,Fair3であった．

【結論】StableLocksystemはballjointを有する

bridge型創外固定であり，術中整復位の保持に有

用である．また早期の可動域訓練を行うことが可

能で,術後の手関節機能が良好であった掌側ロッ

キングプレートと創外固定の併用により手関節機

能の優れた長期成績が得られた．
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3-7-9

榛骨遠位端骨折に対するMatrixSmartLock

plateを用いた治療成績と問題点
TreatmentofDistalRadiusFracturewithMaP

trixSmartLockPlate

'東海病院整形外科，2あいせい紀年病院整形外科，

3前田整形外科クリニック

○牧野仁美1，申正樹l,近藤高広1,

鈴木正孝2，前田登3

【目的】僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキング

プレートは使用する機種によりさまざまな問題点

が報告されている．当院で使用したMatrix

SmartLock掌側用プレート（以下本プレート）の

臨床成績について報告する．

【対象と方法】2006年2月より2009年6月までの3年

4ヶ月間に僥骨遠位端骨折に対して当院で本プ

レートを用いて治療した症例は125例であり，そ

のうち3ヶ月以上の経過観察が可能であった74例

を対象とした．男性24例，女性50例，年齢は18歳

～89歳（平均61.4歳）で骨折型はAO分類にて

A2:11,A3:5,B2:5,Cl:15,C2:25,

C3:13例であった術前術後のX線計測，最終経

過観察時の可動域および握力，瘻痛および合併症

の有無について調査した．プレート折損例につい

ても調べた．

【結果】矯正損失はVolarliltl.2｡,radialmchation

1.5｡,ulnarvarianceO.87mmであった．合併症は抜

釘時にスクリューの折損が見つかったものl例，

手根管症候群2例がみられた．脱落症例の内2例で

プレートの折損が発生した．

【考察】本プレートはlowprofileでロッキング角

度に可変性があり，遠位骨片の粉砕を伴う症例に

対してもwatershedlineを超えることなく固定が

可能であるため屈筋腱や方形回内筋への影響が少

なく，長母指屈筋断裂などの合併症は生じにくい

と考えられる．一方早期可動域訓練にて過度の負

荷がかかることにより折損が生じる報告も散見さ

れる．当院でも術後に2週間程度のギプス固定を

行ったにもかかわらず2例にプレートの折損を生

じ，再手術を行っている．本プレートの利点を有

しつつ，さらに強度を増したプレートの使用を検

討中である．

【結語】MatrixSmartLock掌側用プレートは榛骨

遠位端骨折の治療に有用な固定材料であるが強度

の点で改良の必要があると考えられる．

3-7-10

僥骨遠位端骨折に対するMultidirectional

LockingPlateSystemの治療経験
TreatmentofDistalRadiusFractureswithMul-

tidirectionalLockingPlateSystem

石切生喜病院整形外科

○金村政義吉中康高水沢慶一，

福田誠

【目的】近年,僥骨遠位端骨折治療に対する掌側

ロッキングプレート法は標準的な治療法となって

いる．整復位の保持・矯正位損失の予防のために

は軟骨下骨直下にlockingscrewを挿入し,十分な

subchondralsupportを得る必要があるが,合併症

の一つである屈筋腱障害を予防するためにプレー

ト設置はwatershedlineより近位にすべきと考え

られている．今回,我々はAPTUS2.5を用いて手

術を行い,良好な結果が得られたため,その結果

を報告する．

【対象および方法】対象は,2008年6月から2009年4

月の間,当院で僥骨遠位端骨折に対しAPTUS2.5

を用い手術を行った62例中，6ヶ月以上fbllow可

能であった48例.年齢は17～91歳（平均66.7歳）．

男性6例女性42例.骨折型はAO分類にてA2:4

例,A3:14例,B1:1例,B3:1例,Cl:8例,C2:

15例,C3:5例平均経過観察期間は7.6ケ月.X線

評価は,術直後と最終調査時のradialinclination

（以下,RI),volartilt(以下,VT),ulnar

variance(以下,UV)を測定し,矯正位損失値を

求めた.臨床成績は,Cooneyの評価基準を用いた

【結果】全例で骨癒合が得られた.矯正位損失値は

RIl.3｡,VTO.4｡,UV-0.03mmであった最終調査

時の臨床成績は,excellent27例,goodl7例,fair4

例,poorO例であった.腱断裂などの合併症は認め

ていない．

【考察】APTUS2.5の標準的な使用方法は遠位設

置であるが,自由度のあるlockingscrewの特徴を

用い,watershedlineよりの近位設置と軟骨下骨

直下へのScrew挿入の両立を試みたX線評価臨

床成績ともに良好な結果が得られたが,1例で

Screwの脱転を認めた．月状骨窩の骨片に複数本

のScrew挿入可能などの利点はあるが,Screwの

ロックが分かりにくいこと，15｡を超えて挿入し

た場合はロッキング不十分を生じることに注意す

る必要がある．
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3-7-11

榛骨遠位端骨折に対するAptus2.5Iocking
plateの使用経験
ClinicalOutcomefOrDistalRadiusFractures

TreatedbyAptus2.5LockingPlate

川崎市立川崎病院整形外科

○森田晃造，堀内行雄，中道憲明，

越智健介

【目的】不安定型僥骨遠位端骨折に対して多方向

にスクリューの刺入が可能なpolyaxiallocking

plateであるAptus2.51ockingplateを用いて治療

を行ったので，本プレートの特性，および治療成

績につき検討する．

【対象および方法】2008年の本プレート国内発売

以来，現在まで59例に本プレートを使用し，これ

らの中で3カ月以上経過観察し得た43例を対象と

した．平均年齢は58.7歳，男性12例，女性31例

骨折型はAO分類でA2:2例,A3:19例,B3:3例，

C1:3例,C2:4例,C3:11例であった．評価方法は

単純X線写真を用いた各パラメーターの計測，僥

骨手根関節面とスクリュー間の距離，プレートと

スクリューのなす角度(platescrewangle以下

PSA)の推移，関節可動域,Cooney評価を用い

た臨床評価を行った．

【結果】X線評価では術後radialinclinationは平均

21.9｡,palmartiltは10.2｡,ulnarvarianceは0.13mm

であり，3カ月後の矯正損失はそれぞれ平均0.4.,

0.2｡,0.12mmと良好に整復位が維持されていた．

術直後からのPSAも良好に保たれ，臨床評価は平

均83.7pomtであった．

【考察】本プレートはlockingscrew挿入に際し各

方向に15.の自由度を有していることから，多様

な骨折型に対応可能であると考える．またプレー

ト厚も1.6mmと薄く解剖学的形状をしていること

から，閉創時軟部組織による被覆も容易で術後屈

筋腱への影響も少ないと考える．本プレートは使

用に際しいくつか留意する点はあるものの，短期

の観察期間ではあるが良好な成績が獲得可能で

あった．

3-7-12

APTUS2.5を用いた僥骨遠位端骨折の手術

治療成績

InternalFixationofDistalRadiusFractures

withMultidirectionalLockingPlates

1荻窪病院整形外科，2池田整形外科，3きくち整形

外科，4川島整形外科

○西脇正夫'，田崎憲一'，池田崇2，

菊地淑人3，川島秀一4

【目的】ロッキングスクリューの挿入角度に自由

度を有する多軸性ロッキングプレート(ME

systeln社製APTUS2.5)を用いて手術を行った僥

骨遠位端骨折の治療成績を調査し,その有用性を

検討する．

【対象及び方法】当院で僥骨遠位端骨折に対して

APTUS2.5を用いて手術を行い,6カ月以上経過観

察を行った44例（24～87歳,男性15例女性29例）

を対象としたAO分類による骨折型は,A2:1例，

A3:13例,B1:1例,Cl:1例,C2:6例,C3:22例であり，

背側転位型26例,掌側転位型18例であった.掌側

皮質を直視下に正確に整復し,背側転位型では

mtrafocalpinやKirscmer鋼線で整復位を維持し

た状態でプレートとスクリューを挿入した.術前

術直後,術後6カ月でのX線評価と術後6週,3カ月，

6ヵ月での臨床評価を行った．

【結果】術直後と術後6カ月の間の矯正損失の平均

値は,radialinclination:1.0｡,Volartilt:0.3｡,radial

height:0.2mm,ulnarvariance:0.4mmであった.術

後6カ月での手関節自動運動関節可動域の平均値

は伸展67。，屈曲55.,握力の平均値は健側比82％

であったMayomodifiedwristscoreは優12例，

良23例,可9例であり,DASHscoreは平均13点で

あった.合併症は手根管症候群が2例あったが,腱

断裂,内固定材の破損ロッキングスクリューの

関節内逸脱を生じた例はなかった．

【考察】ロッキングスクリューの挿入角度に自由

度があることにより，すべての遠位ロッキングス

クリューを軟骨下骨の至適な位置に挿入すること

が可能となったが,ロッキング機構の強度が問題

とされている．しかし,通常粉砕の少ない掌側皮

質を確実に整復することにより骨折部自体でも安

定性を獲得し,内固定材のみに負担がかからない

ように努めることにより，ロッキング機構が緩む

ことなく，良好な整復位の維持が可能であった
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3-7-13

僥骨遠位端骨折の治療,Condylar
Stabilizing法を用いたACU-LOCと可動性

IockingscrewであるAPTUSの比較検討

DistalRadiusFracture,ComparisonofACU-

LOCPlateSystemandAPTUSPlateSystem

'みつわ台総合病院整形外科，2山梨大学医学部整

形外科

○有薗行朋l,浜田良機l,穴山聡2,

佐藤信隆2，大北弦樹2

【はじめに】僥骨遠位端骨折に対して，末梢スク

リューの刺入方向の自由度に違いがある2種類の

掌側ロッキングプレートを使用した前向き研究

で，各々の利点，欠点を検討した

【材料・方法】使用したプレートは骨軸に対して6

度の角度でスクリューを刺入するACU-LOCと±

15度の範囲で刺入可能なAPTUSの2種類である．

対象症例は2008年1月から現在までに手術を施行

し，術後6ケ月以上経過観察できた僥骨遠位端骨

折25例で,使用するプレートは無作為に選択した．

ACU-LOC使用例(A群）は末梢スクリュー挿入

後に整復するCondylarstabilizing法を,APTUS

(B群）は中枢スクリュー挿入後に整復固定した

A群は男3例，女10例，平均年齢は，61歳，平均

経過観察期間はllヵ月,AO分類ではA2:1例，

A3:3例,Cl:6例,C2:1例,C3:2例であった.B群

は男4例，女8例，平均61歳，経過観察期間は，

10カ月,AO分類では,A3:3例,Cl:4例,C2:3例，

C3:2例であった．両群とも術後1週で手関節可動

域訓練を開始した．臨床成績はCooneyの評価法，

X線所見でRI,UV,PTを計測,Mann-WhitneyU
検定により統計学的に解析した．

【結果・考察】最終観察時,A群の臨床成績は

excellentl2例,goodl例,X線計測では平均の

RI:21.7度,UV:0.15mmPT:6.8度であった．

他方B群の臨床成績はExcellentll例,Goodl例，

平均のRI:22.2度,UV:0.63mm,PT:6.4度で，

臨床成績,X線計測値には両群間に統計学的な有

意差はなかった．しかし,A群はB群にくらべて，

やや手技が煩雑であり，この点ではB群が優れて

いた．

3-7-14

転位のある背側骨片を有する僥骨遠位端

関節内骨折に対する掌側および背側ロッ

キングプレートの治療成績

OutcomeofOsteosynthesiswithVolarandDor-

salLockingPlatefOrlntra-ArticularFractureof

DistalRadiuswithDorsalFragment

大阪府済生会茨木病院整形外科

○山口和男，井上隆

【目的】近年,僥骨遠位端関節内骨折の治療として

掌側ロッキングプレート固定（以下VLP)が主流

となり，良好な治療成績が報告されている．しか

し背側骨片の形状や転位の大きさによっては整復

が不充分となることがあり，我々は症例により背

側ロッキングプレート固定（以下DLP)を施行し

ている.今回,両プレート固定法の治療成績を比

較・検討したので報告する．

【方法】2007年7月以降に治療した転位のある背側

骨片を有する僥骨遠位端関節内骨折のうち,3か

月以上経過観察が可能であった22例を対象とし

た．これらのうちVLPを17例,DLPを5例に施行し

た.VLP群のうちわけは男性5例,女性12例,平均

年齢70.9歳,骨折型はCl:2例C2:1例C3:14例，

使用プレートは全例APTUS2.5であった.DLP群

のうちわけは男性4例,女性l例,平均年齢40.6歳，

骨折型はCl:1例,C3:4例，使用プレートは

SynthesLockingDRS2.4が3例,APTUS2.5が2例

であった.検討項目はVolartilt,Radialmclmation,

Ulnarvariance(以下VT,RI,UV)の矯正損失，

手関節可動域，最終観察時のq-DASH,Mayo
wristscoreである．

【成績】矯正損失,手関節平均可動域はそれぞれ

VLP群ではVTO.6度,RIO.8度,UVO.18mm,背屈

66.8度,掌屈53.2度であった.DLP群ではVTO.6度，

RIO.6度,UVl.2mm,背屈80.0度，掌屈66.0度で

あったq-DASH,Mayowristscoreはそれぞれ

VLP群で14.6,excellent7例,good6例Fair4例，

DLP群で1.4,excellent4例,goodl例であった．

VLP群,DLP群ともに腱断裂はなかった．

【結論】今回,DLP群のX線評価は概ね良好であっ

たが,VLP群と比較しUVの矯正損失が大きかっ

た.DLP法の手関節可動域,臨床評価は良好であ

り，本法は榛骨遠位端関節内骨折の治療に有用な

術式であると考える．
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3-7-15

僥骨遠位端骨折術後の再鏡視所見と臨床

症状との関連について

RelationshipbetweenSymptomandtheSecond

ArthroscopicFindingsofOperatedDistalRa-

diusFracture

'島根県立中央病院整形外科，2若草第一病院整形

外科，3島根大学医学部整形外科

○山上信生1,領家幸治2,野崎健治2,

平松由美子3，内尾祐司3

【目的】僥骨遠位端骨折における軟部組織損傷や

軟骨損傷の術後の変化と臨床症状との関連は明ら

かではない．本研究の目的は，骨接合時の鏡視所

見と抜釘時secondlookの所見を比較し，臨床成

績との相関を検討することである．

【対象および方法】骨接合時と抜釘時に手関節鏡

を行った33例を対象とした男性8例女性25例，

骨接合時平均年齢58.1歳，全例SYNTHES社製掌

側用DRPを用いた．術後外固定は行わず,2週か

らROM訓練を開始した．術後平均16カ月で抜釘

を行い，その際の鏡視所見で異常を認めなかった

ものをN群,TFCC僥側断裂例をR群，尺側断裂

例をU群，関節症性変化のみ認めたものをOA群，

両者を認めたものをOA+R群,OA+U群とし，各

群間のDASHscore,手関節・前腕可動域，握力

患健側比を比較した．

【結果】骨接合時23例にTFCC損傷を認め，この

うち尺側断裂2例に縫合術を行った．抜釘時には

僥側断裂3例で自然修復を認め，18例で損傷が残

存していた関節面のgap,step-oHは1mm以内

であり良好な整復を持続していたが，関節症性変

化を21例に認めた.DASHscoreはN群5.8点R

群0.8点,U群26.7点,OA群5.8点,OA+R群7.4点，

OA+U群13.5点であった.U群およびOA+U群の

成績が劣っており,U群はOA+U群以外の各群と

有意差を認めた．可動域および握力については各

群間に有意差を認めなかった

【考察】関節症性変化が認められても，患者立脚

型の評価であるDASHscoreとの相関は得られな

かった.TFCC僥側損傷では自然修復を認めた例

があり，どのような損傷に対して治療が必要なの

か疑問が残った．尺側損傷は縫合例の経過は良好

であったが，経過観察例では成績が劣っており修

復術を考慮すべきと考えた本研究は術後16ヵ月

と短期での成績であるため，より長期的な変化に

ついては今後MRIなどによる追跡調査が必要と考

える．

3-7-16

僥骨遠位端骨折AO分類C3の術式による術

後成績の比較検討

PostoperativeRadiographicFindingsinAO

typeC3DistalRadiusFractures:Mainlyonthe

DifferencebetweenSurgicalTechniques

'静岡赤十字病院整形外科，2慶應義塾大学医学部

整形外科

○太田憲和l,相羽整1,小川潤l,

池上博泰2，戸山芳昭2

【目的】榛骨遠位端骨折AO分類C3の術後成績を，

単純レントゲン画像所見を中心に術式によって比

較検討したので報告する．

【症例】平成19年4月から平成21年4月までの2年間

に当院を受診した僥骨遠位端骨折222症例のうち

観血的手術を要したのは112例で,そのうちAO分

類C3の30例を対象とした．術式の内訳は,Non-

Bridging型創外固定(NBEF)が11例,Locking-

plate(LP)が15例,Bridging型創外固定と

Lockingplateの併用(BEF+LP)が4例であった．

NBEFは,全例4SMedical社製COMPACKを平均8

週間装用した.LPは,全例日本ユニテック社製

Stellarプレートをcondylarstabilizmg法で用い，

矢状断での関節面の骨折整復固定には僥骨茎状突

起から刺入したKirscmer鋼線を使用した.BEFは

エム・イー・システム社製BGFを使用した．

【結果】全例で骨癒合が得られたが,NBEF群では

術後の矯正損失がulnarvarianceとradial

inclinationで特に目立つ結果となった．また，

NBEF群ではvolartiltのばらつきが大きく,6割の

患者で健側比10度以上の過矯正もしくは整復不足

となっていた.LP群,NBEF+LP群では，ともに症

例に関わらず安定した整復位を得られていたが，

radialinclinationで平均約4度,volartiltで約7度の

整復不足を呈し,手根骨の僥側偏位を認めた．し

かし,LP群とBEF+LP群での矯正損失はごくわず

かであった1mm以上のstepo丘もしくはgapが残

存した症例は,NBEFで8例,LP群で2例,BEF+LP

群でl例であった．

【考察】LP群に比較してNBEF群では症例によっ

て術後成績のばらつきが大きく，特に骨粗繧の強

い症例では結果が不良である傾向が強いため,適

応には慎重を要すると考えられたまた,LP群と

NBEF+LP群では優位な差異を見いだせず，

NBEF併用の必然性は無いように感ぜられた．
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3-7-17

AO分類C3型僥骨遠位骨折に対する掌側プ

レート固定術後の症候性関節内変形治癒

Symptomaticlntra-ArticularMalunionofthe

DistalRadiusFracturesafterTreatmentwith

VolarFixation

'奈良県立医科大学整形外科，2医真会八尾総合病

院整形外科，3田北病院整形外科

○土肥義浩l,矢島弘嗣l,面川庄平2,

川西弘一3，村田景一’

【目的】掌側プレートで治療されたC3型僥骨遠位

骨折で関節内変形癒合が残存し愁訴を生じた6例

について後ろ向きに調査して問題点を報告する．

【方法】対象は19から68才まで（平均35才）の男

性5例女性1例で，術後3-20カ月（平均llカ月）で

あった．3例が拘縮，3例が痙痛を訴えた．骨折型

をAO分類で分類し，さらに関節内骨片をMedoH

分類の掌尺側，僥側，背側，尺背側，関節内中央

に分類し骨片数を調べたプレートの種類（ロッ

キングの有無）と整復方法についても調査した

単純X線とCTでvolartilt,radialinclination,ulnar

valiance,関節内のgap,stepofの推移を調査した．

さらに残存した関節内転位骨片の位置をMedoH

分類に従い調査した術後成績はGreenandO'

Brienで評価した．

【結果】骨折型はAO分類C3-2型が2例,C3-3型が4

例であった．関節内は3～5個（平均4個）の骨片

に分かれており，プレートはロッキング4例，ノ

ンロッキング2例で全例透視下に徒手整復されて

いた.術前,術直後最終時のvolartiltは-21.7｡,

-2.2｡,1.3｡,radialinclinationが4.3.,21.0.,19.5｡,

Ulnarvalianceが2.2mm,0.5mm,2.7mm,gapが

ll.5mmlO.0mm,9.2mm,stepoffが6.2mm,

4.5mm,5.0mmと推移していた．骨片転位は尺掌

側十尺背側3例，関節内中央2例，尺背側l例に残

存していた．術後平均12ヶ月でCooneyの評価法

で平均35点，1例がfairで,5例がpoorであった．

【結論】掌側プレートで治療された結果，僥骨遠

位全体のアライメントは術前より整復されていた

が，関節内のgap,stepoHが術直後から大きく残

存しており術中整復に問題があったと考えられ

た．変形は主に関節内の尺側と中央で残存してお

り，この部分はC3型骨折を透視下で整復しプレー

ト固定する場合に注意が必要であると考えられ
た．

3-7-18

僥骨遠位端骨折変形癒合に対する矯正骨

切ﾚﾉ術は手根骨配列も改善するか？

DosetheOpenWedgeOsteotomyArrangethe

CarpalBones,too？

'キッコーマン総合病院整形外科，2総合守谷第一

病院整形外科

○田中利和1,小川健l,菅谷久1,

市村晴充2

【はじめに】当院で治療した6例の僥骨遠位端骨折

後変形癒合に対して矯正骨切り術を行い，その臨

床結果と手根骨配列に対する影響について検討し

たので報告する．

【対象と方法】手術の適応は患者の愁訴のみなら

ず，変形の程度，瘻痛可動域制限，年齢，活動性

から総合的に判断した．術後6ヶ月以上経過観察

可能であった6例（男性2例，女性4例）年齢は36

～80歳(平均60.4歳)であった．変形は背側型4例，

掌側型2例で，受傷から手術までの期間は4～24ケ

月(平均9ケ月),術後経過観察期間は8～30ケ月(平

均20ヶ月）である．手術は全例openwedge

osteotomyを行った．背側型で尺骨短縮術1例，

手根管開放術1例を追加した．評価は単純X線に

てvolartilt(VT),radialinclination(RI),

ulnarvariance(UV),Scapholunateangle(SL),

radiolunateangle(RL),Lunocapitateangle(LC)

を術前後で比較，および斉藤の臨床評価を背側変

位型，掌側変位型に分けて行った

【結果】術後，瘻痛は全例で改善した．可動域は，

背側型では手関節掌屈/背屈は術前37.5/41.3→術

後53.8/62.5度，回内/回外は術前50/73.8→術後

77.5/81.3度，掌側型では掌屈/背屈は

75/67.5→85/85度，回内/回外は80/85→90/90度

と改善単純X線は，背側型ではVTは術前

-32.9→7.1度に,RIは19.5→22.5度に,UVは

7→l.8mmに,SLは72.5→66.1度,RLが29.3→7.5度，

LCが6.3→13.1度となった．掌側型では,VTは

11.5→10.6度に,RIは20.7→22.1度,UVは3→‐

lmm,SLは49.4→66.8度,RLは3.45→4.4度,LC

が15.5→10.9度となった．臨床評価は背側型（優3

例，良l例)，掌側型（優2例）であった．

【結論】変形治癒骨折に対するopenwedge

osteotornyにて，背側型ではRLangleが，掌側型

ではSLangleが特に改善し，良好な臨床成績が得

られた．
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3-7-19

断層撮影を用いた僥骨遠位端骨折掌側プ

レート固定術後のスクリュー刺入位置の

検討

AnalyzethePositionoftheScrewsofVolar

LockingPlateUsingTomography

関西電力病院整形外科

○藤井貴之，藤尾圭司，西村隆一

【目的】僥骨遠位端骨折に対し掌側ロッキングプ

レート固定術後のスクリュー刺入位置によって

は,術後の瘻痛や伸筋腱損傷を生じることがある．

しかし単純レントゲンではスクリューの位置に関

して評価が困難なことも多い．関節内のスク

リュー逸脱および，背側へのスクリュー逸脱につ

いて断層撮影にて評価した．関節内のスクリュー

逸脱については単純レントゲンと比較した．

【方法】関節内へのスクリュー逸脱に関しての対

象は掌側ロッキングプレート固定を行った15例15

手．使用したプレートは，全例APTUS(MEシ

ステム社）であった術後の単純レントゲンと断

層撮影を術者でない6人の医師（整形外科経験年

数1年～31年）が読影し，スクリューの位置が関

節内に入っているか入っていないかを判定した．

盲検法を用いた．検者間一致:/<値(Cohenis

Kappacoe伍cient)を算出し，分散の検定をF検

定で，平均の検定をStuentt検定を用いて評価し

た．背側への逸脱については6例6手の断層撮影に

ついて同様にk値を算出し評価した．

【結果】関節内逸脱の結果であるが,K･値の平均

と分散はそれぞれ単純レントゲン群で0.344,

0.313,断層撮影群で0.403,0.171であった．k値

の評価としては,単純レントゲン群力”ずagmma]L

断層撮影群がmoderateagreementであったが，

両群の統計学的有意差はなかった．分散検定では

分散に有意差が見られた(P<0.05).背側逸脱

に関しては，k値は0.70で,subs伽廿alagreement

と，高い検者間一致をみた両結果とも整形外科

経験年数別での差はみられなかった．

【結論】断層撮影はスクリューの位置に関して非

常に明瞭に描出できるため，検者間誤差の少ない

検査であり，被爆量も少なく，有用な検査である

と考えられる．

3-7-20

屈筋腱障害予防を目的とした僥骨遠位端

骨折用掌側ロッキングプレートの設置位

置の検討

ExaminationofPositionofFixed-angleVolar

PlatefOrDistalRadiusFracturefOrPreventing

FlexorTendonlnjury

'住友別子病院整形外科，2岡山済生会総合病院整

形外科，3岡山大学医学部整形外科

○近藤秀則l,妹尾則孝1,今谷潤也2,

清水弘毅2，尾崎敏文3

【目的】掌側ロッキングプレートは現在手術的治

療の第一選択となってきている．その一方で長母

指屈筋腱（以下FPL)断裂をはじめとする屈筋腱

障害という重篤な合併症も散見され，僥骨遠位端

部で最も掌側に隆起した部位（以下Pline)とプ

レート遠位部との位置関係が原因の一つと考えら

れている．しかしこの関係を詳細に検討した報告

は未だなく，今回これらを代表的なプレートにつ

いてmultisliceCTを用いて検討した．

【方法】人工骨にAculoc,SmartLock(以下SL),

LCDRP(以下DRP),DRPEA(以下EA)を至

適位置に固定後東芝社製Aquilionl6で撮影した

再構成矢状断画像においてPlineとプレート遠位

部掌側縁とを通る僥骨長軸に平行な接線をそれぞ

れ引き，この接線間の距離(A値）を計測した．

またPlineとプレート遠位部遠位縁とを通る僥骨

軸に垂直な接線をそれぞれ引き，この接線間の距

離(B値）を計測した.Plineを基準として掌側

および遠位方向を＋，背側および近位方向を-と

して関節面を6等分した部位でそれぞれ計測した．

【結果】A値B値ともにすべてのプレートで尺側

から僥側にいくに従い突出が大きくなり,Aculoc

とDRPは僥側でPlmeより遠位に突出していた．

さらにFPLが僥骨遠位端部において走行するとさ

れる月状骨窩の僥側よりの部位において,A値は

AculocO.7,SL-0.4,DRPl.0,EAO.7(mm)で

あり,B値はAculoc-2.5,SL4.1,DRP-2.9,EA

4.2(mm)であった.SLのみが掌側方向にも遠

位方向にも突出していなかった．

【考察】今回使用した4種のプレートではPlineと

プレート遠位部の位置関係に大きな違いがあっ

た．またFPL走行部ではAculoc・DRP･EAでわ

ずかではあるが掌側にプレートが突出していた．

この結果をもとに屈筋腱障害の発生を予防できる

プレートのデザインが決定できる可能性がある．
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3-7-21

僥骨遠位端骨折掌側Iockingplateの抜釘意
義

EffectofRemovalofVolarLockingPlatefOr

DistalRadiusFractures

'岐阜県総合医療センター整形外科，2岐阜県立下

呂温泉病院整形外科

○河村真吾1,鈴木康2,横井達夫1,

野々村秀彦'，棚橋宏行』

【目的】近年,榛骨遠位端骨折に対する掌側

lockmgplateの有用性は数多く報告されている．

しかし抜釘の是非についてのコンセンサスは得ら

れていない.我々 は掌側lockingplateの抜釘がも

たらす効果を前向きに調査検討した．

【方法】2007～2008年に掌側lockingplateで治療

した僥骨遠位端骨折19手中,抜釘を行った13手を

対象とした.全手にSynthesJuxta-ArticularLCP

DistalRadiusPlate2.4(DRP)を使用し,内固定

から6～24カ月後に抜釘術を行った調査項目は

手術前後の自覚症状,可動域,握力,術中所見,術

後合併症,患者満足度（4段階）とした.術後調査

は抜釘後1～2ヵ月の時点で行った

【結果】6手に術前何らかの自覚症状を認めたが，

全手で抜釘後に消失した.可動域は術前背屈71｡,

掌屈55.から術後背屈73.,掌屈62°へ,握力は術前

20.9kgから術後21.7kgへ変化した.術中所見では

全手でplateは方形回内筋または嬢痕に被覆され

ており，屈筋腱の磨耗や断裂は認めなかった.合

併症は正中神経領域の一過性知覚障害を1手に認

めた.患者満足度は大変満足4手,満足7手,普通2

手であった．

【考察・結論】近年lockingscrewを軟骨下骨直下

に刺入してsubchondralsupportを得るcondylar

stabmzmg法が話題となっている.しかしsubchondral

supportを得るためにはplateはWatershedlineより

も遠位設置となる恐れがある．特にScrewが5.打

ち下げ設計となっているDRPではその可能性が

高い.今回,抜釘後に掌背屈可動域が増加した理

由として,plateが遠位に設置された結果,背屈時

に掌側関節包の伸展障害が生じたこと，また掌屈

時にplateと近位手根骨およびその間に介在する

関節包や嬢痕との干渉が生じた可能性が考えられ

た.抜釘術は腱断裂の予防に留まらない効果があ

り，また術後満足度も高いため,積極的に勧める

意義があると考える．

3-7-22

超音波検査による僥骨遠位端骨折掌側プ

レート固定術後の長母指屈筋腱損傷の検

討

UltrasonographicEvaluationonFlexorPollicis

TendonlnjuryafterDistalRadiusFractureUS-

ingVolarLockingPlate

土肥整形外科病院

○土肥大右，土肥慎二郎，土肥浩平，

土肥浩右

【目的】僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキング

プレート固定は有用な手術方法であるが，近年，

プレート固定後の長母指屈筋腱(FPL)損傷の報

告が散見されている．当院でも，プレートの設置

が良好であるにもかかわらず，術後FPL損傷を生

じ腱移植を要した症例を経験した．本症例ではプ

レート最遠位掌側縁での摩擦によりFPLが断裂し

ていた．そこでわれわれは術後FPLの状態を形態

学的に観察し，遅発性腱損傷の早期予見が可能で

あるかを知る目的で超音波検査を行い臨床所見並

びに単純X線と比較検討した．

【対象】2006年3月から2009年9月までに手術を行っ

た57例の内，術後超音波検査を施行した20例を対

象とした．手術材料は全例Acu-Lockdistalradius

platesystemを使用した．超音波検査装置は日立

EUB-7500を用い，探触子は12MHzを使用した．

検査肢位は前腕回外位，手関節軽度背屈位とし，

術後3週目と抜釘前に超音波長軸，短軸像を観察

した．また臨床所見は母指屈伸時のプレートと

FPLの軋礫音の有無と単純X線ではプレートの位

置に着目した．

【結果】超音波検査ではFPLとプレート遠位部は

ほぼ全例で密接しており，13例にプレート遠位部

でFPLの圧迫（くびれ）が認められた．プレート

が遠位に設置されるほど,FPLの圧迫を生じる傾

向が認められた．1例はFPLとプレートが高度に

接触し，腱表層の部分断裂が認められ，軋礫音も

触知され，抜釘を行ったところFPLに加えて示指

深指屈筋腱の表層断裂も確認された．

【考察】ロッキングプレート固定では，より強固

な固定を得るためにプレートは遠位に設置される

ため，プレートとFPLの機械的摩擦を避けること

は難しい．今回の超音波検査でもプレート遠位部

とFPLはほぼ全例密接しており，中でもFPLの圧

迫が認められるものは遅発性腱損傷の可能性があ

るため抜釘を考盧する必要がある．
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3-8-EP1

iPS細胞を用いたハイブリッド型人工神経

の作成-人工神経上でのiPS細胞培養

Tissue-EngineeredPeripheralNerveUsingln-

ducedPluripotentStemCell-InducedPluripo-

tentStemCellCultureinBioabsorbablePoly-

merTube

大阪市立大学大学院医学研究科整形外科学

○上村卓也，高松聖 仁， 中村 博亮

【目的】これまでわれわれは，培養schwann細胞

と生体吸収性ポリマーチューブを組み合わせたハ

イブリッド型人工神経を作成し報告してきた．現

在,iPS細胞（人工多能性幹細胞）が開発されiPS

細胞から神経系細胞への分化誘導が可能となって

いる．本研究の目的は,iPS細胞を用いたハイブ

リッド型人工神経の作成のために,iPS細胞から

分化誘導させた神経系細胞がこの人工神経上で三

次元培養可能かどうか，また多能性が維持される

かどうかその細胞特性について検討することであ

る．

【方法】人工神経は，従来報告してきた内径

2mm･外径3mmの二層構造（内層:PLA/PCLの

スポンジ状共重合体，外層:PLAメッシュで補強）

を持つポリマーチューブとしたiPS細胞から神

経系細胞への分化誘導を行い,primary

neurosphere,secondaryneurosphereを作成した

各neurosphereの細胞をこの人工神経の内腔に播

種し，人工神経上で7日間培養した．その後に採

取した人工神経の組織学的評価(HE染色および

抗S-100抗体，抗GFAP抗体，抗oligodendrocyte

抗体，抗neuro61ament抗体による免疫染色）を

行った．

【結果】HE染色にてprimaryneurosphere,

secondaryneurosphereともに人工神経の管腔内

での生着が確認され，抗S-100抗体陽性，抗

GFAP抗体陽性の細胞を管空壁に認めたまた，

その染色性は二つのneurosphereについて差違は

認めなかった

【結語】iPS細胞から分化誘導されたneurosphere

は，人工神経上での3次元培養が可能であり，そ

の多分化能は保持された今後，このハイブリッ

ド型人工神経を用いてマウス末梢神経欠損モデル

で架橋実験を行う予定である．

3-8-EP2

神経同種移植におけるシュワン細胞の遊

走形態について

CharacterizationofSchwannCellMigrationinto

thePeripheralNerveAllograft

'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l,

TerenceMyckatyn2,SusanMackinnon2

【目的】神経同種移植は，再生軸索に対する経路

を一定期間提供出来れば良いという神経移植の特

殊性から今後の発展が期待されるが，移植神経内

のシュワン細胞と受容母体からのシュワン細胞が

どのように作用しているかが注目される．今回

我々はシュワン細胞がGFP発色するトランスジェ

ニックマウスを用い，移植神経内へのシュワン細

胞の遊走程度を治療法毎に観察すると伴に，その

形態や表現型の詳細を多角的に評価したので報告

を行う．

【方法】実験には，シュワン細胞がGFP発色する

S100-GFPmice及び無蛍光のC57BL/6Jマウスを使

用したC57BL/6Jマウスの坐骨神経をlcm採取

し,S100-GFPの坐骨神経欠損に移植した．コン

トロールとして追加治療を行わず移植を行ったも

のを第1群，移植神経を7週間冷凍保存し無細胞化

した神経を移植したものを第2群，免疫抑制剤と

してFK506を用いたものを第3群，副刺激シグナ

ルをブロックするAnti-CD40及びCTLA41gを用

いて治療したものを第4群と4つの群を作成した．

移植神経内に遊走するGFPシュワン細胞をLive

imagingを用いて5日毎に観察し，その遊走程度

を定量化したまた，移植後4週で移植神経を採

取し，移植神経内のシュワン細胞の形態及び表現

型をMAPK-Aktシグナル経路を中心に免疫染色

及びウエスタンプロットなどを用いて多角的に評

価した．

【結果】1群では拒絶に伴うGFPシュワン細胞の遊

走をその両端から認めたが，移植神経が無細胞の

2群ではその遊走程度が最も著しく迅速で，成熟

型へと変化していた．免疫抑制剤にて治療された

3，4群は，殆ど移植神経内に遊走しなかったが，

3群では慢性拒絶反応と思われる変化が見られた

【考察】受容母体からのシュワン細胞の遊走は，

移植神経内のドナーシュワン細胞によって規定さ

れ，その表現型も異なることが明らかになった．
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3-8-EP3

二重蛍光標識を用いた腰神経切断モデル

における末梢神経側副発芽の検証

DoubleLabelingStudyonAxonalCollateral

SproutinginLumbar-Plexus-Injury-ModelUsing

TwoFluorescentTracers

'東京歯科大学市川総合病院リハビリテーション

科，2村山医療センター整形外科

○新井健1,斉藤治和2,白石建l,

望月義人！

【はじめに】神経叢損傷や末梢神経不全損傷など

では，損傷部分と健常部分が隣接する部位が存在

し，神経の端側吻合と同様に，健常部分から損傷

部分に再生軸索が進入する可能性がある．われわ

れは，腰神経の1つを切断したモデルを用い，神

経叢損傷で損傷部分に再生軸索が進入することを

組織学的に示し報告してきた．今回，二種類の逆

行性蛍光標識を用いて，損傷部分に進入した再生

軸索が健常神経由来であるか，さらに,donor神

経とrecipient神経が同時に機能するか検証を試み

た．

【材料および方法】8週齢SDラットの左第5および

第6腰神経を温存しつつ第4腰神経を切断し，

siliconetubeで被覆した（腰神経切断モデル).4

週間(n=5)および8週間(n-5)後にtrueblueお

よびdiamidinoyellowを，坐骨神経と第4腰神経末

梢断端にそれぞれ結晶のまま神経幹内に封入し，

二重標識を行った．さらに，切断した第4腰神経

末梢断端に，切断した同側大腿神経の末梢断端を

端々吻合したモデル(大腿神経接合モデル(n=4))

を作製し，8週間後に同様に二重標識を行った．

標識後7日で背側神経節および脊髄前角における

二重標識細胞の有無を調べた．

【結果】腰神経切断モデル4週群で4例,8週群で2例，

大腿神経接合モデル3例で背側神経節または脊髄

前角細胞に二重標識された細胞を認めた

【考察】腰神経切断モデルおよび大腿神経接合モ

デルで背側神経節および脊髄前角細胞に二重標識

された細胞を認めたことから，運動神経および知

覚神経において側副発芽が起き,donor神経も

recipient神経も同時に機能していることが示唆さ

れた．また,側副発芽神経に標的組織が無い場合，

経時的に機能が失われる可能性が示唆された．

3-8-EP4

ラット坐骨神経縫合後のERK1/2の発現と

軸索再生

ExpressionofERK1/2andAxonalRegeneration

aftertheRatSciaticNerveRepair

l防衛医科大学校整形外科,2Lund大学手の外科

○津田悦史l,2,LarsB・Dahlin2

【はじめに】Extracellularsignal-regulated

kinasel/2(以下ERKl/2)は細胞分裂促進因子活

性化タンパク質キナーゼの一つであり，神経損傷

後に活性化しSchwann細胞の増殖を促すと言わ

れている．しかし神経縫合後の影響について検討

した報告は少ない．今回我々はラット坐骨神経縫

合後のERK1/2の発現と軸索再生との関連につい

て検討を行った

【方法】Wistar系雌ラットの坐骨神経を大腿中央

部で切断し，切断直後に縫合した群(1群）と，

切断14日後に縫合した群（2群）を比較した（各

n=5).縫合7日後に坐骨神経を取り出し凍結切片

を作成した．標本はいずれも縦断切片とした．抗

ERK1/2抗体染色を行い，縫合部の近傍（以下縫

合部）と縫合部からl.5cm遠位（以下遠位部）の

2カ所で無作為に選んだ画像を評価対象とした．

ERK1/2の評価は神経外膜・周膜を除いた神経組

織内のERK1/2陽性領域の面積比(%)を算出し

両群で比較した．また抗neurofilament抗体染色

を行い，再生軸索長を計測し両群で比較した．

【結果】ERK1/2陽性領域の平均値は，縫合部で1

群が11.6％，2群が6.3％，遠位部では1群が69％，2

群が5.0%でありいずれも両群に有意差(p<0.05)

を認めた.再生軸索長は1群が8.0mm,2群が6.3mm

であり両群に有意差(p<0.05)を認めた．

【考察】ERKl/2は縫合部と遠位部のいずれにお

いても2群に比べ1群で高発現しており，再生軸索

長も2群に比べ1群で長いことが分かった．神経切

断から修復までの時間が早いほど,Schwann細胞

が良好に増殖し，神経再生に有利に働くことが示

唆された．
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3-8-EP5

末梢神経交差移植後の両側性体性感覚野

応答

BilateralSomatosensoryCorticalResponsesafL

terPeripheralNerveCrossing

'新潟大学医歯学総合病院整形外科，2新潟大学脳

研究所システム脳生理学，3新潟大学医歯学総合

病院形成外科

○山下晴義l'2,陳山林3,遠藤直人1,

柴田実3，澁木克栄2

【目的】腕神経叢の引抜き全型損傷に対する対側

第7頸髄神経根移行術は，患側の感覚情報が健側

に繋ぎかえられるにもかかわらず術後の機能回復

は良好である．これには何らかの中枢での可塑性

の関与が考えられる．そこで経頭蓋フラビン蛋白

蛍光イメージングにて神経交差移植をおこなった

マウスの体性感覚野の可塑的変化を検討した

【方法】8週齢マウスの両側正中尺骨神経幹を切離，

同種マウスより採取した坐骨神経を，左遠位断端

と右近位断端の間に移植し神経交差モデルを作成

した．8週間後に左前肢手掌に振動刺激を与え，

体性感覚野の応答を経頭蓋フラビン蛋白蛍光イ

メージングにて観察した．更に左右の体性感覚野

へ青色レーザーを照射し，神経活動をそれぞれ抑

制した後に振動刺激に対する応答の変化を観察し

た．また経験依存的可塑性に重要な役割を果たし

ているNMDA受容体が皮質特異的に半減したマ

ウスに対し，同様の実験を行った

【結果】神経交差モデルマウスでは，左前肢手掌

振動刺激にて両側の体性感覚野に反応を認めた．

この両側性の反応は，移植神経を切断することで

消失した．刺激と同側の左体性感覚野のレーザー

抑制後では,両側の反応の減弱を認めた．しかし，

刺激と対側の右体性感覚野の抑制後では，抑制を

かけた側の反応のみが減弱し，刺激と同側の左体

性感覚野の反応は減弱を認めなかった皮質特異

的なNMDA受容体半減マウスでは，刺激と対側

の反応が有意に減弱した(P<0.003)

【考察】交差移植後の左前肢振動刺激は，移植神

経を介し対側腕神経叢より，後索一内側毛帯経路

を上行，刺激と同側の一次体性感覚野に到達し，

脳梁を介して刺激と対側の一次体性感覚野へ伝わ

ると推察される．体性感覚野の両側性の応答は，

両側半球を繋ぐ脳梁間のシナプス連絡が経験依存

的に増強されたことによると考えられる

3-8-EP6

末梢感覚神経の損傷を検出する神経機構

SecuritySystemMonitoringAHerentConnectiv-

ity

'新潟大学脳研究所システム脳生理学分野，2新潟

大学医学部形成外科，3新潟大学歯学部解剖

○駒形成司1，陳山林1.2，鈴木晶子3，

柴田実2，澁木克栄！

【目的】末梢感覚神経が損傷されると，生体は損

傷神経の支配する皮膚への物理的な傷害を回避し

難くなり，危険な状態に陥る．末梢神経の損傷や

神経の薬理学的伝導阻害により，大脳皮質体性感

覚脳地図の再編や，残存神経を介する皮質応答の

増強が数時間以内に生じることが知られている．

しかしその様な急速に生ずる可塑性がどのように

トリガーされるのかは判っていない．そこで我々

はマウスの末梢神経を部分切除した後の大脳皮質

一次体性感覚野応答の消長を経頭蓋フラビン蛋白

蛍光イメージング法を用いて解析することにし

た．

【方法及び結果】マウスの前肢掌側へブラシ刺激

を与えた時の体性感覚野応答は，正中・尺骨神経

を切断した直後著しく減弱したが，切断後3-4時

間の内に僥骨･筋皮神経を介して急性に増強した．

この増強は切断してから2週間後でも観察された

また，我々は触覚神経に極低頻度(0.1Hz以下）

の自発発火が存在すること，この極低頻度自発発

火がマイスナー小体に存在しているグリア細胞由

来神経栄養因子(GDNF)によって発生すること

を見出した．この極低頻度自発発火を途絶させる

と，皮質応答の急性増強やそれに続く痛覚過敏が

生じた．

【考察】従来，末梢神経の自発発火による抑制が

取り除かれることで急性の可塑性が生ずるという

仮説が提唱されてきた．この説は末梢神経が十分

な頻度で自発発火することを前提としているが，

そのような頻度の高い自発発火は見つかっていな

かった我々の結果は，内在性のGDNFがマイス

ナー小体の触覚センサーに極低頻度の自発発火を

発生させているという神経栄養因子の新たな役割

を示唆している．この触覚情報に殆ど影響しない

程度の極低頻度自発発火が脊髄に届くことで，末

梢感覚神経が断線していないことを生体は知るこ

とができると思われる．
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3-8-EP7

Manganese-enhancedMRIを用いた逆行

性神経トレーシング

RetrogradeAxonalTracingUsingManganese

EnhancedMagneticResonancelmaging

'大阪大学形成外科,2HowardFloreyInstitute,
UniversityofMelbourne,3BernardOIBrien

InstituteofMicrosurgery

○松田健',HongWang,GaryEgan2,
ChaoSuo2'3,WayneMorrison3

【目的】末梢神経再生の評価法として種々の逆行

性トレーサーを用いた方法はその感度，特異性に

おいて多くの利点を有しており広く一般的に用い

られている．しかし，これらは実験動物の殺処分

や神経組織の採取を前提としており臨床的に用い

ることはできない．実際に臨床的に用いられる末

梢神経評価法は電気生理学的検査や種々の運動も

しくは知覚機能検査程度にとどまりその感度や特

異性に関しては必ずしも満足のいくものではな

い．我々 はmanganese-enhancedMRI(MEMRI)

を用いて非侵襲的，逆行性かつ選択的に末梢神経

をトレースすることが可能かどうかを検証した

【方法】SDラット坐骨神経遠位に400mMMnCl2
15"lを注入,72時間後にTl強調MRI撮影を施行

した.MnCl2注入部位と対応する脊髄の支配領域

までの距離は約7cmであった．また，坐骨神経近

位にcrushinjuryを作成し3日,2週間4週間,12

週間後に同様の条件でMRI撮影を施行した．得ら

れたMRI画像上の坐骨神経の信号強度を運動機能

回復検査(SciaticFunctionlndex),フルオロゴー

ルドを用いた逆行性トレーシング，坐骨神経遠位

の組織形態学的評価と比較した．

【結果】坐骨神経無損傷モデルにおいて坐骨神経

は後根神経節，脊髄前角に至るまでの造影効果が

得られ,crushimuryにより造影効果は弱まった．

また，坐骨神経の信号強度はcrushinjuryから回

復期間を経るにつれて回復し，これらの結果には

SciaticFunctionlndex,フルオロゴールドを用

いた逆行性トレーシング，坐骨神経遠位の組織形

態学的評価と正の相関を認めた．

【考察】造影剤そのものの毒性，造影剤投与によ

る神経への物理的損傷等問題は依然残るものの

MEMRIを用いた逆行性神経トレーシングの非侵

襲的神経機能評価法としての可能性が示唆され

た．

3-8-EP8

bFGF-DDS(DrugDeliverySystem)を
用いた末梢神経欠損部再建に関する実験

的研究～末梢断端のシュワン細胞に及

ぼす影響～

ExperimentalStudyontheRepairofPeripheral

NerveDefectwithNerveConduitandbFGF-

DDS(DrugDeliverySystem)-TheEffectto

SchwannCellinDistalStumpofNerve-

大阪市立大学医学部整形外科

○高松聖仁，上村卓也岡田充弘，

坂口公一，中村博亮

我々はこれまで,bFGFを浸潤させた末梢神経欠

損部再建用ポリマーチューブがbFGFを徐放し神

経再生,中枢側神経断端からのシュワン細胞遊走・

血管新生を促進することを報告した．しかし，末

梢神経をチューブで架橋した場合，その軸索再生

に関与するとされる末梢側神経断端へのbFGFの

影響は明らかでない．

本研究の目的は，ポリマーチューブで架橋された

末梢神経欠損の末梢側神経断端のシユワン細胞に

bFGF-DDSが及ぼす影響を検討することである．

【材料および方法】ポリマーチューブは内径

2mm・外径3mm･0.5mmの二層構造の管腔壁を

持ち，内層はPLA/PCLのスポンジ状共重合体と

し外層をPLAメッシュで補強した．このチュー

ブをbFGF溶液に約1時間浸潤しbFGFを吸着さ

せ,Wistar系ラットの坐骨神経に作成した12mm

の神経欠損部に移植した(bFGF処理群）対照

は生理食塩水に浸潤させた非処理群とした．術後

5,10,15,20日目にチューブを採取し,HE染色およ

びシュワン細胞の確認のために抗S-100抗体,シュ

ワン細胞の細胞活性を評価するために抗PCNA抗

体,再生軸索について抗ニューロフィラメント抗

体（抗NF抗体）による免疫染色を行い，末梢側

神経断端のシュワン細胞について組織学的に検討

を加えた．

【結果】はじめに抗NF抗体で再生軸索が末梢断端

に及んでいないことを確認したついで抗S-100

抗体では,bFGF処理群・非処理群ともに末梢断

端ですべての期間において多くの陽性細胞を認め

たが，処理群では10日目以降で断端からのシュワ

ン細胞の内腔への遊走を認めた．ついで抗PCNA

抗体では非処理群に比較しbFGF処理群では10日

目以降でより多くの陽性細胞を認めた

【結語】末梢神経再生初期においてbFGF-DDSは

再生軸索や中枢断端のシュワン細胞に作用するだ

けでなく，末梢側神経断端のシュワン細胞を賦活

させることが示唆された．
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3-8-EP9

運動機能と感覚機能を備えた義手開発の

ための末梢神経再生型電極に関する研究

-免疫組織学的検討

ImmunohistrogicalEvaluationofRegenerative

ElectrodesinPeripheralNerves

1国立病院機構村山医療センター整形外科，2東京

大学大学院情報理工学系研究科システム情報学専

攻，3東京大学生産技術研究所マイクロメカトロニ

クス国際研究センター，4慶應義塾大学整形外科

○斎藤治和1,満渕邦彦2,鈴木隆文2,

五條理保3，池上博泰4

【はじめに】近年,義手の情報ラインと神経系を直

接インターフェイスデバイスで接続し,双方向の

やりとりを行うことで,義手に運動及び感覚機能

を付与する試みが行われている．このインター

フェイス手法としては,中枢神経系に直接針電極

を刺入する方法が現在主に試みられているが,刺

入による中枢神経への損傷の可能性など安全性の

問題がある．これに対し,末梢神経に装着する電

極は安全性や信号の解釈が容易であるといった利

点があるが,組織への固定性の問題がある．この

問題を解決しうる電極として,切断した神経束の

断端間に多数の電極孔の開いた電極をおき,孔を

通過した再生軸索の活動電位を計測するという神

経再生型電極が提唱されているが,その構造と神

経再生についての詳細な研究は少ない.今回は孔

の大きさを変えた神経再生型電極をラット坐骨神

経に設置し,再生軸索の状態を免疫組織学的に検

討したので報告を行う．

【材料および方法】ラット坐骨神経を大腿中央部

で切断し,神経再生型電極を設置した電極は孔

の直径が20〃（20群)，40〃（40群)，60似（60群），

80〃（80群),100"(100群）のものを用意した．

2カ月後に電極を含む坐骨神経を取り出して固定

後,凍結切片を作成し,抗ニューロフイラメント

抗体および抗MBP(myelinbasicprotem)抗体

による染色を行った．

【結果および考察】電極の遠位側の抗ニューロフイ

ラメント抗体による染色では,20群は再生軸索が

少なく，40以上の群では多数の再生軸索が認めら

れた.抗MBP抗体による染色では,20群では陽性

部分は小さく散在しており，40以上の群では比較

的大きな陽性部分が多く見られた．これらから，

40以上の群では,大径有髄線維も電極を通過して

再生しているものと考えられた．

3-8-EP10

生体内におけるp38MAPKを介した神経
再生制御機構第2報

Involvementofp38MAPKinRegulatoryMech-

anismofNerveRegeneration

'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』

セリン/スレオニンリン酸化酵素であるp38

MAPKは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．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から,これまで神経再

生過程におけるp38の生理的機能について報告が

なされてきた．しかしながらp38α遺伝子破壊マ

ウスが胚性致死をきたすため，これらの報告は

p38の阻害剤を投与することで検討されており，

阻害剤の特異性の問題から相反する結果が導かれ

ている．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(semマウ

ス）を作製し,p38のシグナル伝達を阻害するこ

とで，神経再生が組織学的にも機能的にも遅延す

ること，炎症性サイトカインであるTNFαの発

現パターンに違いが生じることを見出し，昨年の

本学会で報告した．

今回こうした神経再生遅延の機序について，よ

り詳細に検討する目的で，圧挫損傷後早期の再生

軸索や軸索を取り囲むSchwann細胞，および

RhoAおよびMAGを抑制することで神経再生に促

進的に作用するとされるIL-1βの発現などについ

て評価を行った．その結果，圧挫損傷部遠位の神

経内に侵入する軸索の密度は，野生型と比較して

semマウスは有意差をもって低かった．また成熟

Schwann細胞のマーカーであるS-100蛋白の発現，

およびIL-1βの発現も野生型と比較してsemマウ

スで低下していた．

今回の個体レベルの解析結果から，semマウスに

おける神経再生の遅延は，損傷後の軸索伸長の低

下と，再生を支持するSchwann細胞の反応の違い

により生じていると思われた.神経再生において，

p38MAPK経路は単独で，他のシグナル伝達経路

によって代償されない生理的機能を持つことが示

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．
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3-8-EPll

Methylcobalaminは神経細胞内のmTORを
活性化する

MethylcobalaminActivatesmTORinCerebellar

GranuleNeurons

大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学（整

形外科）

○岡田潔，田中啓之，岡本道雄，

森友寿夫，村瀬剛

【目的】Mammaliantargetofrapamycin(mTOR)
はセリン/スレオニンプロテインキナーゼの一つ

であり，近年神経細胞において，分化，軸索突起

伸展および神経再生にかかわるシグナルとして注

目されている．昨年までの本会において，

methylcobalaminが神経細胞の軸索伸展を促進す

ることを報告してきたが，今回我々は，

methylcobalamin投与による神経細胞内のmTOR

活性及びその上流シグナルとして知られている

Akt活性の変化を調べることで，未だ明らかと

なっていないmethylcobalammの神経系への作用

経路を調べることを目的とした．

【方法】生後9日齢のラットの小脳穎粒細胞を培養

し,methylcobalamin,PI3Kの阻害剤である

LY294002,及びmTORの阻害剤であるrapamycin

を投与した．ウエスタンブロッティング法を用い

て,Akt及びmTORの活性を検出し，その変化を

統計学的に解析した．

【結果】Methylcobalamin投与の10分後にAkt,

mTORとも活性の上昇を認めた．この効果は

LY294002の投与によって抑制された.mTOR活

性はrapamycin投与により抑制され，

methylcobalaminの同時投与を行ってもその上昇

は認められなかった．またAkt活性について，

rapamycin投与による影響は認められなかった

【考察】Akt/mTORのシグナル経路は，神経の軸

索突起伸展や神経再生に関わる経路であることが

知られている．今回の実験結果により，

methylcobalaminは小脳穎粒細胞において,Akt/

mTORの経路を活性化することが示され，

methylcobalaminの神経軸索伸展作用はこの経路

を介している可能性が示唆された

3-8-EP12

神経手術に有用な新しいポリ乳酸フイル

ムの開発（第2報）

DevelopmentofaNovelPolyLacticAcidFilm

fOrNerveSurgery

'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帝人先端

技術研究所

○奥井伸幸'，山本美知郎l,福平由桂子2,

兼子博章2，平田仁！

【目的】我々はポリ乳酸(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似mのフイルム状

神経保護材（ハニカムフイルム）を開発し，第52

回日手会で神経剥離術への有用性を報告した．今

回その神経縫合への応用ついて報告する．

【方法】実験1：フイルムによる神経接合．ラット

坐骨神経を大腿中央で切断，断端をできるだけ引

き寄せてフイルムで被覆した．このモデルを14肢

作成し,4,6,12,25週間後に運動神経伝導速度

(MCV)を測定した．実験2:縫合部補強．ラッ

ト坐骨神経切断後に10-0ナイロンで2針上膜縫合，

その後にフイルムで縫合部を被覆するモデルを作

成した.Controlの2針縫合のみ(C2群),2針追加

の4針縫合(C4群),両面平坦なPLAフイルム(CA

群)，ハニカムフイルム7"m(H7群),同じく10

似mのフイルム(H10群）の5群(n=8)に対して

術翌日に縫合部破断強度(N)を測定した同様

のモデルでC2群,CA群,H7群,H10群,sham

手術(N群）の5群を作成,6週後にMCVと筋湿

重量を測定した．

【結果】実験1：4週後解剖の3例とも神経はフイル

ムで保持され,MCVも計測可能であった.6,12

週後のl例ずつでフィルムがほぼ中央で分断され

ていた実験2：破断強度は,H10群はC2,CA群

よりも有意に強く,C4群との間で有意差を認め

なかった6週後に再断裂していた例はなかった．

C群は縫合部で周囲組織と癒着していた．筋湿重

量比の平均は,N群と他群以外，各群間で有意差

を認めなかった．

【考察】神経縫合にはbuckhngや再断裂，嬢痕進

入を起こさない最小の縫合数が求められる．縫合

の無い神経接合は不可能であったが，縫合数を増

やさず，周囲組織との癒着を防止する手段として

フイルム被覆が有用である可能性が示された．
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3-8-EP13

吸収性透明チューブを用いた末梢神経接

合第4報

CoaptationoftheSeveredPeripheralNerveUs-

ingBiodegradableTransparentTube

］（財）

○成澤

森谷

新潟手の外科研究所，2奈良県立医科大学

弘子l,牧裕l,坪川直人1,

浩治l,筏義人2

【目的】私たちは簡便で確実な神経接合法として

神経切断端の遠位,近位の神経上膜にl針ずつナ

イロン糸をかけ,吸収性のlacticacid-caprolacton

polymer,以下P(LA-CL)透明チューブ内に引き

込み,チューブ壁を介して接合し断端間を1mm前

後に保つ方法を開発し，ラットの脛骨神経を接合

した成績を報告してきた.その結果,遠位断端内

への再生軸索数は従来の縫合法に勝ったが歩行解

析では12か月で従来の縫合群より劣った．これま

でのチューブはラット体内で12ヵ月でも吸収され

なかったのでより早期に吸収されるPGAチュー

ブに変更した.今回は異なるチューブ接合方法の

成績を評価する目的で以下の実験を行った．

【方法】300gWistarratの右脛骨神経を大腿中央

部で切断し,あらかじめ断端からPGAチューブを

通しておき10-0ナイロン糸でl針神経上周膜縫合

したところにチューブをかぶせた群1,神経切断

端の遠位,近位それぞれの神経上周膜に1針ずつ

ナイロン糸をかけてチューブ内に引き込んで接合

した群2を作成した.6ヵ月後に歩行解析を行い

tibialfmctionindex(TFI)を計測した．

【結果】PGAチューブは強度が弱くチューブを介

した縫合時に裂ける危険があり注意が必要であっ

た.群lの平均TFIは-58.3(n=10),群2の平均TFI

は-39.2(n=9),p<0.015で有意差を認めたチュー

ブを介した縫合法が従来の神経縫合部にチューブ

をかぶせた群より運動機能の回復は良好であっ

た.今回用いたチューブも6か月では完全には吸

収されていなかったが細かい亀裂が認められた

【考察】チューブを介して接合する方法は従来の

神経縫合より運動神経再生に有利となった理由は

不明だがわずかなギャップを介して運動神経の選

択性が働いた可能性が考えられる．

3-8-EP14

ラット神経因性瘻痛モデルにおける拘束

ストレスの影響

InauenceofRestraintStressUsingaRatNeuro-

pathicPainModel

防衛医科大学校整形外科学講座

○尼子雅敏根本孝一，有野浩司，

土原豊一，山元浩治

我々はストレスが坐骨神経圧座損傷後の運動機能

の回復を遅延させることを明らかにしてきた．今

回は，ラット神経因性痙痛モデルを用いて，拘束

ストレスの影響を検討した

【材料と方法】8週齢のWistar系雄ラット29匹を用

いた．神経損傷はBennettらの絞掘性神経損傷

(chronicconstrictionimury)モデルを用いた

このモデルにストレスを負荷したストレス群と，

負荷しなかったコントロール群の2群を作製した．

ストレスは拘束ストレスを1回2時間，週3回負荷

した．神経損傷の作製1週間前から開始し，術後

15週まで継続して行った触覚閾値の測定は，

Semmes-Weinstemmononlamentを用いて，足底

を刺激し逃避行動をとった最も細いフィラメント

のロッドのcalculatedfOrce(g)で評価した．温

熱閾値の測定は,Hargreavesらの方法に準じて

行い，足底の熱刺激に対する逃避潜時（秒）で評

価した．

【結果】触覚閾値はコントロール群では神経損傷

の作製直後から低下し，4週間低値を続けた後に

回復し，8週までに正常化した．一方，ストレス

群も神経損傷の作製直後から低下し，コントロー

ル群に比べ有意に低い値が持続し，正常域に達す

るのに15週を要し，触覚刺激に対する過敏性が遷

延した(p<0.01).温熱閾値もコントロール群で

は同様に低下した後，4週以降回復傾向を示した

が，ストレス群はコントロール群に比べ有意に低

い値を示し，温熱刺激に対する過敏性が強かった

(p<0.05).

【考察および結論】ラット神経因性瘤痛モデルに

おいて，拘束ストレスは触覚および温熱閾値を有

意に低下させた．外傷等による神経因性瘻痛が，

ストレスを加えた環境下においては増強し，触覚

や温痛覚の過敏性が遷延することが示唆された
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3-8-EP15

ラット神経周膜切除モデルに対する新規
癒着防止材の効果

EffectofAnti-AdhesionGelinaRatModelof

Perineurectomy

'名古屋大学手の外科，2帝人融合技術研究所

○山本美知郎l,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．神経周膜切除モデルにおける

新規癒着防止材の使用による神経周膜再生過程及

び末梢神経機能への効果を調査する．

【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.maleLewisrat

を48匹使用し，顕微鏡下に坐骨神経の上周膜を全

周性に15mm切除し，そのまま閉創するcontrol群

(以下C群),CMC-PEゲルを神経周囲に0.5ml投与

するゲル群，そしてSham群の3群にrandomに分

けた．評価項目は術後2，7，20，42日後の神経伝

導速度，腓腹筋と前脛骨筋の湿重量,Tenascin-C

とαSMAの免疫染色,MassonisTrichrome染色，

Toluidmeblue染色による光顕及び電顕所見を評

価した．

【結果】20日目の伝導速度においてC群はゲル群，

Sham群に対して有意に潜時の遅延を認めた．筋

湿重量ではゲル群が2，7日目にSham群に対して

有意に低値を示したものの20日目以降で回復が見

られたのに対し,C群では回復を認めず7,20,

42日目でSham群に対して有意に低値を示し42日

目はゲル群に対しても有意に低値であった．

MassonisTrichrome染色およびTenascin-Cの免

疫染色にてC群においても神経周膜の再生は見ら

れるが，ゲル群と比較して不完全であり神経内嬢

痕が目立った.Toluidineblue染色と電顕にてC

群，ゲル群共に神経内の外側部全周性に浮腫を認

め，同部位の脱髄とワーラー変性を認めたが，ゲ

ル群では20日目以降でC群より再髄鞘化が見られ

た．

【結論】ラット坐骨神経の周膜切除による癒着モ

デルにおいて,CMC-PEゲルは周囲組織との癒着

を防止し，神経周膜の早期再生と神経機能の回復

を促進させる．

3-8-EP16

手根管症候群症例の正中神経のMRI

sagittalT2mapping評価
FeasibilityofSaggitalT2MappingofHuman

MedianNervefbrLocalizationofAbnormality

inPatientswithCarpalTunnelSyndrome

'大阪大学器官制御外科学，2大阪大学運動器医工

学治療学

○竹安酉佳倫'，西井孝''2，村瀬剛l,

田中啓之l,吉川秀樹！

【目的】手根管症候群(CTS)の画像評価はAxial

画像による正中神経の形態的評価が多くみられる

が，神経走行に沿ったsagittal画像での評価や神

経内部信号に関連する定量的評価の報告は少な

い．我々 は,sagittalT2mapping画像を用いた手

根管正中神経の評価を患者・健常群で比較検討し

た．

【対象･方法】健常者5例5手関節(平均年齢48.0歳)，

臨床症状と電気生理学検査よりCTSと診断された

患者7例9手関節(平均年齢58.7歳）を対象とした

撮影は3TMRI(GE社）を用い，被検者は腹臥位

にて直径50mmマイクロコイルを手関節掌側に設

置し撮影を行ったSPGR法(TR/TE=34/8.9ms,

slice厚2.0mm,FOV8cm×8cm)でAxial画像を，

multiplespinechosequence法で正中神経の走行

に沿って矢状断T2mapping画像を撮影した

(TR=1500ms,8echoesbetweenlO-80ms,slice

厚1.0mm).T2mapping像で正中神経の手根管入

口部から手根管出口以遠までを4つの関心領域

(ROI)に分け，遠位をROI-CとしT2-ratio=各

ROIのT2値/RO-CのT2値を評価したSPGR

Axial像で各レベルの神経の扁平度をF-ratio(=

縦径/横径）で評価した

【結果】患者群では7関節がGelbermanscaleで

stage3の重症例で,2関節はstage2の中等度例で

あった.T2mapping画像では健常群は均一なT2

値分布を示した(T2ratio:ROI-l:1.02±0.07,ROI-

2:0.98±0.04,ROI-3:1.00±0.06.患者群は平均T2-

ratioが健常より高値で(T2ratio:ROI-l:1.19±0.17,

ROI-2:1.21±0.10,ROI-3:1.17±0.09),最大T2値

高値を呈する部位は症例により異なった．正中神

経の形状は健常群に比し患者群でF-ratio高値を

示し，より扁平な形態を呈した．

【考察】正中神経のsagittalT2mappingは，障害

部位の特定および重症度評価への有用性が考えら

れた．
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3-8-EP17

体外増幅CD133陽性細胞による末梢神経

再生

TherapeuticPotentialofexvivoExpanded

CD133+cellsfOrPeripheralNervelnjuries

'広島大学医学部整形外科，2広島大学大学院保健

学研究科，3世羅中央病院

○大坪晋'，亀井直輔l,来嶋也寸無3,

砂川融2，越智光夫」

【目的】血管内皮前駆細胞及び問葉系幹細胞のマー

カーであり未分化な分画であるヒト末梢血由来

CD133+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

が末梢血中ではCD133+細胞分画は非常に希少で

あり，実際の臨床応用では十分な細胞数を得られ

ないことが想定される．臨床応用に向けて，この

欠点を克服するべく体外増幅させたCD133+細胞

を用い，効果的な末梢神経の再生を図る必要があ

る．本研究の目的は体外増幅させたCD133+細胞

を神経欠損部に移植し末梢神経再生効果を検討す

ることである．

【方法】ヒト末梢血由来CD133+細胞を5つのサイ

トカイン(SCF,FLT-3,TPO,IL-6,VEGF)

の入った培地にて1週間培養し増幅させた免疫

不全ラットの左坐経15mm欠損に対しシリコン

チューブにアテロコラーゲンとPBSを充填し架橋

したものをcontrol群，アテロコラーゲンに

CD133+細胞を1×105個充填したものをfresh群

増幅させたCD133+細胞をl×105個充填したもの

をexpansion群とした．移植後8週にて肉眼的な組

織連続性の有無，染色による再生組織の評価

compoundmuscleactionpotentials(CMAP)の

測定を行った．

【結果】肉眼的な組織架橋形成はcontrol群では2

例のみ認められたが,fresh群,expansion群は全

例に認められた.CMAPはcontrol群では検出さ

れなかったが,fresh群及びexpansion群では検出

されたその再生された組織を抗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】CD133+細胞は血液中にごくわずかしか

存在しないため再生効果を得るのに十分な細胞数

の確保が臨床応用に向けて最大の課題となる．そ

のためCD133+細胞を体外増幅させ移植すること

は神経再生に有利に働くものと考える．

3-8-EP18

レーザードップラー血流計を用いた肘部

管症候群における尺骨神経の血流評価

一肘関節屈曲伸展運動時の変化一
MeasurementsofBloodFIowovertheSurface

oftheUlnarNerveTrunkintheCubitalTunnel

UsingaLaserDopplerFlowmeter

信州大学医学部整形外科

○中村恒一，内山茂晴，伊坪敏郎，

石垣範雄加藤博之

【目的】肘部管症候群における尺骨神経の血流が，

肘関節屈曲伸展運動でどのように変化するのかを

知ることは,病態解明および治療に関しても重要

である.今回,肘部管症候群の尺骨神経前方移動

術中に，レーザードップラー血流計を用いて,肘

関節屈曲伸展運動の尺骨神経表面の血流を測定し

たので報告する．

【方法】肘部管症候群に対して尺骨神経皮下前方

移動術を施行した28例28肘を対象とした.平均年

齢は63.9歳（51から80歳),男性23例,女性5例で

あった．非接触型レーザードップラー血流計

(FLO-Nl,Omegawave,Japan)を用いた．

Osborne靱帯を切離後に空気止血帯をおろし,10

分経過後に尺骨神経表面の血流を測定した.尺骨

神経幹上の測定部位は,A:内上穎2cm近位,B:

内上穎部,C:内上穎2cm遠位の3カ所とし,1)肘

伸展位,2）肘屈曲90度,3）肘最大屈曲位でのA,B,

C点での血流量を評価した.サンプリングは20秒

間の平均値とし,血流表示は検者には見えないよ

うに配置した．

【結果】神経移動前の肘屈曲90.の血流量値は肘伸

展位の血流量に比較して,A点:95%,B点：

105%,C点:78%に変化した.C点において血流量

の有意な低下を認めた(p<0.05).肘最大屈曲位

での変化は肘伸展位の血流量に比較して,A点：

80%,B点:73%,C点:73%に変化した.A,B,C

点において血流量の有意な低下を認めた(p<

0.05）．肘部管症候群の尺骨神経表面の血流は,伸

展位から90.まで,肘を屈曲するとOsborne靱帯部

にて血流量が低下したさらに最大屈曲まで屈曲

すると内上穎を挟んで,近位と遠位の2cm範囲で

血流量が低下した．

【結論】肘部管症候群の尺骨神経表面の血流量は

肘関節最大屈曲により低下し,Osborne靱帯部で

は肘関節屈曲90.でも血流量が低下することがわ

かった．
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3-8-EP19

骨性槌指に対する石黒法変法の治療経験
TreatmentUsingModifiedlshiguroMethodfbr

theMalletFracture

'金沢大学整形外科，2金沢医療センター

○島貫景都'，多田薫'，重本顕史'，

富田勝郎'，池田和夫2

骨性槌指に対する石黒法は簡便かつ低侵襲な方法

であり，広く普及している．しかし，中には背側

骨片の整復位が得られにくい症例や,extension

blockpinを屈曲位で刺入するためにextensionlag

が残ってしまう症例を経験することがある.今回，

我々は2005年に坪川らが報告した石黒法変法を追

試し，良好な成績を得たので報告する．対象は

2008年8月から現在までの期間に，当科で手術を

行った骨性槌指の5例5指である．石黒法変法の適

応は，骨性槌指の中でも骨片のサイズが大きく，

骨片に経皮的にk-wireを刺入できる例とした．性

別は全例男性であり，年齢は15～56歳（平均26.8

歳),経過観察期間は3～6か月（平均4.4か月）だっ

た術式はまず転位した骨片を圧迫して整復した

後に，経皮的に骨片に直径0.7あるいは0.8mmの

k-wireを刺入して固定した．その後，石黒法を行

う際はDIP関節が屈曲位とならぬように留意し

た．術後6週で抜釘を行い，その後は症例に応じ

て夜間の伸展位固定を追加した．結果，全例で骨

癒合が得られ関節適合性も全例で良好だった．可

動域は,DIP関節の伸展が-10～0°（平均-5.0｡),

屈曲は50～80°（平均69.0｡）だった．蟹江の評価

基準では優が3例，良が2例だった石黒法の問題

点として屈曲位固定に伴うextensionlagの残存が

報告されている．本法は伸展0度～軽度屈曲で固

定するためextensionlagが少なかったまた予め

骨片に鋼線を刺入するため,extensionblockpin

刺入時に骨片の回転が生じず，良好な関節適合性

を得ることができた．本法は骨片が大きい骨性槌

指に対し有用な方法であると考えられる．

3-8-EP20

陳旧性マレット骨折に対するTension

BandWiring法の有用性
UtilityofTensionBandWiringMethodfOrthe

OldMalletFracture

'昭和大学整形外科，2昭和大学付属豊洲病院整形

外科，3目蒲病院整形外科，4昭和大学横浜市北部

病院整形外科

○前田利雄l,瀧川宗一郎2,平原博庸3,

川崎恵吉4，稲垣克記！

【はじめに】新鮮マレヅト骨折に対する手術治療

は石黒法が第1選択であるが，陳旧例では対応困

難な場合がある．我々は現在まで，受傷後5週以

上経過した陳旧性マレット骨折に対し,tension

bandwiring法（以下TBW法）を第1選択として

行っており，その有用性を検討した

【対象】1999年4月～2009年4月にTBW法を行った

20例を対象とした男性9例，女性l1例で，受傷

時年齢は平均37.3歳であった．受傷指は示指5例，

中指4例，環指6例小指5例で，受傷から手術ま

での期間は平均7週経過観察期間は平均72ヶ月

であった

【手術法】DIP関節背側をYまたはH型に切開す

る．掌側はDIP掌側皮線より遠位に正中縦切開を

置く．骨折部を新鮮化し，骨折部から末節骨掌側

基部に向け21G注射針で2つの骨孔を作成する．

terminaltendonにかけた0.32mmのsoftwireで骨

片の両肩を抑え込み,骨孔を通し掌側に引き出す．

骨折面の圧着を確認後,掌側骨皮質上で締結する．

【結果】最終経過観察時のDIP自動関節可動域は

伸展が-15～0°（平均-5｡)，屈曲が30～65｡(平均

52.8｡）であった骨癒合は全例に得られたが，

0.5mm以上のgapが残存した症例では可動域が不

良であった蟹江の評価基準では優，良が70％以

上を占めた

【考察】陳旧性マレット骨折に対しTBW法を用い，

比較的良好な結果を得た．本法は石黒法発表以前

に全ての骨性マレットに対し我々が行っていた方

法であるが，最近は陳旧例や石黒法失敗例などに

対し第2のオプションとして適応している．本法

では骨片に内固定材を刺さずに正確な整復固定が

でき,softwireを末節骨掌側で締結するためwire

がゆるみにくく，整復位保持が得やすい．技術的

にはwireによるterminaltendonの剥離や，掌側

wire締結部の痛みを誘発しないように十分な注

意が必要である．

-S281-



3-8-EP21

PIP関節背側脱臼骨折に対する治療成績
TreatmentofDorsalDisloca廿onoftheProximal

InterphalangealJoint

慶仁会川崎病院整形外科

○鈴木康一，稗田 寛 川 崎 由 美 子

【目的】手指PIP関節背側脱臼骨折はときに治療

に難渋し，しばしば可動域制限が残存することが

ある．また関節面のsteporが残存すると将来変

形性関節症となることもある．我々は関節面の陥

没に対してはHintringer法にて整復を行い，掌側

の裂離骨片に対してはpullout法に2穴プレートを

併用させた方法(Endbutton法）で固定し早期運

動療法を行っている．今回我々はその治療成績に

ついて検討したので報告する．

【方法】対象は平成18年から当科で治療したPIP

関節背側脱臼骨折7例7指とした．年齢は27～72歳

(平均50.6歳)，男性5例，女性2例であった．受傷

原因はボールによる突き指が4例，機械に巻き込

まれたものが2例,転倒による打撲がl例であった．

骨片の関節面に占める割合は24.1～51.2%(平均

37.5％）であった関節内陥没骨片を含むものは

3例に認められた．手術方法は掌側アプローチと

してpulleyを一部切除反転し，屈筋腱を挙上し掌

側骨片を展開する．もし中央陥没骨片が存在する

場合はイメージ下にHmtringer法で整復する．そ

の後掌側骨片を整復，その後骨片の掌側に2穴の

プレートを当てて，骨片をプレートごと背側に吸

収糸でpulloutし中節骨背側骨皮質上で結紮する．

術後は翌日より自他動可動域訓練を開始した．術

後経過観察期間は6～11カ月（平均8.6カ月）であっ

た．

【結果】全例において骨癒合を認め平均骨癒合期

間は7.6週であった.PIP関節の術後平均可動域は

伸展-7.9度，屈曲93.6度であった．全症例におい

て経過観察中の関節症変化を認めなかった．

【考察】手指PIP関節背側脱臼骨折の術後療法は

できるだけ可動域を得るために早期運動療法を行

うことが望ましい．我々の方法は脱臼の整復位の

保持しつつ早期運動療法を行うことができた．そ

の結果良好な可動域が得られたものと考えられ

た．

3.8-EP22

髄内ピン固定法(Foucher変法）による中
手骨頚部骨折の治療成績

ClinicalResultsoflntramedullaryK-wireFixa-

tion(ModifiedFoucherMethod)fOrMetacarpal

NeckFractures

津山中央病院

○原田遼三，福田祥二，宮本久士

【目的】我々は2005年より中手骨頚部骨折に対し

て1=2mm径のK-wire2本を術中に加工した髄内ピ

ン固定を行っている．今回，その臨床成績につい

て文献的考察を踏まえ報告する

【対象および方法】症例は15例16指（右13指・左3

指,全例男性）であり，受傷骨は第4中手骨がl指，

第5中手骨が15指で,手術時平均年齢は27歳であっ

た．手術適応は屈曲変形が30.以上としている．

手術は伝達麻酔下に行い,1.5mm径のK-wireで中

手骨近位尺側より2カ所開窓，経皮的に2本の

1_2mm径のK-wireを用手的に刺入している．刺入

したK-wireは全例皮下に埋没した．手術時間は平

均17分であった．外固定は創治癒が得られるまで

行い，以後2週間を目途に患者自身に取り外しを

指示している．テーピングは術後3週まで行って

いる．抜釘は術後平均38日で施行した．経過観察

期間は平均60日であった．評価はX線上で屈曲変

形角度を計測し，可動域と握力を測定した．

【結果】全例に骨癒合を得た．屈曲変形は術前平

均43.6.が術後平均17.に，患指MP関節可動域は

平均89.5｡,TAMは平均263.で,健側と比較した％

TAMは平均98.6%であった.握力は平均34.7kgで，

健側との比は平均81％であった

【考察】本法はFoucherにより報告され，原法で

は08mm径のK-wire3本を使用している．近年の

報告では2.0mm径のK-wirel本での報告が多い

が，我々は12mm径K-wire2本を使用している．

狭い髄内には細い径の方が用手的に刺入しやすい

事と，骨頭内に分散して刺入する事で固定力が増

す事原法のelasticな固定法の踏襲による早期の

骨癒合を期待し，これを採用している．経過中の

腱損傷や抜釘時の神経損傷，他抜釘困難との報告

があるが，特に問題となった症例は無かった可

動域制限，合併症も少なく本法は有用な手術法で

あると考えられた．

-S282-



3-8-EP23

舟状骨偽関節に対する血管柄付き骨移植
術の術後成績

PostoperativeOutcomesoftheVasculisedBone

TransplantationfOrScaphoidNonunion

大阪市立大学大学院医学研究科整形外科学

○坂口公一，岡田充弘，矢野公一，

上村卓 也 ， 高 松 聖 仁

【目的】舟状骨偽関節に対する手術療法について

は諸家よりの報告があるが，未だに議論のなされ

るところである．今回我々は舟状骨偽関節に対し

て僥骨遠位端及び第2中手骨基部からの血管柄付

き骨移植を行い，それらの成績を比較検討したの

で報告する．

【対象と方法】対象は，舟状骨偽関節に対して血

管柄付き骨移植を施行し術後4ケ月以上の経過観

察が可能であった13例（男性11例，女性2例）で

ある．手術時年齢は平均37.1歳(13～70歳)．う

ち5例には僥骨遠位端より8例には第2中手骨基部

からの骨移植を行った評価項目は，手術時間

術前後の手関節可動域，握力，骨癒合までに要し

た期間を検討した

【結果】両手術法問で手術時間，術前後の手関節

可動域の変化，握力の変化，骨癒合までに要した

期間との間には有意差を認めなかった．全例術後

8ヶ月以内に骨癒合が得られた．

【結論】両手術方法ともに8ヶ月以内に骨癒合が得

られた．評価項目間の有意差は認められなかった

が，両方法ともに比較的に良好な術後成績が期待

できる．手技上のポイントを考えると，柄となる

血管径の違いにより第2中手骨基部よりの移植で

は血管柄の同定，挙上がより容易であった．

3-8-EP24

舟状骨骨折・偽関節治療後の関節症性変

化について

DegenerativeChangeofthePostoperative

ScaphoidReconstruction

徳山中央病院整形外科

○池田慶裕，住浦誠治

【目的】舟状骨骨折を長期放置することにより，

関節症性変化を生じ,scaphoidnonunion

advancedcollapse(SNAC)に進展することは良

く知られている．今回当科で骨接合術を行った舟

状骨骨折について術前後における関節症性変化に

ついて検討を行ったので報告する．

【対象と方法】2000年1月から2009年9月まで，骨

接合術を施行した舟状骨骨折26例を対象とした．

受傷から手術までの期間が6週間以内を新鮮群(12

手）とし，6週間以上を陳旧群（14手）とした

平均手術時年齢37歳（14～67歳)，受傷から手術

までの期間は新鮮群平均17日，陳旧群平均1年5ケ

月（43日～10年）であった．手術方法は新鮮群で

経皮的DTJscrew2手，観血的Screw固定10手，陳

旧群は12手に骨移植を併用し,DTJscrew6手,k

鋼線4手,Herbertscrew3手,Acutrakscrewl手

に内固定した．評価は単純XP,日手会手関節障

害機能評価で行った．

【結果】骨癒合率は全体の88％に認めた（新鮮群：

91％，陳|日群：85％)．機能評価では平均84点で，

優20手，良4手，可2手であった．関節症性変化

を15%に認めた（術前SNACstagelが3手，術後

はstagelが3手,stage2が1手であった).

【考察】関節性変化を認めた4例中2例は24歳，33

歳と若く，手術までの期間が7年，10年と長期放

置した症例で,2例とも骨癒合に失敗した例であっ

た．術前後の僥骨月状骨角は，1例は6.から40.と

VISI変化を生じ，もう1例は術前0.から-12°と

DISI変化を認めた骨癒合に失敗すると術前な

かった手根不安定症が生じ，さらなる関節症性変

化を助長させる危険性があると思われた．他の2

例は60歳,67歳と比較的年配の方で，手術までの

期間が9週と11週と比較的放置期間は短かったが

術前すでに関節症性変化を認めていた．年配の方

は短期間でも関節症性変化を進行させる可能性が

あると思われた
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3-8-EP25

月状骨周囲脱臼及び月状骨脱臼の治療成

績の検討

ClinicalResultsafterTreatmentofLunateand

PerilunateDislocations

聖隷浜松病院手の外科・マイクロサージャリーセ

ンター

○山下優嗣，大井宏之,神田俊浩，

向田雅司，山 中 清 孝

【目的】月状骨周囲脱臼・月状骨脱臼は靭帯損傷

により手根不安定性をもたらすことが多いとされ

ており，その術後成績について検討したので報告

する．

【対象】1987年より治療した28例29手のうち1年以

上の経過観察を行った13例14手で全例男性であっ

た．受傷原因は転落や交通外傷スポーツ外傷で，

受傷時年齢は平均299歳，経過年数は平均6年6か

月であった.Green&O'Breien分類でI型5手,II

型4手,IV-A型3手,IV-C型が2手であった．整

復までの期間は平均7日で,1例に創外固定を使用

した3手は徒手整復，4手に鋼線刺入固定

(piming),5手に観血的整復とpinning,2手に靭

帯修復と背側関節包固定とpinmngを行い，整復

後に平均4.8週のcast固定を行った．1例はDRUJ

損傷を合併しDRUJ不安定症を来していた．

【方法】術直後と経過時のX線学的検討と経過時

のHerzbergchartによる臨床成績を検討した．

【結果】excellent2手,goodll手でDRUJ損傷合併

のl手がpoorであった.poorl手を除いて疾痛消失，

復職は2～9か月で得られていた.poorl手はIV-A

型でDRUJ間隔とulnarvarienceが最大であった

経過時に関節症変化をI型月状骨脱臼とIV-A型の

各2手認め，手術方法との関係は認めなかった．

また関節症変化有り無し群間で経過時のSLangle

に有意差を認めた．臨床評価での検討で経過時

DRUJ間隔に有意差を認めたが，靭帯修復や

pinnmgや固定期間での有意差はなかった．

【考察】早期に整復固定を行い，靭帯健常性と

scapholunate間の一体的な動きを回復し臨床的に

良好な結果を得たしかしI型月状骨脱臼とIV-A

型では4手に関節症変化を生じ,IV-A型l手に

DRUJ損傷を合併し成績不良となっており藤岡，

斎藤らが述べる様にscapholunate間を含め広範な

靭帯軟骨損傷に留意し受傷時・手術時の評価と修

復が必要と思われた．

3-8-EP26

稀な手根骨骨折に対する手術方法と治療
成績

TherapeuticResultsofSurgicalTreatmentfOr

theRearCarpalBoneFractures

東京医科大学医学部整形外科

○高瀬勝己，番場泰司，河野亮平，

反町武史，山本謙吾

【目的】手根骨骨折において代表的な障害部位は

舟状骨骨折である．今回，我々は舟状骨骨折以外

で観血的治療を施行した手根骨骨折の受傷機転

手術方法および治療成績を検討したので報告す

る．

【対象】症例は7例である．全例男性で，手術側は

右側4例・左側3例，手術時年齢は22～46（平均

29.3）歳であった．障害部位は大菱形骨骨折1例

(CM関節脱臼),有頭骨骨折1例（経舟状月状骨

周囲脱臼)，月状骨骨折1例，三角骨骨折1例（経

舟状月状骨周囲脱臼)，有鈎骨骨折3例であった．

手術方法は，背側アプローチが5例･掌側アプロー

チが2例で,内固定材料はminiacutrakscreW4例・

microscrew3例であった．術後経過観察期間は1

年から2年7か月（平均1年5か月）であった

【結果】骨癒合は全例に獲得ができた．最終調査

時の臨床成績として，可動域：背屈60～90（平均

78.5）。，掌屈50～90（平均61.7)｡,握力は健側

比で88～112(平均95)％であった．受傷機転では，

大菱形骨折は第1中手骨に対する軸圧損傷，有鈎

骨骨折は3例とも鈎部骨折であったことから直達

損傷，他の3例は手関節背屈強制による受傷が考

えられた．

【結語】舟状骨骨折以外の手根骨骨折は稀であり，

関節脱臼や他の手根骨骨折に合併することが多

い.舟状骨骨折とは異なり骨癒合は良好であった．
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3-8-EP27

変形性手関節症に対する部分手関節固定

術

4cornerFusionfOrOsteoarthritisoftheWrist

宮崎大学医学部整形外科

○矢野浩明，崎濱智美，帖佐悦男

【目的】変形性手関節症（以下SLACwrist)に

対して，舟状骨摘出術および4-cornerfUsionを施

行し若干の知見を得たので報告する．

【対象および方法】1998年以降，舟状骨摘出術お

よび4cornerfUsionを施行した6例を対象とした．

男性3例，女性6例で平均年齢は49歳（38～59)，

原疾患は舟状骨偽関節が4例，舟状骨月状骨間離

開が1例,Preiser病が1例であったSLACwrist

のstageは2が3例,3が3例であり，舟状骨の摘出

は全摘が2例,近位骨片の部分摘出が4例であった

臨床評価はCooneyの手関節評価法を用い,X線

学的評価はcarpalheightratio(以下CHR)およ

USradialrotationを用いて検討した．

【結果】最終調査時(1年3か月～4年llか月）臨床

評価はpain・functionは全症例で調査時に満点で

あった．X線学的評価は約3カ月後には骨癒合が

得られ,CHRとradialrotationは術前と調査時を

比較してほぼ保たれていた合併症は，刺入した

K-wireによる伸筋腱の損傷を1例で認めた．

【考察】舟状骨摘出術および4cornerfUsionは，舟

状骨切除による舟状骨周囲の除痛効果があり，

carpalheightは温存され,偽関節の発生率が低く，

DISI変形の矯正が同時に可能，さらに可動域の

損失が少ないといった特徴を有しSLACwristに

対し，有効な手術法である．全症例で除痛が得ら

れ，さらに原職に復帰し，患者の満足度は高かっ

た．

3-8-EP28

SLACwristに対するfourcorner部分手関

節固定術の経験
ClinicalResultofFourCornerArthrodesisfOr

SLACWrist

'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佐倉整形外科病院，4公立

長生病院整形外科

○国司俊一1，斉藤忍2，徳永進3，

國吉一樹'，松戸隆司4

【目的】舟状骨偽関節や舟状月状解離の中には

SLACwristとなりADL制限を伴う症例が存在す

る.進行したSLACwristに対し月状骨・三角骨・

有頭骨・有鉤骨固定術（以下fOurcorner部分手

関節固定術）を施行したので報告する．

【方法】fburcorner部分手関節固定術を施行し1

年以上経過観察可能であった4例(1年11カ月～7

年,平均4年）を対象とした.男性2例女性2例,年

齢は50歳～65歳（平均59歳），原因は舟状骨偽関

節2例,舟状月状解離2例であった進行度はWatson

stage22例,stage32例であった3例に対してダブ

ルスレッドスクリューを，1例に対してキャニュレ

イテドキャンセラススクリューを用いて手術を施行

した.術後の瘻痛,就労状況,手関節可動域握力，

僥骨月状骨間の関節症性変化について検討した．

【結果】全例で骨癒合が得られた瘻痛は3例でな

<,1例で軽度の労作時が残存したが,全例原職に

復帰した.手関節可動域では背屈は術前平均45.

が術後平均33.,掌屈は術前平均32.が術後平均

30.となり，握力は術前平均23kgが術後平均31kg

と改善した関節症性変化が進行した症例はな

かった．

【考察】fburcorner部分手関節固定術は除痛効果

に優れ,また手関節の可動域もある程度確保され

るため術後のADL制限は少ないと報告されてい

る．自験例においてもほぼ同様の傾向が確認でき

たSLACwristに対する有用な手術であると考え

られた．
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3-8-EP29

示指指神経に対する触圧覚刺激の体性感

覚誘発脳磁界

SomatosensoryEvokedMagneticFieldsFollow-

ingTactile-pressureStimulationtotheDigital

Nerveoflndex

'新潟医療福祉大学医療技術学部，2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,

桐本光l,亀山茂樹2

【はじめに】手のリハビリテーション,知覚評価手

技の一つに,Semmes-Weinstein知覚テスターによ

る検査と二点識別検査(2PD)がある．しかし,こ

れらの触圧覚刺激が体性感覚野から関連領域に及

ぼす影響については明確でない.本研究では,触

圧覚刺激を行うことで体性感覚誘発脳磁界(SEF)

を計測解析し,触圧覚の入力過程について検討し

た．

【方法】対象は,健常男性10名とした.SEFの計測

には,306チャネル脳磁界計測装置を用いた.触圧

覚刺激は非磁性体触圧覚刺激装置（ピン径l.3mm,

突出量0.7mm)を利用し,1点,2点の刺激パターン

で刺激した.刺激持続時間は1秒とし,250回加算

平均した．

【結果】いずれの刺激パターンも,触圧覚刺激が与

えられた時と解除された時の60,150,300ms後に明

確な波形（第一,第二,第三成分）のピークが認め

られ,刺激パターン間でピーク潜時に有意な差は

なかった.2点刺激では,第二,第三成分の振幅値

は有意に大きかった(P<0.05).触覚刺激時にお

ける電流発生源においては,いずれもSEF波形の

第一成分は一次感覚野に,第二成分は一次または

二次感覚野に同定され,2点刺激では,6名の被験

者に,第二あるいは第三成分が頭頂葉の5野近辺

に同定された．

【考察】指神経の電気刺激では,第一成分の電流発

生源は一次感覚野であることが明白であるが,後

半の成分においては,その領域は明確でない.触

圧覚刺激を行った本研究では,2点刺激の第二成

分以降において二次感覚野で同定され,このこと

は,二次感覚野は触圧覚の上位レベルであること

を示していたまた，頭頂葉5野には手の操作

ニューロンが存在する.2点識別覚は，この領域に

関係する可能性があると考えられた

3-8-EP30

DisabilitiesoftheArm,Shoulderand

Hand(DASH日本手の外科学会版）の上

肢疾患における有用性の検討

AssessmentoftheUtilityoftheDASHinthe

UpperExtremityDisorders

'土谷総合病院整形外科リハビリ室，2土谷総合病

院整形外科，3広島市総合リハビリテーションセ

ンター，4広島大学医学部保健学科

○増原愛1,木森研治2,梶原了治2,

村上恒二3，砂川融4

【目的】DASHはすべての上肢疾患の治療効果の

判定に有用との報告が多い．しかし日常診療上，

治療前後の機能障害，自覚症状の変化とDASHの

改善が必ずしも相関しない症例に遭遇することが

ある．今回上肢の各種疾患におけるDASHの有

用性について再検討を試みた．

【対象】症例は手術を施行した各種の上記疾患患

者38例（男性ll例，女性27例),平均年齢53歳で，

対象疾患は手根管症候群(CTS),母指CM関節症，

TFCC損傷手指伸筋腱断裂を合併した手関節リ

ウマチ(RA),肘関節拘縮である．

【方法】各疾患について客観的評価（関節可動域，

筋力，知覚),DASHそれぞれについて術前後の

変化を統計学的に検討するとともに相互の関連性

について重回帰分析を行った．また自覚症状につ

いても術前後の変化について調査した．

【結果】CTSでは客観的評価,DASHともに術前

後で有意差があり，重回帰分析では両者に有意な

関連が認められた．母指CM関節症およびTFCC

損傷例では術前後の客観的評価に有意差はなかっ

たが，自覚的には瘻痛の改善が認められDASHも

術前後で有意差が認められたRAでは術前後の

客観的評価に有意差があり術後に手関節痛の消失

を自覚していたが，術前後のDASHに有意差はな

かった．肘関節拘縮例では術前後の客観的評価お

よびDASHに有意差があったが，重回帰分析では

両者に有意な関連は認められなかった

【考察】CTSや母指CM関節症,TFCC損傷では客

観的評価や自覚症状の改善がDASHの改善に影響

しており,DASHは有用と考えられる．しかし

RAや肘関節拘縮例では治療効果がDASHに直結

しておらず，その要因としてRAでは他の上肢関

節に障害を有する症例が多いこと，肘関節拘縮で

はDASHに肘関節のリーチ動作に関わる質問項目

が少ないことが挙げられる．
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3-8-EP31

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

-第3報中期成績について‐

TheHandTherapyPathofPostoperativeTreat-

mentfOrDistalRadiusFracture-ThirdReport

ofMiddleTermResults-

'名古屋液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

○桂理1，渡邉健太郎2

【目的】昨年本学会において僥骨遠位端骨折術後

ハンドセラピイパス（以下パス）の短期における

有効性について報告したしかしパスを用いて早

期にセラピィを開始することは術後矯正損失の可

能性が危倶され，また6週でセラピィを終了する

ことでその後の患者のリハビリに対する意欲低下

が可動域の維持に影響することも懸念される.今

回セラピィ終了後6ヶ月以上経過した症例の矯正

損失および可動域について追跡調査を行ったので

報告する．

【対象と方法】パスを適用した45例のうち術後6週

でセラピイを完全に終了した症例は18例であっ

たそのうち術後6ケ月以上経過し呼び出しに応

じた症例10例を対象とした.内訳は男性2例,女性

8例で平均年齢は55歳で,骨折型分類はAO分類で

C2が4例,C3が6例であった.調査時は術後平均9ヶ

月であった．レントゲンから矯正損失の評価とし

てradialinclination(以下RI),palmartilt(以下

PT),ulnarvariance(以下UV)の中央値を計測

し,術直後と術後6週時および調査時で比較した

また,術後6週時と調査時に手関節の可動域を対

健側比で比較した．

【結果】RIの平均値は術後,6週時,調査時とも23.

であった.PTは術後10｡,6週時および調査時は9°

であった.UVは術後6週時,調査時とも0rnmで

あった.RI,PT,UVいずれも有意差はみられな

かった．また手関節可動域の健側比は6週時92％

から調査時96％に改善していたが有意差はみられ

なかった．

【結論】僥骨遠位端関節内粉砕骨折の症例におい

て追跡調査を行ったが矯正損失はみられず良好な

整復位が維持されていた．また可動域においても

セラピイ終了時よりも改善傾向にあり良好な可動

域が維持されていた．

-S287-



3-9-EP1

手根管症候群手術例の滑膜におけるエス

トロゲンレセプターαの発現

EstrogenReceptorintheSynoviumofCarpal

TunnelSyndrome-PreliminaryStudy

倉敷成人病センター整形外科

○吉原由樹

【目的】手根管症候群(CTS)の発症に対する性

ホルモンの関与を考える基礎資料として,CTS手

術症例の屈筋腱滑膜におけるエストロゲンレセプ

ター(ER)の発現の有無を調べる．

【対象】当科において直視下手根管開放術を行っ

た12例15手．年齢は46歳から77歳で，男性3例女

性9例であった．屈筋腱滑膜をホルマリン固定後

パラフィン包埋し,5"mの薄切標本とし，ヒス

トファイン-ER(ニチレイ）を用いて免疫組織

学的染色を行った．

【結果】15手中12手の標本でER-α陽性であった．

男性3例のうち2例が陽性であった．しかし，陽性

コントロールとした乳癌組織では核が強く染色さ

れていたが,CTSの標本ではほとんどが滑膜細胞

の細胞質および血管周辺に染色がみられた．

【考察】CTSが女性に多く発症し，しかも出産前

後や閉経期に多くみられることから，その発症に

は女性ホルモンの関与が推定される．今回の結果

では,CTSの滑膜細胞にはER-aが高率に発現し

ていることが示された．同様の検討を行った

Toesca,A(Cg"Bio〃"〃"α"0""2008)らは

検討した20例全例に滑膜および横手根靱帯

(TCL)にER-aが発現しており，特にTCLで染

色性が強かったとしている．我々の術式ではTCL

を切除しないので,TCLの標本は得られていな

い．エストロゲンの靱帯組織に対する作用として

は,I型,III型コラーゲンの合成調節や線維芽細

胞増殖に関与することが知られている.CTS滑膜

のER-aは細胞質内に見られ，乳癌細胞における

核内レセプターと同様の働きを持っているのかは

明らかではないが滑膜組織の線維芽細胞増殖に関

与していることが予想される.CTS発症の性差の

メカニズム解明のために，今後，性ホルモンの血

中濃度や組織中のER-βやプロケステロンレセプ

ターの発現分布とも合わせて，さらなる検討が必

要である．

3-9-EP2

特発性手根管症候群に対する手根管開放

術における自覚症状の意義

TheSignificanceofaSubjectiveSymptomin

theCarpalTunnelReleasefOrldiopathicCarpal

TunnelSyndrome

'回生会大西病院整形外科，2函館協会病院

○中村智'，多田博2

【目的】手根管症候群の治療では自覚症状の改善

は重要である．しかし，手術治療の選択時に注目

すべき自覚症状は明かではない．手根管開放術を

選択した特発性手根管症候群の術前後の自覚症状

を自記式評価法(CTSI)で評価し，手術治療に

おける自覚症状の意義を検討した

【対象と方法】手掌内小切開による手根管開放術

と腱膜切除術を行った特発性手根管症候群31例

(平均62歳，発症から手術まで平均12か月）を対

象とした術直前及び6か月後にBoston-CTSIの

重症度スコア(SS):機能状態スコア(FS)を評

価を行い,さらに関連するSS項目を夜間痛，痛み，

しびれ，夜間しびれ，脱力，つまみ動作困難の6

項目に分けて検討した．また術後SSが11(正常群）

とSSが12以上（症状残存群）に分けて,発症年齢，

発症から手術までの期間と術前の自覚症状を比較

した．

【結果】SSは術前平均2.9が術後平均1.6に,FSは

術前平均2.6が，術後平均1.6に改善した術直前

のSSではしびれやつまみ動作困難の症状が強

かったSSの改善率(.SS)が最も大きい症状は，

しびれ，夜間しびれ及び痛みであった．症状残存

群(n=24)は正常群(n=7)に比べて手術時年

齢が高く，発症から手術までの時間が長かった

自覚症状ではしびれとつまみ動作困難が症状残存

群に強くみられた

【結論】術前症状ではしびれとつまみ動作困難が

強く，術前後での改善度ではしびれや痛みが大き

かった症状残存群では，正常群より高齢者で手

術までの時間が長い傾向があり，術前の自覚症状

としてしびれやつまみ動作困難が強かった．これ

らの自覚症状は，早期の手術治療を判断する材料

になり得る可能性性が示唆された．
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3-9-EP3

手根管症候群患者における超音波診断の

有用性と臨床所見の関連について

DiagnosticUtilityofUltrasonographyandCor-

relationbetweenSonographiclmagingand

ClinicalFinding

群馬大学大学院整形外科

○田鹿毅，小林勉，山本敦史，

金子哲也高岸憲二

【目的】我々は手根管症候群診断における超音波

の有用性を検討するとともにCTS患者超音波像と

臨床所見（神経伝導速度所見,QuickDASH機能

スコア）との相関を調査し報告する．

【対象と方法】コントロール群は男性3人5手（年

齢36歳から77歳平均50歳),女性8人15手年齢(24

歳から64歳平均35.8歳）を調査した.CTS群は男

性4人6手（年齢65歳から78歳平均70.8歳）女性7

人10手(年齢52歳から68歳平均59.3歳）を調査し

た超音波検査は(1)手関節豆状骨，舟状骨高

位（2）遠位僥尺関節高位にてエコー短軸像を検

査し正中神経断面積を測定したそれぞれ3回測

定し平均値を算出し，（1），（2）の面積差を両群

で統計学的に評価した．また（1）高位における

正中神経の扁平率（短軸長／長軸長）を算出し両

群間において統計学的に評価した.CTS群は神経

伝導速度を測定しSNAP潜時,CMAP潜時と正中

神経断面積差との相関をそれぞれ検討した.CTS

群にはQuickDASH日本語版にて問診を行い，

QuickDASH機能スコアと正中神経断面積差にお

いて相関を調査した．

【結果】コントロール群とCTS群における正中神

経断面積差はCTS群にて有意に大きかった(P

<0.0001)両群における正中神経扁平率では有意

差は認められなかった．CTS群における正中神経

断面積差とSNAP潜時については正の相関が得ら

れた(PO<0.05)CTS群における正中神経断面積

差とCNAP潜時,QuickDASH機能スコアについ

ては相関が認められなかった．

【考察と結論】超音波検査はCTS診断のスクリー

ニングに有用であると思われた超音波所見と

CTS運動障害ADL障害間に相関は認められな

かったが,CTS感覚障害に対して定性的評価の一

助になりうる可能性が示唆された．

3-9-EP4

手根管症候群に対する手根管内ステロイ

ド注射療法と手術療法における治療成績

の比較

ComparativeClinicalOutcomesofSteroidlnjec-

tionandSurgeryTreatmentfOrCarpalTunnel

Syndrome

'山形大学，2泉整形外科病院

○渡邉忠良l,高原政利2,佐竹寛史1,

荻野利彦！

【目的】手根管内ステロイド注射と手術の成績を

比較することを目的とした

【対象と方法】特発性手根管症候群の診断で,ステ

ロイド手根管内注射か手根管開放術が施行され，

治療開始前と最終調査時のDASHかCTSIが存在

する53例を対象とした.注射群は18例で,男性が1

例,女性は17例,年齢は45-68歳（平均56歳），注射

からの最終までの期間は平均16ヵ月であった.手

術群は35例で,男性が7例，女性は28例，年齢は

42-82歳（平均61歳),手術から最終までの期間は

平均23カ月であった調査項目は,1:治療開始前

の臨床所見,2：治療開始前後のDASHとCTS1,3:

調査時の満足度とした．

【結果】注射群と手術群における治療開始前の臨

床所見の陽性率は,Phalenテストはそれぞれ61%,

57％,手根管圧迫テストは39%,47%,Tinel徴候は

39％,57％,母指球の萎縮は50％,75％,短母指外

転筋力の低下は63%,87%,perfectO徴候は61%,

71%,潜時は平均5.3msec,7.3msecであった.治療

開始前と調査時のDASHの変化は,注射群は6-43

(平均22）が0-41（平均19),手術群は0-57(平均

18)が0-42(平均11)であった.CTSIも，注射群

は1.6-3.9（平均2.2）が1.0-3.8（平均2.0），手術群

は1.340（平均26）が1-2.5(平均1.3)であった．

満足度は,注射群5例（28％），手術群32例（91％）

であった．

【結論】手術群は,注射群よりも症状の重い症状の

症例を対象として行われていたが,最終的な

DASH,CTSIのスコアや満足度は注射群よりも良

好であった．
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3-9-EP5

Securityシステムを使用した手根管症候
群の治療成績

TreatmentofOpenCarpalTunnelReleasewith

SecuritySystem

'藤沢市民病院整形外科，2横浜市立大学整形外科

○堀武生1,本田淳l,竹元暁1,

三橋成行'，齋藤知行2

【目的】手根管症候群に対してわれわれは

Securityシステム(BIOMET社）を使用し小皮

切による手根管開放術を施行している．その治療

成績について報告する．

【対象と方法】2007年から2008年に当科にて手根

管症候群として手術を行ったもののうち，

Biomet社製Securityシステムを使用し小皮切に

よる手根管開放術を施行した17例20手を対象とし

た手術は安静，ステロイドの手根管内注入など

の保存療法が無効であった場合を適応とした．男

性2手，女性18手であった．平均年齢(42-85)才

は術後経過観察期間は12(8-26)ヵ月であった

浜田の分類ではgradelが7例7手,grade2が10例

13手であった．調査項目は浜田の評価法,VAS,

合併症を調査した．手術は局所麻酔で行った．

Cardinallineと環指の僥側の延長線との交点より

近位にl.5cmの縦皮切をおいた．横手根靭帯の遠

位部を確認し，その上下を剥離して，尺側を

securityクリップで挟みこみブレードにて近位に

向かい切開した．

【結果】全例において激しい瘻痛，しびれは術後

早期に改善した．浜田の評価法でgoodが15手，

Fair5手であったVASは術前82点から術後5点

と改善した.pillarpainはみられなかった．また，

神経損傷，血管損傷などの合併症はみられなかっ

た．

【考察】本法では正中神経を直視下で横手根靭帯

の切離が可能であり，また,securityクリップを

使用することで横手根靭帯を挟み込むので周囲組

織への侵襲が少なく,pillarpainがおこりにく<,

有用な治療と考えられた

【結語】Securityシステム(BIOMET社）を使用

し小皮切による手根管開放術を17例20手施行し

た．全例で合併症もなく臨床症状も改善した．

3-9-EP6

鏡視下手根管開放術の術後再発例につい

ての検討

RecurrentCarpalTunnelSyndromeofReceived

CarpalTunnelRelease

聖マリアンナ医科大学整形外科学教室

○新井猛，清水弘之，笹益雄，

倉持大輔，別府諸兄

【目的】過去11年間に施行した鏡視下手根管開放

術後に，再発を来した症例について検討した．

【対象および方法】1998年11月より2009年7月まで

に当院および関連施設で施行したChow法に準じ

た2-portal法の鏡視下手根管開放術症例は537例

641手であった．これらの症例中,再発を来した症

例について検討した．

【結果】再発を来した症例は537例641手中,男性9

例10手,女性9例10手の18例20手で,再発率は3.1%

であった．手根管症候群の原因別では特発性がな

く，全例血液透析例であった．再手術時の平均年

齢は58歳で,再手術時の血液透析期間は平均で21

年3カ月であった．初回手術から再手術に至るま

での期間は平均5年4カ月であった20手中12手が

シャント側での再発であった．再手術方法は20

手中ll手に再度鏡視下手根管開放術を施行した

1例を除いて術前の瘻痛は改善したが全例知覚

障害の改善は不良であった．成績不良例は透析歴

が30年以上の症例であった．18例中5例に再手術

前に超音波検査を施行した．長軸像では正中神経

の描出が不良で,短軸像で正中神経は横径増大に

より扁平化残存する傾向があった

【考察および結論】手根管症候群症例で再発する

のは，20年以上の長期血液透析例であった.11例

の術中鏡視所見では再生した屈筋支帯と思われる

組織が確認された切離操作では初回手術時に比

較し抵抗が少なかった．再手術例でも鏡視下手根

管開放術は瘤痛の改善には有用であった．
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3-9-EP7

手根管症候群質問票(CTSI)による手根

管開放術の評価

TheEvaluationofCarpalTunnelReleasewith

CarpalTunnelSyndromelnstrument

'仁和会神野病院整形外科，2川崎医科大学リハビ

リテーション科，3三木リハビリテーション病院

リハビリテーション科

○日高康博'’三輪啓之'，神野泰1，

青柳陽一郎2，田中芳幸3

【目的】手根管症候群質問票(CTSI)により手根

管開放術の評価を行い，浜田分類および従来の評

価法との比較を行った

【対象と方法】手掌内小皮切で手根管開放術を行っ

た手根管症候群32例37手について術前，および術

後の症状を日手会版CTSI(重症度分類SS)にて

評価した．症例は男性3例，女性29例で，平均年

齢62歳（43～83歳）であった．平均罹病期間29ケ

月，術後平均経過観察期間は36ヶ月であった．浜

田分類により3群に分け,SSの推移を比較した．

また，同時にSemmes-Weinstein(SW)テストと

運動神経終末潜時(MDTL),感覚神経終末潜時

(SDTL)の術前後の推移についても検討した．

【結果】浜田分類病期l;15手，病期2;14手，病

期3；8手であった平均罹病期間は，病期l;

16ケ月，病期2;28ケ月，病期3;54ケ月であった．

術前のCTSI重症度スコア(SS)は全体平均32.2(病

期l;32.9,病期2;31.2,病期3;32.6)であり，

各病期間に差はなかった術後の全体平均は13.6

(病期l;12.2,病期2;13.0,病期3;17.3)であり，

病期3は回復が劣る傾向があった.SWテストの

防御用知覚の減弱，消失例は術前は病期l;9/15,

病期2;12/14,病期3;6/8であり，術後は病期1；

1/15,病期2;2/14,病期3;0/8であった．

MDTLは術前平均7.0ms(導出不能4手）が術後

5.0ms(同1手）に改善していたが，病期間に差を

認めなかった.SDTL導出不能手は術前には病期

l;4/15,病期2;11/14,病期3;6/8であり，術

後は病期l;0/15,病期2;5/14,病期3;3/8に改

善した

【考察】CTSI(重症度分類SS)は，術前病期分類

間では差がなかった．病期や機能を反映するため

でなく，自覚的重症度評価と治療効果判定に有用

と思われた．病期が進むにつれSWテスト，

STDLは悪化する傾向があったが，病期3でも，

今回の検討では術後に比較的よく回復していた

3-9-EP8

手根管症候群におけるピンチカの経時的

変化の検討

SequentialEvaluationofPinchStrengthwith

CarpalTunnelSyndrome

駿河台日本大学病院整形外科

○山口太平，長尾聡哉，長尾

豊泉泰洋，長岡正宏

声
‘｡､，

【目的】手根管症候群（以下CTS)の重症度や治

療効果を評価する場合，自覚症状や局所所見など

の主観的な評価を用いることが多い．他覚所見で

の定量的な指標として神経伝導速度があるが，運

動機能を客観的に評価する指標について詳しく検

討された報告は決して多くない.今回われわれは，

CTSの運動機能指標として術前後のピンチカを経

時的に計測し検討したので報告する．

【対象と方法】当科で手根管開放術を行ったCTS

症例のうち,keypinch･pulppinchを経時的に測

定し得た54例75手を対象とした各パラメータに

ついて，術前術後12週，術後24週の比較検討を

行った．なお,pinchmeterはST-1023(オージー

技研製）を使用した．症例の内訳は，男性13例，

女性41例，罹患側は右28例，左5例，両側21例

平均年齢は61歳(38～79歳）であり，術式は鏡視

下手根管開放術70手，従来法による手根管開放術

5手であった．

【結果】keypinchの平均値は術前3.83kg,術後

12週4.75kg,術後24週5.28kgであり,pulp

pinchは術前2.74kg,術後12週3.24kg,術後24

週3.61kgであった．術後12週と術後24週のkey

pinch･pulppinchは，それぞれ術前と比較して

有意に改善していた(p<0.01).また，術後24週

のkeypinch･pulppinchはそれぞれ術後12週と比

較して有意に改善していたことから，今後さらに

長期にわたる検討の必要性が示唆された．

【まとめ】CTSの運動機能指標として術前後の

pinch力を経時的に計測し検討した．ピンチカは

pinchmeterを用いて簡単かつ定量的に測定でき，

運動機能を客観的に評価できた.keypmch･

pulppinchは術前と比較してそれぞれ術後有意に

改善していたことから，客観的な運動機能回復の

経時的な指標として有用であると思われた．
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3-9-EP9

手根管症候群における各種検査値と

QuickDASHスコアの関係

TheRelationshipbetweenEvaluationofMedian

NerveFunctionandQuickDASHScore

'香川大学医学部整形外科，2香川大学リハビリ

テーション部

○加地良雄l,今泉泰彦l,中村修l,

山本哲司'，久保潤一郎2

【目的】手根管症候群においてDASHスコアと握

力，神経伝導速度との関係を検討した報告は散見

されるが，詳細な知覚評価を含めた検査との関係

を評価した報告は少ない．今回我々は詳細な知覚

評価を含めた検査項目とQuickDASH(QD)との

関係を評価し，手根管症候群におけるQDの意義

を検討した．

【方法】平成18年10月以降に手根管症候群と診断

された症例のうちQDスコア評価および知覚評

価，電気生理学的検査を行えた41例（男17例，女

24例）を対象としたこれらの症例に対し，運動

神経遠位潜時(MDL),感覚神経遠位潜時(SDL),

手根管部での感覚神経伝導速度(SCV),S-Wテ

スト，、およびs-2PD,振動覚閾値(Vib),QD

スコア（機能障害/症状スコア）を測定した．評

価はQDが20未満の軽症,40未満の中等症,40以

上の重症に分け，各群における各種検査値の平均

値を評価した．また，手術を行った症例において

各検査値の術前後の変化に関しても検討を加え

た．

【結果】軽症，中等症，重症群のMDLはそれぞ

れ平均で6.4,7.1,6.6ms,SDLは5.1,4.1,4.0ms,

SCVは37.3,37.9,40.2m/s,S-Wは3.2,3.6,3.7,

m-2PDは4.4,5.0,6.6mm,s-2PDは4.7,6.6,5.8mm,

Vibは32.4,39.4,44.3Gであり,S-W,m-2PD,

VibのみQDの重症度と連動する傾向を認めたが，

他の検査値とQDの重症度は連動していなかっ

た．一方，手術症例において術後のQDは3例を除

き他の検査項目と同様に術前よりも改善してい

た．

【考察】術前検査でQDと連動していない検査項

目が多く,QDと正中神経機能を単純に結びつけ

ることは難しいと考えられた．一方，手術症例で

は術前に比べ術後のQDは他の検査項目と同様に

回復しており，個々の症例の術後改善度評価とし

てQDを用いることには意義があると考えられ

た．

3-9-EP10

肘部管症候群におけるdoublecrush

syndromeの電気生理的検討
TheElectrophysiologicalDiagnosisofDouble

CrushSyndromeintheCubitalTunnelSyn-

drome

1市立川西病院整形外科，2四条畷学園，3市立豊中

病院整形外科

○澁谷亮-1,河井秀夫2,山本浩司3

【目的】肘部管症候群症例で中枢から末梢神経の

運道路の伝導時間を計測しdoublecrush

hypothesis(以下DCH)を定量的に評価検討した．

【対象】肘部管症候群と診断された27名，32手（5

名は両側,）にて測定した健側22手を症状なし

群とした．

【方法】短小指外転筋(ADB)に電極を貼付した

l)肘部の近位側と遠位側から尺骨神経を経皮的

に通電刺激し運動神経伝導速度(MCV)を測定

した2）関電極の7cm近位にて尺骨神経を電気刺

激してM波とF波とを導出頭蓋と頚椎部を磁気

刺激しMEPを導出した.3)これらの潜時から中

枢運動伝導時間(CMCT),前角細胞からrootの

出口までの伝導時間(CRL),rootの出口から手

関節部までの伝導時間(PL)及び終末潜時(MDL)

の各伝導時間とM波のAmplitudeを測定した

【結果】肘部管症候群32手のMCVは34.8士9.1m/s,

CMCTは7.2士l.6ms,CRLは1.6士0.8ms,PLは

ll.2士l.0ms,MDLは3.1士0.4ms.MCVはCRLと

有意な(r=-0.42,p<0.05)),PLとも有意な(r=-0.38,

p<0.05)相関関係を示した症状なし群のCRL

はl.11士0.55msであったため，肘部管症候群32手

のうちCRLがl.66msより延長していた13手を延長

群,CRLがl.66ms以下の19手を非延長群すると，

どちらの群もMCVとAmplitudeは相関し（延長

群:r=0.71,p<0.005,非延長群:r=0.58,p<0.01)

両群の差はなかった．

【考察】一カ所での損傷の程度は同一線維上の他

の箇所の機能に影響する．また複数箇所の伝導障

害の程度は互いに良く相関する．また障害箇所が

複数になっても筋活動電位の低下は過大にならず

各々の障害箇所での伝導障害の程度と相関するこ

とが示唆されたと考えた．
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3-9-EP11

肘部管症候群に対する尺骨神経皮下前方

移動術の治療成績

AnteriorTransferofUlnarNervefOrCubital

TunnelSyndrome

厚生連吉田総合病院整形外科

○杉田直樹，定地茂雄，竹本正瑞，

本山満，古田太輔

【目的】肘部管症候群は進行性の疾患であり，そ

の多くは保存的治療に抵抗し一般的に早期手術が

推奨されている．手術的治療には様々な術式が存

在するが，我々は原則として尺骨神経皮下前方移

動術を行っている.今回その治療成績を検討した

ので報告する．

【対象および方法】対象は1998年4月以降に手術を

施行した42例44肘で,男性29例，女性13例,手術時

平均年齢は69歳(51～88歳),65歳以上31肘,65歳

未満13肘であった.術前平均罹病期間は28ヶ月

(1ケ月～20年），術後平均経過観察期間は3年5ケ

月（8ヶ月～10年7ヶ月）であった.術前病期は赤

堀の分類で2期4肘,3期11肘,4期9肘,5期20肘,65

歳以上では2期2肘,3期7肘,4期6肘,5期16肘,65歳

未満では2期2肘,3期4肘,4期3肘,5期4肘であった

合併手術として関節形成術6肘,示指外転再建術5

肘を行った.術後成績は赤堀の予後評価基準を用

いて検討した．

【結果】全体の術後評価は優16肘,良12肘,可13肘，

不可3肘であった.握力（健側比）は術前平均

787％から術後平均88.5％に，ピンチカは63.8％か

ら80.2％に改善していた.病期別で見ると2期では

全例が良以上であったが,4.5期では14/29肘

(49％）であった.年齢別でみると65歳以上では

17/31肘(55%),65歳未満ではll/13肘(85%)

が良以上であった.成績不良例（可・不可）をみ

ると病期別では15/17肘（88％）が4.5期,年齢別

では14/16肘(75%)が65歳以上であった.病期進

行例（4.5期）の22/29肘（76％）は65歳以上であっ

た．

【考察】術前病期の進行した症例であっても約半

数は症状の改善がみられていた高齢者（65歳以

上）では病期が進行しているものが多く，若年例

に比べ成績不良となる傾向が強いため,早期に手

術を行うことが望ましいと考えられた

3-9-EP12

肘部管症候群に対する手術治療の成績

OperativeReSultsofCubitalTunnelSyndrome

'山梨大学医学部整形外科，2みつわ台総合病院整

形外科

○佐藤信隆l,佐藤栄-1,穴山聡1,

有薗行朋2，波呂浩孝】

【目的】肘部管症候群の手術治療として,現在,様々

な手技で手術が行われている．当科では2003年か

ら肘部管症候群の手術療法は，皮下前方移行術を

第1選択としているので，その治療成績を報告す

る．

【方法】対象は1年以上経過観察し得た65例71肘，

男性42例46肘,女性23例25肘,年齢は23～84歳（平

均524歳)，術後平均観察期間は13.2ヶ月．原因は

変形性関節症：32肘，脱臼・亜脱臼:14肘，外反

肘変形：8肘，内反肘変形：2肘，その他：6肘，

不明がll肘である.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

の絞拒を解除，伴奏血管を温存した状態で剥離し

て皮下前方移行した術前評価は赤堀の病期分類

を，術後成績は赤堀の予後評価基準を用いた．術

前病期I:3肘,II:14肘,III:22肘,IV:25肘，

V:7肘であった．

【結果】術後評価では全体では，優33肘，良24肘，

可10肘，不可4肘であった優良が80%を占め良

好であったそれに対して不可は外反肘変形：2

例，変形性関節症:2例でいずれも高齢者であった．

そのうちの1例は術後感染を合併していた．

【考察】肘部管症候群に対する様々な手術方法で

良好な成績が報告されている．当科では2003年以

降一貫して皮下前方移行術を行っており，良好な

成績が得られた.つまり皮下前方移行術が様々な

病態に対応できることが考えられたしかし，伴

奏血管を残すことに関しての是非は定かでなかっ

たまた，従来の報告と同様に成績不良例は手術

時の年齢が高齢者であることと術前の病期が進行

していたことが挙げられた．
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3-9-EP13

切断指再接着術後の管理方法（フィッシュ

マウス併用と抗凝固療法中のACT測定に

ついて）

ManagementafterReplantationofAmputated

Finger

清恵会大阪外傷マイクロサージャリーセンター

○佐々木康介，五谷寛之，寺浦英俊，

坂中秀樹，山野 慶 樹

【目的】切断指再接着術後の管理方法について，

我々 は，活性化凝固時間(activatedcoagulation

dme:以下ACT)を測定し，抗凝固療法の調節

を行い，また，静脈吻合が不可能な指尖部切断に

は,フィッシュマウスを用いた鴻血を行っている．

それらの管理方法と結果について報告する．

【対象と方法】フィッシュマウス併用例は，33例

38指（男27例・女6例)，年齢は19～65歳（平均43

歳)．動脈再建後指尖部にメスで幅数ミリの

フィッシュマウスを作成．3～6時間毎に潟血を障

害する凝血塊を取り除き，ヘパリンを滴下した

また,術後にヘパリンを持続投与し，安定した投

与量が得られた時期にACTを測定した.17例(男

14例・女3例)，年齢23～70歳（平均41歳）の測定

値をretrospectiveに集計した．

【結果】フイツシユマウスの潟血可能期間は2～13

日．完全生着例は平均8.3日，部分生着例は平均6.1

日，壊死例は平均4.0日で，早期の潟血不可能例

に壊死する傾向が強かったACTの平均値は,症

例数が少なく,biasも否定できないが，ヘパリン

投与前107.0秒(2例),ヘパリン5000単位／日投

与群114秒(1例),10000単位／日群135.0秒(12例),

15000単位／日群121.8秒(5例),20000単位／日

群132.2秒(6例),25000単位／日群128.5秒(2例）

であった．ヘパリン増量にて，5例にACT延長，

2例にACT短縮を認めた．

【考察】フィッシュマウスは厳密な管理を要する

が，静脈吻合が不可能な症例の諺血予防に有用で

ある．調査を続けることで，生着の目安となる潟

血可能期間が推測される可能性もある．また，断

端組織の損傷程度に依存するためか,ACTは個

体差が大きく，潟血可能期間との間に明らかな相

関関係は認められなかった．ただし，今後も

ACT測定を適宜行うことで最適に調節された抗

凝固療法を各症例に行える可能性がある．

3-9-EP14

非接触型皮層温計（サーモフォーカスプ

ロ）を用いた切断指再接着後の経時的皮

盧温計測

TimeCourseofSkinTemperaturewith

AmputatedFingerUsingUn-ContactThennometer

(ThennobcusPro)

岩手医科大学医学部形成外科

○樋口浩文，安岡智之，柏谷 元

【はじめに】切断指再接着後の血流評価は，従来

より皮層色,pinprickによる出血の色調パルス

オキシメーターによる酸素飽和度，あるいは皮層

温変化などが報告されている．われわれは，再接

着後の切断指の皮膚温変化に着目し，非接触型体

温計（サーモフォーカスプロ･テクニメッド社製）

を用いた術後の血流評価を行った．この方法は，

簡便で，非侵襲的であり術後の経過が客観的に評

価する事が可能で，有用な方法と考えられたため

症例を供覧して報告する．

【方法・結果】切断指再接着を行なった3例に対し

て，皮唐温の変化を観察した3例とも術直後は

29℃（健側33℃）と低値であったが，2例では術

後2時間で31℃に回復し，皮層色は術後ややうっ

血色を呈したものの，術後6時間で正常皮膚色と

なり，再接着指は生着した.l例において29℃と

低値のまま推移した例においては，うっ血が進行

したため再手術を行ない，静脈再吻合とBrent法

に準じた救済を施行し最終的には生着した

【考察】再接着術後の血流不全に対しては，早急

な対応が必要となる．切断指の再接着術後の血流

のモニターとしては，皮膚色，出血色，皮唐温，

酸素飽和度などが用いられている．われわれは

pinprickによる出血色を血流の評価として用いて

きたが，最近では皮唐温の変化に着目し，術後の

経過観察を行なっている．従来は皮膚温の計測に

皮膚接触性のボタン型体温計を用いる報告が見ら

れるが，熱型赤外線センサーにより皮膚温を計測

するサーモフオーカスプロを用いる事で，客観的

に術後の経過を観察する事が可能であったこの

方法は，簡便であり非侵襲的であるため，切断指

の組織を損傷する事なく頻回の検査が可能であ

る．再手術を決定する上では出血の色調等を総合

的に判断する事が必要となるが，術後の経過観察

において有用な方法と考えられた．
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3-9-EP15

Perforatorを用いた異所移植による切断指

救済法

EctopiclmplantationforAmputatedFinger

withUsingPerfOrator

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，

飯田拓 也三原誠

【はじめに】四肢において近位が高度挫滅をきた

した切断手などの場合，一時的に異所に移植する

方法を1984年Godinaによって報告されて以来，さ

まざまな応用がなされている．今回われわれは

PIP遠位の切断指に対して穿通枝に一時的異所移

植をおこないいままでは救済し得なかった指を二

期的に再接着できたので報告する．

【方法・結果】症例131歳男性印刷機のローラー

に巻き込まれ右手受傷示指はMPよりデグロー

ビングとなっており，近位も高度挫滅状態であっ

た.MPより末梢の皮層組織および指を救済する

目的でDIEPに切断指を異所移植した．術後一ヶ

月，手に再移植を行なったが術後2日目で指尖部

の壊死をきたしたため，後日hemipulp移植を追

加した．症例237歳男性肉のミンチ機に右手を

挟まれ受傷．全指挫滅していたが小指のみPIPk

り末梢が残存．救済するためSCIPに血管吻合し

異所移植を行なった．3ヵ月後，小指とSCIP皮弁

および血管つき神経を同時挙上し，血管つき示指

中節骨移植も同時におこなったさらに栂指に対

しては母趾のwraparound移植を行なった．術

後経過良好である．

【考察】異所移植は即時再接着が行なえない場合

に有用な方法であるが，使用する血管が問題とな

る.僥骨動脈足背動脈胸背動脈などの報告がある．

これにたいして穿通枝は非常に良好な血流を非常

に細い血管ながら有する有用な栄養血管である．

また近年では穿通枝皮弁の発展は目覚し<自由自

在に使用できるようになってきており，これらを

組み合わせることにより今まで救済し得なかった

切断指を欠損組織を補填する皮弁と同時挙上でき

るこの異所移植方法は今後さまざま応用が可能に

なると考えられる.文献的考察を加えて報告する．

3-9-EP16

皮下ポケット法を用いた切断指症例の検

討

ReplantationofAmputatedFingersUsingSub-

cutaneousPockets

'浜松赤十字病院整形外科，2浜松医大整形外科

○荻原弘晃'，牧野絵巳'，澤田智－2

【目的】指尖部切断の治療として，血管吻合せず

に縫合した指の表皮を除去して皮下に埋め込む，

皮下ポケット法が報告されている．今回我々は，

挫滅やデグロービングなどで軟部組織の状態が悪

<compositegraftで生着が期待できない症例，血

管吻合できても生着困難と思われた症例も含め，

中節部および基節部切断例まで適応を拡大し，皮

下ポケット法にて治療を行った．本法の利点と適

応につき報告する．

【対象と方法】指完全切断7症例に対して本法を用

いて治療した．平均年齢は28.0歳，男性6例，女

性l例で，切断部位は末節部4例，中節部1例，基

節部2例であった．血管吻合を3例に行った．切断

指の表皮を除去して皮下に埋没した埋没部位は

胸部が6例，手掌が1例であった．埋没期間は平均

17.9日であった．

【結果】7例中6例で生着した．生着しなかった1例

は基節部の切断であったが，中節部までの指の長

さが得られた．皮層の上皮化までの期間は，皮下

より抜去後平均49.3日であった生着した7例中3

例は偽関節となり，3例で指の萎縮がみられた．

【考察】皮下ポケットに切断指を埋没する方法は，

1979年にBrentに報告された指尖部切断例に対

して血行吻合せず皮下に埋没し，良好な生着率を

報告している．以後再接着後の血行不全例に対

する救済方法としても適用されているが，指尖部

に限られる．我々の症例では近位切断例でも適用

し，血管吻合後の環流不全例や，中節部，基節部

の切断例でも有効性を認めた欠点としては，指

尖部の萎縮や偽関節などが生じやすいこと，埋没

期間も長く上皮化の期間も含め長期間の治療とな

ることがあげられる．

【結語】本法は指尖部切断症例に加え，血管吻合

後の血行不良例や挫滅の強い症例，近位部での切

断例でも有用であった．
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3-9-EP17

前腕悪性軟部腫瘍切除後の遊離前外側大

腿皮弁による再建

ReconstructionofForearmbyUsingtheFree

AnterolateralThighFlapafterResectionofSoft-

TissueSarcoma

'癌研有明病院形成外科，2癌研有明病院整形外科

○今井智浩1,澤泉雅之1,矢島和宜l,

前田拓摩'，松本誠一'’2

【目的】前腕の悪性軟部腫瘍の広範切除後に大き

な欠損が生じると，有茎皮弁での修復は難しいた

め，われわれは遊離前外側大腿皮弁を用いて欠損

の被覆を行っている．また，筋・腱神経の切除

が余儀なくされる場合には，手指の機能的再建の

ため，残存筋群を力源とした腱移行や神経移植を

可能な限り一期的に行っている．症例を供覧し，

本法の有用性ならびに問題点につき報告する．

【対象・方法】2006年以降，7例で前腕悪性軟部腫

瘍の広範切除が行われ，内訳は男性2例，女性5例，

手術時年齢23～72歳であった．欠損の大きさは5

×7～11×17cmであり，腱移行を行った症例が3

例，神経移植を行った症例が2例であった．前外

側大腿皮弁は切除範囲をトレースして執刀前にデ

ザインしておき切除と同時に採取開始とした．血

管茎は可能な限り穿通枝分岐部や外側大腿回旋動

脈下行枝起始部を利用してT-portionで採取し，

僥骨・尺骨動脈に，もしくはこれらが切除されて

いる場合はその欠損部にinterposeして，可能な

限りflowthrough型の血管吻合を行うようにし

た．

【結果】全例皮弁は生着したが，1例で皮弁遠位部

の小壊死をきたした．術後患肢機能評価をし得た

症例では,ISOLS評価法で平均86%であり，複数

の腱移行を要した，神経・多数筋切除の症例の影

響が見られた

【考察】広範切除後の前腕再建では，欠損部の被

覆に，薄くしなやかな，また血行再建が可能な

flow-throughg型の血管茎を持つ皮弁が求められ

る．さらに腱移行や神経移植などの機能的再建を

要する場合が多く，長時間手術を避けるためにも

皮弁採取は切除との同時進行が望ましい．肩甲皮

弁なども候補となるが，遊離前外側大腿皮弁では

完全仰臥位での同時手術が可能であり，チーム作

業が互いの干渉なく容易に進行できる．

3-9-EP18

腕神経叢損傷における肘屈曲機能再建術

の検討

FlexorPlastiesofElbowafterBrachialPlexus

Injury

'フレッククリニック高知手の外科研究所，2高知

大学医学部整形外科

○野口政隆1，貞廣哲郎1,北岡謙-1,

谷脇祥通2，中島紀綱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23例，女性2例で，受

傷時年令は16-68（平均27）歳であった．麻痒型

は全型12例，上位型13例であった．再建方法は肋

間神経移行術が12例,Oberlin法が5例，筋移行術

が6例(Stemdler:4例，広背筋:1例，大胸筋:1

例）であり，93年以降は,全型節前損傷新鮮例や，

肋間神経移行，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5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,Oberlin法では2.6ヵ月，筋移行術では平

均21ヵ月，筋肉移植術では平均29ヵ月であった．

【結果】肋間神経移行術では術後平均50カ月の時

点で，肘屈曲力はMMT4:3例,3:2例,2:6例，

1:1例であった.Oberlin法では術後平均32カ月

の時点でMMT5:1例,4:2例,3:1例,2:1例

であり,MMT3以下の2例は50歳以上の症例で

あった．筋移行術では術後平均39ヵ月の時点で

MMT5:1例（広背筋移行),MMT3:4例

(Stemdler),MMT1:1例（大胸筋）であった．

筋肉移植術では術後平均50カ月の時点で，土井の

評価によるM5:3例M4:3例,M1:1例（受傷

時48歳，術後14カ月）であった．

【考察及び結論】肋間神経移行術の成績は不安定

であった．若年者に対する筋肉移植術の成績は安

定して良好であり，肘屈曲機能再建のsalvage手

術としても信頼できる方法であった.Oberlin法

は簡便で良好な成績が期待でき，若年者の上位型

麻痒に対して第一選択に考えられるが，中高年者

への適応は検討の余地がある．Stemdler法では強

い肘屈曲力は得られなかったが,Oberlm法の成

績不良例の再建には価値がある．
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3-9.EP19

注入型骨移植

InjectableBone

'奈良県立医科大学医学部健康政策医学，2奈良県

立医科大学医学部整形外科，3奈良県立医科大学

医学部救急医学，4国保中央病院整形外科

○赤羽学l,清水隆昌1,片山健2,

小野浩史3，今村知明！

【目的】我々は，骨髄細胞をシート状に培養し移

植するラットのモデルを報告してきた昨年，骨

芽細胞シートの皮下注入で，異所性に骨形成が得

られることを報告した今回，殺細胞処理した壊

死骨にシートを注入し，新生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

用いて,10cm培養皿でデキサメサゾン，アスコ

ルビン酸添加培地で骨芽細胞シートを作製した．

まず，細胞シート注入移植による骨形成が細胞

シートによるものであることを明確にするため，

HAを皮下移植しこの周囲に16G針を用いて細胞

シート注入を行い新生骨形成がおこるかを,HA

移植のみの群と比較して評価した．次に,ドナー

ラットから摘出した大腿骨に放射線照射を行い殺

細胞処理し，レシピエントラットの背部皮下に移

植した(本実験ではこれを壊死骨とした)．1週後，

細胞シートを注入移植した群をシート群，トリプ

シン処理して作製した細胞浮遊液を注入した群を

対照群とした．新生骨形成の評価は4週で摘出し

たサンプルを用いて組織学的に行い，注入移植は

全てscafoldfreeで行った．

【結果】HAのみを皮下に移植した群では，骨形

成が見られなかったが，細胞シートを注入した

HAには骨形成が認められた．壊死骨に対する

シート注入群では，新生骨形成が認められたが，

対照群では見られなかった．

【考察】今回，骨芽細胞シートを移植することで

壊死骨内に骨形成が得られたことから，骨芽細胞

シート注入による壊死骨再生の可能性が示唆され

た．キーンベック病等の手の外科領域の骨壊死に

対しても応用ができるのではないかと考えられ

る．

【結語】骨髄間葉系幹細胞をシート状に培養した

骨芽細胞シートを注入移植することで，壊死骨に

対して骨形成能を付与することが可能であった．

3-9-EP20

PIP関節鏡視のための解剖学的検討一伸筋

腱側索と側副靱帯の関係

AnatomicalBasisfOrArthroscopyoftheProxi-

mallnterphalangealJoint-theRelationship

betweentheLateralBandoftheExtensorand

ColateralLigament

名古屋市立大学大学院医学研究科整形外科

○岡本秀貴，関谷勇人，大塚隆信

【目的】関節リウマチ滑膜切除に代表されるPIP

関節の関節鏡手術は伸筋腱側索と側副靱帯の間に

portalを作成することで安全に良好な視野を確保

することができる．しかし，伸筋腱側索と側副靱

帯の解剖学的関係についての詳細な報告はない．

今回,PIP関節鏡視のための解剖学的検討を行っ

たので報告する．

【方法】ホルマリン固定されたcadaverの右示指か

ら小指10指ずつを用いた年齢は49～93歳（平均

74歳)．各指とも僥側，尺側についてPIP関節掌

側皮線から関節裂隙までの距離PIP関節掌側皮

線および関節裂隙レベルにおける指背側から伸筋

腱側索掌側縁までの距離，指背側から側副靱帯背

側縁までの距離について検討を行った．

【結果】PIP関節裂隙はPIP関節掌側皮線よりも遠

位に存在した（示指3.2mm,中指2.5mm,環指

l.8mm,小指2.4mm).PIP関節掌側皮線レベルで

は伸筋腱側索と側副靱帯は一部重なるように存在

しているが，関節裂隙レベルでは示指（僥側：

1.1mm,尺側:0.7mm),中指（僥側:0.8mm,

尺側:0.6mm),環指（僥側:0.8mm,尺側:0.6mm),

小指（僥側:0.7mm,尺側:0.6mm)と間隙を認

めた．関節裂隙における指背側から伸筋腱側索掌

側縁までの距離は示指（僥側:6.5mm,尺側：

5.5mm),中指（僥側:5.9mm,尺側:5.5mm),

環指（僥側:5.9mm,尺側:5.8mm),小指（僥側：

5.0mm,尺側:5.8mm)であった

【考察および結語】PIP関節の関節鏡手術の際に

伸筋腱側索や側副靱帯を損傷すると可動制限や関

節拘縮が生じることもある．関節裂隙レベルでは

伸筋腱側索と側副靱帯との間隙が存在することが

確認され,PIP関節のランドマークとしての掌側

皮線から関節裂隙までの距離および関節裂隙にお

ける指背側から伸筋腱側索掌側縁までの距離が明

らかになったことでより安全な関節鏡視が可能と

なることが示唆された．
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3-9-EP21

生体吸収性scaffoldを用いた骨軟骨修復に

おけるvascularendotherialgrowthfactor
(VEGF)の局在の検討
LocalizationofVascularEndotherialGrowth

Factor(VEGF)fOrOsteochondralRegeneration

UsingBioabsorbableSyntheticPolymerScafold

'神戸大学大学院医学研究科整形外科，2兵庫医科

大学医学部整形外科，3甲南病院整形外科

○坂田亮介'，藤岡宏幸2，牧野健'，

豊川成和3，黒坂昌弘」

【目的】関節軟骨修復過程において，血管新生の

コントロールは非常に重要であり,vascular

endotherialgrowthfactor(VEGF)は血管新生

の中心的な働きを担う因子の一つである．本研究

では，生体吸収性高分子であるpoly(DL-lactide-

co-glycoUde)(PLG)によるscaHOldを用いて，骨

軟骨修復の初期段階におけるVEGFの局在と軟骨
修復過程の関連性について検討した．

【方法】日本白色家兎の大腿骨頚部に径5mm,深

さ5mmの骨軟骨欠損を作成し，欠損のままとし

た未治療群(C群）およびPLGscaHbldを挿入し

た群(S群）を作成した術後1,2,4週でToluidine-

blueによる組織学的評価およびVEGF,typell

コラーゲン(Col-2)の免疫染色による評価を行っ

た．

【結果】術後2週の時点でS群では，表層に線維性

組織の形成が見られ，術後4週では，表層におい

ては青染される軟骨基質の形成を認めた．一方，

C群では再生組織は陥凹しており，軟骨基質も欠

損の辺縁部に認められるのみであった．免疫染

色では，術後l,2週において，両群ともに欠損部

にVEGFを認めたが,Col-2は認めなかった．4週

の時点では,S群において骨軟骨欠損部の表層に

おいてVEGFの局在は減少したが,Col-2の局在を

認めるようになったC群においては術後4週に

おいても，表層のVEGFが残存しており，同部位

にはCol-2は認めなかった．

【考察】VEGFは軟骨修復を阻害し,OAにおける

軟骨変性の原因となることが報告されている一方

で，軟骨細胞が生存するために,VEGFが必要で

あるとの報告もみられる．本研究の結果,VEGF

は軟骨修復の初期段階においては全領域に発現

し，軟骨の成熟に従って減少してゆくことが確認

され，軟骨修復過程の初期において重要な役割を

担っている可能性が示唆された．

3-9-EP22

ポリフェノールを用いた皮層組織保存に

関する研究

AnExperimentalStudyofSkinStorageUsing

GreenTeaPolyphenol

'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'，柿木良輔1，玄丞然2，

中村孝志】

【目的】ポリフェノールは緑茶などに含まれ，酸

化ストレスによって生じる反応を干渉できる物質

として知られており，虚血性変化からの組織保護

作用，抗腫瘍作用，抗炎症作用，動脈硬化抑制作

用などがあり,組織保存液として期待されている．

我々は，今までポリフェノールを用いることに

よって末梢神経片を1ヶ月間冷所保存できること

を報告してきた今回我々は，ポリフェノールの

皮膚組織保存液としての可能性について検討し

た．

【方法】Lewisラットの背部より35×35mmの全層

皮層を採取し,移植片採取直後に別のLewisラッ

トの背部に作成した皮層欠損部に移植したものを

F群(n=6),ポリフェノール(1mg/ml)含有

DulbeccoIsModifiedEagleisMedium(DMEM)

に1週間4℃にて浸潰しその後DMEMのみで3週間

冷所保存し計4週間保存し同様に移植したものを

P群(n=6),コントロール群としてDMEMのみで

4週間保存した移植したものをM群(n=6)とした．

それぞれ，全層皮層移植はtieover法により行っ

た．移植3週間後の生着率を各群にて比較検討を

行い，同時に組織学的評価，生化学的検索も行っ

た．

【結果】保存皮膚組織を移植前に組織学的に評価

するとM群では真皮表皮とも破壊されていたが，

P群では真皮層表皮層とも良好に形態が保たれて

いた．皮層移植後3週の生着率はP群はM群より

有意に高値であり,F群と同等であった．同様の

結果を生化学的にも確認できた．

【結論】ポリフェノールを用いて4週間冷所保存し

た皮層組織は新鮮皮層と同様の生着率であった．

ポリフェノールを用いることにより皮膚組織は約

1ヶ月までは冷所保存できる可能性が示唆された．
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3-9-EP23

ラット鼠径部組織再生チャンバーにおけ

る新生組織に対する間葉系幹細胞の役割

TheFateofMesenchymalStemCellsImplanted

intoVascularizedTissue-EngineeringChambers

inRats

'自治医科大学整形外科学教室2BernardO'Brien

InstituteofMicrosurgery

○安食孝士'，星野雄-',WayneMorrison2

【目的】間葉系幹細胞（以下,MSC)は成体の様々

な組織に存在する体性幹細胞で自己増殖能と多分

化能を有する．少量の骨髄採取で体外にて大量に

増殖可能であり，骨関節疾患などの再生医療にお

いて臨床応用が開始されている．しかし,MSC

が組織再生においてどのような働きをしているか

については未だ不明な点が多い．今回，ラット鼠

径部に作成した組織再生チャンバーモデルを用い

て新生組織に対するMSCの役割について検討し

た

【方法】体重270-300gのヌードラットの右鼠径部

を展開し大腿動静脈を浅腹壁動静脈分岐部より末

梢で切断した後，約l.5cm長の対側大腿静脈を移

植してループ状の動静脈シャントを作成した．ポ

リカーボネート製チャンバー内に動静脈ループを

置き，さらにLuciferase/LacZ遺伝子改変ラット

の大腿骨から得た6X106個MSCをMatrigelTMと
一緒に挿入してチヤンバーの蓋を閉じ皮下に埋没

した．

【結果】術後6週でラットをIVISbio-imagingで観

察したところ，チャンバー内に生存する

Luciferase陽性MSCを確認した．またチャンバー

内で作られた組織をX-gal染色すると，新生血管

の平滑筋細胞にX-gal陽性細胞が確認でき，さら

に抗αSMA抗体を用いた免疫染色でもX-gal陽性

細胞とSMA陽性細胞が一致したことから，チャ

ンバー内のMSCが血管平滑筋細胞へと分化した

ことが示された．また，動静脈ループ周辺に

X-gal陽性線維芽細胞やX-gal陽性脂肪細胞が存在

していたことから,MSCは線維芽細胞や脂肪細

胞にも分化したことが示された

【結論】ラット組織再生チャンバーで造られた新

生組織内に多数のMSCが長期間生存し，血管平

滑筋細胞や線維芽細胞，脂肪細胞に分化して組織

新生に関与していたことが判明した．

3-9-EP24

ラット骨髄，脂肪由来間葉系幹細胞の皮
弁生着改善効果に関する比較研究

DirectComparisonofRatMesenchymalStem

CellsDerivedfromAdiposeTissuesandBone

MarrowinlmprovingViabilityofRandomPat-

ternSkinFlaps

'日本医科大学大学院整形，2産業技術総合研究所

セルエンジニアリング研究部門

○萩原祐介1.2,林央介1.2,澤泉卓哉1，

伊藤博元！

【目的】皮弁生着率向上を目的として間葉系幹細

胞を皮弁下に移植する試みがなされているが，脂

肪由来間葉系幹細胞(ADSC)および骨髄由来間

葉系幹細胞(BMSC)を同一条件で比較検討した

報告は少ない．今回我々は，どちらの間葉系幹細

胞が皮弁生着率向上に寄与するか比較を行った．

【方法】F344ラットを用いて，鼠径部の皮下脂肪

組織よりADSCを，大腿骨骨髄よりBMSCを得た．

[Invitrostudylそれぞれのl継代目細胞を使い，

増殖能評価(DNA定量）および成長因子産生能

評価(HGF,VEGFの定量）を行った.[Invivo

study]Dilでマーキングした両細胞をコラーゲン

スポンジ担体(COL)に浸透させ，ラット背側

に挙上したlcm×4cmの有茎皮弁下に移植した．

レーザードップラー血流計を用いて，皮弁内の血

流量を経時的に測定した術後1週間で皮弁生存

領域の肉眼評価皮弁の組織学的評価を行った．

COLに培地のみを含ませたものをControl群とし

た．

【成績】ADSCはBMSCに比べ増殖能に優れてい

た両細胞ともに血管新生因子であるHGF,

VEGFの産生を示した．皮弁内血流は，術後3日

目と7日目で，細胞移植群がControl群に比べ有意

に高値であった．平均皮弁生存距離は,ADSC群

が2.38cm,BMSC群が2.47cm,Control群が1.64cm

となった細胞移植群のCOL内部にはDil陽染を

示す細胞の生着が認められ，その周囲にはVEGF

の放出が確認された．

【結論】皮弁関係の間葉系幹細胞研究では主に

ADSCが用いられているが,BMSCもADSCと同

様に皮弁生着域の延長を示すことが分った.また，

COLを足場とした細胞は外部に漏出することな

く生着し，成長因子を産生することで皮弁生存領

域の増大に寄与した．
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3-9-EP25

腱組織再生に適した生体吸収性高分子

sca什oldの形状の検討

AppropriateFormofBioabsorbableScaHOldfOr

TendonRegeneration

'神戸大学大学院医学系研究科外科系講座整形外

科，2甲南病院整形外科

○乾淳幸'，国分毅1，牧野健1，

名倉一成1,豊川成和2

【目的】腱修復材料に適したscafOldの条件として

細胞侵入性に優れていること，癒着を防止できる

こと，初期強度が維持できることがあげられる．

2種類のPLLAsheetを家兎の背部に移植して，腱

修復材料としての可能性を検討した．

【方法】ポリ-L-乳酸(PLLA)繊維を用いて表面・

裏面とも平滑なsheetPと，表面平滑で裏面起毛

状のsheetDを作成したこれらを1×6cmの短

冊状に切り取り，家兎の腰筋筋膜下に埋め込み，

術後3,6週で組織学的評価としてヘマトキシリン

エオジン染色およびAzan染色を，力学的評価と

して長軸方向への引っ張り試験および，癒着の定

量化のために筋肉からの引き剥がし試験を行っ

た．

【結果】両方のsheetとも，周囲に線維性被膜が形

成され，これらはAzan染色にて濃染される膠原

線維であった．一方,sheetDの起毛側では

PLLA繊維の問に膠原線維の増生を認めたが

sheetPにおいては繊維の間隙には増生は認めら

れなかった．炎症性細胞は認められず,PLLA繊

維の溶解も認めなかった．引っ張り試験では

sheetPでは移植後6週で最大破断強度が55%に低

下したのに対し,sheetDでは強度の低下は認め

なかった引き剥がし試験ではsheetPは23.6Nの

力を要したのに対し,sheetDの平滑側では

26.9N,起毛側は35Nの力を要した．

【考察】今回作成したPLLA製のsheetDは平滑側

と起毛側の2層構造を有しており，起毛側での細

胞侵入性・平滑側での癒着防止・初期強度の維持

といった特徴を有していたこのため腱修復材料

として適した素材であると考えられた

3-9-EP26

分泌オステオカルシンを指標とした培養

人工骨の選択

TheSelectionofTissue-engineeredBoneGrafts

bytheQuantityofSecretionOsteocalcininCul-

tureMedium

'奈良県立医科大学整形外科，2奈良県立医科大学

健康政策医学

○清水隆昌1，赤羽学2，今村知明2，

小畠康宣'，村田景一】

【目的】培養骨髄間葉系幹細胞(MSCs)と人工

骨を組み合わせて作製した培養人工骨は，優れた

骨形成能を有しておりその臨床応用はすでに行わ

れている．手の外科領域における骨壊死や偽関節

の治療にも応用できると考えられるが，移植後の

良好な骨形成のためには移植時に骨形成能の高い

培養人工骨を選択する必要がある．今回我々は，

培養液中への分泌オステオカルシン(OC)が骨

形成能の高い培養人工骨を選択する指標となるか

を検討した

【方法】7週齢ラットのMSCsを培養後ハイドロキ

シアパタイトに組み合わせ，継代培養数が異なる

2群(Passagel(P1)細胞使用群:P1+群,P3細

胞使用群:P3+群）と，組み合わせた細胞数が異

なる3群(105CellS/ml浮遊液を用いた5+群，

106CellS/ml浮遊液を用いた6+群および6-群）の培

養人工骨群を作り培養を行った（培地にデキサメ

サゾン・アスコルビン酸を添加した群を＋，添加

しない群を-とした).14日目に培養液中の分泌

OC量測定を行った後ラット背部皮下に移植した．

移植後4週で摘出し組織像およびOC含有量の測定

と骨形成能の評価を行った．

【結果】培養液中の分泌OC量は,P1+群がP3+群

に比べ有意に高値であった．5+群の分泌OC量は

6+群と同等でありこれら両群は6-群に比べ有意に

高かった．摘出した培養人工骨に含まれるOC量

は，培養液中の分泌OC量と同様の傾向を示して

いた組織像でも,P1+群および5+群,6+群で

は骨形成が著明であったが,P3+群と6-群ではほ

とんど認められなかった．

【考察】これまでの骨形成能の評価法は，測定対

象となる細胞や培養骨にダメージを与えるため測

定後の移植には不向きである．しかし分泌OC量

測定は，培養人工骨にダメージを与えずにその骨

形成能を評価できるため移植時に骨形成能が高い

培養人工骨を選択して移植することができると考

えられる．
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3-9-EP27

ラット手関節炎症瘻痛モデルにおけるp75
神経栄養因子受容体阻害の効果

Low-AffinityNGFReceptor(p75Neurotrophin

Receptor)InhibitoryAntibodyReducesPain

BehaviorandCGRPExpressioninDRGinaRat

ModelofWristJointlnaammatoryPain

'千葉大学大学院医学研究院整形外科学，2千葉大

学大学院医学研究院環境生命学

○岩倉菜穂子l,大鳥精司1,鈴木崇根2,

國吉一樹1,高橋和久！

【目的】神経成長因子(NGF)は2つの高親和性

受容体TrkAと低親和性受容体p75を持ち,負の因

子として,TrkAを介して痙痛を惹起すると考え

られてきた．2008年米国で難治性関節症へ抗

NGF抗体の静注試験が報告されその作用はオピ

オイドを凌駕するも，感染頭痛などの有害事象

が報告された.最近p75も瘻痛伝達に関与するこ

とが示唆されている．今回，ラット手関節炎症瘻

痛モデルでのp75中和抗体の効果と副作用を検討

した．

【方法】正常のラット（正常群:n=20),左手関

節に炎症物質adjuvantと生理食塩水（生食群：

n=20)adjuvantとp75NTRの中和抗体を投与した

p75群(n=20)の3群とした.瘻痛行動はMechanical

allodymaを，組織学的評価として左C6後根神経節

の痙痛ペプチドCGRPとp75陽性細胞数,また有

害事象としての食事量，飲水量，感染（手関節

気道)，便量などを各日で検討した．

【結果】炎症2群では正常群に比し有意に痙痛過敏

を呈したが,その癌痛過敏はp75の中和抗体で抑

制された(p<0.05).CGRP,p75陽性細胞は正常群

に比し,炎症2群で増加していたが，同様にp75の

中和抗体で抑制された(p<0.05).3群で明らか

な有害事象はなかった

【考察】以上の結果はCGRPやp75の増加は手関節

の炎症性瘻痛に関与している可能性が示唆され

たまた,p75中和抗体が,手関節炎症部位でp75

の働きを阻害し，後根神経節でのCGRP,p75の減

少を誘導し,瘻痛を抑制したと考えられた.NGF-

TrkA抑制ではNGF本来の正の因子まで抑制し，

有害事象を惹起している可能性がある.本研究よ

り,p75阻害は有害事象なく瘻痛伝達を抑制しう

る可能性が示唆された

3-9-EP28

リウマチ手関節に対するModifiedSauve-

Kapandji法の中期成績
Mid-TermResultsofModifiedSauve-Kapandji

ProcedurefOrWristDisordersinRheumatiod

Arthritis

'大阪南医療センター整形外科・リウマチ科，2辺

見クリニック

○秋田鐘弼'，辺見俊一2，米延策雄！

【目的】リウマチ手関節における遠位僥尺関節障

害や手指伸筋腱断裂症例に対して，われわれは原

則，従来のSauve-Kapandji法を行っている．しか

し，尺骨頭の骨吸収が高度などの理由で遠位僥尺

関節の固定困難が予想される症例に対しては，

FUjitaandMasadaらが報告したmodifiedSauve-

Kapandji法を行い，その短期成績が良好なことを

第47回の本学会において報告した．今回は，その

中期成績を検討した．

【方法】関節リウマチでmodifiedSauve-Kapandji

法を行い,術後5年以上経過した20例22手（男2例，

女18例）を対象とした手術時年齢は平均57歳，

術後観察期間は5～8年(平均6年5ヶ月）であった．

術前の政田分類はnarrowingが18手,collapsingが

2手,partialankylosingが2手であった．腱断裂を

伴った10手に対しては腱移植もしくは腱移行を併

用した評価は術前,調査時の1）日手会評価（満

点125点：瘻痛，可動域，握力）と2)X線所見：

carpalheightratio(CHR),carpaltranslation

index(CTI),palmarcarpalsubluxationratio

(PCSR)を比較検討した

【成績】1）日手会評価では術前平均84点が調査時

100点と改善していた．瘻痛は術後全例で軽減し

尺骨切除断端部の瘻痛はなかった握力は術前平

均70から調査時130mmHgに改善していた．関節

可動域は掌屈/背屈が術前平均26./24.,調査時

10｡/25.,回内/回外は術前64./58.,調査時80.

/80.であった．2)術前/調査時でCHRは0.40/0.39,

CTIは0.32/0.34,PCSRも0.25/0.26と有意差はな

かった臨床所見，し線所見とも短期成績と比較

しても有意差なく，維持されていた

【結論】modifiedSauve-Kapandji法の中期成績は

良好であった．
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3-9-EP29

RA手関節に対するSauve-Kapandji法の
QuickDASHを用いた臨床評価

EvaluationUsingQuickDASHaftertheSauv6-

KapandjiProcedurefOrtheRheumatoidWrist

'横浜市立大学附属市民総合医療センターリウマ

チ・膠原病センター，2横浜市立大学附属病院整

形外科

○石井克志'，持田勇--1,稲葉裕2,

斉藤泉2，齋藤知行2

【はじめに】われわれは関節リウマチ(RA)患者

の手関節障害に対し，滑膜切除術に加えて手関節

形成術であるSauve-Kapandji法(S-K法）を行っ

ている．今回,RA手関節障害に対してS-K法を

施行した症例を対象に,DASHとQuickDASHを

用いて上肢のADL評価を行ったので報告する．

【対象と方法】対象はS-K法を施行した21例23手

関節であり，全例女性であった手術時平均年齢

は56.4歳（34～77）であった．臨床調査項目とし

ては術前および術後6ヵ月での手関節可動域を計

測し，上肢のADL評価は術前および術後6カ月で

DASHを用いて行った．またDASHの質問事項を

30項目から11項目に減らしたQuickDASHスコア

を計算した．質問用紙は患者に外来で手渡し，自

宅で記入したものを次回の外来で回収した．

【結果】手関節掌背屈可動角度は術前平均53.から

術後平均41.3.と減少したが，回内外可動角度は

術前平均144.8.から術後170.5。に改善した．

DASH,QuickDASHはそれぞれ術前平均47.8点，

46.5点から術後平均34.3点，32.5点と改善した．質

問事項の回答率は,QuickDASHの100%に対し

て,DASHでは全部の質問に回答が得られたのは

21例中12例(57.1%)であった．

【考察】上肢のADL障害の評価にはDASHが一般

的に用いられるが，今回,DASHを簡易化した

QuickDASHを用いてもDASHと同様の結果が得

られた.DASHにはRA患者の上肢機能評価にそ

ぐわず回答しにくい項目も含まれているため，す

べての質問に回答が得られない場合も多かった

が,QmckDASHは簡便で回答も得やすくRA手

関節の術後評価に有用と考えた．

3-9-EP30

関節リウマチにおける屈筋腱皮下断裂7例

の術前画像評価

CanConventionallmagingTechniquesAccu-

ratelyDetectFlexorTendonRupturesinRA

Patients？

京都大学大学院医学部医学研究科

○伊藤宣，柿木良介，池口良輔，

吉富啓之，中村孝志

【目的】関節リウマチにおいて，屈筋腱の皮下断

裂を生じることがある．しかし断裂した腱と断裂

部位が術前には明確でないことがある．また屈筋

腱再建では他指からの腱移行を行うこともある

が，その移行腱が使用可能かどうか不明であるこ

とが多い．汎用されているMRI撮像によって，術

前にどの程度，断裂腱とその部位を特定できるの

か,prospectivestudyを行ったので，その結果を

報告する．

【方法】2006年4月から2009年2月までの問に当院

で加療したRA患者の屈筋腱皮下断裂7例を対象と

した．臨床所見から断裂腱の予測をたてた．その

上で術前にMRIでaxial,sagittal,coronal像をTl

およびT2強調画像で撮影し，断裂腱とその部位，

その他の腱が健常であるかについて予測を行っ

た．断裂腱の確からしさについて,probable,

possible,unclearの3段階にわけ，手術時に損傷

腱とその部位を確認した．

【結果】臨床上断裂が疑われた腱について,MRI

がprobableであったものが7例中3例4指,possible

であったものが2例2指,unclearであったものが2

例2指であった．判定にはTlよりもT2強調画像が

有用であった．断裂部位については,probableの

3例はおおよそ特定できたがpossibleの例では特

定できなかった．近位断端はいずれも不明であっ

た.全例手術時に術前予測した腱断裂を確認した．

しかし他指の腱性状については術前にはほとんど

予測できず，術中に断裂ないし不全断裂を発見さ

れた例が3例に見られた．

【結論】MRIで汎用されている通常の撮像方法で

は，断裂腱やその断裂部位を特定することも確実

ではない．したがって，近年発達している三次元

CTなどを活用する必要がある．
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3-9-EP31

関節リウマチにおける多数指伸筋腱皮下

断裂に対する再建法の検討

SurgicalTreatmentfOrMultipleExtensorTen-

donRupturesinRheumatoidArthritis

東京女子医科大学膠原病リウマチ痛風センター整

形外科

○鈴木拓，岩本卓士，佐久間悠，

鴇田朝海 ， 桃 原 茂 樹

【目的】関節リウマチ（以下RA)における伸筋腱

皮下断裂は一般に腱移植や隣接指との端側縫合が

行われるが,断裂腱が多くなるほど力源となる腱

が不足するため治療に難渋する.今回われわれは

多数指の伸筋腱皮下断裂症例の臨床成績について

報告する．

【対象および方法】母指を除く4指のうち3指以上

の伸筋腱皮下断裂に対して当科にて手術を施行し

たRA患者18例19手（男性l例,女性17例）を対象

とした手術時平均年齢46.1歳(25-59歳),術後平

均経過観察期間は14ヶ月（3-22ヶ月）であった.3

指罹患が17手,4指罹患が2手であった手術方法

は,隣接指への端側縫合術（端側群）が3手,長掌

筋腱を用いた遊離腱移植術（腱移植群）が5手,固

有示指伸筋腱あるいは浅指屈筋腱の腱移行を施行

した術式（腱移行群）が11手であった手関節に

対する治療は13手にSauve-Kapandji法,5手に手関

節固定術を行った.手術成績はMP関節の自動可

動域について評価し,伸展不足角が15.以下のも

のを良好,30.以上のものを不良とし，また屈曲

45.以下のものを伸展拘縮と評価した．

【結果】術後の平均MP関節自動可動域は端側群

で伸展-20.6.,屈曲71.5.,腱移植群で伸展-25.6.,屈

曲69.4.,腱移行群で伸展-ll.6｡,屈曲57.6.であっ

た.腱移行群の中で隣接指への端側縫合と腱移行

を併用した4手で伸展-l.9｡,屈曲58.3.と伸展が良

好であった.伸展不足角が良好であった症例は9

手（47%）で,伸展不足角が不良であった症例は7

手（37%）であった．また伸展拘縮を残した症例

は腱移行群に2手認めた．

【結論】伸展力の力源が減少している多数指腱断

裂例では成績不良例も多く認められたが,隣接指

への端側縫合と腱移行を併用した症例で比較的良

好な伸展力が得られた．

-S303-



3-10-EPl

青壮年期における健常人ピンチカにおけ

る検討

NornativeDataofPinchStrengthfOrHealthy

Adult

三豊総合病院整形外科

○阿達啓介

【目的】健常人における母指対示指，中指，環指

および小指における個別のピンチカ(pulp

pinch)を検討した．

【方法】問診により知覚障害や運動障害が否定さ

れ，肘，手関節や指に瘤痛を認めない健常ボラン

ティアを対象とした年齢は21から64歳（平均

35.7）で男性40名，女性65名である．右利き101

名（男性39名，女性62名)，左利き3名（男性1名，

女性2名)，両側利き手1名（女性1名）であった．

測定はAmericansocietyofhandtherapistsの推

奨する肢位とし母指対各指のpulppinchをそれぞ

れ1回ずつ計測した．

【結果および結論】男性利き手では母指-示指間で

は6.02±l.08kgであり以下中指，環指，小指では

5.51±l.15kg,3.31±0.92kg,l.80±0.64kgであった．

また男性非利き手ではそれぞれ5.27±l.25kg,4.70

=tl.20kg,2.78±0.84kg,1.68±0.55kgであった

女性利き手ではそれぞれ4.07±0.97kg,3.78

0.98kg,2.44±0.85kg,1.25±0.49kgであり非利き

手では3.40±0.86kg,3.13±0.89kg,2.17±0.82kg,

1.13±0.49kgであり非利き手では利き手に比べ

5-20％，筋力が低下していた．母指-示指間のピン

チカをlとすると男性利き手では母指-中指間では

0.92±0.16であり以下，環指，小指では0.56±0.15,

030±0.llであった非利き手ではそれぞれ0.91

±0.19,0.54±0.16,0.33±0.12であった．また女

性利き手ではそれぞれ0.94±0.18,0.60±0.18,0.31

0.12であり,非利き手では0.93±0.21,0.65±0.23,

0.34±0.13であった．それぞれ個別のピンチカは

かなりのばらつきを認めたが対母指-示指比とす

ると性別,利き手を問わず一定した傾向を認めた．

3-10-EP2

母指MP関節可動域と第一中手骨頭の形態

RangeofMotionoftheThumbMetacarpopha-

langealJointandShapeoftheFirstMetacarpal

Head

'信州大学医学部付属病院リハビリテーション部，

2信州大学整形外科

○佐藤亜由美'，村井貴1,畑幸彦1,

内山茂晴2，加藤博之2

【目的】母指MP関節の可動域は伸展10｡～屈曲

60｡とされているが,個人差が大きい.Yoshidaら

は,屍体を用いた研究から第一中手骨頭の形態が

round型は可動域が大き<flat型は可動域が小さ

いと報告した演者らは,健常人の母指に電気角

度計(electricgoniometer:EG)を装着し母指

MP関節自動運動角度をrealtimeに計測し，第一

中手骨頭の形態との関係を検討した

【対象と方法】健常成人8名の両手母指MP関節(16

関節）を対象とした.年齢は21～27（平均23.5）

歳である.母指の背側にEGを演者らの方法で装着

した（日手会誌2009）．予備実験で本装着法によ

るEGの計測誤差は0.61±l.89.とわずかであった．

EGは1軸35型(Biometrics,UK)である.EGを装

着した母指を透視下にMP関節が正確な側面とな

るように設置して,母指MP関節を0.から最大屈

曲位まで自動運動させ,側面X線像を撮影した.得

られたX線像から第一中手骨頭の形態をround型

とflat型に分類し,各指の最大屈曲角度,中手骨形

態中手骨形態と最大屈曲角度の関係,左右母指

の比較について調査した

【結果】16指の母指MP関節の最大屈曲角度は最

小31.3.，最大84.4.,平均値61.8±15.6.であった.X

線像による第一中手骨形態の分類は,round型：

12指,flat型:4指であった.MP関節最大屈曲角度

(平均値±SD)はround型:72.2±12.1.で,Hat型：

41.6±10.0.であった．同一個人の母指MP関節で

は,最大屈曲角度の左右差は2.5±2.7。（平均値±

SD)とわずかで,左右で異なった型を有する例は

なかった．

【考察】健常日本人において母指MP関節の可動

域には個人差が大きい.round型の方がHat型より

多く,round型の方がflat型より最大屈曲角度が有

意に大であった．同一個人では最大屈曲角度と第

一中手骨頭の形態に左右差はなかった．
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3-10-EP3

手指MP関節屈曲運動時における側副靱帯

長変化～側副靱帯再建にむけて～

TheLengthChangeoftheCollateralLigament

duringExtension-FlexionMotionoftheMeta-

carpophalangealJoint

大阪大学整形外科

○片岡利行，森友

村瀬剛 ，吉川

寿夫，三宅潤一，

秀樹

関節リウマチなどで認めるMP関節での尺側偏位，

掌側脱臼においては側副靭帯の機能不全が存在す

るものの，これらに対する有効な再建術はほとん

ど報告がない．また,側副靱帯長変化についても，

屈曲時に緊張し，伸展時にゆるむとされているも

のの，3次元的に定量した報告は存在しない．

【目的】正常MP関節における側副靱帯(CL),副

靱帯(AL)の3次元靱帯長変化を測定し，これら

の靱帯の役割を同定すること．

【対象】外観上,MP関節に変形のない屍体1体4

指（示指1，中指1，環指1,小指1).

【方法】皮層，皮下組織筋肉を取り除き,MP

関節を傷つけずに，基節骨と中手骨をそれぞれ

PIP関節とCM関節より外して摘出した．靱帯付

着部の正確な位置を知るために，中手骨頭にある

CL,ALの起始部,基節骨基部にあるCLの停止部，

掌側板にあるALの停止部にそれぞれ6か所ずつ金

属マーカーを挿入した続いて3DCTを撮影し3D

モデル上の靭帯付着部を正確に把握した．また，

屈曲0｡から最大屈曲位まで10°ずつ他動屈曲させ

た8～10positionで3DCT撮影し，得られた3Dモデ

ルから，独自に開発したソフトを使用し，起始部

と停止部を3次元的に最短距離で結ぶ距離を計算

し，これを靱帯長として,MP屈曲時の靱帯長変

化を測定した．

【結果】CLの中間から背側成分は屈曲時に緊張し

ていた．ALの中間から掌側成分は伸展時に緊張

していたCLの掌側成分とALの背側成分は，

MP屈曲時の靱帯長変化をほとんど認めなかった．

【結論】CLの大部分（中間から背側成分）は従来

から言われているように屈曲時には緊張し，伸展

時にはゆるむといった結果であったが，一方CL

の掌側成分やALの背側成分のように等尺性成分

が存在することも判明した．等尺性成分のルート

は靱帯再建の際の至適なルートになる可能性が示

唆された

3-10-EP4

手指MP関節角度測定における電気角度計

の信頼性と設置法（第2報）

ReliabilityandSetupofElectricalGoniometer

inMeasurementofMetacarpophalangealJoint

RangeofMotion(TheSecondReport)

'信州大学医学部附属病院リハビリテーシヨン部

2信州大学整形外科

○村井貴1,佐藤亜由美1,畑幸彦l,

内山茂晴2，加藤博之2

【目的】前回の本会において,手指MP関節の測定

に際し電気角度計(electricalgoniometer,EG)

の測定値が実際の角度より小さい値を示す傾向が

あると報告した.今回は,1)EGの測定値の信頼性，

2）指MP関節角度測定において適切なEGの設置

法,を明らかにした．

【対象と方法】EGはl軸35型(Biometrics,UK)

を用いたl)EG測定値の信頼性:30,60,90度の角

を有する三角定規を重ね合わせて立方体を作成

し,同モデルの0,30,60,90度の各角度面をEGで10回

測定した各角度別に10回のEG測定値の平均値と

標準偏差を求めた2）適切なEG設置法の検討健

常成人22名の右手MP関節(96指）を対象とした．

EGの設置法を3種類とした即ち,設置法1:strain

gauge(SG)の設置時伸長0mm,endblock(EB)

と皮層との固定は両面粘着テープのみ.設置法2：

SGの設置時伸長0mm,EBと皮膚との固定は両面

粘着テープと弾力性絆創膏を併用.設置法3:SG

の設置時伸長5mm,EBの固定は設置法2と同様と

した被検者の示,中,環,小指にEGを設置し,MP

関節を0度から75度まで屈曲させ,EG測定値とX

線像角度の差違を計算した

【結果】1)EG測定値の信頼性EGの平均測定値

(SD)は,角度0度:0.14度(0.15),30度:30.24度

(0.42），60度:60.49度（0.39），90度:90.67度（0.48）

であった.2）適切なEGの設置法.設置法1,2,3にお

けるEG測定値と各指のX線像屈曲角度値との差

の平均(SD)は,設置法l:-9.0度(6.9),設置法2:

-3.5度（3.6），設置法3：-2.2度(2.1)であった.設

置法2は設置法1より有意に差が小さく，設置法3

は設置法2より有意に差が小さかった(Tukey分

散分析,p<0.05).

【考察】EG本来の測定誤差は2度以内である.設置

法3が指MP関節測定に適しており，その場合の測

定誤差は6度以内である．
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3-10-EP5

近位僥尺関節の3次元動態解析

InVivoThree-DimensionalMotionAnalysisof

theProximalRadio-UlnarJoint

大阪大学器官制御外科学

○竹安酉佳倫，三宅潤一，片岡利行，

森友寿夫，村瀬剛

【目的】近位僥尺関節（以下PRUJ)は前腕回旋機

能においてのみならず，僥骨頭の安定化に寄与す

ることで肘関節機能においても重要な関節であ

る．過去の動態解析は主に筋緊張が欠落した新鮮

屍体を用いて行われており，これらは生体内での

正確な動きを再現できないという欠点を有する．

そこで我々は独自に開発した生体3次元画像解析

システムを用いて，生体内でのPRUJにおける僥

骨頭の動態前腕回旋運動の回転軸を調査した．

またPRUJの骨性安定性を調べるために，各前腕

肢位における関節面の接触部位を調査した．

【対象と方法】正常な5例を対象とし，前腕最大回

内位，中間位最大回外位の3ポジションでCT撮

影を行い，得られたCTデータから3次元骨表面モ

デルを作成した．各ポジションの骨モデルを重ね

合わせることで僥骨，尺骨の3次元的移動量を計

算し，前腕回旋運動を再現した．回外位から中間

位まで，中間位から回内位までの回旋運動の回転

軸を求め，僥骨頭中心と回転軸の関係，また僥骨

頭中心と回転軸の移動を調べた．また各前腕肢位

における関節面の接触部位を3次元的に同定し，

その面積を求めることで定量化した

【結果】前腕回旋運動の回転軸は，前腕肢位によ

らず僥骨頭中心を通っていた．回転軸，僥骨頭中

心とも各肢位の間で平均2mm移動していた．榛

骨切痕側の関節面における接触部位は各肢位で異

なっており，その接触面積は中間位で最も大きく，

回内位，回外位では減少していた．

【考察】PRUJは完全な正円は呈さない僥骨頭と相

対的に曲率の浅い僥骨切痕で成り立っており，こ

の解剖学的理由から前腕回旋運動における僥骨頭

の軽微な偏移を許容していると考えられる．また

PRUJの骨性安定性は前腕肢位で異なり，中間位

で最も得られることが示唆された

3-10-EP6

屈筋腱滑動にともなう正中神経と横手根

靭帯の変位に関する基礎的研究

DisplacementofMedianNerveandTransverse

CarpalLigamentwithintheCarpalTunnelina

HumanCadavarModel

'MayoClinicOrthopedicBiomechamcsLaboratory,

2筑波メディカルセンター病院

○吉井雄-'･2,ChunfengZhao',Kai-NanAN',
PeterC.AMADIO'

【目的】手根管症候群の病因の一つとして，手根

管内における屈筋腱滑動時の腱－横手根靭帯一正

中神経間での動的要因の関与が疑われている．そ

こで本研究では，手根管部において屈筋腱滑動時

に正中神経横手根靭帯がどのように移動するか

調べたので報告する．

【方法】新鮮凍結屍体標本12体を使用した上肢

前腕部を専用の固定装置に装着した．前腕の近位

において浅指屈筋腱を同定し，ダクロン糸を用い

て可動装置に固定して指の伸展一屈曲運動を再現

した手根管部において横手根靭帯に径5mm大

の開創を行い，中指FDS腱正中神経に径l.5mm

の金属マーカーを挿入した．また，中指FDS腱の

滑走部分の横手根靭帯に同様の金属マーカーを設

置した．透視装置を用いて指伸展位から屈曲位ま

での手関節側面像を連続的に撮像し,FDS腱の滑

動に伴う正中神経，横手根靭帯の移動距離と方向

を計測した実験は手関節中間位，屈曲30度，60

度，伸展30度,60度の5つの肢位で行い，各肢位

における違いを検討した．

【結果】屈筋腱滑動時に正中神経は腱の滑走方向

に手関節中間位，屈曲30度，60度，伸展30度，60

度においてそれぞれ9.1,7.2,5.5,8.1,8.2mm移

動した．手関節屈曲60度での移動距離は他の群に

対して有意に少なかった(p<0.005).横手根靭

帯は腱滑走と垂直方向に手関節中間位,屈曲30度，

60度，伸展30度，60度においてそれぞれ1.4,1.6,

1.5,3.1,3.2mm移動した．手関節屈曲位での移

動距離は他の群に対して有意に大きかった(p<

0.005)．

【考察】正中神経の移動距離は手関節屈曲60度で

最小であることがわかった．その一方，横手根靭

帯の移動距離は手関節屈曲位で有意に大きくなっ

た．すなわち，手関節屈曲位での腱滑動時には正

中神経が腱と横手根靭帯にentrapされることで神

経障害の誘引になりうる．
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3-10-EP7

TFCC損傷における榛尺靱帯の3次元動態

解析

Three-DimensionalLengthsoftheRadioulnar

LigamentsinPatientswithTriangularFibrocar-

tilageComplexlnjury

'医真会八尾総合病院整形外科，2大阪大学大学院

医学研究科臨床外科学専攻器官制御外科学

○飯田昭夫1,面川庄平1,藤谷良太郎l,

森友寿夫2

【目的】TFCC深層部の僥尺靭帯損傷により遠位

僥尺関節(DRUJ)の不安定性が生じる.2009年

Xuらは健常人僥尺靭帯の3次元計測を報告した

が,TFCC損傷患者における定量的報告はない．

今回僥尺靭帯損傷とDRUJ不安定性の関連性を調

査するために,TFCC損傷患者の3次元靭帯長を

計測した．

【方法】対象はDRUJ不安定性を有するTFCC損傷

患者7例である．全例MRIと手関節鏡で診断し靭

帯縫合術を施行した術前，前腕中間位と回内外

位でCT撮影を行い,3次元骨モデルを作成した．

骨モデル上で尺骨小窩と僥骨切痕の掌背側を結ぶ

僥尺靭帯を作成し,Maraiらの方法に準じて3次

元靭帯長を計測した．各肢位における靭帯長を

Student-t検定で比較し，徒手的不安定性との関

連を解析した．

【結果】健側中間位の靭帯長は背側11．4±2.0mm,

掌側14.3±2.6mmで掌側靭帯が背側より有意に長

かった(p<0.01)．健側靭帯長の回内外変化量は，

背側1.6±l.2mm,掌側l.2±0.7mmで，肢位変化

による有意な靭帯長変化を認めなかった患側中

間位の靭帯長は背側11.7±2.5mm,掌側15.2

2.1mmで,健側と比較してわずかに増大していた．

患側靭帯長の回内外変化量は背側l.2±1.0mm,

掌側l.3±1_1mmであり，背側靭帯の変化量が健

側より減少していた(p=0.17).患側靭帯長の回

内外変化量と徒手的不安定性の間に相関を認めな

かった．

【考察】健側の計測結果から，前腕肢位の違いに

より僥尺靭帯長は有意に変化しないことが示され

た．すなわち，榛尺靭帯は前腕回内外運動で

isometricに尺骨頭上を移動する.TFCC損傷にお

ける靭帯長の回内外変化量は，患健側比較で有意

差を認めず徒手的不安定性とも相関を認めなかっ

た．以上のことから自動回内外運動下ではTFCC

靭帯損傷が生じても尺骨頭偏位は増大せず，

DRUJの不安定性は再現されないと解釈した．

3-10-EP8

屍体標本を用いたAdams-Berger法の検討
ExaminationoftheAdams-BergerMethodUs-

ingtheCadavericSpecimen

'福岡リハビリテーション病院，2福岡山王病院，

3福岡大学整形外科，4福岡大学工学部

○中川広志l,副島修2,石河利之3,

内藤正俊3，森山茂章4

【目的】遠位僥尺関節不安定症に対する手術法で

あるAdams-Berger法は，固定性が良好であり，

他の再建方法と比較して遜色ない結果の報告も散

見されるようになってきた．しかし，本方法の問

題点として，長い移植腱が必要なことと回旋時の

不安定性があげられる．今回われわれは，

Adams-Berger法のその問題点を屍体標本を用い

て検討したので報告する．

【対象・方法】上腕中央より切断した屍体標本を

用いた．肘関節90度屈曲位で前腕回内70度から回

外70度まで，回旋制限の無いモデルを基本モデル

として作成した．基本モデルの安定性を評価する

ため，肘関節90度屈曲位にて尺骨を固定し，僥骨

遠位に掌背側より20Nの負荷をかけ，僥骨の移動

量を測定コントロール群とした．遠位僥尺関節

の不安定モデルは，尺骨遠位に付着している組織

をすべて切離して作成した．次に,再建術を行い，

前腕中間位・回内70度・回外70度の3つの肢位で，

僥骨遠位に掌背側方向に20Nの負荷をかけ安定性

を評価したAdams-Berger変法1として，原法

の尺骨の骨孔に関節面より骨釘を挿入後腱固定に

anchorを使用した方法,Adams-Berger変法2と

して原法の僥骨骨孔の掌背側と尺骨関節面に骨釘

を挿入固定後，移植腱断端を延長した糸を結紮し

た方法を同様に検討した．

【結果・考察】Adams-Berger原法では，中間位

での掌背側方向への制動性はコントロールとほぼ

同一であり，良好な制動性を示したが，回内外で

はl.5から2倍の移動量を示し回旋時の安定性が中

間位より劣っていた.Adams-Berger変法1では

回内外でも良好な制動性を示し，変法2では，さ

らに移動量が減少した.Adams-Berger原法で前

腕を回旋させると，僥骨内での移植腱のすべりを

認めた．このことによりAdams-Berger原法では，

回旋時に移植腱に十分な張力が得られず安定性が

低下したと考えられた．
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3-10-EP9

屈筋腱損傷に対する多血小板血漿の影響：

invivoでの検討

InVivoStudy:EHectofPRPonTendonRepair

'山形大学医学部整形外科，2泉整形外科病院

○佐藤大祐'，高原政利2，成田淳1，

山川淳一'，荻野利彦！

【目的】多血小板血漿(PRP:plateletrich

plasma)は，多種の成長因子を含んでおり，培

養腱細胞を増殖させるという報告がある.PRPの

フイブリン複合体を用いて各成長因子を徐放さ

せ，断裂屈筋腱の修復を促進させることを目的と

してinvivoでの研究を行った．

【方法】日本白色家兎から採取した自己血lOmlを

遠心してPRPを精製した全身麻酔下に兎の第2,

3趾の腓側趾屈筋腱をA1とA2pulley間で完全断

裂させた5-0ループ針による津下法にて主縫合

を行い，6-0ナイロン糸で補助縫合を行った．断

裂部に,PRPとフイブリンを投与する群(PF群：

n=6)と，何も投与しない群(N群:n=6)の2

群に分けた踵部で腓側趾屈筋腱の近位部を切離

して飼育を継続した術後2，3週で兎を安楽死さ

せて評価を行った足趾の浮腫と癒着形成の程度

を点数化し,HE標本にて断裂部腱修復の半定量

的評価（0点：連続性なし～10点：腱全体の完全

な線維性連続）を行った．

【結果】足趾の浮腫形成と癒着形成は両群とも軽

度であり，差を認めなかった．腱修復の半定量的

評価の平均点は，2週ではPF群が3.3点,N群が0.5

点であり,3週ではPF群が5.3点,N群が2.5点であっ

た．

【考察】腱修復の半定量的評価はPF群がN群に比

べて高値を示したPRPは腱修復を促進させる効

果があることが示唆された．今回のモデルでは

PRPの投与による癒着形成は認められなかった

が，フィブリン複合体としてPRPを徐放化させた

ことが関与している可能性がある．

【結論】自己血より精製したPRPのフイブリン複

合体は，腱周囲に癒着を形成せず，腱修復を促進

させる効果があることが示唆された．本法は臨床

応用可能である．

3-10-EP10

腱縫合モデルにおける骨髄間質細胞移植

に対する多血小板血漿の影響
TheEffectsofPlatelet-RichPlasmaonBone

MarrowStromalCellTransplantsfOrTendon

HealinginVitro

MayoClinicBiomechanicsLaboratory

○森崎裕,ChunfengZhao,林正徳，

Kai-NanAN,PeterC.AMADIO

【目的】腱損傷に対する縫合法の改良が飽和に近

づいてきたなか，治療成績向上のため腱治癒過程

への介入が近年試みられている．

腱は他の結合織より治癒速度が遅く，組織内細胞

密度の低さが一因とされる．骨髄間質細胞(bone

marrowstromalcell;BMSC)は腱細胞への分化

能を有すると言われ，我々は腱縫合部へのBMSC

移植により治癒を促進する可能性を探ってきた

種々の成長因子がBMSCの増殖分化に関わるが，

本研究では多血小板血漿(platelet-rich

plasma;PRP)に着目した.PRPは活性化血小板

が分泌する複数の成長因子を含み,血小板の凝集・

活性化が創傷治癒の初期反応であることから，よ

り自然な治癒反応を促すと期待されている．

今回我々は，腱縫合部への骨髄間質細胞移植の効

果,PRPの影響を検討した

【方法】BMSC,PRP,腱は混血犬から採取した．

PRPはトロンビン・CaCl2を加え凝固させ活性化，

上清を採取した.PRP上清,passage4のBMSCを

コラーゲンでゲル化し縫合部へ導入した計192

本のFDP腱のzonell相当部位を横切して縫合,1)

縫合のみ,2)BMSCパッチ,3)PRPパッチ,4)

BMSC+PRPパッチの4群に無作為に振り分け培養

した2週，4週にて力学試験細胞活性測定，病

理学検査を行い，力学試験の結果は2-factor

ANOVAwithrepeatedmeasuresにて検定した．

【結果】移植BMSCは培養後も活性を保っていた．

2週でBMSC+PRPパッチ群が他群より最大破断強

度，剛性共に有意に高かったが(p<0.05),4週

での有意差は無かったBMSCパッチ群,PRPパッ

チ群はいずれも縫合のみ群との有意差は無かっ

た．

【考察】腱縫合部へPRPを加えたBMSCを移植す

る事で，腱治癒過程が促進された可能性がある．

Invitroでは炎症細胞による創傷治癒の二次反応

が欠如しており，長期的な効果を含め，最終的な

判断はinvivoでの検討を要する．
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3-10-EP11

編み込み法によしﾉ縫合した家兎腱の初期

張力

TensileStrengthofRabbitTendonRepairedUs-

ingWeavingTechnique

富山大学医学部整形外科

○長田龍介，頭川峰志

【目的】腱移植や腱移行を行う際に編みこみ縫合

が多く用いられる．編みこみ縫合を行った部分の

強度についての報告が少なく，術後のリハビリ

テーションにおいて必要以上の外固定をして癒着

拘縮に至ったり，あるいは無理な自動運動により

再断裂を生じることがある．われわれは兎下肢の

腱を用いて回数の異なる編みこみ縫合を行い，そ

の初期張力について検討した．

【方法】体重3kgの白色家兎の両足よりアキレス

腱長趾屈筋腱を採取し，左右の腱を縫合した

4-strandsのケスラー法(4-Oナイロンループ針使

用，6-0ナイロンで補助縫合,n=4),編み込み縫

合2回（40ナイロン,n=5),同4回(4-0ナイロン，

n=3)とした．縫合の後，腱を張力測定器にセッ

トし，1分あたり10mmの牽引をかけてクランプ

にかかる張力負荷を測定した牽引は完全断裂を

生じるまでかけ続け，断裂の様子はビデオで記録

した．

【結果】法の平均最大張力は0.9kgf,weaving

suture2回では平均37kgf,4回では6.2kgfであっ

た断裂を生じるときの特徴はケスラー法では

ロッキングされた腱が引き抜かれるようにして切

れるのに対し，編みこみ縫合では一箇所ずつナイ

ロン糸が切れ,1箇所が切れても張力がゼロには

ならず他の部位で連続性を保っていた牽引を続

けることにより別の糸も次々と切れたが一度に切

れてしまうことはなかった

【考察】今回の結果により編みこみ縫合の数が多

ければ最大張力が強くなることに加え，回数の多

い編み込みでは1箇所が切れても他の縫合部位に

ある程度の引っ張り強度が保たれることが示され

た特に4回の編み込みが行えた場合は最大張力

のばらつきも少なくなるため早期自動運動が可能

になると考えられる．

3-10-EP12

腱移行手術後，筋と腱は異なるタイミン
グ適応する

DiHerentialMuscleandTendonAdaptationaf

terTendonTransferSurgery

'徳島大学整形外科，2カリフォルニア州大学サン

デイエゴ校

○高橋光彦',RichardLieber2,SamuelWard2,

花岡尚賢1,安井夏生！

【目的】腱移行手術では経験的にドナー筋の筋力

低下，効果ばらつきがあることが知られている．

術中のサルコメア長計測において筋は過大に牽引

されていることが示されている．この過牽引が術

後成績低下の原因になっていると予想される．実

験的に骨格筋は長さ変化に対して適応の優れた臓

器と考えられているが，腱移行で過大に牽引され

た筋・腱の適応について調べた研究はない．本研

究の目的は実験的に腱移行後の筋・腱の適応を明

らかにすることである．

【方法】家兎後肢，第二足趾伸筋の腱移行モデル

を作成し，術中3.7"mのサルコメア長で移行し

た．さらに筋長，腱長の変化をモニターした．動

物は術後1日,1,2,4,8週後に屠殺し，後肢をホ

ルマリン固定した上で筋・腱を採取した．筋は筋

線維束にしてサルコメア長を計測し，線維束内の

縦列に配列したサルコメア数を計算した．

【成績】術後1日ではサルコメア数に増減はなかっ

たが，サルコメア長は約0.4"m減少していた.1

週で線維束あたり約1000のサルコメア数増加と，

同時に急激なサルコメア長の減少が観察された．

この後8週までに，いったん増加したサルコメア

数は徐々に減少し，最終的に非手術側と同レベル

になっていた．この期間に，サルコメア数減少に

も関わらず筋長，腱長とも増加がみられた．

【考察】以上の結果は腱移行術後の筋・腱のアナ

ボリックな適応を，しかしながら異なるタイミン

グで適応していることがわかった．初期（最初の

1週間）には筋がサルコメア数を急激に増やして

対応しているが，腱の初期ゆるみを勘案していな

いと思われた．その後の腱が伸張してくると，筋

は今度はサルコメア数を減じて再適応しようとし

ていると考えられる．これらの現象の基礎的メカ

ニズムについてさらなる研究が必要である．
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3-10-EP13

指屈筋腱pulley切除が指屈曲角度に与える
影響～屍体手を用いた観察～

EHiciencyofPulleyResectionfOrFingerMotion,

CadavericStudy

神戸大学大学院医学系研究科外科系講座整形外科

○ 乾淳幸牧野 健，国分毅，

坂田亮介，黒坂 昌 弘

【目的】指の屈筋腱pulleyは腱のbowstringを防ぎ，

腱の滑走に重要な役割をもつ．特にA2,A4

pulleyは重要であるとされている．屍体手を用い

て，各々 のpulleyの切除が腱滑走に及ぼす影響に

ついて調査した．

【方法】解剖実習用献体の7手,28指を対象とした．

Alpulley入口部で，浅指屈筋腱(FDS)・深指屈

筋腱(FDP)を最大滑走させ，その時のPIP･

DIP関節の屈曲角度および，指先から舟状骨結節

までの距離を測定した．続いて,A4･A2pulley

の順に切除して同等の距離を滑走させ，屈曲角度

および距離の変化を測定した．

【結果】FDSではpulley切除前にPIP関節が平均

85.4度屈曲していたが,A2pulley切除にて73.5度，

さらにA4pulley切除にて72.2度と変化した．DIP

関節では屈曲角度の減少は認めなかった．一方，

FDPではpulley切除前にPIP関節が平均91度屈曲

していたが,A2pulley切除にて82度，さらにA4

pulley切除を行うと75.1度と変化した.DIP関節

はpulley切除前に52.6度から,A2pulley切除にて

48.4度,A4pulley切除にて30.1度と角度が減少し

た．指先から舟状骨結節までの距離は,FDSでは

A2pulley切除にて20.3mm増加し,A4pulley切

除では変化は認めなかったFDPではA2pulley

切除にて9.5mm増加し,A4pulley切除でさらに

7.4mm増加した

【考察】指のpulley切除でbowstringが生じ，指屈

曲角度の減少と指先から手掌までの距離の増加が

観察された．このことより，腱の再建手術時に

pulleyの温存が重要であると考えられた

3-10-EP14

屈筋腱断裂に対するCross-stitch変法

(reversecross-stitch法）の力学特性
MechanicalCharacteristicsofModifiedCross-

stitchSuture

'琉球大学医学部整形外科，2富永草野病院

○大久保宏貴1,草野望2,金城政樹1,

普天間朝上l,金谷文則！

【目的】屈筋腱断裂に対して早期自動運動療法が

可能な縫合法が開発されているが，その縫合強度

は未だ十分とはいえず，厳格な監督下にリハビリ

を行わないと縫合腱の断裂あるいは許容できない

gapを形成する可能性が高い．屈筋腱断裂に対す

る補助縫合としてcross-stitch(CS)法は最もgap

抵抗能が高いと報告されている．我々はCS法で

腱断端からCS糸の横走部までの距離がgap張力に

及ぼす影響と，さらに私たちが開発した斜走部を

腱の表面でなく腱内におくreversecross-stitch

(RCS)法のgap張力につき検討した．

【方法】家兎新鮮凍結屍体12羽より採取した腓側

趾屈筋腱24腱（足関節部）を用い,CS法で断端

から糸の横走部までの距離を2mmとしたCS2群，

5mmとしたCS5群と,RCS法で断端から糸の横走

部までの距離を2mmとしたRCS2群（各群8腱）

の3群を作製し，張力を比較した．縫合糸には6-0

ナイロン単糸を用いた．評価には,1mm離開張力，

2mm離開張力と最大破断張力を用いた．多重比

較検定にはBonferroni/Dunn法を用い，危険率

5％未満を有意差ありとした．

【結果】1mm離開張力:RCS2群(平均±標準偏差：

10.3±2.9N)は他の2群より有意に大きく,CS5群

(6.9±2.6N)はCS2群(l.9±0.9N)より有意に大

きかった.2mm離開張力:RCS2群(21.3±5.4N)

は他の2群より有意に大きく,CS5群(13.8±4.2N)

はCS2群(7.7±3.9N)より有意に大きかった．最

大破断張力：3群間に有意差を認めなかった．

(RCS2群:23.8±5.9N,CS5群:23.8±3.8N,CS2群：

21.4±5.ON)

【結論】1．糸の斜走部分を腱内に置くRCS2群は

CS2および5群と比べてgap抵抗能が高かった.2.

糸の斜走部分が腱表層にあるCS法では,finger

trapの原理で腱を締め付ける面積がgap抵抗能に

重要であると考えられた．
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3-10-EP15

凍結乾燥処理された屈筋腱の腱滑走抵抗

変化と化学的処理による腱滑走抵抗の改

善

Carbodiimide-DerivatizedHASurfaceModificaP

tionofLyophilizedFlexorTendon:ABiome-

chanicalStudyinaCaninelnVitroModel

'メイヨークリニックバイオメカニクス研究所，

2昭和大学医学部整形外科学教室

○池田純',ChunfengZhao',Kai-NanAn',
PeterC.Amadio',稲垣克記2

【目的】手指屈筋腱損傷は比較的遭遇しやすい外

傷であり，腱の一次修復や後療法の進歩により成

績が改善してきた一方でZone2損傷を含む重度の

外傷では未だに成績は安定しない．そのような場

合，サルベージ手術としての腱移植は重要な選択

肢の一つであるが，実際には癒着や腱断裂などの

合併症から成績は不良である．最近の基礎的研究

で移植腱の腱滑走抵抗が術後成績に大きな影響を

与える可能性が示唆されたが，採取の容易さや採

取後の影響を考慮し，実際にはドナーとして滑走

抵抗の高い腱鞘外腱が汎用される．米国では，ド

ナーの一選択肢として他家腱鞘内腱が汎用され，

本邦でも今後その使用が期待される．しかし，他

家組織を使用するにあたり，その免疫原性の完全

な除去は必要不可欠であり，一般に凍結一解凍

を繰り返す方法が用いられ,長期保存の見地より，

凍結乾燥法も併用される．本研究の目的はそのよ

うな処理を受けた他家腱鞘内腱の腱滑走抵抗がど

のような影響を受けるのかを明らかにすることで

ある．

【方法】雑種成犬の24本の深指屈筋腱を使用し，

ランダムに1)正常群,2)凍結乾燥処理の2群に

分け，あらかじめ規定された1000回の往復滑走運

動をし，その後,Anらの方法で固有の腱鞘に対

する腱の滑走抵抗を測定した．

【結果】滑走抵抗は正常群に比較して凍結乾燥処

理群で有意な上昇が確認された.(p<0.05)

【結論】他家移植腱を準備する際の凍結乾燥処理

は比較的簡便で汎用されるが，術後の成績を左右

する重要な因子である腱滑走抵抗を悪化させる点

が明らかとなった．凍結乾燥処理された他家移植

腱をドナーとしてそのまま使用した場合，癒着形

成の可能性が高く，術後の成績不良につながる可

能性が高いことが示唆された．

3-10-EP16

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:放射線照射量と移植肢

の生着延長

Myeloablativelrradiation,Granulocyte-Colony

StimulatingFactorandFK506CanlnduceMac-

rochimerismandProlongtheSurvivalofEx-

perimentalExtremityAllografts

山口大学医学部整形外科

○村松慶一

【目的】移植四肢に含まれる骨髄は，宿主による

拒絶の標的となり抗原性を高める．しかし，免疫

寛容導入の一手法であるmacrochimerism概念か

ら，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空間となる宿主

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】LacZTgと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TBI照射量，

治療法により計82宿主を以下の9群をを作成した．

Gl:無処置群(n=6),G2:FK506(FK)移植後

28日投与群(12),G3:移植直前にTBI1000R後

無処置(5),G4:TBI100R後4日間穎粒球刺激因

子(G-CSF)投与群(FK506は28日間投与)(8),

G5:250R後G4と同じ(8),G6:500R(10),

G7:1000R(15),G8:1200R(10),G9:1500R(8).

【成績】G1は移植後平均4日,G2:64日,G4:66日，

G5:60日,G6:63日で移植後肢は拒絶されたが，

G7～9は全例拒絶されず12ヶ月以上生着したG3

はすべて放射線死し骨髄は壊死した.G7～9には

非致命的慢性GVHDが認められた宿主骨髄内に

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】今回の我々の手法は実験的ではあるが，

移植四肢が骨髄を有していることを利用して血管

柄付き骨髄移植の役割をさせた．宿主に高線量の

TBIを行うと,G-CSF,FK506の短期投与により

四肢移植直後から旺盛な細胞交通が始まりGVHD

が致命的ではないmacrochimerismが導入され移

植肢は生着した．
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3-10-EP17

指皮線と骨・関節との解剖学的関連

AnatomicalStudyofFingerCrease

'関西医科大学枚方病院整形外科，2巽病院整形外

科

○漆崎亜弥'，児島新'，飯田寛和'，

中村誠也2

【はじめに】手掌から指には,多くの皮層線が存在

する．成書では部位別に解剖名が表記されてはい

るが,皮膚線と指節骨や指関節との位置関係につ

いての詳細な記載は見あたらない.今回我々は単

純X線画像と3D-CT画像を用いて指皮線と趾節骨

およびDIP・PIP関節の相対的な位置関係を観察

した．

【対象と方法】健常人5名（男性5名）の母指～小

指の単純X線および3D-CT画像を撮影し観察した

1)撮影前に,爪甲および指節間関節周囲の皮膚線

にガストログラフインを用いてマーキングを行っ

たさらにDIP･PIP関節側面の掌側皮膚線が消失

する部分（側正中線交点)18カ所に直径1mrnの

鉛マークを貼布した後2）手指2方向のX線軟線

撮影および指伸展位での手指3D-CT撮影を行っ

た3)3D-CT画像は母指から小指の各指を1

本づつコンピュータ処理により抽出した．4）画

面上で各指節間関節僥尺側にマーキングした鉛の

画像が正面像・側面像・軸位像になるように画像

を回転調整し各関節面とマークや皮層線の位置関

係を観察した．

【結果と考察】1)DIP関節では掌側皮膚線は関節

面より中枢側に偏位して観察された2）この傾

向は示指・小指で強く，背側皮層線がDIP関節面

に一致する傾向が見られた.3）皮層上での側正中

線はPIP関節,DIP関節中心や中節骨の側正中より

も掌側位置に観察された．これは背側の皮層が掌

側よりも移動性が大きいためと思われた4）表

面解剖におけるDIPとPIP関節のねじれの位置関

係は他指に比較して示指が大きい傾向が見られ

た5）皮層にマーキングを行い3D画像で解析す

る新手法により，指の表面解剖と深部解剖の関係

を詳細に観察出来る可能性が示唆された．

3-10-EP18

上腕骨外側上穎部の3次元組織学的検討～

上腕骨外側上穎炎の病態との関係

ThreeDimensionsPathologicalStudyofThe

LateralEpicondyleofTheHumerus-TheRelaP

tionwithDiseaseStateofLateralEpicondylitis

1聖マリアンナ医科大学整形外科学教室，2聖マリ

アンナ医科大学病理学教室，3聖マリアンナ医科

大学先端医学研究施設

○安藤亮'，田中雅尋'，別府諸兄l,

高木正之2，井上肇3

【目的】上腕骨は穎上部から外側上穎にかけてピ

ラミッド状の構造を呈しており短僥側手根伸筋

(ECRB),長僥側手根伸筋,総指伸筋などの前腕

伸筋腱群や回外筋が起始しており，さらに外側側

副靭帯（以下LCL),関節包と近接している.近年，

上腕骨外側上穎炎の病態との関連性が示唆される

滑膜ヒダ（以下synovialfringe)なども注目され

ており，当教室でも50体100肘に対して解剖学的

検討を行ってきた．しかし,それぞれの組織学的

構造の3次元的関係を示した報告は渉猟しえる範

囲では散見されない.上腕骨外側上穎炎の病態と

の関係を解明するために上腕骨外側上穎部におけ

る前腕伸筋腱群やLCL,関節包,synovialfrmgeと

の関係を,組織学的に検討を行った

【方法】本学系統解剖用屍体標本を用いて検討し

た上腕骨外側上穎部における前腕伸筋腱群,関

節包,synovialfringeとの関係を確認するために，

前額断面で組織切片を作成しHE染色で評価し,そ

の連続切片をMicroBrightField社製の3次元構築

ソフトを使用し評価した．

【結果】組織学的には前腕伸筋腱群の骨付着部よ

り関節包,synovialfringeとの連続性が3次元的に

確認され,明らかな境界領域を持つことなく連続

していた．

【考察】腱付着部(enthesis)が破綻することに

より上腕骨外側上穎炎のような腱付着部症

(enthesopathy)が生じる.難治性の上腕骨外側上

穎炎とsynovialfringeの病態の関連性が近年示唆

されるが,まだ明確でなく，さらに外側上穎部に

おける立体的な構造評価もなされていない.今回

の検討が上腕骨外側上顎炎の病態の解明に有用で

あると考える．

【結論】系統解剖用屍体を用いて上腕骨外側上穎

部における組織学的検討を3次元的に行った．

synovialfringeは組織学的に関節包の一部と考え

られ,上腕骨外側上顎炎の病態への関与が示唆さ

れた．
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3-10-EP19

スポーツにおける有鉤骨鉤骨折の受傷原

因について

TheCauseoftheHamateHookFracturein

Sports

'社会保険栗林病院整形外科，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

○谷野善彦'，吉田進二'，池上博泰2，

高山真一郎3

【目的】スポーツによる有鉤骨鉤骨折は，ラケッ

トスポーツやグリップした手に生じることが知ら

れているが，その受傷原因の一因に疲労骨折の要

素があるものと推論したので報告する．

【対象】これまで治療した有鉤骨鉤骨折は46例で

ある．そのうち，受傷機転が明らかで1週間以内

に来院した16例について検討した．画像診断は，

全例に単純X線正側2方向と手根管撮影を施行し，

症例に応じてCTを追加した．有鉤骨鉤骨折の骨

折部位とCTが得られた症例では，骨折部の骨皮

質の状況を患者背景とともに検討した

【結果】全例（46例）の受傷原因の中には水球，

器械体操などラケットスポーツとは言えない競技

も存在した16例の内訳は，野球が12例，ゴルフ

2例，テニスl例，ホッケー1例であった．野球を

原因とする症例では，プロや大学野球10例，高校

野球2例と練習量の豊富な選手が受傷する傾向が

あった．他の競技については手関節の掌背屈の繰

り返し動作が強制されるスポーツであることが共

通であった．受傷1週間以内に来院しCTで骨折

部を確認しえた12例では，手根管の有鉤骨部の骨

皮質の骨硬化象を9例に認めた．先端部の3例を除

き，43例で骨摘出術を施行したが，全例受傷前の

スポーツへ復帰した．

【考察】今回，受傷原因としてラケットスポーツ

以外の症例が存在していたことや新鮮骨折にもか

かわらず多くの症例で骨折部の骨硬化象が確認さ

れたことから，本骨折が直達外力や有鉤骨鉤部に

付着する筋の牽引力によって発生するだけでな

く，持続的な手関節尺屈および掌背屈強制時のス

トレスが同部にかかることが基盤となって発生す

る疲労骨折の要素を持ちあわせた骨折であると思

われた．手術治療の方針としては，早期のスポー

ツ復帰を念頭におくならば，同部の骨硬化像が確

認できる症例では，骨摘出がより確実であると思

われた．
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舟状骨疲労骨折の治療経験

SurgicalTreatmentofStressFractureofthe

Scaphoid

兵庫医科大学整形外科

○山際得益，藤岡宏幸，奥野宏昭，

常深健二郎，田中寿一

【はじめに】舟状骨疲労骨折は非常にまれな病態

である．本報告では，体操選手に生じた舟状骨疲

労骨折の治療経験を報告する．

【対象】当科で治療を行った舟状骨疲労骨折は8例，

平均年齢は16.6歳(15歳～18歳),全例ハイレベ

ルの男性の体操選手であった．全例ではっきりし

た外傷歴はなく,競技中の手関節痛にて受診した

手関節僥側のanatomicalsnuifboxに圧痛があっ

たが，単純X線像では，わずかに骨硬化を伴った

線状の骨透亮像を認めるのみであった．しかし

MRIにてT1強調像で低信号,T2強調像で高信号

を認めたので舟状骨疲労骨折と診断した

【方法と結果】全例に，小皮切でのHerbertscrew

あるいはDTJscrewを用いた骨接合術を行い，内

6例に同時に榛骨茎状突起先端部の切除を行った．

結果，良好な骨癒合が得られ，再発は認めなかっ

た．競技復帰までの期間は平均で3.0カ月であっ

た

【考察】舟状骨疲労骨折は非常にまれな病態で，

これまでに，体操選手や砲丸投げ選手での報告が

散見されるのみである．本報告でも全例体操選手

で，競技中に明らかな誘因なく手関節痛が生じて

いた．本競技では手関節を過度に背屈して荷重関

節として使うこと，また，繰り返し手関節背屈強

制することにより，僥骨茎状突起と舟状骨繰り返

す衝突が生じることが原因と推察された．これま

で，舟状骨疲労骨折に対して安静による保存療法

が推奨されていたが,再発が問題となった．また，

無理に競技を継続すると偽関節に移行する例も生

じた．このため，できるだけ早期にMRIを用いた

診断を行い，小皮切でのDTJscrewを用いた内固

定を行い，症例によっては僥骨茎状突起先端部の

切除同時に行うことにより，早期復帰が可能で，

再発も認めず良好な結果がえられた．
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腕立て伏せによしﾉ発症した肘部管症候群

CubitalTunnelSyndromeduetoPushUpExer-

cise

和歌山県立医科大学整形外科

○北野岳史，谷口泰徳，浅井宣樹，

下江隆司，吉田宗人

【目的】最近我々は，腕立て伏せにより発症した

肘部管症候群の2例を経験した．過去にこのよう

な症例の報告は見られず，文献的考察を加え報告

する．

【症例】症例1.51歳，男性．主訴：左手指の筋力

低下と知覚障害．学生時代は空手部で腕立て伏せ

を当時毎日500回，初診時には毎日50回程度，続

けていた術前病期は赤堀の分類にて第3期であっ

た.X線像にて軽度の関節症変化がみられた

hching法にて，内上顎の中枢1～2cmと末梢l～

2cmの2カ所で伝導障害を認めた．手術所見:滑車

上肘筋が存在し，尺骨神経は圧迫されていた．さ

らに尺骨神経は肥大した上腕三頭筋内側頭により

圧排され,fibrousbandの部位で強く絞抓された．

滑車上肘筋とnbrousbandの切除尺骨神経の皮

下前方移動術を行った術後4カ月の調査時，症

状は改善し，赤堀の予後判定基準で優と判定され

た．症例237歳女性．主訴:左環小指のしびれ．

職業は自衛官で訓練のため，腕立て伏せを約5年，

毎日100回初診時には毎日30～40回していた．

術前病期は赤堀の分類にて第3期であったX線

像で著変はみられなかったInching法にて，内

上顎の中枢lcmで伝導障害がみられた．手術所見：

滑車上肘筋が存在し，肘関節を屈曲するとその筋

腹により尺骨神経は圧迫された．滑車上肘筋と

fibrousbandの切除を行った術後1年5カ月の調

査時，症状は軽快し，赤堀の予後判定基準では優

であった．

【考察】今回，2例の肘部管症候群の原因は，腕立

て伏せにより発達したと思われる滑車上肘筋によ

る尺骨神経の圧迫であった．そして,1例は尺骨

神経が肘関節屈曲時に，腕立て伏せにより肥大し

た上腕三頭筋内側頭により圧排され前方に脱臼

し,fibrousbandの部位で強く絞掘される所見が

みられた．上肢のスポーツ障害の一つとして，こ

のような病態を認識することが大切である．
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ばね指に対する超音波ガイド下腱鞘切開

術の治療成績

UltrasonographicallyAssistedPercutaneousRe-

leaseoftheAlPulley

柏厚生総合病院整形外科

○國府幸洋，佐藤馨太，小野智敏，

清田毅

【はじめに】ばね指に対する手術として直視下腱

鞘切開術のほか，より侵襲の少ない経皮的腱鞘切

開術（経皮法）や鏡視下腱鞘切開術（鏡視下法）

が知られている．経皮法は鏡視下法と比べ手技が

簡便であり比較的普及しているが，完全な盲目的

手技であるため手術の不確実性や神経血管損傷や

腱断裂などの合併症が危倶される．今回我々は，

超音波ガイド下に施行した経皮的腱鞘切開術（超

音波ガイド法）の臨床成績および利点につき検討

し報告する．

【対象と方法】弾発現象を有する成人ばね指28例

33指を対象とした対象の内訳は男性10例12指，

女性18例21指．年齢は37-78(平均60)歳，罹患

指は母指7指,中指14指,環指10指小指2指であっ

た．関節リウマチなど自己免疫疾患の患者や腱鞘

ガングリオン合併例は除外した．手術は手掌指節

皮線に約3mmの皮切を加え,Alpulleyと皮下組

織を鈍的に剥離した後，超音波モニタリング下に

フック型ナイフを挿入し,Alpulleyを切離した

切離操作後はプローブを用いてAlpulleyの完全

切離を確認した．術後，創は縫合せず開放のまま

とし適宜包交した．

【結果】全例，超音波ガイド下に手術可能であり

弾発現象は消失した．創の閉鎖に要した期間は

3-7（平均4）日であった．神経血管損傷などの合

併症はみられなかった．

【考察】本法は超音波画像の判読や探触子の走査

に経験と慣れを要するが，術中に屈筋腱や腱周囲

組織が可視化され，手術器具の位置をリアルタイ

ムで把握することが可能であることから，従来の

経皮法にも積極的に応用されるべき手術と考えて

いる．超音波ガイド下腱鞘切開術は経皮法におけ

る盲目的手技を改善させることが可能であり，低

侵襲かつ有用な手術法である．
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AnatomicOutcomeofPercutaneous

ReleaseamongPatientswithTrigger

Finger

InstituteofOrthopedicsandSportsMedicine

St.lukesMedicalCenter,QuezonCity,Philippines

○HenryM.Calleja,AntonioTanchuling,

DavidAlagar,CarolinaTapia,

AnaMacalalad

Introduction:Anatoncoutcomeofpercutaneous

releaseofAlpulleyamongpathologichandsis

stillcontroversial.Thisstudyinvestigatedthe

adequacyandsafetyofpercutaneoustrigger

fingerreleaseonsymptomaticpatients.

Methods:Twoorthopedicnon-handsurgeons

perfOrmedpercutaneousAlpulleyreleaseon

thethumb,index,middleandringfingerswith

theuseofal9gaugeneedlein25fingersof24

patients.Openinspectionwasthenperformedto

determinetheextentofreleaseandanyinjury

tothesurroundinganatomicstructures

Results:Triggeringwaselinnatedinallfingers.

MajorityoftheAlpulleyswerepartially

released,only6outofthe25fingers(24%)were

completelyreleased.Tendoninjuryobserved

wereonlysuperficialabrasions,15of25(60%).

Noneofthepatientshadinjurytothedigital

arteryandnerve

Conclusion:Inthepercutaneousreleaseof

triggerfingers,completeanatomicreleaseofthe

A-lpulleyisnotalwaysachieved,eventhough

chnically,thereisrehefoftriggermgmpatients.

Itisasafeprocedureforthethumb,index,

middle,andringfingeraslongasthe

recommendedtechniqueisobserved.
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Dupuytren型腱鞘炎
ASevereContractureoftheSnappingFinger

asLikeasDupuytrenIsContracture

'東京手の外科・スポーツ医学研究所高月整形外

科病院，2埼玉成恵会病院

○山口利仁'，稲見浩平1,平田丞l,

平瀬雄一2

【目的】Dupuytren拘縮の拘縮線維は一般に

palmaraponeurosispulley(以下PApulley)と

は連結するが,Alpulleyとは連続性がなく腱鞘自

体は正常なことが多い．しかし腱鞘炎の重症型と

してPApulleyを中心に患指の腱鞘が著明に肥厚

硬化し，指の高度の屈曲拘縮を伴い,MP関節か

ら手根管末梢にかけDupuytren拘縮様の線維束が

存在している症例については，当院では

Dupuytren型腱鞘炎と呼称し，特別な対応をして

いる．今回手術法の詳細を報告する．

【手術法】Dupuytren型腱鞘炎の病態は，腱鞘炎

とDupuytren拘縮の両方の性格を持つ．そこで，

手術はまずDupuytren拘縮と同様にzigzag皮切で

大きく展開し，手掌腱膜を切除する．次に一連の

線維束形成の引き金と考えられるPApulleyの天

井部分に相当するlongitudinalfibers,隣接指方向

へのtransversfiberS,さらに側壁であるver廿cal

septaも切除する．そしてAlpulleyを部分切除し，

屈筋腱剥離後，虫様筋腱のAlpulley外側からMP

関節側方にかける高度な癒着を剥離する．しかし，

虫様筋腱が背側骨間筋腱と合流し側索になるが，

これらの腱線維と腱鞘側方の増生した嬢痕性線維

組織は極めて類似しており，神経血管束とも交差

しているため慎重な剥離操作が必要である．

【結果および考察】この手術法で,Dupuytren型

腱鞘炎を改善することが出来た．またDupuytren

型腱鞘炎は，児島らの,<PApulleyによるばね指〉

のさらなる悪化例と考えられる．このような高度

の腱鞘炎では，初診時の入念な観察と十分な

infOrmedconsentが重要と考える．
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肘関節以遠における急性石灰沈着症の検

討

AcuteCalciumDepositsDistaltotheElbow

Joint

屋島総合病院整形外科

○香川好男

【目的】急性石灰沈着症は肩関節に発生すること

が多く，肘関節以遠でのまとまった報告例は少な

い．今回手指，手関節，肘関節における急性石

灰沈着症の18例を経験したので,これを報告する．

【対象と方法】当院において2005年以降，肘関節

以遠にて急性石灰沈着症と診断した18例18関節

(男6例,女12例）で,年齢は27～93歳（平均59.8歳）

であった．罹患部位の内訳はMP関節以遠の手指

関節が8例8関節（母指IP関節1例，示指DIP関節

PIP関節,MP関節が各1例，環指DIP関節PIP

関節が各1例，小指MP関節2例),手関節が2例2

関節，肘関節が8例8関節であったなお無症候性

のものや明らかな'|曼性例，また二次性の石灰沈着

症やtumoralcalcinosisと思われる症例は除外し

たこれらの症例に対して，発症から初診までの

期間，誘因となり得る既往，血液生化学検査およ

び局所炎症所見の有無治療瘻痛消失（軽減）

までの期間，単純X線上の経過，他部位での石灰

沈着症合併の有無等について検討した．

【結果および考察】10例では発症から3日以内に受

診されており，外傷歴は3例に，手の酷使例も3例

に認めた．手指手関節例では局所炎症所見を明

瞭に認める症例が大半を占めたが，肘関節例では

明らかな局所炎症所見を認めた症例は8例中3例で

あった大半は保存的治療によく反応したが，痕

痛消失までは1週間以上かかる症例が多かった．

単純X線にて経過観察が可能であった症例では，

l例を除き石灰沈着の縮小または消失を認めた．

また手指手関節例では他部位での合併例は認め

なかったが，肘関節例では4例において追跡期間

中に肩関節の急性石灰沈着症の合併を認めた．肘

関節以遠に発症する急性石灰沈着症は，基本的に

は肩関節発症例と同様の経過をたどるが，手指

手関節例と肘関節例との間には臨床所見や経過等

に多少の差異を認めた
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虚血再灌流障害におけるmicroRNAの発現

解析

TheExpressionofMicroRNAinlschemiaRe-

perfusionlnjury

'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広島大学大学院医歯薬

学総合研究科展開医科学専攻病態制御医科学講座

整形外科学

○中西美紗l,砂川融2,横田和典l,

鈴木修身3，越智光夫3

【目的】四肢切断外傷はマイクロサージャリー技

術の向上により再接着治療が可能となった．しか

し，筋肉組織は骨・皮層・脂肪組織に比べ虚血に

弱く，血流が再開するまでの虚血時間や，その後

に生じる再灌流により，組織障害を生じ，機能回

復が困難となる症例も少なくない．近年，

microRNA(miRNA)が新しい遺伝子カテゴリー

として注目されている．その中でもmiRNA-370

は酸化ストレスで発現が減弱すると報告されてお

り，酸化による組織障害との関わりが深い虚血再

灌流障害において，その動態は興味深い．本研究

の目的は，虚血に最も弱い臓器の一つである腸管

を用いて，虚血再灌流障害モデルを作成し,

miRNA-370の発現解析を行うことである．

【方法】上腸間膜動脈閉塞(superiormesenteric

arteryocclusion:SMAO)モデルを作成した．

非虚血群，30分SMAOを行った虚血群,30分

SMAO後60分再灌流を行った再灌流群の3群を作

成した.1)realtimePCRによる定量：

miRNA-370の発現，そのターゲット遺伝子であ

るMAP3K8の発現,IL-1,IL-6等のサイトカイン

の発現を定量評価した．2）組織学的評価:in

situhybridizationを行い，組織学的にmiRNA-370

発現の局在を確認した．

【結果】realtimePCRにおいてmiRNA-370の発現

は虚血により増加し，再灌流により低下すること

が確認できた．それに対して，ターゲット遺伝子

であるMAP3K8は炎症性サイトカインと同様に

虚血と共に増加し，再灌流によりさらに増加して

いた．

【考察】虚血再灌流障害は多因子が関与する病態

であるが，炎症の初期段階をブロックすることで

治療効果が得られると考えられる．miRNA-370

はMAPKカスケードの上流酵素であるMAP3K8

に対して抑制的に作用していると考えられ，虚血

再灌流障害の治療に応用できる可能性が示唆され

た
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3-10-EP27

手に発生したPacinianhyperplasiaの3例
PacinianHyperplasiaintheHand-3CasesRe-

port-

'東大阪市立総合病院整形外科，2奈良西部病院手

の外科研究所

○北條潤也'，重松浩司l,玉井進2

【はじめに】手指瘻痛の鑑別疾患として外傷，腱

鞘炎，化膿性炎症，各種関節症，血行障害，腫瘍

などが挙げられるが，今回我々は比較的稀な

Pacinianhyperplasiaの3例を経験したので報告す

る．

【症例1136歳男性．包丁使用時に，右中指基部に

異音とともに瘻痛が出現した．以後，同部に瘻痛

とTinel徴候,指尖部に知覚鈍麻を認め，受傷後8

日目に手術を施行した．瘤痛部の神経上膜下およ

びその周囲にパチニ小体を認め，これを摘出した

(Rhode分類typeA+D).術後瘻痛消失し，

Tinel徴候は徐々に末梢へ移動し，知覚鈍麻の範

囲も縮小した．

【症例2】23歳男性．包丁で左示指基部を刺した．

以後，知覚鈍麻と同部のTinel徴候を認め，受傷

後1カ月で手術を施行した．神経の軽度絞扣を開

放し，周囲に存在した大小多数のパチニ小体を摘

出した(Rhode分類typeA+B+C).術後,Tinel

徴候は消失し，知覚鈍麻はすみやかに軽快した．

【症例3】54歳男性．数年前より続く左母指尺側の

瘻痛が増悪したため来院した．同部の知覚鈍麻と

その周辺のTinel徴候を認めたMRIでは,T2WI

で米粒大高信号の集籏した領域を認めた．術中所

見として神経上膜下およびその周囲に多数のパチ

ニ小体を認め，摘出した(Rhode分類typeB+A).

術直後より瘻痛は消失した．指先部の知覚異常は

残存したが，次第に軽快して2年半の現在，完全

に消失している．

【考察】これらの3例は，すべて手術所見及び病理

検査により確定診断された我々が渉猟しえた範

囲でも，術前にPacmianhyperplasiaと診断され

た症例はなかった．しかし，症例3のごとく

Rhode分類typeB(大半の症例を占め正常径のパ

チニ小体がブドウの房様に集塊を形成し，細い線

維で主神経に付着する）では，術前MRIで異常陰

影を認める可能性があり，手指の有痛性疾患の鑑

別としてMRIの有用性が示唆された．

3-10-EP28

僥骨遠位端発生骨腫瘍を血管柄付き腓骨

移植術によしﾉ再建した例の検討

FreeVascularizedFibularTransplantFollowing

ExcisionoftheTumoroftheDistalEndofthe

Radius

'岩手医大医学部整形外科，2栃内病院整形外科

○西田淳1,古町克郎l,佐藤正義l,

嶋村正1,白石秀夫2

【目的】血管柄付き腓骨移植により再建した僥骨

遠位端発生の骨腫瘍例の治療成績を検討した

【方法】症例は骨巨細胞腫3，軟骨肉腫2，骨肉腫1

例の計6例で,男女各3例,年齢は平均36.2歳であっ

た．手関節固定術を4例，手関節形成術を2例に行

い，術後経過観察期間は平均6年6カ月であった

切除縁，局所再発の有無，転移を含む生命予後，

術後患肢機能を評価した切除縁評価は日整会の

切除縁評価法に従い，患肢機能評価はMSTSの評

価法およびDASH日手会版（以下DASHと略す）

を用いた．

【結果】治癒的切除縁の骨肉腫例以外は広範囲切

除縁であった．骨肉腫例では術後2年7カ月に局所

再発が起こり，術後4年5カ月で肺転移のため死亡

した.他の5例では局所再発,転移は認められない．

術後患肢機能は関節固定術例の平均が82％，関節

形成術例の平均が95％，全例の平均は86％であっ

た術後のDASHscoreの平均は関節固定術例が

33,関節形成術例が23,全例平均が30であった．

【考察】Lackmanらによれば，腓骨移植による手

関節の再建では良好な機能再建が可能とされる．

我々は，重労働者の場合は関節固定の方が患肢機

能の長期的予後は優れている可能性が高く，患者

の背景により術式が選択されるべきと考えてい

る.Ennekingは，僥骨遠位端は多くの血管が

骨に入り込む部位で，高悪性度の病変は周囲組織

に容易に浸潤し，局所再発率の高い部位であると

記載している．高悪性度病変の患肢温存は慎重に

行うべきで，骨巨細胞腫などの良性病変や，軟骨

肉腫などの低悪性度の病変が良い適応と考えられ

た．

【結語】血管柄付き腓骨移植により再建した僥骨

遠位端病変の患肢機能は比較的良好であったが，

高悪性度病変の患肢温存は慎重に行うべきと考え

られた．
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3-10-EP29

上肢に発生した悪性骨・軟部腫瘍の治療一

初療時に悪性と疑われなかった症例の検

討一

TreatmentfOrMalignantTumorsinUpperEx-

tremities,InvestigatingCasesUnsuspectedof

Malignancy

'埼玉県立がんセンター整形外科，2東京医科歯科

大学整形外科

○関康弘1，若林良明2，四宮謙一2

【目的】上肢に発生する良性腫瘍は多く悪性腫瘍

は少ないと言われるが当院は腫瘍センターであり

他院にて単純摘出術を行い病理診断が悪性となり

紹介されたケースも散見される．それらの特長に

ついて検討する．

【対象と方法】2005年4月から2009年9月までに当

院において広範切除術（追加広範切除を含む）を

行った上肢の悪性原発性骨腫瘍6例と悪性軟部腫

瘍17例を対象とした．全例他院からの紹介で骨腫

瘍の年齢は38.8(11～70)歳発生部位は全例上

腕骨で組織型は4例が骨肉腫であった軟部腫瘍

は58.8(19～95)歳，発生部位は前腕8例上腕3例

手3例腋窩2例肩甲部l例で組織型は滑膜肉腫3例平

滑筋肉腫2例MFH2例でその他は1例ずつであっ

た．その中で他院での単純摘出術後に当院へ紹介

され追加広範切除を行った症例を比較検討する．

【結果】骨腫瘍は全例画像検査（手術未実施）の

後当院へ紹介され，軟部腫瘍のうち3例(17%)

は他院で摘出後（2例は摘出後の病理にて悪性と

判明，1例は手術時病理未提出後の局所再発）に，

l例は切開生検にて悪性と診断後，残りの13例は

画像検査後（手術未実施）紹介された他院摘出

例3例のうち2例は手，1例は前腕に発生し，組織

型は平滑筋肉腫2例類上皮肉腫1例，年齢58.6（47

～65）歳で初回執刀の診療科は整形外科1例，一

般外科1例，皮層科1例であった初回手術時の皮

切が横切開であること，術後血腫による腫瘍の播

種をきたしたことが追加広範切除術時に問題と

なった．

【結論】骨腫瘍に対しては多くの医師は慎重に対

応しているが，軟部腫瘍は比較的安易に摘出され

ていた．その理由として，局在が浅いことおよび

サイズが小さいことが考えられる．また，骨腫瘍

は整形外科が担当するが軟部腫瘍は複数科が担当

し得ることも影響すると思われた．手術時皮切は

縦切開，充分な止血とドレーン留置が必要と思わ

れた．

3-10-EP30

Dupuytren拘縮に対する病的手掌腱膜切除
術と創開放療法の術後成績不良例におけ

る術前因子

CliniCalResultsofOpenMethodsfbrDupuytren

Contracture

'産業医科大学医学部整形外科，2川嶌整形外科病

院

○原夏樹1,大茂壽久l,酒井昭典l,

中村利孝1，古江幸博2

【目的】Dupuytren拘縮に対する病的手掌腱膜切

除術と創開放療法の術後成績と術後成績不良例の

術前因子を明らかにすることである．

【対象と方法】対象はMcCashのopenpalm

techniqueに準じて手術を行った64例75手131指で

ある．罹患指数は1指が41手,2指が24手,3指が8

手,4指が2手であり,Meyerding分類は1度が40例，

2度が19例,3度が16例,4度が0例であった．

Meyerding分類0度の症例は今回の検討からは除

外した．術後成績は，開放創閉鎖までの期間，再

発率,Tubianaの判定基準，拘縮改善率で評価し

た．

【結果】開放創は98.4％の例で自然閉鎖し，創閉

鎖までの期間は平均24.5日であった.1年以上経

過観察が可能であった症例での再発率は14.7%で

あった.Tubianaの判定基準ではverygood

66.3%,good21.3%,fair3.8%,poor8.8%で

あった．平均拘縮改善率は,MP関節のみ罹患で

84.6%,PIP関節のみ罹患で68.9%,両関節罹患で

79.5％であり,PIP関節のみ罹患および両関節罹

患はMP関節のみ罹患と比較して有意に低かった

(p<0.05).また小指の平均拘縮改善率は77.1%で

あり，小指以外の値82.0％に比べて有意に低かっ

た(p<0.05).小指罹患群における罹患関節毎の

平均拘縮改善率は,MP関節のみ罹患で87.5%,

PIP関節のみ罹患で65.8%,両関節罹患で63.1%で

あり,PIP関節のみ罹患および両関節罹患はMP

関節のみ罹患と比較して有意に低かった(p<

0.05)．

【結論】小指の拘縮改善率は他指に比べて有意に

低い.PIP関節罹患例の拘縮改善率はMP関節の

みの罹患例に比べて有意に低い．
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3-10-EP31

創外固定器を用いた手指関節拘縮に対す

る関節延長術

GradualJointDistractionofProximallnterpha-

ranxandMetacarpophalangealJointbyaMini-

ExternalFixator

'名古屋大学医学部手の外科学，2岡崎市民病院整

形外科，3小山田記念温泉病院整形外科

○新井哲也1,山本美知郎1,平田仁1,

倉橋俊和2，飯田浩次3

【はじめに】我々は手指関節拘縮に対し創外固定

器を用いた関節延長による授動術を行っているの

で報告する．

【対象と方法】2007年10月から2009年10月までの

期間で手指MPおよびPIP拘縮10例16指を対象と

した．メイラ社製mini創外固定器を拘縮関節を挟

んで固定，術翌日より1日0.5mmずつ延長を開始

し，2週間かけて関節裂隙が、m開くまで延長し

た．延長終了後更に2週間待機しピンと創外固定

器を除去した抜去翌日より作業療法を開始した

年齢，性別，原因，経過観察期間，合併症の有無，

術前後の可動域(TAM),MP,PIP関節別の可動

域，並びに患者立脚型機能評価(DASH,

HAND20)の変化を調査した．

【結果】平均年齢43.3歳（20-62歳)，男性6例女性4

例,MP関節4指PIP関節12指，手指拘縮の原因は

外傷性8例（労災3例，交通事故2例，球技2例，そ

の他1例)，関節症l例，先天性の手指屈曲拘縮l例

であった．創外固定装着期間は平均31.6日，経過

観察期間は平均8.1ヶ月であった．合併症は認め

なかった．手指可動域では平均TAMが119.8(r

27.9）度から194.8（±34.7）度に，関節別可動域

では,MP関節が平均35.0(±25.5)度から78.5"

13.9)度,PIP関節が平均25.1(±ll.7)度から

63.6（±25.0）度とそれぞれ有意差をもって改善

した(P<0.05).平均DASHは43.0(±5.0)から

30.0（±10.9),HAND20が53.3(±29.8)から37.5

(±18.6)と改善傾向を認めた．

【考察】可動域の改善は良好で，本法は低侵襲で

手指関節拘縮に対する有効な治療法と言える．

PIP関節に限らず,MP関節でも良好な改善が認

められた．症例は増加傾向にあり，今後さらに経

時的かつ部位，拘縮原因別の解析を行う必要があ

る．

3-10-EP32

llizarovminifixatorを用いたPIP関節拘縮

の治療

TreatmentofPIPJointContractureUsing

IlizarovMiniFixator

'東京慈恵会医科大学形成外科学講座，2世田谷下

田総合病院整形外科，3町田市民病院形成外科

○松浦愼太郎1，岸慶太'，内田満1，

石橋嘉津雄2，篠田明彦3

【目的】保存療法に抵抗するPIP関節拘縮例に対

し,Ilizarovminifixatorを用いた関節受動術を経

験し興味深い結果を得たので報告する．

【対象】症例は5例で，全例男性，右3手左2手，年

齢は平均38.3歳，罹患指は示指1中指1環指1小指2

指であった．創外固定器装着期間は平均62.8日で

あった.1例は同時にMP関節拘縮に対し創外固

定器を用い，1例はMP関節治療終了後に用いた

【方法】基節骨・中節骨に径1.5ミリメートルのピ

ンを各4本刺入しlizarovmimfixator(M4)でユ

ニットを組み立てる．基節骨側ユニットにプレー

トを2枚装着し，ロッド，ポスト，ブッシング等

を用い組み立てる．術後2～3日間PIP関節を牽引

し関節周囲組織を伸張した後，ナットを1日1回回

転させ関節を他動的に受動する．

【結果】平均21.6°の関節可動域の拡大を得た

【考察】PIP関節拘縮に対する創外固定器の使用

は，1997年水関らの報告以降,CompassHinge等

種々の創外固定器を用いた報告を散見する．我々

の症例では，最大50.の関節可動域の拡大を得た

が,SORL術後例で術前より悪化した術前後の

作業療法は大切で，特に術後作業療法は創外固定

器抜去直後の関節可動域を維持するため重要であ

る．今回使用したTlizarovminifixatorは，指骨に

装着したユニットに各パーツを用い自由に組み立

てが可能で，治療中でも創外固定器を組み変え，

方向や牽引を随時変更できる特性を持つ．関節軟

骨，腱，関節包，側副靭帯など関節構成体の損傷

が術後関節可動域の獲得を左右し，術前の手術回

数が多い程，術後結果は悪い．創外固定器を用い

た拘縮治療は確立した術式ではないが，生じる手

術嬢痕が最小限となる術式であり，関節拘縮治療

のl選択枝であると考える．
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3-10-EP33

先天性表皮水萢症における手指嬢痕拘縮

の治療経験

TreatmentofScarContractureatEpidermolysis

Bullosa

'愛媛大学医学部皮層科形成外科診療班，2愛媛大

学医学部皮膚科

○森秀樹'，中岡啓喜1，白方祐司2，

橋本公二2

【目的】先天性表皮水庖症患者では，幼少期より

四肢末端に水庖を形成して潰瘍化を繰り返して重

度の嬢痕拘縮をきたす．今回我々は難治性の手指

の腰痕拘縮を起こした先天性表皮水庖症患者3例

に対する治療を行ったので報告する．

【対象と方法】症例1は19歳女性，単純型．左手に

全層植皮術を3回,右手に分層植皮術を1回行った．

症例2は24歳女性劣性栄養障害群．他院で数度の

手術を受けていた両手手掌に全層植皮を行った．

症例3は23歳女性，劣性栄養障害群．他院で数度

の嬢痕拘縮形成術・植皮術を施行されていた．人

工真皮十培養表皮移植を左手に4回，右手に8回

行った．

【結果】症例1,2に関しては経過良好であったが，

症例3に関しては現在も治療継続中である．

【考察】症例1,2に関しては，水庖形成の少ない

部位からの植皮により，移植後も水庖形成がある

程度抑えられて良好な経過であったが,症例3で

は水庖形成を繰り返した．培養表皮移植は繰り返

し潰瘍を形成する表皮水庖症患者に有用な治療法

であるが，拘縮をきたした手指に対しては今後解

決すべき課題が多いと思われた

3-10-EP34

変形性肘関節症に対する前後方アプロー

チによる関節授動術

MobilizationfOrtheOsteoarthritisoftheElbow

byAnteriorandPosteriorApproach

'せんぽ東京高輪病院整形外科，2東芝病院整形外

科，3中央大学経済学部

○中川種史1，大数加光治2，高橋雅足3，

川野健一！

【目的】変形性肘関節症に対する関節授動術では，

肘頭窩，鈎突窩の骨片の摘出，骨鰊の除去，肘頭，

鈎状突起の骨鰊の切除による骨性要素の解消と前

後方の関節包の切離による軟部要素の除去が手術

のポイントと考えている．我々は，前後方から肘

頭窩，鉤突窩を直視して手術を行なっているので

今回報告する．

【手術法】肘後方より上腕三頭筋を縦割後方関

節包を十字に切開して関節に入る，骨片を摘出，

肘頭窩の骨鰊をサージオトームで切除して窩部を

形成する．肘頭の骨鰊もノミ，サージオトームを

利用して切除し後方の骨性要素の解消に努める．

次に肘屈側の皮皷に横切を入れ，神経血管束の外

側より上腕筋を縦割前方関節包に達する．後方

と同様に切開し,鉤突窩を露出する．骨片を摘出，

更に鈎突窩の骨鰊を形成，その後鈎状突起の骨鰊

も肘頭と同様に切除する．これらの操作で骨性要

素がほぼ解消する．さらに後方の関節包の横切を

内外側に拡大しつつ屈曲を繰り返し，屈曲を制限

する要素を除去していく．前方も同様に軟部要素

を除去する．以上の操作後可動域を確認して手術

を終了する．

【症例】23例，男性20例女性3例，年齢は17から71

歳平均44.1歳右19肘左4肘，スポーツ例16例，

外傷後の関節症5例，職業性2例であった．術前伸

展制限は5から30度，平均18.3度，屈曲80から130

度平均108度であった．術後6ヶ月以上観察した症

例である．

【成績】術中獲得角度は平均35.4度であったが最

終観察時伸展制限は0から15度平均7.8度，屈曲が

90から140度平均125.2度で獲得確度は27.8度で

あった実業団レベル6例を含むスポーツ16例中

13例は元のレベルでスポーツ復帰した

【結論】今回の症例ではスポーツ例が多いことも

あり，他の報告と一概には比較できないが，本手

術法は安定した手技と考えている．
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3-ll-EPl

経皮的ピンニングを行った僥骨遠位端骨

折の治療成績

TreatmentfOrDistalRadiusFracturesUsing

PeructaneousPinning

藤枝市立総合病院整形外科

○鈴木重哉，豊山起光，阿部雅志，

藤田倫匡，有馬秀幸

【目的】近年，僥骨遠位端骨折の観血的治療とし

て掌側ロッキングプレートが広くおこなわれてい

る．しかし，症例によっては簡便で，医療コスト

が安価な経皮的ピンニングでも良好な成績が得ら

れるものがある．当院で施行した経皮的ピンニン

グの治療成績と，ピンニングに適した症例を検討

したので報告する．

【対象と方法】2005年から2009年までに榛骨遠位

端骨折に対し，経皮的ピンニングをおこなった30

例を対象とした男性8例，女性22例，手術時年

齢は17歳から82歳平均年齢は61.3歳であった．

術後経過観察期間は2カ月から12カ月，平均4.9カ

月であった骨折型はAO分類でA2:8例,A3:

12例,B3:1例,Cl:2例,C2:5例,C3:2例であっ

た手術は整復後K-wire2本または3本で固定

した．術後は2から4週間ギプス固定を行ったX

線学的評価は術直後，最終経過観察時のulnar

variance(UV),radialinclination(RI),volar

tilt(VT)を計測し，臨床成績はMayowrist
scoreで評価した．

【結果】全例で骨癒合が得られた．術直後のUV,

RI,VTの平均はA型でUV:1.2mm,RI:24.3｡,VT

:5.6｡,C型でUV:0.86mm,RI:25.4｡,VT:8.6｡,

最終経過観察時の矯正損失はA型でUV:0.91mm,

RI:1.8｡,VT:3.6｡,C型でUV:2.4mm,RI:3.0｡,

VT:3.0.であった．C型のUVは矯正損失が有意

に大きかった.Mayowristscoreではl例poorで
あった．

【考察】C型のUVの矯正損失が有意に大きかった

ことから，やはりC型に対する経皮的ピンニング

の適応は慎重でなければならないと考えたしか

しA型では，矯正損失も少なく，経皮的ピンニン

グに適した症例と考えた

3-ll-EP2

僥骨遠位端骨折に対する術中テンプレー

ト法-X線による評価

TemplateasReductionGuidefOrFractureof

DistalRadius-X-rayEvaluation

'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1,松井秀和1,宮崎馨l,

佐々木孝2

【目的】僥骨遠位端の形態は症例により異なるた

め，骨折の整復は健側を指標とするのが理想的で

ある.我々は簡便な整復ツールとして「術中テン

プレート法」を考案した今回その有用性を確認

するために検討を行った．

【対象と方法】背側転位型僥骨遠位端骨折のうち，

本法を用いて整復固定を行った群(T群）と，本

法を用いずに整復固定を行った群(C群）につい

て検討した.T群は7例(男1,女6)で,57～80歳(平

均73歳)，骨折型はAO分類A3:3例,C2:2例,C3:2

例,平均観察期間は209日である.C群は23例（男4,

女19）で,25～77歳（平均60歳),A2:2例,A3:10例，

Cl:3例,C2:4例,C3:4例，平均観察期間は268日

である．内固定材はStellarplateを用いた.両群に

対し，術直後と最終診察時のVT,ulnarvariance

(UV)について，健側との差を比較検討した．ま

た方形回内筋(PQ)の温存率を調査し，臨床成

績について日手会評価基準およびGardand-

Sarmientoによる評価基準に基づき検討した．

【結果】VTの健側との差は,T群は術直後3.4L

l.9｡,最終診察時3.4±l.9｡C群は術直後4.7±3.5｡,

最終診察時5.1±4.1.であった.UVの健側との差

は,T群術直後l.0±l.6mm,最終診察時l.3

l.5mm,C群術直後1.1±l.1mm,最終診察時l.0r

1.1mmであった.PQ温存率はT群71.4%,C群

60.9％であった.臨床成績は，日手会評価ではT群

exellent6例,goodl例,C群exellent21例,good

2例Gartland-SarmientoではT群exellent6例,fair

l例,C群exellent21例,good2例であった．

【考察】術中の整復操作に健側のVTを基準とする

テンプレートを用いることにより正確な整復位を

得ることができ，経過中も整復位は保たれていた

また整復後に内固定を行うため,PQ温存率を上

げることができた.「術中テンプレート法」は簡便

で正確な整復ツールと言える．
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3-11-EP3

僥骨遠位端骨折におけるCTを用いた掌側

プレート設置位置と術後の手関節機能の

検討

RelationshipbetweenthePlacementofVolar

PlateMeasuredwithCTandPostoperative

FunctionoftheWristafterDistalRadiusFrac-

tures

いわき市立総合磐城共立病院整形外科

○八田卓久，相澤利武，笹島功一，

峯田光能

【目的】僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキング

プレート固定では，プレートが掌側関節包付着部

を超えて過度に遠位で設置された場合の術後機能

への影響が,近年多く議論されている.我々はCT

を用いてプレート設置位置を測定し,術後機能の

回復経過に関連性があるか検討したので報告す

る．

【対象と方法】対象は受傷時年齢が50歳以上であ

り，掌側ロッキングプレート(Acu-LocDistal

RadiusPlate)固定後4,8,12,24週に評価しえた22

例とした.AO分類C3骨折患者は予め除外した.各

評価時期において手関節可動域,握力を測定し，

健側比を算出したプレート設置位置を評価する

ために,術後12週にCTを施行し,僥骨外側縁と

sigmoidnotchの中点を通る矢状断像を用いた.僥

骨の掌側関節包付着部からプレート掌側端までの

水平距離A(mm:掌側方向を正),プレート遠

位端までの垂直距離B(mm:遠位方向を正）を

測定した.AおよびBと，各評価時期における手関

節機能との関連性について単回帰分析を用いて調

査した

【結果】各評価時期において手関節掌背屈可動域

は,健側比で各々 平均52,75,86,91%であった握力

は各々 平均37,57,70,84％であった.CTを用いたプ

レート設置位置の測定では,Aがl.6～4.3mm(平

均3.0mm),Bが2.0～-2.5mm(平均0.1mm)であっ

た．プレート設置位置と可動域については,術後8

週においてAおよびBが高値であるほど，また術

後12週においてAが高値であるほど,可動域は有

意に低下していたが,術後24週では関連性を認め

なかったプレート設置位置と握力との間にはい

ずれの評価時期においても関連性を認めなかっ

た．

【考察】プレート先端が過度に掌側,遠位に設置さ

れた場合には,手関節の機能回復が遷延する可能

性があるものの,術後24週においては概ね良好な

機能回復が得られていた

3-11-EP4

僥骨遠位端骨折に対する手術成績～

non-IockingplateとIockingplateによる治
療成績の比較～

ComparisonofTreatmentofDistalRadiusFrac-

turewithNon-LockingorLockingPlate

大田原赤十字病院整形外科

○田島康介，吉田祐文，栩木弘和，

高尾英龍，木村昌芳

【緒言】2006年10月以降に掌側lockingplate(LP)

を用いて手術を施行し,3ヶ月以上追跡可能であっ

た僥骨遠位端骨折についての治療成績を報告し，

それ以前に行ってきたnon-lockingplate(nLP)

での治療成績と比較した．

【対象と方法】LP群は男性12例，女性14例で，年

齢は20～79歳（平均54.0歳)，平均追跡期間は7ヶ

月であった．骨折型はAO分類でA2:11例,A3:9例，

Cl:2例,C2:4例であった術後外固定は用いなかっ

た．nLP群は男性2例，女性20例で，年齢は30~

86歳（平均65歳),平均観察期間は7ヶ月であった．

骨折型はAO分類でA2:3例,A3:12例,C1:1例，

C2:5例,C3:1例であった．必要に応じてintrafocal

pinningを追加した．外固定は平均4週間，

Kirschner鋼線は平均5週間で除去した．経時的に

X線写真の比較(volartilt,radialtilt,radial

length)および手関節可動域を評価し，また臨床

成績はCooneyら,Gartlandら各々 の評価法に準

じ評価を行った．

【結果】全例とも骨癒合が得られた．手関節可動

域は両群で有意差を認めず，臨床成績もCooney

らの評価法,Gardandらの評価法いずれにおいて

も差を認めなかった．しかしながら術後のX線計

測においては,radial廿1tでは両群で有意差を認

めなかったが,volartilt,radiallengthではLP群

がnLP群に比し有意に矯正損失が少なかった．

【考察】今回の両術式による治療において，手関

節可動域やCoonrey,Gartlandらの評価で臨床成

績に有意差を認めなかった．しかしnLP群はLP

群に比しvolartiltやradiallengthで矯正損失が有

意に多く,angularstabilityに関してはLPが優れ

ていた.LPは高度な粉砕骨折や骨粗霧症を有す

る症例でもスクリューの逸脱は無く，術後も良好

な整復位を保つことができ，殊に高齢者における

榛骨遠位端骨折には有用なdeviseであると思われ

る．
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3-11-EP5

僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキング

プレートを用いた最小侵襲手術

-従来法との比較一

MinimallylnvasiveOsteosynthesisfOrDistalRa-

diusFractureswithVolarLockingPlate

星ヶ丘厚生年金病院整形外科

○蒲生和重，福島八枝子，樋口晴久，

栗 山 幸治，河井秀夫

【目的】僥骨遠位端骨折の治療法は掌側アプロー

チが主流となっており，近年MIPO法も徐々に浸

透してきた当科では整容的観点から最小皮切で

のMIPO法を行っている．今回我々はその治療成

績を従来法と比較したので報告する．

【対象および方法】2006年から2009年までに僥骨

遠位端骨折に対しMatrixSmartLockPlateを用い

て治療し6ヶ月以上追跡可能であった中で多発外

傷例と骨折型でAO分類C2,C3を除いた10例（従

来法5例,MIPO法5例）を対象とした．全例

trans-FCRアプローチで手術した．従来法群は約

5cmの縦皮切で行い方形回内筋（以下PQ)を一

旦切離し可能であれば再縫着した.MIPO法群は

遠位12mm近位5mmの2つの縦皮切で行いPQ下に

プレートを滑り込ませたPQはプレート挿入部

が一部裂けてしまうため部分的に温存することに

なる．従来法群（男性3例，女性2例）は平均年齢

45歳であり骨折型はAO分類A2:1例A3:1例B2:1

例B3:1例Cl:1例であったMIPO法群（女性5例）

は平均年齢38歳であり骨折型はAO分類A3:1例

B3:2例Cl:2例であった．単純X線評価と臨床評

価を経時的に行い最終評価に日手会手関節機能評

価法（以下JSSH)を用いた．

【結果】術後6週における回外の可動域が従来法群

で平均58.であるのに対しMIPO法群で平均86.と

有意差を認めた．その他JSSHによる最終評価

単純X線評価そして臨床評価において有意な差

を認めなかった．

【考察】僥骨遠位端骨折に対する掌側ロッキング

プレートを用いた治療法は，従来法でも良好な治

療成績を得られることがよく知られている．しか

しその手術痕は，患者にとって必ずしも満足でき

るものではない．当科における最小侵襲手術は

PQを完全に温存することはできないが，整容的

に優れているだけでなく術後早期に広い可動域を

得ることができ，非常に有用な治療法であると思

われる．

3-11-EP6

SynthesExtra-Articularlockingplateによ
る僥骨遠位端骨折の治療

TheTreatmentofSynthesExtra-Articular

LockingPlatefOrDistalRadiusFractures

'牧田総合病院整形外科，2太田総合病院整形外科

○平出周'，橋本節男1,富田泰次2,

金潤壽2，根本高幸2

【目的】我々 は，僥骨遠位端骨折に,watershed-

hneを超えない位置に設置可能なSynthes社製

LCP-DRPExtraFArticular(以下EA)を用いて

治療を行い，良好な治療成績が得られたので報告

する．

【対象ならびに方法】対象は，手術を必要とした

僥骨遠位端骨折に対してEAを用いて治療した15

例で，症例は男7例，女8例で，受傷時年齢は

24-81歳．平均57.6歳で，骨折型はAO分類A2:2例

A3:3例Cl:3例C2:5例C3:2例である．これらの症例

に対して,X線学的には,ulnarvariance(UV),

palmartilt(PT),radialinclination(RI)およ

び関節面と遠位スクリューとの距離を計測して検

討し，臨床的には，斉藤の機能評価を用いて検討

した．

【結果】全例に骨癒合が得られた．最終観察時の

X線計測では,UVが平均0.21mm,PTが平均8.64｡,

RIが平均20.93.と良好であった．関節面と遠位ス

クリューの距離は平均2.7mmであり,watershed-

lineより近位にプレートを設置しても遠位スク

リューは良好な位置に刺入されていた．また矯正

損失もほとんど認めなかった．斉藤の機能評価に

おいても，優9例，良6例と良好な成績が得られた．

【結論】LCP-DRPExtra-Articularは,watershed-

lineを超えない位置にプレートを設置できるデザ

インにより,屈筋腱の皮下断裂を防ぐことができ，

また，遠位スクリューの角度を段階的に傾斜をも

たせることにより,dorsomedialの骨片および月

状骨・舟状骨窩の関節面を支持することも可能と

なった．近年，プレートの設置位置が原因と考え

られている屈筋腱障害の報告が散見されている

が，屈筋腱障害を防止できるEAは，その点極め

て有用なプレートと思われる．ただし,AO分類

C3で掌側骨皮質が粉砕した症例に対しては，プ

レートで押さえきれない場合があり，使用できな

いのは難点ではある．
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3-11-EP7

高齢者背側転位型僥骨遠位端骨折(A-O分

類C型）に対する治療成績

一骨折型による比較一

OperativeResultsofDistalRadiusFracturesin

theElderyPeople

馬場記念病院整形外科

○山本研，本田良宣，吉田映，

三木慎也

【目的】高齢者背側転位型僥骨遠位端骨折(A-O

分類C型）に対してAcu-Locを用いて治療し,骨折

型による比較を検討したので報告する．

【対象と方法】対象は背側転位型僥骨遠位端骨折

の関節内骨折(A-O分類C型）高齢者(60才以上）

32例で,性別は男性4例,女性28例,手術時年齢は

60～89歳（平均71.5歳）であった骨折型はCl:

18例,C2:6例,C3:8例.術後経過観察は平均7カ

月であった.手術は全例Acu-Locを使用し,追加処

置としては創外固定を2例,骨移植は2例,K-wire

固定2例スクリュー固定は1例とした．臨床評価

はMayowristscoreとDASHで,X線学的評価で

はradialinclination(RI),volartilt(VT),

ulnarvariance(UV)を計測し検討した.解析法

として1,関節内単骨片vs多骨片群2,骨幹端粉

砕の有群vs無群3,関節内多骨片かつ骨幹端粉砕

vsその他で比較検討した．

【結果】全例で骨癒合を獲得した.最終可動域の平

均は掌屈524.,背屈59.1.,回内81.2｡,回外86.3.握

力は健側比で77.6％であったX線学的評価では術

直後と調査時の比較で平均VT7.3.から6.7｡,RI

27.1.から28.8｡,UV-0.1mmから0.2mmと明らかな

矯正損失は認めなかったMayowristscore評価

はexcellent9例,goodl3例,fair9例,poorl例で

DASHは0.4～62.9点（平均15.9点）であった.X線

学的評価において2の比較で骨幹端粉砕群ではRI

が有意に低下していた．また臨床評価において3

の比較で関節内多骨片かつ骨幹端粉砕群で握力が

低下する傾向がみられた．

【考察】関節内単,多骨片群,骨幹端粉砕有無群の

比較においてともにほぼ同等の成績が得られた．

しかし,関節内多骨片群,骨幹端粉砕群の高度な

症例では,一部成績不良症例もあり追加処置につ

いてはさらなる検討が必要である．

3-11-EP8

転位した背側関節面を伴うAO分類C型

Colles骨折の治療成績

ClinicalResultsofPlateFixiiationfOrAOtype

CCollesFractureswithDisplacedDorsalJoint

Surface

'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l,堀木充1,

吉田竹志2

【目的】近年，僥骨遠位端骨折は掌側プレートに

より治療されているが，転位した背側関節面を伴

うAO分類C型のColles骨折では十分な整復が得ら

れない場合がある．今回このタイプの骨折につ

いて，掌側プレートと背側プレートの固定による

成績を比較検討したので報告する．

【対象と方法】対象はAO分類C型のColles骨折で，

背側関節面が転位している29症例30手（男14例15

手,女15例15手,受傷時平均年齢55歳),掌側プレー

ト群（以下掌側群,18例19手,Cl:4例C2:2例

C3:13例),背側プレート群（以下背側群,11例

ll手,C1:6例C3:5例).X線で,palmarTilt(PT),

radiallnclination(RI),ulnarVariance(UV),

健側と最終診察時のX線側面像での関節面の掌背

側の距離を測定臨床評価にMayowristscoreを

用いて両群間で比較した．

【結果】X線では両群とも術直後の整復位が最終

診察時まで維持されていた．最終診察時の関節面

の距離は，掌側群で平均21.2mm(健側平均

18.9mm,健側比104%),背側群で平均20.0mm(健

側平均19.2mm,健側比112%)と掌側群での関節

面の広がりを有意に認めた(p=0.0115).また，

両群のCl･C2では最終診察時平均19.4mm(健側

平均18.9mm,健側比103%),C3では最終診察時

平均21.5mm(健側平均19.1mm,健側比113%)で，

C3での関節面の広がりを有意に認めた

(p=0.0022).Mayowristscoreは掌側群平均80点，

背側群平均82点で両群に有意差は認めなかった．

【考察】関節内骨折において背側関節面の転位を

伴う場合，掌側プレートのみでは背側関節面の整

復が不十分なことがあるが，背側プレートを用い

ることで関節面の整復がより確実であった．整復

が不十分な場合，将来的に関節症変化を来たす可

能性があり，転位した背側関節面を伴う場合，背

側プレートも選択肢となると考えられた．
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3-11-EP9

AO分類C型掌側転位型僥骨遠位端骨折の

治療成績

ClinicalResultsofPlateFixationfOrAO-Ctype

VolarlyDisplacedFracturesoftheDistalRadius

'日本鋼管病院整形外科，2昭和大学横浜市北部病

院整形外科，3昭和大学医学部整形外科学教室

○門馬秀介1，川崎恵吉2，稲垣克記3，

瀧川宗一郎3，上野幸夫3

【はじめに】近年高齢化に伴う骨脆弱性もあり，

60歳以上の女性の約15%は僥骨遠位端骨折を受傷

するといわれ,CoUestype(背側転位型）がその

大半である．一方Smithtype(掌側転位型）は，

その骨折線方向から短縮・転位を起こしやすい傾

向にあり，観血的整復固定術を選択される事が多

い．特にC型の掌側転位型骨折は，粉砕した関節

面の整復位を保持しながら短縮を戻す必要もあ

り，手術が選択される．また掌側転位型の報告は

比較的少なく，これまで我々は本学会にて高齢者

やB3型（掌側転位型部分関節内骨折）のlockmg

plateの有用性につき報告してきた．今回我々は

AO分類C型の掌側転位型僥骨遠位端骨折に対す

る掌側Plate固定において，術後の整復位保持の

臨床成績について報告する．

【対象と方法】1999年以降僥骨遠位端骨折に対し

plate固定を行った症例は412例あり，そのうち掌

側転位型は126例であった．6ヶ月以上経過観察し

得た,C型の掌側転位型骨折に対しplate固定を施

行した45例を対象とした．平均年齢は54.5歳，平

均経過観察期間は19.5ヵ月．単純X線とCooney

Scoreを用い治療成績を比較検討した．

【結果】可動域は背屈/掌屈が70.1./62.6.,握力の

健側比は92.5％で,Cooney評価は89.8pointであっ

た．単純X線評価では,術後と最終診察時の差(矯

正位損失）はUPV:-0.86mm,VT:0.52｡,RI:0.39．

PSA:1.6.であった.Lockingplate群24例とnon‐

lockingplate群21例を比較すると，後者の方が

VTで背屈転位を認めていた掌側転位型であっ

てもC型はB型と異なり背側の粉砕が強く，整復

位の保持が困難であると考えられた．

【考察】AO分類C型掌側転位型僥骨遠位端骨折に

て臨床成績は良好な結果が得られた

3-ll-EP10

僥骨遠位端骨折AO分類C3背側転位型に対

する掌側ロッキングプレート法の治療成

績

ClinicalResultsoftheVolarLockingPlatefOr

DorsallyDisplacedDistalRadiusFracturesof

AOTypeC3

浜松労災病院整形外科

○河 本正昭

【目的】榛骨遠位端骨折C3の背側骨片を経皮的操

作で整復したのでその成績を評価する．

【対象と方法】掌側ロッキングプレートにて治療

した僥骨遠位端骨折C3背側転位型25例の治療成

績を評価した.手術手技は背側の陥没した骨片を

背側より経皮的に刺入した鋼線で整復操作し,骨

欠損部に人工骨を充填し,遠位ロッキングピンを

背側皮質非貫通とした.X線上,raidalinclmation

angle(RI),ulnarvariance(UV),volartilting

angle(VT),articularstepoffを計測した臨床

評価はGertland&Werley,modihedMayoscore

に拠った．

【結果】平均年齢は63.7歳（35歳から79歳），男8例，

女17例であった全例原職に復帰または以前の

ADLを回復していた臨床的にはpoor例は認めな

かったが手関節掌背屈が平均52/58.5.であり，握

力は健側比で平均68.8％であった観察期間が長

くなるに従い改善する傾向にあった.X線評価で

はRI24.8｡,UV1.0mm,VT7.3.であり，整復位保

持は良好であった.整復不良の2例は人工骨非使

用例であった.2例に抜釘を要した軽度指拘縮を

2例に認めた．

【考察】関節内背側骨片の整復の際,伸筋腱周囲を

展開して骨片を操作すれば術後の癒着は避けられ

ない．また背側転位型においては背側骨膜の損傷

程度は比較的軽度なことが多く，実際,経皮的操

作と人工骨充填で満足すべき整復を得た整復が

不良であった症例は人工骨非使用例であり手技的

問題と考えられた．

【結語】C3背側転位型の榛骨遠位端骨折に対して，

掌側ロッキングプレート法に人工骨充填,背側か

らの経皮的操作を併用することで良好な成績を得

ることができた．
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3-ll-EP11

掌側ロッキングプレートを用いた僥骨遠

位端関節内粉砕骨折(AO分類C3)の治療

成績

ClinicalResultsofVolarLockingPlateFixation

fOrDistalRadiuslntra-ArticularComminuted

Fracture(AO-C3)

'香川労災病院整形外科，2産業医科大学整形外科

○浅野哲弘l,森谷史朗1,高田真-1,

善家雄吉2，大茂壽久2

【目的】僥骨遠位端関節内粉砕骨折(AO23-C3)

の治療は難渋することが多く，その治療法はいま

だ確立されているとは言い難い.当院でAO23-C3

に対して掌側ロッキングプレート（以下VLP)固

定単独で治療した症例の治療成績有用性,問題

点について検討した

【対象と方法】2004年ll月から2009年4月までに，

当院で僥骨遠位端骨折に対しVLP固定を行った

262例のうち,6カ月以上経過観察可能であったC3

骨折の24例25関節を対象とした平均年齢62歳

(25～80歳），内固定までの術前平均待機期間は2

日（0～14日），平均経過観察期間は11カ月（6～

36ヵ月）であった.骨折型はAO分類でC3.1:12関

節C3.2:11関節,C3.3:2関節であった.調査項目

は受傷時,術直後最終調査時のvolartilt(VT),

radialinclination(RI),ulnarvariance(UV),

臨床成績評価としてDASHscoreおよび日本手の

外科学会手関節障害の機能評価基準(JSSH),術

後合併症とした

【結果】日本手の外科学会手関節障害の機能評価

基準でexcellentl9関節good4関節,fair2関節で

あったC3.1の12関節は全例excellentであった

FairはC3.2の2関節であった.UV2mm以上の矯正

損失をきたしたのは8関節（32%）で,C3.1が4関節，

C3.2が4関節であった.術後合併症はRSD様症状を

2関節,正中神経掌側枝障害をl関節に認めたが，

経過中に臨床症状は改善した.尺骨突き上げ症候

群をl関節に認め,最終的に尺骨短縮術に至った

【考察】C3.1に対してはVLP単独でも対応可能と

考えるが,C3.2,C3.3に関してはVLP単独では対応

できない症例が存在し,症例によってはK-wire固

定や内固定の追加が望ましいと考える．また,C3

骨折の中でも受傷時UVが大きい症例は,TFCCや

掌背側の靭帯などの軟部組織損傷を伴っている可

能性が高く，成績不良となる傾向があり注意を要

する．

3-11-EP12

榛骨遠位端骨折に対する掌側プレート法

のX線における成績不良例の検討

EvaluationofPoorResultsinX-RaysfOrDistal

RadiusFractureUsingVolarPlate

多摩南部地域病院整形外科

○武光真志山中誠松本幹夫，

平田一博

【はじめに】僥骨遠位端骨折に対する掌側プレー

ト法の有用性は多く報告されているが，なかには

転位をきたす症例も散見される.AO分類別にX線

における成績不良例について検討した．

【対象】2001年4月～2009年6月までに僥骨遠位端

骨折に対して手術を行い,術後3ヶ月以上経過観

察できた49例を対象とした.平均年齢は58.8歳(19

～84歳).平均経過観察期間は8.0ケ月(3～22ケ月)．

骨折型はA2:14例A3:15例,B3:11例,Cl:3例，

C2:6例colles型骨折にはAPTUS(MES)20例

Stellar(Umtech)7例,他4例のlockingplateを使

用し,smith型骨折にはACESymmetryPlate

(MDM)18例をbuttressplateとして使用した．

【評価】X線で術直後と最終診察時のulnarvari-

ance(UV),volartilt(VT),radialinclination(RI)

を測定し整復位の獲得と保持およびUVが2mm以

上,VT,RIが5度以上の損失を成績不良例とし評

価した(t検定:P<0.05)

【結果】A,B,C各間での整復位の獲得とその保持

に優位な差は認めなかった．不良例はA:5例

(18.5%),B:2例(18.1%),C:3例(33.3%)認

められた.多くはUVの損失に伴ってVT,RIも損

失していた．

【考察】A不良例はA2ではScrewの刺入位置が明

らかに近位であり,A3では掌側の皮質骨の粉砕が

強いもので不良となっていた.Bは全例Smith型骨

折(B3)で骨片が関節面のl/2以上の大きなもの

や骨折部の粉砕が強いものがbuttressplateで支

えきれず不良となっていた.C不良例では掌側骨

片を整復固定できずに不良となっていた.Aでは

Screwを軟骨下骨に接するように刺入する必要が

あり(subchondralsupport),B3では骨片が大き

く粉砕しているものはScrewなどの追加固定を,C

では掌側骨片を固定するK-wireやScrewの追加固

定を考慮すべきである．
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3-ll-EP13

高齢者の榛尺骨遠位端骨折の治療成績
FractureofTheDistalRadiusandUlnainEl-

derlyPeople

岡山済生会総合病院整形外科

○高田逸朗，今谷潤也中道亮，

井上円 加 ， 清 水 弘 毅

【背景と目的】近年の高齢化社会の到来とともに

高齢者の榛尺骨遠位端骨折の増加を認める．本骨

折は高度の粉砕を伴うことが多く，不安定の為，

内固定に難渋することが多い．今回，一年以上経

過した本骨折の臨床成績を追跡し，検討した

【対象】当科で2004年から2008年に加療したll例

11手関節を対象とした平均追跡期間は35ヶ月(12

から68ヶ月）であった．全例女性で手術時年齢は

平均76才(63歳から85歳)であった．僥骨は全例，

掌側プレートで内固定したBiyani分類typelが3

例,type2が3例,type3が1例,type4が3例であっ

た．尺骨は,non-lockingplateを利用したものが

5例,lockingplateを利用したものが2例,tension

band,髄内鋼線，Screw固定のみでの内固定が1

例ずつ，保存的がl例であった．評価項目は手関

節可動域とMayowristscore,日手会版Quick

DASH,patientratedwristevaluation(PRWE)

を調査した.PRWEは当施設で日本語訳したもの

を利用した．

【結果】全例骨癒合を得た.Mayowristscoreは

平均82点でexcenent,goodは10例中7例fairが2

例,poorが1例であったQuickDASHは平均16.4

点,PRWEは平均23点であった．

【考察】半数以上が満足できるものであった．poor
の1例透析中であるため手関節を使用していないこ

とが影響した.fairの2例は,lockingplate,髄内

鋼線がl例ずつであった．髄内鋼線では内固定が

不十分であった可能性がある．肩に症状のある症

例は,QuickDASHに悪影響を及ぼした．手関節

に症状がある患者ではPRWEに著しく悪影響が

あった．尺骨遠位端骨折に対するより良い固定材

料の開発が望まれる．

3-11-EP14

尺骨遠位部骨折に対するIockingplateの治
療成績

LockingPlateFixationofUnstableFracturesof

theDistalUlna

大阪府三島救命救急センター

○ 岡本雅雄，大塚尚

【目的】尺骨遠位部骨折はその殆どが榛骨遠位端

骨折に伴って生じるが,K鋼線や螺子,mmi-

plateなどを用いた内固定は固定性が不十分で長

期間の外固定を余儀なくされることがある.演者

らは榛骨遠位端骨折用のAO掌側用Distalradius

plate(DRP)を尺骨遠位部骨折に応用し，強固

な固定により術後の外固定期間を短縮し得ること

を第32回日本骨折治療学会において報告した．今

回，さらに症例を重ねその治療成績と問題点につ

いて検討する．

【手術手技】僥骨遠位端骨折を内固定後,尺骨頭(遠

位榛尺関節）を整復するが骨折部はできる限り展

開しない.distalarmを2穴に改作したDRPを尺

骨の内側に設置するが,distalarmが尺側手根伸

筋(ECU)の滑走床にかからないようにする．

【対象と方法】20例年1月以降,13例（男性3例，

女性10例）に本法を行った．手術時年齢は25-86

歳（平均65歳),Biyani分類では,typel;3例，

type2;4例,type3;3例,type4;3例であった.1

例を除く12例に僥骨遠位端骨折を伴っており，

DRPを用いて内固定した僥骨骨折型はAO分類

A3;6例,Cl;1例,C2;l例,C3;4例であった.術

後の外固定期間は0-14日であるが，後期の症例で

は外固定を行っていない．経過観察期間は3カ月

-18カ月（平均12カ月）であった．

【結果】全例において術後の整復位は維持され骨

癒合を得た.Mayomodifiedwristscoreでは，

excellent3例,good8例,fair2例であった．プレー

トに起因すると考えられる腱症状はなかったが，

プレート抜去時ECU腱の部分損傷を1例に認め

た．

【結論】本法は，角度安定性を有する2本のピンを

軟骨下骨皮質の良好な骨質に刺入することで強固

な固定性が得られると考えられる．手術手技は容

易であるが，プレートによるECU腱損傷の可能

性があり骨癒合後は速やかに抜去することが望ま

しい．
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3-11-EP15

僥骨遠位端骨折に合併する尺骨遠位端骨

折の治療成績

TreatmentfbrDistalUlnaFracturesAssociated

withDistalRadiusFractures

'香川労災病院整形外科，2産業医科大学医学部整

形外科

○高田真一'，森谷史朗'，布施好史1，

善家雄吉2，大茂壽久2

【目的】僥骨遠位端骨折の治療は,掌側ロッキング

プレートによる内固定が数多く報告されている

が,尺骨茎状突起骨折を除く尺骨遠位端骨折に対

しての治療法についての報告は比較的少ない.僥

骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位端骨折の治療成

績を報告し,内固定材料について検討する．

【対象と方法】2004年11月より2009年5月までに僥

骨遠位端骨折に合併した尺骨遠位端骨折22例を対

象とした.男性2例,女性20例,平均年齢は69歳,平

均経過観察期間は7ヶ月であった.骨折型は,僥骨

がA0分類でA2:4例A3:11例C2:6例,C3:1例，

尺骨が,Biyam分類でtypel:4例type2:5例type

3:9例,type4:3例であった.僥骨は全例掌側ロッ

キングプレートで内固定,尺骨はプレート13例，

tensionbandwiring5例,経皮的ピンニング3例，

内固定なしl例であった．これらの症例に対し,経

時的に関節可動域握力,X線学的評価として

ulnarvariance,臨床評価として日本手の外科学会

手関節機能評価基準を調査,検討した

【結果】関節可動域は最終調査時,背屈平均63.,掌

屈平均76.,回内83.,回外84.であった.握力は術

後4週で健側の37％,12週で62％の改善を認めた．

UV矯正損失は+0.7mmで術直後からほぼ良好な

整復位が保たれていた.臨床評価は,最終調査時

全例excellentであった．

【考察】尺骨遠位端骨折に対し,骨折型に応じた適

切な内固定材料を選択し良好な治療成績が得られ

た.僥骨遠位端骨折は掌側ロッキングプレートに

よる内固定で早期ROMが可能となったが,それに

合併する尺骨遠位端骨折の強固な内固定法が求め

られる．強固な尺骨の内固定にはプレート固定が

有用で特に角度安定性を持つlockingscrewまた

はpinでの固定が望ましい．

3-ll-EP16

榛骨骨折に合併する尺骨小窩裂離骨折
AvulsionFractureattheFoveaoftheUlnaAs-

sociatedwithFractureoftheRadius

'市立豊中病院，2星ケ丘厚生年金病院

○山本浩司1,栗山幸治2,韓法輪光1,

難波二郎】

【目的】尺骨小窩には僥尺靱帯が付着しているた

め，尺骨小窩裂離骨折は僥尺靱帯の尺骨からの剥

脱を意味し，遠位僥尺関節の不安定性を引き起こ

すと考えられる．今回我々は僥骨骨折に合併する

尺骨小窩の裂離骨折10例について遠位僥尺関節の

不安定性の観点から検討した．

【対象および方法】2003年12月から2008年7月まで

に当院で手術を施行した僥骨骨折に合併する尺骨

小窩裂離骨折10例を対象とした．全例男性で，年

令は13から39才，平均19才であった．僥骨の骨折

は僥骨遠位端骨折7例（僥骨遠位骨端線損傷2例を

含む),Galeazzi骨折2例，舟状骨骨折を伴う榛尺

骨骨幹部骨折1例であった．尺骨茎状突起骨折を

合併していたのは9例で，骨折部位は先端部:2例，

中央部：2例，基部：5例であった．僥骨骨折に対

しては4例にplate固定6例に経皮的pinmngを行っ

た.10例中8例は手関節尺側を展開して直視下に

観察した.この内6例は僥尺靭帯が裂離骨片を伴っ

て尺骨小窩から剥脱していたのでこれを尺骨に

pullout縫合し,2例は僥尺靭帯と裂離骨片が尺骨
と部分的に連続性があったためそのままとした．

残る2例については手関節尺側を展開せずに放置

した．これらの症例について術後の遠位僥尺関節

の不安定性の有無を検討した術後の経過観察期

間はlから27ヶ月，平均13ケ月であった

【結果】僥尺靱帯と裂離骨片が尺骨小窩と部分的

に連続性があった2例とこれを尺骨にpullout縫合

した6例中の5例では術後に遠位僥尺関節の不安定

性はみとめなかった．これに対して手関節尺側を

展開せず，僥尺靭帯と裂離骨片を放置した2例で

は2例共術後に遠位僥尺関節の不安定性が残った．

【結論】僥骨骨折に合併する尺骨小窩の裂離骨折

は比較的若年者に多い傾向があり，僥尺靱帯の剥

脱を伴っているのでその修復を行うべきであると

考えられる．
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3-11-EP17

僥骨頭・頚部粉砕骨折を伴う肘脱臼骨折

の治療成績

TreatmentofFracture-DislocationoftheElbow

withComminutedFractureoftheRadialHead

'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君津中央病院整形外科

○河野元昭1,國吉一樹1,柿崎潤l,

斉藤忍2，松浦佑介3

【目的】僥骨頭・頚部粉砕骨折(Mason3型）に

対する人工僥骨頭置換術（以下RHA)は近年，

一般的になってきていると思われるが本邦ではそ

の報告は意外に少ない．今回我々は僥骨頭骨折を

伴う肘関節脱臼骨折の治療成績についてRHA使

用群を観血的整復固定術群（以下ORIF群）と比

較し検討を行ったので報告する．

【対象および方法】2007年以降6ケ月以上経過観察

をおこなった18例（男性10例，女性8例）を対象

とした．僥骨頭・頚部骨折は全例Mason3型で術

式はORIFを第一選択とし，関節軟骨欠損もしく

は粉砕が強く強固な内固定が不能と術中に判断さ

れたものに対してRHAを適応した.RHA群10例，

ORIF群8例で，平均年齢はRHA群62歳,ORIF群

35歳．人工僥骨頭はWrightMedical社Evolve

implantを使用し,ORIFはlowpromeplate,
headlessbonescrewを適宜使用した．両群の合

併損傷では肘頭骨折が5例，尺骨鉤状突起骨折が

13例みられ観血的整復固定術を行った．外側側副

靱帯損傷9例，内側側副靭帯損傷4例に対して縫合

術を行った．これらの症例に対して単純X線，肘

関節可動域，日整会肘機能評価法（以下JOA
score)を用いて評価した

【結果】最終観察時の肘関節平均可動アークは，

RHA群屈伸107度，回内外169度でORIF群は屈伸

107度，回内外163度であったJOAスコアでは

RTA群平均86点ORIF群平均88点であった.X

線評価ではRHA群で人工僥骨頭のサイズ不適合

が3例,ORIF群で僥骨頭偽関節が2例みられた

【考察】今回の調査ではRHA群の回内外アークは

予想以上に良好で，成績は若年者が多いORIF群

とほぼ同等であった.X線評価では人工榛骨頭の

サイズ不適合例がみられ，上腕骨小頭のOA変化

や肘関節外反変形等の症例もみられた．今までの

ところ必ずしも瘻痛，不安定性などの臨床評価に

は反映されなかったが，今後さらなる経過観察を

要する．

3-ll-EP18

観血的治療を行ったMonteggia骨折の治療
成績

ClinicalResultofOperativeTreatmentfOrMon-

teggiaFracture

土浦協同病院

○若杉琢磨，石突正文，白坂律郎

モンテジア骨折は尺骨骨折に榛骨頭の脱臼を伴う

骨折であり，小児では徒手整復による保存的治療

が原則とされている．今回当院で過去10年間に

観血的治療を行った22症例についてまとめた．

対象は2000年～2009年までの間に当院で観血的治

療を行った陳旧例を含むモンテジア骨折22例検

討項目は年齢・受傷機転・神経麻痒の有無と

Bado分類に基づいた骨折型，待機日数・術式，

経過観察期間と最終経過観察時の僥骨頭の整復状

況である．年齢は平均23.1歳．20歳以下の小児例

が12例，20歳以上の成人例が10例受傷機転は転

落8例交通外傷5例，転倒4例，直達外力4例，ス

キーl例であり，開放骨折を3例に認めた．術後経

過観察期間は平均で12.5か月．骨折型はBado分類

でtypelが16例type2がl例type3が5例であっ

た後骨幹神経麻痒の合併例は2例であったが，

いずれも完全に回復した．術前待機期間は新鮮例

で平均1.9日であり，骨切りを要した陳旧例では

15日,2年,3年であった．術式はプレート固定12

例，ピンニング3例，プレート固定にtension

bandwiringを併用したものが2例，髄内釘固定が

l例観血的整復のみが1例陳旧例は3例で，骨切

りにプレート固定を併用したものが2例，骨切り

にピンニングを併用したものが1例であった．僥

骨頭の整復状況は,術直後より良好なものが16例

術直後軽度亜脱臼位にあるものが6例に見られた

が，多くは経過とともに整復位は改善した．亜脱

臼位が残存した6症例のうち,Badotype3が4例

Badotypelが2例であった．モンテジア骨折に対

する観血的治療は有用と考えられるが，僥骨頭の

整復位が不完全なものは十分に経過を観察する必

要がある．
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3-11-EP19

MR画像を用いた三次元再構築手法の手の

外科領域への応用

TheApplicationof3-DimentionalReconstruc-

tionMethodofMRI(Images)toDisordersofthe

HandandWrist

'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，2京都府立医科大学大学院放射線診

断治療学講座

○遠山将吾1,徳永大作1,藤原浩芳l,

伊藤博敏2，久保俊一」

【はじめに】ボリュームデータを用いた医用画像

処理は,マルチスライスCT装置の普及，ワークス

テーションの処理能力向上および画像を処理する

汎用ソフトウェアの進歩によって急速に進歩して

いる.今回,3.0T3DMRIを用い,画像を三次元再

構築することで,手関節における骨および軟部組

織の三次元的に評価する方法について検討した

【方法】MRIの撮像はPhilipsAcheiva3.0Tを用い

た手関節用4channelcoilを用い,腹臥位,前腕回

内位で手関節の撮像を行った3D脂肪抑制Tl強調

像を,TR7.8ms/TE4.9ms,coronalorientation,

slicethicknesslmm(0.5mmoverlap)xlO5slices

とし,FOVを120mm,matrix240x240,acqmsition

voxcelsizeO.5xO．5xO.5mm,Reconstruction

matrix512x512に設定して撮像した.得られた

DICOMデータを三次元画像再構築ソフトウェア

に取り込み,榛尺骨,手根骨,伸筋腱群,屈筋腱群，

正中神経,尺骨神経の三次元画像を作成した

【結果】伸筋腱は,それぞれのコンパートメントの

描出が可能であった.浅指屈筋腱と深指屈筋腱の

分離も可能であった.正中神経は,手根管以遠の

運動枝レベルまで分離できた．

【考察】CTを用いた三次元画像は,広く行われて

いるが,MRIは,解像度やスライス厚の問題から，

詳細な検討は困難であった.本法を用いることで，

骨と軟部組織の三次元的に評価が可能であった．

特に,繊細な評価を要する手の外科領域の疾患に

対しても,本法は強力な診断ツールになりうる．

3-11-EP20

SoapBubbleMIP処理MRIによる手背の
伸筋腱断裂描出の有用性

DelineationofExtensorTendonlnjuryofthe

HandbyMRI:UsefulnessofSoap-BubbleMIP

ProcessingTechnique

'若草第一病院整形外科，2島根大学整形外科

○領家幸治1,野崎健治l･2,桐田由季子1,

平松由美子2，内尾祐司2

【目的】手背の伸筋腱断裂では，断端の位置や性

状についてMmを用いて描出することが今まで困

難であったそれらを正確に評価することは治療

方針の決定に役立ち，手術療法を選択した際，術

前計画を立案するのに有用である．第52回日本手

の外科学会で我々は同意を得たボランティアと僥

骨骨折の患者の断裂のない伸筋腱をsoapbubble

MIP処理を施行したMRIで撮影しその有用性を報

告した．今回我々は手背伸筋腱断裂症例に対し

てMRIを施行し,soapbubbleMIP処理によるそ

の描出の有用性を検討した．

【対象および方法】伸筋腱断裂症例は8例で男性7

例，女性l例，受傷時年齢は19歳～75歳（平均年

齢54歳）であった．受傷部位は全例手背部で長母

指伸筋腱断裂4例，示指伸筋腱断裂l例，中指針筋

腱断裂1例，小指伸筋腱断裂2例であった．使用し

たMRI装置はPhilips社製InteraAchievaNOVA

Dual1.5T,SENSEフレツクスコイルM(2ch)で，

撮影シーケンスは高分解能3DTlTFEで撮影しさ

らにsoapbubbleMIP処理をおこなった

【結果】全例において伸筋腱断裂部位の撮像が可

能であり，その状態が観察可能であった．

【考察】元来MRIにおけるsoapbubbleMIP処理

は，蛇行する冠状動脈を3次元的に解析しそれを2

次元画像として描出することを目的に開発された

ものである．これを厚さが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による

正確な伸筋腱断裂の性状の評価ができる可能性が

示された．ただし，一本の伸筋腱の3次元画像を2

次元画像として描出することは可能ではあるが，

複数の腱が断裂していた場合それぞれの腱の3次

元画像を2次元に描出するということは可能か否

という点に関して臨床例を経験していないため今

回の症例では明らかにできなった．

【結論】MRI(soapbubbleMIP処理）は伸筋腱描

出に有用である．
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3-11-EP21

MRI拡散テンソル画像による末梢神経病変

の描出

DiffusionTensorlmagingofPeripheralNerve

Lesions

'東京逓信病院整形外科，2東京逓信病院放射線科，

3東京大学医学部整形外科，4都立広尾病院整形外

科，5横浜労災病院整形外科

○沖永修二l,是永建雄2,原えり3,

星川慎弥4，山本真一5

【目的】私たちは前回の本学会で，末梢神経に対

する新しい画像診断法であるMRI拡散テンソル画

像によって手根管症候群における正中神経の形態

変化を捉えられることを報告した今回の目的は，

同法を末梢神経外傷と腫瘍症例に応用し，その有

用性を明らかにすることである．

【方法】対象は手根管部での正中神経不全損傷2例

と神経鞘腫3例（正中神経2例，尺骨神経l例）で，

MR装置はフィリップス社製Gyroscan

INTERAl.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,singleshotSE-

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で該当神経の拡

散テンソル画像を作成した．対象情報を知らない

整形外科医が，健常者で作成した該当神経の正常

像と形態を比較した．

【結果】部分損傷2例中1例では神経幹の部分的欠

損他の1例では枝分かれと変形が見られた神

経鞘腫3例ではいずれも描出部分が腫瘤表面に枝

分かれして走行する像を示した．

【考察と結論】本法は神経組織を特異的かつ三次

元的に描出する能力を持つが，拡散異方性の数値

を基にした仮想画像であるため，神経病変の評価

に有用か不明であった今回の結果から，本法は

少なくとも外傷性，腫瘍性の末梢神経病変に対し

て，従来法にない有用性を持つ画像診断法となる

可能性がある．

3-11-EP22

肘関節軟骨障害の評価におけるMRI空気関

節造影検査の可能性について

AirMRIArthrographyfOrEvaluationofCarti-

lageSurfacesofElbow

'京都大学大学院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！

【はじめに】様々な関節疾患に対してX線やCT空

気関節造影法は広く行われてきた．一方,MRIに

おいて空気関節造影を行った臨床報告は，渉猟し

得た限りではなかったMRIでは，空気と組織と

の境界で，磁化率アーチファクトが生じやすいと

されている．磁化率アーチファクト発生に対する

懸念により，これまでMRI空気関節造影検査はあ

まり行われてこなかったものと思われる.2006年，

Maesらは豚の膝関節でMRI空気関節造影検査を

行い関節軟骨表面の評価に対する有用性を報告し

た．今回われわれは，肘関節軟骨障害の評価にお

けるMRI空気関節造影検査の可能性について検討

した．

【対象と方法】対象は，7名7肘，いずれも男性で

上腕骨小頭離断性骨軟骨炎症例．年齢は,14歳か

ら15歳，平均15歳.MRIは，フィリップス社

Achieval.5Tを使用した．撮像法は,Tl強調，

T2*強調,SPIR法を行った．肘関節に，空気を注

射器で約20ml注入し，直ちにMRI検査を行った．

それぞれの撮像法について，アーチファクトの有

無関節軟骨と周囲組織のコントラストを検討し

た

【結果】1肘のT2*強調像で読影に支障となるよう

なアーチファクトが生じたが，その他の撮像法で

はいずれの症例にもそのようなアーチファクトは

生じなかった．空気を関節に注入することにより

関節胞が拡大し，関節軟骨表面と滑膜とが分離す

ることにより関節軟骨表面の性状，凹凸や厚さが

確認しやすくなった．

【考察】今回，磁化率アーチファクトが強く表れ

やすいとされているT2薄強調像においても，読影

に支障となるようなアーチファクトが生じたのは

l例のみであった．肘関節においてもMRI空気関

節造影検査は可能であり，特に，術後の関節軟骨

表面の評価についての利用を検討する価値がある

と考えた
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3-11-EP23

高齢者上腕骨遠位端骨折に対するプレー

ト固定術の治療成績

ClinicalResultsoftheDistalEndofHumeral

FracturesinElderlyPatients

市立三次中央病院整形外科

○ 高田治彦，杉岡敏博

【目的】65才以上の高齢者上腕骨遠位端骨折に対

してプレート固定術をおこなった症例の術後成績

を検討し，文献的考察を加え報告する．

【対象】症例は2001年以降の21例で，内訳は男性7

例，女性14例，手術時平均年齢は80歳で，骨折型

はAO分類でA2;16例,A3;4例,C2;l例であった．

使用したプレートの内訳はMayoplatel5例，

ONIplate4例,Periarticularplate2例で，詳細は

内外側にMayoplateが12例，片側にMayoplateが

3例，内外側にperiarticularplateが1例，片側に

periarticularplateが1例,ONIplate使用群は内側

にcannulatedscrewを3例,tensionbandwiring

をl例に行った．全体で骨移植を14例に併用した．

ギプス固定期間は平均3.6週であった．検討項目

は瘻痛，可動域，合併症X線で骨癒合の有無と

術後転位の有無である．臨床成績はJOAscoreに

て評価した．経過観察期間は平均8.4ヵ月であっ

た．

【結果】軽度の瘻痛を7例に認め，平均可動域は伸

展-27.,屈曲120.で，合併症はONIplateを用い

たl例で偽関節を生じ,Mayoplateにて再手術を

行い骨癒合を得た．最終的にX線で骨癒合は全例

に認め，術直後と調査時を比較して整復位の保持

されていた例は19例で，軽度の転位を生じたのは

ONIplateを用いた2例であった．平均JOAscore

は84.9点であった．

【考察】プレートの固定力は内外側にMayoplate

を設置するのが最も良いと思われるが，手術侵襲

も大きく，高齢者は全身合併症を有している例が

多く，早期運動療法が行える範囲で確実に骨癒合

が得られ低侵襲の固定方法を用いるべきと考え

る．高齢者は上腕骨内外穎部の海綿骨が脆弱なた

め手術待機期間に髄内の骨欠損を生じる例が多

く，骨移植を積極的に行うのがよいと思われた．

3-11-EP24

原骨折部位とは異なった僥骨遠位部再骨

折の治療経験

ExperienceofDistalRadiusRefractureatthe

DifferentSitefromtheOriginalFracture

'市立豊中病院整形外科，2辺見クリニック

○難波二郎1，鱒法輪光'，辺見俊一2，

山本浩司Ⅱ

【目的】前腕再骨折は小児のプレート固定後にし

ばしば発生する．原因は骨硬化不全状態における

早期抜釘と抜釘後のスクリュウ孔での強度不足の

2つであり，いずれも抜釘に起因する．今回我々

の経験した，抜釘に無関係であり，また原骨折部

位とは異なる部位での僥骨遠位部再骨折症例につ

いて検討した．

【対象と方法】再骨折の定義は初回骨折からの期

間に関わらず，同骨同端骨折とした．対象は4例

で男性2例，女性2例，左3例，右1例であった．再

骨折時年齢は14,52,63,68才で，対応する初回骨

折は14,小児期，思春期，66才時であった．再骨

折の受傷機転は全例転倒であった．全例膠原病，

代謝性，悪性疾患の既往はなかった.前腕，手関

節のレントゲンにて初回と再骨折の部位,骨硬化，

髄腔狭小化などの骨様態を調べた．

【結果】初回骨折部位は僥骨遠位端3例，僥骨骨幹

部遠位1/3が1例，対応する再骨折部位は僥骨骨幹

部遠位1/3が3例，僥骨遠位端が1例であった．初

回手術に関して僥骨遠位端骨折1例に掌側ロッキ

ングプレート固定を施行し，再骨折部位はプレー

ト最近位スクリュウ孔であった.全例に再骨折時，

観血的整復内固定術を施行した．ロッキングプ

レート症例を除き，再骨折時レントゲンにて初回

骨折部位に掌側凸の角状変形，骨硬化，髄腔狭小

化が認められた．

【考察】一般的にはプレート固定後stress‐

shieldingによる仮骨形成不足が主な抜釘後再骨折

の原因である．プレート端部に曲げ応力が集中す

るため柔軟性低下後，軽微な外力での端部易骨折

性は知られているが，今回掌側ロッキングプレー

トでのl例を初めて経験した．内固定がない例は

いずれも骨硬化，髄腔狭小化が認められており，

プレート端部と同様な力学的要因に加え，角状変

形によるモーメント変化も受傷原因と考えられ

た．
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3-ll-EP25

交差法によるエコーガイド下腋窩ブロッ

クの経験

UltrasoundGuidedAxillaryBlock(OutofPlane

Technique)

岡山赤十字病院整形外科

○尾崎修平，小西池泰三，小澤正嗣

【目的】上肢手術において腋窩ブロックはよく使

用される麻酔法であるが，ブロック不成功や神経

損傷血腫形成などの合併症の問題もある．我々

は交差法を用いてエコーガイド下に腋窩ブロック

を行い，その有用性について検討した．

【対象及び方法】対象は2008年12月から2009年10

月までに行った上肢手術患者81例．エコーガイ

ド下に，交差法により正中，僥骨，尺骨，筋皮神

経周囲にEpinephrine含有l.5%Lidocaineを計17

~35ml注入した．ブロックに要した時間と手術

開始までの時間手術時間追加麻酔の有無そ

の他の合併症及び手術終了時の麻酔効果をSW知

覚テスターで調査し検討した．

【結果】5例で皮層切開時に局所麻酔を追加した

以外は，全例ブロックのみで手術可能であった．

疾痛のために手術を中断した例はなかったが，若

年者では麻酔効果がやや得にくい傾向があった．

手術終了時のSW知覚テスターによる評価は，

Bellの基準でanesthesia/untestable(redlined)

が正中神経90％，僥骨神経90％，尺骨神経88％

であった．残りはred～purpleであった．

【考察】腋窩ブロックでは，すべての神経領域で

十分な麻酔効果を得ることが困難な症例がある．

エコーガイド下に各神経周囲に麻酔薬を注入する

ことによって，より確実に麻酔薬を浸潤させるこ

とが可能となる．また交差法では平行法と比較し

て，より細い針を用いて短距離で神経周囲に到達

でき，患者の不快感の軽減が可能である．神経損

傷や血腫形成などの合併症の危険を低下させ，全

身麻酔が困難な高齢者や合併症を持つ患者に対し

てもよい適応であり，エコーガイド下腋窩ブロッ

クは有用な麻酔法であると考えられる．

3-11-EP26

上肢手術における腋窩浸潤神経ブロック

(吉村変法）の経験

AxillarylnfiltrationAnaesthesiainSurgeryof

theUpperExtremities

フレッククリニック

○北岡謙一，野口政隆，貞廣哲郎

【目的】腋窩ブロックは種々の方法があるが，従

来我々が行ってきた電気刺激装置使用ブロックは

痛みが強い．今回，低侵襲手技として，吉村の方

法を一部変更し臨床応用したので報告する．

【対象および方法】本法で麻酔し上肢の手術を行っ

た75例で，年齢は21歳～89歳（平均62.6歳)，男

性28例，女性47例である“手術方法は，手根管開

放術ないし手根管開放術と腱鞘切開術の併用手術

30例，腱鞘切開術ll例，手関節形成術4例，尺骨

神経前方移行術3例，デユプイトラン手術2例，他

25例である．麻酔方法は，吉村の方法に準じ，肩

関節90度外転外旋位で腋窩動脈と大胸筋下縁との

交点で腋窩動脈の直上に27G皮内針を刺入し，シ

リンジポンプを用いてアナペイン20mlを8分間で

皮下注射した．

【結果】手術中に局所麻酔の追加を必要とせず正

中神経尺骨神経，僥骨神経のほぼ全領域の麻酔

効果が得られた優34例，一部麻酔効果が弱いが局

所麻酔は不要であった良16例，少量の局所麻酔薬

の追加を必要とした可14例，ほとんど麻酔効果

を認めず再度麻酔が必要であった不可ll例であっ

た．合併症は2例に静脈麻酔様の嘔吐，血圧低下

など認めたが早期に改善した．

【考察】本法は，痛みが殆どなく安全に行える手

技である．麻酔効果も，本症例の85％は非常に有

用であった概ね従来法と同様の麻酔効果を得て

おり,特に痛みについて患者の満足度は高かった．

僥骨神経領域を中心に麻酔効果に個人差を認める

点と麻酔後の待機時間が必要であることが今後の

課題と考えられた．本法は小侵襲のブロック法と

して有用な手段である．
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3-ll-EP27

Extendedaxillaryblockの有用性
ExtendedAxillaryBIockfOrUpperExtremity

Surgery

新潟労災病院整形外科

○善財慶治

【はじめに】上肢手術での腕神経叢ブロックには

斜角筋間法，鎖骨上窩法，腋窩法があり，麻酔範

囲,合併症などにおいてそれぞれ一長一短がある．

一方，放散痛を得るブロック法は追加麻酔を要さ

ず速やかに手術を開始できる利点があるが，神経

損傷の危険性も指摘されている．我々は，放散痛

を得ながらも頻回穿刺による神経損傷のリスクを

低下すると同時に広範囲に麻酔をかけることを目

的として，斜角筋間法と腋窩法を合併した

extendedaxillaryblock(EAB;Wekslerら）を

行っているので，その有用性を検討した．

【対象】2007年10月から2009年10月までに演者が

自らEABを施行した108例手術部位の内訳は手

部46例手関節部42例，前腕19例，肘部1例．

【方法】腋窩から正中神経及び尺骨神経斜角筋

間からは上神経幹(C5,C6領域）への放散痛を

確認後に麻酔薬を注入した．使用薬剤は0.75%ロ

ピバカインと1％メピバカインの等量混合液で，

合計で最大30ml使用した．

【結果・考察】l例でVPC頻発,1例で頻脈となり

手術を中断した残り106例のうち執刀時局麻を

要したのは11例(10%)であり，そのうちブロッ

ク施行時当該神経に放散痛があったのは2例のみ

であった．過去の本学会での放散痛を得ないブ

ロック法の報告において追加麻酔使用率が20‐

30％と高かったことからも，放散痛を得た方が確

実な麻酔効果を獲得しうると考えられた麻酔所

用時間は平均8分，麻酔から執刀までは平均20分

(各40例)，平均手術時間105分，平均タニケット

時間89分で，痛みのため2時間以内にタニケット

を解除したのは4例であった．永続的神経障害を

認めた例はなかった．

【結論】EABは腋窩及び斜角筋間からそれぞれ当

てやすい神経をブロックするため少ない穿刺回数

で速やかに広範囲の麻酔が可能であり，上肢手術

に非常に有用な麻酔法と言える．

3-11-EP28

手の外科手術での適切な駆血帯（タニケッ

ト）圧とは？

AdequateTourniquetPressureinHandSurgery

'国立印刷局東京病院整形外科，2東京医科歯科大

学整形外科

○志村治彦1,高田ちさと1,若林良明2,

四宮謙一2

【はじめに】手の外科手術では駆血帯を使用する

ことで無血手術野が得られ，より正確・繊細で安

全な手術を行うことができる．しかし駆血帯によ

る合併症は無視できるわけではなく，手術に影響

しなければできるだけ低い駆血帯圧に設定した方

が良いと考えている．現在我々は酸素飽和度モニ

ターを用いて適切な駆血帯圧を設定できるシステ

ムを使用しており，その有用性を検討したので報

告する．

【対象と方法】2帥9年7月～10月に,Z社製ATS3M

タニケットシステムを用いた手の外科手術は31例

であった．2009年4月～6月に，収縮期血圧を元に

駆血帯圧を設定していた23例を対象とした．それ

ぞれの群での駆血帯圧・駆血帯圧と収縮期血圧と

の差・合併症の有無を検討した．また新システム

での駆血帯圧が，収縮期血圧や患者の年齢と相関

関係があるかを検討した

【結果】患者の年齢や収縮期血圧・駆血時間はそ

れぞれの群で有意差を認めなかった．新システム

での駆血帯圧は平均234.4mmHgであり，従来の

駆血帯圧の平均253.0mmHgより優位に低値で

あった(P=0.005).また駆血帯圧は患者の年齢と

相関関係を認め(r=0.42),収縮期血圧と強い相

関関係を認めた(r=0.77).手術を妨げるような

出血はなかったが，腋窩伝達麻酔例でタニケット

ペインを各1例ずつに認めた．

【考察】駆血帯は非常に有用であり手術には不可

欠であるが，虚血による筋障害物理的圧迫によ

る神経障害・皮膚障害，タニケットペインなどの

合併症の報告も散見される．駆血帯圧の設定につ

いて，教科書的に上肢では250～300mmHgや収

縮期血圧+100mmHgと記載されていることが多

い．酸素飽和度モニターを用いて駆血帯圧を設定

することによって，従来よりも有意に低い設定圧

で安全な手術を行うことが可能であり，駆血帯に

よる合併症を予防するために有用である
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3-11-EP29.

上肢機能評価票HAND20のばね指治療評

価における有用性(DASHとの比較）
UsefUlnessofHAND20,QuestionnairetoEvalu-

ateUpperExtremityDisability,inEvaluation

ofTriggerFingerTherapy(Comparisonwith

DASH)

'小山田記念温泉病院整形外科，2名古屋大学大学

院医学系研究科機能構築医学専攻運動形態外科学

講座手の外科学教室

○飯田浩次1，岩月克之2，鈴木実佳子2，

栗本秀2，平田仁2

【目的】我々はイラスト付き上肢能力評価Hand

20がDASHと比較し回答困難症例が遙かに少な

く，正常値が有意に小さいためより幅広い年齢層

と傷害に適応できることを報告してきた今回，

ばね指に対する腱鞘内注射及び腱鞘切開術の治療

効果の評価手段としてHAND20とDASHの反応性

を比較し，手指の軽微な障害に対するHAND20

の有用性を検討した

【方法】ばね指と診断された患者に対し，治療前，

治療後にDASH及びHAND20による調査を施し，

93人（男性28人，女性65人）平均年齢62.2歳（30

歳～90歳)から回答を得た．治療前と,治療後2週，

4週，6週，8週，10週,12週の時点での,DASH

及びHAND20のスコアの分布をretrospectiveに

調べた．また，術後2週4週，6週，8週以降にお

ける標準反応平均(SRM:変化の平均/変化の標

準偏差）及び効果サイズ（変化の平均/ベースラ

インの標準偏差）を調べ,DASHとHAND20の反

応性を比較検討した

【結果】治療前スコア平均値と回答不適率はそれ

ぞれHand20で32.4(正常値l.2±3.9)および

7/365（1.9％）に対し,DASHでは26.5(正常値

13±15)および43/362(ll.8%)であった．治療

後のスコアの変動の様子は,DASHとHAND20と

もによく似ており，両者の間には,spearnlan相

関係数で0.77から0.98という高い統計学的相関を

認めた．反応性に関しても,HAND20はDASHと

同等の値を示した特に，腱鞘内注射治療群にお

いては,DASHよりも高い反応性を示した．

【考察】HAND20はDASHと同様に，状態の変化

をスコアに反映することができるとともに，より

軽微な変化に対する反応性ではDASHに優ると考

える．ばね指治療評価において,HAND20は有

用であると考える．

3-ll-EP30

音楽家における上肢の障害の実態調査

TheStatisticallnvestigationoftheActualSitua-

tionabouttheUpperExtremityDisorderofthe

PianistsandtheStringPlayers

'東京女子医科大学先端生命医科学研究所，2慶応

義塾大学文学部，3お茶の水大学文教育学部

○瀬尾理利子l,美山良夫2,水村真由美3,

高倉公朋l,伊関洋］

【目的】ピアニストと弦楽奏者の上肢の障害と予

防方法に関して調査し，実態と傾向を明らかにす

る．

【方法】2009年6月から7月にかけてクラシックピ

アニスト（373名）と弦楽奏者（1212名）に対し

てNPO法人芸術家の<すり箱の協力によりア

ンケート調査を行った

【結果】有効回収数はピアニスト45（有効回収率

10.3%),弦楽奏者185(有効回収率15.3%)であっ

た芸術活動による身体の怪我や故障で治療を受

けた経験のある人はピアニストで64.4％，そのう

ち上肢の障害の中でも手や指に障害があった人は

79.3％と多かった．弦楽奏者では73.0％で肩の障

害が51.1%や首の障害が48.9%,手や指の障害が

489％であった手・指の障害の再発はピアニス

トで44.8％，弦楽奏者で49.5％と高かった．怪我

の主原因として演奏会前のオーバーユースを訴え

る人がピアニストで38.1%,弦楽奏者で26.7%,慢

性的なオーバーユースの訴えがピアニストで

33.3％，弦楽奏者で50.5％であった．ピアニストは

障害に対して病院を受診する人が多く(81%),

病名では腱鞘炎と診断されたものが多かった．病

院を受診してもピアニストの33.3％，弦楽奏者の

40.0％の者に診断がついておらず，病院を受診し

なかった人は整形外科を受診しても改善しないと

思っている人が多かった．受けた治療はシップ，

マッサージ，注射，電気･温熱・鍼灸治療などで，

ピアニストの76.2％，弦楽奏者の69.5％の人が演奏

に支障がない程度に改善していた．治療の効果で

は動作時の痛みと動かしにくさについての不満が

多かった．障害予防には演奏動作を工夫している

人が多く，特に何も行わない，もしくは怪我の予

防に対して無回答であった人は少なかった

【結論】痛みや癖れがあってもそのまま演奏活動

を行わざるえない人が多いのが現状であった．
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3-11-EP31

野口英世博士の手の手術

-世界の先駆けとなる手の皮弁手術一

SurgeryoftheHandtoDoctorHideyoNoguchi:

theMostEarlyLocalFlapSurgeryoftheHand

intheWorld？

'桑野協立病院整形外科，2会津中央病院整形外科

○坂本和陽1，古月顕宗2

日本の偉人の一人である野口英世が幼児期に左

手に重篤な熱傷を負ったことは有名である.英世

はその手に対し3度の手術を受けている.最初の2

回の手術は指間部を切り離すだけの単純なもので

あった.3回目の手術は1897年（明治30年)10月東

京帝国大学（現東京大学）外科近藤次繁（当時助

教授）により行われた手術の詳細は明らかでは

ないが残されている術中所見のメモから局所皮弁

術が行われたことが窺われる．近藤は日本の整形

外科の先達である田代義徳と同門,同世代であり

日本における外科学の主導的役割を果たした人で

ある．近藤は1891年から1895年までドイツに留学

している．ヨーロッパ圏では19世紀には既に造鼻

術が行われており，留学中に得た知識を手に応用

したのではないかと推察される.Bunnellis

SurgeryoftheHandの創刊が1944年であるので

世界的に手の外科が学問として確立されるより遙

かに以前のことである．これはわれわれ日本の手

の外科医が認識しておくに足る事実であると考え

紹介する．

3-11-EP32

Spaghettiwrist:手関節掌側の広範断裂に
対する治療経験

SpaghettiWrist:ExperienceofTreatmentof

ExtensiveVolarWristLacerations

'神戸赤十字病院整形外科，2兵庫県災害医療セン

ター整形外科

○中後貴江'，長谷川康裕2，越宗幸一郎］

【目的】手関節掌側の広範な損傷は''spaghetti

wrist"と呼ばれ，重度の機能障害を起こすこと

が知られている．過去6年間に我々が経験した9例

のspaghettiwrist症例ついて検討報告する．

【対象および方法】今回の報告においてspaghetti

wristの定義を，正中神経または尺骨神経含む手

関節部掌側の構造物10本以上の断裂または手関節

部での屈筋腱損傷を伴う正中・尺骨神経同時損傷

とした症例は男性6例女性3例で，年齢は30才

～76才，平均47.6才であった．受傷原因としては

ガラスでの受傷が3例,労災事故2例，ナイフ･カッ

ターによる自殺企図4例であった全例とも受傷

当日に血管吻合，神経縫合，腱縫合を行ったリ

ハビリテーションに協力が得られる症例に対し

て,OTによる早期運動療法を開始した．

【結果および考察】屈筋腱損傷は平均9.7本で，創

が手関節僥背側にまで達しAPL･EPB断裂を認

めた症例が2例あった．神経損傷は正中神経損傷8

例，尺骨神経損傷8例で，同時損傷6例であった．

血管損傷は僥骨動脈損傷7例尺骨動脈損傷7例で，

同時損傷5例であった．自殺企図の3例は希死念慮

の強い重症うつ病で，その治療のため術後精神科

専門病院へ転院が必要となり，適切な術後管理お

よびリハビリテーションを行うことが困難であっ

た．また労災事故のl例で，経過中PTSDの発症

を経験したSpaghettiwristの治療は長期間にわ

たることが多く，その治療に対する患者のモチ

ベーシヨンは非常に重要で予後に大きく影響す

る．精神疾患の合併や，重度の手の外傷に引き続

<psychologicaldistressによるモチベーションの

低下,リハビリテーションの遅滞を予防するため，

早期より精神科・心療内科と連携し精神的アプ

ローチも同時に行っていく必要がある．
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3-11-EP33

伸筋腱脱臼に対するIoopoperationの治療
経験

LoopOperationfOrDislocationoftheExtensor

Tendon

特定医療法人新生病院整形外科

○古作英実，橋爪長三，榊原政裕

【緒言】伸筋腱脱臼には数多くの手術法が報告さ

れているが当科ではMcCoy&Winskyの方法を若

干変更したloopoperationを行っている．過去8年

に行われた11例について検討したので報告する．

【対象と方法】対象は2001年から2008年の問に伸

筋腱脱臼に対しloopoperationを行ったll例であ

る．男性7例･女性4例,平均年齢53.5才（16～74才）

であり，右側9例・左側2例で中指10例・環指l例

であった．原因は外傷性が10例（軽微な外傷によ

り生じたもの6例．比較的強い外傷により生じた

もの4例）・特発性がl例であった．全例でMP関

節屈曲の際に瘻痛や違和感の訴えあり伸筋腱は尺

側に脱臼した．症状出現から手術までの日数は平

均1年10ケ月(7日～10年）であり全例に対して

loopoperationを行ない術後約3週間外固定した

術後経過観察期間は平均1年6ケ月（2ケ月～8年

11ヶ月）であった．これら症例の術後の再脱臼・

瘻痛の残存・可動域制限の有無，その他の合併症

について調べた．

【結果】術後に再脱臼した症例や瘻痛の残存した

症例はなかった術後平均10.5週(4週～16週）

で可動域制限は全例消失した．感染などの合併症

も生じなかった．

【考察】McCoy&Winskyの方法は総指伸筋の僥側

の遠位を基部として縦切し深横中手靭帯の深層に

通して縫合し伸筋腱を安定化させる手術法である

が，当科ではexpansionhoodを損傷しないよう近

位を基部とし縦切し反転させて深横中手靭帯の深

層に通して縫合している．可動域制限が消失する

まで若干時間がかかるがおおむね良好な結果が得

られ有用な方法であると考えられた．

3-11-EP34

当科における指骨延長例の検討

ResultsofPhalangialLengthening

奈良県立医科大学整形外科

○前川尚宜，矢島弘嗣小畠康宣，

村田景一

【はじめに】手指の欠損・指長の短縮は整容的な

問題だけでなく手の機能を低下させる．この再建

方法として組織移植による再建骨移植，骨延長

術など様々な方法が用いられてきた今回は当科

における指骨延長について検討し報告する．

【対象および方法】当科にて施行した16例21指の

指骨延長例について検討した男性10例15指，女

性6例6指で手術時年齢は平均25歳(3-49歳)であっ

た．原因は外傷15指先天異常5指，循環障害によ

る切断後1指であった．延長方法は仮骨延長法と

したものが9例12指延長後骨移植法としたもの

が7例9指であった．用いた創外固定器は

Stellbrink型:7指（仮骨延長:2指),HoHmann-

mini:4指（仮骨延長:2指),pemgmim:4指（仮

骨延長:4指)Ilizarovmini:6指（仮骨延長:4指）

であった．同時延長は4例8指で行った．仮骨延長

群と延長後骨移植群において骨延長量，骨癒合期

H,consolidationindex(以下C・I.)創外固定装

着期間，合併症などを検討した．

【結果】全例で最終経過観察時に骨癒合が得られ

たが仮骨延長例のうち3例（25%）で追加骨移植

を施行した延長後骨移植群と仮骨延長群の年齢

(延長骨移植：32歳，仮骨:15歳),骨延長量（延

長骨移植:1.6cm仮骨:1.lcm)では有意差が見

られたが獲得骨延長率,C.I.では有意差は認め

なかった．合併症として感染l指，屈曲拘縮2指，

屈筋腱断裂，屈曲変形，延長部の先細りをそれぞ

れl指認めた．

【まとめ】指骨の仮骨延長と延長後骨移植法は骨

癒合の観点から考えるとほぼ同等であったが症例

に応じて骨移植を考盧する必要があると考えられ

た．

-S337-



MEMO 苧
■
４
６

一
己
凸

一

I

1

-S338-



日本手の外科学会

第16回春期教育研修会

抄録

4月17日（土）

<8：00～〉受付開始

く8：30～9：30〉1．手関節の修復と再建

香月憲一（大阪市立総合医療センター整形外科）……………S340

<9：30～10:30〉2．手の循環障害

吉村光生（吉村整形外科）．．………･･…･………･……･”………S342

<10:40～11：40〉3．手指再建に有用な局所皮弁をどう使うか

平瀬雄一（四谷メディカルキューブ手の外科センター）……S344

<11：50～12:40〉作業関連上肢筋骨格系障害の診断と治療

平田仁（名古屋大学手の外科学）

<12:50～13：50〉4.一般手の外科医のための先天異常手の基礎知識

日高典昭（淀川キリスト教病院整形外科）……………………S346

<14:00～15:00〉5．上肢の絞掘性神経障害の電気診断と治療

信田進吾（東北労災病院第二整形外科）．．…………………･…S348

<15:00～16:00>6.医療事故防止のロジック

酒井直隆

（横浜市立大学整形外科・宇都宮大学大学院工学研究科）……S350



手関節の修復と再建

大阪市立総合医療センター整形外科

香月憲 一

手関節は15の骨（8手根骨，2前腕骨，5中手骨）とこれらを連結する靭帯およびTFCC

などから構成される複雑な関節で，一口に手関節外傷（疾患）といっても多岐にわたってお

り，個々の外傷（疾患）の臨床的特徴を熟知した上で治療に当たる必要がある．講演では主

な手関節外傷（疾患）の修復と再建について，診断と治療上のポイントについて解説する．

1．僥骨遠位端骨折：現在でも保存的治療が基本の骨折ではあるが，背側転位型骨折を掌側

プレートで固定するという発想の転換以来，本骨折に対する21世紀の治療戦略は大きく変

化した．背側プレートによる伸筋腱断裂の合併症を回避する目的もあって開発された治療

法であるが，新たに長母指屈筋腱断裂という合併症の問題を抱えており，十分な配慮が必

要である．変形治癒骨折によって障害が生じた手関節の再建には，コンピュータ支援三次

元矯正骨切り術が有効である．

2．舟状骨骨折:Herbertscrewの出現によって治療法が大きく変化した外傷で，近年，患

者の早期社会復帰の要望が強く，益々手術の需要が高まっている．難治例に対する血管柄

付き骨移植術の進歩も見逃せない．一方，偽関節例が減少する傾向はなく，本外傷を見

逃さないための診断のポイントを再認識する必要がある.舟状骨偽関節に続発したSLAC

wrist(SNACwrist)の再建には部分手関節固定術が有用である．

3.Kienb6ck病：未だゴールデンスタンダードと呼べる治療法が確立されたとは言い難く，

種々の再建法が存在する．月状骨を温存する方法と摘出する方法があり，主な手術方法と

して僥骨短縮術，僥骨模型骨切り術，有頭骨短縮術，部分手関節固定術，血管柄付き骨移

植術などがある．小児例の予後は良好で，ギプス固定などの保存療法のみでも治癒したと

いう報告があるが，固定が長期間にわたることと，少数であるが成績不良例もあり，近年，

一時的部分手関節固定術を推奨する報告を認める．
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講師略歴

i
香月憲一(かつきけんいち）

大阪市立総合医療センター整形外科

略歴

昭和59年3月

昭和59年6月

昭和61年4月

平成2年4月

平成3年9月

平成5年7月

平成7年4月

平成11年3月

平成15年7月

平成16年4月

平成19年4月

平成20年4月

畠

大阪市立大学医学部卒業

大阪市立大学医学部附属病院整形外科臨床研修医

大阪市立大学大学院医学研究科外科系専攻整形外科

大阪披済会病院整形外科医員

米国Connecticut州Hartford病院Handfellow

大阪市立大学医学部整形外科助手

国立泉北病院整形外科医長

国立大阪病院整形外科医長

大阪市立大学大学院医学研究科整形外科学講師

大阪市立大学大学院医学研究科整形外科学助教授

同准教授

大阪市立総合医療センター整形外科部長

2

I
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手の循環障害

吉村整形外科

吉村光生

血行障害の原因として，断裂や挫滅による血管損傷閉塞性動脈硬化症や閉塞性血栓血管

炎などの慢性動脈硬化症，慢性動脈閉塞症を基礎疾患とする急性動脈血栓症や動脈塞栓，全

身性疾患の部分症としての循環不全などがある．

組織移植術後の血行障害についても言及する．

1．症状

①チアノーゼ②脈拍の欠如③瘤痛④知覚障害⑤麻輝⑥壊死

2．治療

1)生活指導：①禁煙②全身の保温③患肢の清潔，外傷からの保護

2）薬物治療：①血小板凝集抑制剤②血管拡張剤③抗凝固剤

3）動脈に対する手術：①血栓除去術②血管吻合③血管移植④静脈皮弁

⑤血管の移行または交叉吻合⑥交感神経切除術

3．動脈血行障害

1)外傷性血行障害

手の血管損傷は切創や挫創のみではく，骨折や脱臼に合併していることが多く，血管の

直接損傷のほか，血腫や浮腫などによる間接的圧迫，四肢の手術やギプスに伴う血行障害

などがある．

血管損傷は壊死の危険性から，早期の発見と処置が重要である．上肢では下肢に比較し

て側副血行がよく発達しており，壊死を免れることがあるが，阻血性拘縮，組織の修復の

遅れ，指尖部萎縮，寒冷時瘻痛の原因となる．

2）動脈血栓症と動脈塞栓症

動脈血栓症：

慢性動脈閉塞症である閉塞性血栓血管炎や閉塞性動脈硬化症が基礎にあり，急性動脈

血栓症を引き起こす．

動脈塞栓症

動脈内腔に塞栓が詰まる疾患で，その原因は血栓が最も多く，脂肪などもある．

3）慢性動脈血行障害

手指の慢性循環障害は指尖部に潰瘍形成しやすく，瘻痛が著しい．閉塞性血栓血管炎で

は，僥骨または尺骨動脈が前腕や手など，より末梢で閉塞している症例が多い．微小血管

外科の手技を応用し，末梢にrunoHが認められる症例に対しては，皮下静脈を移植して血

行再建をはかる．血行再建の不可能な症例には，指動脈交感神経切除術を試みる．
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4 その他の血行障害をきたす疾患

l)Hypothenarhammersyndrome

2）

3）

4）

動脈瘤

Raynaud症候群

先天性動静脈瘻

講師略歴

吉村光生（よしむらみつお）

吉村整形外科

略歴

昭和41年3月

昭和42年4月

昭和52年4月

昭和53年4月

昭和56年4月

平成2年9月

徳島大学医学部卒業

金沢大学医学部整形外科学教室

フランス・ナンシー大学留学

金沢大学医学部整形外科講師

福井医科大学整形外科助教授

開業（吉村整形外科医院）
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手指再建に有用な局所皮弁をどう使うか

四谷メディカルキューブ手の外科センター

平瀬雄一

手指の再建に利用される皮弁は遊離皮弁も含めるとかなりの種類がある．しかも，年々少

しずつ異なる新しい皮弁が次々と発表されている．しかし，それらの皮弁の基本的な血行形

態はそれほど変わっているわけではない．皮弁のデザインが変わっていたり，より細かい解

剖がわかったりしていることが多い．演者はかねてより，難しい皮弁（すなわちリスクのあ

る皮弁）ではなく，やさしく安定した結果をもたらす局所皮弁を優先して使うべきであるこ

とを主張してきた．しかし，従来の局所皮弁を使用するとしても，その結果はより優れたも

のでなければならず，要は皮弁の種類ではなく，その皮弁をどう使うかであると考える．扱

い慣れた局所皮弁を，より効果的に使うことで今までにない結果を得ることが出来る．それ

には，一つの皮弁ですべてを再建しようとするのではなく，簡単な皮弁を複数組み合わせる

ことがキーポイントとなる．また，一つ一つの皮弁のサイズが小さくなることが，採取部の

犠牲をより少なくするかもしれない．さらに，もう少し中枢まで剥離することがより大きく

皮弁を動かせるかもしれない．一手間かけることで，いつもの皮弁から新しい展開が生まれ

るかもしれない．演者が日頃行っている工夫を紹介しつつ，手と指の被覆にもっとも効果的

な局所皮弁の使い方について考えを述べる．
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講師略歴

平瀬雄一（ひらせゆういち）

四谷メディカルキューブ手の外科センター

略歴

昭和57年

昭和61年

平成4年

平成5年

平成9年

平成12年

平成22年

東京慈恵会医科大学卒業・形成外科研修開始

米国サンフランシスコへ留学．

デービスメデイカルセンターで

‘鐸

マイクロサージャリーを習得

東京慈恵会医科大学講師

米国デービスメデイカルセンター客員教授（2年間）

慈恵医大柏病院形成外科診療医長

埼玉成恵会病院形成外科部長

四谷メディカルキューブ手の外科センターセンター長
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一般手の外科医のための先天異常手の基礎知識

淀川キリスト教病院整形外科

日高典昭

少子化の影響により，一般病院に勤務する手の外科医が先天異常手の治療に携わる機会は

減少している．演者が以前に在籍した病院は，一般公立病院であるが小児系の病床数が約

1／5を占め，先天異常手を治療する機会が比較的多かった．遭遇する頻度の少ない疾患の

診療にあたっては，その治療上の問題点を熟知しておく必要がある．本講演では，演者の経

験と文献的考察に基づいて先天異常手の治療上の要点について解説する．

取り上げる疾患は，母指多指症，合指症，裂手症，母指形成不全，僥側列形成障害，尺側

列形成障害，短合指症，先天性握り母指，強直母指などで，それぞれの治療のポイントは以

下のごとくである．

1）母指多指症(WassellV):僥側側副靱帯の再建と短母指外転筋腱の移動を確実に行う．

2）合指症：皮切のデザインの工夫と植皮の完全生着を目指す．

3）裂手症:裂隙の閉鎖は主として整容的改善であり，機能的には母･示指間の形成が重要．

4）母指形成不全(Blauthll,III):母指対立再建と母・示指間の形成,MP関節の安定化が

必要IIIBの場合はCM関節をいかに再建するかが問題となる．

(BlauthlV,V):母指化術のコツと術後の母指機能．

5）僥側列形成障害：中央化手術を容易にするための創外固定による牽引の意義．

6）尺側列形成障害：尺側の障害自体が外科的治療の適応となることは少ない．合併する手

の障害に対する治療がしばしば必要．

7）短合指症：足趾基節骨移植の適応と手術方法．

8）先天性握り母指：なるべく早い時期から装具療法を開始すれば，ほとんどは保存的治療

が有効．手術が必要な場合は母示指問の形成と腱移行を行う．

9）強直母指：保存的治療を原則とし当科では装具治療を主として行っているが，その有効

性は明らかでない．

先天異常手の初期治療は患児の生涯にわたる上肢機能を左右する．その責任を肝に銘じな

がら，きめ細やかな治療方針を立てていくことが重要である．
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講師略歴
マク-F、逗剥

喜 読諜劇港

日高典昭(ひだかのりあき）

淀川キリスト教病院整形外科

略歴

昭和59年3月

7月

昭和61年7月

昭和63年4月

平成1年7月

平成6年1月

平成11年2月

平成20年4月

大阪市立大学医学部卒業

大阪労災病院整形外科

豊昌会林病院整形外科

川崎医科大学整形外科

大阪労災病院整形外科

大阪市立大学整形外科

大阪市立総合医療センター整形外科

淀川キリスト教病院整形外科
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上肢の絞拒性神経障害の電気診断と治療

東北労災病院整形外科

信田進吾

上肢・手のしびれや筋力低下を主訴とする症例に対して絞拒性神経障害を含む末梢神経障

害を客観的に診断し，治療方針を決定する上で電気生理学的診断が有用である．

筋電図検査では安静時の自発放電,弱収縮時の運動単位電位の相,持続時間，振幅，最大収

縮時の運動単位電位の増減と振幅を計測する．安静時の陽性鋭波と線維束電位は脱神経変性

筋にみられ，収縮時の運動単位電位から筋原性疾患と神経原性疾患を鑑別する．

神経伝導検査は知覚神経活動電位(SNAP,有髄Aα線維：触覚・振動覚を反映）と複合

筋活動電位(CMAP,Aα線維を反映)の導出が行われ,CMAPの導出が技術的に容易である．

痛覚を反映する有髄A6線維や無髄C線維の異常を捉えるレーザー刺激誘発電位は今後の臨

床応用が期待される.CMAPの潜時と振幅，波形変化，持続時間を健側と比較する．振幅

の低下は軸索変性を，潜時の延長すなわち伝導遅延は節性脱髄を反映し，伝導ブロックは重

度の脱髄を反映する．

手根管症候群(CTS)は短母指外転筋(APB)のCMAPが最もよく用いられ,APB-

CMAP導出不能の重症例は第2虫様筋(SL)のCMAPにより診断できる．軽症例には保存

療法が，重症例には手根管開放術（直視下・鏡視下)，一期的母指対立再建術が適応である．

前骨間神経麻痒に対しては方形回内筋(PQ)と長母指屈筋(FPL)のCMAPを分析する．

肘部管症候群は小指外転筋(ADM)のCMAPの肘部での伝導遅延により確定診断できる．

ADM-CMAP導出不能の重症例は尺側手根屈筋(FCU)のCMAPにより診断する．手術は

尺骨神経剥離･除圧術を行うもGuyon菅症候群は，第一背側骨間筋のCMAPの潜時延長と振

幅低下により診断し‘，僥骨神経麻痒は総指伸筋(EDC)のCMAPにより診断できる．
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毒爵7弓、 碓諾

講師略歴

蝿
ゞ
學
識
睦
蕊
ゞ

,罰;虫
ﾕ

信田進吾(のぶたしんご）
東北労災病院第二整形外科

強

雲み‘

錘′
鱗ル

略 歴

昭和58年3月

昭和58年5月

昭和63年9月

平成4年7月

平成5年9月

平成6年8月

平成9年9月

平成14年12月

平成16年4月

平成19年4月

平成21年4月

東北大学医学部卒業

国立水戸病院臨床研修医

東北大学医学部整形外科

東北労災病院整形外科

米国キャンベルクリニック留学

塩釜披済会病院整形外科部長

東北労災病院整形外科副部長

同第四整形外科部長

同関節外科部長

東北大学医学部非常勤講師

東北労災病院第二整形外科部長

輯

鍵

‘ミ鰯
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医療事故防止のロジック

横浜市立大学整形外科・宇都宮大学大学院工学研究科

酒井直隆

医療事故が広く関心を集めるきっかけとなったのは，1999年に横浜市大附属病院で発生し

た患者取り違え手術事件である．演者は同病院職員としてこの事故の調査委員と対策委員双

方を務めたが，その結果痛感したのは「医療事故防止は注意喚起のみでは不十分で，科学的

観点で事故要因を分析する基礎から出発しなければ，将来に向けての真の事故対策はなし得

ない」ということであった．すなわち過去の事故事例に基づく後ろ向きの対策だけでは不十

分で，人間が医療現場でどのようなエラーを起こしうるかを科学的に予測する観点が必要で

ある．

工学では既に，航空機事故や原発事故防止のためのロジックが安全工学という分野で確立

されている．ここでは人間のエラーが単なる注意喚起では防止できないことを前提とし，そ

のうえで人間にエラーを起こさせない方法を科学的手法で明らかにする．その第一歩はエ

ラーの発生メカニズムの解明であり，次いでエラー防止策の検討である．

これらの検討には人間工学やシステムエ学の手法が重要な役割を果たすが，歴史的にはこ

うした分野は,機械や生産システムの高度化に伴う事故対策として確立されてきた.したがっ

て医療事故対策にそのまま応用できるわけではなく，医療安全に適した理論・手法を選択す

る必要がある.

医療事故防止のロジックで浮上するのはマン・マシン・インターフェース，ヒューマンエ

ラー，メカトロニクスなどの要素であり，具体的にはリスクマネジメントで事故調査対策を

チャート化して解析する手法や，「1件の重大事故の背景には，29件の同種の軽症事故，さ

らに300件の同種のインシデントが存在する」というハインリッヒの法則に基づく，ヒヤリ・

ハット事例収集が行われている．

本講演では医療事故防止のためのロジックを解説するとともに，ヒヤリ・ハット事例報告

から，手の外科の関連領域における医療安全について検討する．
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講師略歴

酒井直隆（さかいなおたか）

横浜市立大学整形外科・宇都宮大学大学院工学研究科

略歴

1979年

1981年

1988年

1990年

1992年

1995年

2000年

2001年

2004年

2005年

2009年

山形大医学部卒業

横浜市立大学整形外科教室入局

横須賀共済病院整形外科医長

横浜市大より医学博士号授与

米国メイヨー・クリニック留学

横浜市大整形外科講師

横浜市立市民病院診療部長

宇都宮大工学部教授横浜市大医学部客員教授

洗足学園音楽大客員教授

宇都宮大大学院工学研究科教授，生産情報工学専攻長

東京大より工学博士号授与
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Alagar,DavidS315

Amadio,PeterC.

S306,S308,S311

An,Kai-Nan

S29,S306,S308,S311

Baek,GooHyun S47

Bong,LeungHon S12

Brown,JustinMS240

Calleja,HenryMS315

Cavalli,Elica S258

Chung,KevmC.S82,S110

Dahlin,LarsB.S273

Egan,Gary S275

Glickel,StevenZ.S56

Goddard,NicholasJ.S26

Gong,HyunSikS47

Hing,MakKan S12

Hmg,YenChiS12

Jiang,Baoguo S150

Kay,SimonPJ.S178

Kim,Jinsoo S20

Lam,ChanWaiS12

Lee,HyukJmS47

Lee,YoungHo S47

Leung,YipSiu S12

Macalalad,Ana S315

Mackinnon,Susan S272

Morrison,Wayne S275,S299

Myckatyn,Terence S272

Pajardi,Gergio S258

Pederson,WnliamChristopher

S238

Pegoli,Loris S258

Rhee,SeungHwan S47

Richard,Lieber S309

RIZZO,Marco S29

Samuel,WardS309

Sia,WeiTee S46

Suo,Chao S275

Szabo,RobertM.S19,S34

Tanchuling,Antonio S315

Tapia,Carolma S315

Tegon, MS258

Teoh,LamChuan S46

Thomopoulos,Stavros S8

Tonkin,MichaelA.

S22,S23,S236

演者索引

Tsai,Tsu-min

Wang,Hong

Zhao,Chunfeng

S39

S275

【あ】

相木比古乃

相澤利武

相羽整

青木光広

青柳陽一郎

赤井敬紀

赤池敦

赤羽学

秋田恵一

秋田鐘弼

秋本峰克

阿久津祐子

浅井宣樹

麻田義之

浅野哲弘

浅見昭彦

安食孝士

麻生邦一

阿達啓介

渥美義仁

穴山聡

阿部麻美

阿部耕治

阿部雅志

阿部宗昭

安部幸雄

阿部圭宏

尼子雅敏

新井猛

新井健

新井哲也

荒川雄一郎

荒木聰

荒木淳

荒田順

有島善也

有薗行朋

有野浩司

有馬秀幸

S306,S308,S311

S207

S322

S268

S4,S161,S174,

S184,S186,S189

S291

S182

S208

S86,S297,S300

S261

S301

S194

S174

S69,S82,S314

S257

S326

S63,S139,S144

S299

S94

S304

S217

S267,S293

S212

S87

S321

S126

S28,S69,S145

S62,S191

S101,S278

S113,S208,S213,

S230,S256,S290

S273

S319

S250

S210

S76

S78

S214,S215

S267,S293

S101,S278

S321
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有光小百合

安藤佳幸

安 藤 亮

安楽邦明

【い】

飯田昭夫

飯 田 浩 次

飯田拓也

飯田寛和

飯田竜

筏義人

生田義和

池上博泰

池口良輔

池田和夫

池田慶裕

池田純

池田全良

池 田 幹 則

池田崇

石 井 克 志

石 井 耕 士

石井崇之

石 井 英 樹

石垣大介

石 垣 範 雄

石川浩三

石川肇

石河利広

石 河 利 之

石田治

石 田 有 宏

石 津 恒 彦

石 突 正 文

石橋嘉津雄

石山典幸

泉 水 朝 貴

泉山公

伊関洋

磯貝哲

S29

S219

S312

S247

S86,S104,S307

S206,S319,S335

S295

S68,S142,S312

S190

S278

S14,S112,S173

S54,S66,S91,S125,

S164,S189,S193,

S201,S208,S217,

S229,S253,S256,

S268,S276,S313

S38,S298,S302

S41,S116,S120,

S220,S281

S283

S59,S123,S200,

S311

S259

S246,S257

S66,S114,S266

S302

S95,S153

S259

S63,S139,S144

S7,S158,S221

S280

S78,S96,S176

S83,S212

S176,S331

S307

S173

S81

S182

S73,S79,S124,S329

S319

S231

S189

S113

S335

S74



板寺

市川

市川

市村

伊坪

井戸

伊藤

伊藤

伊藤

伊藤

伊藤

一
一
亨
充
郎
和
三
紀
敏
宣
元

英
耕
晴
敏
芳
祥
博
博
博

博
信
尚
剛
晋
司
郎
明
記
幸
嗣
行
宏
生
洋
範
義
敦
人

隆
弘
精
一
秀
克
義
・
弘
嘉
知
峰
仁
義
博
真

量
方
久

谷
塚
塚
塚
坪
烏
西
西
野
野
橋
日
迎
山
笠
崎
崎

大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
大
岡
岡
小
岡
岡

岩部昌平

岩本卓士

S212

S297

S327

S98,S99

S280

S301

S76

S286

S182

S76

S219

S106,S216

S252

S286

S163

S259

S202

S108,S261

S91,S113,S125,

S164,S208,S229,

S256

S132

S277

S39,S141,S162,

S275,S283

S276

Sll7,S230

S297

S327

S277

S147

S268

S196,S269

S61,S331

S64,S289,S308

S295

S84,S146,S228,

S277

S216

S95

S42,S102

S50,S90,S252,

S255,S313

Sl

S142,S333

S138,S270

S161,S184

S3,S152,S197,S223

S88,S309

S41,S120,S220

S142,S333

S70,S131

S77

S92,S202

S269

S6,S65,S280

S65

S231

S110

S330

S38,S302

S32,S133,S206,

S299

S279

S59,S123,S154,

S200,S205,S214,

S259,S281,S311,

S325

S210

S226

S302

S315

S300,S310

S71,S253

S64

S267

S312

S136,S327

S105,S161,S174,

S184,S185,S207

S211

S182

S160

S296

S81

S185,S292

S100,S117

S217,S260

S58,S136,S261,

S270,S327

S222

S297,S300

S301

S331

S33,S199,S248

S52,S147

S85,S90,S197,

S201,S226,S243,

S260

S36,S75

S85

S228,S335

S156

S149,S212,S213,

S303

S224岩本幸英

【う】

植木将人

植田直樹

上野幸夫

植村和司

上村卓也

S61

S126,S192,S229

S154,S325

S231

S257,S272,S275,

S283

S183,S268,S330

S45

S247,S319

S194

S6,S65,S89,S99,

S100,S280,S304,

S305

S190

S68,S312

伊東雅 弥

稲 垣克記

内尾祐司

内田源太郎

内田満

内沼栄樹

内山茂晴

稲垣

稲田

稲葉

稲見

乾

井上

井上

井上

井上

井上

射場

弘進

有史

裕

浩平

淳幸

五郎

林

隆

肇

円加

浩介

浦田士郎

漆崎亜弥

岡島誠一郎

岡田潔

岡田充弘

【え】

恵木丈

江尻荘一

越後歩

江野尻竜樹

江畑龍樹

猿渡淳

遠藤努

遠藤直人

遠藤信幸

S86

S75,S105

S4

S96

S191

S96

S201

S274

S279

緒方

岡野

岡本

岡本

岡本

小川

小川

小川

沖永

荻野

荻原

奥井

正人

昭夫

秀貴

雅雄

道雄

考了

潤

健

修二

利彦

弘晃

伸幸

伊原公一郎

今井寛

今井晋二

今井智浩

今泉督

今泉泰彦

今 枝敏 彦

今田英明

今 谷潤也

【お】

王興栄

大井宏之

S214

S1,S17,S92,S94,

S112,S143,S284

S197

S267

S310

S98,S98,S114,

S119,S130,S263,

S318,S326,S328

S99

S224

S78

S320

S97

S268

S203,S206

S40

大泉尚美

大北弦樹

大久保宏貴

大茂壽久

奥田

奥田

奥津

奥野

治
樹
郎
昭

敏
良
一
宏

今村宏太郎

今村知明

岩倉菜穂子

岩 崎一 夫

岩 崎弘英

岩崎幸治

岩 崎倫 政

大茂嘉久

大嶋直人

大慈弥裕之

大数加光治

大角秀彦

太田憲和

太田英之

大谷和裕

奥村

尾崎

尾崎

小笹

長田

長田

納村

小澤

修也

修平

敏文

泰宏

伝重

龍介

直希

正嗣

岩澤

岩瀬

岩月

幹直

大学

克之
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北野岳史

北村公一

北村卓司

鬼頭宗久

木 野 義 武

木 下 光 雄

木原仁

木股敬裕

木村昌芳

木村理夫

木森研治

姜良勲

清重佳郎

清田毅

桐田由季子

桐本光

金潤壽

金城政樹

織田

織田

織田

小田

越智

崇
基
美
良
介

宏
弘
健

金谷

金子

兼子

金城

金村

嘉野

加納

鎌田

釜野

上石

亀井

亀井

亀井

亀田

亀山

亀山

蒲生

河合

河井

川勝

河上

川上

川上

川上

河越

川崎

文則

哲也

博章

養典

政義

真允

正雄

一億

雅行

貴之

秀造

節也

直輔

正裕

茂樹

真

和重

生馬

秀夫

基久

剛

裕史

幸雄

亮一

宏之

恵吉

S69,S82,S314

S147

S29

S46

S67

S126,S192,S229

S230

S77

S322

S227

S14,S112,S286

S88,S155

S7,S158,S221

S314

S330

S286

S52,S147,S323

S251,S310

S82,S110

S77

S276

S87,S132

S106,S156,S215,

S266

S74,S127,S140,

S144,S173,S188,

S198,S280,S316

S70,S187,S196

S314

S31,S86,S186,

S245,S262,S297

S86,S104,S186,

S269,S307

S243,S251,S310

S289

S277,S279

S68

S265

S207

S252

S204

S219

S209

S3

S221

S280

S3,S152,S197,S223

S286

S217

S323

S95

S292,S323

S331

S192

S106,S216

S136

S75,S105

S112

S123,S154,S200,

S259,S281,S325

S282

S215,S266

S115

S77

S269

S320

S204

S86

S119,S165

S36,S75

Sl,S92,S94,S112,

S143,S284

越智光夫

落合

小野

小野

直之

智敏

浩史

面川庄平

【か】

貝田英二

香川好男

柿崎潤

柿木良介

柿木 良輔

蔭山 敬久

笠 井時雄

加地 良雄

柏英雄

柏木慎也

柏谷元

梶原了治

片岡利行

片山健

S244

S316

S62,S64,S329

S38,S302

S298

S50

S107,S204

S139,S185,S292

S37

S194

S294

S112,S286

S305,S306

S31,S119,S245,

S262,S297

S84

S141,S162,S246,

S248,S257

S111

S45

S62,S95,S153

S287

S232

S30,S206,S254

S90

S276

S37

S6,S65,S89,S100,

S280,S304,S305

S74

S186

S102

S105

S71

【<】

久我尚之

日下部浩

草 野 恒 輔

草 野 望

櫛田学

国司俊一

國吉一樹

S223

S209

S183

S183,S310

S143,S148

S43,S64,S285

S43,S64,S131,

S191,S196,S285,

S301,S329

S62

S67

S59

S292

S45,S87,S95,S132,

S182,S330

S246

S194

S74

S255,S319

S113,S230,S256,

S290

S117,S206,S210,

S335

S323,S328

S79

S108,S261

S199,S298,S310

S227

S49

S81,S191

川崎由美子

川島秀一

河内俊太郎

川那辺圭一

川西弘一

川野健一

河野正明

川端確

河村健二

川村達哉

神田俊浩

国吉一樹

久 能 隼 人

久保和俊

久保潤一郎

久保俊一

片山幹

香 月憲一

伸之

憲一

佳明

俊和

大輔

久保

熊澤

倉田

倉橋

倉持

裕
和
哲
理
利
一
磨
樹
輝
之

康
泰
貞
宗
琢
直
秀
博

勝田

勝見

勝村

桂

加藤

加藤

加藤

加藤

加藤

加藤

【き】

菊地憲明

菊地淑人

木佐貫修

岸和彦

岸慶太

岸陽子

來嶋也寸無

来嶋也寸無

北岡謙一

喜多島出

栗本秀S37

S92,S266

S233

S217,S260

S319

S175

S188

S280

S296,S333

S100,S101

栗山幸治

栗山龍太郎

黒 坂 望

黒 坂 昌 弘

黒島永嗣

桑原真人

桑原眞人

角西寛

金井朋毅

金谷貴子

金谷久美子

金谷耕平

-S354-



【け】

玄丞然S298

泉
太
忍

憲

斉藤

斉藤

斉藤

佐藤攻

佐藤和毅

S302

S208,S217

S43,S70,S196,

S245,S285,S329

S138

S142

S87

S92,S189,S202

S62,S95,S209,S302

S108,S153,S261

S290

S250,S276

S273

S112

S98,S99,S114,

S119,S130,S318

S79

S78

S187

S247

S117

S337

S275,S283

S298,S310

S88,S138,S148,

S155,S294

S62,S95,S108,

S153,S261

S336

S43,S44,S80,S118,

S159,S250

S285

S63

S149,S212,S213,

S303

S77

S290

S105,S161,S184,

S185

S138,S294

S91,S114,S321

S160

S203

S322

S7,S118,S221

S37,S64,S289

S32

S192,S296,S333

S118

S304,S305

S293

S147

S54,S91,S125,

S164,S189,S201,

S208,S253,S256

S314

S233

S308

S267,S293

S317

S242

S190,S231

S100

S252

S32,S133,S206,

S299

S296

S295

S96,S176

【こ】

小池康晴

洪淑貴

光嶋勲

幸田久男

河 野元昭

河 野亮平

河 村真吾

河 本正昭

国分毅

國府幸洋

古 作英 実

児島新

児島忠雄

越宗幸一郎

五 條理 保

五谷寛之

斎藤

齋藤

斉藤

齊藤

齋藤

斎藤

齋藤

斎藤

斉藤

斎藤

酒井

太一

貴徳

毅

毅

知行

知行

知行

治和

治和

英彦

昭典

S188

S249,S262

S45,S76,S295

S60,S104

S329

S254,S284

S271

S325

S199,S300,S310

S314

S337

S68,S312

S18,S49,S172,S191

S60,S336

S276

S10,S88,S138,

S148,S148,S155,

S294

S173

S198

S160

S210,S336

S52

S115

S142,S333

S87

S107,S165,S198,

S300,S337

S71,S253

S227

S289

S259

S274

S116

S214,S215

S218

S272

S331

S93

S265

S270

S232

S75

S105

佐藤馨太

佐藤光太朗

佐藤大祐

佐 藤 信 隆

佐藤正義

佐藤亮三

里中東彦

佐野健司

佐 野 浩 志

澤 泉 卓 哉

澤泉

澤田

沢i刀

之
一
馬

雅
智
一

酒井

酒井

坂井

酒井

酒井

榊原

坂口

坂田

坂中

和裕

邦夫

健介

新介

直隆

政裕

公一

亮介

秀樹

【し】

重冨充則

重松浩司

重松辰祐

重本顕史

篠 田 明 彦

篠根理孝

篠原孝明

S202,S211

S263,S317

S213

S281

S319

S191

S84,S146,S218,

S228

S318,S334

S36

S75

S193

S274

S131

S274

S292

S200,S246

S281

S233,S317

S138

S76

S107,S165,S198,

S233,S297,S300

S136,S261,S270,

S327

S113,S208,S213,

S230,S256,S290

S334

S69,S82,S314

S89,S99

S293

児玉彰

児玉祥

児玉 成人

古月顕宗

後藤 昭彦

後 藤真一

小西池泰三

小橋裕明

小畠康宣

坂野裕昭

坂本和陽

坂本相哲

四宮

柴

柴

柴田

柴田

芝山

澁木

澁谷

島田

島貫

鴫村

島村

清水

清水

謙一

将人

將人

大

実

昌貴

克栄

亮一

幸造

景都

正

安則

克時

隆昌

崎濱智美

佐久間隆

佐久間悠

小早川知範

小林康一

小林勉

小林由 香

駒形 成司

小峰伸 彦

小 宮節 郎

小見山貴継

小室裕造

是永 建雄

近 藤高弘

近藤高広

近藤秀則

近藤真

紺 野慎一

紺 野愼一

櫻木淳史

笹益雄

佐々木浩一

佐々木康介

佐々木孝

佐々木英幸

佐々木宏

笹島功一

笹原寛

佐竹寛史

佐竹美彦

貞廣哲郎

佐藤彰博

佐藤亜由美

佐藤栄一

清水弘毅

清水弘之

志村

下江

下平

定地

治彦

隆司

浩揮

茂雄

【さ】

齋藤育雄S259
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高松聖仁 S141,S162,S272,

S275,S283

S231

S120,S177,S193,

S201,S209,S218,

S248,S249,S250,

S313

S62,S95,S108,

S153,S261

S59,S123,S154,

S200,S205,S214,

S259,S281,S325

S247

S85

S84

S326

S290

S293

S188,S258,S279,

S306

S244

S66,S113,S114,

S266

S289

S220,S232

S233

S322

S41,S116,S220,

S281

S288

S197

S100,S101,S137

S84,S117,S146,

S218,S228

S89,S99

S247

S190

S50,S90,S252,

S255,S313

S212

S269

S139

S219,S277,S279

S312

S257

S189

S291

S217,S260

S271

S109

S102

関敦仁白井

白石

白石

白形

白方

白川

白坂

白幡

代田

申

神

神野

也
建
夫
性
司
健
郎
士
彦
樹
道
泰

久
秀
陽
祐
律
毅
雅
正
裕

S120,S177,S209,

S248,S249,S250

S318

S106,S216

S105

S100

S297

S252

S79

S270

S114,S263,S326,

S328

S334

S93,S242

S126,S192,S229

S273

S317

S221

S320

S149

S73,S79,S124,S329

S93,S242

S149

S93,S265

S244

S291

高群浩司

高山真一郎

関康 弘

関ロ昌之

関ロ泰史

関島良樹

関谷勇人

関谷繁樹

瀬戸信一郎

妹尾則孝

善家雄吉

瀧上秀威

瀧川宗一郎

武石明精

竹内貴久

竹内久貴

武 光 真 志

竹元暁

竹 本 正 瑞

竹安酉佳倫

善財慶治

千馬誠悦【す】

末富裕

菅谷久

頭川峰志

菅原恒

杉岡敏博

杉田直樹

杉田英樹

杉本直俊

杉 本裕宣

勝呂徹

頭司敏史

鈴木晶子

鈴木修身

S79

S269

S88,S309

S66

S332

S293

S185

S116

S229

S216

S40

S274

S74,S127,S140,

S144,S198,S316

S282

S331

S321

S43,S62,S64,S301

S276

S149,S213,S303

S73

S93,S265

S33,S199,S248

S335

S271

S176

S190,S231

S74,S127,S140,

S144,S173,S188,

S198,S280,S286,

S316

S145

S283

S101

【そ】

相馬俊雄

副島修

添田晴雄

十河英司

園畑素樹

反町武史

S286

S307

S78

S109,S246

S144

S254,S284

幸
一

和
憲

崎
崎

田
田

【た】

平良明子

平良貴志

田浦夏希

高井盛光

高尾英龍

高木誠司

高木岳彦

鹿
嶋
島
島
田

田
田
田
田
多

毅
光
巳
介
薫

克
康

S230

S96

S96,S176

S3,S152,S197,S223

S322

S78

S120,S177,S229,

S249

S312

S289

S335

S254,S284

S334

S332

S263,S326,S328

S136,S261,S327

S217,S260

S73

S209

S301

S43

S320

S67

S309

S70

S75,S105

S64,S289,S308

鈴木康一

鈴木茂彦

鈴木重哉

鈴木崇根

鈴木隆文

鈴木拓

鈴木浩之

鈴木正孝

鈴木 雅博

鈴木実佳子

鈴木康

鈴木 義久

須藤啓広

砂川融

多田博

但 野 茂

立花新太郎

建部将広高木正之

高岸憲二

高倉公朋

高瀬勝己

高田ちさと

高田治彦

高田真一

高田逸朗

高田剛志

高田直也

高橋晃

高橋和久

高橋仁

高橋雅足

高橋正憲

高橋光彦

高橋勇次

高橋洋子

高原政利

厚誌

克己

健司

寿一

田中

田中

田中

田中

大
和
城
之
尋
之
貴
幸
治
行
久
成

利
英
啓
雅
康
祥
芳
隆
宏
勝
恒

田中

田中

田中

田中

田中

田中

田中

田中

田中

棚橋

田辺

田邊

角

住浦

角谷

宏
治
真

光
誠

【せ】

瀬尾理利子S335
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谷

谷川

谷口

谷野

谷脇

玉井

玉井

玉置

田村

【と】

土井一輝
一
之
徳
彦
通
哉
進
之
一

俊
暢
泰
善
祥
和
康
竜

中川

中川

中後

中崎

仲澤

中嶋

中島

中島

中島

中島

中田

中西

仲西

中西

中野

中野

中林

中道

中道

中道

中村

中村

中村

仲村

中村

中村

中村

広志

玲子

貴江

蔵人

徹郎

英一

祐子

恭哉

紀綱

佳子

浩史

昭登

知憲

美紗

健一

智則

昭裕

健一

憲明

亮

修

恒一

智

俊介

孝志

達雄

利孝

S192

S142

S69,S82,S314

S113,S313

S192,S224,S296

S152,S197

S317

S257

S182

S307

S72,S116,S324

S60,S336

S140,S144

S245

S118

S127,S188,S198

S109

S192,S224,S296

S70,S187

S204

S233

S208

S316

S198

S190

S144

S100,S101

S106,S266

S327

S185,S292

S6,S65,S280

S288

S96

S38,S298,S302

S226

S98,S99,S119,

S130,S318

S54,S87,S91,S113,

S125,S164,S189,

S193,S201,S208,

S229,S253,S256

S187

S272,S275

S68,S312

S30,S254

S54

S199,S300

S96

S206

S214

S242

S5,S16,S53,S61,

S115,S134,S186,

S264,S278

S308

S93,S242

S45,S76,S295

S32,S133,S206

S109,S328,S332

S15,S43,S44,S80,

S118,S159,S250

S33,S199,S244,

S248

S88

S45,S330

S183

S149,S212,S213,

S303

S45

S87

S191,S285

S182,S330

S231

S156,S322

S76

S204

S271

S271

S271

S271

S107,S186,S269

S146,S157

S59,S123,S154,

S200,S259

S116,S281

S52,S147,S323

S28,S69,S145

S40

S49,S81,S191

S67

S54,S125,S164,

S189,S193,S201,

S229,S253,S256,

S268

S65,S184,S291

S298,S300

S321

藤哲

堂後隆彦

遠山将吾

外川誠一郎

鴇田朝海

【ち】

千野博之

中馬敦

中禮康雄

帖 佐悦男

陳山林

徳川誠冶

徳川誠治

徳永進

徳永大作

徳山直人

栩木弘和

戸所健

殿谷一郎

土肥浩右

土肥浩平

土肥慎二郎

土肥大右

土肥義浩

戸部正博

富田一誠

S203

S245

S183

S285

S274

【つ】

塚 本伸 章

津下健哉

辻英樹

辻 井雅 也

辻 原隆 是

津 田悦史

土 田芳彦

土原豊一

土 谷一晃

土屋大志

土 谷正彦

常深健二郎

恒 吉康弘

角田 憲治

津布久義人

坪川直人

S227

S48

S74,S80,S128

S190,S231

S132

S101,S273

S74,S80,S128

S101,S278

S106,S216

Slll

S53

S255,S313

S214,S215

S63,S139,S144

S146,S157

S5,S16,S53,S61,

S115,S134,S186,

S225,S264,S278

S202,S211

S223

S91,S103

富田

富田

富永

冨山

友枝

友利

戸山

勝郎

泰次

康弘

貴司

裕人

裕二

芳昭

中 村 俊 康

中村

中村

中村

中村

中山

名倉

夏目

夏目

並木

楢崎

成澤

秀裕

博亮

誠也

蓼吾

政憲

一成

沙里

唯弘

脩

慎二

弘子

坪根

坪山

鶴田

徹
輔
幸

大
敏

害泉

豊川

豊山

洋
和
光

泰
成
起

【て】

寺浦英俊

【な】

内藤正俊

永井多賀子

永井史緒

中尾悦宏

仲尾保志

長尾恵

長尾聡哉

中岡啓喜

長岡正宏

中川種史

S88,S138,S148,

S155,S294

S87

S223

S307

S184

S36,S75

S30,S254

S205

S291

S65,S184,S291

S320

S65,S184,S291

S320

寺田信樹

寺本全男

成 田 淳

成田裕一郎

成 島 三 長

南野光彦

難 波 二 郎

田野確郎 S72,SlO9,S116,

S324

S109,S328,S332韓 法輪 光
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【ふ】

深 沢 克 康

福岡昌利

福島一雄

福島八枝子

福 田 寛 二

福 田 祥 二

福田誠

福原徹太郎

福平由桂子

福本恵三

郎
孝
正
彦
也
郎
淳
一

三
康
泰
欽
一
隆

圭

個
源
井
浦
尾
田
田
田
村

西
西
西
西
西
西
西
西

卓久

達哉

泰典

八田

服部

服部

S322

S249

S43,S44,S80,S118,

S159,S250

S73

S107,S309

S223

S267

S107,S204

S42,S102

S40

S272

S299

S308

S331

S190

S318

S70,S187,S196

S135,S282

S293

S254,S284

S227

S193

S259

S323

S40

S135,S282

S265

S182

S277

S18,S81,S129,

S172,S191

S84,S140,S264,

S270

S221

S97

S84,S85,S140,

S264,S270

S50,S90,S199,

S252,S255,S298,

S313

S97,S230

S229

S257

S321

S31,S86,S104,S307

S43

S45,S87,S95,S132,

S182,S330

S114,S263,S328

S243,S251,S310

S85,S90,S201,

S226,S243,S260

S318

S31,S245,S262

S293

S233,S317

S226

Slll

S279

S70,S187,S196

S232

S85,S226,S260

S138,S261

S233,S317

S84,S85,S140,

S264,S270

S66,S87,S113,

S114,S266

波頭経俊

花岡尚賢

花田麻須大

浜田良機

浜田佳孝

浜中一輝

浜西千秋

林礼人

林央介

林正徳

原えり

原龍哉

原夏樹

原友紀

原田遼三

波呂浩孝

番場泰司

西脇正夫

藤井貴之

【ぬ】

沼田織絵S187 子
渉
司

裕
圭

藤井

藤井

藤尾【ね】

根本孝一

根本高幸

根本充

S101,S278

S52,S147,S323

S194

藤岡宏幸

藤澤幸三

藤 澤 幸 隆

藤田俊史

藤 田 倫 匡

藤谷良太郎

藤 原 祐 樹

藤 原 浩 芳

【の】

禾泰壽

野口隆史

野口政隆

【ひ】

稗田寛

東野琢也

樋口晴久

樋口浩文

日高典昭

日高康博

百名克文

平出周

平岩哲郎

平川明弘

平瀬雄一

平田一博

平田丞

平田仁

S276

S96

S192,S224,S296,

S333

S227

S268,S330

S138

S76,S271

S152,S197,S223

S66

S44

S282

S295

S323

S294

S68

S291

S257

S147,S323

S185

S76

野 口康男

野崎健治

野田知之

野々村秀彦

野原裕

信田 進吾

野 村博紀

史
上
直

好
朝
忠

間

施
天
越

布
普
船

江
田
田
町
家

古
古
古
古
古

幸博

和彦

太輔

克郎

仁

S18,S81,S172,S315

S326

S315

S84,S97,S117,

S146,S190,S195,

S218,S228,S230,

S231,S254,S255,

S277,S279,S319,

S335

S63

S247

S205,S281

S183,S268,S330

S204

S126

S70

【は】

萩原博嗣

萩 原義信

萩原祐介

橋爪長三

橋詰博行

橋本健

橋本 公二

橋本節男

蓮尾隆明

長谷川和重

長谷川敬二

長谷川健二郎

長谷川康裕

畑幸彦

畑中均

畑中渉

S223

S245

S299

S337

S242

S196,S245

S320

S323

S73

S59,S108

S106

S77

S60,S336

S89,S304,S305

S2,S111

S222

【へ】

別所祐貴

別府諸兄

S253

S113,S208,S213,

S230,S256,S290,

S312

S301,S332

彦
喜
庸
子
成
司
龍

一
明
博
美
純
真

由

地
野
原
松
瀬
藤
渡

平
平
平
平
廣
廣
樋

辺見俊一

【ほ】

北 條 潤 也

保 坂 正 人

星 川 慎 弥

S263,S317

S46

S61,S331

-S358-



星野秀士 松田秀策

松戸隆司

松橋智弥

松原吉宏

松村崇史

松村一

松本久美子

松本誠一

松本泰一

松本征仁

松本幹夫

松本佑啓

松本里沙

間庭圭一

満渕邦彦

丸石晃

丸毛啓史

丸山博史

宮本久士

三 輪 啓 之

S43,S44,S80,S118,

S159,S250

S299

S67

S120,S177,S209,

S248,S249,S250

S227

S290

S249,S262

S66,S106,S156,

S215,S266

S72,S109,S116j

S163,S324

S243,S251

S32,S133

S71

S160

S290

S324

S143

S285

S201

S59,S108

S106,S215,S218

S193

S77

S296

S38

S276

S326

S61

S209

S115

S276

S204

S203

S214

S135,S282

S291

星野

星野

細見

一
子
僚

雄
優 【む】

向田雅司 S92,S94,S112,

S143,S284

S304,S305

S119,S130

S207

S112,S286

S48

S74,S80,S128

S212

S116,S163,S188,

S200,S219,S258,

S277,S279,S305,

S306

S209

S107,S198,S269,

S300,S337

S147

S202,S211,S311

佛 坂俊輔

堀武生

堀井恵美子

堀 内行雄

村井

村井

村上

村上

村上

村上

村澤

村瀬

貴
平
一
二
明
子
章
剛

哲
賢
恒
弘
裕堀木充

堀切

堀口

堀篭

本城

本田

本田

士
元
子
昌
淳
宣

健
圭
良 村田

村田

淳
一景

【み】

三浦俊樹

三浦裕正

三上容司

三木慎也

水城安尋

水沢慶一

水島秀幸

水関隆也

水谷善弘

水村真由美

三橋成行

光安廣倫

皆川洋至

三浪明男

【ま】

前隆男

前川尚宜

前 田和 洋

前 田拓 摩

前田剛

前田利雄

前田登

真壁光

牧裕

村 田 憲 治

村松慶一

S231

S224

S61

S324

S223

S265

S218

S48

S183

S335

S290

S224

S166

S85,S90,S197,

S201,S226,S243,

S260

S90,S232

S146,S157,S214,

S215

S91,S103

S322

S45,S76,S295

S247

S116,S163,S188,

S219,S246,S258,

S305,S306

S141

S321

S244

S96

S335

S227

S119,S165,S337

S203

S296

S86

S281

S265

S49,S197

S5,S16,S53,S61,

S115,S134,S186,

S264,S278

S295

S199,S298,S300,

S310

S93,S265

S51

S200

S85,S226,S243,

S260

S286

S321

S319

S329

S95

S60

S104

S213,S256

S160

S275

S44

【め】

妻鳥毅史S205

【も】

持田勇一

望月義人

本宮真

本村朋英

本山満

百 瀬 敏 充

桃原茂樹

S302

S273

S243

S103

S293

S89,S99

S149,S212,S213,

S303

S320

S308

S120,S177,S209,

S218,S248,S249,

S250,S258

S97,S230

S106,S156,S215,

S266

S71

S114,S263,S326,

S328

S29,S163,S188,

S200,S219,S258,

S277,S305,S306,

S307

S226

牧野絵巳

牧野健

牧野

牧野

正富

益子

美
晴
隆
弥

仁
正
竜

森

森崎

森澤

樹
裕
妥

秀

三浪三千男

南川義隆

峯博子

峯田光能

三原誠

三枡律子

三宅潤一

増原愛

松井秀和

松浦愼太郎

松 浦佑介

松 木正史

松崎 弘徳

松 崎浩 徳

松下和彦

松 末吉 隆

松田健

松田智

森田哲正

森田晃造

森田智慶

森谷史朗

宮坂

宮崎

宮崎

宮里

美山

芳典

馨

洋一

剛行

良夫

森友寿夫

森本茂
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森本修平

森谷浩治

本
本
矢
田
田

吉
吉
吉
米
米

治
浩
一
正
弘

栄
晋
英
昌

山中芳亮 S143,S148

S247

S90

S67

S141,S162,S246,

S257

S301

S98,S98,S99,S119!
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第49回手の先天異常懇話会

(日本手の外科学会専門医教育研修単位l単位）

日本手の外科学会先天異常委員会主催の「第49回手の先天異常懇話会」を第53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。発表されまし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：平成22年4月15日（木）12時～13時

会場：朱鷺メッセ新潟コンベンションセンター2FスノーホールA

第2会場

〒950-0078新潟市中央区万代島6番1号TELO25-246-8400

内容：症例検討

参加費:1,000円

日手会認定単位（1単位):1,000円

応募方法：平成22年3月末日までに郵送またはe-mailで症例の概要を写真とともにお送り下さ

い。なお、症例数の関係で当日に検討できなかった症例につきましては、先天異常委

員会で検討のうえ、後日報告させていただきます。

郵送先：〒5340021大阪市都島区都島本通2-13-22

大阪市立総合医療センター整形外科香月憲一

E-mail:kkazuki@med.osaka-cu.acjp

当日はコンピュータによるプレゼンテーションになります。各自PCを持参して下さい。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下さい。また、PCのトラブルに備えてプレゼン用のファイルをCD-ROMまた

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

発表者の方は必ず時間までに会場受付にお越し下さい。
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日本手の外科学会先天異常委員会

委員長香月憲一



第33回末梢神経を語る会

日時：2010年4月16日（金)18:30～20:30

（第53回日本手の外科学会学術集会終了後）

会場:朱鷺メッセ4階マリンホール（第1会場）

テーマ：「観血的手根管開放術の手技（ビデオ上映)」

1CFlushtestを行う私の手根管開放術

埼玉成恵会病院・埼玉手の外科研究所

2◆手掌小皮切メスとハサミ、屈筋支帯切離

新潟手の外科研究所

3◆手根管症候群に対する手掌小切開術

一タニケットなしで形成剪刀を用いた手技一

吉村整形・形成外科医院

児島忠雄

吉津孝衛

吉村光生

4◆手掌小皮切のOCTR－プロテクターの工夫一

金 沢 医 療 セ ン タ ー整形外科池田和夫

5◆手根靭帯切離刀を用いた皮下手根管開放術
土谷総合病院整形外科 木森研治

6◆二皮切を用いた手技

関西電力病院整形外科 藤尾圭司

当番世話人：和歌山県立医科大学

新潟手の外科研究所

仙塩総合病院

共催末梢神経を語る会

エーザイ株式会社
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第22回日本ハンドセラピィ学会学術集会

この度、第53回日本手の外科学会学術集会会長柴田実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22回日本ハンドセラピイ学会学術集会を下記の通り開催させて頂くことになりました。

本学術集会のテーマは、「手指骨折-QOLの向上にむけて－」といたしました。特別講演では、

兵庫医科大学整形外科教授の田中寿一先生より、手指脱臼骨折に対して拘縮を予防するための治療手

技について、また財団法人新潟手の外科研究所理事長の牧裕先生より、中手骨以遠の手指骨折後に生

ずる拘縮の治療についてご講演を賜ります。そのほか、テーマ演題によるシンポジウム、一般演題、

ランチョンセミナーを行ないます。

ご多用の折とは存じますが、ぜひ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頂き、ご

指導、ご助言を賜りたく、ご案内申し上げます。

記

日時：平成22年4月17日(Jz)9:00～18:30(受付開始8:30)

会場：新潟市民プラザ新潟市中央区西堀通6番町866番地NEXT21ビル6階

（朱鷺メッセより車で約10分）

テーマ：手指骨折-QOLの向上にむけて一

参加費：会員4,000円、非会員7,000円、医師無料、学生500円（抄録代は別途500円）

参加申し込み：事前登録となっておりますが、医師の参加申し込みは当日会場で承ります。

プログラム

9：10～10：00一般演題セッション1

1-1DIP関節の屈曲角度による伸筋腱の遠位滑走距離の変化について

－超音波画像診断装置を用いた観察の試み－

葛城病院リハビリテーション部藤目智博

l-2リウマチ手の伸筋腱皮下断裂に対する腱再建後早期運動療法

土谷総合病院整 形外 科リ ハビ リ室 増原 愛

1-3Zonel･Ⅱ手指屈筋腱断裂修復術後に対する当院の早期自動屈曲運動法の治療成績

愛野記念病院リハビリテーション部油井栄樹

l-4zoneⅡ深指屈筋腱断裂における不良要因の検討

新潟中央病院リハビリテーション部松沢翔太

l-5手指屈筋腱狭窄性腱鞘炎由来のStiHhandに対するセラピイ

東京手の外科・スポーツ医学研究所阿部幸一郎

10：10～11:00一般演題セッション2

2－1僥骨遠位端骨折における方形回内筋切離の有無がADLに及ぼす影響についての検討

太 田 総 合 病 院 リハビリテーション室三輪一馬

2-2TFCC鏡視下縫合術後における前腕回内外の運動学に着目したプロトコールの工夫

関西電力病院リハビリテーション科平沢良和
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2‐3

2‐4

2‐5

僥骨遠位端骨折保存、pinning例の手関節痛に対する徒手圧迫療法とsplint療法

おく．ら記念病院窪昌和

手指基節骨骨折に対するsplint療法

済生会山形済生病院リハビリテーシヨン部遠藤珠美

手指PIP関節背側脱臼骨折術後セラピイの検討

大阪厚生年金病院堀内はる香

他

他

他

11:20～12:20特別講演l

Le-l手指脱臼骨折に対する最小侵襲手技治療

兵庫医科大学整形外科教授田中寿一先生

14:40～15:30一般演題セツシヨン3

3-l外傷性肘関節拘縮におけるコンバート式スプリント療法の有用性

総合病院回生病院リハビリテーション科石井誠二

3－2肘関節疾患におけるDASH評価法の有用性

聖隷浜松病院ハンドセラピイ部門原田康江

3－3上腕骨外側上穎炎難治例に対する関節鏡視下手術後のリハビリテーション

聖マリアンナ医科大学病院リハビリテーション部高岩亜紀子

3－4胸郭出口症候群の診断用検査の試み

東京手の外科・スポーツ医学研究所阿部幸一郎

3－5手根管症候群の術後早期における筋萎縮の回復経過

い ま む ら 整 形 外 科 杉 野 美 里

15:40～16:40特別講演II

Le-2手指（中手骨以遠）骨折後の拘縮治療

他

他

他

他

新潟手の外科研究所理事長牧裕先生

16：50～18：30シンポジウム「ADLの視点からみた骨折セラピイ実践」

S-l基節骨骨折･PIP関節脱臼骨折における術後早期のDIP関節運動の有用性

三仁会あさひ病院リハビリテーション科茶木正樹他

S-2Burkhalter型splintを用いた基節骨・中手骨骨折の治療成績と後療法の検討

札幌徳洲会病院北海道外傷センター井部光滋他

S-3手指骨折後拘縮にてその解離術を必要とした症例

愛野記念病院リハビリテーション部野中信宏他

S-4手指骨折におけるTAMと日本版DASHおよびADL障害の経時的推移の検討

第一東和会 病 院 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 科 藤 原 英 子 他

S-5手指骨折のADLにおける手の使用・不使用の検討

慶應義塾大学病院リハビリテーション科阿部薫他

第22回日本ハンドセラピイ学会学術集会会長土田尚美

【事務局】〒950-8556新潟市中央区新光町l-18新潟中央病院

電話025-285-8811電子メール22jhts@nice-hp.orjp
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日本手の外科学会雑誌第27巻第1号 平成22年3月25日発行

編集 第53回日本手の外科学会学術集会

会 長柴 田実

発行所〒102-8790 東京都千代田区麹町5-1

弘済会館ビル6階

株式会社コングレ内

日本手の外科学会事務局
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笑顔があふれる未来のために。
私たち源川医科器械は､医療機器の販売を通し、

かけがえのない生命､健康を守ります。

医療設備
MedicalFacilities

図｜医療機器
摩

日MedicalInstruments

園▼

③

』

恥一

繁繁弐恥回い1恥
源川医科器械株式会社

FAX(025)229-777

FAX(025)385-83(

FAX(0258)28-511

FAX(025)522-35(

FAX(018)865-37f

FAX(0186)42-23(
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FAX(023)633-01(
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B(0182)35-5666

B(023)633-0020

恋(0234)24-8842

B(0235)29-1355

本社

商品センター

長岡営業所

上越営業所

秋 田支 店

大館営業所

横手営業所

山形支店

酒田営業所

鶴岡営業所

新潟市中央区東中通2番町279番地

新潟市江南区亀田工業団地2丁目2528番38

長岡市蓮潟2丁目6番 10号

上越市舂日山町3丁目18番54号

秋田市寺内字三千刈343番地1

大館市字水門前83番地栄ビル

横手市横手町字四ノロ125－1

山形市元木2丁目10番46号

酒田市大宮町3丁目1 番 4 号

鶴岡市新海町15番10号工リムスI(H)
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製 造販売元〔資料謂求先〕

三笠製薬株式会社
経皮吸収型鎮痛・消炎剤

○ ③
1段遡趾I

｡職
〒176-8585

東京都練馬区豊玉北2-3-1
http;//www･mikasaseiyaku.co,jp/

、…冒加腿能
…翌#l願ｴ4

⑧
●｢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。

2008年7月作成

掴"aste'las

非ステロイド性消炎･鎮痛剤(COX-2選択的阻害剤)…蔵1

セレコックズ錠撫
馳薬､処方せん医薬品(注庫-盤戻等の処方せんにより使用すること）セレコキシブ錠

言_②。「効能･効果」「用法･用垂」「警告､禁忌を含む使用上の注意｣等につきましては、
製品添付文書をご参照ください。

塞鯵
劉遭販売アステラス製薬株式会社＊顛売提携ファィ

・東瀧都枇瞼l鷲巡りい-17…1．＄．
〒151-8589

［青料舗求鋤本社/東京都中央区日本橋本町2-3-11
資料請求先
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血管吻合時血管壁をめくり

用途として.同口径の端々

ロ霧茎のある蝋々吻合、端

り裂けずに吻合可能

々吻合、

堵間吻合が可能
〔…馬EX5URGIﾕ再眼鏡才1テクノキ千ストの萱御珂感です

喧蛎噂[い正国OCA胃TZ唾油蝿恥低銅面

FAX(06)4796.3150名古屋営藁所/PHONE(052)760-2161

FAX(011)613－6127岡山営業所/'PHONE(OB6)212.0556

FAX(022)274-2126福岡営業所／PHONE(092)415.4B61

FAX(03)3518-nppn

L急蕊ﾒﾗLｲｶﾙﾕー ｧﾝドｴｲ瀧辮繩:惚:鯛
仙台営業所/PHONE(022)727.5574

URL:wwwmua､CD･jpE-mail:info＠muaco.』p
東京営業所／PHONE(03)3518－0211

FAX<052)775.7202

FAX(OB6)227.3060

FAX(092)4154870
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No.3720101月増大号
定価5,250円ユアル

一
一

PEP叩篭 編集/岡山大学教 木授 敬裕股／

ーー 穿通枝皮弁の歴史/穿通枝皮弁挙上のための超音波検査-超音波血
流計（ドプラ聴診器)と超音波カラードプラ法一／顔面頚部の穿通枝皮弁／前胸

部・側胸部・側背部の穿通枝皮弁／背部の穿通枝皮弁の挙上と応用／下腹部の

動脈皮弁．鼠径部の穿通枝皮弁の挙上法と臨床応用一浅下腹壁動脈皮弁(SIEA

nap)と浅腸骨回旋動脈穿通枝皮弁(SCIPHap)-/殿部穿通枝皮弁の挙上と応
用／大腿部穿通枝皮弁の挙上と応用／下腿の穿通枝皮弁／プロペラ皮弁法／超

薄穿通枝皮弁／無名血管のための微小外科-Half-millimeterMicrosurgery-
／微小血管吻合のための最新顕微鏡の開発と展望

穿通枝皮弁

關マニ ュアル
■桑/良山大学鯨田木股敬裕

(株)全日本病院出版会h廿p://www.zenniti.com
〒ll3-0033東京都文京区本郷3-16-4-7FTEL:03-5689-5989

全日写粛整曳覇舎
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eCAN,[い人にやさしく､未来につながる技術
キャンデラは､最新医療用レーザーの開発と販売を通じ

医療技術の進歩と患者さんのQOLの向上を目指しています

皮膚良性色素性疾患治療用

レーザー装置

GentleLASE
ロングパルスアレキサンドライトレーザー

◆波長:755nm

◆パルス幅:3,sec

◆大きなスポットサイズで治療時間を

短縮

く承認番号:21500BZYOO268000＞

ヤグレーザ装置

GentleYAG
ロングパルスNd:YAGレーザー

k 一

一

◆1‘O64nmの波長は組織深達性が高く

組織内のﾀｰｹｯﾄに熱エネルギーが

有効に伝わります。

◆タッチパネルですぐれた操作性

◆照射野がわかりやすい万ｲド光

く承認番号:21700BZYOOO62000>

皮膚良性色素性疾患治療用

レーザー装置

ALEXLazr
Qｽｲｯﾁｱﾚｷｱﾝドﾗｲﾄﾚｰｻﾞｰ

◆波長:755nmで異常メラニンに

選択的に吸収

◆1秒間に5ｼｮｯﾄのハイｽピー ド

◆スポットサイズ:2mm,3mm,4mm

＜承認番号:21600BZYOOO98000＞

【発売元】キヤンーデラ株式会社本社〒130-0026東京都墨田区両国2-9-5TKF第2会館TEL:03-3846-0552(代)FAX:03-3846-0553
大阪営業所〒532-0004大阪市淀川区西宮原1－4－25第2谷ピルTEL:06-6396-4103FAX:06-6396-1400
名古屋営業所〒450-0002名古屋市中村区名駅3-12-12竹生ビルTEL:052-569-1095FAX:052-569-1096
福岡営業所〒812－0013福岡市博多区博多駅東2-5-37博多ニツコービルTEL:092-415-2205FAX:092-415-2206

【製造元】CandelaCorporation530BostonPostRoad,Wayland,MAO1778USATEL:508-358-7637FAX:508-358-5602

｣IIES

僥骨遠位端用プレート

APTUS｡2､5

r15｡

APTUSF|2.5は､独自のロッキング機構TriLock"(トリロツク）

により､ｽｸﾘｭｰの挿入を±15･まで自在に選択することができ

症例に応じたスクリューポジションは高い固定力が得られます。

プレート厚は1.6mm･ロープロファイル､アナトミカルデザインです。

指関節牽引・負|｣外固定器

-DDA-I牽引しながら臓曲.紳展が叫能
I)ynamjcDislractionAppzWalus

拘縮を起こしやすいPIP関節及びDIP関節においても

早期可動域訓練が可能なため、拘縮を予防します。

製造販売元（資料請求先）

｣ⅡES蕊五四・イー･シユテ必
〒164-0013東京都中野区弥生町2－13－4
TEL:03－3375－6767FAX:03－3375－8011
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経皮鎮痛消炎剤ケトプロフェン貼付剤

〔薬価基準収載〕

Lモーラテ■ブ@40m9コ
●効能･効果､用法･用量､禁忌を含む使用上の注意等については製品添付文書をご参照下さい。｜

“這鱸売元⑧久光製薬株式会社雫…｡17鳥栖繭田代大盲町4.．
資料請求先：学術部〒100-6221東京都千代田区丸の内1－11－1

2010年3月作成
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●効能･効果､用法･用量､禁忌を含む

使用上の注意等については

製品添付文薑をご参照ください。

経皮吸収型鎮痛抗炎症剤廩而壼諏調

■■⑧

.－夕
50mg
00mg

ロ
デ ○撚向瓢…”

販売元(資料請求先）

Q第一三共株式会社
、創鴛剛.s､り･東京都中央区I~1本橋本町3－5－1ロキソプロフェンナトリウム水和物貼付剤
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鎮痛・抗炎症・解熱剤 廩而毒諏罰

キソー'一多n
錠/細粒

劇薬指定医薬品ロキソプロフエンナトリウム水和物製剤

0704(0908）

※効能･効果､用法･用量および禁忌を含む使用上の注意等

については添付文書をご参照ください。

製造販売元(資料請求先）

Q第一三共株式会社
Daikhi-艶nkyo東京都中央区日本橋本町3-5-1
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FAX052-459-1
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エーザイ販売の主な】ロ販売開始年

黒雲する
I可 販売提携品

劇薬
処方せん医薬品：注意一医師等の処方せんにより使用すること

骨粗霧症治療剤／骨ベージェット病治療剤

ア列-ネjU錠1Z5mg
〈リセドロン酸ナトリウム水和物錠＞

低カルポキシル化オステオカルシンキット
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

iJcOC薬｛薬価基準収罰廊龍更i顕嘱

字ル

_弘急…燕蝿綴縮”鱈鋤

<電気化学発光免疫測定法＞

の10年l世界運

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

画｡0120-419-4979～18時(土､日､祝日9～17時）

MOO903-12009年3月作成


